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第第第第１１１１章章章章    史跡「宗像神社境内」の調査成果史跡「宗像神社境内」の調査成果史跡「宗像神社境内」の調査成果史跡「宗像神社境内」の調査成果 

 

１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容１．調査の目的および内容 

 保存管理計画策定の基礎資料を蓄積するため、史跡の調査を実施した。 

 

（１）調査の目的 

 史跡「宗像神社境内」は、指定されて以来、本格的な現況調査を行っていないため、何がどこに

どのような状態で存在するのかが明らかにされていない。このため実態を把握することを目的とし

て、土地所有状況、境内の変遷、建築物・工作物、植生などの史跡を構成する要素等についての調

査を実施した。さらに、境内において、指定後これまでどのような現状変更が行われたかについて

も調査した。 

 

（２）調査内容 

 今回の調査では、以下の調査を行った。 

 １）指定地内の土地所有状況等調査 

 所有者、管理者の確認を行った。 

 ２）境内の変遷調査 

 これまでの学術調査の成果や文献史料および研究論文などに基づき、宗像神社境内における古代

祭祀から神社社殿の形成に至る信仰の系譜を整理した。 

 また、近世以降の絵図から宗像神社の境内域、社殿配置等の変遷を整理、分析した。 

 ３）測量調査 

 沖ノ島（沖津宮）、中津宮、辺津宮の航空測量調査を行い、1,000 分の１測量図を作成するととも

に、沖津宮祭祀遺跡周辺、中津宮社殿周辺、辺津宮社殿および高宮祭場周辺について平板測量を行

い、200 分の１測量図を作成した。 

 ４）建築物・工作物等に関する調査 

 境内に所在する建築物・工作物等、史跡を構成する要素について、現地で位置および種類、形状、

部材等の状況等を調査・確認するとともに、記銘などにより年代を記録し、その情報をデータ化お

よびカード化して、調査結果としてとりまとめ、位置図・一覧表・写真に整理した。 

 ５）社殿実測調査 

 沖津宮および沖津宮遙拝所について、建築物の実測調査を行い、平面図、断面図等を作成した。 

 ６）植生調査 

 沖津宮および祭祀遺跡、中津宮、辺津宮の一部を対象に、境内の御神木や御神域内の樹林といっ

た史跡地内の重要で主要な樹木について毎木調査を実施した。また、沖津宮遙拝所、中津宮、辺津

宮については、群落調査を行った。 

 ７）これまでの現状変更の行為 

 史跡「宗像神社境内」および天然記念物「沖の島原始林」にかかる、文化庁への現状変更等の申

請事績をもとに、これまでの現状変更の内容を整理した。 
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２２２２．．．．測量測量測量測量調査調査調査調査・構成要素・構成要素・構成要素・構成要素調査調査調査調査・植生・植生・植生・植生調査調査調査調査 

 

（１）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 １）測量成果 

 赤色立体地図では、祭祀遺跡周辺など島の南側地域における巨岩の分布状況や戦時遺構の具体的な

位置が明確に示された。これは、今回調査の大きな成果である。 

写真 資－1－2－1 沖ノ島赤色立体地図（縮尺約 10,000 分の 1） 
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 ２）建築物・工作物等に関する調査 

表 資－1－2－1（1） 建築物・工作物等一覧表（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

 
32 社務所は史跡指定地外 

図面

番号

種別 名称

年代

保存状況 所有者 管理者 備考

1 遺跡 1号遺跡

8世紀～9世紀末

（中世）

昭和45（1970）年トレンチ調査（第3

次調査）平成24（2012）年中世遺物

確認

宗像大社 宗像大社 露天祭祀

2 遺跡 2号遺跡

8世紀～9世紀末

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 露天祭祀

3 遺跡 3号遺跡

8世紀～9世紀末

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 露天祭祀

4 遺跡 4号遺跡

7世紀～近世

江戸時代御金蔵として記載昭和45

（1970）年調査（第3次調査）

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

5 遺跡 5号遺跡

7世紀後半～8世

紀前半

昭和44（1969）年金銅製龍頭発見さ

れ調査（第3次調査）

宗像大社 宗像大社 半岩陰・半露天祭祀

6 遺跡 6号遺跡

7世紀

昭和44（1969）年調査（第3次調査） 宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

7 遺跡 7号遺跡

6世紀

昭和29（1954）年調査（第1次調査） 宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

8 遺跡 8号遺跡

6世紀

昭和29（1954）年調査（第1次調査） 宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

9 遺跡 9号遺跡

－

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

10 遺跡 10号遺跡

－ 未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

11 遺跡 11号遺跡

－ 未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

12 遺跡 12号遺跡

－

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

13 遺跡 13号遺跡

－

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

14 遺跡 14号遺跡

7世紀後半～8世

紀前半

未調査

昭和29（1954）年に現状把握のちに

20遺跡として報告

宗像大社 宗像大社 半岩陰・半露天祭祀

15 遺跡 15号遺跡

－

未調査

昭和29（1954）年に現状把握

宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

16 遺跡 16号遺跡

4世紀後半

昭和29（1954）年調査（第1次調査） 宗像大社 宗像大社 岩上祭祀

17 遺跡 17号遺跡

4世紀後半

昭和30（1955）年遺跡発見昭和32

（1957）年調査（第2次調査）

宗像大社 宗像大社 岩上祭祀

18 遺跡 18号遺跡

4世紀後半

昭和33（1958）年調査（第2次調査） 宗像大社 宗像大社 岩上祭祀

19 遺跡 19号遺跡

4世紀後半

昭和33（1958）年調査（第2次調査） 宗像大社 宗像大社 岩上祭祀

20 遺跡 20号遺跡

7世紀後半～8世

紀前半

昭和45（1970）年調査（第3次調査）

平成24（2012）年須恵器など黄金谷

側に確認

宗像大社 宗像大社 半岩陰・半露天祭祀

21 遺跡 21号遺跡

5世紀前半

昭和45（1970）年調査（第3次調査） 宗像大社 宗像大社 岩上祭祀

22 遺跡 22号遺跡

7世紀

昭和45（1970）年調査（第3次調査） 宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

23 遺跡 23号遺跡

－

未調査昭和29（1954）年に現状把握 宗像大社 宗像大社 岩陰祭祀

24 遺跡 大麻畑付近

昭和44（1969）年踏査戦時中兵舎付

近から細形銅矛出土

宗像大社 宗像大社

25 遺跡 社務所前遺跡

縄文時代から古墳

時代

昭和29（1954）年遺跡発見昭和44

（1969）年トレンチ調査

宗像大社 宗像大社

26 遺跡 正三位前遺跡

古墳時代

災害により流亡

27 遺跡 沖津宮社殿裏 平成24（2012）年白磁ベニ皿確認 宗像大社 宗像大社

28 建築物 沖津宮　本殿

昭和７（1932）年

昭和7（1932）年改築

昭和29（1954）年屋根葺替

宗像大社 宗像大社

29 建築物 沖津宮　拝殿

昭和７（1932）年

昭和29（1954）年屋根葺替 宗像大社 宗像大社

30 建築物 末社　大神宮

不明

土台木部白蟻のため腐朽 宗像大社 宗像大社 祭神：天照皇大神

31 建築物 末社正三位神社

昭和54（1979）年4

月

表面の風化 宗像大社 宗像大社

末社 事代主神社

末社 正三位神社

末社 荒船神社

32 建築物 社務所

昭和29(1954)年

宗像大社 宗像大社

沖ノ島駐在神官の事務

所兼宿泊所

33 建築物 脱衣所

不明

宗像大社 宗像大社 禊の際の更衣室

34 建築物 海上保安庁施設

未確認

海上保安

庁

海上保安

庁

35 建築物 漁業協同組合詰所

未確認

漁業協同

組合

漁業協同

組合

36 建築物 灯台

明治38（1905）年4

月

海上保安

庁

海上保安

庁

海上保安庁航路標識施

設

37 工作物 太陽光発電設備

平成９（1997）年５

月

NTTドコ

モ

NTTドコ

モ

太陽光受光・発電設備

38 工作物 通信施設

未確認

NTTドコ

モ

NTTドコ

モ

NTTドコモの通信施設用

Ｈ号巨岩下、岩陰

遺物散布、露天

木造、一間社流造、銅板葺

H:2.5m,W:2.8m,D:1.6m

石造（花崗岩）、切妻造、平入

H：2.0m，W：2.5m，D：0.8m

木造、切妻造、妻入、銅板葺

遺物散布、露天

遺物散布、露天

Ｂ号巨岩下、岩陰・縄文時代洞穴遺

跡

Ｂ号Ｃ号巨岩の間、半岩陰・半露天

Ｃ号巨岩下、岩陰

Ｄ号巨岩下、岩陰

木造、平屋建、波板スレート葺

鉄筋コンクリート造、２階建、陸屋根

Ｌ号巨岩前遺物散布、半岩陰・半露

天

Ｆ号巨岩上、岩上

Ｍ号巨岩下、岩陰

Ⅰ号巨岩下、岩陰

遺物散布（須恵器確認）

遺物散布

構造形式・寸法等

鉄鋌など出土

遺物散布

木造、三間社流造、銅板葺

木造、平屋建、銅板葺

Ｌ号巨岩前、半岩陰・半露天

Ⅰ号巨岩下、岩陰

Ⅰ号巨岩横、岩上

Ⅰ号巨岩横、岩上

Ⅰ号巨岩上、岩上

Ｋ号巨岩上、岩上

Ｄ号巨岩下、岩陰

Ｅ号巨岩下、岩陰

Ｆ号巨岩下、岩陰

Ｆ号巨岩下、岩陰

G号巨岩下、岩陰

鉄筋コンクリート造、平屋建、陸屋根

鉄筋コンクリート造

鉄骨造

鉄骨造
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表 資－1－2－1（2） 建築物・工作物等一覧表（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

 

58 上陸心得看板、59 鳥獣保護区看板は史跡指定地外 

図面

番号
種別 名称

年代
部材等現状、補修履歴 所有者 管理者 概要

39 工作物 鳥居１

昭和７（1932）年

表面の風化 宗像大社 宗像大社

扁額「瀛津宮」黒田長溥

奉納（昭和７（1932）年今

崎林右衛門）

40 工作物 鳥居２

不明（年銘なし）

宗像大社 宗像大社

記名なし

太さが変わり反りのある

自然木を笠木に用いる

41 工作物 鳥居３

平成17（2005）年６

月
宗像大社 宗像大社

扁額「沖津宮」「勝 本町

勝本漁業協同組合」

42 工作物 鳥居４

不明

本体腐朽が著しい

扁額欠落
宗像大社 宗像大社 記名なし

43 工作物 正三位社の鳥居

平成17（2005）年６

月 宗像大社 宗像大社 勝本町漁協

44 工作物 灯篭一対（右）

平 成14 （2002 ）年

12月 宗像大社 宗像大社
旧社務所前「奉」「 大島

威徳丸 丸井 定」

45 工作物 灯篭一対（左）
平 成14 （2002 ）年

12月 宗像大社 宗像大社 旧社務所前「献」

46 工作物 灯篭（右）
昭和8（1933）年10

月 火袋、擬宝珠無し 宗像大社 宗像大社
旧社務所前「 小倉 嶋町

利島康」

47 工作物 灯篭（左）
不明（年銘なし）

火袋無し、擬宝珠あり 宗像大社 宗像大社 旧社務所前「献燈」

48 工作物 石柱（幟立て）
昭和44（1969）年3

月吉日 宗像大社 宗像大社
旧社務所前「奉献」 「株

式会社黒瀬組」

49 工作物 石碑

大正13（1924）年３

月 苔むしている 宗像大社 宗像大社
末社附近に位置「奉納祈

安全航海願」

50 工作物 石碑

明治39（1906）年9

月 苔むしている 宗像大社 宗像大社
「奉献」「金崎改築 之砌

用御嶋之片岩」

51 工作物 石碑（植樹記念碑）
昭 和44 （1969 ）年

10月 根元が土に埋まっている 宗像大社 宗像大社 「三笠宮殿下御手植」

52 工作物
正三位社復興造営記

念碑

昭和54（1979）年4

月
宗像大社 宗像大社

由来及び昭和47（1972）

年の水害のた め移 設し

た経緯を記す 背面芳名

約60

53 工作物 石碑（天然記念物標）

昭和3（ 1928） 年4

月 宗像大社 宗像大社

「天然記念物沖ノ島原始

林」「大正15年10月文務

大臣指定」

54 工作物 石碑（記念碑）

平成12（2000）年5

月 宗像大社 宗像大社
大島鮒飼付冷蔵庫跡地

石碑

55 工作物 石碑（史跡標）

昭 和 46(1971)年 4

月 宗像大社 宗像大社
「 史 跡 宗像 神 社境 内 」

「文部省」

56 工作物 石碑（千古不朽）

大正12（1923）年
風化が著しい

碑文判読困難
宗像大社 宗像大社

表「千古不朽」背面 「第

三支部長江藤房三」など

の文字

57 工作物
石碑（玄海専用 漁場

碑）

大正12（1923）年５

月 風化が著しい

碑文判読困難
宗像大社 宗像大社

十周年記念の 碑（ 判読

困難）

58 工作物 上陸心得看板 柱の塗装が剥げ、錆る 宗像大社 宗像大社
「沖ノ島上陸心得」厳守

事項６ヶ条を記載

59 工作物 鳥獣保護区看板
表示面周囲の印刷が剥げてきてい

る
環境省 環境省 特別保護地区（環境庁）

60 工作物 脱衣所横水槽

不明

宗像大社 宗像大社 湧水貯留施設

61 工作物 木製柱と鉄条網
不明

宗像大社 宗像大社
１号祭祀遺跡の参道沿

い　侵入防止用

62 工作物 ポール
不明

宗像大社 宗像大社
旗掲揚ポール 冷 蔵庫

跡地石碑横

63 工作物 アンテナ
不明

宗像大社 宗像大社 テレビアンテナ

64 土木構造物 管理道 土砂による構造物の崩落 宗像大社 宗像大社

65 土木構造物 石の階段
不明

宗像大社 宗像大社
鳥居１、１号祭祀遺跡附

近

66 土木構造物 石の階段と手すり

不明

宗像大社 宗像大社
旧社務所前に上がる直

前

67 土木構造物 階段・石垣
不明

宗像大社 宗像大社 正三位神社前、５段

構造形式・寸法等

石造（粘板岩）・上部がやや広がる四

角柱 H：0.6m，W：0.4m

石造（花崗岩）・明神鳥居

H：約6.0m，W：4.2m

木造、変形の神明鳥居・H：約2.7m

木造、鹿島鳥居

H：2.6m，W：2.5m

柱：φ0.15m

木造、神明鳥居

H:3.0m，W:2.5m

柱：φ0.24m

木造、鹿島鳥居

H：2.3m，W：2.1m

石 造 （花崗岩 ） ・ H:1.2m,笠 0.45m

×.045m

石 造 （花崗岩 ）・ H:1.2m,笠 0.45m×

0.45m

石造（砂岩）・H:0.6m,笠0.5×0.5m

石 造 （花崗岩 ）・ H:0.8m,笠 0.57m×

0.57m

石造（花崗岩）・角柱H:1.0m,0.2m×

0.2m

石造（粘板岩）・縦長長方形板状W：

0.5m，H：0.8m，D：0.2m

金属製ポール

石 造 （花崗岩 ） ・ 角柱 H： 0.6m，

0.18m×0.14m

石造（花崗岩）・縦長長方形

W：0.5m，H：1.1m，D：0.2m

自然石（緑色片岩）・縦長自然石 W：

0.5m，H：2.1m、D：0.2m

石造（黒御影石）・碑面横長長方形

W：1.0m，H：1.2m、D：0.5m

石造（花崗岩）・角柱

H:1.8m,0.3m×0.3m

自然石（緑色片岩）・先のとがった形

状W：1.3m，H：2.0m，D：0.2m

自然石（緑色片岩）・自然のままの石

W：1.2m，H：2.4m，D：0.4m

鉄製、表示面白塗、書き文字

金属製、表示面印刷

コンクリート製、長方形水槽

W：2.7m，H：1.3m，D：1.8m

木製

金属製ポール・H:約11m

一部擬木の土留め階段

石造（花崗岩）、切石６段

階段：コンクリート製、手すり：鉄柱、

チェーン、踏み面に自然石埋込。鉄柱

は黒色塗装・H:1.0m

階段:コンクリート造　石垣：自然石
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表 資－1－2－1（3） 建築物・工作物等一覧表（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

  

図面

番号
種別 名称

年代
部材等現状、補修履歴 所有者 管理者 概要

68
戦時遺構

１
地下倉庫

昭和16～20（1941

～1945）年 コンクリートの一部がある 宗像大社 宗像大社 御神体を一時的に保管

69
戦時遺構

２
軍道

昭和16～20（1941

～1945）年
途中がけ崩れや流土で崩壊及び埋

没
宗像大社 宗像大社 南西から北東に延びる

70
戦時遺構

３
火薬庫

昭和20（1945）年

以降 屋根欠損 宗像大社 宗像大社
堤防構築のための岩掘

削用の火薬

71
戦時遺構

４
建物

不明
コンクリート崩落 宗像大社 宗像大社

72
戦時遺構

５
地下要塞

昭和16～20（1941

～1945）年 ２重構造の内部が一部崩壊 宗像大社 宗像大社

73
戦時遺構

６
陸軍兵舎

昭和16～20（1941

～1945）年 コンクリート基礎が残る 宗像大社 宗像大社 建物基礎周辺５棟分

74
戦時遺構

７－１
海軍兵舎

昭和16～20（1941

～1945）年 コンクリート基礎及び石垣が残る 宗像大社 宗像大社
建物基礎周辺６棟分・井

戸

75
戦時遺構

７－２
貯水枡

昭和16～20（1941

～1945）年 水は溜まっていない 宗像大社 宗像大社

76
戦時遺構

８
方形区画

昭和16～20（1941

～1945）年 宗像大社 宗像大社

77
戦時遺構

９
小型砲座（砲台跡）

昭和16～20（1941

～1945）年 内部は土砂が埋まる 宗像大社 宗像大社
砲座及び砲座に至る軍

道、石垣

78
戦時遺構

１０－１
弾薬庫

昭和16～20（1941

～1945）年
扉部分は打ち破られるが保存状態

は良い
宗像大社 宗像大社 入口２箇所３部屋に区画

79
戦時遺構

１０－２
トイレ

昭和16～20（1941

～1945）年 土台のみ残存 宗像大社 宗像大社

80
戦時遺構

１１
砲座（砲台跡）

昭和16～20（1941

～1945）年 比較的残りが良い 宗像大社 宗像大社 沖ノ島西側海域用か？

81
戦時遺構

１２
洞穴群

昭和16～20（1941

～1945）年 宗像大社 宗像大社 壁に洞穴2本

82
戦時遺構

１３
倉庫

昭和16～20（1941

～1945）年 鉄扉除去、比較的残りが良い 宗像大社 宗像大社 奥に空気穴有り

83
戦時遺構

１４
方向柱

昭和16～20（1941

～1945）年 宗像大社 宗像大社 方向を表す標柱4本

84
戦時遺構

１５
洞穴群

昭和16～20（1941

～1945）年

宗像大社 宗像大社 洞穴4本

85
戦時遺構

１６-１
建物基礎

昭和16～20（1941

～1945）年 １辺の壁倒れる 宗像大社 宗像大社
見張り台のような方形の

囲い

86
戦時遺構

１６-２
建物基礎

昭和16～20（1941

～1945）年 石垣は良好 宗像大社 宗像大社
一ノ岳横に建物基礎２棟

分

87
戦時遺構

１７
方形区画

昭和16～20（1941

～1945）年 宗像大社 宗像大社

一ノ岳から北に延びる尾

根と軍道の交わるところ

に石垣で区画

88
戦時遺構

１８
建物基礎

昭和16～20（1941

～1945）年 宗像大社 宗像大社
一ノ岳と二ノ岳の谷部に

軍施設

89
戦時遺構

１９
建物基礎

昭和16～20（1941

～1945）年 基礎のみ残存 宗像大社 宗像大社 １棟２区画分

90
戦時遺構

２０
建物基礎

昭和16～20（1941

～1945）年 基礎のみ残存 宗像大社 宗像大社 小屋？

91
戦時遺構

２１
弾薬庫

昭和16～20（1941

～1945）年 鉄扉除去、内部の仕切りを一部打ち

破っているが全体的には良好
宗像大社 宗像大社 入口２箇所３部屋に区画

92
戦時遺構

２２
砲座（砲台跡）

昭和16～20（1941

～1945）年 草や木の根に覆われる 宗像大社 宗像大社 沖ノ島東側海域用か？

93
戦時遺構

２３
倉庫

昭和16～20（1941

～1945）年 鉄扉除去以外は良好に保存される 宗像大社 宗像大社

94
戦時遺構

２４
方向柱

昭和16～20（1941

～1945）年
欠損しているものもある 宗像大社 宗像大社 方向を表す標柱6本

95
戦時遺構

２５
方向柱

昭和16～20（1941

～1945）年

欠損しているものもある 宗像大社 宗像大社 方向を表す標柱10本

96 土木構造物
崖面崩壊防止

コンクリート吹付法面

不明
ところどころ劣化し、そこから草が生

えている
福岡県 福岡県 治山工事

崖側は石垣を組む

コンクリート製の建物

大規模な地下構造岩盤くりぬき、内

部2重構造・奥行き27.70ｍ・幅7.00

ｍ・高さ4.75ｍ

構造形式・寸法等

四方を石垣に組んだ区画

コンクリート製

谷部くりぬき、方形の枡

コンクリート製、円形の砲座・内径

4.10ｍ深さ１,５０＋αｍ

岩盤くりぬきコンクリート加工、鉄扉除

去・奥行き8.00ｍ幅12.00ｍ高さ3.20

ｍ

岩盤くりぬきコンクリート加工、入口を

礫でカモフラージュ・奥行き8.00ｍ幅

13.00ｍ高さ2.40ｍ

円形内2重構造、円形の砲座・内径

5.70ｍ深さ1.10ｍ＋α

素彫、洞穴１・奥行き10.8ｍ・洞穴２

奥行き8.2ｍ

岩盤くりぬきコンクリート加工、奥行き

6.5ｍ幅5.00ｍ高さ3.20ｍ

コンクリート方形柱、１大島西端方向・

２小呂島方向・３○○北○・４対馬南

端方向

いづれも素彫

洞穴1　奥行き6.8ｍ地面コンクリート

の基礎奥行き5.00ｍ幅2.50ｍ

洞穴2　奥行き6＋αｍ・幅4.60ｍ

洞穴3　奥行き11.60ｍ・幅3.20ｍ・L

字に曲る

洞穴4　埋め戻されている

コンクリート製

石垣及びコンクリート基礎

石垣を組む

石垣やコンクリート枡

コンクリート製・幅10.20ｍ

コンクリート製・幅2.50ｍ

円形内2重構造、円形の砲座・内径

5.70ｍ深さ1.10ｍ＋α

岩盤くりぬきコンクリート加工、奥に空

気穴有り・奥行き6.5ｍ幅5.00ｍ高さ

3.20ｍ

コンクリート方形柱

1左照明界・2対馬北端方向・3眞北方

向・4角島方向・5北臺首線方向・6右

照明界

コンクリート方形柱

１左照明界・２対馬北端方向・３眞北

方向・４蓋井島方向・５観音崎方向・６

角島方向・７玄海島方向・８小屋島方

向・９小呂島方向・１０右照明界

コンクリート吹付
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写真 資－1－2－2（1） 建築物・工作物等写真（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

   

 
1. 1 号遺跡 2. 2 号遺跡 3. 3 号遺跡 4. 4 号遺跡 

 

 

 

 

 

   

5. 5 号遺跡 6. 6 号遺跡 7. 7 号遺跡 8. 8 号遺跡 

   

 

 

 

 

 

9. 9 号遺跡 10. 10 号遺跡 11. 11 号遺跡 12. 12 号遺跡 

   

 

 

 

 

 

13. 13 号遺跡 14. 14 号遺跡 15. 15 号遺跡 16. 16 号遺跡 

   

 

 

 

 

 

17. 17 号遺跡 18. 18 号遺跡 19. 19 号遺跡 20. 20 号遺跡 

   

 

 

 

 

 

21. 21 号遺跡 22. 22 号遺跡 23.23 号遺跡 24. 大麻畑付近 

 

 
がけ崩れによる消滅 

のため写真なし 

  

25. 社務所前遺跡 26. 正三位前遺跡 27. 沖津宮社殿裏 28. 本殿 沖津宮 

    

29. 拝殿 沖津宮 30. 末社 大神宮 31. 末社正三位神社 32. 社務所 
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写真 資－1－2－2（2） 建築物・工作物等写真（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 脱衣所 34. 海上保安庁施設 35. 漁業協同組合詰所 36. 灯台 

    

37. 太陽光発電設備 38. 通信施設 39. 鳥居１ 40. 鳥居２ 

    

41. 鳥居３ 42. 鳥居４ 43. 正三位社の鳥居 44. 灯篭一対（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

45. 灯篭一対（左） 46. 灯篭（右） 47. 灯篭（左） 48. 石柱（幟立て） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

49. 石碑 50. 石碑 51. 石碑（植樹記念碑） 52.正三位社復興造営記念碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

53.石碑（天然記念物標） 54. 石碑（記念碑） 55. 石碑（史跡標） 56. 石碑（千古不朽） 
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写真 資－1－2－2（3）建築物・工作物等写真（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

 

 

 

 

 

 

   

57.石碑（玄海専用漁場碑） 58. 上陸心得看板 59. 鳥獣保護区看板 60. 脱衣所横水槽 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

61. 木製柱と鉄条網 62. ポール 63. アンテナ 64. 管理道 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

65. 石の階段 66. 石の階段と手すり 67. 階段・石垣 68. 地下倉庫 

 

 

 

 

 

 

   

69. 軍道 70. 火薬庫 71. 建物 72. 地下要塞 

  

 

 

73. 陸軍兵舎 74. 海軍兵舎 75. 貯水枡 76. 方形区画 

 

 

 

 

 

 

   

77. 小型砲座（砲台跡） 78. 弾薬庫 79. トイレ 80. 砲座（砲台跡） 

   

 

 

 

 

 

 

81. 洞穴群 82. 倉庫 83. 方向柱 84. 洞穴群 
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写真 資－1－2－2（4）建築物・工作物等写真（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 

 

 

 

 

 

 

   

85. 建物基礎 86. 建物基礎 87. 方形区画 88. 建物基礎 

 

 

 

 

 

 

   

89. 建物基礎 90. 建物基礎 91. 弾薬庫 92. 砲座（砲台跡） 

  

 

 

 

 

 

 

 

93. 倉庫 94. 方向柱 95. 方向柱 96. コンクリート吹付法面 
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 ３）沖津宮および祭祀遺跡周辺の毎木調査 

 沖ノ島全体に関する植生調査の成果は、第Ⅱ部第２章第２節植生調査に示した。ここでは、沖津

宮および祭祀遺跡周辺における毎木調査の成果を整理する。 

 沖津宮および祭祀遺跡周辺における林冠構成木および遺跡など施設に影響を及ぼしうる個体の毎

木調査の結果、（表 資－1－2－2）に示す樹種が確認された。樹高の最大はスギの 23m、直径の最

大はタブノキの 105cm であった。大径木はタブノキが多く、樹勢は概ね良好であるが、老木が多く、

ひこばえや胴吹きが見られるなど幹の衰退の兆候が見られる個体が多かった。 

 なお、イヌマキ、ホルトノキは樹勢が良好であるものが多かった。イヌマキはその他樹林でも生

育は見られるものの、祭祀遺跡周辺では集中してみられたため、人為植栽された可能性が高い。 

 なお、沖ノ島においては高木層で優占するタブノキの稚樹がほとんどみられない。こうした森林

では一般的に高木層が寿命や風倒などで崩壊した場合、退行遷移や偏向遷移が生じやすい。しかし、

祭祀遺跡においては、多くのタブノキはひこばえが多数みられること、株立ち個体が多いこと、株

立ち個体の 1 つの幹の生育年数が 100 年以上と見られるものも多いことなどから、実生による世代

交代がなくとも、同じ個体の若い幹が順次生長することで常にタブノキが優占するほどのタブノキ

の密度が保たれてきた可能性が毎木調査によって示唆された。 

 

写真 資－1－2－3 株立ちのタブノキ（自然萌芽による更新） 

 

 

表 資－1－2－2 沖ノ島祭祀遺跡周辺（原始林）毎木調査結果一覧 

樹種 本数 
直径（ｃｍ） 樹高（ｍ） 

最大 平均 最小 最大 平均 最小 

タブノキ 39 105 65 25 17 11 4 

イヌマキ 17 93 47 17 19 12 8 

ナタオレノキ 14 66 48 39 15 12 8 

ヤブツバキ 6 54 37 24 16 12 5 

ホルトノキ 5 46 38 27 13 11 7 

ムクノキ 4 78 57 32 18 17 14 

クワノハエノキ 3 93 66 43 17 15 11 

スギ 2 96 82 67 23 21 19 

ヤブニッケイ 2 43 42 41 10 10 9 

カラスザンショウ 1 － 66 － － 14 － 

ヒゼンマユミ 1 － 40 － － 10 － 

総計 94 105 55 17 23 12 4 

（毎木調査による樹種構成のグラフは、本編ｐ25 図Ⅰ－2－1－4 を参照。） 
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図 資－1－2－1 毎木調査対象樹木位置図（沖津宮および祭祀遺跡周辺） 

  

凡例 

  ▲  調査対象樹木 
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表 資－1－2－3 毎木調査対象樹木一覧（沖津宮および祭祀遺跡周辺） 

 

有無 部位 対象

1 イヌマキ 93 18.5 1 御神木、大径木 ○ 枝 拝殿、巨石A

2 イヌマキ 65 15 1 御神木 ○ 枝 巨石A

3 クワノハエノキ 63 17 2 ○ 枝 本殿、拝殿

4 スギ 96 23 1 御神木、大径木 ○ 枝 拝殿、参道

5 イヌマキ 17 11 1 御神木 - -

6 ヤブツバキ 44 16 1 ○ 枝 拝殿、巨石B

7 スギ 67 19 3 御神木 - -

8 タブノキ 51 7 1 - -

9 ヤブニッケイ 41 10 2 - -

10 クワノハエノキ 93 16 1 御神木、大径木 - -

11 イヌマキ 88 16 1 御神木、大径木 - -

12 タブノキ 34 10 1 ○ 枝 本殿

13 ムクノキ 55 17 1 - -

14 ムクノキ 63 17 2 ○ 枝 参道

15 イヌマキ 36 13 1 参道列植 ○ 枝 参道

16 イヌマキ 30 10 1 参道列植 ○ 枝 参道

17 イヌマキ 30 10 1 参道列植 ○ 枝 参道

18 イヌマキ 42 13.5 1 - -

19 イヌマキ 40 14.5 1 - -

20 タブノキ 80 14 2 大径木 ○ 枝 １号遺跡

21 タブノキ 95 8 2 大径木 - -

22 ヤブツバキ 24 5 2 ○ 枝 参道

23 カラスザンショウ 66 13.5 1 ○ 枝 参道

24 タブノキ 25 8.5 2 ○ 枝 参道

25 ナタオレノキ 43 8 2 ○ 枝 参道

26 ヒぜンマユミ 40 10 3 - -

27 イヌマキ 42 12 1 参道列植 ○ 枝 鳥居

28 ナタオレノキ 66 11.5 2 - -

29 ナタオレノキ 49 12 2 - -

30 タブノキ 83 7.5 4 大径木 - -

31 ナタオレノキ 44 10 2 ○ 枝 １号遺跡

32 イヌマキ 40 11 1 ○ 枝 １号遺跡

33 ホルトノキ 31 11 2 - -

34 イヌマキ 40 12 1 - -

35 イヌマキ 45 11 1 - -

36 タブノキ 55 11 3 - -

37 タブノキ 51 3.5 3 - -

38 タブノキ 105 13.5 1 巨木 - -

39 イヌマキ 44 11 1 - -

40 ナタオレノキ 39 12.5 1 - -

41 ホルトノキ 44 12 1 - -

42 タブノキ 77 13 1 大径木 - -

43 タブノキ 85 15 1 大径木 - -

44 ナタオレノキ 42 13 1 - -

45 タブノキ 52 16.5 1 - -

46 ナタオレノキ 59 14 1 - -

47 ナタオレノキ 42 13 2 - -

48 タブノキ 70 10 2 - -

49 ホルトノキ 27 10 1 ○ 枝 末社、巨石A

50 ナタオレノキ 44 15 1 - -

51 ナタオレノキ 42 9 2 ○ 枝 巨石A

52 ヤブニッケイ 43 9 1 - -

53 タブノキ 63 8 2 - -

54 タブノキ 48 11 1 - -

55 タブノキ 48 9 2 - -

56 ナタオレノキ 49 11 1 - -

57 イヌマキ 81 13 1 大径木 - -

58 タブノキ 52 10 1 - -

59 タブノキ 32 9 1 - -

60 ホルトノキ 40 13 1 ○ 枝 巨石E

61 タブノキ 80 10 1 大径木 - -

62 タブノキ 78 11 3 大径木 - -

63 ナタオレノキ 59 9 2 - -

64 タブノキ 71 13.5 1 大径木 ○ 枝 10号遺跡

65 イヌマキ 38 9 1 - -

66 ナタオレノキ 40 14 2 ○ 枝 21号遺跡

67 イヌマキ 34 8 1 - -

68 ムクノキ 32 18 1 ○ 枝 5号遺跡

69 タブノキ 57 12 2 - -

70 ヤブツバキ 31 12 1 - -

71 タブノキ 68 12 2 - -

72 ムクノキ 78 14 2 大径木 - -

73 ヤブツバキ 30 10.5 3 ○ 枝 参道

74 タブノキ 90 14 1 大径木 - -

75 タブノキ 96 12 3 大径木 ○ 根 古い石積の上

76 タブノキ 79 11 2 大径木 - -

77 タブノキ 91 13.5 1 大径木 - -

78 タブノキ 50 9.5 2 - -

79 タブノキ 77 17 1 大径木 - -

80 ナタオレノキ 56 15 1 - -

81 タブノキ 50 10 1 - -

82 タブノキ 57 12 1 - -

83 ヤブツバキ 54 15.5 1 - -

84 タブノキ 67 9.5 3 - -

85 タブノキ 70 12 1 大径木 - -

86 タブノキ 44 11 1 - -

87 タブノキ 58 7.5 2 ○ 朽枝 巨石L

88 タブノキ 73 11 2 大径木 - -

89 ホルトノキ 46 6.5 4 ○ 朽枝 巨石L

90 タブノキ 65 8 2 ○ 朽枝 19号遺跡

91 タブノキ 45 11 2 - -

92 タブノキ 60 12 1 - -

93 クワノハエノキ 43 10.5 2 ○ 枝、根 19号遺跡

94 ヤブツバキ 40 10 2 - -

支障性

樹木番号 樹種

樹高

（m）

胸高直径

（cm）

重要性樹勢・樹形
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（２）沖津宮遙拝所 

 

 １）建築物・工作物等に関する調査 

表 資－1－2－4 建築物・工作物等一覧表（沖津宮遙拝所） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 備考

1 建築物 遙拝所拝殿 昭和8（1933）年 木造、平屋建、入母屋造、妻入、銅板葺

昭和49(1974)年修理

土台など白蟻、雨が

かりによる腐朽　モル

タルの剥落

宗像大社 宗像大社

2 建築物 末社　正三位神社 昭和14（1939）年
石造（花崗岩）、切妻造、平入

台座：自然石積

石材の風化が著しい

前後の屋根石板の棟

部を鉄筋で緊結し補

強　その鉄部に錆

宗像大社 宗像大社

扁額：「正三位神社」

防風により倒壊後、現在

地に移転

3 建築物 トイレ跡 昭和30年代頃
コンクリート造、箱型・H：2.8m，W：2.0m，D：

1.0m
廃屋のまま放置 宗像大社 宗像大社

かつて公衆便所として使

用されたもの

4 工作物 鳥居
昭和63（1988）

年
石造（花崗岩）、明神鳥居 宗像大社 宗像大社

扁額：「沖津宮」　柱「昭

和六十三(1988)年四月

吉日」「沖西芳雄　福原

鶴夫」

5 工作物 灯篭１対(右） 慶應3(1867)年
石造（花崗岩）角型、笠：切妻、束：角柱・H：

3.6m，0.8m×0.8m

石材の風化　火袋の

木枠が欠落
宗像大社 宗像大社

前面「瀛津宮」、側面「筑

前宰相源朝臣斎溥献」

6 工作物 灯篭１対(左） 慶應3(1867)年
石造（花崗岩）角型、笠：切妻、束：角柱・H：

3.6m，0.8m×0.8m

石材の風化　火袋の

木枠が欠落
宗像大社 宗像大社

前面「瀛津宮」、側面「慶

應三（1867）年丁卯八月

吉日」

7 工作物 灯篭１対（台のみ） 不明 コンクリート製角型・0.4m×0.4m
上部が欠落したまま

放置
宗像大社 宗像大社

8 工作物 石塔 不明（年銘なし）
石造（礫岩）、組積造台形の角塔

　H：2.0m，0.4m×0.4m
石材の風化が著しい 宗像大社 宗像大社 用途不明。幟立てか？

9 工作物 石碑 不明（年銘なし）
石造（花崗岩）、周囲を自然石玉石で囲う、角

柱・H：0.5m，0.15m×0.15m
地面に植物が繁茂 宗像大社 宗像大社 旧正三位社跡

10 工作物 石碑 寛延3（1750）年
石造（安山岩）、自然石・H：1.0mW：0.4mD：

0.26m
宗像大社 宗像大社

入口階段下に設置

表「澳嶋拝所」

背面「高屋師道達、寛延

三（1750）年正月十一

日」

11 工作物 石碑（史跡標） 昭和46（1971）年 石造（花崗岩）、角柱・H：1.8m，0.7m×0.7m 宗像大社 宗像大社

「宗像神社沖津宮遙拝

所」、「昭和四十六

（1971）年四月二十二日

指定　文部省」

12 工作物 説明板 平成 金属製、四方パネル張り、角型 （取り替えを予定） 宗像市 宗像市 世界遺産説明板

13 土木構造物 階段１ 不明
石造（自然石）

　29段
宗像大社 宗像大社

14 土木構造物 階段２ 不明
石造（自然石）

　８段
宗像大社 宗像大社

15 土木構造物 階段３ 不明
石造（自然石）

　８段
地面に植物が繁茂 宗像大社 宗像大社

16 土木構造物 階段４ 不明
石造（自然石）

　８段
宗像大社 宗像大社

17 土木構造物 石垣１ 不明
石造（自然石）、丸石、乱積み

　H：1.2m
宗像大社 宗像大社

18 土木構造物 石垣２ 不明
石造（自然石）、丸石、乱積み

　H：1.6m
宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－4 建築物・工作物等写真（沖津宮遙拝所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 遙拝所拝殿 2. 末社 正三位神社 3. トイレ跡 4. 鳥居 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. 灯篭１対(右） 6. 灯篭１対(左） 7. 灯篭１対（台のみ） 8. 石塔 

   

 

 

 

 

 

 

9. 石碑 10. 石碑 11. 石碑（史跡標） 12. 説明板 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13. 階段１ 14. 階段２ 15. 階段３ 16. 階段４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. 石垣１ 18. 石垣２   
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 ２）沖津宮遙拝所群落状況調査 

 沖津宮遙拝所の植生調査については、海岸風衝低木林および沿海地草本群落の群落状況調査を行

った。 

 遙拝所の敷地は海岸に面し、海岸風衝低木林と沿海地の草本群落が広がる。隣接地にはスダジイ

二次高木林がみられる。海岸風衝林は群落高 2.5～4ｍの低木林で、トベラ、マサキ、ハマビワ、シ

ロダモが樹冠を形成し、下層にノシラン、ヤツデ、ツワブキ、フウトウカズラなどが生育するオニ

ヤブソテツ－ハマビワ群集と考えられる。周辺海岸草地は、自然度が高いハマベノギク－ダルマギ

ク群集やツワブキが優占するオニヤブマオ－ハマウド群集などが分布する。 

 

写真 資－1－2－5 沖津宮遙拝所空中写真

  

  

史跡指定地 
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表 資－1－2－5 群落模式図・組成調査票（沖津宮遙拝所周辺） 

 

 

 

凡 例 

 ＜階層＞  ＜被度＞     ＜群度＞ 

 Ｔ１：高木層 ｒ：ごくまれに出現    1：単生する 

 Ｔ２：亜高木層 ＋：少数で被度は非常に低い   2：群状または叢状に生育する 

  Ｓ：低木層  1：多数だが被度は低い、少数だが被度は高い 3：斑状に生育する 

  Ｈ：草本層  2：非常に多数（ただし被度は１／10 以下） 4：小さいコロニーをつくって生育 

  Ｍ：コケ層  3：被度が１／４～１／２（個体数は任意）   あるいは、大斑かじゅうたんを 

    4：被度が１／２～３／４（個体数は任意）   形成 

    5：被度が３／４以上（個体数は任意）  5：大群をなす 

 

No.群落名 No. 014 海抜　15　　m 〈断面模式図〉

調査日

2012/11/19
N33°54'31.6"

E130°25'41.3"
階層

高さm 植被率％

優占種

調査面積 5*7m T1
地形 斜面（下） T2

方位・傾斜 SE 20° S 2.5-4 90 トベラ
土性・土湿 適潤（やや乾） 未熟土・砂質壌土 H 0.8 30 ノシラン
風当・日当 強 陽
出現種数

T1直径

行No. 階層

被度・群度

種名 階層

被度・群度

種名

1 Ｓ 1・1 シロダモ H 2・3 ノシラン

2 2・2 ハマヒサカキ 1・2 ツワブキ

3 3・3 トベラ 1・1 フウトウカズラ

4 2・2 マサキ + ヤツデ

5 1・1 ヤツデ +・2 ヤブニンジン

6 +・2 シロダモ

7 + タブノキ

8 + テリハツルウメモドキ

9 + アオツヅラフジ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

備考 調査者 塚原　和之

小原　静

遙拝所周辺

付近植生高：3.5～2m（1m）

オニヤブソテツ-ハマビワ群集
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（３）中津宮（大島御嶽山遺跡および参道） 

 １）測量成果 

写真 資－1－2－6 大島赤色立体地図 （縮尺：約 5,000 分の１） 
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写真 資－1－2－7 大島空中写真 （縮尺：約 5,000 分の１） 
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 ２）建築物・工作物等に関する調査 

表 資－1－2－6（1） 建築物・工作物等一覧表（中津宮） 

  

図面

番号
種別

名称

年代 構造形式・寸法等
保存状況 所有者 管理者

備考

1 遺跡 大島御嶽山遺跡

7世紀後半～９世

紀末頃

露天祭祀遺跡、遺物散布

平成22（2010）年調査

（発掘調査）

宗像大社 宗像大社

古代祭祀遺跡　須恵器・

土師器等を検出

2 建築物 中津宮　本殿 17世紀前半 木造、三間社流造、檜皮葺

平成9（1997）年に解体修

理

宗像大社 宗像大社

祭神：湍津姫神

堅魚木（円形・角形）に

特徴あり

昭和47(1972)年に福岡

県有形文化財に指定

3 建築物 中津宮　拝殿 昭和3（1928）年 木造、切妻造、妻入、檜皮葺 宗像大社 宗像大社

渡殿を拝殿の造替と併

せ改造

4 建築物

摂社　御嶽神社　本

殿

昭和12(1937)年 木造、一間社流造、銅板葺

虹梁等に一部古材残る

昭和29(1954)年屋根替、

同59（1984）年修繕

宗像大社 宗像大社

祭神：天照皇大神、湍津

姫神

5 建築物

摂社　御嶽神社　拝

殿

昭和59（1984）年 木造、切妻造、妻入、銅板葺 宗像大社 宗像大社

6 建築物 末社　前戸神社 昭和13(1938)年 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺 宗像大社 宗像大社

7 建築物

末社　御衣代神社・年

所神社・御飾神社

不明 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

昭和12(1937)年～昭和

33(1958)年の間に修繕

宗像大社 宗像大社

8 建築物 末社　御岳神社 昭和13(1938)年 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺 宗像大社 宗像大社

山上の御嶽神社の分祀

を境内末社とす

9 建築物

末社　祓方神社・示現

神社

昭和13(1938)年 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

昭和12(1937)年に現在地

に移転

宗像大社 宗像大社

10 建築物 末社　國玉神社 不明 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治15(1882)年修理、大

正12(1923)年・昭和

33(1958)年屋根替　台座

石風化著しい

宗像大社 宗像大社

11 建築物 末社　松尾神社 不明 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

昭和12(1937)年～昭和

33(1958)年の間に修繕

宗像大社 宗像大社

「神社史」には岡堺神社

と記載

12 建築物 天之真名井神社 不明 石造 宗像大社 宗像大社 祠

13 建築物 織女神社祠 不明 コンクリート造、小規模な家型 宗像大社 宗像大社 祠

14 建築物 神饌所 昭和9（1934）年 木造、平屋建、切妻造、平入、銅板葺 宗像大社 宗像大社

腰壁板張、縦桟格子窓、

上部壁白土壁

15 建築物 社務所・斎館

昭和12（1937）年

木造、平屋建、切妻造、平入、銅板葺 宗像大社 宗像大社

旧宿直所（明治44

（1911）年）

16 建築物 参籠殿 大正５（1916）年 木造、平屋建、入母屋造、妻入、瓦葺 宗像大社 宗像大社

神池西側に位置　旧通

夜所（参拝者用便所とし

て使用）

17 建築物 脱衣場

木造、平屋建、切妻造、板葺、基礎・床はコン

クリート

宗像大社 宗像大社 禊の際に使用する小屋

18 建築物 倉庫

木造、切妻、透明樹脂波板葺

 W:1.4m，D:2.6m，H:2.3m

宗像大社 宗像大社

祭事用具、清掃用具等を

収納

19 建築物 本殿　玉垣 昭和29（1954）年 木造、透垣、銅板葺

土台に白蟻、基礎にク

ラック

宗像大社 宗像大社 縦桟格子窓

20 建築物 神門 昭和13（1938）年 木造、一間一戸、四脚門、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

21 建築物 廻廊（右） 昭和13（1938）年 木造、切妻造、銅板葺、桁行３間、梁間１間 昭和13（1938）年修理 宗像大社 宗像大社

神門の横に一体的に設

置、物置に使用、外側壁

に縦桟格子窓、内側開

放

22 建築物 廻廊（左） 昭和13（1938）年 木造、切妻造、銅板葺、桁行３間、梁間１間 昭和13（1938）年修理 宗像大社 宗像大社

神門の横に一体的に設

置、参拝者休憩所に使

用、外側壁に縦桟格子

窓、内側開放

23 建築物 手水舎 昭和29（1954）年 木造、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

覆い屋の下に手水石を

置く、水道施設あり、手

水石は礫岩と推定

24 工作物 透垣（右） 昭和13（1938）年 木造、銅板葺屋根付、H：1.93m 宗像大社 宗像大社

25 工作物 透垣（左） 昭和13（1938）年 木造、銅板葺屋根付、H：1.93m 宗像大社 宗像大社

26 工作物 中津宮　鳥居　１

明治40(1907)年4

月

石造（花崗岩）、明神鳥居 宗像大社 宗像大社

扁額「中津宮」、柱「明治

三十七八（1904、1905）

年」「戦役記念　大嶋村

出征軍人会」「中村清市

外二名奉納」
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表 資－1－2－6（2） 建築物・工作物等一覧表（中津宮） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

27 工作物 中津宮　鳥居　２ 不明（年銘なし） 石造(礫岩)
表面の風化が著しい　貫

が破損のため鉄材で補強
宗像大社 宗像大社 扁額なし

28 工作物 御嶽神社　鳥居　１

昭和62（1987）年7

月
石造（花崗岩）、明神鳥居・H：約2.7m，W：約

2.1m
― 宗像大社 宗像大社

御嶽神社参道階段下

扁額：「御嶽宮」、柱「奉」

「献」、背面：「高島甚基

建之、昭和62（1987）年

7月」

29 工作物 御嶽神社　鳥居　２
安政５(1858)年６

月

石造（花崗岩）、明神鳥居、控柱付・H：約

3.0m，W：約2.5m

控柱の形状が左右異な

り、片方にはほぞ穴
宗像大社 宗像大社

登山参道中腹に位置

扁額：「御嶽宮」「安政5

（1858）戌年6月」「泉屋

清蔵」

30 工作物 御嶽神社　鳥居　３
推定昭和20

（1945）年代

木製（無垢・丸太）、変形の明神鳥居（太さに

変化、反りのある自然木を笠木に用いる）・H：

約2.4m

笠木上部、柱根元が腐朽

（特に左が著しい）
宗像大社 宗像大社

登山参道の入り口に設

置、津和瀬・古賀氏祖父

が設置、（沖津宮鳥居３

と同形）

31 工作物 織女神社鳥居 木製、無垢、丸太、明神鳥居、笠木に反り 宗像大社 宗像大社 織女神社

32 工作物 狛犬１対（右） 昭和17（1942）年 石造(花崗岩) 宗像大社 宗像大社
阿「奉」「昭和十七

（1942）年四月」

33 工作物 狛犬１対（左） 昭和17（1942）年 石造(花崗岩) 宗像大社 宗像大社 吽「献」「廣田弘毅　書」

34 工作物 狛犬１対（右）
天保６(1835)年正

月吉日
石造(花崗岩) 宗像大社 宗像大社

吽「奉献」「防州久賀胡

屋要市」

35 工作物 狛犬１対（左） 天保６(1835)年 石造(花崗岩) 宗像大社 宗像大社
阿「奉献」、「下関　伊崎

新地　石工　大森藤助」

36 工作物 手水石 不明（年銘なし）
石造（礫岩）・H：0.45m，W：1.2m，鉢穴φ

0.75m

苔むしている、雨水が溜

まっている
宗像大社 宗像大社

神池の前、樹木の下に

設置

37 工作物
天之真名井（湧水・手

水舎）
（古くない） コンクリート製、切妻、切妻屋根の祠型 宗像大社 宗像大社

霊泉天真名井の水を汲

む場所、その覆い屋

38 工作物 石製手水鉢

明治35（1902）年4

月
石造（花崗岩）・H：0.5m，W：0.4m，D：0.3m(鉢

状)
宗像大社 宗像大社

御嶽神社拝殿前

「奉寄進」「明治35

（1902）年4月」「安部八

右衛門」

39 工作物 石灯籠１対（右） 安政6(1859)年6月 石造（花崗岩）
左右の灯篭は年代、形状

が異なる
宗像大社 宗像大社

「式日献燈」「安政六

（1823）年未六月」

40 工作物
石灯籠１対（左）（傘寿

記念）
昭和62（1987）年 石造(花崗岩)

左右の灯篭は年代、形状

が異なる
宗像大社 宗像大社

「常夜燈」「傘寿記念　沖

西□□　昭和六十二

（1987）年十一月」

41 工作物 石灯籠１対（右） 天保12(1841)年 石造（花崗岩）
左右の灯篭は年代、形状

が異なる
宗像大社 宗像大社

「式日献燈」「天保十二

（1841）年」

42 工作物 石灯籠１対（左） 万延2(1861）年 石造(花崗岩)
左右の灯篭は年代、形状

が異なる
宗像大社 宗像大社

「常夜燈」「万延二

（1861）年辛酉年三月」

43 工作物 灯籠１対（右）
年銘なし（推定昭

和14（1939）年）

木製（？朱塗のため判別不可）、銅板葺、屋

根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗　H：2.0m
宗像大社 宗像大社

拝殿前、階段踊り場のも

のと同形

44 工作物 灯籠１対（左）
年銘なし（推定昭

和14年（1939））

木製（？朱塗のため判別不可）、銅板葺・屋

根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗・H：2.0m
宗像大社 宗像大社

拝殿前、階段踊り場のも

のと同形

45 工作物 石灯籠
平成14（2002）年

11月
石造（花崗岩）・H：0.8m，笠0.36m×0.36m 草むらに隠れている 宗像大社 宗像大社

北側入り口市道そばに

位置、電球あり

46 工作物 石灯籠
平成14（2002）年

11月
石造（花崗岩）・H：0.8m，笠0.36m×0.36m 倒れかけている 宗像大社 宗像大社 玉垣の裏側に位置

47 工作物 石灯籠
平成14（2002）年

11月
石造（花崗岩）・H：0.8m，笠0.36m×0.36m 宗像大社 宗像大社 玉垣の裏側に位置

48 工作物 灯籠１対（右） 明和元（1764）年
石造（花崗岩）、擬宝珠有、笠先端尖る、束：

角柱やや曲線
表面の風化が著しい 宗像大社 宗像大社

石反橋本殿側たもと（由

緒板前）「奉寄進」「明和

元（1764）年申九月吉

日」

49 工作物 灯籠１対（左） 明和元（1764）年
石造（花崗岩）、擬宝珠有、笠先端尖る、束：

角柱やや曲線
表面の風化が著しい 宗像大社 宗像大社

石反橋本殿側たもと（手

水舎前）「御寶前」

50 工作物 灯籠１対（右）
平成2（1990）年8

月

石造（花崗岩）、笠、擬宝珠：直線的な形、束：

角柱
宗像大社 宗像大社 階段下由緒板横「献燈」

51 工作物 灯籠１対（左）
平成2（1990）年8

月

石造（花崗岩）、笠、擬宝珠：直線的な形、束：

角柱
宗像大社 宗像大社

階段下手水舎横「献燈」

「平成2（1990）年8月

大阪市　福崎剛　奉納」
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表 資－1－2－6（3） 建築物・工作物等一覧表（中津宮） 
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52 工作物 灯籠１対（右）
年銘なし（推定昭

和14（1939）年）

木製と推定（朱塗のため判別不可）、銅板葺・

屋根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗・H：

2.3m

宗像大社 宗像大社
階段踊り場（スロープ園

路）両脇、拝殿前と同形

53 工作物 灯籠１対（左）
年銘なし（推定昭

和14（1939）年）

木製と推定（朱塗のため判別不可）、銅板葺・

屋根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗・H：

2.4m

宗像大社 宗像大社
階段踊り場（スロープ園

路）両脇、拝殿前と同形

54 工作物 灯籠１対（右） 昭和14（1939）年

木製と推定（朱塗のため判別不可）、銅板葺・

屋根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗・

H:2.0m

宗像大社 宗像大社
「神光」「昭和己卯年元

旦　神戸市丹後他二名」

55 工作物 灯籠１対（左） 昭和14（1939）年

木製と推定（朱塗のため判別不可）、銅板葺・

屋根：銅板葺、火袋：格子窓、束：朱塗・H：

2.0m

宗像大社 宗像大社
「照海」「元帥伯爵東郷

平八郎書」

56 工作物 灯籠１対（右） 文化７（1810）年
石造(花崗岩)・角型、擬宝珠、火袋有り・H：

1.6m，0.5m×0.5m
宗像大社 宗像大社

神饌所横天の真名井入

口「文化七（1810）年」

57 工作物 灯籠１対（左） 同上
石造(花崗岩)・角型、擬宝珠、火袋有り・H：

1.6m，0.5m×0.5m
宗像大社 宗像大社

神饌所横天の真名井入

口

58 工作物 灯籠１対（右） 不明 石造（砂岩と推定）・H：1.4m，0.48m×0.48m 宗像大社 宗像大社 天の真名井手前

59 工作物 灯籠１対（左） 不明 石造（砂岩と推定）・H：1.4m，0.48m×0.48m 宗像大社 宗像大社 天の真名井手前

60 工作物 灯篭１対（右）
寛保3（1743）年 石造（花崗岩）、角型・H：1.35m，0.44m×

0.44m

表面の風化により銘文字

判読困難
宗像大社 宗像大社

階段最上段横、「御寶

前」「願主船越長右衛

門」

61 工作物 灯篭１対（左）
寛保3（1743）年 石造（花崗岩）、角型・H：1.35m，0.44m×

0.44m
同上 宗像大社 宗像大社

階段最上段横、「御寶

前」「寛保三（1743）癸

亥」

62 工作物 石柱（幟立て） 不明（年銘なし）
石造(花崗岩)、角柱・H：0.85m，0.15m×

0.15m
宗像大社 宗像大社 幟立て片方のみ

63 工作物
石柱（幟立て）１対

（右）
萬延元（1860）年 石造（花崗岩）、角柱・H：1.2m，0.2m×0.2m 宗像大社 宗像大社

「萬延元（1860）年庚申

十一月吉日」

64 工作物
石柱（幟立て）１対

（左）
萬延元（1860）年 石造(花崗岩)、角柱・H：1.2m，0.2m×0.2m 宗像大社 宗像大社 「奉寄進　氏子中」

65 工作物 石柱（幟立て）（１対） 石造(花崗岩)、角柱 宗像大社 宗像大社

66 工作物 石碑（社号標）
明治35(1902)年6

月
石造(花崗岩)、角柱・H：3.3m，0.33m×0.33m 宗像大社 宗像大社

表「官幣大社宗像神

社」、背面「河野、船越」

67 工作物 石碑（下乗標）
明治35(1902)年6

月
石造(花崗岩)、角柱・H：2.7m，0.27m×0.27m 宗像大社 宗像大社

表「皇族下乗」、背面「大

島福崎、滝口」

68 工作物 石碑　（史跡標）
昭和46（1971）年

石造(花崗岩)、角柱・H：1.8m，0.33m×0.33m 宗像大社 宗像大社

「史跡　宗像神社境内」

「文部省　昭和46

（1971）年4月22日指定」

69 工作物 石碑 不明
石造（自然石、緑色片岩？）、縦長の自然の

ままの石・H：1.85m
宗像大社 宗像大社

酒造会社の奉納碑「銘

酒□繊□　永代式日献

酒」

70 工作物 石碑（歌碑） 不明 石造（自然石） 宗像大社 宗像大社
織女神社前　文字判読

困難　ひらかな文

71 工作物 石碑（植樹記念碑）
昭和44（1969）年

10月
石造(花崗岩)、角柱・H：1.0m，W：0.2m，

D:0.14m
宗像大社 宗像大社 三笠宮殿下お手植え

72 工作物 石碑（戦没者慰霊碑）
明治32（1899）年6

月
石造(自然石）・H：1.4m,W：0.4m 宗像大社 宗像大社

「恭献　明治27、28

（1894、1895）年征清之

役大島村……」

73 工作物 石製芳名板
平成9（1997）年4

月
コンクリート造、銘板銅製・H：1.4m、W：1.8m 宗像大社 宗像大社

中津宮本殿解体修復事

業協賛芳名板

74 工作物 石碑小（右）
平成14（2002）年

12月
石造(花崗岩)・角柱、磨き仕上げ・H：0.5m 宗像大社 宗像大社

「奉納　裏参道外灯明一

式　坂口嘉一郎」

75 工作物 石碑小（中）
平成14（2002）年

12月
石造(花崗岩)・角柱、磨き仕上げ・H：0.5m 宗像大社 宗像大社

「石玉垣復元工事」「沖

中両宮」

76 工作物 石碑小（左） 古い 石造(不明)・H：0.5m
風化、苔むし著しく碑文判

読困難
宗像大社 宗像大社 不明（奉納記念碑か？）

77 工作物
石碑（天之真名井の

名称碑）
古い 石造（砂岩？）・H：0.9m、W：0.4m 宗像大社 宗像大社 「霊泉　天真井」

78 工作物 石碑（奉名板１対）
明治15（1882）年 石造、長方形石板・Ｈ：0.5，W：0.35m，D：

0.17m
風化、苔付着しい 宗像大社 宗像大社

階段最上段横両側に設

置、寄進者名を記載（判

読困難）

79 工作物 石碑
明治40（1907）年

頃？

石造（花崗岩）、角柱・H：0.7m，0.15m×

0.15m
宗像大社 宗像大社

鳥居東側、「明治37,38

（1904、1905）年戦役出

征記念木」
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80 工作物 石碑
昭和54（1979）年4

月
石造（泥質岩）、丸みのある自然石・H：0.7m，

W：0.4m
宗像大社 宗像大社

「贈」「境内及展望台植

樹施工 村上隆雄」

81 工作物 石碑
不明（江戸末～明

治？）

石造（泥質岩）、小さな道標・H：約0.4m，W：

0.3m

地面に放置されたように

置かれている
宗像大社 宗像大社

登山参道の入口「左みた

け宮萬屋清左右門」

82 工作物 石碑 不明（新しい）
石造（花崗岩）磨き仕上げ、角柱・H：0.7m，

0.15m×0.15m
宗像大社 宗像大社

登山参道の入口に設置

「御嶽宮参道」

83 工作物 整備記念碑

昭和59（1984）年3

月
コンクリート造、銘板銅製、下部自然石敷き・

横長長方形H：1.4m，W：1.9m
銅製芳名板の変色 宗像大社 宗像大社

階段中腹に設置、「宗像

大社御嶽神社改築事業

協賛芳名板」

84 工作物 整備記念碑
平成2（1990）年12

月
石造 宗像大社 宗像大社

平成御大典記念天之真

名井参道工事

85 工作物 整備記念碑
平成10（1998）年3

月竣工

自然石に銅製銘板を埋め込み、台座自然石

積・H：0.8m，W：0.8m
宗像大社 宗像大社

「中津宮整備事業」（園

路の整備？）

86 工作物 砲弾型記念碑
明治40(1907)年9

月
金属製・H：0.8m，　Φ0.2m 宗像大社 宗像大社

明治37、38（1904、

1905）年戦役出征軍人

氏名

87 工作物 由緒板 不明（年銘なし） 木製、屋根銅板葺、台座石、木柵囲い 宗像大社 宗像大社
宗像神社中津宮の概要

を記す

88 工作物 立札（織女神社） 木製、高札 宗像大社 宗像大社
織女神社前橋の手前

「織女神社」

89 工作物 保安林指定看板
平成６（1994）年

宗像市 宗像市
指定区域の地図、「管理

大島村」

90 工作物 石盤
（年記銘なし・未確

認）

石造（花崗岩と推定）・横長長方形の台

H:1.0m，W:1.8m，D：1.1m
表面の風化が著しい 宗像大社 宗像大社

前面「奉献」　盤の上に

多くの小石が積まれてい

る

91 工作物
外周玉垣（側面・背

面）

不明（平成14

（2002）年）

上部コンクリート造柵、下部玉石積、柵：朱塗

り・H：1.0m、0.15m×0.15m柱、下部H：0.95m
コンクリートにクラック 宗像大社 宗像大社 中津宮社殿を取り囲む塀

92 工作物 外周玉垣（西側側面） 不明（古い）
上部切石積塀、下部割石間地斜積・H：約

1.1m
宗像大社 宗像大社 中津宮社殿を取り囲む塀

93 工作物 荒垣 不明（年銘なし） コンクリート製、朱塗、角柱縦桟 塗装は新しい 宗像大社 宗像大社
参道の市道側、天の川

側に設けられた柵

94 工作物 神池 石積み護岸 宗像大社 宗像大社

95 工作物 石反橋
大正6（1917）年

※神社史より
石造（花崗岩）

明治18（1885）年改造架

設、大正６（1917）年改架
宗像大社 宗像大社

96 工作物 橋 不明 コンクリート造 宗像大社 宗像大社 織女神社前

97 工作物 絵馬架台
不明（昭和59

（1984）年?）

木製、笠木鉄板葺、台座コンクリート・H:2.0m，

W:2.7m
― 宗像大社 宗像大社

本殿東側に設置、絵馬、

願札を架けるフック付の

掲示板

98 工作物 相撲場
不明（昔からあ

る？）
土盛（シート覆い、周囲芝張り）・約9ｍ×9ｍ 宗像大社 宗像大社

玉垣内東側に設置され

た神前相撲の土俵

99 工作物 藤棚 石造 宗像大社 宗像大社

100 工作物 照明柱１ 不明
鋼管柱、頂部に灯具・H：6m、灯具：球形ガラ

ス製、柱：濃茶色塗
宗像大社 宗像大社

２本の樹木（梅、樅）の間

に位置、ポール灯

101 工作物 照明柱２ 不明
鋼管柱、頂部に灯具、灯具：ビーム球×３、

柱：濃茶色塗・H：6m
宗像大社 宗像大社 本殿北西側、消火栓横

102 工作物 照明柱３ 不明
鋼管柱、頂部に灯具、灯具：ビーム球×３、

柱：濃茶色塗・H：6m
宗像大社 宗像大社 本殿南西側、消火栓前

103 工作物 電柱１ 不明 鋼管柱・H：約7m，　φ0.1m 九州電力 九州電力 市道際鳥居横に設置

104 工作物 電柱２ 不明 鋼管柱・H：約7m，　φ0.1m 九州電力 九州電力 市道際排水管横に設置

105 工作物 消火栓１ 不明 鉄製箱、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 本殿北西側

106 工作物 消火栓２ 不明 鉄製箱、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 本殿南西側

107 工作物 水桶（旧防火水槽） 不明 コンクリート製・円柱状、φ0.73m、H：0.6ｍ 宗像大社 宗像大社
神饌所横天の真名井入

口
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表 資－1－2－6（5） 建築物・工作物等一覧表（中津宮） 

 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

108 工作物 受水槽 鋼製、緑色ペンキ塗 宗像大社 宗像大社

109 工作物 焼却炉 （古くない） れんが造・H：0.6m、W：0.8m、D：0.6m 宗像大社 宗像大社
天真名井参道沿、炊事

場北側、ごみ焼却炉

110 工作物 排水管 不明 硬質塩ビ管・約12ｍ，　φ0.1m
草・土が詰まり機能して

いない
宗像大社 宗像大社

社殿敷地から市道まで

の斜面に設置

111 工作物 不明
不明（昭和59

（1984）年と推定）

コンクリートブロック５段積の台・H：1.1m，W：

0.6m，D：0.8m
宗像大社 宗像大社

社殿敷地の西南角に設

置、用途不明

112 土木構造物 石垣 江戸時代と推定 石造、自然石乱積み

古い石積み、一部崩落の

ためか欠如、土嚢により

補強されている

宗像大社 宗像大社

社殿の西・北・東の三方

を囲む　社殿敷地削平時

に築造？

113 土木構造物 階段・手すり 宗像大社 宗像大社

114 土木構造物 階段、石畳園路
平成2（1990）年12

月
石造（自然石）、コンクリートで充填 宗像大社 宗像大社

天之真名井へ通じる自

然石敷きの通路・階段、

途中に用途不明の玉石

敷きのテラス

115 土木構造物 階段 石造
明治44（1911）年改造、

昭和7（1932）年改修
宗像大社 宗像大社

昭和7（1932）年12月改

修

116 土木構造物 階段 石造（礫岩）、10段 宗像大社 宗像大社
自然石階段　鳥居下に

設置

117 土木構造物 階段・手すり
不明（昭和59

（1984）年と推定）

石造（花崗岩）、34段・通路：Ｗ：約1.0m

手すり：H：0.65m
宗像大社 宗像大社

切石階段　鳥居～社殿

の間

118 土木構造物
登山参道（階段・手す

り）
階段W：約1.0m～1.5m 擬木濃茶色塗装

昭和63（1988）年一部に

コンクリート擬木を大島村

が設置　一部箇所の手す

りの崩落

宗像市 宗像市

御嶽山山頂に登る参道、

絵図に示される、古代か

ら利用されていたと考え

られる

119 土木構造物 天の川 石積み護岸 宗像市 宗像市 河川

120 土木構造物 堰、揚水ポンプ （古くない）
コンクリートブロック造、陸屋根、鉄扉・H：

1.8m，W：1.6m，D：1.6m
宗像市 宗像市

天の川の水を揚水する

施設

121 建築物 展望台

昭和54（1979）年3

月

鉄筋コンクリート造、２階展望台、柵鉄製、ベン

チ：ｺﾝｸﾘｰﾄ・約10ｍ×6ｍ
屋上の説明板の褪色劣

化、望遠鏡の老朽化など
宗像市 宗像市

四周の風景を展望する

観光客用展望施設

２階に案内施設

122 建築物 トイレ 不明（昭和末） 鉄筋コンクリート造 宗像市 宗像市
展望台利用者等のため

の公衆便所

123 工作物
展望デッキ（柵、ベン

チ）
不明（昭和末）

鉄筋コンクリート造、下部鉄骨造、柵：擬木・約

45ｍ×5ｍ
宗像市 宗像市

南側（本土側）を望むテラ

ス

124 工作物 機械室 不明（昭和末）
鉄筋コンクリート造・立方体（箱型）

約4ｍ×4ｍ
壁面の汚れ 宗像市 宗像市

125 工作物 国体採火記念碑 平成２（1990）年 ステンレス＋加工石製・H：1.7，W：1.6 宗像市 宗像市

とびうめ国体（第45回：平

成2（1990年）採火記念

碑

126 工作物 時計塔 不明（昭和末） ステンレス製・H：約2.5m，W：約0.7m 時計が止まっている 宗像市 宗像市 展望台前に設置

127 工作物 案内板 昭和63（1988）年
柱梁：コンクリート擬木、説明板：金属に印刷・

H：約2.5m，W：約3.0m
宗像市 宗像市 大島の総合案内板

128 工作物 説明板 金属製板状、上部に説明 宗像市 宗像市 展望台下に設置

129 工作物
案内板「御嶽山遊歩

道案内図」
昭和63（1988）年

柱梁：コンクリート擬木、説明板：金属に印刷・

説明板横長長方形

H：約2.1m，W：約2.5m

着色地図の褪色 宗像市 宗像市

県道沿いに設置　御嶽

宮への案内、展望台の

施設の説明
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写真 資－1－2－8（1） 建築物・工作物等写真（中津宮） 

   
 

1. 大島御嶽山遺跡 2. 本殿 中津宮 3. 拝殿 中津宮 4. 摂社 御嶽神社 本殿 

 

   

5. 摂社 御嶽神社 拝殿 6. 末社 前戸神社 
7. 末社 御衣代神社・年所

神社・御飾神社 
8. 末社 御岳神社 

 
   

9.末社 祓方神社・示現神社 10. 末社 國玉神社 11. 末社 松尾神社 12. 天之真名井神社 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

13. 織女神社祠 14. 神饌所 15. 社務所・斎館 16. 参籠殿 

 

 
  

17. 脱衣場 18. 倉庫 19. 本殿透塀 20. 神門 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

21. 廻廊（右） 22. 廻廊（左） 23. 手水舎 24. 透垣（右） 
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写真 資－1－2－8（2） 建築物・工作物等写真（中津宮） 

 

   

25. 透垣（左） 26. 中津宮 鳥居 １ 27. 中津宮 鳥居 ２ 28. 御嶽神社 鳥居 １ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

29. 御嶽神社 鳥居 ２ 30. 御嶽神社 鳥居 ３ 31. 織女神社鳥居 32. 狛犬１対（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

33. 狛犬１対（左） 34. 狛犬１対（右） 35. 狛犬１対（左） 36. 手水石 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 天之真名井（湧水・手水舎） 38. 石製手水鉢 39. 石灯籠１対（右） 40. 石灯籠１対（左）（傘寿記念） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

41. 石灯籠１対（右） 42. 石灯籠１対（左） 43. 灯籠１対（右） 44. 灯籠１対（左） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

45. 石灯籠 46. 石灯籠 47. 石灯籠 48. 灯籠１対（右） 
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写真 資－1－2－8（3） 建築物・工作物等写真（中津宮） 

    

49. 灯籠１対（左） 50. 灯籠１対（右） 51. 灯籠１対（左） 52. 灯籠１対（右） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 灯籠１対（左） 54. 灯籠１対（右） 55. 灯籠１対（左） 56. 灯籠１対（右） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

57. 灯籠１対（左） 58. 灯籠１対（右） 59. 灯籠１対（左） 60. 灯篭１対（右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61. 灯篭１対（左） 62. 石柱（幟立て） 63. 石柱（幟立て）１対（右） 64. 石柱（幟立て）１対（左） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

65. 石柱（幟立て）（１対） 66. 石碑（社号標） 67. 石碑（下乗標） 68. 石碑（史跡標） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69. 石碑 70. 石碑（歌碑） 71. 石碑（植樹記念碑） 72. 石碑（戦没者慰霊碑） 
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写真 資－1－2－8（4） 建築物・工作物等写真（中津宮） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

73. 石製芳名板 74. 石碑小（右） 75. 石碑小（中） 76. 石碑小（左） 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

77.石碑（天之真名井の名称碑） 78. 石碑（奉名板１対） 79. 石碑 80 石碑 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

81. 石碑 82. 石碑 83. 整備記念碑 84. 整備記念碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

85. 整備記念碑 86. 砲弾型記念碑 87. 由緒板 88. 立札（織女神社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

89. 保安林指定看板 90. 石盤 91. 外周玉垣（側面・背面） 92. 外周玉垣（西側側面） 

    

93. 荒垣 94. 神池 95. 石反橋 96. 橋 
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写真 資－1－2－8（5） 建築物・工作物等写真（中津宮） 

    
97. 絵馬架台 98. 相撲場 99.藤棚 100. 照明柱 1 

  
 

 

101. 照明柱２ 102. 照明柱３ 103. 電柱１ 104. 電柱２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

105. 消火栓１ 106. 消火栓２ 107. 水桶（旧防火用水） 108. 受水槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

109. 焼却炉 110. 排水管 111. 水置き場 112. 石垣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

113. 階段・手すり 114. 階段、石畳園路 115. 階段 116. 階段 

 
 

 

 

117. 階段・手すり 118. 登山参道（階段・手すり） 119. 天の川 120.堰、揚水ポンプ 
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写真 資－1－2－8（6）建築物・工作物等写真（中津宮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

121. 展望台 122 トイレ 123. 展望デッキ（柵、ベンチ） 124. 機械室 

  

 

 
125.国体採火記念碑 126 時計塔 127 案内板 128 説明板 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

129 案内板「御嶽山遊歩道案

内図」 
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 ３）植生調査 

 中津宮については、中津宮社殿周辺、大島御嶽山遺跡で群落の概況を把握し、特に中心的な社殿で

ある中津宮については毎木調査も実施した。調査結果の概要は下表のとおりである。 

 

表 資－1－2－7 大島（中津宮・大島御嶽山遺跡）植生調査結果概要 

 調査内容 調査結果 

①中津宮社殿周辺 群落状況調査、毎木調査 常緑広葉樹自然林、毎木調査 89 本 

②大島御嶽山遺跡 群落状況調査 常緑広葉樹自然林 

 

 ① 中津宮社殿周辺 

 ア 群落調査 

 本殿後背の中核的社叢林は、群落高 16m 程度の常緑広葉樹高木林で、斜面上部ではスダジイが優

占し、ホソバカナワラビ－スダジイ群集に類する群落で、斜面下部ではバクチノキが優占し、ムサシ

アブミ－タブノキ群集に類する群落とみられた。特に斜面下部は種組成が豊かで、総じてこの社叢林

は自然性が高いと考えられる。ただし、群落内に貯水槽が設置されているほか、若干のイノシシの攪

乱がある。 

 

表 資－1－2－8 群落模式図・組成調査票（中津宮社殿周辺） 

 

  

No.群落名 No. 3 海抜　20m 〈断面模式図〉

調査日 2012/11/20
N33°53'50"

E130°25'54"
高さm 植被率％ 優占種

調査面積 10*25m T1 14-16 70 バクチノキ
地形 斜面株、凹 T2 6-10 30 ヤブツバキ

方位・傾斜 SE 25° S 1.5-4 40 アオキ
土性・土湿 適 褐色森林土 H 0.8 35 テイカカズラ
風当・日当 弱 やや陽
出現種数

T1直径

行No. 階層 被度・群度 種名 階層 被度・群度 種名

1 Ｔ1 3・3 バクチノキ H 2・3 テイカカズラ

2 3・3 ムクノキ +・2 ヤブラン

3 1・1 ヤブニッケイ 1・2 ノシラン

4 1・1 シロダモ 1・2 オオイワヒトデ

5 + イヌマキ 1・2 フウトウカズラ

6 （タブノキ） +・2 ヤブニッケイ

7 +・2 ノコギリシダ（1・2）

8 Ｔ2 2・2 ヤブツバキ +・2 オリヅルシダ（1・2）

9 + サンゴジュ +・2 キノクニスゲ（1・2）

10 + イヌビワ +・2 イズセンリョウ

11 （1・1） シロダモ + クリハラン

12 + カクレミノ + サネカズラ

13 +・2 ヤブコウジ

14 Ｓ 3・3 アオキ + ヤブツバキ

15 + イヌビワ +・2 イシカグマ

16 + テイカカズラ + アマチャヅル

17 + ハマビワ + ヤブツバキ

18 + ヤブツバキ + ハナショウブ

19 + シロダモ + ヤマアイ

20 + バクチノキ

21

22

23

24

25

備考 調査者 塚原　和之

小原　静

Hは下部で植被率：60%

14:30から斜陽、15:30から陰

ムサシアブミ-タブノキ群集（バクチノキ林）

＜主要木本数など＞ 

階層 種名 本数

T1 バクチノキ 5

ムクノキ （3-）2

ヤブニッケイ 1

シロダモ 1

T2 6
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 イ 毎木調査 

 中津宮社殿周辺で行った毎木調査では、胸高直径 40cm 以上の木本と御神木を測定した。毎木調査

位置図を（図 資－1－2－2）に示す。（毎木調査による樹種構成のグラフは、本編ｐ25（図Ⅰ－2－1

－4）を参照。） 

 調査対象となった胸高直径 40cm 以上の木は、92 本であり、樹種は、クスノキ、ムクノキ、クワノ

ハエノキ、スダジイ、バクチノキ、イヌマキ、イチョウ、サクラ属などであった。 

 イヌマキは、沖津宮周辺同様に御垣内周辺に多く、クスノキもほぼ同様の場所に繁殖している。対

して、バクチノキは、中津宮境内の南西側に密度が高く、ムクノキもほぼ同位置に繁殖が認められる。

このことから、イヌマキとクスノキ、バクチノキとムクノキという具合に繁殖場所が大きく分かれて

いる。 

 樹勢は概ね良好であったが、上層が密生する高木林や境内では、樹勢が低下している個体がみられ

た。 
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図 資－1－2－2 毎木調査対象樹木位置図（中津宮社殿周辺）  
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表 資－1－2－9 毎木調査対象樹木一覧（中津宮社殿周辺） 

1 サカキ 4.5 12.5 N1.5 S1.5 1

2 クスノキ 45 7 NNE2.5 2

3 サクラsp 18 6 S4 1

4 サクラsp 14 53 SSE3.5 2

5 シロダモ 12 55 ENE11 1

6 ヤブツバキ 11 49 NNW6 1

7 サクラsp 13 31.5 SSW7 1 御神木

8 ヤブニッケイ 10 43 SW10 3

9 イヌマキ 12 40 S5 2 御神木

10 イヌマキ 15 59 E2.5 2 御神木

11 オガタマノキ 5 18 SE2.5 1 三笠宮御手植の木

12 キンモクセイ 1.8 0.7 WSW0.8 2

13 アジサイ 1.3 - - 2

14 イチョウ 17 125.5 NE5 2 御神木、巨木

15 ウメ 5 26 SSE3.5 3 御神木

16 モミ 14 36 N3.5 3 御神木 本殿に近接

17 イヌマキ 12 46 SSE5 2

18 イヌマキ 12 40 SW7 2

19 イヌマキ 13 40 NNE10 1

20 ツガ 16 55 ESE6 1 御神木

21 モミ 16 56 NNE6 1 御神木 本殿に近接

22 クスドイゲ 15 46.5 NW10 1

23 ヤブツバキ 12 40 W7 1 大きく傾倒している

24 ムクノキ 13.5 94 W10 2 大径木

25 バクチノキ 13 44.5 SW11 1

26 ヤブツバキ 8 31 SW6 E5 1

27 ムクノキ 14 77 S10 1 大径木

28 バクチノキ 10.5 57 NE7 1

29 クスノキ 18 49 SE7 1

30 バクチノキ 14 48 E5 1
31 ホルトノキ 13 42.5 ENE10.5 1

32 クスノキ 14 35 NNW5 1

33 ホルトノキ 13 34 N7 1

34 クワノハエノキ 16 56 N5 1

35 クワノハエノキ 16 49 E5 1

36 クワノハエノキ 14 39.5 NNW7 1

37 ムクノキ 15 53 SSE8 1

38 ムクノキ 15 59 SW9 WSW9 1

39 ムクノキ 12 90 - 2 大径木

40 バクチノキ 16 51 SSE10 1

41 ムクノキ 13 56 SE8 2

42 ムクノキ 14 55.5 SW10 1

43 バクチノキ 14 46 SE13 1

44 スダジイ 15 51 SE7 2

45 スダジイ 15 91 SW10 SE12 1 大径木

46 スダジイ 13 46 SW6 1

47 バクチノキ 13 40 E11 1

48 バクチノキ 16 57 E10 1

49 ムクノキ 15 85 WSW8 2 大径木

50 シロダモ 16 50.5 SSW8 1

51 ヤブニッケイ 13 33.5 N7 2

52 シロダモ 18 55 SW12 1

53 ムクノキ 19 44 SSW13 2

54 バクチノキ 18 66 SE12 1 大きく傾倒している

55 イヌマキ 14 61 S6 3

56 バクチノキ 12 34.5 SE10 2

57 バクチノキ 16 85 W10 1 大径木

58 シダレザクラ 4.5 25 NE3 W3 1 御神木

59 イスノキ 13 36 NW5 1

60 イヌマキ 15 57 WNW5 1

61 ダブノキ 14 68.5 W8 1

62 スダジイ 14 89 NE8 1 大径木

63 スダジイ 13 57 SSE5 3 末社に近接
64 クスノキ 13 53 NW5 1

65 ヤブニッケイ 13 56 W4 2

66 イスノキ 14 42 WSW5 1

67 イヌマキ 14 51 ENE6 1

68 イスノキ 14 44 SW4.5 1

69 イヌマキ 14 60 ENE5 1

70 イスノキ 14 50 NE5 1

71 ムクノキ 14 64 ENE5 1

72 イヌマキ 12 42.5 E5 1

73 ソメイヨシノ 8 39 SSE10 1 御神木

74 オガタマノキ 8 31 WNW2 2

75 クスノキ 8 30.5 W3 2

76 ホルトノキ 9 47 S3.5 2

77 クスノキ 13 69 WSW8 1

78 イチョウ 18 68 N5 1 御神木 参道に近接

79 イチョウ 21 83 NW7 1 御神木、大径木 参道に近接

80 クスノキ 19 62 E11 1 御神木

81 フウ 20 59 SW6 1

82 クスノキ 18 49 E12 1 御神木

83 スダジイ 13 100 - 1 巨木

84 スダジイ 13 55 - 1

85 ムクノキ 13 60 - 1

86 イヌマキ 12 43 - 1

87 イヌマキ 12 45 - 1

88 スダジイ 13 60 - 1

89 イヌマキ 12 47 - 1

樹木番号 樹種
樹高

（m）

胸高直径

（cm）
重要性

枝張り

（m）
樹勢・樹形 支障性
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 ② 大島御嶽山遺跡 

 大島御嶽山遺跡については、群落状況調査を行った。 

 

 御嶽神社社殿周りの植生はスダジイが優占する常緑広葉樹自然林であり、ホソバカナワラビ－スダ

ジイ群集に類する。 

 社殿後背の尾根と社殿南斜面に大径木が生育する自然林（～準自然林）がみられ、北側も同様な組

成を持つ群落であるが、大径木はやや少ない。群落高は 14～16ｍ程度で、直径 92cm のスダジイを

筆頭に、60cm を越える大径木が随所にみられた。高木層はほかに、タブノキ、ツブラジイが混生す

る。当林分も狭小ではあるが、林床等への干渉は少なく、自然性は高いと考えられる。ただし、イノ

シシの攪乱が一部でみられ、西側では草本層の被度が低い。 

 

表 資－1－2－10 群落模式図・組成調査票（大島御嶽山遺跡周辺） 

 

 

No.群落名 No. 2 海抜　224　m 〈断面模式図〉

調査日 2012/11/19 高さm 植被率％

優占種

調査面積 15*25（27）m T1 13-16（17） 70 スダジイ

地形 斜面上部 T2 5-9 30 タブノキ
方位・傾斜 SE 15° S 1-4 20 ヒサカキ
土性・土湿 やや乾 褐色森林土 H 0.7 50 ホソバカナワラビ
風当・日当 やや強 陽
出現種数

T1直径

行No. 階層

被度・群度

種名 階層

被度・群度

種名

1 Ｔ1 4・4 スダジイ H 3・4 ホソバカナワラビ

2 2・2 タブノキ +・2 ハナショウガ

3 + ハセノキ +・2 ヤブラン

4 1・1 ツブラジイ +・2 ナガバジャノヒゲ

5 (1・1) マテバシイ +・2 シロダモ

6 +・2 ヤブニッケイ

7 Ｔ2 2・2 タブノキ + バクチノキ

8 1・1 スダジイ + テイカカズラ

9 1・1 ヤブニッケイ + クロキ

10 2・2 ヒサカキ + ベニシダ

11 + クロキ +・2 スダジイ

12 +・2 ヤブコウジ

13 Ｓ 1・2 ヒサカキ 1・2 イズセンリョウ

14 +・2 ネズミモチ + ネズミモチ

15 1・2 カクレミノ + ヒメイタチシダ

16 + タブノキ + イヌビワ

17 + テイカカズラ + ムベ

18 + トベラ + マンリョウ

19 +・2 マメツタ （+） キヅタ

20 + イヌビワ + イタビカズラ

21 1・1 ヤブニッケイ （+） アオキ

22 + ツルグミ

23 1・1 クロキ

24 + イヌマキ

25 (＋) ハクサンボク

備考 調査者 塚原　和之

小原　静

南西側下層密度低下、イノシシ撹乱）

低木密度：13本（10-15本）／7*7m

N33°53'53.6"

E130°25'29.5"

ホソバカナワラビ－スダジイ群集

＜主要木本数など＞ 

階層 種名

樹高

（m)

直径

(cm)

本数

T1 スダジイ 15 92

スダジイ 16 43 7

タブノキ 14 60-47 3

ハセノキ 15 20 1

ツブラジイ 13 53 1

T2 5-15 15
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（４）辺津宮 

 １）測量成果 

写真 資－1－2－9 辺津宮赤色立体地図 
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写真 資－1－2－10 辺津宮空中写真 
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 ２）建築物・工作物等に関する調査 

表 資－1－2－11（1） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（① 御垣内） 

 

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 備考

1 建築物 本殿 天正6(1578)年 木造、五間社流造、檜皮葺
昭和46（1971）年6月

解体修理
宗像大社 宗像大社

祭神：市杵島姫神

大宮司 氏貞により再建

2 建築物 玉垣 昭和2（1927)年 木造、銅板葺
昭和46(1971)年屋根

葺替
宗像大社 宗像大社

3 建築物 拝殿 天正18(1590)年 木造、切妻造、妻入、檜皮葺、向拝付
昭和46（1971）年6月

修理
宗像大社 宗像大社

4 建築物 末社　大神神社 18世紀前 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治25(1892)年・昭

和３（1928）年・同

29(1954)修理

宗像大社 宗像大社
祭神：大神、河上、五位、只

下、御衣代、津田

5 建築物 末社　貴船神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治25(1892)年屋根

葺替、昭和29(1954)

年修理

宗像大社 宗像大社
祭神：貴船、犬王丸、四道、

小野井、息直、原比女

6 建築物 末社　津加計志神社 18世紀末～19世紀初 木造、一間社流造、銅板葺
明治20(1887)年・大

正６(1917)年葺替
宗像大社 宗像大社

祭神：津加計志、四道福松、

祓方遠賀堺、山口御口代、

須多田、加津浦

7 建築物 末社　正三位神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治20（1887）年屋

根葺替、昭和

29(1954)年修理

宗像大社 宗像大社
祭神：正三位、草上、四道、

稗和、御船漕、天宮金宮

8 建築物 末社　和加神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治18(1885)年屋根

葺替、昭和29(1954)

年修理

宗像大社 宗像大社
祭神：和加、山口若宮、勝

浦、年津兩上、酒多、前戸

9 建築物 末社　孔大寺神社 19世紀中 木造、一間社流造、銅板葺 昭和29(1954)年修理 宗像大社 宗像大社
祭神：孔大寺、所主、龍主、

止々、年所、祝詞

10 建築物 末社　國連神社 18世紀後 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
明治14年屋根葺替、

昭和29(1954)年修理
宗像大社 宗像大社

祭神：国連、荒、渡津、柳牟

田、蛭田若宮、人見

11 建築物 末社　浪折神社 18世紀末～19世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
明治19(1886)年屋根

葺替
宗像大社 宗像大社

祭神：浪折、年津久、大井、

飯盛、和歌、国玉

12 建築物 末社　宮田若宮神社 18世紀末～19世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺 昭和７(1932)年修理 宗像大社 宗像大社

祭神：宮田若宮、宰貴若宮、

許斐、辻原若宮、十所王子、

本木若宮

13 建築物 末社　宇生神社 18世紀末～19世紀初 木造、三間社流造、銅板葺
昭和29(1954)・同

46(1971)年修理
宗像大社 宗像大社

祭神：宇生、指来

（旧）摂社　第二神社

14 建築物 末社　政所神社 18世紀前 木造、一間社流造、銅板葺

大正３(1932)年屋根

葺替、昭和29(1954)

年修理

宗像大社 宗像大社

祭神：政所、朝拝、風隼、息

送、九日、息正三位、矢房、

風降天、大都加

15 建築物 末社　百大神社 18世紀末～19世紀初
木造、一間社切妻造、見世棚、銅板

葺、朱塗り

昭和3(1928)年・同

29(1954)年修理
宗像大社 宗像大社 祭神：住吉三神

16 建築物 末社　二柱神社 天保5（1834）年
木造、一間社流造、見世棚、銅板葺、

朱塗り
明治26(1893)年修理 宗像大社 宗像大社 祭神：伊邪那岐、伊邪那美

17 建築物 末社　藤宮神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治25(1892)年修

理、大正3(1932)年屋

根葺替、昭和3年

(1928)・同29(1954)

年・同46年修理

宗像大社 宗像大社
祭神：藤宮、岡堺、楯嵜、上

高宮、上袴、山下

18 建築物 末社　稻庭上神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺 明治25(1892)年修理 宗像大社 宗像大社
祭神：稻庭上、宮地嶽、興里

嶽、吹浦、土穴若宮、森

19 建築物 末社　妙見神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
明治25(1892)年・大

正11（1922）年修理
宗像大社 宗像大社

祭神：妙見、荒熊、山部、御

竃、山師、君達

20 建築物 末社　千得下府神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺

明治25(1892)年・昭

和３(1928)年・同

29(1954)年修理

宗像大社 宗像大社

祭神：千得下符、北崎四所、

須田、地主、厳島、下高宮、

照日

21 建築物 末社　須賀神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
昭和３(1928)年・同

29(1954)年修理
宗像大社 宗像大社

祭神：祇園、縫殿、内浦若

宮、酒田、伊久志、示現、熊

野

22 建築物 末社　織幡神社 18世紀前 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
明治22年・大正

6(1949)年修理
宗像大社 宗像大社

織幡、飯豊、御霊、祓方、葦

木、山手、波寄

23 建築物 末社　牧口神社 17世紀末～18世紀初 木造、一間社流造、見世棚、銅板葺
昭和3（1928)年・昭和

29(1954)年修理
宗像大社 宗像大社

祭神：牧口、年毛、濱宮、西

搭田若宮、池浦山王、久米、

若八幡

24 建築物 末社　御鎰持神社
17Ｃ世紀末～18世紀

初
木造、一間社流造、見世棚、銅板葺 昭和29(1954)年修理 宗像大社 宗像大社

祭神：御鎰持、伊摩、酒井、

池田若宮、飯盛小盛、温濟

殿、白鬚

25 建築物 絵馬殿 18世紀末～19世紀初 木造、三間社流造、見世棚、銅版葺

元文元(1736)年、寛

延２(1749)年修理、昭

和29(1954)年修理

宗像大社 宗像大社 （旧）摂社　第二神社

26 建築物 儀式殿
昭和56（1981）年移

築

木造、平屋建、入母屋造、玄関唐破風

付、銅板葺
宗像大社 宗像大社 靖国神社の行在所を譲受

27 建築物 儀式殿（東） 昭和 木造、平屋建、銅板葺 宗像大社 宗像大社

28 建築物 本殿授与所（東） 平成6(1994)年 木造、平屋建、切妻造、平入、銅板葺 宗像大社 宗像大社

29 建築物 本殿授与所（西） 平成7(1995)年 木造、平屋建、切妻造、平入、銅板葺 宗像大社 宗像大社

30 建築物 神饌所 明治4２（1909）年 木造、平屋建、入母屋造、平入、瓦葺
昭和46（1971）年改

造
宗像大社 宗像大社
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表 資－1－2－11（2） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（① 御垣内） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

31 建築物 神門 大正15（1926）年
木造、一間一戸、四脚門、切妻造、銅

板葺
宗像大社 宗像大社 内務省造営

32 建築物 幄舎 昭和46（1971）年 木造、平屋建、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

33 工作物 透塀（神門脇） 昭和46（1971）年 木造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

34 工作物 透塀（外苑側） 昭和46（1971）年 木造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

35 工作物 透塀（東・南・西） 昭和46（1971）年 木造、銅板葺、基礎・石積み 宗像大社 宗像大社

36 工作物 狛犬一対（右）「吽」 明治17（1884）年6月 銅製 宗像大社 宗像大社

高麗狗ﾉ尾先年盗難罹ﾘ明治

17（1884）年6月再鋳

鋳工本藩博多住山鹿平十郎

包永

37 工作物 狛犬一対（左）「阿」
文政７（1824）年甲申

年九月吉日
銅製 宗像大社 宗像大社

38 工作物 石灯籠一対（右） 昭和46（1971）年8月 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 銘「永島謙吉奉納」

39 工作物 石灯籠一対（左） 昭和46（1971）年8月 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 銘「永島謙吉奉納」

40 工作物 石灯篭 不明 台座石、大理石造
雨水に打たれ笠が石

灰化・変色
宗像大社 宗像大社

「宗像宮三社」「禰宜桑野弘

人」

41 工作物 銅製灯篭一対（右） 昭和50（1975）年 台座、灯部共銅板製 新しい 宗像大社 宗像大社 寄進者「倉元…」銘

42 工作物 銅製灯篭一対（左） 昭和50（1975）年 台座、灯部共銅板製 宗像大社 宗像大社

43 工作物 木製灯篭一対（右）

丙午九月吉日

(明治39（1906）年

か？)

宗像大社 宗像大社
「吉田　岩佐安五郎」

44 工作物 木製灯篭一対（左）

丙午九月吉日

(明治39（1906）年

か？)

宗像大社 宗像大社
「丙午九月吉日」

45 工作物 木製灯篭一対（右） 不明 台座石、灯部木製、屋根銅板 宗像大社 宗像大社 刻銘なし

46 工作物 木製灯篭一対（左） 不明 台座石、灯部木製、屋根銅板 宗像大社 宗像大社 刻銘なし

47 工作物 石碑（下乗標）
明治26（1893）年12

月
石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社

神門前「皇族下乗」「太宰府

宮小路康文詮書　占部大平

恭建之」

48 工作物 石碑
明治12（1879）年吉

祥日
石造（砂岩） 宗像大社 宗像大社

「鶏卵卸屋中・鶏卵問屋中

（芳名）」

49 工作物 石碑（小） 大正14（1925）年2月 石造（花崗岩）、角柱、磨き仕上げ 宗像大社 宗像大社
「秩父宮殿下御手植」「大正

14（1925）年2月19日」

50 工作物 石碑 不明 石造 宗像大社 宗像大社 「御神木」

51 工作物 石碑（小） 昭和12（1937）年3月 宗像大社 宗像大社
「榊二十本奉納　昭和12

（1937）年3月」

52 工作物 石碑 明治37（1904）年3月 石造（砂岩） 宗像大社 宗像大社
「まよひ子たづねいし」（西授

与所裏）

53 工作物 石碑 明治44（1911）年6月 石造（花崗岩）、八角錐、台座六角 宗像大社 宗像大社

「奉献」「下関市　安部半兵

衛」

（西授与所裏）

54 工作物 石碑 石造（砂岩） 宗像大社 宗像大社
「奉寄進　□□石」

（東授与所裏）

55 工作物 立札 不明 木製　高札 宗像大社 宗像大社
本殿の説明　（拝殿横のお手

植えの木前）

56 工作物 立札 不明 木製　高札 墨書がかすれている 宗像大社 宗像大社 「御神木と神紋について」

57 工作物 立札 不明 木製　高札 宗像大社 宗像大社 末社由緒の説明

58 工作物 立札 不明 木製　高札 宗像大社 宗像大社 高宮祭場の案内

59 工作物 立札 不明 木製　高札 宗像大社 宗像大社 絵馬堂の名称

60 工作物 立札 不明 鉄製　高札 人目に触れない場所 宗像大社 宗像大社
蜂の酒

（東授与所裏）

61 工作物 スピーカー・照明柱 不明 鋼管柱 宗像大社 宗像大社 （東授与所裏）

62 工作物 スピーカー・照明柱 不明 鋼管柱 宗像大社 宗像大社 （西授与所裏）

63 工作物 消火栓１ 不明 宗像大社 宗像大社

64 工作物 消火栓２ 不明 木製　小規模の箱 宗像大社 宗像大社 ホース収納庫

65 工作物 消火栓３ 不明 宗像大社 宗像大社

66 工作物 消火栓４ 不明 木製　小規模の箱 宗像大社 宗像大社 ホース収納庫

67 工作物 消火栓５ 不明 木製　小規模の箱 宗像大社 宗像大社 ホース収納庫

68 工作物 消火栓６ 不明 鉄製　ホース収納庫、濃茶色、箱型 宗像大社 宗像大社

69 工作物 消火栓７ 不明 鉄製　ホース収納庫、濃茶色、箱型 宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－11（1）辺津宮建築物・工作物等写真（① 御垣内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.本殿 2.本殿透塀 3.拝殿 4.末社 大神神社 

 

 

 

 

 

 

 

    

5. 末社 貴船神社 6. 末社 津加計志神社 7.末社 正三位神社 8. 末社 和加神社 

 

 

 

 

 

 

 

    

9. 末社 孔大寺神社 10. 末社 國連神社 11. 末社 浪折神社 12.末社 宮田若宮神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13. 末社 宇生神社 14. 末社 政所神社 15.末社 百大神社 16. 末社 二柱神社 

 

 

 

 

 

 

 

    

17. 末社 藤宮神社 18. 末社 稻庭上神社 19. 末社 妙見神社 20. 末社 千得下府神社 

 

 

 

 

 

 

 

    

21. 末社 須賀神社 22. 末社 織幡神社 23. 牧口神社末社  24. 末社 御鎰持神社 
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写真 資－1－2－11（2）辺津宮建築物・工作物等写真（① 御垣内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

25.絵馬堂 26. 儀式殿 27.儀式殿（東） 28.本殿授与所（東） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.本殿授与所（西） 30.神饌所 31.神門 32. 幄舎 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33. 玉垣（神門横） 34. 玉垣（外苑側）  35. 玉垣（東・南・西） 36.狛犬一対（右）「吽」 

 

   

37.狛犬一対（左）「阿」 38.石灯籠一対（右） 39.石灯籠一対（左） 40.石灯篭 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

41.銅製灯篭一対（右） 42.銅製灯篭一対（左） 43.木製灯篭一対（右） 44.木製灯篭一対（左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

45.木製灯篭一対（右） 46.木製灯篭一対（左） 47.石碑（下乗標） 48.石碑 
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写真 資－1－2－11（3）辺津宮建築物・工作物等写真（① 御垣内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

49.石碑（小） 50.石碑 51.石碑（小） 52.石碑 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

53.石碑 54.石碑 55.立札 56.立札 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

57.立札 58.立札 59.立札 60.立札 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

61.スピーカー・照明柱 62.スピーカー・照明柱 63.消火栓１ 64.消火栓２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

65.消火栓３ 66.消火栓４ 67.消火栓５ 68.消火栓６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

69.消火栓７    
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表 資－1－2－12（1） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（② 御垣内周辺） 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

70 建築物 松尾神社 大正４（1915）年11月 木造、一間社流造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

祭神：大山咋、若山咋、市杵

島姫

台座に「奉献」

71 建築物 蛭子神社 明治36（1903）年5月 石造、一間社流造 宗像大社 宗像大社 銘「奉献」（裏に寄付者名）

72 建築物 高宮参道覆屋 不明 木造、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社 （説明板３枚）

73 工作物 松尾神社　鳥居 明治42（1909）年4月 石造、神明造、石製扁額 宗像大社 宗像大社
扁額：「松尾神社」、柱：「宗

像郡出身杜氏連中」

74 工作物 蛭子神社　鳥居 大正5（1916）年7月 石造、神明造、石製扁額 宗像大社 宗像大社

扁額：「蛭子神社」、柱「宮座

組合連中」「大正5（1916）年

7月吉田建之」

75 工作物 鳥居（南側入り口） 昭和7（1932）年 石造、神明造、石製扁額 宗像大社 宗像大社
「昭和六季（1931）年十一付

建之」「北筑酒蔵聯合会」

76 工作物 石製狛犬 石造（花崗岩） 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 台座に奉寄進

77 工作物 石灯籠 宝暦6（1756）年4月 石造 火袋は別材 宗像大社 宗像大社
第二駐車場通路沿い

高宮参道の灯篭と対

78 工作物 灯篭 延宝3（1675）年 石造 火袋なし 宗像大社 宗像大社
「□徳不畫　社内鎮浄宗像朝

臣深田」

79 工作物 灯篭
享保三戌（1718）年

六月吉日（束に記載）
石造（笠：砂岩、束：花崗岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社 「奉寄進御寶前」「光岡村」

80 工作物 灯篭
享保十酉巳（1725）

年
石造（砂岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社 奉寄進　曲村　真正□

81 工作物 灯篭 石造
擬宝珠・笠有り、火袋

なし
宗像大社 宗像大社 「奉献」台座四周に芳名

82 工作物 灯篭 宝暦2（1752）年 石造（砂岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社 「本木村」

83 工作物 灯篭
安永八己亥（1779）

年正月吉祥日
石造（礫岩） 宗像大社 宗像大社

「宗像宮」「田嶋村上殿中」側

面に名前

84 工作物 灯篭
安永八己亥（1779）

年正月吉祥日
石造（礫岩） 宗像大社 宗像大社

「宗像宮」「田島村片脇中本

村」上記と対

85 工作物 灯篭
文化五（1808）年戊

辰年吉祥日
石造（砂岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社 「奉寄進」

86 工作物 灯篭
寛政七乙卯（1795）

年
石造、角柱 頭部なし 宗像大社 宗像大社

「奉献　石燈基」「寛政七乙卯

（1795）年八月」

87 工作物 灯篭
寛政五（1793）癸丑

歳九月吉日
石造（砂岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社 「宗像宮」

88 工作物 灯篭 辰戊五月吉日 石造 宗像大社 宗像大社 「奉寄進」「當村大谷宿谷中」

89 工作物 灯篭 □□三年九月吉日 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 「常夜燈」

90 工作物 灯篭
宝暦六（1756）年四

月吉日
石造（砂岩） 火袋なし 宗像大社 宗像大社

「奉寄進」「村山田村　廣前

吉田安兵衛」

91 工作物 灯篭
安永八己亥（1779）

年正月吉祥日
石造（砂岩） 宗像大社 宗像大社

「御神燈」「勝浦邑西尾島九

右衛門」

92 工作物 灯篭 天保十三（1841）年 石造（花崗岩） 火袋は別材 宗像大社 宗像大社
「常夜燈」「天保十三（1841）

年吉祥日」

93 工作物 灯篭
文政四（1821）年辛

巳四月吉日
石造 宗像大社 宗像大社

「献燈」「勝浦港永島久四郎

長慶」

94 工作物 灯篭
宝暦六（1756）年丙

子献
石造（砂岩）、擬宝珠、火袋有り 宗像大社 宗像大社

「石燈籠一基」「勝浦村永島

半兵衛」

95 工作物 灯篭
文化五（1808）年戊

辰年八月
石造（砂岩） 宗像大社 宗像大社

「奉寄進」「文化五（1808）年

戊辰年八月吉祥日」

96 工作物 松尾神社石柱一対（右） 不明 宗像大社 宗像大社 幟立て　鳥居前に設置

97 工作物 松尾神社石柱一対（左） 不明 宗像大社 宗像大社 幟立て　鳥居前に設置

98 工作物 蛭子神社石柱一対（右） 不明 宗像大社 宗像大社
幟立て　鳥居前に設置「石津

慶介　花田安市」

99 工作物 蛭子神社石柱一対（左） 不明 宗像大社 宗像大社
幟立て　鳥居前に設置「深田

保　力丸慶太」

100 工作物 石柱 石造、穴あき 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 奉献（碑文未解読）

101 工作物 石柱 石造 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 （碑文未解読）

102 工作物 石柱 石造 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 （碑文未解読）

103 工作物 石柱 石造 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 （碑文未解読）

104 工作物 石柱 明治期 石造（花崗岩） 折れて２本に分割 宗像大社 宗像大社
明治□□四年七月

官幣大社宗像神社

105 工作物 石柱 明治35（1902）年7月 石造（花崗岩） 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 官幣大社宗像神社

106 工作物 石柱 石造（花崗岩） 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 金二百圓・（寄進者名）

107 工作物 石柱 石造（花崗岩） 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 金百圓・（寄進者名）
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表 資－1－2－12（2） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（② 御垣内周辺） 

 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

108 工作物 石柱 石造 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 石橋寄付人

109 工作物 石柱 石造 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 年長者順（寄進者名）

110 工作物 石柱 文政11（1828）年9月 石造 頭部なし 宗像大社 宗像大社 松尾社

111 工作物 石碑 石造、丸石 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 （碑文未解読）

112 工作物 石碑 不明 石造 宗像大社 宗像大社 庚申

113 工作物 石碑 不明 石造 宗像大社 宗像大社 判読不明（□島□□□□）

114 工作物 石碑（庚申） 不明 石造、丸石 宗像大社 宗像大社

115 工作物 石碑（樹霊石） 不明 石造、丸石 宗像大社 宗像大社

116 工作物 石板 石造（花崗岩） 玉垣背後に放置 宗像大社 宗像大社 （碑文：金額と寄進者名）

117 工作物 石 不明 石造、２段積 宗像大社 宗像大社

118 工作物 高宮祭場他案内板 不明 木製、表示板、木製柱 宗像大社 宗像大社 （鎮守の杜の道←印）

119 工作物 案内板 不明 鋼製板、角柱 宗像大社 宗像大社 （高宮、第二宮、第三宮）

120 工作物 御神木説明板 不明 鋼製板、角柱 宗像大社 宗像大社 （相生の樫）

121 工作物 照明柱１ 不明 鋼管柱 宗像大社 宗像大社 （儀式殿南通路）

122 工作物 照明柱２ 不明 宗像大社 宗像大社

123 工作物 照明柱３ 不明 宗像大社 宗像大社

124 工作物 照明柱４ 不明 宗像大社 宗像大社

125 工作物 照明柱５ 不明 宗像大社 宗像大社

126 工作物 電柱１ コンクリート柱 九州電力 九州電力

127 工作物 電柱２ コンクリート柱 九州電力 九州電力

128 工作物 電柱３ コンクリート柱 九州電力 九州電力

129 工作物 電柱４ コンクリート柱 九州電力 九州電力

130 工作物 電柱５ コンクリート柱 九州電力 九州電力

131 工作物 電柱６ コンクリート柱 九州電力 九州電力

132 工作物 電柱７ コンクリート柱 九州電力 九州電力

133 工作物 電柱８ コンクリート柱 九州電力 九州電力

134 工作物 スピーカー柱 不明 鋼管柱 宗像大社 宗像大社

135 工作物 車止め 不明 鉄製U字型×３個 宗像大社 宗像大社 鳥居（南側入り口）下

136 工作物 消火栓 不明 鉄製箱状、濃茶色 宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－12（1）辺津宮建築物・工作物等写真（② 御垣内周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

70. 松尾神社 71.蛭子神社 72.高宮参道 73.松尾神社の鳥居 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.蛭子神社の鳥居 75.鳥居（南側入り口） 76.石製狛犬 77.石灯籠 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

78.灯篭 79.灯篭 80.灯篭 81.灯篭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

82.灯篭 83.灯篭 84.灯篭 85.灯篭 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.灯篭 87.灯篭 88.灯篭 89.灯篭 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

90.灯篭 91.灯篭 92.灯篭 93.灯篭 
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写真 資－1－2－12（2）辺津宮建築物・工作物等写真（② 御垣内周辺） 

    
94.灯篭 95.灯篭 96. 松尾神社石柱一対（右） 97. 松尾神社石柱一対（左） 

   
 

98. 蛭子神社石柱一対（右） 99.蛭子神社石柱一対（左） 100. 石柱 101. 石柱 

  
  

102.石柱 103.石柱 104.石柱 105.石柱 

    
106.石柱 107.石柱 108.石柱 109.石柱 

 
 

  
110. 石柱（灯篭台座？） 111. 石碑 112. 石碑 113.石碑 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

114. 石碑（庚申） 115. 石碑（樹霊石） 116. 石板 117. 石 
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写真 資－1－2－12（3）辺津宮建築物・工作物等写真（② 御垣内周辺） 

 

 

 
 

118. 高宮祭場他案内板 119.案内板 120. 御神木説明板 121. 照明柱１ 

    
122.照明柱２ 123.照明柱３ 124.照明柱４ 125.照明柱５ 

    
126.電柱１ 127.電柱２ 128.電柱３ 129.電柱４ 

    

130.電柱５ 131.電柱６ 132.電柱７ 133.電柱８ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

134. スピーカー柱 135 .車止め 136. 消火栓  
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  ③ 外苑 

表 資－1－2－13（1） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（③ 外苑） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

137 建築物 勅使館 昭和45（1970）年
木造、平屋建、切妻造、平入、スレート

葺
宗像大社 宗像大社

138 建築物 手水舎 昭和46（1971）年 木造、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

139 建築物 祓舎 昭和46（1971）年 木造、切妻造、銅板葺 宗像大社 宗像大社

140 建築物 トイレ 不明 宗像大社 宗像大社 参拝者用便所

141 工作物 二の鳥居 明治17（1884）年6月 石造（花崗岩）、明神鳥居 宗像大社 宗像大社 扁額「宗像神社」「宗像郡人」

142 工作物 手水石 石造 宗像大社 宗像大社

143 工作物
石灯籠・小石橋（心字池

内中島）
石造 宗像大社 宗像大社

144 工作物 灯篭一対（右） 昭和57（1982）年9月
石造（花崗岩）、竿：角柱、笠：切妻屋

根型、方形
宗像大社 宗像大社

「獻燈」「魚屋」

石造橋の間に設置

145 工作物 灯篭一対（左） 昭和57（1982）年9月
石造（花崗岩）・竿：角柱、笠：切妻屋根

型、方形
宗像大社 宗像大社

「獻燈」「魚屋」

石造橋の間に設置

146 工作物 灯篭（単独右のみ） 石造、擬宝珠有り、笠：方型、先端尖る 風化が著しい 宗像大社 宗像大社 「宗像宮」

147 工作物 灯篭一対（右）
平成4（1992）年5月

吉日

石造（花崗岩）、擬宝珠有り、笠：方型、

先端尖る
宗像大社 宗像大社

「献燈」「三宝建設機工(株)」

石垣内側

148 工作物 灯篭一対（左）
平成4（1992）年5月

吉日

石造（花崗岩）、擬宝珠有り、笠：方型、

先端尖る
宗像大社 宗像大社

「献燈」「三宝建設機工(株)」

石垣内側

149 工作物 灯篭一対（右） 石造 宗像大社 宗像大社

150 工作物 灯篭一対（左） 宗像大社 宗像大社

151 工作物 灯篭一対（右） 昭和54（1979）年 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社
表「奉燈」背面「叙勲受賞記

念（芳賀氏）」

152 工作物 灯篭一対（左） 昭和54（1979）年 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社
表「奉燈」背面「叙勲受賞記

念（芳賀氏）」

153 工作物 石柱(幟立）一対(右) 昭和13（1938）年8月
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.18m，D：0.25m

風化し文字が読みに

くい
宗像大社 宗像大社 「昭和13（1938）年8月29日」

154 工作物 石柱(幟立）一対(左) 昭和13（1938）年8月
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.18m，D：0.25m

文字が埋め消されて

いる
宗像大社 宗像大社 「門司鉄道局建之」

155 工作物 石柱(幟立）一対(右) 不明（年銘無し） 石造（花崗岩）、角柱 宗像大社 宗像大社
灯篭下　幟立て

「献」「中村豊」

156 工作物 石柱(幟立）一対(左) 不明（年銘無し） 石造（花崗岩）、角柱 宗像大社 宗像大社
灯篭下　幟立て

「奉」「岩佐繁樹」

157 工作物 石碑 石造（自然石） 風化が著しい 宗像大社 宗像大社
「石門○○」（漢文：判読不

能）

158 工作物 石碑
宝暦４（1754）年５月

吉日
石造(砂岩)、角柱

風化・苔のため文字

判読不能（勅使館裏

と一対）

宗像大社 宗像大社
「定」（ひらかな交じり文で文

章記載）

159 工作物 石碑（勅使館裏庭内） 宝暦４（1754）年 石造（砂岩）、角柱

苔むしている

人目に触れない位置

にある

宗像大社 宗像大社
「定」　心字池前の石柱と対と

考えられる

160 工作物 石碑（社号標）
明治34（1901）年9月

吉日

石造（緑色片岩）、台座（桂花木）・背が

高い
宗像大社 宗像大社

「官幣大社宗像神社」

官幣は消されている

161 工作物 石碑 文政10（1827）年 自然石 宗像大社 宗像大社
藤棚横クスノキの下（風化・

苔のため碑文判読不可）

162 工作物 石碑 自然石 宗像大社 宗像大社
藤棚横クスノキの下（風化・

苔のため碑文判読不可）

163 工作物 石碑 平成5（1993）年6月 石造（花崗岩）・角柱 宗像大社 宗像大社

「皇太子殿下雅子妃殿下御

成婚奉祝植樹」背面「平成5

（1993）年6月9日」

164 工作物 木造由緒板 昭和48（1973）年 木造、切妻、銅板葺屋根付 宗像大社 宗像大社 史跡の表示：文部省

165 工作物 木造由緒板 不明 木造、切妻、銅板葺屋根付 宗像大社 宗像大社 「ご祭神について」

166 工作物 注意看板（たき火禁止） 不明 鉄製板、鋼管柱２本 宗像大社 宗像大社 宗像地区消防本部が設置

167 工作物 立札 不明 木製、高札（墨書） 宗像大社 宗像大社 「勅使館」

168 工作物 立札 不明 木製、高札（墨書） 宗像大社 宗像大社 「手水舎」

169 工作物 立札 不明 木製、高札（墨書） 宗像大社 宗像大社 「祓舎」
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表 資－1－2－13（2） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（③ 外苑） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

170 工作物 心字池 石積み護岸、底面コンクリート張

昭和4６(1971)年整備

の際に池を一部埋め

立て

宗像大社 宗像大社 池内に水循環ポンプ

171 工作物 太鼓橋
石造（花崗岩） 大正６（1917）年３月

改造
宗像大社 宗像大社

監□人中野豊吉　石工麻生

市蔵

172 工作物 石橋２（内側） 不明（年銘無し） 石造（礫岩）、親柱：角柱（片方） 風化 宗像大社 宗像大社 内側水路を跨ぐ橋

173 工作物 石橋１（外側）

明治41（1908）年移

転改築年九月吉日

＊銘文と年代の表記

を区別する。

石造（花崗岩）、親柱：角柱 宗像大社 宗像大社 「奉寄進　赤間町山本福平」

174 工作物 石柱柵一対（右） 不明（年銘無し）
石列柱（花崗岩）、角柱・H：0.9m，W：

0.15m，D：0.12m
宗像大社 宗像大社

各柱に寄進者名、金額を記

載

175 工作物 石柱柵一対（左） 不明（年銘無し）
石列柱（花崗岩）、角柱・H：0.9m，W：

0.15m，D：0.12m
宗像大社 宗像大社

各柱に寄進者名、金額を記

載

176 工作物 石造板柵（右） 不明（年銘無し）
石造（花崗岩）、

横長石板・W：1.8m， D：0.2m，H：0.6m

風化著しい、御垣外

にも１枚有り
宗像大社 宗像大社

石版９枚、各々に寄進者芳名

約30名記載

177 工作物
石造柵（外周内側水路沿

い、西側）
不明（年銘無し） 石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社

178 工作物
石造柵（外周内側水路沿

い、東側）
昭和９（1934）年 石造（花崗岩） 鉄製角パイプで補強 宗像大社 宗像大社

179 工作物
石橋　心字池辺の鉄縦格

子柵
不明（年銘無し） 宗像大社 宗像大社

180 工作物 鉄柵 不明 鉄パイプ製、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 市道内に設置

181 工作物 おみくじ結び場所 不明 木製枠のみ、鳥居型 宗像大社 宗像大社

182 工作物 藤棚・ベンチ 不明
藤棚：鉄パイプ製

ベンチ：コンクリート製4、木製1
宗像大社 宗像大社 心字池際の休憩スペース

183 工作物 照明柱１ 不明 宗像大社 宗像大社

184 工作物 照明柱２ 不明 宗像大社 宗像大社

185 工作物 照明柱３ 不明 宗像大社 宗像大社

186 工作物 照明柱４ 不明 宗像大社 宗像大社

187 工作物 照明柱５ 不明 宗像大社 宗像大社

188 工作物 電柱１ 不明 宗像大社 宗像大社

189 工作物 電柱２ 不明 宗像大社 宗像大社 心字池畔

190 工作物 電柱３ 不明 宗像大社 宗像大社

191 工作物 スピーカー柱 不明 宗像大社 宗像大社

192 工作物 変圧器（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） 不明 鉄製箱状、濃茶色 宗像大社 宗像大社 心字池前

193 工作物 車止め 不明 鉄製５本、角柱・H：0.7m 宗像大社 宗像大社 県道側入り口に設置

194 工作物 消火栓（清明殿横）東 不明 鉄製箱状、濃茶色 宗像大社 宗像大社

195 工作物 消火栓（清明殿横）西 不明 鉄製箱状、濃茶色 宗像大社 宗像大社

196 工作物
濾過装置（心字池の水の

浄化装置）
平成11（1999）年

浄化槽：ブロック積み、タンク：鋼製円筒

形、タンクは濃緑色
宗像大社 宗像大社 浄化槽、ポンプ、タンク

197 土木構造物 水路１
石積み、一部コンクリート間知ブロック、

県道側はコンクリート三面張り
宗像大社 宗像大社

境内の排水を集める、県道拡

幅時

198 土木構造物 水路２ 石積み、一部コンクリート間知ブロック 宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－13（1）辺津宮建築物・工作物等写真（③ 外苑） 

  

 

 

137.勅使館 138.手水舎（屋根・柱） 139.祓舎（屋根・柱） 140.トイレ 

 
  

 

141.二の鳥居 142.手水石 
143.石灯籠・石橋（心字池
内中島） 

144.灯篭一対（右） 

  

 

 
145.灯篭一対（左） 146.灯篭（単独右のみ） 147.灯篭一対（右） 148.灯篭一対（左） 

  

  

149.灯篭一対（右） 150.灯篭一対（左） 151.灯篭一対（右） 152.灯篭一対（左） 

    
153.石柱(幟立）一対(右) 154.石柱(幟立）一対(左) 155.石柱(幟立）一対(右) 156.石柱(幟立）一対(左) 

    
157.石碑 158.石碑 159.石碑（勅使館裏庭内） 160.石碑（社号標） 
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写真 資－1－2－13（2）辺津宮建築物・工作物等写真（③ 外苑） 

  
 

 

161.石碑 162.石碑 163.石碑 164.木造由緒板 

 

 
  

165.木造由緒板 166.注意看板（たき火禁止） 167.立札 168.立札 

 

   

169.立札 170.心字池 171.太鼓橋 172.石橋２（内側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

173.石橋１（外側） 174.石柱柵一対（右） 175.石柱柵一対（左） 176.石造板柵（右） 

  

 

 

177.石造柵 
（外周内側水路沿い、西側） 

178.石造柵 
（外周内側水路沿い、東側） 

179.石橋 
 心字池辺の鉄縦格子柵 

180.鉄柵 

 

 

  
181.おみくじ結び場所 182.藤棚・ベンチ 183.照明柱１ 184.照明柱２ 
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写真 資－1－2－13（3）辺津宮建築物・工作物等写真（③ 外苑） 

    
185.照明柱３ 186.照明柱４ 187.照明柱５ 188.電柱１ 

 

  

 

189.電柱２ 190.電柱３ 191.スピーカー柱 192.変圧器（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ） 

 

  
 

193.車止め 194.消火栓（清明殿横）東 195.消火栓（清明殿横）西 
196.濾過装置 
（心字池の水の浄化装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

197.水路１ 198.水路２   
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  ④ 斎館・清明殿 

 

表 資－1－2－14 辺津宮建築物・工作物等一覧表（④ 斎館・清明殿） 

 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

199 建築物 斎館 昭和45（1970）年 木造、平屋建、入母屋造、コロニアル葺 宗像大社 宗像大社 旧社務所を斎館に転用

200 建築物 斎館付属屋 昭和46(1971)年
鉄骨造（一部木造）、平屋建、スレート

葺
宗像大社 宗像大社

201 建築物 渡廊下 昭和46(1971)年 木造、平屋建、コロニアル葺 宗像大社 宗像大社

202 建築物 清明殿 昭和11（1936）年 木造、平屋建、銅板葺

昭和４６（1971）年修

理、平成７～９（1995

～1997）年改装

宗像大社 宗像大社 結婚式場などに使用

203 建築物 管理員室 不明 鉄骨造、平屋建、波板トタン葺 宗像大社 宗像大社

一部倉庫として利用

少量危険物取扱施設市道側

搬入口

204 建築物 新倉庫（清明殿裏） 不明 鉄骨造、平屋建、波板トタン葺 宗像大社 宗像大社

205 建築物 渡り廊下 昭和46(1971)年 木造、平屋建、コロニアル葺 宗像大社 宗像大社 斎館への通路の屋根

206 建築物 駐車場上屋 不明 鉄骨造、平屋、樹脂波板葺 宗像大社 宗像大社
職員駐車場　２箇所　一部

シャッター付

207 工作物 案内板（清明殿横） 不明 木製、銅板葺 宗像大社 宗像大社 結婚式の案内など

208 工作物 案内板 不明 宗像大社 宗像大社 裏入口駐車場案内

209 工作物 立札 不明 木製、高札、無垢木、墨書 宗像大社 宗像大社 「斎館」

210 工作物 電柱１ 九州電力 九州電力 市道沿い（交差点付近）

211 工作物 電柱２ 九州電力 九州電力 市道沿い（交差点付近）

212 工作物 電柱３ 九州電力 九州電力 市道沿い（清明殿入口）

213 工作物 電柱４ 九州電力 九州電力

214 工作物 カーブミラー・柵 不明 鉄製、凸面鏡２枚、オレンジ色 宗像市 宗像市 駐車場上屋の道路側

215 建築物
倉庫（消防用ポンプ車車

庫）
不明 木造、平屋建、樹脂製透明波板葺 宗像大社 宗像大社

小型手押しポンプ車を収納す

る小屋

216 工作物 受水槽 不明 鋼製、濃緑色 宗像大社 宗像大社 一部ポンプ室（扉有り）

217 工作物 給水塔 不明 鉄骨造、タンク：樹脂製、タンク：乳白色 宗像大社 宗像大社 上部にタンク

218 工作物 消火栓１ 不明 鉄製、ホース収納庫、濃茶色、箱型 宗像大社 宗像大社 職員駐車場横

219 工作物 消火栓２ 不明 鉄製、ホース収納庫、濃茶色、箱型 宗像大社 宗像大社 清明殿前

220 工作物 水道栓 不明 宗像大社 宗像大社

221 工作物 ごみ置き場 不明 ブロック積、一部鉄折板葺 宗像大社 宗像大社 境内の廃棄物の集積場

198 土木構造物 水路２
昔から（かつての

堀？）
石積み、一部コンクリート間知ブロック 宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－14 辺津宮建築物・工作物等写真（④ 斎館・清明殿） 

    

199.斎館 200.斎館付属屋 201.斎館と清明殿の渡廊下 202.清明殿 

 

 

 

 
 

 

 

    

203.管理員室 204.新倉庫（清明殿裏） 205.渡り廊下 206.駐車場上屋 

 
   

207.清明殿横 208.案内板 209.立札 210.電柱１ 

 

  

 

211.電柱２ 212 電柱３ 213.電柱４ 214.カーブミラー・柵 

  
 

 

215.倉庫（消防用ポンプ車
車庫） 

216.受水槽 217.給水塔 218.消火栓１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219.消火栓２ 220.水道栓 221.ごみ置き場  
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  ⑤ 神宝館・第二駐車場 

 

表 資－1－2－15（1） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑤ 神宝館・第二駐車場） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

222 建築物 神宝館 昭和55（1980）年 鉄筋コンクリート造、３階建、陸屋根
手摺クラック、軒裏塗

装剥離
宗像大社 宗像大社

展示・収蔵施設

戦後の復興期成に伴い計
画、建設

223 建築物 旧宝物館（北） 昭和39（1964）年
鉄筋コンクリート造、平屋建、切妻造
（渡り廊下は陸屋根）

入口階段鉄部に錆
軒一部破損

宗像大社 宗像大社 現在は収蔵庫として使用

224 建築物 旧宝物館（南） 昭和39（1964）年
鉄筋コンクリート造、平屋建、切妻造

（渡り廊下は陸屋根）
宗像大社 宗像大社 現在は収蔵庫として使用

225 建築物 倉庫 昭和46(1971)年 鉄骨造、平屋建、スレート葺 宗像大社 宗像大社

226 建築物 倉庫 不明 木造、平屋建、波板スレート葺 宗像大社 宗像大社

227 建築物 夜警室 不明 木造、平屋建、片流れ、鉄板瓦葺 玄関板壁一部破損 宗像大社 宗像大社

228 建築物 トイレ 不明 軽量鉄骨造、平屋建 宗像大社 宗像大社 参拝者用便所

229 建築物 相撲場 昭和46(1971)年 木造、平屋建、入母屋造、石板葺 宗像大社 宗像大社

230 建築物 消火エンジン室 昭和46(1971)年 鉄筋コンクリート造、平屋建、銅版葺 宗像大社 宗像大社

231 建築物 ポンプ室 昭和46(1971)年 鉄筋コンクリート造、平屋建 宗像大社 宗像大社

232 建築物 浄化槽（下水処理場） 不明 鉄筋コンクリート造、鉄柵、鉄階段 宗像大社 宗像大社

233 工作物 石柱（幟立て） 昭和42（1967）年5月 石造（花崗岩）、角柱・H=1.0m 宗像大社 宗像大社 「中山勝　岡智照」

234 工作物 石碑
昭和50（1975）年10
月

石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 三笠宮殿下応制歌歌碑

235 工作物 石碑 平成7（1995）年11月 石造（玄武岩） 宗像大社 宗像大社 山本陽子歌碑「長沢」

236 工作物 万葉歌碑
昭和36（1961）年12
月

石造（砂岩）、自然石 宗像大社 宗像大社
万葉集より２歌を刻む

237 工作物 石臼
安政2（1855）年卯八
月吉日奉納

石造 宗像大社 宗像大社
「上八村　金山」（金鉱石を磨
り潰す臼）

238 工作物 神宝館玄関前掲示板 平成24（2012）年 ステンレス製 宗像大社 宗像大社
企画展示のポスターなどを掲

示

239 工作物 三笠宮歌碑案内板 木製、高札の形状 宗像大社 宗像大社
歌碑の案内（奥に位置するた
め手前に表示）

240 工作物 神宝館案内板 不明 木製、高札の形状 宗像大社 宗像大社
神宝館開館・閉館時刻等を案
内

241 工作物 万葉歌碑説明板 不明 木製、高札の形状 宗像大社 宗像大社

242 工作物 お手洗の表示 不明 木製、高札の形状 宗像大社 宗像大社

243 工作物 退出方向案内板 不明 鉄製？ 宗像大社 宗像大社 県道入り口前北側

244 工作物 案内立て看板 不明 鋼製板、立て看板、白塗 宗像大社 宗像大社 道路上

245 工作物 コンクリート橋 不明 コンクリート橋 宗像大社 宗像大社
境内内東側（第２駐車場）水

路に架かる橋

246 工作物
神宝館裏口コンクリート橋

１
不明 宗像大社 宗像大社

247 工作物
神宝館裏口コンクリート橋

２
不明 宗像大社 宗像大社

248 工作物
駐車場北側入口橋（水路

上）
県道拡幅時？ コンクリート製 宗像大社 宗像大社

249 工作物
駐車場南側入口橋（水路
上）

県道拡幅時？ コンクリート製 宗像大社 宗像大社

250 工作物 照明柱 不明 鋼管柱、頂部に灯具 宗像大社 宗像大社 車回し前に設置

251 工作物 照明柱 不明 鋼管柱 宗像大社 宗像大社

252 工作物 電柱１ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力 夜警室南

253 工作物 電柱２ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力 旧宝物館横

254 工作物 電柱３ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

255 工作物 電柱４ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

256 工作物 電柱５ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力 南側水路沿い（倉庫南）
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表 資－1－2－15（2） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑤ 神宝館・第二駐車場） 

 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

257 工作物 電柱６ 不明 コンクリート柱 傾倒 九州電力 九州電力 南側水路沿い

258 工作物 電柱７ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力 南側水路沿い

259 工作物 電柱８(ポンプ室横) 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力 ポンプ室横に設置

260 工作物 電柱９(北側入口南) 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

261 工作物 電柱10(儀式殿東裏) 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

262 工作物 スピーカー柱 不明 鋼管柱、頂部スピ-カー２基 宗像大社 宗像大社 門扉横（西側）駐車場向き

263 工作物 高圧受電設備 不明 鉄製、箱状 宗像大社 宗像大社

264 工作物 ガードレール 不明 鋼板製、白色塗装 南側入り口部水路橋上

265 工作物 転落防止柵 不明

266 工作物 車止め１ 不明 宗像大社 宗像大社 外苑との境界

267 工作物 車止め２ 不明 鉄製、角柱４本 宗像大社 宗像大社 駐車場北側入り口部

268 工作物 車止め３ 不明
鉄製、角柱２本(中央埋込)、黄色蛍光

色
宗像大社 宗像大社 駐車場南側入り口部

269 工作物 休憩所（ベンチ） 神宝館建設時？
コンクリート製石畳

ベンチ：石造（花崗岩）
宗像大社 宗像大社 神宝館前広場

270 工作物 神宝館入口ゲート 神宝館建設時？ 鉄製門扉（車輪付き） 宗像大社 宗像大社 神宝館への入り口門扉

271 工作物 神宝館裏口可動鉄門扉 不明 鉄製門扉（車輪付き）、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社

272 工作物 神宝館裏口鉄門扉・橋 不明 鉄製門扉（開き戸）、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社

273 工作物 倉庫入口門扉（開き戸） 不明 鉄製門扉（開き戸）、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社

274 工作物
門柱（県道側北側入り

口）右
昭和42（1967）年 石造（花崗岩）、角柱 宗像大社 宗像大社

前面「斉域神領」、背面「福岡

市長阿部源蔵書」

275 工作物
門柱（県道側北側入り

口）左
昭和42（1967）年 石造（花崗岩）・角柱 宗像大社 宗像大社

前面「心静延寿」菊の御紋章

付（右も同じ）

276 工作物 上水槽 神宝館建設時？ コンクリート造 宗像大社 宗像大社

277 工作物 防火用水槽 不明 盛土状、金網、金網緑色塗
鉄柱・金網に錆、一部

破損
宗像大社 宗像大社

消火に用いる水を貯水、浄化

している

278 工作物 井戸 神宝館建設時？
コンクリート製、蓋：コンクリート、鉄、、

円柱状
宗像大社 宗像大社

279 土木構造物
三笠宮歌碑周囲盛土・導

入部階段

昭和50（1975）年10

月
石階段、導入部アスファルト舗装 宗像大社 宗像大社

三笠宮歌碑の周囲を整備し

たもの

280 土木構造物 第二駐車場 昭和30（1955）年代 アスファルト舗装 宗像大社 宗像大社 参拝者用駐車場

281 土木構造物 水路３ 昔からこの位置 コンクリート三面張り 宗像大社 宗像大社

境内の排水を集めるかつて

の外堀　昭和35（1960）年境

内図に存在

282 土木構造物 排水樋門 県道拡幅時？ コンクリート製、樋門は鉄製 宗像大社 宗像大社
排水路の水を釣川へ排出す

る樋門
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写真 資－1－2－15（1）辺津宮建築物・工作物等写真（⑤ 神宝館・第二駐車場） 

    

222.神宝館 223.旧宝物館（北） 224.旧宝物館（南） 225.倉庫 

    

226.小屋 227.夜警室 228.トイレ 229.相撲場 

 

 

 

 

 

 

 

    

230.消火エンジン室 231.ポンプ室 232.浄化槽（下水処理場） 233.石柱（幟立て） 

    

234.石碑 235.石碑 236.万葉歌碑 237.石臼 

 

   
238.神宝館玄関前掲示板 239.三笠宮歌碑案内板 240.神宝館案内板 241.万葉歌碑説明板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

242.お手洗の表示 243.退出方向案内板 244.案内立て看板 245.コンクリート橋 
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写真 資－1－2－15（2）辺津宮建築物・工作物等写真（⑤ 神宝館・第二駐車場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

246.神宝館裏口コンクリート橋１ 247.神宝館裏口コンクリート橋２ 248.駐車場北側入口橋（水路上） 249.駐車場南側入口橋（水路上） 

 

 

 

 

250.照明柱 251.照明柱 252.電柱１ 253.電柱２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

254.電柱３ 255.電柱４ 256.電柱５ 257.電柱６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

258.電柱７ 259.電柱８(ポンプ室横) 260.電柱９(北側入口南) 261.電柱 10(儀式殿東裏) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

262.スピーカー柱 263.高圧受電設備 264.ガードレール 265.転落防止柵 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

266.車止め１ 267.車止め２ 268.車止め３ 269.休憩所（ベンチ） 
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写真 資－1－2－15（3）辺津宮建築物・工作物等写真（⑤ 神宝館・第二駐車場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

270.神宝館入口ゲート 271.神宝館裏口可動鉄門扉 272.神宝館裏口鉄門扉・橋 273.倉庫入口門扉（開き戸） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274.門柱（県道側北側入り
口）右 

275.門柱（県道側北側入り
口）左 

276.上水槽 277.防火用水槽 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

278.井戸 
279.三笠宮歌碑周囲盛土・導
入部階段 

280.第二駐車場 197 と同じ.水路１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

281.水路３ 282.排水樋門   
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  ⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺 

表 資－1－2－16（1） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

283 遺跡
遺跡（大宮司邸跡、第三

宮跡）
古代遺跡

削平され滅失

現状林内
宗像大社 宗像大社

（慶安３（1650）年短甲などを

出土）

284 建築物 第二宮本殿
昭和50（1975）年 再

 建
木造、神明造、銅版葺 宗像大社 宗像大社

祭神：沖津宮（田心姫神）

伊勢神宮伊弉諾宮古殿を移

築　昭和50（1975）年2月遷

座

285 建築物 第二宮拝殿 昭和50（1975）年 木造、切妻、銅板葺 宗像大社 宗像大社

286 建築物 第二宮玉垣 昭和50（1975）年 木造、板塀 宗像大社 宗像大社

287 建築物 第三宮本殿
昭和50（1975）年 再

 建
木造、神明造、銅版葺 宗像大社 宗像大社

祭神：中津宮（湍津姫神）

伊勢神宮伊弉弥宮古殿を移

築　昭和50（1975）年2月遷

座

288 建築物 第三宮拝殿 昭和50（1975）年 木造、切妻、銅板葺 宗像大社 宗像大社

289 建築物 第三宮玉垣 昭和50（1975）年 木造、板塀 宗像大社 宗像大社

290 建築物 宗像護国神社社殿 昭和57（1982）年8月 木造、二間社流造、銅板葺 宗像大社 宗像大社
昭和35（1960）年境内図に

は、招魂社と記載

291 建築物 宗像護国神社付属屋 不明 木造、平屋建、鉄板葺 宗像大社 宗像大社

292 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、２階建、瓦葺 個人 個人 主屋住居

293 建築物 民家付属屋 不明 木造、平屋建、スレート波板葺 個人 個人 倉庫

294 建築物 民家付属屋 不明 木造、２階建、瓦葺 個人 個人 農作業倉庫

295 建築物 民家付属屋 不明 木造、平屋建、瓦葺
板壁、土壁の破損

屋根瓦はく落
個人 個人

296 建築物 民家付属屋 不明 木造、平屋建、スレート波板葺 個人 個人 車庫

297 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、２階建、瓦葺 個人 個人

298 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人

299 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、２階建、瓦葺 個人 個人

300 建築物 民家付属屋 不明 木造、平屋建、鉄板瓦棒葺 個人 個人 アトリエに使用？

301 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人 宗像大社元社宅

302 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人 宗像大社社宅（空き家？）

303 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人 宗像大社社宅

304 建築物 民家付属屋（倉庫） 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人

305 建築物 民家住宅主屋 不明 木造、平屋建、瓦葺 個人 個人

306 建築物 倉庫 不明 鉄骨、平屋建、スレート葺 個人 個人

307 建築物 不明 不明 木造、平屋建 廃屋 個人 個人 倉庫？

308 建築物 トイレ 不明 木造、平屋建、切妻造、鉄板葺 宗像大社 宗像大社

309 工作物 第二宮鳥居 昭和49（1974）年 木造、神明鳥居・H:約3.5m 宗像大社 宗像大社 伊勢神宮より譲受

310 工作物 第三宮鳥居 昭和49（1974）年 木造、神明鳥居・H：約3.5m 宗像大社 宗像大社 伊勢神宮より譲受

311 工作物 鳥居 昭和33（1958）年３月 石造（花崗岩）、明神鳥居 宗像大社 宗像大社 扁額：護國神社　田中源次郎

312 工作物 鳥居（裏） 昭和3（1928）年10月 石造（花崗岩）・明神鳥居 宗像大社 宗像大社
扁額：「護國神社」柱「奉進

献」深田守次郎

313 工作物 石（手水鉢）
昭和50（1975）年6月

吉日

石造（自然石）、鉢部掘込・W：2.7m，

D：1.5m，H：0.6m
宗像大社 宗像大社

正面「洗心」、裏「福岡県田主

丸町内山忠雄」

314 工作物 手水石
石造（礫岩）、自然・H：0.8m，W：0.2m，

D：0.2m
水道施設無し 宗像大社 宗像大社 「奉献」自然石に掘り込み



222 

表 資－1－2－16（2） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

315 工作物 灯篭一対（右） 不明
石造（笠、火袋：砂岩、台座：花崗岩切

石積み）・H：2.5m，笠90cm×90cm
擬宝珠、笠先端尖る 宗像大社 宗像大社 銘なし

316 工作物 灯篭一対（左） 不明
石造（笠、火袋：砂岩、台座：花崗岩切

石積み）・H：2.5m，笠90cm×90cm
擬宝珠、笠先端尖る 宗像大社 宗像大社 銘なし

317 工作物 灯篭一対（右） 昭和28（1953）年4月
石造（砂岩）・H:1.3m,笠45cm×45cm

火袋に日月、角柱
宗像大社 宗像大社

護国神社本殿前に設置「遺

族一同」

318 工作物 灯篭一対（左） 昭和28（1953）年4月
石造（砂岩）・H:1.3m,笠45cm×45cm

火袋に日月、角柱
宗像大社 宗像大社

護国神社本殿前に設置　「昭

和28（1953）年4月15日」

319 工作物 石柱 昭和49（1974）年 石造（花崗岩）、角柱 宗像大社 宗像大社 「第二宮」背面に説明

320 工作物 石柱 昭和49（1974）年 石造（花崗岩）、角柱 宗像大社 宗像大社 「第三宮」背面に説明

321 工作物 石柱 宗像大社 宗像大社 献木

322 工作物 石柱 昭和34（1959）年
石造（花崗岩）・H：0.8m，W：0.2m，D：

0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立　「奉献」「井上六平」

323 工作物 石柱一対（右） 昭和28（1953）年4月 石造（花崗岩）・H:2.0m,46cm×46cm 宗像大社 宗像大社 「清風」遺族会長田中範次

324 工作物 石柱一対（左） 昭和28（1953）年4月 石造（花崗岩）・H:2.0m,46cm×46cm 宗像大社 宗像大社
「昭月」「昭和28（1953）年4

月」

325 工作物 石柱(幟立)一対(右) 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）・H：1.0m，W：0.2m，D：

0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立「奉」

326 工作物 石柱(幟立)一対(左) 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）・H：1.0m，W：0.2m，D：

0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立「献」

327 工作物 石柱(幟立)一対(右) 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）・H：1.0m，W：0.2m，D：

0.2m
宗像大社 宗像大社

328 工作物 石柱(幟立)一対(左) 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）・H：1.0m，W：0.2m，D：

0.2m
宗像大社 宗像大社

329 工作物 石柱一対（右） 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.2m，D：0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立「奉」　階段下

330 工作物 石柱一対（左） 昭和63（1988）年4月
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.2m，D：0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立「献」　階段下

331 工作物 石柱一対（右） 不明
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.2m，D：0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立(？穴なし)　灯篭横

332 工作物 石柱一対（左） 不明
石造（花崗岩）、角柱・H：1.0m，W：

0.2m，D：0.2m
宗像大社 宗像大社 幟立(？穴なし)灯篭横

333 工作物 ポール（右） 不明 ステンレス製・φ10cm 宗像大社 宗像大社 幟立　鳥居前に設置

334 工作物 ポール（左） 不明 ステンレス製・φ10cm 宗像大社 宗像大社 幟立　鳥居前に設置

335 工作物 ポール・石柱
昭和62（1987）年10

月

石柱：石造（花崗岩）、ポール：ステンレ

ス・H：0.6m，W：0.18m，D：0.12m
宗像大社 宗像大社 「奉献」「田島吉田フジエ」

336 工作物 石碑（東側市道横） 不明
石造（花崗岩）、角柱・

W:0.3m,D:0.2m,H:0.9m
宗像大社 宗像大社 「奉安殿一宇」

337 工作物 石碑 昭和51（1976）年5月
石造（花崗岩）・H：1.2m，W：0.6m(碑

面)磨き仕上げ
宗像大社 宗像大社 御飯乃井（背面に説明）

338 工作物 石碑 大正7（1918）年
石造（玄武岩）・W：0.9m，H：1.6m

自然のままの石
表面風化 宗像大社 宗像大社

「宗像第一宮、(判読難)」背

面「奉寄進、説明文」

339 工作物 石碑 不明 宗像大社 宗像大社 「記念樹二本奉納」

340-1 工作物 石碑（右のみ）
石造（岩の種類不明）・H：2.3m，W：0.6

m　自然のままの石
宗像大社 宗像大社

「奉献」「宗像郡海軍人記念」

：砲弾の右横に設置

340-2 工作物 石碑（砲弾）
明治40（1907）年

頃？

石造（砂岩）、砲弾、ユニークな形状の

記念碑
宗像大社 宗像大社

「敵弾」砲弾の実物を石の上

に置く

341 工作物 石碑
昭和57（1982）年8月

15

石造（花崗岩）銘板：銅・H：1.7m，W：

1.4m　横長長方形
宗像大社 宗像大社 「宗像護国神社再建由来」

342 工作物 石碑（記念樹）
昭和34（1959）年10

月吉日

石造（花崗岩）・H：1.6m，W：0.2m，D：

0.2m　角柱、磨き仕上げ
宗像大社 宗像大社

「記念樹」「靖国神社より受

贈」「多礼　田中清次郎」

343 工作物 石碑（記念碑）
昭和39（1964）年2月

吉日

石造（砂岩）・H：1.2m，W：0.4m，D：

0.3m　角柱、黒みを帯びた石
宗像大社 宗像大社

鳥居横「合祭　田島村では…

…」「玄海町田島校区遺族

会」背面「簇忠神社は……」

344 工作物 石碑

コンクリート製、台座：石　銘板銅製・H：

1.2m，W：1.4m

横長長方形

読みにくくなっている 宗像大社 宗像大社 （戦没者名）

345 工作物 石碑
明治40（1907）年

頃？

石造（砂岩）・H：2.1m，W：0.9m

丸みをおびた石
宗像大社 宗像大社

明治三十七八（1904、1905）

年戦役殉国者芳名

346 工作物 石碑 明治29（1896）年５月
石造（砂岩）・H：1.9m，W：0.7m

自然のままの石
宗像大社 宗像大社

「殉国者、（漢文）」「宗像郡

人中」

347 工作物 石碑 石造（不明）・H：2.4m，W：0.6m 宗像大社 宗像大社
「宗像護国神社」戦没者名の

列挙
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表 資－1－2－16（3） 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

348 工作物 石碑 明治33（1900）年9月 自然石 宗像大社 宗像大社 恩師碑（永野魯直書）

349 工作物 石碑 昭和4（1929）年8月 自然石 宗像大社 宗像大社 毘沙光親先生之碑

350 工作物 石碑 同上年か？ 自然石 宗像大社 宗像大社 寄付者芳名

351 工作物 記念碑
昭和31（1956）年3月

吉日

コンクリート製、銘板銅製・H：1.7m，W：

2.1m

横長長方形

宗像大社 宗像大社
出身大東亜戦役其他（除日

清日露）戦没者名碑

352 工作物 石板・石垣 大正７（1918）年 石造、石垣に埋め込み 宗像大社 宗像大社

市道西側石垣に埋込　「石垣

十三間寄附、寄進者名（複

数）」

353 工作物 石板・石垣 大正６（1917）年 石造、石垣に埋め込み 宗像大社 宗像大社
市道東側石垣に埋込　「石垣

七間寄附、岩佐安五郎」

354 工作物 石柱の門 不明 石造（花崗岩）・W：1.6m，H：1.7m 宗像大社 宗像大社
御飯乃井の碑の前面に立つ

門状の石柱

355 工作物 石柱柵 不明
石造（花崗岩）

鉄製チェーン、角柱
宗像大社 宗像大社 ガードレール的な機能？

356 工作物 花崗岩石積 不明 自然石、大径石を使用 個人 個人

357 工作物 説明板 不明 木製、笠木銅板葺・W：2.5m，H：2.1m 宗像大社 宗像大社 第二宮、第三宮の説明

358 工作物 木札 不明 木製 宗像大社 宗像大社

359 工作物 案内板 不明 木製、高札型、２面 宗像大社 宗像大社
第二宮、第三宮の案内

高宮参道入り口に設置

360 工作物 神社名板 不明 鉄製角柱枠に名板、白ペンキ塗 宗像大社 宗像大社
「宗像護國神社」

トイレ東側市道側

361 工作物 案内立て看板 不明 鋼製板、立て看板、白塗 宗像大社 宗像大社 道路上

362 工作物 照明柱１ 不明 鋼管柱、灯具３個、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 第二宮、第三宮入口東側

363 工作物 照明柱２ 不明 鋼管柱、灯具３個、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 第二宮西側

364 工作物 照明柱３ 不明 鋼管柱、灯具３個、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 第三宮東側

365 工作物 照明柱４ 不明 鋼管柱、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社 本殿南側中央

366 工作物 照明柱５ 不明 鋼管柱、濃茶色塗 宗像大社 宗像大社

367 工作物 照明柱６ 不明 蛍光灯、鋼管柱 宗像大社 宗像大社 カーブミラー横道路照明

368 工作物 電柱１（参道入口西） 九州電力 九州電力

369 工作物 電柱２ 九州電力 九州電力

370 工作物 電柱３ 九州電力 九州電力

371 工作物 電柱４ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

372 工作物 電柱５ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

373 工作物 電柱６ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

374 工作物 電柱７ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

375 工作物 電柱８ 不明 コンクリート柱 九州電力 九州電力

376 工作物 カーブミラー１ 不明 凸面鏡１枚、鋼管柱・オレンジ色塗装 宗像市 宗像市

377 工作物 カーブミラー２ 不明 凸面鏡２枚、鋼管柱・オレンジ色塗装 宗像市 宗像市

378 工作物 車止め 不明 鉄製×２個 宗像大社 宗像大社 参道市道側入口石畳前

379 工作物 車止め 不明 ４本（うち2本収納式） 宗像大社 宗像大社 駐車場北側入り口

380 工作物 井戸 不明 コンクリート製 宗像大社 宗像大社 古井戸

381 工作物 井戸 不明 コンクリート製、円筒形・H：約0.6m 宗像大社 宗像大社

382 工作物 自動ポンプ 不明 宗像大社 宗像大社 浅井戸用ポンプ・日立製

383 工作物 自動ポンプ 不明 宗像大社 宗像大社 井戸汲み上げ水タンク

384 工作物 ブロック塀 不明 コンクリートブロック組積・H:約1.5m 宗像大社 宗像大社 南側民家との境界塀

385 土木構造物 階段（高宮祭場） 昭和30（1955）年代
階段：割石製

手すり：ステンレスパイプ・22段
宗像大社 宗像大社

高宮参道の最初の階段　コン

クリート橋の手前

386 土木構造物 第三駐車場 昭和30（1955）年代 アスファルト舗装、平面駐車場
舗装の劣化、白線消

失
宗像大社 宗像大社 参拝者用駐車場

387 土木構造物 ゲートボール場 不明 プレハブ・土のグラウンド 宗像大社 宗像大社 ゲートボール場の物置

388 土木構造物 防火水槽 不明 コンクリート製 宗像大社 宗像大社
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写真 資－1－2－16（1）辺津宮建築物・工作物等写真（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

283. 遺跡（大宮司邸跡、第
三宮跡） 

284.第二宮 社殿 285. 第二宮 拝殿 286. 第二宮 玉垣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287.第三宮 社殿 288. 第三宮 拝殿 289. 第三宮 玉垣 290.宗像護国神社社殿 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291.宗像護国神社付属屋 292.民家住宅主屋 293.民家付属屋 294.民家付属屋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

295.民家付属屋 296.民家付属屋 297.民家住宅主屋 298.民家住宅主屋 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299.民家住宅主屋 300.民家付属屋 301.民家住宅主屋 302.民家住宅主屋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303.民家住宅主屋 304.民家付属屋（倉庫） 305.民家住宅主屋 306.倉庫 
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写真 資－1－2－16（2）辺津宮建築物・工作物等写真（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

307.不明 308.トイレ 309.第二宮鳥居 310.第三宮鳥居 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

311.鳥居 312.鳥居（裏） 313.石（手水鉢） 314.手水石 

 

 

  
315.灯篭一対（右） 316.灯篭一対（左） 317.灯篭一対（右） 318.灯篭一対（左） 

    
319.石柱 320.石柱 321.石柱 322.石柱（幟立て） 

    

323.石柱一対（右） 324.石柱一対（左） 325.石柱(幟立)一対(右) 326.石柱(幟立)一対(左) 

    
327.石柱(幟立)一対(右) 328.石柱(幟立)一対(左) 329.石柱一対（右） 330.石柱一対（左） 
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写真 資－1－2－16（3）辺津宮建築物・工作物等写真（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

    
331.石柱一対（右） 332.石柱一対（左） 333.ポール（右） 334.ポール（左） 

 

 
 

 
335.ポール・石柱 336.石碑（東側市道横） 337.石碑 338.石碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

339.石碑 340.石碑（砲弾） 341.石碑 342.石碑（記念樹） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343.石碑（記念碑） 344.石碑 345.石碑 346.石碑 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
347.石碑 348.石碑 349.石碑 350.石碑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

351.記念碑 352.石板・石垣 353.石板・石垣 354.石柱の門 

  

340-1 340-2 
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写真 資－1－2－16（4）辺津宮建築物・工作物等写真（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

   
 

355.石柱柵 356.花崗岩石積 357.説明板 358.木札 

    
359.案内板 360.神社名板 361. 案内立て看板 362.照明柱１ 

    
363.照明柱２ 364.照明柱３ 365.照明柱４ 366.照明柱５ 

    
367.照明柱６ 368.電柱１（参道入口西） 369.電柱２ 370.電柱３ 

    
371.電柱４ 372.電柱５ 373.電柱６ 374.電柱７ 

   
 

375.電柱８ 376. カーブミラー１ 377. カーブミラー２ 378.車止め 
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写真 資－1－2－16（5）辺津宮建築物・工作物等写真（⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

379.車止め 380.井戸 381.井戸 382.自動ポンプ 

 
 

 
 

383.自動ポンプ 384.ブロック塀 385.階段（高宮祭場） 386.第三駐車場 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

387.ゲートボール場 388.防火水槽   
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  ⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡） 

表 資－1－2－17 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡）） 

 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

389 遺跡 上高宮 古墳時代

祭場内は裸地

祠は礫岩製、石製祠・H：1.5m、屋根

90cm×90cm

宗像大社 宗像大社

古墳を検出　鏡・鉄剣・装身

具などを出土　祠の周りに周

溝と考えられる堀状窪地　現

在禁足地

390 遺跡 下高宮（土器散布地１） 古代～中世遺跡 空地
参道沿いの平坦地、

とくに立入制限等せず
宗像大社 宗像大社

高宮祭場前、須惠器などの

破片が散布

391 遺跡 下高宮（土器散布地２） 古代～中世遺跡 疎林地
とくに立入制限等せず

榊を植林
宗像大社 宗像大社 願いごと記入所裏、同上

392 遺跡 下高宮（土器散布地３） 古代～中世遺跡 斜面地
斜面裸地

イノシシの獣道
宗像大社 宗像大社

外周道路境界沿い斜面下

上から流出したものと考えら

れる

393 建築物 願いごと記入所 昭和
木造、平屋建、切妻造、妻入、スレート

葺

スレート屋根の一部

破損　板壁に落書き

（引掻傷）

宗像大社 宗像大社
参拝者がお札を購入し記載

する　建物内は倉庫

394 工作物 下高宮（高宮祭場１） 昭和30（1955）年
板柵(H:1.0m)で囲まれる　祭場内は裸

地・板柵上部に銅板笠付き

昭和30（1955）年復

元整備
宗像大社 宗像大社 板柵内

395 工作物 下高宮（高宮祭場２） 昭和30（1955）年
昭和30（1955）年復

元整備
宗像大社 宗像大社 板柵内

396 工作物 石造物 不明 石造・W：1.4m，D：1.0m，H：0.3m 宗像大社 宗像大社
何かの石碑等の台座と考え

られる　台座のみ

397 工作物 説明板 木製、説明パネル：鋼板（白地）に印刷 宗像大社 宗像大社
高宮祭場、祭礼日などの説

明

398 工作物 案内説明板 不明 鉄製、白ペンキ塗、高札の形状 接合部等一部に錆 宗像大社 宗像大社 「高宮」高宮祭場の説明

399 工作物 願いごと記入札架台 不明 木製、銅板葺屋根付・W：4.2，H：2.1 宗像大社 宗像大社 厄除けの木札を架ける

400 工作物 おみくじ架台 平成24（2012）年 竹製・W：2.3m，H：1.8m
新しい青竹（8月調査

時から変わっている）
宗像大社 宗像大社

401 工作物 配電柱 鋼管柱 宗像大社 宗像大社

土器散布地１内西南側　願い

ごと記入所等へ配電　ここか

ら以降地中線　メーター付

402 工作物 照明柱 不明 蛍光灯単独、鋼管柱 宗像大社 宗像大社
参道コンクリート橋南側（市道

の照明）

403 工作物 電柱１ コンクリート柱 九州電力 九州電力 参道コンクリート橋南側

404 工作物 電柱２ コンクリート柱 九州電力 九州電力 参道コンクリート橋北側

405 工作物 カーブミラー１ 不明 凸面鏡2枚、鋼管柱、オレンジ色塗装 宗像市 宗像市 参道コンクリート橋南側

406 工作物 カーブミラー２ 不明 凸面鏡2枚、鋼管柱、オレンジ色塗装 宗像市 宗像市 参道コンクリート橋北側

407 土木構造物 高宮参道の橋 昭和30（1955）年代 コンクリート製
高欄の一部はく落、

鉄筋露出
宗像大社 宗像大社

408 土木構造物 階段・手すり 昭和30（1955）年代
階段：コンクリート製

手すり：鋼管メッキ・４箇所計77段
宗像大社 宗像大社

409 土木構造物 階段（上高宮） 昭和30（1955）年代

階段：木製

手すり：一部箇所　木製・丸太による土

留め階段

土砂による崩壊箇所

手すりの倒壊
宗像大社 宗像大社

410 土木構造物 石階段 不明 切石製、簡易な階段（6段） 宗像大社 宗像大社
民家側山道入口

農地利用時のものか

411 土木構造物 治山堰堤 平成３（1991）年 下部コンクリート、上部鉄骨柱金網 宗像大社 宗像大社
外周道路境界沿い斜面

412 土木構造物
フリーフレーム

（斜面安定工）
不明

コンクリート製・格子状型枠

（斜め格子）

コンクリート劣化、金

網の露出・錆、構造自

体が古い工法

宗像大社 宗像大社 南側境界沿い斜面
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写真 資－1－2－17 辺津宮建築物・工作物等写真（⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡）） 

    

389.上高宮 390.下高宮(土器散布地１) 391. 下高宮(土器散布地２) 
392. 下高宮(土器散布地
３) 

 
  

 

393.願いごと記入所 394. 下高宮(高宮祭場１) 395. 下高宮(高宮祭場２) 396.石造物 

 
 

  

397.案内説明板 398.説明板 399.願いごと記入札架台 400.おみくじ架台 

    
401.配電柱 402.照明柱 403.電柱１ 404.電柱２ 

  
 

 
405.カーブミラー１ 406.カーブミラー２ 407.高宮参道の橋 408.階段・手すり 

 
 

 

 

409.階段（上高宮） 410.石階段 411.治山堰堤 
412.フリーフレーム 

（斜面安定工） 
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  ⑧ 境内外 

表 資－1－2－18 辺津宮建築物・工作物等一覧表（⑧ 境内外） 

 

  

図面

番号
種別 名称 年代 構造形式・寸法等 保存状況 所有者 管理者 概要

413 建築物 祈願殿 昭和45（1970）年 鉄骨造、２階建、切妻造、銅版葺 宗像大社 宗像大社
交通安全祈願所、社務所（執

務室等）

414 建築物 新トイレ 平成11（1999）年 ブロック造、切妻造、平屋建
新しい（バリアフリー

対応）
宗像大社 宗像大社 参拝者用便所

415 工作物 祠（旧政所社） 嘉永ニ（1849）年六月 石造（礫岩） 宗像大社 宗像大社
清明殿西南側・高宮参道北

側　「高回氏雄□之」

416 工作物 鳥居（一の鳥居） 昭和８（1933）年10月 石造（花崗岩）、明神鳥居 宗像大社 宗像大社

扁額「宗像神社」、柱「奉献」

「飯塚市　麻生太吉」

かつて東郷橋にあったものを

移築

417 工作物 狛犬一対（右）「阿」
昭和46（1971）年11

月
石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 「奉」特別崇敬者の奉納

418 工作物 狛犬一対（左）「吽」
昭和46（1971）年11

月
石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社 「献」特別崇敬者の奉納

419 工作物 手水石 不明 石造（礫岩）、不整形な形状 水道施設無し 宗像大社 宗像大社 案内板２の前

420 工作物 灯籠一対（右） 明治45（1912）年 石造（花崗岩）、擬宝珠、笠（角が尖る） 汚れ 宗像大社 宗像大社
第一駐車場東側入口　「獻

燈」「宗像郡中」

421 工作物 灯籠一対（左） 明治45（1912）年 石造（花崗岩）・擬宝珠、笠（角が尖る） 汚れ 宗像大社 宗像大社
第一駐車場東側入口　「獻

燈」「宗像郡中」

422 工作物 灯籠一対（右）
平成15（2003）年1月

吉日
石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社

一の鳥居前　「獻燈」「玄海町

吉田岩佐……」

423 工作物 灯籠一対（左）
平成15（2003）年1月

吉日
石造（花崗岩） 宗像大社 宗像大社

一の鳥居前　「獻燈」「玄海町

吉田岩佐……」

424 工作物 幟立て（右） 平成2（1990）年11月 石造（花崗岩）・角柱 宗像大社 宗像大社
「奉」御大典記念

裏に説明　宮司養父守

425 工作物 幟立て（左） 平成2（1990）年11月 石造（花崗岩）・角柱 宗像大社 宗像大社
「献」御大典記念

裏に説明　宮司養父守

426 工作物 昭和大造営記念碑
昭和50（1975）年12

月

石造（花崗岩）磨き仕上げ、台座自然

石、横長長方形石碑
宗像大社 宗像大社

祈願殿東側入り口前、復興

期成会が設置、裏面に主な

事業内容、施工者等を記載

427 工作物 芳名板１ 昭和50（1975）年
石造（花崗岩）台座自然石、横長長方

形石碑
宗像大社 宗像大社

祈願殿東側入り口前　「昭和

大造営奉賛者名簿」

428 工作物 芳名板２
平成11（1999）年７月

吉日

コンクリート製

銘板はステンレス製、横長長方形碑
宗像大社 宗像大社

祈願殿東側入り口前、「宗像

大社平成御造営奉賛者名

簿」（国庫補助等）

429 工作物 神社名板 不明
木造　無垢の木に文字、社章を貼付

け・鳥居型であるが、鳥居に見えない

文字が着色

景観的にやや問題
宗像大社 宗像大社

「総本宮　道乃神　宗像大

社」「交通安全」

430 工作物 案内板１（祈願殿前） 不明
鉄製看板、現代的、カラフル、イラスト入

り
宗像大社 宗像大社

境内マップ（地図、主要な社

殿、授与・受付等案内）

431 工作物 案内板２（祈願殿前） 不明 木製、切妻、銅板屋根付 宗像大社 宗像大社 「宗像大社祭典行事案内」

432 工作物 案内板３（祈願殿前） 不明
鉄製、切妻、銅板屋根付、祭事札も黒

塗黒（濃茶）塗
宗像大社 宗像大社

「祭典の御案内」（主な祭事を

記入した札）

433 工作物 案内板４（新トイレ前） 不明
鉄製、印刷地図、現代的、カラフル、写

真等
宗像大社 宗像大社

宗像観光案内図（宗像市域

の観光案内地図）

434 工作物 案内板５（祈願殿前） 不明 鉄製、白色塗装 宗像大社 宗像大社
「祈願受付←」狛犬右側に設

置

435 工作物 案内板６（祈願殿前） 不明 鉄製、白色塗装 宗像大社 宗像大社
「祈願受付←」狛犬左側に設

置

436 工作物 案内板７（鳥居下） 不明 鉄製、白色塗装 宗像大社 宗像大社
新トイレ前「本殿儀式殿 結婚

式場(清明殿)→」

437 工作物 立札 不明 木製、高札、無垢板に墨書 宗像大社 宗像大社 「御手洗」

438 工作物 車止め 不明
金属製既成品、８本

チェーン付、円柱
宗像大社 宗像大社

駐車場南側一の鳥居前県道

側

439 工作物 車止め 不明 コンクリート製品、６本、円柱 新しい 宗像大社 宗像大社 駐車場南側境内正面前

440 土木構造物 第一駐車場 アスファルト舗装 宗像大社 宗像大社
交通安全祈願等参拝者のた

めの大駐車場
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写真 資－1－2－18 辺津宮建築物・工作物等写真（⑧ 境内外） 

 

   

413.祈願殿 414. トイレ 415.祠（旧政所社） 416.鳥居（一の鳥居） 

    
417.狛犬一対（右）「阿」 418.狛犬一対（左）「吽」 419.手水石 420.灯籠一対（右） 

    
421.灯籠一対（左） 422.灯籠一対（右） 423.灯籠一対（左） 424.幟立て（右） 

 
   

425.幟立て（左） 426.昭和大造営記念碑 427.芳名板１ 428.芳名板２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

429.神社名板 430.案内板１（祈願殿前） 431.案内板２（祈願殿前） 432.案内板３（祈願殿前） 

 

 

 

 

 

 

   

 

433.案内板４(新トイレ前) 434.案内板５（祈願殿前） 435.案内板６（祈願殿前） 436.案内板６（鳥居下） 

   

 

437.立札 438.車止め 439.車止め 440.第一駐車場 
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 ２）植生調査 

 辺津宮では高宮祭場を含めた一帯の植生概要と区分した、それぞれの樹林の群落状況を概況で把握

するとともに、御垣内周辺と高宮祭場において毎木調査を実施した。調査結果の概要は（表 資－1

－2－19、図 資－1－2－3）のとおりである。 

 

表 資－1－2－19 辺津宮植生調査概要 

 調査内容 調査対象 

全体調査 植生区分、群落状況調査 御垣内周辺：境内管理樹林帯 

高宮祭場周辺：常緑高木二次林 

御垣内周辺 毎木調査 毎木調査 142 本 

高宮祭場周辺 毎木調査 毎木調査 29 本 

 

 ① 全体調査（植生区分、群落状況調査） 

 対象地区の林分は、御垣内周辺の平地林と高宮祭場周辺の丘陵斜面林（常緑広葉樹二次林）に区分

される。 

 前者は境内として人為的な管理がなされている樹林であり、特に庭園管理されている場所は境内管

理樹林帯として扱い、ある程度、自然階層構造があるような樹林を境内周辺林とした。ただし、周辺

林のうち御垣内の後背から高宮祭場側は、特に大径木のクスノキが集中して維持されている樹林であ

り、中核社叢林という扱いにした。境内で見られる樹種は、高木ではアラカシ、クスノキ、エノキな

ど、中低木ではサカキなどの御神木のほか、サクラ属、イロハモミジなどであった。参道やその周辺

では、クスノキ、ムクノキのほか、ケヤキなどがみられた。 

 一方、後者の丘陵斜面林は、一定の林床管理がされている二次林ではあるものの、階層構造が発達

した高木林であり、種組成もある程度豊かであり、自然林に近い状態にあると言える。このうち、大

社社殿から高宮祭場にかけての斜面はクスノキが多い照葉樹林である。一方高宮祭場の後背の丘頂斜

面周辺はスダジイが多い樹林であり、ここは、ミミズバイ－スダジイ群集あるいはルリミノキ－イチ

イガシ群集の代償植生と考えられる。群落高は 13～14m、スダジイまたはツブラジイとコナラが優勢

で、樹種は多様である。亜高木層はカクレミノをはじめ、モチノキ、タブノキ、クロキ、低木層はサ

カキ、ヤブツバキをはじめ、サザンカ、シキミ、ヒサカキ、ミミズバイ、ネズミモチ、ハクサンボク

などが生育する。草本層は被度がごく低く、ベニシダが点在するほかは、高木の実生がみられる程度

であるが、ムヨウラン類（腐生ラン）なども生育する。林床ではイノシシによる攪乱が若干みられた。 

 なお、辺津宮社殿から高宮祭場に至る参道沿いには一部でスギの高木が列状にまとまっている箇所

があるほか、高宮祭場の東側ではスギ人工林、指定区域範囲の南西側ではヒノキ人工林も分布する。

また、高宮祭場の南東側や南西側では下層にサカキが植栽・育成されており、神事に利用するための

ものと考えられる。 
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図 資－1－2－3 辺津宮周辺の樹林分布状況 
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表 資－1－2－20 群落模式図・組成調査票（高宮祭場後背斜面） 

 

 

 

  

No.群落名 No. 1 海抜　40m 〈断面模式図〉

調査日 2012/11/22 高さm 植被率％ 優占種

調査面積 20*20　m T1 12-14 75 スダジイ
地形 斜面 T2 6-9 30 カクレミノ

方位・傾斜 N 20 S 1-4 25 サカキ
土性・土湿 やや乾 褐色森林土 H 0.4 3 ベニシダ
風当・日当 中 陽
出現種数

T1直径

行No. 階層 被度・群度 種名 階層 被度・群度 種名

1 Ｔ1 3・3 スダジイ H +・2 ベニシダ

2 2・2 ツブラジイ + イヌマキ

3 2・2 コナラ + ムヨウランsp

4 + カクレミノ + クロガネモチ

5 + シリブカガシ

6 Ｔ2 2・2 カクレミノ + ヒメユズリハ

7 1・1 モチノキ + ヤブツバキ

8 1・1 タブノキ + モチノキ

9 + クロキ + ウラジロ

10 + スダジイ + フユイチゴ

11 + エゴノキ + ハナショウガ

12 + サカキ + ツワブキ

13 + ホルトノキ + マンリョウ

14 + スダジイ

15 Ｓ 2・2 サカキ + アオキ

16 1・2 サザンカ + ミミズバイ

17 + タブノキ + カクレミノ

18 + ミミズバイ + シロダモ

19 + エゴノキ + ヤマモガシ

20 1・1 シキミ + マテバシイ

21 1・1 ヒサカキ + ハクサンボク

22 2・2 ヤブツバキ + テイカカズラ

23 + ネズミモチ + アリドオシ

24 + スダジイ + クロハイ

25 + クロキ + ヤブコウジ

26 +・2 イヌマキ + モッコク

27 ＋ ハクサンボク + サネカズラ

28 ＋ ヤブムラサキ + コクラン

29 （＋） イタビカズラ

30 （＋） ヤブラン

31 （＋） ハカタシダ

備考 調査者 塚原　和之

小原　静

低木密度：15本（13-18本）／7*7m

シイカシ萌芽林

（ミミズバイ－スダジイ群集代償植生）

N33°49'40.4"

E130°30'49.6"

階層 種名

樹高

（m)

直径

(cm)

本数

T1 スダジイ 13 27-35 8

ツブラジイ 13 27-42 3

コナラ 13 20-27 5

カクレミノ 11 20 2

T2 20

＜主要木本数など＞ 
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 ② 毎木調査 

 辺津宮における毎木調査は、境内・参道周辺（「御垣内」「御垣内周辺」「外苑」「斎館・清明殿」お

よび参道の一部）の範囲と「上高宮・下高宮（祭祀遺跡）」高宮祭場を中心に調査を実施した。いず

れも、胸高直径 40cm以上の幹を対象としている。毎木調査位置図を（図 資－1－2－4（1）～（2））

に示す。（毎木調査による樹種構成のグラフは、本編ｐ25（図Ⅰ－2－1－4）を参照。） 

 

 ア．境内・参道周辺 

 境内ならびに参道に面した胸高直径 40cm以上の木本と御神木、主要な景観木、胸高直径 60cm以

上の主な個体を対象とし、合計 142 本の記録を行った。 

 辺津宮周辺はクスノキが多く、直径は 80～90cm を越える巨木が多い。 

 本殿後背の中核的社叢林はクスノキの大径木とムクノキが主要樹種でイヌマキが混在する。低木に

はサカキの被度が極めて高い。クスノキの根回りには盛土などの樹勢維持処置とみられる管理がなさ

れている。林内のイヌマキ高木は、傾斜するものが多く、ワイヤーで管理施工がされている。 

 

  イ．高宮祭場周辺 

 胸高直径 40cm以上の木本と、祭場内の御神木を対象に調査を実施し、合計 29 本の記録を行った。 

 祭場内はタブノキ、ハゼノキ、クスノキが生育していた。祭場を取り巻く木本ではクスノキが多く、

他にスダジイ、ツブラジイ、アラカシなどがみられた。珍しいものでは、イチイガシ、オガタマノキ

などが各１本記録された。イチイガシは原生植生の主要構成種で、各地の寺社で最も重要視される樹

種の一つである。オガタマノキは自然林の構成種で、これもしばしば御神木となる樹種である。 

 なお、イノシシの攪乱がみられ、これは高宮祭場内の石敷きにも及んでいた。 
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図 資－1－2－4（1） 毎木調査対象樹木位置図（辺津宮周辺） 
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図 資－1－2－4（2） 毎木調査対象樹木位置図（高宮祭場周辺） 
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表 資－1－2－21（1） 毎木調査対象樹木一覧（辺津宮周辺） 

 

1 クスノキ 18 99 SE13 1 大径木
2 クスノキ 19 75 SE12 1 大径木
3 クスノキ 12 122.5 E10 2 巨木
4 クスノキ 13 104 SE8.5 1 巨木
5 クスノキ 14 105.5 SW8.5 1 巨木
6 クスノキ 13 73 E10 1
7 ホルトノキ 4 39 SW3 2
8 クスノキ 8 114 ESE6.5 2 巨木
9 カイヅカイブキ 7 49 S4.5 1
10 ホルトノキ 13 47 W9 1
11 タブノキ 12 43 SW8 1
12 クスノキ 18 118 NE9 1 巨木 勅使館に近接
13 クスノキ 19 90 ESE11 1 大径木
14 クスノキ 18 104.5 W9 1 巨木
15 クスノキ 16 116 WSW9.5 1 巨木
16 スダジイ 14 55 W9 1
17 クスノキ 15 71 SSE10 1 大径木
18 イチョウ 12 42.5 SW5 1
19 クスノキ 11 49 SSW5 2
20 クスノキ 11 132 SSE6.5 3 巨木 巨木で樹勢が悪い
21 クスノキ 11 46.5 W5 2
22 クスノキ 8 32.5 NW5 2
23 クスノキ 8 35 ENE5 2
24 ナンキンハゼ 9 43.5 ENE5 2
25 クスノキ 7 85 E10 2 大径木
26 クスノキ 13 61 SE11 1
27 クスノキ 11 81 ENE10.5 1 大径木
28 ナンキンハゼ 12 39.5 S6 2
29 クスノキ 13 72 SE8 1 大径木
30 イヌマキ 12 43.5 E5 2
31 イヌマキ 12 35.5 S4.5 2
32 クスノキ 14 88 S13 1 大径木
33 クスノキ 11 102.5 SW5.5 3 巨木 巨木で樹勢が悪い
34 クスノキ 11 81.5 SW12 3 大径木 大径木で樹勢が悪い
35 サクラSP 3.5 23 ESE3 3
36 クスノキ 13 90 SSE8.5 1 大径木
37 クスノキ 6 70 WSW4.5/SE4.5 3 大径木
38 スギ 14 51.5 ENE5.5 2
39 クスノキ 15 83 SSE15 1
40 エノキ 10 64.5 S11 2
41 チシャノキ 9 46.5 SSE3.5 2
42 ホルトノキ 5.5 44.5 SW2.5 4 樹勢が非常に悪い
43 クスノキ 9.5 102 ENE4.5 2 巨木
44 イロハモミジ 3 13 1
45 オオカナメモチ 4.5 15 1
46 オオカナメモチ 3 6 2
47 エノキ 5.5 50 SW5 2
48 クスノキ 5 33 WNW3 2
49 ヤマモモ 5 44 SSW3.5 1
50 イヌマキ 6 38 S2 1
51 スギ 13 63 SE4 1
52 クスノキ 15 99 S11 1 大径木 清明殿に近接
53 クスノキ 13 59 N12 1
54 イヌマキ 14 40 E3 1
55 ナラガシワ 5.5 63.5 N10.5 1 御神木楢の木 開口空洞があるが樹勢は良い
56 イヌマキ 16 80 SW8.5 1 大径木 末社に近接
57 イヌマキ 14 49 NNW8.5 1
58 イヌマキ 16 49 NW8 2 末社に近接
59 クスノキ 22 170 NW12.5 1 巨木
60 イヌマキ 16 42 NW7 1
61 イヌマキ 15 46 S7 2 末社に近接
62 イヌマキ 16 44 NW7 2 末社に近接
63 イヌマキ 16 44 NW8 1 末社に近接
64 イヌマキ 16 47 W7 2 末社に近接
65 スギ 15 42 N4 2
66 ムクノキ 22 68 SE8 2
67 イヌマキ 16 41 NNW7 2
68 スギ 15 43 NW4 2 末社に近接
69 ナナミノキ 13 53 SW7 1 末社に近接

70 ムクノキ 16 44.5 NNE5.5 1

71 チシャノキ 12 31 NW9 1
72 アラカシ 13 36.5 W8.5 1
73 アラカシ 13 28.5 S6.5 1
74 アラカシ 8 17.5 SSW2 1 末社に近接
75 ネズミモチ 3 6 WNW2.5 1 末社に近接
76 バクチノキ 12 27 SE6 1 末社に近接
77 クロガネモチ 15 42 SW8 1 末社に近接
78 スギ 16 65 W6 1 末社に近接
79 スギ 16 65.5 SW5 2
80 イヌマキ 13 47 WSW6.5 1
81 ムクノキ 15 74 W11.5 1
82 クスノキ 16 129 SW11 1 巨木

胸高直径
（cm）

枝張り
（m）

樹勢・樹形 重要性 支障性樹木番号
樹高
（m）

樹種
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表 資－1－2－21（2） 毎木調査対象樹木一覧（辺津宮周辺） 

 

83 サカキ 3 10 NNW1.5 1
84 ネズミモチ 4 18 NW2 1
85 サカキ 4 12 NE2 1 本殿に近接
86 イロハモミジ 6 19 SW6 1
87 クスノキ 7 24 E6 2
88 エノキ 6 32.5 SW4 1
89 クスノキ 7 26.5 SE5 1
90 クスノキ 6.5 54 NW6 1 秩父宮御手植の木拝殿に近接
91 クスノキ 8 42 ESE7 1
92 イヌマキ 4.5 11 NW15 2
93 イヌマキ 4 17 ESE2 2
94 アラカシ 7.5 42.5 SE5 1
95 チシャノキ 7.5 34.5 S5 1
96 ナギ 6 30 NW3 1
97 サカキ 2.5 15 NW1.5 2 本殿に近接
98 クロガネモチ 5 26 SSE3 1 本殿に近接
99 エノキ 14 60 SE9 1
100 クスノキ 15 64 S7 2
101 クスノキ 16 154 ENE14 1 巨木
102 クスノキ 13 114 N4 3 巨木
103 クスノキ 16 54 N7 1
104 クスノキ 16 50 ESE8 1
105 クスノキ 16 123 NW12 1 巨木
106 ムクノキ 16 60 NW11 2
107 バクチノキ 14 37 SE5 2
108 クスノキ 16.5 111 ESE9 1 巨木
109 ムクノキ 16 52.5 SW7 1
110 クスノキ 14 108 W8 2 巨木
111 クスノキ 16 156 SE16 1 巨木
112 クスノキ 17 151 ESE13 1 巨木
113 クスノキ 17 101 SSW14 1 巨木
114 クスノキ 17 117 ENE12 1 巨木
115 クスノキ 17 156 SE10 1 巨木
116 ケヤキ 16 62 SE8 1
117 クスノキ 16 52 NNE6 1
118 ムクノキ 16 62 NW7 1
119 クスノキ 17 141 SW10 1 巨木
120 ケヤキ 10 49 SSE4 3
121 ムクノキ 13 55.5 SSW7 1
122 ケヤキ 14 41.5 ESE7 1
123 ケヤキ 14 47 SE7 1
124 クスノキ 17 116 SE10 1
125 クスノキ 15 46 SE6 1
126 ケヤキ 15 43 SE7 1
127 アラカシ 9 19 SSW5 1 御神木相生の樫
128 クスノキ 15 84 SE8 1
129 クスノキ 15 50.5 EN6 1
130 イチョウ 16 62.5 NNE6 2
131 イチョウ 17 68 ESE6 1
132 スギ 15 54 SSW3.5 1
133 モミ 15 44 NW4 1
134 スギ 15 56 NNE2.5 1
135 クスノキ 15 66.5 SE8 1
136 コノテガシワ 1.7 2 NW1.2 2
137 ソメイヨシノ 3 18 W3 2
138 ソメイヨシノ 4.5 26 NE4 2
139 ソメイヨシノ 2 19 NNE2 3
140 ソメイヨシノ 2.5 19 WSW4 4 樹勢が非常に悪い
141 スダジイ 7 37 NE6 4 樹勢が非常に悪い
142 ソメイヨシノ 3 8 S3 3
143 タブノキ 16 24 SW5 1 依り代の木
144 ハゼノキ 13 13 ESE2.5 2 依り代の木
145 スダジイ枯 9 25 - 枯 依り代の木 枯死のため倒木の可能性
146 クスノキ枯 6 12 - 枯 依り代の木 枯死のため倒木の可能性
147 スダジイ 15 44.5 SW6.5 1
148 クスノキ 16 32 SW4.8 2
149 スダジイ 12 27 W9.5 2
150 クスノキ 17 57 SW6/E5.5 1
151 スダジイ 17 37 S7 1
152 クスノキ 17 63 W6 1
153 クスノキ 17 55.5 SSE9 1
154 スダジイ 17 55 E5 1
155 スダジイ 17 46.5 NNW4 1
156 スダジイ 16 45 SSE12 1
157 クスノキ 17 54 S10 1
158 イチイガシ 16 31 SSE7 1
159 ツグラジイ 15 42 SSE9.5 1
160 クスノキ 16 54 S9 1
161 スダジイ 15 52 SSE13.5 1
162 アラカシ 13 37.5 SSE9 1
163 クスノキ 13 49 SSW9 1
164 スダジイ 13 44 N10 1
165 クスノキ 16 42 NW9.5 1
166 クスノキ 17 50 NNW8.7 1
167 オガタマノキ 13 37.5 NW6 1
168 ツブラジイ 15 63 NW5/NE5 1
169 クスノキ 17 45 WNW5.5 1
170 クスノキ 17 71 S6 2 大径木
171 クスノキ 17 62 ESE7 1

胸高直径
（cm）

枝張り
（m）

樹勢・樹形 重要性 支障性樹木番号 樹種
樹高
（m）
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３３３３．．．．社殿建築物実測調査社殿建築物実測調査社殿建築物実測調査社殿建築物実測調査 

 

（１）宗像大社沖津宮 

 

西側立面 

 

南側立面 

 

図 資－1－3－1 宗像大社沖津宮本殿・拝殿立面図 
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Ａ－Ａ´断面 

 

 

Ｂ－Ｂ´断面 

 

図 資－1－3－2 宗像大社沖津宮周辺断面図 

  

ＡＡＡＡ 

ＡＡＡＡ´́́́ 

ＢＢＢＢ 

ＢＢＢＢ´́́́ 
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（２）沖津宮遙拝所 

 

 

 

南側立面 

 

 

 

東側立面 

図 資－1－3－3 沖津宮遙拝所立面図 
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Ａ－Ａ´断面 

 

Ｂ－Ｂ´断面 

図 資－1－3－4 沖津宮遙拝所敷地断面図 

 

ＡＡＡＡ 
ＡＡＡＡ´́́́ 

ＢＢＢＢ ＢＢＢＢ´́́́ 
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４４４４．．．．境内建造物等変遷年表境内建造物等変遷年表境内建造物等変遷年表境内建造物等変遷年表 

表 資－1－4－1（1） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

776 この年 辺津宮 宗像社を造営すとの説あり。   宗像社造営代々流記 

782 この年 辺津宮 宗像宮を造営すとの説あり。   宗像宮創造記 

868 六月廿八日     

大和國城上郡宗像神社

は、封戸神田なきにより、

筑前の祖神の封物を似て

神舎の修理料に充てし

む。 

類聚三代格一、寛平五年

十月廿九日太政官符所

引、貞觀十年六月廿八日

格 

914 この年 辺津宮 社殿を造替すとの説あり。   宗像宮社務次第 

922 この年 辺津宮 宗像社を造営すとの説あり。   宗像社造営代々流記 

985 この頃 辺津宮 
大宮司氏能の沙汰として、社殿を造営すとの

説あり。 
  宗像宮社務次第 

1052 この年     
宗像社造営、使は河内諸

魚との説あり。 
宗像社造営代々流記 

1108 この年     
藤原清衡、中尊寺金堂・

金色堂等を建立す。 
中尊寺經藏文書 

1109 この年 辺津宮 當社社殿焼失すと傳ふ。   宗像社造営代々流記 

1114 この年 辺津宮 當社假宮造営成ると傳ふ。   宗像社造営代々流記 

1119 この年 辺津宮 官命により、當社宮司、神殿を造立す。   
中右記長承二年五月廿

八日條・宗像社造営代々

流記 

 
十一月七日     

沙彌妙法、金銅阿彌陀像

等を造立供養す。 
鎭國寺寺板碑銘 

1132 九月十一日 辺津宮 

當社の衆徒・社司二人（氏房・氏平か）の合

戰により、社殿焼亡し、御正體・神寳・一切

經等焼失す。 

 中右記十二月廿九日條 

 十二月廿九日 辺津宮 陣定を行ひ、當社焼亡のことを議す。    

1133 二月八日 辺津宮 當社の焼亡に依りて、軒廊御卜を行ふ。  中右記 

1146 この年 辺津宮 大宮司氏信、辺津宮を修補すと傅ふ。  宗像事蹟考 

1148 この年 辺津宮 宗像宮造営成ると傅ふ。  宗像社造営代々流記 

1215 この年 辺津宮 
後鳥羽院司按察使前中納言藤原光親、當社領

家職として、當社大宮司氏國を改替す。 
 

出光氏所藏當社文書貞

應元年七月二十七日關

東下知状 

1317 七月五日 辺津宮 鎭西探題、當社假殿造営の遂行を令す。  應永社家文書惣目録 

 十一月廿九日 辺津宮 鎭西探題、當社假殿遷宮の汁固を令す。  
前田家所藏文書古蹟文

徴二 

 この年 辺津宮 
宗像社造営代々流記の中に「永久二年自被造

営以来、迄文保元年二百七年」と見ゆ。 
 長府毛利家所藏文書 

1341 七月三日   
大和國外山の宗像神社、

兵火により焼失す。 
登美山鎭座文書惣目録 

1354 九月十九日   

高階忠正、大和宗像社（春

日の宮）の神霊を自邸に

移し、宗像中嶋社と稱し、

祭日を三月二十七日より

九月十九日に改めて奉斎

すと傅ふ。 

 

1374 八月   
足利義満、室木村第二宮

を建立す。 

室木村第二宮棟書新撰

宗像記考證上所収 

1375 三月廿二日 辺津宮 

足利義満、九州探題今川了俊に、辺津宮第一

宮假殿造営の日時勘文を下し、営作を遂げし

む。 

 出光氏所藏當社文書 

 六月二日 辺津宮 

九州探題今川了俊、将軍家御書並に日時勘文

の旨を、大宮司（氏俊か）に下し、第一宮假

殿を造営せしむ。 

 當社文書 

1392 二月五日 辺津宮 

足利義満、九州探題今川了俊に、當社造営事

始日時注文を達し、社家をして営作を遂げし

む。 

 出光氏所藏當社文書 

1432 この年 辺津宮 大宮司氏繼、社殿を修造すといふ。  宗像事蹟考 

1467 五月五日   

応仁の乱に依り、京都御

所御苑内の宗像神社焼失

す。 

花山院家記 

（年未証なれども姑く

ここに掲ぐ） 
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表 資－1－4－1（2） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1470 三月   

宗像氏家臣占部越前守延

安、承福寺（現玄海町上

八）を創建す。 

筑前國續風土記拾遣 

1471 二月   
大宮司氏郷、興里獄宮を

造営す。 
興里獄神社所藏棟札 

1485 この年 辺津宮 
大宮司氏定嫡男鶴千津丸（興氏）、辺津宮第二

宮を造営す。 
  第二宮濱床裏書 

1504 正月晦日   

これより先、大宮司氏佐、

田島村に醫王院を開基

す。 

筑前國續風土記拾遺 

1530 この年   
北九州市八幡区香月字畑

の宗像神社創立せらる。 
社傳 

1536 この年   
黒川隆尚、宗像諸社を修

復すといふ。 
宗像事跡考 

1552 この年 辺津宮 鍋壽丸、當社を修復すといふ。   宗像事跡考 

1554 この年 辺津宮 鍋壽丸、當社の朽橋を修復すといふ。   宗像事跡考 

1557 四月廿４日 辺津宮 

辺津宮第一宮本殿内陣より子刻出火、神殿・

拝殿・境内の殿舎炎上し、尊體をはじめ数多

の神細寶灰燼に歸す。 

  宗像第一宮寶殿置札 

  辺津宮 爾來天正六年まで、二十二年間神殿なし。   宗像第一宮造営記録 

1565 八月   

大宮司氏貞、姉菊姫十三

回忌に當り、田島に氏八

幡社を建立し、父隆尚後

室及び菊姫の霊を祀る。 

氏八幡遷宮行列次第・宗

像記・宗像軍記 

1566 十二月 中津宮 氏貞、中津宮本殿を造営す。   
筑前國續風土記拾遺十

七 

 この年   
氏貞、室木村第二宮（若

宮）を造替す。 

室木村第二宮棟書新撰

宗像記考證上所収 

1569 永禄頃   

氏貞、蘿神社を蔦ヶ嶺よ

り陵厳寺字上の原に移す

といふ。 

筑前國續風土記附録 

    
氏貞、尾降社を創祀すと

いふ。 
筑前國續風土記附録 

1575 三月五日 辺津宮 
大宮司氏貞、辺津宮第一宮神池の土を採って、

神殿の土持ちを行ひ、本殿造営に着手す。 
 第一宮寶殿棟上置札 

1576 十月十三日 辺津宮 辺津宮第一宮本殿造営材木導初め。  第一宮寶殿棟上置札 

1577 二月二日 辺津宮 辺津宮第一宮本殿修造斧立。  第一宮寶殿棟上置札 

 三月廿三日 辺津宮 辺津宮第一宮本殿修造木屋入。  宗像第一宮寶殿置札 

 十一月二十日 辺津宮 辺津宮第一宮本殿棟上。  第一宮寶殿棟上置札 

 この年     
氏貞、大宮司氏俊建立の

用山八幡宮を再建す。 
宗像神社攝社明細帳 

1578 五月廿八日 辺津宮 

辺津宮第一宮本殿造営竣工す。流破風造、横

五間・入四間・建坪二十五坪、屋根は小板葺。

弘治三年炎上により二十二年目に當る。この

造営のために、氏貞・同夫人・社家・社僧・

家中等、銀・米・鐵等を寄進す。 

  
宗像第一宮寶殿札 

宗像第一宮造営記録 

第一宮造営寄進置札 

1581 十二月十三日   

氏貞、若宮八幡宮寶殿一

宇を建立し、社敵の退散

を祈る。 

宗像大宮司文書 

 この年   
氏貞、許斐三御前社を造

替す。 
宗像次第記 

 この年   
氏貞、王丸中尾の八幡宮

を再建す。 
八幡宮棟札 

 この年   

氏貞奉行占部賢安、村山

田郷宗上村若宮八幡宮の

寶殿を造替す。 

南郷王丸八幡宮棟札 

1583 十月十八日   

氏貞の將許斐氏備、野坂

荘山木大明神の寶殿を新

造す。 

野坂住吉神社蔵棟札 

  この年   
氏貞、稲元に八幡宮を建

立す。 
筑前國續風土記拾遺 

1585 この年 辺津宮 氏貞、宗像郡内の社寺の修造再興を行ふ。   宗像記追考 
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表 資－1－4－1（3） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1590 六月廿一日 辺津宮 
学頭等、宗像八幡宮（辺津宮第一宮）拝殿棟

上注文を出す。 
  宗像家文書 

  六月 辺津宮 
小早川隆景、辺津宮第一宮拝殿（瓦葺一宇）

を造立す。 
  宗像第一宮御造営記録 

1593 六月 辺津宮 
これより先、辺津宮第一宮本殿屋根破損す。

この月、小早川隆景、これを修復す。 
  

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1607 八月十四日   

藩主長政、宗像郡諸代官

に田嶋八幡宮（辺津宮）

の造営を命ず。 

當社續古文書 

1611 この年   

肥前西彼杵郡西海村の宗

像神社創立せらるとい

ふ。 

社傳 

1621 二月 辺津宮 

辺津宮第一宮（惣社）上葺替、従来小板葺な

りしを瓦葺に改む。藩主長政遠賀郡黒崎城天

守の瓦を運び造営するところなり。この時、

拝殿を萱葺に改む。 

 
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 五月廿一日 辺津宮 夜、第一宮本殿の瓦葺悉く落つ。  
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 十一月 辺津宮 藩主長政、第一宮拝殿を小板葺に改む。  
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1623 この年   

下總國印旛郡宗像村（現

印旛村）大字師戸の宗像

神社創立せらるといふ。 

同社明細帳 

1641 この年 辺津宮 
辺津宮鐘撞堂破損につき、群中の確進により

修造す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1646 四月十二日 辺津宮 

これより先藩主忠之、辺津宮第一宮修造、本

殿屋根は小板葺を修造す。この日、下遷宮あ

り。 

 
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚「上遷宮」に作る 

  十月 辺津宮 

藩主忠之、辺津宮第一宮修造、本殿屋根は小

板葺、拝殿屋根は瓦葺とす。奉行坪田正右衛

門・遷宮導師深田忌子千續、上下千宮料新米

三石五斗、藩より寄進あり。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分・宗

像宮御普請之節遷宮覚 

1649 八月 辺津宮 辺津宮正面木鳥居、大風のため破損す。  
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1650 正月 辺津宮 辺津宮正面鳥居の建立を藩に願ひ出づ。  宗像第一宮御造営記録 

  この年 辺津宮 

藩主忠之、辺津宮鳥居・板橋二ヶ所・第二・

第三・上高宮を造営す。この時、上高宮の地

を掘り下げしに、地下に長さ八尺餘、横四尺

餘の石筥あり。内に圓鏡十二面・矢ノ根七十

二本・太刀二振を収む。則ち藩に報告、もと

の如くこれを納め、古来の通り社壇を建立す。 

 

宗像第一宮御造営記録 

筑前國續風土記十六 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1662 四月 沖津宮 沖津宮御供屋屋根を葺替ふ。  
澳津宮社記・沖津宮指出

目録永安二年六月 

1664 十一月 辺津宮 
藩主光之、第一宮本殿の屋根小板葺を、栃葺

に葺替ふ。その用材は孔大寺山にて調達す。 
 

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

御軒附並に御修覆分 

1666 この年 辺津宮 第一宮の板橋二橋を修復す。  
宗像第一宮御造営記

録・御軒附並に御修覆分 

1667 六月 辺津宮 
これより先、第一宮拝殿前の舞臺破損す。こ

の月、宮米を以て小板葺二間四方にて造立す。 
 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1668 この年 辺津宮 
辺津宮御供屋破損につき、宮米を以て、二間

に五間の瓦葺に造立す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1669 六月 辺津宮 辺津宮第三宮屋根を、宮米を以て葺替ふ。  
宗像第一宮御造営記

録・御軒附並に御修覆分 

1672 寛文年中 中津宮 藩主光之、中津宮に石鳥居を造立寄進す。  
従前官営箇所並に社営

箇所建築修繕年月取調

書 

1673 二月 辺津宮 辺津宮拝殿の屋根及び經蔵を修造す。  宗像第一宮御造営記録 
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表 資－1－4－1（4） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1675 六月 辺津宮 

藩主光之、この日より翌年六月に亙り、第一

宮本殿・拝殿等を修造す。この時拝殿を瓦葺

に改む。また深田民部丞秋續をして、辺津宮

境内第二宮・第三宮・上下高宮・政所社以下

境内外の百八神を集めて、惣社（本殿）の周

囲に小社殿二十宇を建てて、合斎奉祀せしむ。

奉行香江五右衛門、その総工費銀十二貫六百

六十八匁一歩・米百二十五石九斗五升八号・

大工數六千六百二十九工二歩一厘・人足數五

千八百六十四人七歩五厘なり。 

 

宗像第一宮御造営記録 

宗像第一宮末社復興記 

御軒附並に御修覆分 

宗像忌子家系 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

黒田進續家譜四 

宗像邊津宮由緒碑 

  この年 辺津宮 藩主光之、辺津宮に新に舞臺を建立す。  

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

筑前國續風土記拾遺田

島神社條 

1676 七月一日 辺津宮 

辺津宮本殿・拝殿・渡殿・末社二十区・舞臺・

御供屋・橋・一切經堂・阿彌陀堂・鐘樓等の

造営すべて成るに依りて、遷宮を執り行ふ。

導師深田民部秋續。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

黒田進續家譜四 

  この年 辺津宮 
藩主光之、辺津宮の阿彌陀堂を修復し、ここ

に阿彌陀經石を安置す。 
 社家所上帳延享元年 

1677 この年 辺津宮 
深田秋續、宮米百五十俵を以て、牟田尻村の

空地を埋立て、神田田數一町二段を造成す。 
 宗像忌子家系 

1678 十一月 辺津宮 
第一宮几帳三殿分（今織絹）内外御簾等を、

宮米を以て、新造す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1680 二月 辺津宮 

これより先、藩主光之、辺津宮本殿屋根小板

葺を修造す。この月、上遷宮を執り行ふ。導

師深田民部丞秋續。 

 

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

御軒附並に御修覆分 

1681 十月 辺津宮 

これより先、辺津宮御池板橋（二橋）破損す。

依りて宮米百十俵を以て、本郡吉田村伊摩山

の石を採り、石橋に改め、この月竣工す。奉

行深田民部丞秋續。 

 

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

御軒附並に御修覆分天

和３年六月に作る 

1682 この年 辺津宮 辺津宮慢二張を、宮米を以て新調す。  宗像第一宮御造営記録 

1684 正月 辺津宮 

この月より五月まで、末社壇かづら石、拝殿

上り口及び馬場より御坪入口の石を、宮米賣

拂代銀を以て新調す。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1687 この年 辺津宮 辺津宮本殿東方の車寄を修理す。  宗像第一宮御造営記録 

1688 この年 辺津宮 
辺津宮本殿腰家上葺替、末社屋根及び本殿大

石橋左右石垣を修理す。 
 

宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

  この年   
氏八満神社屋根葺替。ま

た御飯井井筒を新造す。 

宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1689 この年 辺津宮 辺津宮拝殿瓦屋根及び舞臺瓦葺を修理す。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

  二月十六日 辺津宮 

これより先、舊大宮司泉水を廢して田池と爲

す。この日、元泉水の石耕作の妨たるにより、

これを打ち割るに、その中に楢葉は神紋石と

して寳庫に納め、ついで「神紋石記」を作る。 

 

當社文書元禄二年五月

吉日宗像第一宮神紋石

記 

田島宮記録寫 

宗像忌子家系 

1690 この年 辺津宮 辺津宮末社四宇上葺替及び土臺修理。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1692 この年 辺津宮 辺津宮末社四社上葺替。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1693 この年 辺津宮 辺津宮末社二社上葺替。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1694 この年 辺津宮 辺津宮拝殿瓦葺屋根を修理す。  宗像第一宮御造営記録 
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表 資－1－4－1（5） 境内建造物等変遷年表 
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1696 八月 辺津宮 
辺津宮本殿腰家上葺替につき藩命あり。奉行

足軽小頭今村惣衛。 
 宗像第一宮御造営記録 

 この年 辺津宮 辺津宮末社四宇上葺替。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1700 正月 辺津宮 辺津宮本殿屋根葺替。奉行鳥井正助。  

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 九月 辺津宮 
辺津宮拝殿屋根、瓦葺にて毎年破損するに依

り、小板葺に改む。 
 

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1702 七月 辺津宮 辺津宮御供屋柱根繼及び瓦葺替あり。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1703 二月十五日 辺津宮 

これより先、辺津宮社頭の木鳥居破損す。藩

主綱政、石を江口山に得、郡夫六百餘人をし

て挽かしめ、この日、これを建つ。 

 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 十一月 辺津宮 辺津宮祠官深田千連等、御飯の井の碑を建つ。  
同碑分 

福岡縣碑誌 

1704 六月 辺津宮 辺津宮末社四宇屋根葺替。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

 八月廿三日 辺津宮 
大風洪水、昨年二月、藩主綱政建立の石鳥居

顛倒す。 
 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1706 三月七日 辺津宮 
去々年顛倒せし辺津宮石鳥居を、藩にて切繼

再建す。深田千時、これに年號月日を書す。 
 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 四月五日 辺津宮 辺津宮末社四宇屋根葺替。  
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1714 四月 辺津宮 
辺津宮石橋の反を石工をして下げしめ、また

末社前の行燈臺を、石にて新造す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1715 七月七日 辺津宮 

これより先、辺津宮本殿・第二宮末社等屋根

破損す。依りて藩に修造を願ひ出で、藩、作

事奉行等を任命す。この日、本殿及び第二宮

は第三宮、末社は一切經藏に下遷宮あり。導

師兵部大輔千連。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

 十月廿五日 辺津宮 
福岡藩普請奉行久野彌五郎、辺津宮作業を検

分す。十一月十日作業完了す。 
   

 十一月十七日 辺津宮 

これより先、京都商人日野屋喜右衛門等、辺

津宮の阿彌陀（經石）堂を建立せんことを願

ひ出づ。この日、深田兵部大輔千連出福、町

奉行所の許可を得、ついで、同堂の建立成就

す。 

 
宗像第一宮御造営記録 

田島宮御軒附帳前 

1716 四月一日 辺津宮 

これより先、辺津宮本殿屋根を修造す。この

日、上遷宮、導師大宮司深田兵部大輔宗像朝

臣忌子千連。 

 
宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 七月 辺津宮 

これより先、辺津宮大宮司深田千連、同宮諸

屋具の破損の状況を藩に注進す。この月、藩

主宣政、代銀を交付して、これを整備せしむ。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 

1717 四月廿五日 辺津宮 

昨年より整備・修造中の辺津宮本殿及び第

二・第三宮の几帳その他の諸屋具完成す。依

りて「御宮板家坪付覚」を作成す。 

 宗像第一宮御造営記録 

1718 二月 辺津宮 

この月より、辺津宮第三宮屋根及び舞臺腰板

を修復す。藩より遷宮料進納あり。翌三月に

至りて竣工す。 

 
宗像第一宮御造営記録 

御軒普並に御修覆分 
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表 資－1－4－1（6） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1720 十二月 辺津宮 
郡代味岡團右衛門好勝、辺津宮内陣下段の畳

十枚を寄進す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1723 五月十六日 辺津宮 

これより先、延寶三年まで存せし辺津宮境内

四方玉垣の復興を藩に願ひ出づ。この日、そ

の建設に着手す。 

 
宗像第一宮御造営記録 

田島宮御軒附帳前 

1724 七月二十日 辺津宮 辺津宮本殿東方の屋根に松倒れ、破損す。  宗像第一宮御造営記録 

 八月十四日 辺津宮 
大風のため、辺津宮末社並に拝殿に大杉倒れ、

破損す。 
 宗像第一宮御造営記録 

1725 四月廿一日 辺津宮 
辺津宮本殿屋根修復。奉行郡代味岡團右衛門

好勝。 
 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1726 三月廿八日 辺津宮 
辺津宮拝殿及び末社屋根修復。奉行郡代味岡

團右衛門好勝。 
 宗像第一宮御造営記録 

1732 四月 辺津宮 

辺津宮第一宮・第二宮・第三宮・末社大小二

十社・渡殿・拝殿・經藏・舞臺・御供屋・石

橋等破損せるに依り、その修復を藩に出願し、

享保二十年三月に及ぶ。 

 宗像第一宮御造営記録 

1735 八月 辺津宮 辺津宮本殿・拝殿・渡殿等の修繕を始む  宗像第一宮御造営記録 

1736 七月廿七日 辺津宮 

辺津宮本殿屋根葺替成る。小板葺をコケラ葺

に改む。この日、正遷宮。導師大宮司深田兵

部大輔宗像朝臣忌子千連。この時、拝殿・渡

殿・舞臺・御供屋・第一宮・第二宮・第三宮・

末社大小二十社を修造す。また政所社の屋根

小板葺を瓦葺に改む。 

 

社藏棟札 

宗像第一宮御造営記録 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1737 この年   

下總國印旛郡宗像村（現

印旛村）大字師戸の宗像

神社創立せらる。 

同社明細帳 

1741 この年 辺津宮 
宗像郡代大森善左衛門、社米を以て辺津宮渡

殿及び御供屋の畳を修理す。 
 田島宮御軒附帳前 

1742 この年 辺津宮 

宗像郡代中島七兵衛、社米を以て辺津宮阿彌

陀（經石）堂を修復し、また同宮玉垣の屋根

を瓦葺とす。 

 田島宮御軒附帳前 

1743 七月 辺津宮 
本社・末社十三社、舞臺・石橋一ヶ所破損に

つき、藩より修造の指示あり。 
 御軒普並に御修覆分 

  十月十五日 辺津宮 
これより先、辺津宮本殿屋根を葺替ふ。この

日、上遷宮。 
 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1746 この年 辺津宮 
宗像郡代大森善左衛門、辺津宮一切經堂を修

理し、また一切經改めを行ふ。 
 田島宮御軒附帳前 

1747 この年 辺津宮 
藩主繼高、辺津宮御飯の井周圍に甃石を敷き、

覆屋を作る。 
 棟札 

1748 この年 辺津宮 藩主繼高、辺津宮の打ならしを新造す。  御軒普並に御修覆分 

 この年   

宗像郡代大森善左衛門、

社米に以て金燈籠（常夜

燈）及び御札箱を新造す。 

田島宮御軒附帳前 

1749 六月 辺津宮 
本社・末社六社破損につき、修造方藩より所

命あり。 
 御軒普並に御修覆分 

 八月 辺津宮 
藩主繼高、辺津宮の錦蓋、本社・末社の濱床

を修理す。 
 御軒普並に御修覆分 

 十一月廿日 辺津宮 
これより先、辺津宮の屋根を葺替ふ。この日、

上遷宮を執行す。 
 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1750 八月 辺津宮 

宗像郡代大森善左衛門、辺津宮の阿彌陀（經

石）堂を造替す。従前の寶形造を流破風造に

改む。 

 田島宮御軒附帳前 

 この冬 辺津宮 この冬より寶暦二年春まで、境内植樹を行ふ。  田島宮御軒附帳前 

1751 八月 辺津宮 
宗像郡代大森善左衛門、辺津宮鳥居前の石橋

二ヶ所を新造す。 
 田島宮御軒附帳前 

 二月   
宗像郡代大森善左衛門、

御社米記録箱を新造す。 
田島宮御軒附帳前 
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表 資－1－4－1（7） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1752 二月 辺津宮 
これより先、境内植樹を行ふ。この月、御宮

森制札石四基を建つ。 
 田島宮御軒附帳前 

 七月五日 辺津宮 藩主繼高、辺津宮に神楽殿一宇を造立す。  社藏棟札 

 七月 辺津宮 
辺津宮大宮司深田兵部宗像朝臣氏清（千好）、

辺津第一宮洪鐘樓一宇を造立す。 
 社藏棟札 

 八月   
宗像郡代大森善左衛門、社米を以て神楽殿を

新造し、また鐘樓堂を神庫後方に造替す。 
 田島宮御軒附帳前 

 九月十六日 中津宮 
藩主繼高、大島の御嶽神社を修造し、十二月

六日竣成す。 
 

當社所藏棟札中津宮保

管 

 十一月 辺津宮 
藩主繼高、辺津宮参拝に依り、内陣畳表替を

行ふ。 
 田島宮御軒附帳前 

 この年 辺津宮 辺津宮本殿の畳十枚、渡殿の畳八枚を造替す。  田島宮御軒附帳前 

1754 閏二月 辺津宮 
宗像郡中の寄進により、辺津宮通夜殿を改築

す。 
 

田島宮御軒附帳前・元文

寛政間記録 

 五月 辺津宮 
宗像郡代丹里五左衛門、郡中寄進に依り、通

夜殿を新造す。 
 田島宮御軒附帳前 

1756 三月 辺津宮 
福岡藩より、辺津宮本殿・拝殿・末社二十宇

の屋根修復を裁許せらる。 
 

御軒普並に御修覆分 

宗像第一宮御造営記録 

 八月十八日 辺津宮 

これより先、辺津宮本殿・拝殿・諸末社の屋

根を葺替へ、御供屋・舞臺を修復す。この日、

上遷宮を執行す。 

 

宗像第一宮御造営記録 

御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

 四月 辺津宮 吉田安兵衛、辺津宮に石燈籠一基を奉納す。  同刻銘 

1758 二月 沖津宮 沖津宮本殿の屋根を葺替ふ。  沖津宮指出目録 

1759 正月 辺津宮 
宗像郡代丹里五左衛門、社米に以て辺津宮玉

垣柱石の根繼を行ふ。 
 田島宮御軒附帳前 

 九月 辺津宮 
宗像郡代丹里五左衛門、社米に以て辺津宮御

飯池上屋の柱替及び井筒覆を新造す。 
 田島宮御軒附帳前 

1760 四月 辺津宮 
傳五郎なる者、宗像郡畝町往還に、田島宮参

詣道標を建立す。 
 元文寛政間記録 

 十月 辺津宮 藩主繼高、辺津宮の薄縁五枚を修理せしむ。  
御軒附並に御修覆分 

田島宮御軒附帳前 

1761 八月廿一日 辺津宮 

これより先、福岡藩、辺津宮本殿・渡殿・末

社五社を修理す。この日、辺津宮本殿上遷宮

を執行す。 

 
御軒附並に御修覆分 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1762 三月廿八日 辺津宮 辺津宮末社政所社、倒木により潰頽す。  
宗像家文書深田兵部願

書 

1763 二月 辺津宮 

御社代米銀にて、辺津宮本殿盛物臺・提燈・

御供屋畳等を修理し、また神楽殿・鐘樓・阿

彌陀堂を修繕す。 

 
宗像家文書深田兵部屈

書 

 寶暦年中 中津宮 中殿御廟院址に寶殿を作り、石體を納む。  
宗像千貫｢宗像君廟院

考｣ 

1767 三月   

宗像郡山田村増福院の本

堂を、住増の勸化のより

て建立す。 

元文寛政間記録 

宗像家文書連署證 

1768 三月 辺津宮 田島宮の本殿・諸末社・能舞臺の修理成る。  元文寛政間記録 

 九月十一日 辺津宮 
これより先、辺津宮本殿の屋根を葺替ふ。こ

の日、上遷宮を執行す。 
 宗像宮御普請之節遷宮 

1770 八月 辺津宮 福岡藩、辺津宮能舞臺を造営す。  
社藏棟札 

元文寛政間記録 

1771 四月 沖津宮 沖津宮本殿の屋根を葺替ふ。  沖津宮指出目録 

1773 三月 辺津宮 
辺津宮大宮司深田備後氏清、田島宮神具の修

理を請はんため、その品書を作る。 
 當社文書 

1774 六月十六日 
沖津宮遙

拝所 

これより先、前藩主繼高、大島荒津山に沖津

宮・中津宮の遙拝壇を築かしむ。この日、そ

の地に至り雨宮を遙拝す。 

 黒田新續家譜三十四 

1777 十二月   

河東村山田に、山田地蔵

由来碑（薩徳陰撰文）・山

田婦人故址碑建立せら

る。 

山田夫人故址碑銘 

福岡縣碑誌 
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表 資－1－4－1（8） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1778 この年 辺津宮 
辺津宮本殿・諸末社の屋根大破す。依りて修

理を藩に願出でしも、不作のため聽許なし。 
 宗像第一宮御造営記録 

1780 正月 辺津宮 
一昨年願出でし、辺津宮本殿・諸末社屋根の

修理、藩より聽許せらる。 
 宗像第一宮御造営記録 

 四月 辺津宮 
辺津宮本殿・諸末社屋根修理成り、遷座祭を

執り行ふ。 
 宗像第一宮御造営記録 

 四月 辺津宮 辺津宮の御池を浚渫す。  元文寛政間記録 

 六月 辺津宮 辺津宮の拝殿及びその末社全部を造替す。  元文寛政間記録 

1781 六月   
油屋興十、織幡神社の鳥

居を再建す。 
鳥居銘 

 この冬   

朝鮮漁船、沖ノ島に来航

す。 ついで、沖ノ島番

船にてこれを返送するに

依りて、番船を造替す。 

澳津宮社記並に家記録 

1783 九月十一日 辺津宮 
これより先、辺津宮本殿の屋根を葺替ふ。こ

の日、上遷宮を執行す。上下遷宮料米十三俵。 
 

宗像宮遷宮帳天明三年 

宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1784 五月 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の屋根を修復す。  澳津宮社記 

1785 七月 辺津宮 辺津宮神庫を再建す。  社藏棟札 

 この年 辺津宮 辺津宮神楽殿を修繕す。  
沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪樓明細表控 

 三月四日   

博多住占部銘七、承福寺

の宗像氏貞畫像を修補

す。 

同畫像 

1789 十二月   氏八幡社再建せらる。 社藏棟札 

 この年   
山田村増福院境内に、宗

像正氏室墓碑を建立す。 
同碑銘 

1792 三月   
孔大寺神社第一鳥居建立

せらる。 
鳥居銘 

1793 十一月廿一日 辺津宮 

これより先、辺津宮本殿屋根・末社三社を修

繕す。この日、上遷宮を執行す。上下遷宮料

米本社分十三俵、藩より下附せらる。 

 
宗像宮御普請之節遷宮

覚 

宗像家文書深田兵 

1797 四月十一日 辺津宮 

これより先、辺津宮の末社十五社を修理す。

この日、修理成る。奉行梶原市太郎。この時、

十社を小板葺、四社を瓦葺とす。 

 
宗像宮御普請之節遷宮

覚 

1799 九月 辺津宮 
辺津宮本殿の屋根葺替。瓦棟を箱棟とし、ま

た拝殿・渡殿・舞臺・諸末社を修理す。 
 社藏棟札 

1800 六月 中津宮 

一甲斐河野通照、中津宮境内末社三社の修復に

よる上下遷宮執行のため、沖ノ島渡海船及び漁

船各一船の貸興方を、藩寺社奉行所の請ふ。 

 
一甲斐河野家文書第四

号 

1804 この年 辺津宮 辺津宮境内の二十末社の屋根を葺替ふ。  宗像第一宮御造営記録 

 五月 中津宮 福岡藩、大島の御嶽神社を修復す。  同社棟札 

1806 この年   

千葉縣印旛郡印旛村大字

岩戸鎮座宗像神社（元無

格社）創立せらる。 

千葉縣印旛郡神社明細

帳 

1811 十月十五日 辺津宮 
辺津宮大宮司深田遠江守千連、本殿以下の修

理につきて、藩に伺書を提出す。 
 

宗像家文書同人口上之

覚 

1815 二月 沖津宮 
沖津宮十五社末社を修復す。普請奉行前田吉

平。 
 一甲斐諸記録二四號 

1816 七月 沖津宮 
沖津宮本殿。渡殿・拝殿屋根葺替。また同宮

末社大神宮を造替す。 
 一甲斐諸記録二四號 

1817 九月 中津宮 
中津宮本殿屋根葺替。また同末社及び御嶽宮

本社・渡殿を修復す。 
 一甲斐諸記録二四號 

 この秋 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所御供屋を修復す。  一甲斐諸記録二四號 
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表 資－1－4－1（9） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1820 三月 辺津宮 辺津宮本殿屋根葺替。飛椽・勾欄等を修理す。  

御本社修理注文社藏 

從前官営箇所並に社営

箇所建築修繕年月取調

書 

  三月五日 辺津宮 
辺津宮中殿第二宮址より、石製狛犬の頭部を

掘出す。 
 邊津宮舊址考 

  十二月廿五日   

大島浦出火し、家百四十

五、定番一、蔵十五焼失

す。この時、一甲斐河野

通次屋敷類焼す。 

一甲斐河野文書・：福岡

年表 

1823 八月廿四日   
宗像千貫、宗像千繁の墓

碑を建つ。 
田島西方寺墓碑銘 

1827 正月 辺津宮 

辺津宮本殿・拝殿・末社屋根大破につき、修

復方を藩聽に出願す。但し、倹約令により許

されず。 

  宗像第一宮御造営記録 

 九月 辺津宮 

辺津宮大宮司従五位下宗像（深田）千貫、延

寶三年高移轉の奮地に石の小祠を祀り、「辺津

宮由緒碑」を建つ。 

  同碑文 

 この年     勝浦に波止を築造す。 福岡縣地理曾誌 

1828 二月 辺津宮 
辺津宮本殿・拝殿・諸末社屋根修理、假殿遷

座の件、藩聽より聽許さらる。 
  宗像第一宮御造営記録 

 八月 辺津宮 
辺津宮本殿・拝殿・渡殿・末社屋根葺替等竣

成す。 
  宗像第一宮御造営記録 

1829 九月十七日 辺津宮 深田千聡、辺津宮神庫を再建す。   社蔵棟札 

 この年 辺津宮 藩主斎清、辺津宮神饌所を修造す。   
明治十七年宗像神社明

細圖書 

1834 この年 辺津宮 
辺津宮境内末社として、二柱神社及び松尾神

社を創立す。 
  

宗像神社邊津宮仲津宮

沖津宮及末社地所坪數

明細表明治八年 

1844 七月五日 辺津宮 
これより先、辺津宮を修理す。この日、上遷

宮を執り行ふ。 
  

天保十五年諸願諸指出

控帳 

 この年     
下野國胸形神社々殿再建

せらる。 
同社明細帳 

1847 六月 辺津宮 
辺津宮本殿・拝殿・渡殿・御供屋・諸末社屋

根葺替竣成す。 
  宗像第一宮御造営記録 

1852 四月 辺津宮 辺津宮本殿の屋根を修理す。   社藏修理注文 

1853 三月 中津宮 
中津宮本殿・渡殿・拝殿・御供屋並に末社九

社を修復す。 
  

嘉永六年中津宮御普請

日記 

1854 嘉永年間   

宗像郡大保正、神官と協

議し、藩聽允許を得、辺

津宮の鐘を郡中勸農の時

鐘として、同郡王丸村許

斐山頂に移し据う。 

筑前國續風土記拾遺十

七 

1856 六月 沖津宮 沖津宮の二末社を造替す。  
安政三年沖津宮代勤中

記録 

 十一月 沖津宮 沖津宮本殿を修理す。  
安政三年沖津宮代勤中

記録 

1857 この年 中津宮 
大島村民中、中津宮反橋・石橋・石階・石畳

を修理す。 
 中津宮明細圖書 

1858 五月 辺津宮 辺津宮に神庫を造り、一切經を移す。  社藏棟札 

 この年 
沖津宮遙

拝所 

宗像郡大庄屋大保正、沖津宮遙拝所の奉幣使

控所を改造す。 
 中津宮明細圖書 

1858 この年 辺津宮 
辺津宮阿彌陀堂の石窟を改めて小堂を建て、

經石と色定法師の木像とを安置す。 
 社藏棟札 

1859 三月 中津宮 中津宮神庫を建立す。  
安政六年三月中津宮御

神庫創立記録 

 二月 中津宮 
庄屋佐藤兵作等の寄進により、中津宮石垣を

修復す。 
 

一甲斐河野家文書一一

一號 

 四月   

これより先、鈴木重胤、

大和國外山鎮座宗像神社

の復興を圖る。この日、

筑前國宗像神社の分霊を

迎へて奉安す。ついで、

社殿竣成す。 

登美山鎮座宗像神社記 
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表 資－1－4－1（10） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1863 この年 中津宮 藩主長溥、中津宮御供所・末社を修理す。  明治八年中津宮全圖 

1866 十二月 中津宮 中津宮本殿床下廻りの切石を造替す。  當社文書 

 この年 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所神官控所を改造す。  沖津宮明細圖書 

1868 この年 中津宮 福岡藩、大島の御嶽神社の拝殿を改造す。  攝社御嶽神社明細圖書 

1869 九月八日 中津宮 
中津宮の造替に着手す。ついで、十月十四日、

同宮普請のため大工等渡島す。 
 明治元年造営棟札 

 十一月八日 中津宮 中津宮本殿・拝殿・渡殿の造替竣る。  明治元年造営棟札 

 この年 

沖津宮 

沖津宮遙

拝所 

福岡藩、沖津宮本殿・渡殿・拝殿・御供屋及

び遙拝所（大島）を改造す。 
 

沖津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

1870 この年 辺津宮 
宗像郡中の勸化により、辺津宮本殿を一時修

理す。 
 

棟札・明治十七年邊津宮

明細圖書 

 この年 辺津宮 辺津宮社務所・御飯水井覆屋を修繕す。  
邊津宮仲津宮沖津宮及

末社地所坪數明細表控 

 この年 中津宮 

中津宮渡殿・拝殿・神饌所及び同第一・第二・

第三・第四・第五・第六・第七・第八・第九・

第十末社を修繕す。 

 
沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

1871 正月 辺津宮 

當社より「筑前國宗像神社明細帳」を注進す。

これに本殿以下十一棟の建物及び鳥居二基を

掲げ、その規模を示す。 

 同明細帳 

 三月三日 中津宮 
中津宮下遷宮。ついで、修理成りて同二十二

日、正遷宮あり。 
 

明治四年御社頭御営善

記録 

 この年 辺津宮 辺津能舞臺を、産子参籠所に充つ。  
明治八年宗像神社明細

表控 

  沖津宮 
沖津宮防人詰所を宿直所とし、神社の施設と

す。 
 沖津宮明細圖書 

  沖津宮 沖津宮御供屋を、神饌所に改む。  
沖津宮明細圖書 

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

  中津宮 中津宮神庫を修繕す。  
沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

      
的原神社の社殿を改築

す。 

宗像神社境外攝社明細

書 

1872 八月七日 辺津宮 辺津宮拝殿左右階格子の修理完成す。  邊津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮末社大神宮を改造す。  
從前建築修繕年月取調

書 

中津宮明細圖書 

   沖津宮 沖津宮第一末社を改造す。  
沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

1873 この年 中津宮 
中津宮渡殿を修繕し、また沖津宮第五・第六

末社を改造す。 
 

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

1874 三月 沖津宮 沖津宮第六末社を造替し、遷宮祭を執行す。  瀛津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮宿直所を修繕す。  
從前建築修繕年月取調

書 

沖津宮明細圖書 

  沖津宮 沖津宮宿直所屋根を官費にて葺替ふ。  沖津宮明細圖書 

  沖津宮 沖津宮神饌所を官費にて修繕す。  

從前建築修繕年月取調

書 

沖津宮明細圖書 

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

  沖津宮 
沖津宮の社務所第二・第三・第四末社及び遙

拝所（大島）を修繕す。 
  

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細票控 

1875 この年   
「國幣中社宗像神社辺津宮全圖」（鳥瞰圖・紙

本着色）成る。 
  同圖 
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表 資－1－4－1（11） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1875  中津宮 中津宮本殿及び石塀・木鳥居を修造す。  
中津宮建築修繕年月取調

書 

從前建築修繕年月取調書 

   中津宮 

地租改正により、織幡神社の林一萬六千十二

坪、宮地嶽神社の林四百四十一坪上知、また

大島の御嶽神社境内林二千九百十五坪上知、

境内地八百四十坪となる。 

 
宗像神社境外攝社明細圖

書 

攝社御嶽神社明細圖書 

1876 十月 辺津宮 
辺津宮神饌所屋根を、官社定額費を以て葺替

ふ。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調書 

  辺津宮 辺津宮宿直所を社費にて修繕す。  
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調書 

  辺津宮 
辺津宮本社前の柵門、及び中馬場通左右透塀

を修繕す。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調書 

  辺津宮 辺津宮参籠所兼小教院を改築す。  
沖津宮仲津宮邊津宮及末

社地所坪數明細票控 

  辺津宮 辺津宮の能舞臺を、参籠所西隣に合併移築す。  邊津宮明細圖書 

 この年 辺津宮 辺津宮神楽殿を宿直所に改む。  
邊津宮境内参籠所及び宿

直所修繕記録 

  中津宮 中津宮拝殿屋根を葺替ふ。  
中津宮建築修繕年月取調

書 

從前建築修繕年月取調書 

1877 この年 中津宮 中津宮渡殿を修繕す。  中津宮明細圖書 

  中津宮 
大島氏子醵金し、中津宮参籠所二宇・炊所一

宇を新築す。 
 

邊津宮仲津宮沖津宮及末

社地所坪數明細表控 

從前建築修繕年月取調書 

中津宮明細圖書 

  沖津宮 沖津宮境内正三位神社・荒船神社を改造す。  
從前建築修繕年月取調書 

沖津宮明細圖書 

 一月十九日   
内務省に社寺局を設置

す。 
法令全書 

 三月廿二日   
官國幣社の攝社を改正

す。 
法令全書 

 九月三日   
攝社宮地嶽神社の神殿・

幣殿焼失す。 

宗像神社境外攝社明細圖

書 

1878 十一月 辺津宮 辺津宮宿直所を修繕す。  從前建築修繕年月取調書 

 十二月 辺津宮 社費を以て神饌所を修繕す。  從前建築修繕年月取調書 

 この年 辺津宮 辺津宮石橋（神池に架す）を修繕す。  邊津宮明細圖書 

   中津宮 中津宮神饌所・宿直所を修繕す。  從前建築修繕年月取調書 

1879 四月 辺津宮 辺津宮石鳥居内北方木柵を、官費にて修繕す。  邊津宮明細圖書 

   
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所を修繕す。  沖津宮明細圖書 

 この年 辺津宮 
辺津宮本殿屋根箱棟を官費にて新規に建造、

同渡殿の屋根を修繕す。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調書 

  辺津宮 
辺津宮境内末社松尾神社を、郡中酒造家の寄

進により改造す。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調書 

沖津宮仲津宮邊津宮及末

社地所坪數明細表控 

  辺津宮 
辺津宮本社前中馬場通左右透塀・木鳥居を官

費にて修繕す。 
 邊津宮明細圖書 

 正月   攝社孔大寺神社焼失す。 
宗像神社境外攝社明細圖

書 

 六月 
  

筑前宗像鶏卵荷主赤間村

出光運平以下二十七名、

及び鐘崎・神湊・大阪世

話掛・船頭衆等、辺津宮

拝殿南横に大理石の石燈

籠を奉建す。 

同燈籠銘 

  



256 

表 資－1－4－1（12） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1880 十一月 辺津宮 辺津宮の宿直所を、官費を以て改修す。   
邊津宮境内参籠所及び

宿直所修繕記録・邊津宮

明細圖書 

 この年 辺津宮 
辺津宮本殿周囲の透塀・屋根瓦を、官費にて

修理す。 
  邊津宮明細圖書 

  辺津宮 辺津宮渡殿の屋根を修理す。   邊津宮明細圖書 

  辺津宮 辺津宮参籠所を氏子中にて修理す。   

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細表控 

  
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所を官費にて修理す。   沖津宮明細圖書 

 五月     
攝社宮地嶽神社の神殿・

幣殿・社務所を新造す。 

宗像神社境外攝社明細

圖書 

棟札 

 八月吉日     
攝社孔大寺神社を再建

す。 

宗像神社境外攝社明細

圖書 

棟札 

 この年     

山田神社の神殿を改築

し、假神殿よりここに遷

祀す。 

宗像郡神社明細帳 

1881 四月 沖津宮 沖津宮鳥居一基を、石造に改む。   沖津宮明細圖書 

 五月 中津宮 
中津宮從前の假社務所（舊参籠舎）を廢し、

宿直所一宇を官費にて創立す。 
  

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細表控 

中津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 十月十七日 辺津宮 

阿彌陀經石を當社辺津宮境内に移し、その所

有とすることを許可せられ、十九日勝浦村大

乗院よりこれを受領し、神庫の側に安置す。 

  

明治五年以降地方廰願

伺控 

自明治六年至同十九年

地方廰諸屈控 

明治三十四年起請願伺

屈指令册 

 この年 
沖津宮遙

拝所 

沖津宮の遙拝所（大島）及び第七末社を修繕

す。 
  

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細表控 

   辺津宮 辺津宮境内國連神社の屋根を葺替ふ。   邊津宮明細圖書 

   
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所・正三位神社（第七末社）を修

繕す。 
  

沖津宮仲津宮邊津宮及

末社地所坪數明細表控 

1882 四月廿七日 辺津宮 
辺津宮從前の社務所を撤去し、新に十九坪の

社務所を官費にて築造す。 
  棟札・邊津宮明細圖書 

 五月十二日 中津宮 中津宮本殿・拝殿の修理んび着手す。   棟札 

 六月廿七日 中津宮 中津宮本殿・拝殿の屋根葺替ふ。   

棟札 

中津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 六月廿九日 中津宮 
大島の御嶽神社、村民の寄付によりて修繕、

七月三日竣成す。 
  棟札 

 この年 辺津宮 
辺津宮拝殿の屋根・社務所・手水舎を、官費

にて修理す。 
  

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

   中津宮 中津宮渡殿・神饌所を修繕す。   
中津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

   
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の木鳥居を官費にて改造す。   沖津宮明細圖書 

   辺津宮 
辺津宮境内第二・第三神社・政所神社を、郡

中勸化によりて修繕す。 
  

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

   中津宮 
中津宮境内岡堺神社・國玉神社・前戸神社・

祓方神社・御嶽神社・年所神社を修繕す。 
  

中津宮明細圖書 

宗像神社境外攝社明細

圖書 

1883 七月 中津宮 

中津宮神饌所を修繕し、沖津宮本殿・渡殿・

拝殿の屋根葺替へ、また神饌所を修繕し、宿

直所を新築す。 

  
從前建築修繕年月取調

書 

沖津宮明細圖書 

  十二月四日 沖津宮 沖津宮本殿屋根を、官費にて葺替ふ。   沖津宮明細圖書 
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表 資－1－4－1（13） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1883 この年 辺津宮 辺津宮本殿腰庇を官費にて改造す。  
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

  中津宮 
中津宮境内大神宮・飯盛神社・犬王丸神社・

濱宮神社の屋根を葺替ふ。 
 

從前建築修繕年月取調

書 

中津宮明細圖書 

  
沖津宮遙

拝所 

沖津宮拝殿・渡殿の屋根を官費にて葺替へ、

神饌所を官費にて修繕し、宿直所を官費にて

増築す。 

 沖津宮明細圖書 

  沖津宮 
沖津宮第一・第二・第三・第四末社の屋根を

葺替ふ。 
 沖津宮明細圖書 

1884 六月 辺津宮 

黒田綱政寄進の辺津宮新馬場の石鳥居を馬場

東端入口に移し、その跡に宗像全郡の勸化に

よる石鳥居を建立す。 

 邊津宮明細圖書 

 八月廿五日 
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所、その神饌所・奉幣使控所・大

石燈籠・透塀等、暴風によりて顛倒す。 
 

沖津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

邊津宮日誌 

 この年 辺津宮 
辺津宮社務所に湯殿を新築増設す。総建坪二

十二坪となる。 
 邊津宮明細圖書 

   辺津宮 辺津宮末社裏側石垣を修繕す。  邊津宮明細圖書 

1885 十一月六日 辺津宮 辺津宮石鳥居修繕落成す。  内務省諸屈控 

 この年 辺津宮 辺津宮拝殿・渡殿の敷板を張替ふ。  邊津宮明細圖書 

  辺津宮 辺津宮石反橋を、改造架設す。  邊津宮明細圖書 

  辺津宮 辺津宮境内和加神社の屋根葺替ふ。  邊津宮明細圖書 

  中津宮 中津宮拝殿を修理す。  
從前建築修繕年月取調

書 

中津宮明細圖書 

  
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所、その神饌所を再建し、また官

費にて透塀を改造す。 
 

沖津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 二月     
攝社孔大寺神社の屋根を

葺替ふ。 

從前建築修繕年月取調

書 

 この年     攝社王子神社を改造す。 
宗像神社境外攝社明細

圖書 

1886 五月 辺津宮 
辺津宮境内浪折神社・宮田若宮神社の屋根を

葺替ふ。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 六月 辺津宮 辺津宮社務所・宿直所を修繕す。  
從前建築修繕年月取調

書 

 八月 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の神官控所を修繕す。  

沖津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 十二月 辺津宮 辺津宮神庫の現在地に移改築す。  
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 この年 辺津宮 辺津宮神池に架かる石橋を修理す。  邊津宮明細圖書 

 五月     
攝社宮地嶽神社の参籠所

を改造す。 

宗像神社境外攝社明細

圖書 

1887 三月 中津宮 中津宮神庫を修繕す。   

中津宮建築修繕年月取

調書 

從前建築修繕年月取調

書 

 十二月 辺津宮 
辺津宮境内津加計志神社・正三位神社・貴船

神社・第二神社の屋根を葺替ふ。 
  

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 この年 辺津宮 辺津宮境内石橋（神池に架かる）を修繕す。   邊津宮明細圖書 

   辺津宮 辺津宮末社裏側の石垣・玉垣を修繕す。   邊津宮明細圖書 

 二月十七日     
池田村氏子、孔大寺神社

霧圍渡殿を新築す。 
同社棟札 

1888 四月 沖津宮 
宮司倉八隣、權中教正江藤正澄・同江上澄の

贊助を得て、瀛津宮参拝講社を設く。 
  

明治二十一年以降瀛津

宮参拝講一件 
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表 資－1－4－1（14） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1888 八月 辺津宮 
辺津宮東参籠殿を郡中寄進によりて新築す。

その経費九〇四圓。 
  

明治三十四年起諸願伺

屈 

指令屈 

從前建築修繕年月取調

書 

 十一月     
宮地嶽神社の寶藏を改築

す。 

宗像神社境外攝社明細

圖書 

1889 十一月 辺津宮 
辺津宮境内須賀神社・織幡神社・牧口神社・

御鎰神社の屋根を葺替ふ。 
  

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

  中津宮 中津宮本殿・拝殿の屋根を葺替ふ。   

中津宮建築修繕年月取

調書 

從前建築修繕年月取調

書 

中津宮明細圖書 

 この年 辺津宮 辺津宮、屋根の一部を修繕す。   
從前建築修繕年月取調

書 

1890 二月 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の奉幣使控所を造替す。   

沖津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 四月四日   
岩瀬詰所の漆喰工事完了

す。 
中津宮日誌 

 五月十七日   

郡制公布され、宗像郡役

所を東郷（現宗像町）に

開設せらる。 

官報 

 九月廿八日   

九州鉄道株式会社、赤

間・博多間の鉄道開通、

赤間・福間の両駅を開設

す（後、明治四十年七月

一日國有となる）。 

大正十五年七月十五日

刊行｢赤間駅総覧 

1891 一月 辺津宮 

辺津宮境内大神神社の屋根を葺替へ、同藤宮

神社・稲庭上神社・妙見神社・千得下符神社

を修理す。 

 
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 この年 辺津宮 辺津宮新馬場石鳥居、水害にて顛倒す。  邊津宮明細圖書 

 八月三十日 沖津宮 沖ノ島測量點建設の工事完了す。  沖津宮日誌 

 この年     
攝社織幡神社の社殿を改

築す。 
織幡神社明細帳 

1892 一月 辺津宮 
辺津宮本殿周囲の透塀を改造す。工費三〇九

圓八九銭六厘、また神饌所を修理す。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 十一月 中津宮 中津宮渡殿の屋根を葺替ふ。  

中津宮建築修繕年月取

調書 

從前建築修繕年月取調

書 

 この年 辺津宮 辺津宮神饌所の屋根を、社費にて葺替ふ。  邊津宮明細圖書 

   辺津宮 辺津宮社務所前側の屋根を葺替ふ。  邊津宮明細圖書 

   辺津宮 辺津宮石鳥居（新馬場）を再建す。  邊津宮明細圖書 

1893 二月 辺津宮 辺津宮境内二柱神社を修理す。  
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 九月十二日 中津宮 中津宮、屋根葺替に着手す。  
明治十八年以降警察屈 

明治二十六年縣廰屈 

 この年 辺津宮 
辺津宮拝殿・社務所の屋根を、社費にて葺替

ふ。 
 

邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

 十月十四日 中津宮 暴風により中津宮に被害あり。  中津宮日誌 

1894 一月 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の神職控所を修繕す。  

從前建築修繕年月取調

書 

 三月 中津宮 中津宮本殿の屋根を葺替へ、神饌所を修理す。  
從前建築修繕年月取調

書 

 この年 辺津宮 辺津宮渡殿の屋根を葺替ふ。  
邊津宮明細圖書 

從前建築修繕年月取調

書 

   中津宮 中津宮本殿の屋根を、官費にて葺替ふ。  
中津宮建築修繕年月取

調書 

   中津宮 中津宮神饌所を修繕す。   
中津宮建築修繕年月取

調書 
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表 資－1－4－1（15） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1894   
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の神官控所の屋根を葺替ふ。  沖津宮明細圖書 

1895 七月 中津宮 中津宮境内前戸神社を修復す。  
從前建築修繕年月取調

書 

1896 二月廿五日 中津宮 中津宮木鳥居落成す。  中津宮日誌 

 十二月 辺津宮 
辺津宮本殿御屋根修復成り、還座せらる。総

工費一二一〇圓五四銭九厘。 
 當社會計綴 

1898 一月十四日 辺津宮 辺津宮御供井の玉垣・冠木門・土塀を修築す。  邊津宮明細圖書 

  七月廿七日 辺津宮 辺津宮神楽殿の上棟式を擧行す。  邊津宮日誌 

  この年 辺津宮 辺津宮御供井の上屋を修理す。  邊津宮明細圖書 

1900 十月一日 沖津宮 沖津宮本殿の修理に着手す。  沖津宮明細圖書 

1901 三月五日 沖津宮 沖津宮本殿の修理竣成す。  沖津宮明細圖書 

1903 この年     
氏八幡神社境内に蛭子神

社石祠を建立す。 
邊津宮明細圖書 

1904 三月 辺津宮 
田島村吉田岩佐重藏、辺津宮境内に｢まよい子

たづね所｣の標石を寄進建立す。 
 同標石銘 

  四月 沖津宮 
佐世保鎮守府、沖ノ島一ノ嶽山頂に、燈竿及

び望樓を建立す。 
 沖ノ島重要書類 

1905 この年 辺津宮 辺津宮拝殿御拝口石段の缺損を改造す。  邊津宮明細圖書 

   中津宮 中津宮石塀を改築・修繕す。  中津宮明細圖書 

 四月 沖津宮 沖ノ島燈竿建設せらる。  沖ノ島境内貸地書類 

 六月八日 沖津宮 

大島漁業組合、福岡縣知事の許可を得て、沖

ノ島漁業滞在小屋前面水域、二畝二十八歩を

埋立つ。 

 沖ノ島境内貸地書類 

1907 九月 辺津宮 辺津宮本殿を修理す。  當社會計綴 

   辺津宮 

宗像郡出身日露戦争出征兵士等、辺津宮拝殿

前中馬場の木鳥居一基を、青銅鳥居に建替へ

寄進す。 

 
同鳥居銘 

邊津宮明細圖書 

 この年 中津宮 中津宮参籠所を撤去す。  中津宮明細圖書 

1908 九月 辺津宮 
辺津宮神饌所を西参籠所跡に移転す。総工費

一九四八円五七銭なり。 
 邊津宮明細圖書 

1909 三月八日 中津宮 中津宮拝殿屋根を修理す。  中津宮日誌 

 三月十五日 辺津宮 辺津宮神饌所新築に着手す。  邊津宮宿直日記 

 この年 辺津宮 辺津宮参籠所を西方に移転改築す。  邊津宮明細圖書 

1911 この年 中津宮 
中津宮宿直所を改築して社務所と改稱し、拝

殿の側に移す。 
 中津宮明細圖書 

  中津宮 中津宮の石段を改造す。  中津宮明細圖書 

1912 七月八日 沖津宮 沖津宮本殿の修理に着手す。  沖津宮明細圖書 

  沖津宮 沖津宮渡殿の屋根を葺替ふ。  沖津宮明細圖書 

1913 一月一日 沖津宮 沖津宮鳥居落成につき、奉告祭を執行す。  沖津宮日誌 

 三月 沖津宮 
沖津宮本殿・拝殿屋根葺替成り、遷座祭を執

行す。 
 

沖津宮明細圖書 

建造物新築修繕臺帳 

 四月二日 辺津宮 
辺津宮表通り荒垣際及び牟田尻川に、石垣を

新築す。 
 

昭和五年石玉垣建設書

類 

 五月八日 沖津宮 沖津宮本殿修理竣成す。  沖津宮明細圖書 

 四月一日     
赤間・福間両駅間に、東

郷駅開設せらる。 
東郷駅総覧 

1914 七月 辺津宮 辺津宮境内政所神社の屋根を修繕す。  
建造物新築修繕臺帳 

邊津宮明細圖書 

 十一月三日 中津宮 
中津宮本殿屋根葺替修理のため、假殿遷座祭

を執行す。 
 

中津宮明細圖書 

建造物新築修繕臺帳 

大正元年以降祭典式綴 

 十一月十四日     
當社において青島陷落報

賽祭を執行す。 
沖津宮日誌 

 十一月 辺津宮 辺津宮拝殿の屋根を修繕す。   建造物新築修繕臺帳 

 十二月二十日 中津宮 
中津宮本殿屋根替修理完成し、本殿遷座祭を

執行す。 
  

中津宮明細圖書 

建造物新築修繕臺帳 
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表 資－1－4－1（16） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1914 十二月廿一日 中津宮 
中津宮境内前戸神社・岡堺神社の屋根葺換へ

完了す。 
 

建造物新築修繕臺帳 

中津宮日誌 

 十二月 中津宮 中津宮渡殿の板屋根を修繕す。  中津宮明細圖書 

 この年 辺津宮 辺津宮東北側の末社十社を後方に移す。  邊津宮明細圖書 

1915 七月 辺津宮 
辺津宮第二宮址石祠を氏八幡社境内に移転合

祀す。 
 宗像郡神社明細帳 

 この年 辺津宮 

辺津宮第二宮址（宗像山東南支脈、上殿）田

島小学校敷地擴張及び道路の改修によりて削

平せらる。 

 傳承 

1916 七月三日 
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所を南西向に改め、その神饌所を

遙拝所の傍に移して改築す。 
 沖津宮明細圖書 

 七月廿三日 辺津宮 
辺津宮木鳥居改築落成につき奉告祭を執行

す。 
 邊津宮日誌 

 七月卅一日     
氏八幡宮境内蛭子神社の

石鳥居建立せらる。 
宗像郡神社明細帳 

1917 八月廿一日 辺津宮 
辺津宮反橋架替工事竣工につき、奉告祭を執

行す。 
 邊津宮日誌 

 十一月四日 沖津宮 沖津宮本殿参道、及び石垣の工事落成す。  沖津宮日誌 

 この年 辺津宮 辺津宮拝殿の解體修理に着手す。  邊津宮明細圖書 

   辺津宮 
辺津宮境内の内区西南隅（馬場内）の神池を、

田島村民の奉仕により埋立つ。 
 傳承 

   辺津宮 
辺津宮境内織幡神社・津加計志神社の屋根葺

替ふ。 
 邊津宮明細圖書 

   中津宮 中津宮の石反橋を改架す。  中津宮明細圖書 

1918 三月 辺津宮 辺津宮本殿の屋根を修理す。  建造物新築修繕臺帳 

 五月五日 辺津宮 

辺津宮本殿の解体修理完工につき、清祓式・

奉告祭を執行す。この時屋根の瓦葺を柹葺に

改め、土臺は八寸高く土盛りす。 

 
邊津宮明細圖書 

邊津宮日誌 

邊津宮宿直日記 

 この年 辺津宮 
辺津宮本社前柵門に、木鳥居を新築す。工費

九八円一〇銭なり。 
 邊津宮明細圖書 

1919 この年 辺津宮 辺津宮境内藤宮神社を修理す。  邊津宮明細圖書 

 十二月一日 沖津宮 沖ノ島燈竿所、失火により焼失す。  沖ノ島重要書類 

1920 九月 沖津宮 沖ノ島燈臺建築事務所置かる。  沖ノ島境内貸地書類 

1921 一月十二日 沖津宮 

沖ノ島燈臺を一等燈臺に改築、その区域を拡

張するため、沖津宮境内に更めて借用せしむ

る件、福岡縣より許可せらる。 

 
沖ノ島境内貸地二關ス

ル書類寫 

 二月二日 中津宮 中津宮末社岡堺神社の屋根を修理す。  中津宮日誌 

 六月廿八日 中津宮 中津宮拝殿屋根を修理す。  中津宮日誌 

 十一月 沖津宮 沖ノ島燈臺（一等燈臺）竣工す。  沖ノ島二關スル書類綴 

1922 七月 辺津宮 
辺津宮本殿、全面的解体修理のため、下遷座

を行ふに決す。 
 當社會計綴 

 この年 辺津宮 
辺津宮境内妙見神社を修理し、藤宮神社の屋

根を葺替ふ。 
 邊津宮明細圖書 

   中津宮 中津宮拝殿の屋根を修繕す。  中津宮明細圖書 

1923 正月廿五日 辺津宮 辺津宮本殿修理のため、下遷座祭を執行す。  邊津宮日誌 

 四月廿九日 沖津宮 沖津宮の御神水池、改造工事竣成す。  沖津宮日誌 

 四月 辺津宮 
辺津宮社務所を七間後方に移して増築し、建

坪五一坪二勺となる。総工費一五四三〇円。 
 邊津宮明細圖書 

 六月一日 辺津宮 社殿修理完成し、奉祝祭を辺津宮にて執行す。  邊津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮本殿の屋根を葺替ふ。  中津宮明細圖書 

   中津宮 
中津宮境内岡堺神社・國玉神社・祓方神社・

御嶽神社・年所神社の屋根を葺替ふ。 
 

中津宮建築修繕年月取

調書 

   辺津宮 辺津宮宿直所を撤去す。  邊津宮明細圖書 

1925 この年 辺津宮 辺津宮拝殿前の柵門を撤去す。  
明治三十四年起諸願伺

屈指令屈 

   大島の御嶽神社の本殿・諸建造物を修繕す。  攝社御嶽神社明細圖書 

 
三月二十日 辺津宮 辺津宮の木鳥居を廃し、正門を建立す。   

明治三十四年起諸願伺

屈指令屈 
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表 資－1－4－1（17） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1925 五月廿八日 辺津宮 辺津宮本殿修理完工のため、遷座祭を執行す。  當社會計綴 

 七月十三日 沖津宮 沖津宮社務所を修理す。  沖津宮日誌 

 八月 辺津宮 辺津宮参籠所を廃棄撤去す。  邊津宮日誌 

   沖津宮 沖津宮第一末社を改築す。  沖津宮日誌 

 十月六日 辺津宮 
辺津宮末社第二宮及び御鎰持神社の修理完了

につき、正遷座祭を執行す。 
 邊津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮通夜所を撤去す。  中津宮日誌 

1927 七月十七日 中津宮 中津宮神殿屋根の破損箇所を修理す。  中津宮日誌 

 九月五日 辺津宮 辺津宮末社政所社、屋根葺替。  辺津宮日誌 

 十月三十日 
辺津宮 

沖津宮 

辺津宮本殿透塀及び沖津宮神饌所・社務所竣

工につき、奉告祭を執行す。 
 辺津宮日誌 

 この年 
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所を改造し、その神饌所・奉幣使

控所を撤去す。 
 沖津宮記録 

1928 一月五日 沖津宮 沖津宮の参道を修理す。  営繕に関する書類 

 四月廿一日 辺津宮 辺津宮の玉垣を修理す。  営繕に関する書類 

 九月廿六日 辺津宮 辺津宮石製反り橋の木造階段を修理す。  営繕に関する書類 

 十月廿二日 中津宮 中津宮の本殿と拝殿との間に玉垣を新設す。  営繕に関する書類 

 十一月九日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の拝殿及び控所を修理す。  営繕に関する書類 

 三月十六日 沖津宮 沖ノ島船溜工事第一鑿を打込む。  昭和三年起社務復命書 

 九月廿六日 沖津宮 神湊の沖津宮参拝者休憩所竣工す。  辺津宮日誌 

 九月 中津宮 
中津宮渡殿を改造の上、幣殿と呼耕稱するこ

ととなる。 
 中津宮日誌 

 十月廿四日 辺津宮 辺津宮裏玉垣を新設す。  営繕に関する書類 

 十一月十六日 沖津宮 沖津宮木鳥居を改築す。  昭和三年起社務復命書 

 十一月廿五日 沖津宮 沖ノ島船溜完成す。  届出書控 

1930 一月廿一日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の拝殿・控所を修理す。  辺津宮日誌 

 二月十日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の玉垣を修理す。  営繕に関する書類 

 七月十八日     
暴風雨により、宗像３宮の施設・樹木に若干

の被害あり。 
 辺津宮日誌・中津宮日誌 

 九月十日 沖津宮 沖津宮の参道を修理す。  営繕に関する書類 

 十一月十三日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の破損箇所を修復す。  営繕に関する書類 

 十一月二十日 中津宮 中津宮本殿及び社務所を修理す。  営繕に関する書類 

 この年 辺津宮 辺津宮境内を修理す。  営繕に関する書類 

 三月十二日 沖津宮 
強風のため沖ノ島防波堤・社務所等の一部破

損す。 
 昭和三年起社務復命書 

 五月廿八日 沖津宮 沖ノ島築港の修理完了す。  昭和三年起社務復命書 

 七月十八日 中津宮 
暴風雨のため、中津宮境内の立木の相當の被

害あり。 
 大島漁業組合長報告 

 七月十八日 沖津宮 沖ノ島防波堤風波により、一部破損す。  大島漁業組合長報告 

 この年 辺津宮 辺津宮正面玉垣を修理す。  営繕に関する書類 

1931 二月十日 沖津宮 沖津宮御神水井及び道路を修理す。  営繕に関する書類 

 二月十一日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の玉垣破損のため修理す。  沖津宮日誌 

 四月三日 辺津宮 辺津宮末社裏の玉垣を修理す。  営繕に関する書類 

 十二月廿八日 辺津宮 
辺津宮正門内石燈籠一封を、青銅鳥居の傍に

移転す。 
 営繕に関する書類 

 この年 辺津宮 辺津宮通夜堂右方の御供池を埋め立つ。  宗像宮繒圖 

 九月廿二日 辺津宮 辺津宮境外末社津加計志神社を改築す。  辺津宮日誌 

1932 一月廿八日 沖津宮 
沖津宮社殿の改造着工につき、奉告祭を執行

す。 
 辺津宮日誌 

 二月 沖津宮 沖津宮神饌所の屋根を修理す。  沖津宮日誌 

 六月十六日 中津宮 中津宮の荒垣を修理す。  辺津宮日誌 

 八月六日 沖津宮 
沖津宮社殿改造工事完了につき、正遷座祭を

執行す。 
  

昭和六年以降沖津宮祭

典奉仕簿 

 八月廿二日 沖津宮 沖津宮石鳥居建設につき、奉告祭を執行す。   
昭和六年以降沖津宮祭

典奉仕簿 
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表 資－1－4－1（18） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1932 九月十日 中津宮 中津宮木鳥居を改修す。  営繕に関する書類 

 九月廿八日 辺津宮 辺津宮の幣殿・祓殿を修理す。  辺津宮日誌 

 十月十二日 中津宮 中津宮神前の鳥居を改造す。  中津宮日誌 

 十二月十三日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所の鳥居完成す。  中津宮日誌 

 十二月十五日 中津宮 中津宮年初神社の屋根を修理す。  中津宮日誌 

 十二月十五日 中津宮 中津宮参道の石階を改築す。  中津宮日誌 

 この年     大島御嶽神社々殿の屋根を葺替ふ。  営繕に関する書類 

   辺津宮 辺津宮末社若宮神社を修理す。  営繕に関する書類 

   辺津宮 
辺津宮木鳥居一基・石鳥居一基・荒垣六十六

間をそれぞれ建設す。 
 営繕に関する書類 

1933 一月廿五日 辺津宮 辺津宮の玉垣を塗り換ふ。  営繕に関する書類 

 三月十一日 辺津宮 辺津宮参籠殿を修理す。  営繕に関する書類 

 六月十一日 中津宮 永代獻酒記念碑を、中津宮に建立す。  中津宮日誌 

 八月十一日 辺津宮 辺津宮の石玉垣を建設す。  営繕に関する書類 

 十月五日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所改築のため、地鎮祭を執行す。  中津宮日誌 

 十一月廿五日 
沖津宮遙

拝所 

沖津宮遙拝所の改築完了につき、奉告祭を執

行す。 
 中津宮日誌 

 十二月一日 辺津宮 
宗像日本刀鍛錬場建設のため、辺津宮にて地

鎮祭を執行す。 
 辺津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮芳醸講を創立す。  當社記録 

 三月十五日 

中津宮 

沖津宮遙

拝所 

中津宮の社務所・神饌所及び沖津宮遙拝所改

築のため、内務省書記官兒玉九一、大島を視

察す。 

 中津宮日誌 

 九月四日 中津宮 暴風雨のため、中津宮参道大破損す。  中津宮日誌 

 十一月十三日 辺津宮 
麻生太吉寄贈の東郷町縣道所在、大鳥居建設

工事完了す。 
 辺津宮日誌 

1934 五月十四日     
大島村防波堤竣工につ

き、奉告祭を執行す。 
中津宮日誌 

 七月廿六日 沖津宮 
沖津宮社殿屋根葺替へのため、假殿遷座祭を

執行す。 
  沖津宮日誌 

 八月十三日 沖津宮 
沖津宮社殿屋根葺替へ完了につき、本殿遷座

祭を執行す。 
  中津宮日誌 

 十一月十八日 中津宮 
中津宮神饌所を５坪に改築し、竣工祭を執行

す。 
  辺津宮日誌・中津宮日誌 

 この年     宮地嶽神社を総改築す。 
宗像神社境外攝社明細

帳 

1935 一月廿三日 

中津宮 

沖津宮遙

拝所 

中津宮神殿及び沖津宮遙拝所の御扉を修理

す。 
  中津宮日誌 

 六月五日     

大島陸軍砲臺建設のた

め、現地において地鎮祭

を執行す。 

中津宮日誌 

 七月十九日 辺津宮 辺津宮末社第二・第三神社の龜腹を修理す。   辺津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮辧天講を創立す。   當社記録 

1936 五月十二日 辺津宮 辺津宮清明殿新築につき、地鎮祭を執行す。   辺津宮日誌 

 六月十一日 沖津宮 沖津宮末社正三位社外二社の改築を完了す。   営繕に関する書類 

 九月二日 辺津宮 辺津宮社務所も一部模様替を行ふ。   辺津宮日誌 

 九月十九日 中津宮 中津宮の石段工事を開始す。   中津宮日誌 

 九月二十日 中津宮 中津宮の水道工事を行ふ。   中津宮日誌 

 十月十三日 中津宮 中津宮の石段工事を終了す。   中津宮日誌 

 十月二十日 辺津宮 辺津宮清明殿竣工す。   辺津宮日誌 

 十一月二日 辺津宮 辺津宮清明殿完成につき、竣工祭を執行す。   辺津宮日誌 

 この年 沖津宮 
沖津宮第五・第六末社事代主神社を石祠に改

造す。 
  沖津宮日誌 

 七月廿三日 中津宮 
暴風雨のため、中津宮境内の立木多數折損し、

境外無格社天満宮の社殿倒壊す。 
  中津宮日誌 
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表 資－1－4－1（19） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1937 三月五日 中津宮 
中津宮新社務所工事開始につき、奉告祭を執

行す。 
  中津宮日誌 

 三月廿一日 辺津宮 辺津宮表参道工事のため、地鎮祭を執行す。   辺津宮日誌 

 七月七日 中津宮 
中津宮社務所の改築完了につき、竣工祭を執

行す。 
  中津宮日誌 

 七月廿九日 沖津宮 
大島村民の奉仕により、沖津宮遙拝所の参道

を修理す。 
  中津宮日誌 

 十一月 中津宮 大島御嶽神社の本殿を改築す。   當社記録 

 十二月十二日 辺津宮 
辺津宮攝社第三神社本殿工事のため、假殿遷

座祭を執行す。 
  辺津宮日誌 

 この年 中津宮 中津宮祓方神社を移転し、屋根を銅板葺とす。   中津宮日誌 

       
沖ノ島海底電線の陸揚室

竣工す。 
當社記録 

1938 六月廿七日 辺津宮 
辺津宮末社浪折神社、屋根葺替のため、假殿

遷座祭を執行す。 
 辺津宮日誌 

 九月二十日 辺津宮 辺津宮拝殿の修理工事完了す。  営繕に関する書類 

 九月三十日 中津宮 中津宮神門の基礎工事を完了す。  中津宮日誌 

 十月 辺津宮 辺津宮拝殿の屋根葺替修理に着工す。  當社記録 

 十二月十一日 中津宮 中津宮神門工事完了につき、奉告祭を執行す。  中津宮日誌 

 この年 辺津宮 辺津宮参籠殿を増築す。  営繕に関する書類 

   中津宮 
中津宮海運祭奉讃會及び中津宮海運講を創立

す。 
 當社記録 

   中津宮 中津宮正面囘廊の玉垣を修理す。  営繕に関する書類 

 十二月五日     宗像郷土館竣工す。 辺津宮日誌・ 肩 

1939 一月十五日 中津宮 中津宮に石燈籠一基を建立す。  中津宮日誌 

 一月三十日 辺津宮 辺津宮拝殿屋根葺替修理を完了す。  當社記録 

 二月廿六日 中津宮 中津宮の境内擴張工事を行ふ。  中津宮日誌 

 六月廿六日 
沖津宮遙

拝所 
沖津宮遙拝所正三位社を石祠に改造す。  中津宮日誌 

1940 七月十八日 
沖津宮遙

拝所 

大島村民六〇名、沖津宮遙拝所の地均らし工

事を奉仕す。 
 中津宮日誌 

 十一月九日     神紙院を設置す。 官報 

1941 十月一日 辺津宮 
暴風雨のため社殿及び植樹に被害あり、依り

て辺津宮秋季大祭の執行延期せらる。 
 辺津宮日誌・中津宮日誌 

 十月廿五日 中津宮 
中津宮末社國玉神社修理のため、假殿遷座祭

を執行す。 
 中津宮日誌 

 十月廿八日     

縣営大島漁港修築にた

め、現地において、起工

祭を執行す。 

中津宮日誌 

 十一月九日 中津宮 
中津宮末社國玉神社修理完工につき、清祓式

を執行す。 
 中津宮日誌 

 十一月廿一日 中津宮 中津宮末社厳島神社本殿を修理す。  中津宮日誌 

1942 一月八日 沖津宮 沖ノ島軍防備施設の工事に着工す。  
昭和十六年度以降沖津

宮往復文書綴 

 二月 沖津宮 沖ノ島海軍防備施設竣工す。  當社記録 

1943 一月三日 沖津宮 上下高宮の整備に着手す。  當社記録 

 八月三日 辺津宮 辺津宮銅鳥居解体のため、奉告祭を執行す。  辺津宮日誌 

 九月二十日 沖津宮 強風のため沖津宮社務所の屋根破損す。  沖津宮日誌 

 十月廿八日 沖津宮 
沖ノ島気象観測所設置完了のため、臨時大祭

を執行す。 
 辺津宮日誌・中津宮日誌 

1944 四月 辺津宮 
醫王院所有地及び墓地の移転を残し、神域の

復興概ね成る。 
 當社記録 

 七月三十日 中津宮 
大島村々民全員、攝社御嶽神社の参道改修作

業を奉仕す。 
 中津宮日誌 

 八月九日 中津宮 
大島村無格社織女神社改築のため、牢牛神社

に假殿遷座す。 
 中津宮日誌 

 八月廿一日 中津宮 
大島村無格社織女神社改築完了のため、本殿

遷座祭を執行す。 
 中津宮日誌 
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表 資－1－4－1（20） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1944 九月十七日 中津宮 
前夜來の台風のため、中津宮施設植樹に若干

の被害あり。 
 中津宮日誌 

1945 九月十七日 辺津宮 台風のため、辺津宮社頭に若干の被害あり。  辺津宮日誌 

 九月十九日 

中津宮 

沖津宮遙

拝所 

台風のため、中津宮本殿屋根・沖津宮遙拝所

内壁に被害あり。 
 中津宮日誌 

1946 六月廿七日 中津宮 
昨年八月十九日、台風により破損せし中津宮

本殿の屋根の修復成る。 
 中津宮日誌 

1950 九月十日 辺津宮 辺津宮相撲場工事を開始し、二十八日完了す。  庶務書類 

1952 三月七日 辺津宮 辺津宮本殿修理起工式を執行す。  庶務書類 

 四月七日 辺津宮 
辺津宮本殿屋根葺替のため、假遷座祭を執行

す。御霊代を拝殿に奉遷し、即日着工す。 
 庶務書類 

1953 二月十日 辺津宮 辺津宮本殿の防災工事に着手す。  文化財奉贊會書類 

 三月十四日 辺津宮 

辺津宮本殿の修理完了につき、本殿遷座祭を

執行す。遷座に際し、本殿三神像の上に古例

により、角天井より錦蓋を垂らし、これを覆

ひ奉る。 

 庶務書類 

 三月卅一日 辺津宮 重要文化財辺津宮本殿の防災工事完了す。  文化財奉贊會書類 

 七月廿六日 沖津宮 
沖津宮本殿・拝殿の屋根修理工事着手につき、

奉告祭を執行す。 
 中津宮日誌 

 八月四日 辺津宮 辺津宮本殿・拝殿間の渡殿修理工事に着手す。  文化財奉贊會書類 

 八月九日 沖津宮 沖津宮本殿・拝殿の屋根修理完了す。  沖津宮日誌 

 十月廿三日 中津宮 
中津宮本殿屋根葺替工事のため、假遷座祭を

執行し、即日着工す。 
 中津宮日誌 

 十一月十八日 辺津宮 
辺津宮境内末社御鎰持神社・牧口神社の屋根

葺替のため、假遷座祭を執行す。 
 辺津宮日誌 

 十一月廿八日 辺津宮 

辺津宮境内末社千得下符神社・須賀神社・藤

宮神社・攝社第三神社の屋根葺替のため、假

遷座祭を執行す。 

 辺津宮日誌 

1954 二月一日 辺津宮 

辺津宮境内末社藤宮神社・千得下符神社・須

賀神社・牧口神社・御鎰持神社の屋根葺替工

事完了につき、遷座祭を執行す。 

 辺津宮日誌 

   辺津宮 

辺津宮境内末社政所神社・稲庭上神社・妙見

神社・織幡神社の屋根葺替工事に着手につき、

假遷座祭を執行す。 

 辺津宮日誌 

 三月七日 辺津宮 

辺津宮境内攝社第三神社・末社正三位神社・

孔大寺神社・國連神社・宮田若宮神社・織幡

神社・妙見神社・稲庭上神社の屋根葺替工事

完了につき、遷座祭を執行す。 

 庶務書類 

   辺津宮 

辺津宮境内攝社第二神社・末社大神神社・和

加神社・浪折神社の屋根葺替工事着手につき、

遷座祭を執行す。 

 庶務書類 

 四月十九日 中津宮 

中津宮本殿屋根葺替工事完了につき、本殿遷

座祭を執行し、翌二十日奉幣祭を執行す。本

遷座祭に對し、天皇陛下より幣帛料を奉奠せ

らる。 

 庶務書類 

 六月十五日 辺津宮 
辺津宮假設外拝殿新設工事完了につき、奉告

祭を執行す。 
 辺津宮日誌 

 六月十八日 辺津宮 

辺津宮境内攝社第二神社・末社和加神社・浪

折神社の屋根葺替工事完了につき、遷座祭を

執行す。 

 庶務書類 

 九月廿八日 辺津宮 

辺津宮末社大神々神社・貴船神社・津加計志

神社の屋根葺替工事完了につき、遷座祭を執

行す。 

 庶務書類 

 七月一日 辺津宮 辺津宮假授興所の新築工事に着手す。  辺津宮日誌 

 八月一日 中津宮 中津宮透塀工事に着手す。  中津宮日誌 

 八月廿三日 辺津宮 
辺津宮境内地に茶店建設のため、地鎮祭を執

行す。 
 辺津宮日誌 

 九月廿一日 中津宮 中津宮透塀工事完了す。  辺津宮日誌 
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表 資－1－4－1（21） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1955 四月一日 辺津宮 高宮盤座式祭場整備工事竣成す。   辺津宮日誌 

 二月十七日 辺津宮 高宮参道階段、別途追加工事に着手す。   文化財奉贊會書類 

 三月二十日 辺津宮 高宮参道階段、別途追加工事完了す。   文化財奉贊會書類 

1957 五月十九日   

重要文化財阿彌陀經石修

理のため、文化財保護委

員会文部技官保坂三郎、

辺津宮に来社す。 

辺津宮日誌 

1959 一月一日   

歳旦祭。県道東郷橋際の

道路改修工事のため交通

止めにつき、参拝車両昨

年に比し約一〇パーセン

ト減少す。 

辺津宮日誌 

 四月十七日 辺津宮 文化財収蔵庫の建設工事に着手す。   辺津宮日誌 

 七月十四日 辺津宮 
豪雨により辺津宮玉垣・拝殿・社務所床下浸

水し、高宮参道付近の崖崩壊す。 
  辺津宮日誌 

1961 八月廿四日 辺津宮 

参拝車両の増加にともなひ、駐車場猍隘とな

りしため、辺津宮境内心字池の埋立を行ふこ

とに決し、この日作業を開始す。 

  辺津宮日誌 

 八月廿七日 辺津宮 辺津宮参籠殿、修理不能となりしため撤去す。   辺津宮日誌 

1962 二月十一日 辺津宮 
辺津宮境内池に萬葉歌碑を建設し、この日除

幕式を興行す。 
  辺津宮日誌 

 九月十八日 辺津宮 辺津宮境内の水銀燈設設備工事完成す。   辺津宮日誌 

1963 五月廿五日   

釣川堤県道の拡張工事に

ともなひ、東郷町東口國

道二号線入口前の大鳥居

を解体す。この日、陸上

自衛隊大村施設大塚よ

り、作業を實施す。 

辺津宮日誌 

 九月十五日 辺津宮 寶物館杭打ち工事完了す。   辺津宮日誌 

1964 一月十三日   

宗像町大字田熊字下平井

一二一八番地の四、山林

二畝二歩を県道拡張工事

に伴ひ、福岡県に譲渡す。 

不動産書類 

 四月十六日 辺津宮 

寶物館敷地埋立工事開始につき、辺津宮にお

いて奉告祭を執行す。この日、陸上自衛隊第

四施設隊長、作業を開始す。 

  辺津宮日誌 

 五月十三日 辺津宮 

寶物館敷地埋立工事完了につき、辺津宮にお

いて奉告祭を執行す。この日陸上自衛隊第四

施設大塚より、造成土地の引渡を受く。 

  社報宗像四二号 

 九月十日 辺津宮 辺津宮表参道大鳥居修築作業を開始す。   辺津宮日誌 

 九月十六日 沖津宮 
沖津宮屋根葺替工事のため、假遷座祭を執行

す。 
  沖津宮日誌 

 十月十六日 沖津宮 
沖津宮本殿屋根葺替工事開始のため、現場監

督禰宜宇都宮弴、他工事関係者渡島す。 
  沖津宮日誌 

 八月十一日 辺津宮 辺津宮社務所の増築工事完了す。   辺津宮日誌 

 十月三日   
文化財管理事務局の建設

工事に着手す。 
寶物館書類 

 十月十八日   

神湊旅館街の大火あり。

當社より再建資金三十万

円を寄付す。 

辺津宮日誌 

 十二月十一日   
文化財管理事務局の建設

工事完了す。 
寶物館書類 

1965 四月五日 辺津宮 

辺津宮境内駐車場拡張工事にともなひ、心字

池前に鎮座の末社松尾神社を、収蔵庫側に遷

座し、祭典を執行す。 

  辺津宮日誌 

1966 四月十一日 辺津宮 
當社隣接地上殿二三一四番地、二〇三坪三九

歩に、職員独身寮二棟計六戸を建設す。 
  不動産書類 

 十二月十八日 辺津宮  

釣川堤県道の拡張工事に

ともなひ、東郷橋際國道

三号線出入口前大鳥居を

解体し、辺津宮東参道に

移築す。 

辺津宮日誌 
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表 資－1－4－1（22） 境内建造物等変遷年表 

西暦 日付 場所 境内に関する事項 境内以外に関する事項 参考文献 

1966 この年 辺津宮 

辺津宮本殿・拝殿・境内攝末社・神饌所・斎

館・土蔵等の諸施設、白蟻による被害のため、

業者に駆除作業を依頼し、六月駆除を行ふ。 

  駆除一件書類 

1967 二月廿四日   

釣川堤県道拡張工事に伴

ひ、昭和三十八年五月二

十五日解体の東郷東口鳥

居を、神湊頓宮参道に移

築す。 

辺津宮日誌 

  八月三日  
玄海町大字田島字片脇一・三九二番地の一に

職員職舎三棟建設のため、地鎮祭を執行す。 
  辺津宮日誌 

1968 一月一日   

歳旦祭。釣川堤県道、河

川工事並に道路補修工事

のため通行禁止となり、

國道三号線東郷東口は、

四粁にわたり交通渋滞

す。三日間の参拝者約十

万人、境内露店三十一軒

を數ふ。 

辺津宮日誌 

1969 六月二十日 辺津宮 
復興計量に伴ふ辺津宮大鳥居前の用地四五〇

〇坪の埋立並に排水設備工事完了す。 
 復興課書類 

 八月一日 辺津宮 
辺津宮本殿解体修理工事のため、假遷座祭を

執行す。 
 辺津宮日誌 

 十一月十三日 辺津宮 辺津宮本殿の解体修理工事に着手す。  
辺津宮本殿修理工事書

類 

 七月廿三日 辺津宮 

當社独身寮一棟を辺津宮本殿修理委員会事務

所の流用のため、拝殿脇に移建し、八月一日

より事務を開始す。 

 復興期成会本部日誌 

 八月十二日   

當社復興期成会現地事務

局を出光興産株式会社福

岡支店内に設け、事務を

開始す。 

復興期成会書類 

 八月三十日 辺津宮 假本殿に幄舎を建設、この日工事完了す。  復興期成会書類 

 十月十七日 辺津宮 本殿解体修理に伴ふ素屋根工事に着手す。  
辺津宮本殿修理工事書

類 

 十一月十三日 辺津宮 當社復興事業にともなふ給水工事に着手す。  辺津宮日誌 

1970 二月十二日 辺津宮 
復興期成会現地事務局を、福岡より當社寶物

館に移す。 
 復興期成会書類 

 三月十九日 辺津宮 本日より辺津宮本殿工事の立柱を行ふ。  
辺津宮本殿修理工事日

誌 

 五月四日 中津宮 中津宮参籠殿建設用地の埋立工事を開始す。  中津宮日誌 

 七月廿六日 沖津宮 
沖津宮境内末社天照大神宮の修理開始、二十

八日完了す。 
 沖津宮日誌 

 七月卅一日 辺津宮 

辺津宮境内攝社第二神社・境内末社政所神

社・藤宮神社・稲庭上神社・妙見神社・千得

下符神社・須賀神社・織幡神社・牧口神社の

修理並に屋根を銅板葺替のため、假殿遷座祭

を執行す。 

 辺津宮日誌 

 七月卅一日 辺津宮 
辺津宮本殿復元木工事、箱棟取付を残し完了

す。 
 

辺津宮本殿修理工事日

誌 

 八月十四日 辺津宮 台風のため、辺津宮施設に若干の被害あり。  辺津宮日誌 

 十月八日 沖津宮 
沖ノ島船溜の導燈新設及び燈臺遠隔管制のた

めの電源室建設につき、地鎮祭を執行す。 
 沖津宮日誌 

 十二月十七日 辺津宮 

辺津宮境内末社大神神社・貴船神社・津加計

志神社・正三位神社・和加神社・孔大寺神社・

國連神社・浪折神社・宮田若宮神社の修理並

に屋根を銅板葺替のため、假殿遷座祭を執行

す。 

 辺津宮日誌 

 十二月二十日 辺津宮 辺津宮祈願殿完成し、新殿祭を執行す。  辺津宮日誌 

 十二月廿一日 辺津宮 
辺津宮事務所を祈願殿内に移し、事務を開始

す。 
 辺津宮日誌 
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５５５５．．．．史跡に対する脅威史跡に対する脅威史跡に対する脅威史跡に対する脅威 
 

（１）今後想定される現状変更 

 史跡等において、今後想定される現状変更としては、建造物の建替え、新設・改修、道路・水路

の改修、地形の改変行為・防災工事、樹木植栽・伐採、発掘調査などが考えられる。 

 史跡内での現状変更は、基本的に所有者が行うものがほとんどであり、自然の脅威等に比べ、所

有者に対するコントロールは行いやすい。所有者等は、史跡等の価値を尊重し、自らその保全に努

める必要がある。 

 これらの中で、防災工事や工作物の新設などは、前記の潜在的脅威（リスク）に予防的に対処す

るために必要なものや宗教的な祭礼の実施・継続のために必要な改修など、文化財の保存管理上必

要なものが含まれる。 

 これらの史跡等の指定地内において現状変更等を行おうとする場合には、文化庁長官の許可が必

要となる（文化財保護法第 125 条）。 

 

■建築物の新築・増築・改築 

社殿建築物の改築 

民有地における新・増改築 

■地形の改変行為・防災工事 

民有地における新・増改築に伴う土地の整備 

民有地の土地の形質変更 

■道路・水路の改修 

境内および周辺の道路・水路の改修 

参道・登山道の修復整備 

■修理施設・設備整備 

社殿建築物の修理 

灯台や通信施設の保守・更新等に係る整備 

防災施設・設備の整備 

■樹木植栽・伐採 

境内の竹木の伐採 

境内における植栽 

■発掘調査 

社殿建築物の改築・修理等のために必要な発掘調査等 
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（２）外的な脅威（リスク）の考え方 

 

 史跡の保存管理のあり方を定める上で、次のような点について、リスクの想定と対策は十分か検

討し、課題を設定することが必要である。 

 想定したリスクについては、影響度合い、発生頻度、失われる価値の大小などを総合的に検討、

評価するとともに、対策の可能性を検討する必要がある。 

 

・今後とも守られ、損なわれないか。 

・老朽化などの経年的変化や自然災害に対応できるか。 

・開発や建設等周辺の環境の変化はないか。 

・多人数の出入りなどにより、人為的な毀損を受けないか。  

・価値情報を公開・周知し、知られてしまうことによるリスクはないか。 

・管理上の不備による損害はありえないか。 

・神社経営、祭・行事の実施など現在の神社の宗教的機能との調和が図られているか。 

・保護のための整備や今後の機能整備に伴う、空間の改変、人工物の新設等が適切に行われるか。 

 

表 資－1－5－1 これまでの変化要因の抽出と今後のリスクの想定 

１）経年的要因 ・風化、劣化、老朽化 

   ・植物の成長、遷移、生物相の変化 

   ・崩壊、散逸 

２）災害、自然の働き ・地震、土砂災害、風害 

   ・動植物（外来種等）の侵入 

   ・海洋の影響（塩害、波浪など） 

   ・火災 

３）利用に伴う影響 ・祭事行為などの現代化 

   ・寄進、奉献品の設置 

   ・利便環境・設備等の近代化（電化等） 

４）外的な人為毀損行為・破壊、損壊、盗難、廃棄 

   ・落書き、いたずら、不始末、ごみ 

   ・立ち入り、持込み、持ち帰り 

   ・開発、造成、改変、新築  等 

５）社会的な影響 
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表 資－1－5－2 文化財リスク（ハザード）と構成要素別変化の想定 

要因 

区分 
原因（外的脅威） 細分類・内容例 結果（想定事象） 

 構成要素の変化 
 

土地 自然（動植物） 建造物･工作物、物品 

自然 地震  強い外力・揺れ 崩壊、断層、液状

化 

（あまり影響ない） 変形、緩み、亀裂、破壊 

(気象) 津波（高潮、波浪）  強い外力・水没 土砂流出、堆積 流亡、死滅、環境変化 流亡、浸水、損壊 

 水害  強い外力・水没 浸食、土壌変化 流亡、死滅、環境変化 流亡、浸水、損壊 

 周辺の土砂災害  周囲からの流入 土砂堆積、崩落 埋没、死滅、環境変化 埋没、破壊 

 雨（豪雨）  水がかり 洗掘、流亡 流出、生育環境悪化 水の浸入→汚損、腐朽 

 風（台風・竜巻・突風）  倒壊・飛散・衝突 ― 倒木・落枝・飛散 剥離、衝撃、損壊、飛散 

 潮風、塩害  塩分の浸入、付着 土壌・水環境変化 枯死、生育不良 汚損、劣化進行 

 落雷、降雪（堆積）  火災、大きな圧力 ― （あまり影響ない） 火災、損壊、圧壊 

 乾燥、湿気  湿度環境の変化 ― 枯死、生育環境悪化 風化・劣化、カビ汚損 

 日射（日光）  強い光、熱作用 ― 生育環境悪化 劣化促進、褪色 

 水環境の変化 水質、流量、水位 

地下水水位低下、枯渇 

生態系への影響 （あまり影響な

い） 

枯死、生育環境悪化 不同沈下 

生物 自然環境悪化  生態系への影響 ― 生物相の変化 （あまり影響ない） 

 外部からの侵入、飛来 イノシシ、サル 

植物の種子 

他の生物等へ影響 ― 生態系変化、食害 樹木種子の飛来成長 

 外来動植物等 持込み 

ペットの放棄 

他の生物等へ影響 ― 生態系変化 食害、寄生 

 小動物、鳥、シロアリ タヌキ、ムジナ 

海鳥 

食害、糞尿、擦過 ― 食害 食害→破壊、糞→汚損 

 疫病・悪性菌類等の侵入 動物伝染病 

細菌類の付着持込み 

伝染病の発生 ― 蔓延→病死→激減 ― 

 植物社会の遷移  生物相の変化 ― 優先種増、希少種滅失 ― 

 植物の成長  他の生物等へ影響 ― 生育環境悪化 樹木の根等による破壊 

時間 経年・継時的変化 建造物、構成材の老朽

化、重量による変形 

劣化・腐朽、破損 ― ― 老朽化、石垣孕み出し 

人為 火災 延焼、放火、 

乾燥自然発火山林火

災 

焼失 ― 生育環境悪化 焼失、焼損、消火水浸し 

 事故 原発・化学工場等 

車両の衝突 

破壊、毀損 ― （あまり影響ない） 破壊 

 船舶の座礁、沈没 タンカー事故 重油等の流出・漂着 汚染 海中・海浜生態系変化 ― 

(行為) 多人数の立入り、接触  踏みつけ、持ち去り ― 生育環境悪化、減少 摩耗、破損 

 毀損行為・いたずら 落書き、傷つけ 破壊、汚損 ― 生育環境悪化、減少 喪失、破壊、損傷 

 盗難・盗掘・密猟  喪失、破壊、毀損 ― 減少、滅失、環境 喪失、破壊、損傷 

 意図的な棄捨（廃棄）  廃棄、取壊し、撤去 ― 喪失 喪失、転売、秘匿 

(社会) 社会環境・生活様式変化 現代技術の導入、生活

行為に伴う新規設備 

じわじわと影響 （あまり影響な

い） 

人間の影響→各種 建物改変、旧情喪失 

 周辺環境変化、都市化  景観、統一性喪失 利用上の制約 生育環境悪化 景観の変化 

(開発) 改変、他目的利用 造成、削平、築造 

増改築、転用 

損傷、阻害 喪失、埋没、変形 生息場所の減少悪化 増改築、転用、設置 

 開発・開墾（対象範囲の） 水没、鉱物採掘 

農地整備、建造物建設 

改変、喪失、放棄 掘削、埋没 生息場所の減少悪化 破壊、滅失、移転 

 重量物の進入・設置 重車輛の進入 損傷 踏圧、地盤変化 生育環境悪化 変形、緩み、亀裂、破壊 

 人工物の設置・移動  損傷  生育環境悪化 傷つけ 

 地下水汲み上げ、資源採

取 

 環境変化 土地の改変 生育環境悪化 地盤沈下→不同沈下 

 周辺への建造物建設等  景観、日影等変化 利用上の制約 日影等生育環境悪化 景観変化、小気候変化 

(戦争) 侵略・占領 領土・権利侵害 

治安悪化 

保護管理不能 利用不能状態 保護管理不能状態 破壊、損傷、持ち去り 

 戦争 戦場化、破壊行為 破壊、荒廃化 荒廃・焦土化 生態系変化 破壊、損傷 

 〃 戦闘行為 攻撃、爆撃、破壊工作 破壊、毀損 損壊、使用不能 焼失、汚染、死滅 破壊、滅失 

(農業) 農薬、その他物質の投入  汚染、環境変化 ― 生態系変化 材料の化学的変化 

 他生物の移入・導入  生物相の変化 ― 生態系変化 ― 

 農作物等の品種改良  生物相の変化 ― 生態系変化 ― 

管理上 保護措置不備 保護・保全対策 放任 保全管理行為低

下 

変化防止不能 火災等不測事態の発生 

 規制の不備 法規制（未指定） 

行為の制限 

不適行為の発生 開発行為等の許

容 

採取→減少、変化誘発 開発行為等の許容 

 保全管理システムの不

備 

法的・政策的 管理不備 ― リスクの誘発 リスクの誘発 

 内部関係者の不始末、悪

行 

持出し、持ち去り 

管理不行き届き、錯誤 

管理不備、喪失 ― 破壊、毀損、持ち去り 破壊、毀損、紛失 

 後継者不足  管理不備 保全管理行為低

下 

保護管理不能状態 保全管理行為の低下 

 土地所有の変化  管理不備、改変 利用上の制約、不

能 

保護管理不能状態 保全管理不能状態 
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（３）宗像神社境内において想定される外的脅威 

 前ページに示した文化財リスクのうち、宗像神社境内において想定される脅威の主なものにつ

いて、過去の被災状況や他の神社における被害などを参考に、その脅威の可能性と被害の程度

について検討する。これを踏まえ、次項（４）に、宗像神社境内における脅威を特定する。 

 

 １）人為被害 

ア 火災 

 神社建築物を脅かす火災の原因としては、放火のほかに、漏電、電気器具等からの発火などが考

えられる。防火設備の充実、点検を行うとともに、不審火を招かないための対策の検討が必要であ

る。 

 近年の神社火災として次のものがある。 

＜近年の神社の火災＞ 

・吉志部神社（大阪府・吹田市）国重要文化財 本殿 平成 20（2008）年 5 月 23 日全焼  

・伊佐須美神社（福島県・会津美里町）授与所を全焼 不審火の可能性 平成 20（2008）年 10 月 3 日 

・住吉神社（石川県・輪島市）有形文化財 拝殿を全焼 平成 23（2011）年 4 月 2 日 

 なお、落雷による自然発火、火災発生の可能性は否定できない。避雷設備は整備されているが、

この面でのリスク対策が必要である。 

 

イ 犯罪、き損行為 

 平成 23 年度の神社仏閣への窃盗犯認知件数は 7,458 件、そのうち「侵入窃盗」は 2,090 件発生

している。また、凶悪犯も 38件発生しており、内訳は、強盗 13件、放火 16件、強姦 7件となっ

ている。刑法犯全体の認知件数は 8,892件であることから、全刑法犯の 0.6％が社寺関係である。 

寺院では文化財指定された仏像が盗難にあうなどの事例もある。また、最近四国の神社で、ご神

木に除草剤を注入し枯れたところを見計らって「売ってくれ」といってくる事件が 20 件以上発生

している。 

 

＜寺・神社に多い犯罪＞ 

・仏像や宝物盗難、仏像へのいたずら、賽銭泥棒、墓の線香立てなど金属物の盗難 

・放火（絵馬や納札所、建物裏など） 

・建物壁などへのいたずら書きや破壊、狛犬などの盗難や破壊、いたずら など 

・住居スペースへの窃盗 

 

＜寺・神社が犯罪に遭いやすい理由＞ 

●寺や神社はほとんどが昼間は有料・無料の差はあるが観光客や参拝者が入ることができる。 

誰にでも開放されている場合が多いため、いつでも観光客、参拝者を装って下見や犯行を行うこと

ができる、たまたま誰かに出くわしても参拝者を装い逃げることができるという犯罪者にとっては

犯行しやすい環境である。 

●敷地が広大で樹木が多く、高い塀があり道路など外部からの見通しが悪い。 

●夜間照明が少ないため死角があり、犯罪者が隠れたり犯行を行うのに適している。 

●大切な仏像や宝物、賽銭などが手に届くところに置いてあることが多く、周囲に人目がない時間帯

が多い。 

●無住の寺社も多く、参拝客も少なく犯行がしやすい。又、仏像盗難などは発見が遅れることが多い。 

●仏像は海外やマニアに販売することができる。 

●犯罪者は「罰あたり」といった宗教心が薄れている。 

            資料：セキュリティハウスホームページ 
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 宗像神社境内においては、特に沖ノ島において入島制限および上陸心得の徹底を行っているとこ

ろであるが、神社境内における禁止行為を一層明確化し、参拝者等へ周知・徹底することが肝要で

ある。 

 沖ノ島については、禁忌・禁止行為の継続、強化とともに、監視体制の検討が必要と考えられる。 

 

＜沖ノ島上陸心得＞ 

 沖ノ島は御神体島であり島全体宗像大社の所有地であります。また国の史跡および天然記念

物にも指定されておりますので上陸者は下記の事項を厳守して下さい。 

   記  

 一、遊山・魚釣り等を目的とする上陸は禁止します。 

 一、上陸者は直ちに社務所に届け出ること。 

 一、上陸者は古例により海水にて禊をし心身を清める事。 

 一、御神水以外の一木一草たりとも持ち帰ることを禁止します。 

 一、古くからの厳重な掟により婦女子の上陸を禁止します。 

 一、その他神社職員の指示に従って下さい。 

                             宗像大社沖津宮社務所 

 

ウ 管理行為の不備 

 日常的な管理が十分でないために起きるリスクに対し、備えが必要である。失火等への対策、白

蟻・有害鳥獣対策などが考えられる。 

 

エ 漂着ごみ 

沖ノ島や沖津宮遙拝所など海に面した境内は、台風や大陸からの季節風などによって漂着ごみが

溜まる。また、対馬海流の影響で中国産や韓国産のごみも多く漂着する。 

主に発泡スチロールや浮き袋、ペットボトル、一斗缶などが満潮時に陸に打ち上げられ、海岸域

に留まる。また、発泡スチロールやビニール袋のような軽いものは、風によって巻き上げられ史跡

内に残るケースもある。 

沖ノ島においては、宗像大社の職員、氏子青年会などによって清掃が行われ、単発的に訪れる台

風などによる漂着物は、必要に応じて回収しごみ処理を行なっている。 

沖津宮遙拝所は、年に一度行われる大島海岸一斉清掃において島民によるごみの回収を行ってい

る。 

 

 ２）史跡等の周辺における開発・整備、景観形成行為 

 史跡指定地周辺においては、開発・土地造成、建築、広告物の掲出などの境内の環境や景観に影

響のある行為が行われる可能性が否定できない。 

 とくに、洋上や海から見える丘陵上などにおける風力発電施設の設置などは、歴史的な景観を阻

害するものであり、設置を避ける必要がある。 
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（４）潜在的脅威（リスク）の特定 

 以上の検討から、宗像神社境内および構成要素が脅威にさらされ、その価値を損なう損傷・ダメ

ージを与える場合があるものと想定される、自然の脅威、人為的な外的要因として、次のものを特

記する。 

 

ア．建築物・工作物等の老朽化、経年劣化 

・建築物・工作物等の部材の腐朽、風化、錆、褪色、破損 など 

イ．自然災害 

・台風等暴風、大雨、地震・地盤変動、洪水（内水氾濫・浸水）、土砂流亡、落雷 など 

ウ．その他の環境影響・自然の営み  

・気候変動、酸性雨、大気汚染、鳥類・小動物による損傷、樹木の生長 など 

（オオミズナギドリやイノシシによる被害が現にある。） 

エ．火災 

・落雷、漏電、失火、放火 など 

オ．来訪者及び観光等による人為的影響 

・禁足地への侵入、神聖域での不浄行為、毀損行為、盗掘・盗品、落書き、ごみの廃棄 など 

カ．周辺における開発、景観形成行為 

・開発行為、建築物・工作物等の設置、増改築、色彩など意匠の変更、屋外広告物の掲出 など 

 

 この中で、脅威の頻度や発生確率、文化財に与えるダメージの大きさ等から考えると、火災が最

もリスクが高いと言える。自然災害は発生頻度は低いが、被害の規模が大きくなる場合がある。 

 また、頻度や発生確率の点では、毀損行為など人為的なものの影響対策を日常的に行う必要があ

る。建築物・工作物等の老朽化、経年劣化については、木や石が用いられた資産としてやむを得な

い面があるが、必要に応じ劣化防止策を講じる必要がある。 

 このようなリスクは、コントロールが難しいものが多いため、予防的な対策が必要となる。特に、

老朽化や自然の営みによる長期的・経年的な要因による損傷などに対しては、日常的な維持管理等

の備えが重要である。 
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図 資－1－5－1 潜在的脅威概念図 

 

長期になる程、ダメー

ジが大きくなる 


