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第第第第１１１１章章章章    史跡史跡史跡史跡の概要の概要の概要の概要 

 
１１１１．．．．位置位置位置位置およびおよびおよびおよび史跡史跡史跡史跡「宗像神社境内」「宗像神社境内」「宗像神社境内」「宗像神社境内」の概要の概要の概要の概要 

 史跡「宗像神社境内」は、沖ノ島（沖津宮
おきつみや

）と大島の沖津宮遙拝所
ようはいしょ

・中津宮
なかつみや

、九州本土田島の辺津宮
へ つ み や

からなる。 

 沖ノ島は古来より島そのものが信仰の対象であった。対外交流が活発化すると、沖ノ島信仰から発

展した沖ノ島祭祀が営まれた。４世紀後半から９世紀末という長期間にわたる沖ノ島祭祀遺跡から出

土した約８万点の奉献品は全て国宝に指定され、他に類を見ない質と量を誇る。さらに、四段階の祭

祀形態は、現在の神祇信仰へとつながる古代の信仰・祭祀の変遷と発展を明らかにするものである。 

 沖ノ島祭祀の最後の段階である露天祭祀は、ほぼ同時期に、大島御嶽山遺跡と下高宮祭祀遺跡にお

いても営まれた。これらの祭祀遺跡は、『古事記』『日本書紀』にそれぞれ「奥津宮
おきつみや

」＝「遠瀛
おきつみや

」、「中津宮
なかつみや

」

＝「中瀛
なかつみや

」、「辺津宮
へ つ み や

」＝「海浜
へつみや

」として現れる。北部九州から朝鮮半島へ向かう玄界灘の海域に一直

線で並ぶ三宮は、それぞれの信仰の場で祭祀を継続させつつ、さらに一つの広大な信仰空間を形成し、

宗像神社（現：宗像大社）が成立する。 

沖ノ島祭祀終了後も、沖ノ島信仰を中心として三宮それぞれで信仰は継続された。辺津宮では 12

世紀には社殿が建てられ、さらに鎌倉時代に第一宮・第二宮・第三宮が成立する。中津宮では中世末

までに大島御嶽山遺跡の場所に御嶽神社、御嶽山の麓に中津宮社殿が建てられる。辺津宮では大宮司

氏貞によって第一宮の本殿、小早川隆景によって第一宮の拝殿が再建される。これが現在の辺津宮本

殿・拝殿である。古代より宗像神社の信仰を担っていた宗像大宮司家が滅亡すると、辺津宮は社家に

よって、沖津宮は一甲斐河野氏、中津宮は二甲斐河野氏によって信仰は受け継がれた。 

近世には沖津宮にも社殿が建てられ、それとともに沖津宮遙拝所が設けられる。さらに、福岡藩に

より島守が置かれ、沖ノ島の禁忌が史料にみえるようになる。中津宮と辺津宮では、周辺の末社が本

殿・拝殿を囲むように整備され、ほぼ現況の境内が形成される。 

近代になると、国家管理のもとで官幣大社に位置づけられ、当時から特に沖ノ島の現状変更には厳

しい制限が加えられていた。戦後は宗像神社復興期成会が設立し、神社境内の整備や遺跡・歴史の調

査・研究に多大な成果をもたらした。 

このように、「宗像神社境内」は、三宮という信仰の場がそれぞれ古代祭祀遺跡とともに現在に至

るまで受け継がれ、人々の篤い信仰を集めている。 

 

（１）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

沖ノ島は、九州本土宗像市神
こうの

湊
みなと

の沖合、玄界灘に浮かぶ、周囲約 4ｋｍ、面積約 0.68ｋｍ２の孤

島である。平面形はややひし形を呈し、その長軸 1.55ｋｍ、短軸 0.88ｋｍ、最高所は一ノ岳で標高

243ｍを計る。 

島の周囲約 50ｋｍの範囲には大きな陸地も無く、島から南南東約 49ｋｍに九州本土、東南東約 83

ｋｍに本州、西約 75ｋｍに対馬、北西約 145ｋｍに韓国釜山がある。空気の澄んだ日には、九州北部

や対馬の海岸線から沖ノ島を目視することができる。 

古来より沖ノ島の周辺海域は玄界灘を航行する船舶や漁労を行う人たちにとっての重要な航路で

あるとともに海の難所であった。そのため、沖ノ島は航海の際の重要な道しるべとなり、その荘厳な
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形状から島そのものが信仰の対象となっていた。現在でも、女人禁制や一木一草たりとも持ち出して

はならないなど、厳重な禁忌とともに、人々の沖ノ島への信仰は継続している。 

 

 

図Ⅰ－1－1－1 広域的位置図 

沖ノ島は航路上の道標であり、日本の境界領域に位置する島として信仰の対象となっていたと想定

される。祭祀遺跡以前の遺跡として、島の南西の浜から一段登ったところに「オタカ」と呼ばれる縄

文時代から弥生時代にかけての遺跡（社務所前遺跡）が検出されている。また、島の西側には「オア

サバタケ」（大麻畑）とよばれる狭い平地があり、この周辺から細形銅矛が出土したという報告があ

る。 

沖ノ島の南西側、標高 80ｍから 90ｍにある沖津宮周辺の巨岩群を中心とした地域に 22箇所の祭祀

遺跡がある。昭和 29（1954）年から昭和 46（1971）年の間に三次にわたって行なわれた学術調査に

よって、巨岩の上で行われた岩上祭祀（16・17・18・19・21号遺跡）、庇状に張り出した巨岩の陰で

行われた岩陰祭祀（４・６・７・８・22号遺跡〔９・10・11・12・13・15・23号遺跡は未調査〕）、

岩陰と露天との両所にまたがって行われた半岩陰・半露天祭祀（５・20号遺跡〔14号遺跡と同じ遺

跡〕）、巨岩群から少し離れた平坦な露天で行われた露天祭祀（１号遺跡〔２・３号遺跡は未調査〕）

という四段階の変遷をたどることが判明した。現時点では、この 22 遺跡以外の祭祀遺跡は確認され

ていない。四段階のいずれの段階においても他に類を見ないほど豊富かつ質の高い奉献品が出土して

おり、傑出した祭祀遺跡である。 
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その後、少なくとも 17 世紀半ばまでには、沖ノ島祭祀遺跡に接するように社殿が建立される。現

在の社殿は昭和７（1932）年に再建されたもので、祭祀遺跡とともに古代から続く信仰の場を形成し

ている。 

 

 

 

図Ⅰ－1－1－2 沖ノ島祭祀遺跡 
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（２）沖津宮遙拝所 

 沖津宮遙拝所は、沖ノ島から 48 ㎞南東に位置する大島の北側の海辺に建ち、空気の澄みきった日

には、ここから水平線上にはっきりと沖ノ島（沖津宮）を遙拝することができる。このような沖ノ島

（沖津宮）遙拝のあり方は、通常沖ノ島への渡島が困難であるために生じたものである。沖ノ島に直

接渡ることなく沖ノ島（沖津宮）への参拝を可能にする沖津宮遙拝所は沖ノ島（沖津宮）の拝殿とし

ての機能を果たしている。「澳嶋拝所」と刻まれた石碑に「寛延三年」（1750 年）とあることから、

沖津宮遙拝所の設置時期はこれ以前であると思われる。現在の遙拝所は昭和８（1933）年に再建され

たものである。 

 

（３）宗像大社中津宮 

 中津宮は、福岡県最大の島（周囲 16.5㎞、面積 7.45㎢）である大島にある。中津宮社殿が大島の

南側、波止場に面した丘陵上にあり、社殿の背後にそびえる大島最高峰の御嶽山（標高 224ｍ）山頂

には御嶽神社が鎮座し、その周囲に大島御嶽山遺跡がある。 

 大島御嶽山遺跡からは、北西方向に沖ノ島を見ることができ、南東方向に位置する辺津宮との軸線

上にこの祭祀遺跡が位置していることがわかる。さらに、北西方向に対馬、西北西方向に壱岐、南西

方向に福岡市、南東方向に北九州市、東に本州山口県を望むことができる。 

 平成 22（2010）年に大島御嶽山遺跡の調査が行われ、大島における露天祭祀の場所が確認された。

大島御嶽山遺跡では、須恵器・土師器をはじめ、滑石製形代（人形・馬形・船形）や滑石製玉類（臼

玉など）、さらには八稜鏡片や奈良三彩など、ほぼ沖ノ島露天祭祀遺跡の奉献品と類似した遺物が出

土しており、沖ノ島５号遺跡（半岩陰・半露天祭祀）から１号遺跡（露天祭祀）に相当する７世紀後

半から９世紀末頃の露天の祭祀遺跡である。大島御嶽山遺跡およびそこへ向かうための参道は、中津

宮と一体のものとして平成 25（2013）年 10月 17 日に「宗像神社境内」に追加指定された。 

 その後の時代に、御嶽山の麓に中津宮社殿が建てられると、祭祀遺跡の場所には摂社として御嶽神

社が建立される。少なくとも 16 世紀までには、御嶽神社と中津宮社殿が並立する現況のような境内

が形成されていた。現在の中津宮本殿は、福岡藩２代藩主黒田忠之の造営である可能性が高く、県の

有形文化財に指定されている。大島御嶽山遺跡（御嶽神社）と中津宮社殿は一体の信仰の場として、

現在も受け継がれている。 

 

（４）宗像大社辺津宮 

 辺津宮は、九州本土の宗像市を流れる釣川沿いに鎮座している。釣川はかつて入り海で、辺津宮は

まさに海を望む土地に位置していた。現況のような川となってからも、入り海だったことを想起させ

るような低湿地帯であり、境内には池が多く、また、境内域は川と繋がった堀によって区切られてい

た。 

 境内で最も高い宗像山（標高 55.2ｍ）を中心とする上高宮や下高宮には、古墳や祭祀遺跡が分布す

る。辺津宮境内西南の宗像山の頂上にある上高宮は、辺津宮境内の中で最も高所に位置する。上高宮

は、江戸期の絵図には明瞭に描かれることはないが、『筑前国続風土記』に、その地を掘り返したと

ころ、太刀、鏡等とともに石棺が出たとあり、石棺を伴う古墳（上高宮古墳）であると考えられる。

現在は、禁足地であり、神職や関係者以外立ち入ることが禁止されている。 

 上高宮からやや下がった宗像山中腹に下高宮祭祀遺跡があり、この付近から夥しい数の須恵器・土

師器に加え、滑石製臼玉や船形などの滑石製形代が散布する。これらの祭祀品は、沖ノ島露天祭祀遺
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跡や大島御嶽山遺跡出土の遺物と酷似しており、ここが古代における露天祭祀の場であったことを証

明している。また、北西の斜面と南の平地にも土器の散布が確認されている。ここが沖ノ島１号露天

祭祀遺跡や大島御嶽山遺跡同様、８世紀から９世紀に行われた祭祀の場であったことは疑いない。下

高宮は、現在、高宮祭場として復元整備されている。また、山裾から表面採取される遺物からは、弥

生時代から古墳時代の集落遺跡の可能性もある。 

 現在の辺津宮本殿は、弘治３（1557）年の焼失後、天正６（1578）年に大宮司氏貞が再建したも

のである。拝殿は天正 18（1590）年小早川隆景によって再建されたもので、共に国の重要文化財に

指定されている。 

 辺津宮は宗像大社の神事の中心となる信仰の場として、現在も多くの人々の信仰を集めている。 
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図Ⅰ－1－1－3 位置図 

資料：国土地理院 20 万分の 1地勢図（福岡、小串）を縮小 
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２２２２．指定概要．指定概要．指定概要．指定概要 
 

（１）指定内容 

 指定内容は以下のとおりである。なお、史跡指定地区域を（図Ⅰ－1－2－1～図Ⅰ－1－2－4）に示

す。 

○名 称 宗像神社境内 （むなかたじんじゃけいだい） 

○種 別 国指定史跡 

○都道府県名 福岡県 

○指定年月日 １９７１．０４．２２ （昭和４６年 ４月２２日） 

○追加指定年月日 ２０１３．１０．１７ （平成２５年１０月１７日） 

○告示番号 文部省告示第１１９号 

○指定基準 三．社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 

○指定状況 
宗像神社境内 

 
（合計：813,635.71 ㎡） 

沖津宮 ：宗像市 沖ノ島 （   683,510    ㎡） 

沖津宮遙拝所 ：宗像市 大島 （    2,396    ㎡） 

中津宮 ：宗像市 大島 （当初  8,901    ㎡） 

（追加  5,192.71 ㎡） 

（ 計   14,993.71 ㎡） 

辺津宮 ：宗像市 田島 （   112,736   ㎡） 

注）（ ）内の面積は、指定告示に記載された地番の地籍面積の合計で、介在する道路・水路等の面積を含まない。 

  第Ⅰ部第２章 ２．社会的環境（１）指定地内の土地所有状況（ｐ37～42）を参照。 

 

（２）指定理由（昭和 46（1971）年 4月 22 日指定時の指定通知文書による。） 

 宗像神社は、沖津宮、中津宮、辺津宮の三宮をもって構成され、三女神を奉祀した。 

 沖津宮のある沖ノ島は、島そのものが境内地で、昭和 29（1954）年以来数回の調査で朝鮮との密

接な閏係を示すとともに、大島の中津宮、田島の辺津宮とも共通性のあることが明らかとなった。し

かし、それらは、6、7 世紀までのものが中心で、8 世紀以降急速に遺物が希薄となるのは、大島に沖

津宮遙拝所が設けられ、田島が惣社たる地位を占めるにいたったことと関係があると思われ、中津宮

は、中間的な祭場と考えられる。田島の辺津宮は、南より海に注ぐ釣川に沿い、宗像山から山麓にか

けて上高宮、下高宮、第二宮、第三宮、正三位社、内殿、第一宮（惣社）、浜宮が順次展開されるが、

本来の辺津宮は、高宮にあり、それがのちに山麓の大宮司邸に移りはじめて三島の神を一ヵ所に祭り、

本格的な社殿が造営されたもののようで諸縁起、流記によればその時期は、光仁天皇の宝亀・天応年

間のことといわれる。平安時代には、神仏習合により、境内に宝塔院が造立され、それを中心に東塔、

西塔、弥勒堂が配置されたらしく、鎌倉時代に鎮国寺が神宮寺として営まれると、それらは境内諸堂

として残った。 

 以上の諸殿舎の配置を示す最古の絵図は、天正６（1578）年の造営図で、この絵図によって、中世

末の境内を想定でき、史跡の範囲を定めうるが、現境内もなおよく当時の基本を踏襲している。 

 宗像神は、記紀、風土記にすでにひろく神格をみとめられた神で、これを奉斎する宗像氏も古代の

有力な氏族であり、神郡である宗像郡の大領となり、かつ神主を兼ね、のち太政官符、院庁下文によ

って宮司、大宮司に任ぜられ、中世以後は、院、源氏、足利氏らの支配下にあり、少弐、大内、毛利、
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大友、龍造寺らの諸氏の争闘の中にあってよくその地位を守り、近世には小早川、黒田らの大名の配

下に入ったが、古来の郡内摂末社 75 社のほかに境内摂末社 20 社を設けるなど、神社の規模をよく維

持した。 

 宗像神社の重要性を鑑み三宮の境内地を中心として史跡指定し、保存をはかろうとするものである。 

 

（３）追加指定地の概要 

 史跡宗像神社境内は、玄界灘の孤島沖ノ島に鎮座する沖津宮（おきつみや）、離島である大島に鎮

座する中津宮（なかつみや）、本土の田島に鎮座する辺津宮(へつみや)から成り、三宮一体の広大な

神域を有する。沖ノ島では４世紀後半から９世紀末まで約 500年にわたって祭祀の継続と変遷が確認

され、出土した８万点の奉献品は国宝に指定されている。大島、田島でも祭祀の起源は古代に遡り、

今日に至るまで信仰が続いている。また、現在は「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産として、

世界遺産登録を目指した取り組みが進められている。 

 今回の追加指定対象地は、大島の御嶽山山頂に鎮座する御嶽神社境内、及び御嶽神社と中津宮を結

ぶ参道である。御嶽神社は中津宮の摂社で、平成 22年に境内に分布する大島御嶽山遺跡が調査され、

７世紀末から 10世紀初頭にかけて沖ノ島祭祀遺跡と同様の古代祭祀が行われた重要な遺跡であるこ

とが判ったため、追加指定を行う。 
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指定区域：沖ノ島（宗像大社沖津宮） 宗像市大島 2988番地（683,510㎡） 

図Ⅰ－1－2－1 史跡指定地区域図（１）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

小屋島 

御門柱 

天狗岩 
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指定区域：沖津宮遙拝所 宗像市大島 1293・1296番地（2,396㎡） 

図Ⅰ－1－2－2 史跡指定地区域図（２）沖津宮遙拝所 

 

 

 

指定区域：中津宮 宗像市大島 1811-1・1812番地、2987-1番地ほか（14,993.71㎡） 

図Ⅰ－1－2－3 史跡指定地区域図（３）宗像大社中津宮 

  

遙遙遙遙    
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指定区域：辺津宮 宗像市田島 2331番地ほか（112,736㎡） 

図Ⅰ－1－2－4 史跡指定地区域図（４）宗像大社辺津宮 
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（４）宗像大社の指定文化財 

 宗像大社には、文化財保護法に基づく指定文化財として、下表のものがある。 

 

表Ⅰ－1－2－1 宗像神社境内の指定文化財 

 指定対象物   所  在  地 

《《《《 国指定文化財国指定文化財国指定文化財国指定文化財 》》》》     

国 宝 （考古資料） 福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品 田 島 2331 

重要文化財 （建造物）  宗像神社辺津宮本殿１棟  〃  

  宗像神社辺津宮拝殿１棟  〃  

 （彫 刻） 木造狛犬１対  〃  

  石造狛犬１対  〃  

 （工 芸） 藍韋威肩白胴丸１領  〃  

 （書 跡） 色定法師一筆一切経 4331巻  〃  

 （古文書） 宗像神社文書 12巻他  〃  

 （考古資料） 滑石製経筒１口  〃  

  経石１基  〃  

史 跡  宗像神社境内 田 島 2331 ほか 

天然記念物  沖の島原始林 大 島 2988 ほか 

     

《《《《 県指定文化財県指定文化財県指定文化財県指定文化財 》》》》     

有形文化財 （建造物） 宗像神社中津宮本殿 大 島 1181-1 

     

《《《《 市指定文化財市指定文化財市指定文化財市指定文化財 》》》》     

無形民俗文化財  主基地方風俗舞 田 島 2331 

     

 

 

    

 写真Ⅰ－1－2－1 宗像神社辺津宮本殿      写真Ⅰ－1－2－2 宗像神社中津宮本殿・拝殿 

          （国指定重要文化財建造物）           （県指定重要文化財建造物） 
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第２章第２章第２章第２章    保存管理計画策定に伴う調査保存管理計画策定に伴う調査保存管理計画策定に伴う調査保存管理計画策定に伴う調査 

 
１１１１．．．．自然的環境自然的環境自然的環境自然的環境 

 

（１）地形・地質 

 宗像神社境内は、沖津宮、中津宮、辺津宮と大きく３つに点在するため、それぞれ地形地質が異な

っている。 

 

 １）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 沖津宮は、玄界灘に浮かぶ周囲４ｋｍ、最高所 243ｍを計る島そのものがご神体であり、類まれな

る自然が太古の情景を今に伝えている。基盤を成す地質は、大きく２種類に分けられる。島の南西側

一帯には、新生代古第三紀始新世ころの砂岩と頁岩の互層が見られ、対馬にも確認される対州層群の

一部として露出する。海底の堆積岩であった対州層群を突き破るように新生代新第三紀中新世頃にマ

グマの噴出による隆起でできた白色斑岩（火砕岩）によって島の大部分は形成される。島の南側の転

石には、頁岩を巻き込んでできた火砕流堆積岩も認められる。巨岩群を利用した祭祀遺跡は、島の母

岩である白色斑岩が剥がれ落ちて谷部に集積した場所の一つに所在する。 

 島の母岩の上には、岩そのものの風化や自然林及び鳥散布によってできた腐葉土が堆積し、タブノ

キを主体とした原生林が発達している。 

 

 ２）大島（沖津宮遙拝所、宗像大社中津宮） 

 中津宮及び沖津宮遙拝所が立地する大島は、丘陵性の山地で形成される。中津宮は、御嶽山山頂の

標高 224ｍに位置する大島御嶽山遺跡から麓に立地する中津宮社殿まで丘陵性の山地の一部にかかる。

また、沖津宮遙拝所は、島の北側の海岸際に立地している。 

 島の大部分は、福岡県北部一帯に認められる中生代白亜紀に形成された関門層群の一部で、安山岩

や凝灰角礫岩で形成される。境内の玉砂利として敷かれている通称あずき石は、この安山岩の円礫を

敷いたものである。島の北西部、神崎灯台周辺には、新生代古第三紀始新世の砂岩が露出している。

神が馬に乗って沖ノ島に飛んでいったという伝説が残る馬蹄岩は、砂岩にできたノジュールを馬の蹄

に見立てたものである。 

 

 ３）本土（宗像大社辺津宮） 

 辺津宮が立地する北部九州の宗像市は、三方を丘陵に囲まれる盆地地形を形成している。盆地内に

降った雨は、釣川に集約され、玄界灘に注ぐ。辺津宮は、釣川の河口域で宗像盆地への入口部分にあ

たり、中生代白亜紀に形成された関門層群の安山岩系の丘陵上である宗像山（標高 55.2ｍ）から沖積

地（標高 3.1ｍ）に立地する。河口域の平野部は、かつて入海であったとされ、干潟を形成していた

と考えられている。また、海岸線は、弓なりの砂浜と砂丘が発達している。概して辺津宮周辺の地形

は、自然に形成された丘陵、沖積地、海浜とともに大規模な改変もなくよく残されている。 
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図Ⅰ－2－1－1 表層地質図 

資料：5万分の 1都道府県土地分類基本調査（津屋崎・神湊・直方・折尾）（国土交通省） 

   地質図Ｎａｖｉ（独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター） 
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（２）動物相 

 １）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 哺乳類は、ドブネズミ、クマネズミの 2 種類が、かなりの個体数生息していることが確認された。 

 確認頻度として、社務所や沖津宮など建物周辺でクマネズミが多く確認される傾向があった。クマ

ネズミはビルや天井裏など比較的乾燥した高所で生活する傾向があるため建物周辺で多く確認され

た可能性がある。ただし、自然林内でもクマネズミは確認されており、沖津宮でもドブネズミが確認

されていることから、両種とも島内に広く生息している可能性が高い。4 ヶ所全ての地点でネズミ類

が確認されており、捕獲頻度も高いことから、生息個体数は非常に多い可能性が高い。 

ネコも持ち込みにより個体数が増えたこともあったが、駆除などの対策により、今回の調査では確

認されなかった。福岡県のレッドデータ調査によってアブラコウモリが１個体確認された。 

 過去、オキノシマジネズミの報告もあったが、20年以上確認されていない。 

 鳥類は、春と秋、渡り鳥の中継地として個体数が増える。貴重種としては、カラスバトやウチヤマ

センニュウ、南方系のリュウキュウコノハズクなどが生息する。最も優位に活動しているオオミズナ

ギドリは、約 10 万羽以上繁殖しているとされ、地面の各所に穴を穿ち、巣を作っている。沖ノ島か

ら約１km南に位置する小屋島には、貴重種のカンムリウミスズメ、ヒメクロウミツバメの繁殖地であ

るが、過去にネズミの侵入による壊滅的な打撃を受けている。 

 爬虫類は、ニホントカゲが多く生息するが、ヘビは生息していない。周辺海域には、アカウミガメ

が遊泳する。 

 両生類は、確認されていない。 

 

 ２）大島（沖津宮遙拝所、宗像大社中津宮） 

 哺乳類は、テンまたはイタチ、ハツカネズミなどが生息する。このほかタヌキやアナグマなども生

息していると考えられるが環境調査では確認されなかった。大島全体では、イノシシの数が増え続け

ており、中津宮境内周辺においても侵入や掘り返しが確認され、被害の報告がある。 

 鳥類は、カラスバトの密度が高く、サシバ、アオバズク、コゲラ、ツバメ、ヤマガラ、ホオジロ、

スズメなどが確認されている。 

 爬虫類及び両生類は、御嶽山の参道周辺でアオダイショウやシマヘビが確認され、ニホンアマガエ

ル、ヌマガエル、ニホンヒキガエルなども生息していることが確認されている。 

 

 ３）本土（宗像大社辺津宮） 

 北部九州に生息しているモグラ目やコウモリ目（アブラコウモリ）、サル目（ニホンザル）、ウサギ

目（ノウサギ）、ネズミ目、ネコ目（タヌキ・キツネ・テン・イタチなど）、ウシ目（イノシシ）など

が辺津宮を含む周辺には見られる。なかでも、イノシシは、境内にけものみちをつくっているところ

が確認されている。 
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（３）植物相 

 植生の状況については、環境省が行なっている「自然環境保全調査」の植生図（図Ⅰ－2－1－2）

により、大まかな状況を把握することができる。また、宗像市では、「宗像市環境基本計画」の策定

に先立ち、平成 17～19（2005～2007）年に自然環境調査（図Ⅰ－2－1－3）を実施している。 

 ここでは、これらの調査結果から、宗像神社境内周辺の植物相の概要を示す。 

 

 １）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 環境省が実施した植生調査では、沖ノ島は、ムサシアブミ－タブノキ群集などの照葉樹林が区分さ

れている。 

 沖ノ島は、周囲を海に囲まれ、さらに対馬暖流が流れていることから、年間を通じて宗像本土に比

べ温暖な気候である。オオタニワタリやビロウなどは、亜熱帯植物の北限とされ、島全体にはタブノ

キの原生林が広がり、植物をはじめ昆虫や鳥類など希少種も多く生息する。 

 

 ２）大島（沖津宮遙拝所、宗像大社中津宮） 

 大島御嶽山遺跡周辺は、自然林が残り、照葉樹高木林の原生林として維持されている。御嶽山の参

道周辺及び御嶽山西側斜面は、昭和 30 年代の航空写真を見ると薪木などの採取が原因でかなり林が

希薄になっている。よって現在、西側斜面の尾根部周辺は、照葉高木林の二次林としてシイ－カシ萌

芽林となっている。谷部は、スギ・ヒノキの植林が認められ、一部に竹林も繁殖する。中津宮社殿境

内周辺は、田畑や果樹園などもある。 

 沖津宮遙拝所周辺は、海も近いことから風衝低木林に囲まれ、自然林の照葉樹低木林であるトベラ

－マサキ群集及びオニヤブソテツ－ハマビワ群集が発達している。 

 大島灯台付近の傾斜地のほとんどはハマヒサカキ（イソシバ）と呼ばれる岩生植物の一大群生地に

なっていて、県下有数の美しい景観を創っている。 

 

 ３）本土（宗像大社辺津宮） 

 御垣内周辺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境内管

理樹林帯と、ある程度、自然階層構造があるような樹林を境内周辺林に区分できる。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。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、

イロハモミジなどがみられる。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

れる。 

 一方、高宮祭場周辺の丘陵斜面林（常緑広葉樹二次林）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。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。 
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図Ⅰ－2－1－2 植生図 

資料：自然環境保全基礎調査 植生調査（環境省 1989）1/25,000現存植生図 



24 

 

  中津宮および大島御嶽山遺跡・参道周辺 

図Ⅰ－2－1－3 植生図（沖津宮遙拝所・宗像大社中津宮） 

資料： 宗像市自然環境調査 
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 保存管理計画に向けた平成 24（2012）年度調査では、沖津宮社殿周辺、中津宮社殿周辺、辺津宮

社殿周辺および高宮祭場の３箇所で、幹回り直径 40cm以上の樹木とご神木の毎木調査を行った。 

 その結果、沖津宮社殿周辺では、構成樹種の数が 12 種と少なく、その中で、タブノキが 41.5％を

占め、次いで、イヌマキが 18.1％、ナタオレノキが 14.9％となっており、これら 3 種類が４分の３

を占めている。イヌマキは、沖津宮周辺にのみ認められる樹種で、神木の杉とあわせ、植林と考えら

れるが、それ以外の樹種は、原生林の構成種とみられる。 

 これに対し、中津宮社殿周辺では種類が 25 種と多くなり、イヌマキが 14.6％、ムクノキが 12.4％、

バクチノキが 11.2％、クスノキが 9.0％などで、１位から４位までの樹種は、境内域の約 50％を占め

ていることがわかる。このなかでイヌマキは、沖津宮周辺同様に御垣内周辺に多く、クスノキは辺津

宮同様生育している。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

位置に生育が認められる。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

生育場所が環境に応じて大きく分かれている。樹勢は概ね良好であるが、上層が密生する高木林では、

樹勢が低下している。 

 辺津宮、高宮祭場周辺では 31 種と多くなる。辺津宮社殿周辺の樹木の特徴は、クスノキが多く、

巨木が多いことがあげられる。その他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。高宮祭場の後背の丘頂斜面周辺はスダ

ジイが多い樹林となっている。なお、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。 

   

  図Ⅰ－2－1－4 毎木調査による樹種構成 
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注） 

 植生調査は、資料編第 1章の以下に示

す。 

・沖津宮社殿周辺 ：ｐ172～174 

・中津宮社殿周辺 ：ｐ192～196 

・辺津宮、高宮祭場：ｐ233～240 
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図Ⅰ－2－1－5 植生図（宗像大社辺津宮） 
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（４）景観 

 １）市域の景観構造 

  ア 骨格となる自然景観 

 宗像市は、北西を玄界灘に面し、中央部に二級河川釣川が流れる本土と、海上の大島、勝島、

地島および沖ノ島の４島から構成され、南東から北西方向に長い市域を有している。本土は、東

を孔大寺山（499ｍ）、湯川山（471ｍ）などの四塚連山と呼ばれる山並み、南を磯部山（286ｍ）、

許斐山（271ｍ）などの低い山並み、西を名児山（165ｍ）などの低い丘陵に囲まれており、圧迫

感のない落ち着いた

盆地的な景観を見せ

ている。南東部から

北流する釣川は流域

が広くなく、低い山

や丘陵地から水が集

まるため流量が少な

く、平常時は流れが

緩やかである。海岸

部はさつき松原と呼

ばれる白砂青松の海

浜で、緩やかに弧を

描く海岸線が特徴的

であり、海岸線の北

西端は草崎、北東は

鐘ノ岬、黒崎鼻が海

に突き出し、独特の

景観を見せている。 

      図Ⅰ－2－1－6 宗像市の地勢と景観要素 

  イ 歴史的景観と変遷 

 宗像市域と西側に隣接する福津市域の範囲は旧宗像郡にあたり、その歴史は古く、律令時代の

神郡宗像はこの範囲であったと考えられる。「万葉歌」に鐘ノ岬（鐘崎）の名が見えるように古

代の交通路は主に海上であったと考えられる。鐘崎、神湊などの比較的大きな漁村集落はその当

時から存在したと考えられ、宗像神社の辺津宮、浜宮や織幡神社なども海に近い場所に位置する。

一方、本土内陸側の山裾、丘陵地端には農村集落が点在し平坦地の水田とともにのどかな田園景

観を示している。宗像神社の 75 末社の所在状況からも古い集落の存在がわかる。 

 中世以降の主要交通路は内陸側に移り、江戸時代に整備された唐津街道沿いには赤間宿などの

集落が形成された。赤間宿、原町の街並みは、明治・大正期の雰囲気を現在にとどめている。 

 明治時代以降は、内陸部を通る鉄道、国道が主要交通路となり、駅周辺や道路沿いに市街地が

形成されてきた。戦後は、昭和 40（1965）年から開発された日の里団地をはじめ、丘陵地上に

住宅団地が広がり、現在の住宅市街地が形成され、宗像ユリックスなどの公共空間が設けられた。 

 市域南部の旧宗像市域の市街化が進んだ一方で、辺津宮周辺の旧玄海町や中津宮周辺の旧大島

村の区域までは開発が及ばず、昔ながらの田園風景や漁村風景が今も残っている。 
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 ２）宗像神社境内周辺の景観 

  ア 沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 沖ノ島は、海上の孤島でありながら、一ノ岳（243

ｍ）をはじめとする高い山がそびえ、山肌に岩が露出

したその姿は、神聖さを感じさせる荘厳な景観を呈し

ている。島の南側には、小屋島、御門柱、天狗岩があ

り、あたかも鳥居のような景観要素となっている。山

上からは、空気の澄みきった日に限り、北西側に対馬、

東側に壱岐、南西側に小呂島、南側に九州本土、東側

に本州を見ることができ、古代の祭祀はそのような景

観を背景として行われたものと考えられる。 

 

  イ 大島（沖津宮遙拝所） 

 大島の北海岸に位置する沖津宮遙拝所は、北北西方

向に沖ノ島を見渡す絶好の位置にある。それ以外の方

向は、山々に囲まれ、自然の景観が広がる。その一方

で、近傍の建物にトタンで作られた倉庫が目立つなど

の状況がみられる。 

 

  ウ 大島（宗像大社中津宮） 

 大島御嶽山遺跡のある御嶽山山頂（224ｍ）からは、

空気の澄みきった日に限り、沖ノ島をはじめ、壱岐・

対馬、福岡市内の福岡ドームや福岡タワーとその背後

に背振山系、宗像市福津市とその背後に英彦山、北九

州市内の工場群や皿倉山、本州を望むことができる。

さらに、対岸の宗像市・福津市側の海岸域は、弓なり

状の砂浜や松原が広がり、その背後には大型建物や宅

地造成による団地などが無いため、自然景観が保たれ

ている。 

 中津宮境内は、原生的な社叢林となっており、中津

宮周辺の街並みは、江戸時代以降、海岸に営まれた集

落が今もその配置を留めているが、近代的な建物も見

受けられる。 

 

 

 

 

         写真Ⅰ－2－1－4 景観写真（大島からみた本土側） 

 
  

写真Ⅰ－2－1－1 景観写真（沖ノ島） 

写真Ⅰ－2－1－2 景観写真（沖津宮遙拝所） 

写真Ⅰ－2－1－3 景観写真（大島全景） 
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▲大島港からみた中津宮            ▲大島の集落景観 

写真Ⅰ－2－1－5 景観写真（大島） 

  エ 本土（宗像大社辺津宮） 

 辺津宮周辺は、釣川とその河口に広がる平野、その先に玄界灘を望むことができ、平野の両側を丘

陵が延びる。平野と丘陵の裾には、集落が展開し、建物の構造は異なるものの宗像地域の原風景を保

っている。ただし、学校や河川の護岸、携帯電話の中継基地など近代的な構造物も同時に目立ってい

る。全体的には、高層マンションや宅地造成を伴う住宅などは少なく、良好な景観を保っている。 

 

    
▲田島（辺津宮周辺）の景観   ▲下高宮から玄界灘を望む 

 
▲宗像山（上高宮） 

    
▲海の道むなかた館周辺     ▲辺津宮前面の民有地建築物 

写真Ⅰ－2－1－6 景観写真（本土・宗像大社辺津宮周辺）  
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（５）災害 

 

 １）宗像神社境内における過去の災害 

 『宗像神社史附巻』（年表）によると、これまで宗像神社境内においては、台風、大風による鳥居

など石造物の転倒、建物被害、倒木による建物被害および洪水による浸水被害がみられる。 

 地震については、次表のものが関係していると考えられ、宗像の震度は 5～6（過去のものは推定）

程度である。玄界灘で津波があったと考えられる地震は多くない。 

 

表Ⅰ－2－1－1 宗像神社境内における災害年表 

年号 西暦  事   項 出典 

慶長 4（1599）年 8 月 辺津宮正面の木鳥居、大風にて転倒す。 神社史 

元和 7（1621）年 5 月 夜、第一宮本殿の瓦悉く落つ。  〃  

慶安 2（1649）年 8 月 辺津宮正面木鳥居、大風のため破損す。  〃  

萬治 3（1660）年 9 月 辺津宮阿弥陀經石覆屋に覆ひかかれる楠の巨木、台風により倒れ、覆屋を

砕き、經石を二つに分断す。 

 〃  

元禄 16（1703）年 2 月 これより先、辺津宮社頭の木鳥居破損す。  〃  

宝永元（1704）年 8 月 大風洪水、昨年二月、藩主綱政建立の石鳥居転倒す。  〃  

享保 9（1724）年 8 月 大風のため、辺津宮末社並に拝殿に大杉倒れ、破損す。  〃  

宝暦 5（1755）年 大風吹く、宗像・鞍手・遠賀・上座・下座・夜須・御笠・嘉麻・穂波被害甚大、

潰家 2,830 戸、死者 43 人、斃牛 19 頭、倒木 15,000 本。 

地域防災 

宝暦 12（1762）年 3 月 辺津宮末社政所社、倒木により潰頽す。 神社史 

文政 10（1827）年 正月 辺津宮本殿・拝殿・末社屋根大破につき、修復方を藩庁に出願す。但し倹

約令により許されず。 

 〃  

文政 11（1828）年 台風、曲村・名残村では家屋崩壊、倒木、死者あり。希代の大風で大被害、転家・

転木著し。｢希代の台風｣、多くの家屋が崩壊。 

地域防災 

天保 11（1840）年 古今曾有の洪水、郡中で 20 箇所余り土手切れ。  〃  

嘉永 3（1850）年 宗像地方に大洪水、大暴風雨、宗像地方困窮し救援米 8,420 包を受ける。 地域防災 

明治 17（1884）年 8 月 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

て転倒す。 

 〃  

明治 24（1891）年 この年 辺津宮新馬場石鳥居、水害にて転倒す。  〃  

明治 26（1893） 未曾有の大雨洪水、村民困窮、暴風烈雨、家屋倒壊、草木枯死すると過去帳にあ

る。 

 〃  

大正 7（1918）年 同上。  〃  

昭和 5（1930）年 7 月 暴風雨により、宗像三宮の施設・樹木に若干の被害あり。 神社史 

昭和 16（1941）年 10 月 暴風雨のため社殿および植樹に被害あり。  〃  

昭和 17（1942）年 8 月 台風のため、中津宮施設の一部に被害あり。  〃  

昭和 18（1943）年 9 月 強風のため、沖津宮社務所の屋根破損す。  〃  

昭和 21（1946）年 8 月 密漁船員、沖ノ島に上陸し、喫煙せるため火薬に引火し、沖津宮社務所等

三棟全焼す。 

 〃  

昭和 28（1953）年 2 月 辺津宮本殿の防災工事に着手す。3月完了す。  〃  

昭和 34（1959）年 7 月 豪雨により辺津宮玉垣・拝殿・社務所床下浸水し、高宮参道附近の崖崩壊

す。 

 〃  

昭和 41（1966）年  この年 辺津宮本殿・拝殿・境内摂末社・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。 

 〃  

昭和 45（1970）年 8 月 台風のため、辺津宮施設に若干の被害あり。  〃  

昭和 47（1972）年 7 月 豪雨により沖ノ島の社務所、正三位社が流される。 

その後、港湾背後の法面は平成 2（1990）年モルタルで補強される。 

現状変更 

一覧 

平成 18（2006）年 7 月 大雨により、禊ぎ場の背面の崖が崩壊し、その後、網による防護柵で補強

される。 

 〃  

資料：宗像神社史附巻（年表）、宗像市地域防災計画 
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 ２）地震 

  ア 福岡県における地震履歴 

  ア）近年の主な地震 

 福岡県は、日本の中でも地震による被害を受けた経験が少ない地域であるが、近年において被害を

受けた事例では福岡県西方沖地震がある。福岡管区気象台での有感地震記録によると、1904 年の観

測開始以来、震度 5 以上を観測したのは福岡県西方沖地震の一 度である。最大震度は、2005年福岡

県西方沖地震の震度 6弱で、震度 4（昭和 16（1941）年日向灘、平成８（1996）年日向灘、昭和 43

（1968）年の愛媛県西方沖、平成３（1991）年周防灘）を 4回経験している。 

 福岡県周辺で平成９（1997）年 1月までに発生した浅い地震の震央分布は、筑後から有明海、久住

で地震の発生が集中しているが、これらの地震は、ほとんどがマグニチュード 5以下の地震である。 

 宗像市から相当距離が離れていることもあり、宗像市に被害を与えるものではなかった。 

 しかし、平成 17（2005）年 3月 20日の福岡県西方沖地震の発生により宗像市に被害を与える地震

が起こり、これまでにも歴史をさかのぼれば、地震によって被害が発生した例がある。 

 

  イ）主な歴史地震履歴 

 史実に知られる限り、宗像市に最も大きい揺れをもたらした地震は、天武７（679）年の地震であ

る。これは、日本書紀に記述されているもので、マグニチュード７クラスの地震が筑紫の国を襲った

ことが読みとれる。「筑紫地震」とよばれることもあるこの地震は、福岡県の行った活断層調査（福

岡県，1996「福岡県活断層調査報告書」）によって、久留米市域北部を東西にのびる「水縄断層系」

で発生したことが確認された。九州では大地震の発生箇所は豊後水道から天草灘に至る九州中部を横

断する中央構造線沿いおよび日向灘に集中し、福岡県ではほとんど発生していない。 

 福岡県北部で発生した被害地震としては、明治 31（1898）年 8月 10日の｢糸島地震(M6.0)｣が良く

知られている。12日にも同程度(M5.8)の地震が発生したほか、いくつかの余震が発生している。 

 国内の地震史については、歴史上に伝えられている史料から過去の地震についてまとめた宇佐美龍

夫編『新編日本被害地震総覧[増補改訂版]』（東京大学出版会、1996 年）にまとめられている。これ

によると、被害は、糸島半島の東部、国鉄筑肥線の北側沿線に集中し、全体で負傷者 3人、家屋破損

58棟、家屋傾斜 15棟、土蔵破損 13棟、神社破損 8箇所などの被害があった。しかし、平成 17（2005）

年の福岡県西方沖地震はそれを上回る被害（平成 17（2005）年 5月 13日までに判明している主な被

害；1人死亡、1,069人負傷、8,853棟損壊）をもたらしている。 

 また、福岡県では、安政元（1854）年伊予地震や明治 22（1889）年熊本地震など周辺の地域で発

生した地震によっても被害が生じることもある。さらに、四国沖から紀伊半島沖の南海トラフ沿いを

震源域とする地震による被害を受けることもある。宇佐美（1996）によると安政元（1854）年安政

南海地震では、宗像市においても震度 5 程度の揺れがあり、家屋等への被害が生じた可能性があると

されている。 

 宇佐美(1996)をもとに、宗像市域に震度４以上の揺れをもたらした可能性があるものおよび宗像市

域に被害が見られたものを次表に示す。 

（この項、宗像市地域防災計画 ｐ21 第１章 総則 第４節 災害危険性による。） 
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表Ⅰ－2－1－2 北部九州の主な歴史地震履歴 

年号 震源域 
ﾏｸﾞﾆ 

ﾁｭｰﾄﾞ 

震源 

深度

(km) 

最大 

震度 

宗像 

の 

震度 

推定 

加速度

(gal) 
被害等の概要 

天武 7（ 679）年 筑紫国 7 
±0.5 

   94 筑紫の国で家屋破壊多く、幅 2 丈、長さ

3000 余丈の地割れ発生。 

明応 7（1498）年 日向灘 7.0 
～7.5 

   24 伊予で地変多し。詳細不明。 

文録 5、慶長元 

（1596）年 

大分県別府湾 7.0 
±1/4 

   54 別府湾で大津波。瓜生島陥没。大分市 5,000 

戸のうち 4,800戸損壊。湯布院で山崩れ。 

元禄 13（1700）年 壱岐・対馬 7.0    83 壱岐・対馬で被害大。潰家 89 戸久留米で

有感。 

元禄 16（1703）年 佐賀県      小城古湯温泉の城山崩れ、温泉埋まる。久

留米で有感。 

宝永 3（1706）年 筑後      久留米・柳川で強い地震。被害記録なし。 

宝永 4（1707）年 「宝永南海地

震」 

8.4  7 5 905 潰家は東海、近畿、四国のほか、信濃、甲

斐でも多く、北陸・山陽・九州でも生じた。

津波は房総から九州に至る太平洋岸を襲っ

た。九州では佐伯で潰家約 100 戸、津波波

高約 3ｍ等の被害あり。 

享保 8（1723）年 九州北部 6.5 
±1/4 

 5 5 37 肥後で倒家 980 戸。筑後でも瓦落ち、潰家

もあり、河畔に地割れを生じ、泥を噴出。

久留米で寺々の石塔倒れる。 

明和 6（1769）年 大分県 7.75 
±1/4 

 6 4 54 延岡城石垣損壊。臼杵で潰家 531 戸など。

柳川でも被害あり。 

寛政 4（1792）年 長崎県島原 6.4  5～

6 

 26 震害による被害は軽微。眉山(前山)崩壊し、

土砂が有明海に大量に進入し、波高 9ｍの

大津波発生。「島原大変肥後迷惑」。 

天保 2（1831）年 佐賀県 6.1    41 佐賀城の石垣が崩れる。詳細不明。 

弘化 4（1847）年 福岡県柳川 5.9    34 柳川で家屋崩壊あり。 

安政元（1854）年 「安政南海地

震」 

8.4  7 5～

6 

6 32時間前に東海沖で発生した巨大地震に引

き続いて発生。関東から九州にかけて大被

害。津波襲来。全国で潰家 2 万戸以上。 

安政元（1854）年 伊予西部 7.3 ～

7.5 

 6 5～

6 

50 中国・四国・九州で強い揺れ。 

明治 5（1872）年 島根沖 

「浜田地震」 

7.1 
±0.2 

 7 5～

6 

15 浜田県で潰家 4000 戸以上。久留米市付近

でも液状化による被害があった。 

明治 22（1889）年 熊本 6.3  5 3～

4 

23 熊本市付近で大被害。計 200 戸以上の潰家

発生。柳川方面でも潰家 60戸余。 

明治 27（1894）年 熊本県中部 6.3    25 阿蘇郡において石垣の崩壊多数など。 

明治 28（1895）年 熊本 6.3    25 同上。 

明治 31（1898）年 福岡県西部 6.0  4 4 84 糸島半島に被害が集中し全壊 7 戸、家屋破

損 58戸。 

 福岡県西部 5.8  4 4 67 上記の最大余震。 

大正 11（1922）年 千々石湾 6.9    36 島原半島南部で被害大。約 200 戸の住家が

全壊。 

昭和 4（1929）年 福岡県南部 5.5    20 小国地方で家屋半壊 1 戸。 

福岡県南部 5.1    38 雷山付近で崖崩れ等。 

昭和 5（1930）年 福岡県西部 5.1 30   18 雷山付近で崖崩れ等。 

昭和 22（1947）年 大分県西部 5.5    25 大分県日田地方で崖崩れ等。 

昭和 41（1966）年 有明海 5.5 20   15 屋根瓦や壁の崩れあり。 

昭和 43（1968）年 愛媛県西方沖 6.6 40 5 4 6 愛媛県を中心に被害。全壊 1 戸。 

平成 3（1991）年 周防灘 6.0 19 4 4 42 建物に軽微な被害あり。 

平成 9（1997）年 山口県北部 6.1 12 5強 4 14 建物に軽微な被害あり。 

平成 17（2005）年 福岡県西方沖 7.0 9 6弱 5 
弱 

14 福岡市に被害が集中し、全壊 132 戸、半壊

243 戸、一部損壊 8,478 戸（内宗像市 67 

戸）。 

資料：宗像市地域防災計画ｐ20 平成 18 年 3 月（元資料：宗像市防災アセスメント調査（平成 17 年 3 月）） 
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  イ 宗像市周辺の地震発生予想 

 北部九州の活断層としては、下図のものがあるが、辺津宮境内に近接する宗像市と福津市の境界

線上に「西山断層系」が走っている。西山断層系は活断層とされているが、差し迫った地震の発生

の可能性は小さいとしている。しかし、最新の新聞報道によると、今後 30 年以内にマグニチュー

ド 6.8以上の地震が起こる確率は、九州北部では 7～13％、西山断層系はＭ7.9～8.2 が予想されて

いる。（政府地震調査研究推進本部発表。平成 25（2013）年 2月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－2－1－7 福岡県内の断層系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－2－1－8 西山断層系と宗像大社辺津宮の位置関係 

宗像市 
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 ２）津波の発生予想 

 平成 23（2011）年３月 11日に発生した東日本大震災をうけて、福岡県は災害対策基本法に基づ

いて福岡県防災会議が定めた地域防災計画（震災対策）の見直しに着手し、福岡県においても最大

クラスの津波を設定し、詳細な検討を行う必要があるとの考え方から「津波に関する防災アセスメ

ント調査」を行っている。 

 同調査報告書では、対馬海峡東の断層、周防灘断層群主部、雲仙地溝南縁 東部断層帯と西部断

層帯の連動の３つの波源による津波の高さを推計しているが、宗像市を含む玄界灘、響灘沿岸地域

においては、対馬海峡東の断層による津波の影響が大きいと予測され、推計計算結果を次のように

示している。 

 宗像市では最大津波高が２m以上になると予測されており、下表のように、大島の沖津宮遙拝所

の付近では 2.5～３ｍになると示されている。また、津波が釣川を遡上し、辺津宮付近まで達する

ものと考えられている。 

 

表Ⅰ－2－1－3 対馬海峡東の断層による津波の予測 

（１）津波の到達時間 

・ 対馬海峡東の断層において想定した地震が起きた場合の津

波は、朔望平均満潮位では地震発生から 71 分程度で最も速

く宗像市に到達し、平均潮位では 85 分で北九州市に到達す

ると予測される。 

（２）最大津波高 

・ 波高は玄界灘と響灘の沿岸部で高く、糸島市と福岡市東区、

宗像市、岡垣町で最大津波高が 2 m以上になると予測され

る。この中で、最大津波高は宗像市が最も高く、朔望平均

満潮位の場合は 2.50 m、平均潮位の場合は 2.61 m である。 
 

対馬海峡東の断層による津波 

 

資料：「津波に関する防災アセスメント調査報告書」平成 24年３月 
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 ３）風水害 

  ア 被災状況 

 近年、宗像市に被害を与える風水害としては、台風と集中豪雨によるものが多い。梅雨前線に伴

う豪雨は河川の内水氾濫を引き起こし、台風はさらに風による災害を伴う。宗像市においては台風

より集中豪雨による災害が多く発生している。 

 釣川の氾濫による水害、がけ崩れなどの土砂災害が発生しており、河川整備が行われる昭和中期

頃以前は、豪雨時には釣川沿いの耕作地に氾濫していたが、人家等がない為、大きな被害は発生し

なかったものと考えられる。その後、人口増加に伴い河川沿いの低地にも宅地が進出してきている

が、釣川の河川改修整備が進められ、現在のところ釣川の氾濫にいたるような大規模な水害は発生

していない。しかし、釣川に流入する小河川において内水氾濫が発生し、豪雨のたびに浸水被害が

発生している。 

 土砂災害については、昭和 28（1953）年災害、昭和 34（1959）年災害時の死者の原因となって

いるように、集落背後の山地が崩れると人的被害を伴う規模の大きな災害となる場合が多い。宅地

開発が進む昭和 40 年代以降、山地と住宅地の接近がすすむ状況で大規模な土砂災害が発生してい

ないのは幸いと考えられる。 

 この他、まれにではあるがたつ巻による被害が発生している。 

（宗像市地域防災計画  第１章 総則 第４節 災害危険性） 

 災害年表（表Ⅰ－2－1－1）にみるように、これまでも暴風による鳥居の転倒や社殿の倒壊など

が記録されている。 

 辺津宮の神宝館・第二駐車場地区は浸水を被りやすく、さらに社殿周辺まで浸水する可能性があ

る。 

 

  イ 浸水被害想定 

 福岡県では、大雨に伴う「浸水想定区域図」を作成している。（図Ⅰ－2－1－9）に釣川の一部を

示す。 

 これによると、辺津宮境内は、1.0ｍ未満での浸水のおそれがある。 
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資料：「福岡県浸水想定区域図」（Ｈ20.2.22策定）福岡県河川課ホームページ 

図Ⅰ－2－1－9 浸水想定区域図 

宗像大社辺津宮 
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２２２２．．．．社会的環境社会的環境社会的環境社会的環境 

 

（１）指定地内の土地所有状況 

 史跡指定告示に示される指定地内の、現在の土地登記簿における地番、地目、地籍および所有者は、

以下のとおりである。 

 １）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

表Ⅰ－2－2－1 沖ノ島（宗像大社沖津宮）地番表 

 

 

 

図Ⅰ－2－2－1 沖ノ島（宗像大社沖津宮）地籍図  

大字 字 番地
指定時の

地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

1 大島 沖ノ島 2988 境内地
昭和27年11月28日

承継
683,510

宗像神社

(宗像大社)
　沖津宮

小屋島 

御門柱 

天狗岩 
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 ２）沖津宮遙拝所 

表Ⅰ－2－2－2 沖津宮遙拝所地番表 

 

 

図Ⅰ－2－2－2 沖津宮遙拝所地籍図 

 

 ３）宗像大社中津宮 

表Ⅰ－2－2－3 宗像大社中津宮地番表 

 

注）上記の地域に隣接する天の川河川敷を含む。  

大字 字 番地
指定時の

地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

2 大島 伊東 1293 境内地
昭和27年11月28日

承継
1,408

宗像神社

(宗像大社)
　沖津宮遙拝所

3 大島 伊東 1296 境内地
昭和27年11月28日

承継
988

宗像神社

(宗像大社)
　沖津宮遙拝所

大字 字 番地
指定地時

の地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

1 大島 大岸 1811-1 境内地
昭和27年11月28日

承継
9,722

宗像神社

(宗像大社)
　中津宮

2 大島 大岸 1812 雑種地
昭和35年2月20日

売買
79

宗像神社

(宗像大社)
　織女神社

3 大島 中津和瀬 2984-4 保安林
昭和31年12月10日

売買
123.16

宗像神社

(宗像大社)

　当該地番の一部

　御嶽宮

4 大島 中津和瀬 2984-5 山林
昭和31年12月10日

売買
557

宗像神社

(宗像大社)
　御嶽宮

昭和27年11月28日

承継

平成22年12月27日

分筆

6 大島 81-188 里道 69.01 宗像市

宗像市大島2987番1と同2984番5に

挟まれ同2987番1と同2984番4に挟

まれるまでの道路敷

7 大島 81-209 里道 1,467.01 宗像市

宗像市大島2230番2と同1753番2に

挟まれ同2249番と同1721番に挟ま

れるまでの道路敷

8 大島 81-211 里道 394.02 宗像市

宗像市大島2309番19と同2986番2

に挟まれ同2987番1と同2987番2に

挟まれるまでの道路敷

9 大島 81-145 里道 11.51 宗像市

宗像市大島2230番2と同1811番1に

挟まれ同1753番2と同1811番1に挟

まれるまでの道路敷

2,571
宗像神社

(宗像大社)
　御嶽宮5 大島 中津和瀬 2987-1 境内地
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図Ⅰ－2－2－3 宗像大社中津宮地籍図  
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 ４）宗像大社辺津宮 

表Ⅰ－2－2－4（1） 宗像大社辺津宮地番表 

 

  

大字 字 番地
指定地時

の地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

53-3

55-2

63-3

64-1

64-2

63-1

63-2

1503

1505

1528

1506

1507

1512-2

1515

1516

1511

1512

4 田島 大谷 1529-1 境内地
昭和29年3月12日

売買
150

宗像神社

(宗像大社)
　宗像山南斜面

2221-2

2223-1

2225

2240

2242-1

2243-1

2244

2246

2247-1

2247-2

2248

2250

2251-1

2251-2

2252

2253-1

2253-3

2254-1

2254-2

2256

2258

2259-1

2260

2264

2271-1

2271-5

2273-2

2273-4

2275-1

2275-2

2276-1

2276-2

2277-1

2277-2

2279-1

2279-2

2280

2288-1

2290-3

6 田島 上殿 2255 畑
昭和54年3月25日

相続
392 個人

7 田島 上殿 2259 畑
昭和40年6月20日

相続
413 個人

　北側水路外緑地

　宗像山

平成8年9月17日

分筆

2 深田 堀ノ尻 63-1 境内地

昭和47年3月14日

合筆
348

宗像大社

(宗像大社)

　上高宮祭場

昭和50年7月11日

合筆

3 田島 大谷 1504 境内地

昭和48年2月16日

合筆
13,203

昭和50年7月11日

合筆

5 田島 上殿 2224 境内地

昭和48年3月7日

合筆
28,865

宗像神社

(宗像大社)
1 深田 堀ノ尻 53 境内地 　宗像祖霊社の横

宗像神社

(宗像大社)

昭和48年5月12日

合筆
1,822

宗像神社

(宗像大社)
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表Ⅰ－2－2－4（2） 宗像大社辺津宮地番表 

 

大字 字 番地
指定地時

の地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

8 田島 上殿 2278 境内地
昭和52年10月11日

売買
1165

宗像大社

(宗像大社)

2284-6
昭和48年3月8日

合筆

2282-2
昭和54年9月17日

分筆

2282-3
昭和55年6月27日

相続

2284-1

2284-5

2284-6

2281-2

2286-1

2286
昭和50年7月10日

合筆

2284-3
昭和30年3月10日

贈与

2284-4
昭和41年12月2日

分筆

12 田島 上殿 2284-2 2284-4 宅地
昭和48年3月8日

合筆
395.57 個人

2322

2328-1

2329-1

2329-2

2330

2332-2

2333-1

2334-1

2339

2347

2348-2

2348-3

2349

2350-2

2353

2354

2354-3

2355

2360-3

2361-3

2362-3

2356-2

2953-2
昭和51年4月1日

合筆

2369-1

2369-2

2370-3

2368-2

2373-1

2373-2

2374   

2377-1

2377-2

17 田島 山下 2376 2368-1 宅地
昭和50年7月9日

合筆
1,064.92

宗像神社

(宗像大社)
　宗像護国神社

18 田島 山下 2378 境内地
昭和27年11月28日

承継
75

宗像神社

(宗像大社)
　御飯の井

2379-2

2379-4

2381-3

2381-8

2379-1

2379-6

2379-9

宗像神社

(宗像大社)

昭和56年6月4日

分筆

宅地

昭和48年3月8日

合筆

1,975.52

昭和42年6月28日

分筆

2,746

19 田島 山下 2379-1

2372 境内地

田島 上殿 2282-2

上殿

2,818

昭和44年9月16日

合筆

13 田島 上殿

昭和48年3月8日

合筆

境内地

16 田島 山下

昭和43年10月7日

合筆

6,435

2284-3 境内地11 田島

15

412

12,832

昭和48年3月8日

合筆

昭和43年9月17日

昭和43年10月7日

合筆

宗像神社

(宗像大社)

田島 第三ノ下 2350
宗像神社

(宗像大社)

昭和48年3月8日

合筆

境内地

14 田島 第三ノ下 2332
宗像神社

(宗像大社)

宗像神社

(宗像大社)

個人

10 田島 上殿

9 宅地 1,363.74

昭和48年3月8日

合筆

2331 境内地
宗像神社

(宗像大社)

2284-1 境内地

宗像神社

(宗像大社)

35,024
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表Ⅰ－2－2－4（3） 宗像大社辺津宮地番表 

 

注）上記の地域内に介在する道路敷、水路敷を含む。 

 

図Ⅰ－2－2－4 宗像大社辺津宮地籍図  

大字 字 番地
指定地時

の地番
地目 登記及び行為の日付 最終面積（㎡） 所有者 備考

2381-6
昭和48年3月8日

合筆

2381-7

2379-5

2381-4

2381-5

22 田島 山下 2381-1 畑
昭和29年1月16日

相続
75 個人

23 田島 山下 2381-2 2381-9 畑
昭和48年3月8日

合筆
336 個人

20 田島 2379-3 312.65

昭和48年3月8日

合筆
512.60 個人宅地

宅地 個人
平成9年4月20日

相続

21 田島 山下 2380

山下
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（２）史跡および周辺の法規制指定状況 

 

 １）土地利用規制に関する主な法令 

 法令に基づく文化財の保存・管理に有効な土地利用規制区域、指定対象物等として、以下のものが

ある。 

表Ⅰ－2－2－5 土地利用に規制を行うことが可能な主な関係法令 

法律 法に定められた規制区域等 規制 

文化財保護法 国宝 重要文化財 

史跡 特別史跡 

名勝 特別名勝 

天然記念物 特別天然記念物 

重要伝統的建造物群保存地区 

許可 

 

 

 

 重要文化的景観 届出 

自然公園法 特別保護地区 許可・届出 

特別地域 第 1 種特別地域、第 2 種特別地域、第 3 種特別地域 許可・届出 

普通地域 許可 

自然環境保全法 原生自然環境保全地域 許可 

 野生動植物保護地区 禁止 

自然環境保全地域 特別地区 許可 

 普通地区 届出 

鳥獣保護法 特別保護地区 許可 

鳥獣保護区 ― 

森林法 保安林 許可 

地域森林計画対象民有林 許可 

砂防法 砂防指定地 ― 

急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 許可 

河川法 河川区域 許可 

海岸法 海岸保全区域 許可 

港湾法 港湾区域 許可 

農業振興地域の整備

に関する法律 

農業振興地域 農用地区域 許可 

都市計画法 都市計画区域 ― 

市街化区域 用途地域 許可 

市街化調整区域 用途地域 確認 

風致地区  許可 

高度地区  確認 

景観法 景観計画区域 届出 

景観地区 申請・認定 

準景観地区 申請・認定 

景観重要公共施設 ― 

景観重要建造物・景観重要樹木 許可 

景観農業振興地域整備計画区域 協議・勧告 
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 ２）指定地および周辺の土地利用規制指定状況 

 史跡「宗像神社境内」指定地および周辺に指定されている関係法令による規制区域等は、（表Ⅰ－2

－2－6、表Ⅰ－2－2－7、図Ⅰ－2－2－5（1）～（3））のとおりである。 

 なお、現在、景観法による景観計画区域および準景観地区等について、指定に向け検討を行ってい

る。（図Ⅰ－2－2－6）３種類の「景観重点区域」の設定を検討中。 

 

表Ⅰ－2－2－6 史跡「宗像神社境内」指定地および周辺の土地利用規制 

  

沖ノ島 

（沖津宮） 

 沖ノ島は、港湾施設を除く全島が許可制の自然環境保護法による自然環境保全地

域・特別地区に指定されており、現状変更に対し強い規制がかけられている。 

 沖ノ島全島および小屋島、御門柱、天狗岩が鳥獣保護法による特別保護地区に指定

されている。 

大

島 

大島全体  大島は、全島が都市計画区域外であり、都市計画法の開発行為規制、建築基準法の

集団規定が及ばない。島の北西部の一部が自然環境保護法による自然環境保全地域に

指定されている。なお、島の谷筋には農業振興地域の整備に関する法律による農業振

興地域が指定されている。 

沖津宮遙拝所 沖津宮遙拝所の周辺は、法規制がかけられていない。 

中

津

宮 

大島御嶽山

遺跡および

参道 

 大島御嶽山遺跡は、森林法に基づく保安林に指定されており、その種別は水源かん

養保安林である。 

 御嶽神社へ至る登山参道の周辺は、法規制がかけられていない。 

中津宮境内

（ 社 殿 周

辺） 

 中津宮境内の南側の天の川は砂防法による砂防指定地となっており、竹木の伐採や

土石の採取等の行為が規制されている。 

 中津宮が面する海岸は、港湾法に基づく港湾区域、海岸法に基づく海岸保全区域（大

島海岸）に指定されている。 

辺津宮および周辺  辺津宮を含む宗像市玄海地域は、平成 25（2013）年 4 月に都市計画法による市街

化調整区域に編入された。（平成 22（2010）年 3 月に準都市計画区域に指定された

ものを変更。離島を除く。） 

 辺津宮境内の南側を占める宗像山（上高宮）は、自然公園法に基づく「玄海国定公

園」の第３種特別地域に指定されている。 

 また、市街化調整区域は、農業振興地域の整備に関する法律による農業振興地域で

あり、辺津宮境内に隣接する南東側は、農用地区域となっている。 
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図Ⅰ－2－2－5（1） 指定地および周辺の土地利用規制区域等指定状況図（沖ノ島） 

 

 

 

図Ⅰ－2－2－5（2） 指定地および周辺の土地利用規制区域等指定状況図（大島） 
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図Ⅰ－2－2－5（3） 指定地および周辺の土地利用規制区域等指定状況図（辺津宮周辺） 

 

図Ⅰ－2－2－6 宗像市景観計画における景観重点区域（案）  
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表Ⅰ－2－2－7 指定地および周辺の土地利用規制の適用状況 
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（３）宗教行為および信仰・習俗 

 １）沖ノ島（宗像大社沖津宮）における禁忌 

 古代に祭祀が行われていたころから、沖ノ島は神聖な場として人の行き来は、極力制限されてきた

と思われる。中世の段階でも神事以外で上陸していた形跡は認められない。 

 人の常駐がなかった沖ノ島であるが、寛永 16（1639）年以降、福岡藩によって沖ノ島の警備のた

め島守が置かれ、50 日交替で在島した（『筑前国続風土記』）。それに伴って、現在も続く禊の風習が

記録にみえるようになる。初めて沖ノ島に来た人は、まず海水に入り正三位社に参拝した後、７日間

毎日海水で身を清め、８日目にようやく沖津宮社殿に参ることができた。禊の風習は、寛政６（1794）

年に警備の為に沖ノ島へ渡航した青柳種信の『瀛津島
おきつしま

防人
さきもり

日記』にもみえる。また、現在も続く禁忌

に「女人禁制」があるが、既に近世において僧侶と女人の入島を禁ずる記述がある。他の禁忌として

は、沖ノ島の「竹木土石」などを取ると災いがおこるとして恐れられており、縁起の悪い言葉は「忌

み言葉」として使用が避けられ別の言葉で言い換えられた。このように、江戸時代になると文献に沖

ノ島についての記述が現れるが、祭祀遺跡については諸史料に何も記されていない。これは、見聞し

たことを口外してはならないという「不言島
おいわずのしま

」の禁忌が守られていたことを示しているといえる。 

 現在は、宗像大社の神官が１名 10 日交代で島に常駐し、毎日、社殿での神事を行なっている。ま

た、地元漁師たちも沖ノ島（沖津宮）に対する信仰は篤く、献魚などして豊漁や漁の安全などを願っ

ている。また、年に一度５月 27 日の沖津宮現地大祭に限り一般男性の沖津宮参拝が許される。この

時も、約 250名が島に上陸するが、上陸前の禊や一木一草たりとも持ち出さないといった禁忌は厳格

に守られている。 

表Ⅰ－2－2－8 沖ノ島（宗像大社沖津宮）の禁忌 

①入島制限（女人禁制など） 

島内は、宗像大社の神職以外、立入ることを禁じている。 

一般の男性は、神事として毎年 5 月 27日の沖津宮現地大祭のみ上陸することが許されるが、事前

の申し込みにより人数は制限される。このときも、沖津宮までの参道以外の進入はできない。 

調査及び視察、軽微な工事の場合は、宗像大社の渡島申請を必要とし、許可を得たものが島内に入

ることが許される。なお、女性は、禁忌により島内に立ち入ることができない。 

②禊 

宗像大社の許可を得て上陸したものは、必ず禊を行わなければならない。禊とは、穢れた身を全

裸になって海水に浸かり、清めることである。沖ノ島という神聖な場所へ入るための儀礼である。 

③一木一草一石の持ち出し禁止 

沖ノ島にある動産は、すべて持ち出すことを禁じている。地元の漁師は、沖ノ島でついた土や小

石を袋に集め、再び沖ノ島に返したほどである。このことにより沖ノ島祭祀遺跡の奉献品約 8万点

（現在国宝指定）などが盗掘を受けることなく保存されていたといわれる。昭和 29 年から始まる

沖ノ島の学術調査以降は、記録保存などを行い、奉献品を本土に持ち出している。これは、今後、

盗掘などの脅威を避け、適切な保存を行うためである。また、島にある真水は、御神水として持ち

出すことができる。これについては、航海を行なう上で水は必需品であったと考えられ御神水をペ

ットボトルなどに入れて持ち帰る。 

④お言わずの島 

元来、島で見たり聞いたりしたことは、一切口外してはならないとされていた。沖ノ島の情報が

世間に広く伝わらなかった原因の 1つである。 

⑤食事 

島内で 4本足の哺乳動物全般を食すことはできない。これは神道において農耕で働く馬や牛など

を大切にしており、殺して食すことを忌み嫌うことから来ているという。 
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 ２）宗像大社中津宮境内における神事 

 近世以降、沖ノ島へ渡島するときは、必ず中津宮で身を清め、潔斎をしていた。寛政６（1794）年、

沖ノ島の監視役として赴任した青柳種信もまた沖ノ島に渡るために大島で 10 日ほど滞在しており、

初日に潔斎し、御嶽山にも登山している。その後風や波の穏やかな日を待ってようやく渡島できた。 

 現在も５月 27日の沖津宮現地大祭の際には、前日の 26日から大島に渡り中津宮での宵宮祭を経て、

当日の現地大祭となる。みあれ祭でも沖津宮のご神体は一旦中津宮に迎えられ、大島から両宮のご神

体を載せた御座船が神湊へ向けて出港する。 

 また境内には、七夕伝説にまつわる天の川をはじめ、川を挟んで南に織女社と（国指定史跡地内）、

北に牽牛社（国指定史跡地外）などがあり、『筑前国続風土記』にも、鎌倉後期に和歌学書として作

られたとされる「石見女式
いわみじょしき

」や室町時代後期に作られた「古今栄雅抄
こきんえいがしょう

」に星宮として記されているこ

とを引きながら、詳細に記されている。中世以来続く七夕祭りは、中津宮最大の神事として賑わいを

みせており、今も信仰は受け継がれている。 

 

 ３）宗像大社辺津宮境内における神事 

 宗像大社で現在行なわれている神事は、主要なものは辺津宮において執り行われている。季節の祭

事および宗像大社独自の祭事は、次表のとおりである。 

 

表Ⅰ－2－2－9 宗像大社で行なわれている神事 

月 季節の祭事 宗像大社独自の祭事 

１月 ・新年祭（１月１日～３日） 

・恵比寿祭（１月 10 日） 

・献
けん

米
まい

奉告
ほうこく

祭（１月 13 日） 

 

・日供祭
にっくさい

 

：毎日  

宗像三

宮で斉

行 

 

 

・月次
つきなみ

祭
さい

 

：毎月１日

15日 

宗像三

宮で斉

行 

２月 ・節分祭（２月３日） 

・建国祭（２月 11 日） 

 

３月 ・春分祭（３月春分の日） ・松尾神社祭（３月 19 日） 

４月  ・春季大祭（４月１日～２日） 

・沖津宮・中津宮春季大祭（旧暦３月 15 日） 

・昭和祭（４月 29 日） 

５月  ・五月祭・浜宮祭（５月５日） 

・沖津宮現地大祭（５月 27 日） 

７月 ・夏越の大祓（７月 31 日）  

８月 ・宗像護国神社千灯明（８月 15 日） ・七夕祭（中津宮８月７日） 

９月 ・風鎮祭（９月１日） 

・秋分祭（９月秋分の日） 

・沖津宮御神璽迎へ（９月中旬） 

10 月 ・献茶祭（10月 17 日） 

 

・みあれ祭（10月１日） 

・秋季大祭（10月１日～３日） 

・高宮神奈備祭（10月３日） 

・沖津宮・中津宮両宮秋季大祭 

（旧暦９月 15 日） 

11 月 ・西日本菊花展祭（11月１日～23 日） 

・明治祭（11月３日） 

・七五三祭（11月 15 日） 

・新嘗祭（11月 23 日） 

 

12 月 ・天長祭（12月 23 日） 

・大祓（12月 31 日） 

・古式祭（12月 15 日に近い日曜日） 

・松尾神社祭（12月 19 日） 

 

出典：宗像大社 （発行：宗像大社） 
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（４）観光 

宗像市の観光入込客数は、年間約 660 万人で、そのうち、文化財等を観光目的とする人数は、約

200万人である。 

沖津宮の年間参拝者数は約 400 人、中津宮は約１万人である。 

なお、辺津宮の初詣の参拝者数は約 65万人であり、福岡県内の太宰府天満宮（約 200万人）、宮地

嶽神社（約 115万人）に次いで、３番目に多い。 

 

表Ⅰ－2－2－10 宗像市の観光入込状況         （単位：千人） 

年 次 総  数 一般行楽 祭・行事 文化財等 その他 

平成 19 年 5,834 2,132 663 1,969 1,070 

20  6,320 3,452 405 1,706 757 

21  6,389 3,501 419 1,703 766 

22  6,510 3,592 453 2,007 458 

23  6,650 3,709 480 1,719 742 

資料：産業振興部商工観光課「観光入込状況調査」 
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３３３３．．．．歴史的環境歴史的環境歴史的環境歴史的環境 

 

（１）沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 １）古代の沖津宮境内 

 縄文時代前期・中期・晩期から弥生時代の前期から後期にかけて人の往来が認められる。３世紀以

降、近畿地方に成立したヤマト王権が中国大陸や朝鮮半島との交流を進めていくなかで、４世紀後半

から沖ノ島において航海の安全と対外交流の成就を願う国家的規模の祭祀が開始された。この祭祀は

ヤマト王権から律令国家へ古代国家が成熟していく過程で９世紀末頃まで行われ、現在も沖ノ島祭祀

遺跡として多量の遺物とともに現在も良好に保存されている。 

 ８世紀には、沖ノ島における信仰の場は、『古事記』に「奥津宮
おきつみや

」、『日本書紀』に「遠瀛
おきつみや

」と記さ

れ、そこに祀られる神として『日本書紀』本文では市杵嶋姫
いちきしまひめ

が登場する。これは、自然信仰に始まる

沖ノ島祭祀から、国家の神話体系に取り込まれるまでに、人格神が成立していることを示し、非常に

希有な事例である。 

 

図Ⅰ－2－3－1 遺物散布地（沖ノ島（宗像大社沖津宮））  
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 ２）中世の沖津宮境内 

 現在の沖津宮社殿の南側に位置する１号・３号遺跡、及び社殿の背後において中世（12 世紀～16

世紀）の土器が見つかっている。このことから、古代の祭場の周辺で、その後の時代も継続的に祭祀

が行われていたことが窺える。例えば、『吉野期神事目録』（14 世紀後半成立）・『正平二十三年宗像宮

年中行事』（1368 年成立）によると、春夏秋冬の年４回行われた御長手神事では、神事に用いる竹が

「瀛」（沖ノ島を指す）よりもたらされるとされている 

 

 ３）近世の沖津宮境内 

 沖津宮境内の様子を具体的に知る事ができるのは、近世以降である。 

 確実な沖津宮社殿の存在を示すのは、正保元（1644）年に「沖島御遷宮」が行われたことを記す史

料（「宗像家文書」）であり、少なくとも 17 世紀半ば以前には社殿が建てられていたようである。こ

の時期の社殿は福岡藩によって造営されていた。その後、建て替えや修復を繰り返しており、現在の

社殿は昭和期に建て替えられたもので、宗像三女神のうち田心姫神
たごりひめのかみ

が祀られている。 

 沖ノ島を描いた最古の絵図は「天和二年御国絵図」（1682 年成立）であるが、具体的な社殿の記述

としては『筑前国続風土記』（1703 年成立）に「今の神殿方九尺、又拝殿あり」と記される。また、

『筑前国続風土記附録』（1793 年成立）の挿図「大島図」に沖ノ島も描かれ、そこに社殿を見て取れ

る。同書には、「神殿方九尺・拝殿一間半二間」と記されており、現在の本殿・拝殿よりも小規模な

社殿であったことがうかがえる。『筑前国続風土記拾遺』（1854 年頃成立）には、「茂林の中に奇巌鼎

立せり。その間に御社あり。神殿、拝殿、渡殿あり」とあり、現在の沖津宮社殿が位置するＡ号巨岩

とＢ号巨岩の間に、当時から社殿が位置していたことがわかる。 

   
図Ⅰ－2－3－2 『筑前国続風土記附録』挿図「大島図」の部分（沖ノ島） 

（「大島図」の全体は、（図Ⅰ－2－3－8）に示す。） 

 

 当時の境内の様子は、『筑前名所図会』（1821 年成立）の「澳嶋之図」に詳しく描かれており、一

ノ岳、二ノ岳、三ノ岳がそびえる丘陵の中腹には、切妻造平入の本殿と切妻造妻入の拝殿が直線上に

並び描かれる。また、沖津宮社殿の右傍には、末社とおぼしき社殿が３棟描かれており、その内の一

つは、天照皇大神を祭神とする大神宮である。この段階では鳥居はなく、現在社殿の前にある空池も

描かれていない。また、『筑前国続風土記拾遺』に記された「渡殿」も、この「澳嶋之図」では描か

れておらず、その存在は不明である。 
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図Ⅰ－2－3－3 「澳嶋之図」『筑前名所図会 巻八』（文政４（1821）年）奥村玉蘭 

 

 

 また、寛永 16（1639）年には、異国船の監視を強めるために福岡藩が沖ノ島に在番を置くことに

なるが、その際も島に伝わる慣例に従って上陸していた。青柳種信の『瀛津島
おきつしま

防人
さきもり

日記』（1794 年成

立）によれば、初めて沖ノ島に来た人は、まず海水に入り正三位社に参拝する。さらに、７日間毎日海水で

身を清め、８日目にようやく沖津宮社殿に参ることができた。 

 現在も続く禁忌に「女人禁制」があるが、既に近世において僧侶と女人の入島を禁ずる事例がみられる。他

の禁忌としては、沖ノ島の「竹木土石」などを取ると災いがおこるとして恐れられており、縁起の悪い言葉は「忌

み言葉」として使用が避けられ別の言葉で言い換えられた。このように、近世になると文献に沖ノ島について

の記述が現れるが、祭祀遺跡については諸史料に何も記されていない。これは、見聞したことを口外してはな

らないという「不言島
おいわずのしま

」の禁忌が守られていたことを示しているといえる。 

 

 ４） 近代以降の沖津宮境内 

 「明治八年国幣中社沖津宮全図」（1875 年）には、本殿拝殿が正面に描かれその前に池があり橋が

架かる。傍らには第一末社から第四末社があり、参道には２つの鳥居が描かれる。オタカには、神撰

所が建ち、その傍らに第五末社、第六末社がある。浜には社務所が建つ。 

 

   
図Ⅰ－2－3－4 「明治八年沖津宮絵図」（1875 年） 図Ⅰ－2－3－5 「官幣中社宗像神社沖津宮所図」 

（『宗像神社史上巻』図版第三三）    （『大日本名所図録 福岡県之部』、明治 31（1898）年） 
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 近代には、アジアへの欧米列強の進出が進む中、明治 38（1905）年 5月 27 日に沖ノ島近海で日露

の艦隊が激突した日本海海戦が勃発する。なお、同年４月には一ノ岳に沖ノ島灯台が設置されている。

第二次大戦中には、大陸の最前線として位置づけられたため、沖津宮社殿周辺の保護を前提として、

軍道や兵舎・砲台・弾薬庫などが作られ、最大 200名の兵隊が常駐していたといわれている。 

 地元漁師にとって、沖ノ島近海は好漁場であり、明治 39（1906）年には漁師の停泊場として２筆

分の土地を埋め立てて譲与した。オタカに社務所が建てられ、神職の給仕の場となる。 

 昭和 40 年代になると、玄界灘海域における外国船の往来が増加したことで、緊急避難港としての

整備が行われ、堅牢な港湾が作られる。その際、社務所は港湾の上に移築された。 

 現在は、宗像大社の神官 1 名が 10 日交代で島を守っている。沖ノ島を神聖視する地元漁師は献魚

などを行い、沖ノ島港に停泊することもあるが、一般男性が島に上陸することが許されるのは、毎年

5月 27 日の沖津宮現地大祭の時の約 250名のみで、通常の上陸は禁止されている。 

 このように、神宿る島として聖なる島沖ノ島に対する人々の信仰は現在に至るまで引き継がれてい

る。 

 

 ５）沖ノ島（沖津宮）の建造物等 

 境内の変遷から見て建造物等で、現在存在するものを下図に示す。 

 

図Ⅰ－2－3－6 地上部の建造物等（沖ノ島（宗像大社沖津宮））  
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（２）沖津宮遙拝所 

 １）近世の沖津宮遙拝所境内 

 沖津宮遙拝所が史料に現れるのは近世以降である。境内にある「澳嶋拝所」と刻まれた石碑に「寛

延３（1750）年」と記載されており、沖津宮遙拝所の設置時期は少なくとも 18 世紀前半以前である

と思われる。 

 『筑前国続風土記』には、現在沖津宮遙拝所が建つ場所の辺りに正三位社があったと記し、拝殿・

鳥居もあったとするが、これが遙拝所の前身であるかどうかは定かではない。初見史料は、『筑前国

続風土記附録』に「正三位社 志賀三神を祭る。境内に稲荷社・御供屋あり。又正三位社の下、海邊

に澳津宮遙拝所あり。」とある記載である。同書挿図の「大島図」では、段丘下、浜に近いところに

遙拝所が位置し、その一段上に正三位社が建つ。また、当時の遙拝所境内には、鳥居、御供所、稲荷

社等の諸施設があったことが窺える。『筑前国続風土記拾遺』には、「正三位社 沖津宮遙拝所 島の

北海辺岩瀬といふ所に在。宗像社記に志賀三神を祀るといへり。沖津宮の末社也。其下の礒に沖津宮

の遙拝所あり。鳥居有。御供所有。側に稲荷社あり。此磯直に沖津しまに向へり。遙拝所御供屋等い

つれも国庁より造進なり」とあり、19 世紀初頭においても海辺にあったこと、諸施設がいずれも福岡

藩によって造営されたものであることがうかがわれる。 

 

 
図Ⅰ－2－3－7 『筑前国続風土記附録』挿図「大島図」の部分（沖津宮遙拝所） 

 

 ２）近代以降の沖津宮遙拝所境内 

 明治時代には「明治八年沖津宮遙拝所全図」にあるように、遙拝所・末社正三位社・神饌所・奉幣

使幄舍・神官控所などの建物や灯篭・垣が設置されていた。同図は、遙拝所について「板葺、入二間

二尺、横二間一尺五寸、坪数五坪一合四勺七才」と記し、切妻造、平入、平屋建で海辺平側に大開口

をもつ建物を描く。また、末社正三位社は、「板葺、入三尺四寸、横二尺、坪数二合二勺五才」と記

載されている。同図にある神饌所、奉幣使幄舍、神官控所および垣は、昭和２（1927）年の遙拝所改

造に伴い撤去され、現在は広場となっており存在しない。また、近世の正三位社には、本殿・拝殿・

鳥居が存在しているが、規模を縮小して北西側段丘の最上部に遷座したものと考えられる。現在の遙

拝所は昭和８（1933）年に改築されたものである。 

 



56 

 
図Ⅰ－2－3－8 『筑前国続風土記附録』挿図「大島図」（寛政５（1793）年） 

 

    
図Ⅰ－2－3－9 「明治八年沖津宮遙拝所全図」 写真Ⅰ－2－3－1 昭和 30 年代の沖津宮遙拝所全景 

（出典：『宗像神社史上巻』、宗像神社復興期成会） 

  

図Ⅰ－2－3－2 

図Ⅰ－2－3－7 

図Ⅰ－2－3－14 

図Ⅰ－2－3－15 
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 ３）沖津宮遙拝所境内の建造物等 

 

図Ⅰ－2－3－10 地上部の建造物等（沖津宮遙拝所） 
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（３）中津宮 

 

 １）古代の中津宮境内 

 大島御嶽山遺跡からは、ほぼ沖ノ島露天祭祀遺跡の奉献品と類似した遺物が出土しており、沖ノ島

５号遺跡（半岩陰・半露天祭祀）から１号遺跡（露天祭祀）に相当する７世紀後半から９世紀末頃の

露天の祭祀遺跡である。これは、『古事記』に「中津宮
なかつみや

」、『日本書紀』に「中瀛
なかつみや

」として見える信仰

の場が大島御嶽山遺跡を指していることを裏付けるものである。 

 

    
図Ⅰ－2－3－11 大島御嶽山遺跡遺物分布状況  図Ⅰ－2－3－12 トレンチ内遺物分布状況 

（出典：『大島御嶽山遺跡発掘調査報告書』,2012,宗像市教育委員会） 
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図Ⅰ－2－3－13 遺物散布地（宗像大社中津宮） 
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 ２）中世の中津宮境内 

『宗像大菩薩御縁起』（14 世紀前半頃成立）において大島に 23 の中津宮末社を確認できることか

ら、少なくとも鎌倉時代末頃には本社としての建造物が建てられていたと推測できる。 

 弘治２（1556）年の「大島第二宮年中御神事次第」では、御嶽神社を「上宮」、中津宮を「本社」

と記しており、少なくとも 16 世紀までには、御嶽神社と中津宮社殿が並立する現況のような境内が

形成されていたことが分かる。さらに、天正 13（1585）年には灯明を護る役が設定され（「嶺家文書」）、

灯明を灯すことができるような社殿の存在が確実となる。 

 

 ３）近世の中津宮境内 

  ア 御嶽神社 

 大島御嶽山（御嶽神社）は、『筑前国続風土記』に、「御社の後に御嶽と云高き山あり。昔は山上に

神社あり。田島の祭礼記に、大島御嶽三所菩薩とあり。里民は天照大神にておはしますと云。然とも

いまた詳ならす」と記載され、かつて御嶽山上に神社があったことが知れる。 

 『筑前国続風土記附録』には、「昔は社なかりしに、今は神殿方一間・拝殿一間半四方」とある。

また、同書の「大島図」には、「御嶽宮」として、社殿、鳥居が描かれている。 

 さらに、『筑前国続風土記拾遺』には、「當島の最高き嶺を御岳と云。中津宮の後より登行事数町頂

上に社有。いにしへの社は乱世に廃せしかは、近古再興あり。宗像社縁起に宗像三女神なるよし見え

侍り。毎年六月廿一日祭有。御社の前に遠見番所有。國君より常に斥候を置て、異国舩の漂流に備へ

らる。眼界広大にして壱岐対馬も鑑中にあり。」とある。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

図Ⅰ－2－3－14 『筑前国続風土記附録』挿図「大島図」の部分（御嶽宮） 
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  イ 中津宮社殿 

 現在の中津宮本殿の建築年代は、社伝による天文年間（1532～1554 年）造営説と『筑前国続風土

記拾遺』による永禄９（1566）年大宮司氏貞造営説、「河野家記録」による寛永・寛文頃（17 世紀）

の黒田藩造営説の３説があるが、平成９（1997）年の解体修理に伴う調査によって、承応４（1655）

年の年紀をもつ墨書が発見されたことから、福岡藩２代藩主黒田忠之の造営である可能性が高い（『福

岡県指定有形文化財宗像大社中津宮本殿保存修理工事報告書』1999 年）。本殿は県の有形文化財に指

定されている。現在では、宗像三女神のうち湍津姫神
たぎつひめのかみ

が祀られている。 

 『筑前国続風土記附録』の「大島図」には、中津宮本殿・拝殿を中津宮本社とし、その周辺に末社

が描かれている。これは辺津宮の末社が延宝 3（1675）年に十八社に統合され、社殿の周囲に整備さ

れたことにならい、中津宮末社を十八社に整理したことによる。前庭部となる階段の下部分は、２つ

の中島を持つ池やそこに架かる橋、１つの鳥居とその前にも橋があり、天ノ川や牽牛社、七夕社、天

眞名井が描かれている。 

 

 

図Ⅰ－2－3－15 『筑前国続風土記附録』挿図「大島図」の部分（中津宮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－2－3－16 「大嶋湍津姫神社図」（『筑前名所図会 巻八』文政４（1821）年） 
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 ４）近代以降の中津宮境内 

 明治時代の中津宮の詳細について、「明治八年中津宮全図」をみると、本殿拝殿の前面に狛犬一対、

その周辺に第一末社から第十末社、神庫、神饌所が描かれている。また前庭部となる部分には、二つ

の鳥居と参籠舎、仮社務所がある。 

 

図Ⅰ－2－3－17 「明治八年中津宮全図」（1875 年：『宗像神社史上巻』図版第二九） 

 

 「明治十七年中津宮社地平面図（甲之図）（乙之図）」には、本殿拝殿の周辺の末社が整理されたこ

とがみえる。末社は、前戸神社・年所神社・御嶽神社・払方神社・国玉神社・岡境神社と記される。

参道を挟んで参籠所が２棟新たに加わり、階段や参道周辺には石塔などが置かれていたことがわかる。 

 
図Ⅰ－2－3－18 「明治十七年中津宮社地平面図」 図Ⅰ－2－3－19 「明治十七年中津宮社地鳥瞰図」 

（『宗像神社史上巻』図版第三〇、三一、宗像神社復興期成会） 

 近世以降、沖ノ島へ渡島するときは、必ず中津宮で身を清め、潔斎をしていた。寛政６（1794）年、

沖ノ島の監視役として赴任した青柳種信もまた沖ノ島に渡るために大島で 10 日ほど滞在しており、

初日に潔斎し、御嶽山頂にも参拝している。現在も５月 27 日の沖津宮現地大祭では、前日の 26 日か

ら大島に渡り中津宮での宵宮祭を経てから現地大祭が行われる。また、中世以来続く七夕祭りは、中

津宮最大の神事として賑わいをみせており、みあれ祭でも沖津宮のご神体は一旦中津宮に迎えられ、

大島から両宮のご神体を載せた御座船が神湊へ向けて出港する。 
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 大島御嶽山遺跡を含む中津宮は、沖津宮及び辺津宮の両方を望むことができる位置にあり、両者を

遙拝できる信仰の場としての役割を果たしている。 

 

 
図Ⅰ－2－3－20 「中津宮配置図」（『宗像神社史上巻』第八四図） 
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 ５）中津宮の建造物等 

 境内の変遷から見て歴史的、信仰上重要な構成要素で、現在存在するものを下図に示す。 

 

 

図Ⅰ－2－3－21 地上部の建造物等（宗像大社中津宮）  



65 

（４）宗像大社辺津宮境内 

 １）古代の辺津宮境内 

 宗像山（上高宮）中腹の下高宮祭祀遺跡付近には夥しい数の須恵器や土師器に加え、滑石製臼玉や

船形などの滑石製形代が散布する。この周辺は、『筑前国続風土記拾遺』に「上高宮下高宮政所の址

には今も土器の破たる甚多し。古代の祭器の残りたる也」と記され、近世にはすでに古代の祭祀遺物

の散布が確認されていた。これらの祭祀品は、沖ノ島露天祭祀遺跡や大島御嶽山遺跡から出土した遺

物と共通し、ここが古代における露天祭祀の場であったことを物語る。また、北西の斜面と南の平地

にも土器の散布が確認されている。ここが沖ノ島１号露天祭祀遺跡や大島御嶽山遺跡同様、８世紀か

ら９世紀に行われた祭祀の場であったことは疑いない。この事実は、下高宮祭祀遺跡が『古事記』に

「邊津宮
へ つ み や

」、『日本書紀』に「海浜
へつみや

」と記された場所であったことを裏づける。 

 『筑前国続風土記』には、「田島村大宮司宅の西の山上に上高宮有。むかしより元和年中迄社あり。

是大宮司世々の先祖の神霊を祭りし所なり…（中略）…下高宮は上高宮の北にあり。其地少ひきし。

是は世々の大宮司内室の霊を祭る所也」と、上高宮・下高宮が大宮司一族を祀る場所としての伝承が

ある。また、同書は、上高宮から石棺が発見されたことも記している。下高宮については、ここを初

めて神の降臨した場所で、旧辺津宮跡であるとする伝承もみえ（『筑前国続風土記拾遺』）、辺津宮の

社殿成立以前において上・下高宮は中心的な祭祀の場であったと思われる。 



66 

 

図Ⅰ－2－3－22 遺物散布地（宗像大社辺津宮）  

宗像山 
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 ２）中世の辺津宮境内 

 辺津宮における社殿は、『宗像社造営代々流記』に 776 年「廃所社改めらる」とあり８世紀段階の

社殿の存在を示唆する伝承がある。ただし、12 世紀初めの『中右記』 にある社殿の焼失、再建を記

した記事が確実な初見史料である。日宋貿易によって持ち込まれた宋風獅子の銘文には建仁元（1201）

年に第三宮に奉納するとあり、12 世紀に第三宮が存在したことが分かる。 

 13 世紀には、辺津宮の主要施設として第一宮、第二宮、第三宮、上高宮、下高宮といった現在に通

じる境内施設の存在が史料から明らかとなる。中世の第一宮は総社とも称され、九間四面の本殿と拝

殿があり、田心姫神を主神とする。第二宮は中殿とも称され湍津姫神を主神とする。第三宮は、地主

ともいい、市杵嶋姫
いちきしまひめ

神を主神とする。 

 本殿拝殿（第一宮）は弘治３（1557）年に火災に

より消失、天正６（1578）年大宮司氏貞が本殿を再

建、さらに天正 18（1590）年小早川隆景が拝殿を再

建し、修理修復を繰り返され現在に至る。現在残る

辺津宮本殿及び拝殿はこの再建時の第一宮に当たり、

共に国の重要文化財に指定されている。現在では市

杵島姫神を祀っている。 

 中世の神事関係の史料として、『宗像宮年中諸神事

御供下行事』（鎌倉時代中期成立）、『宗像三所大菩薩

御座次第』（1277 年成立）、『宗像大菩薩御縁起』（14

世紀前半頃成立）、『正平二十三年宗像宮年中行事』

（1368 年成立）、『応安神事次第』（1375 年成立）、

『吉野期神事目録』（14 世紀後半頃成立）、『年中諸

祭礼衣装之事』（1450 年成立）など多くの史料が残

されており、当時の神事の内容やどのような施設が

存在したかということを詳細に知ることが出来る。 

 しかし、境内諸施設の位置関係を知る手がかりは

少ない。そのなかで辺津宮境内を描いた最古の絵図

である「田島宮社頭古絵図」は、近世初頭のもので

あるが、中世の境内の状況（天正６年の第一宮再建

時以前）を最も良く表している絵図とされる。 

  

 

 

 

図Ⅰ－2－3－23 辺津宮の古絵図（1） 

        「田島宮（邊津宮）社頭古絵図」 

          （力丸與八郎氏所蔵） 

出典：『宗像神社史 上巻』口絵第二 

※以下、『宗像神社史』を『神』と略している箇所がある。  
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 下の３つの絵図は「田島宮社頭古絵図」より後に描かれたものである。左と中央は「田島宮社頭古

絵図」と同じ原図を元に作成されたと想定され、右はそれらの絵図にさらに推定を交えて描かれたと

考えられている。 

 

       
 「田島宮社頭古絵図控」  「宗像千貫写田島宮社頭古絵図」 「鷹取徹筆宗像第一宮社頭推定図」 

 （『神』図版第一七） （『神』図版第一八、宗像辰美氏所蔵）   （『神』図版第一九） 

図Ⅰ－2－3－24 辺津宮の古絵図（2） 

 

 ３）近世の辺津宮境内 

 延宝３（1675）年に境内整備が行われ、第二宮・第三宮・正三位社・上高宮・下高宮・政所社・末

社七十五社が本殿・拝殿の周囲に移される。このとき楼門、僧座、庁座、宝塔院、東塔、西塔、東経

房、西経房、弥勒堂等は再建されず、現在の境内の大枠が作られた。 

 『筑前国続風土記附録』「宗像宮図」は、延宝３（1675）年の整備後の境内の状況を描く近世唯一

の絵図である。ここには、大宮司屋敷も描かれている。 

 

 
図Ⅰ－2－3－25 『筑前国続風土記附録』「宗像宮図」（寛政５(1793)年『神』図版第二〇） 
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 ４）明治期から昭和 30（1955）年までの辺津宮境内 

 明治になると新馬場の出現など境内域の小さな変更はあったものの、ほぼ江戸時代の状況を引き継

いでいる（「明治初年辺津宮絵図」）。「明治八年辺津宮全図」では、能舞堂が仮小教院に、能楽屋（殿） 

が参籠舎に、御供屋が社務所へと変更されている。 

 また、新社務所の設立により、末社の配置換えがなされる。境内は釣川側の一部が堀の外へ拡張さ

れた。大正６（1917）年清明殿建設により小池（御供池）が消滅、心字池（神池）の中島にあった松

尾社が移動、昭和元（1920）年神門が作られる。第三宮のあった丘陵が削平され、田島小学校が建設

される。 

       
図Ⅰ－2－3－26 「明治初年辺津宮絵図」   図Ⅰ－2－3－27 「明治八年邊津宮全図」 

 （宗像辰美氏所蔵、『神』図版第二一）     （宗像大社所蔵『神』図版第二二） 

        
図Ⅰ－2－3－28 「明治十七年辺津宮社地平面図」 図Ⅰ－2－3－29 「明治十七年辺津宮社地鳥瞰図」 

 

図Ⅰ－2－3－30 「官幣大社邊津宮中津宮沖津宮全景図」明治 31（1898）年(『神』図版第二五) 
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 ５）昭和 30 年以降の辺津宮境内 

 宗像神社復興期成会発足後、周囲の土地を購入し、境内域が拡張する。境内の外に祈願殿が建てら

れ、そこに社務所が移ると、それまで社務所であったところは、儀式殿に代わり、靖国神社の社殿の

一部を移築し建て替えられる。田島小学校は、廃校となり跡地に第二宮・第三宮が整備される。さら

に、斎館建設に伴い心字池の一部が埋め立てられ中島は消滅する。また、参籠殿跡付近に勅使館が建

てられ、宝物館（神宝館）や相撲場、駐車場などが整備される。 

 現在の辺津宮は最も賑わう秋季大祭など、宗像大社における神事の中心として多くの人々の信仰を

集めている。 

 
図Ⅰ－2－3－31 「宗像神社境内図」（昭和 35（1960）年、『神』附図第二） 
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 ６）辺津宮の建造物等 

  

図Ⅰ－2－3－32 地上部の建造物等（宗像大社辺津宮） 
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表Ⅰ－2－3－1（1） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

縄文時代 
沖ノ島：前期・中期・晩期の土器出土漁労による渡島が認

められる。 
 

弥生時代 沖ノ島：北部九州をはじめ、山陰系、瀬戸内系、朝鮮半島

系の土器が出土。 

 

３世紀  

４世紀後半 沖ノ島祭祀遺跡岩上祭祀（１８・１７・１９・１６号遺跡）。  

５世紀 
沖ノ島祭祀遺跡岩上祭祀（２１号遺跡）。  

上高宮古墳。  

６世紀 沖ノ島祭祀遺跡岩陰祭祀（７・８号遺跡）。  

７世紀 沖ノ島祭祀遺跡岩陰祭祀（６・２２号遺跡）。  

８世紀 沖ノ島祭祀遺跡半岩陰・半露天祭祀（５・２０号遺跡）。  

８世紀～９世紀 

沖ノ島：沖ノ島祭祀遺跡露天祭祀（１・２・３号遺跡）。 

大島：大島御嶽山遺跡。 

田島：下高宮祭祀遺跡。 

 

和銅５（712）年 『古事記』成立。「奥津宮」、「中津宮」、「辺津宮」とみえる。  

養老４（720）年 『日本書紀』成立。「遠瀛」、「中瀛」、「海浜」とみえる。  

養老７（723）年 全国で８つの神郡のうちの一つとして宗形郡がみえる。 『令集解』所引「太政官処分」 

天平元（729）年 宗形郡大領宗形朝臣鳥麻呂に外従五位下を授ける。 『続日本紀』 

天平年間（729～749） 「奥宮」、「中宮」、「辺宮」とみえる。 「西海道風土記」逸文 

宝亀７（776）年 荒廃した社を改めたという伝承。 『宗像社造営代々流記』 

天応元（781）年 大宮司氏男の屋敷を社壇に点ずという。 『宗像大菩薩御縁起』 

天応２（782）年 光仁天皇の勅旨により造営するとの伝承。 『宗像宮創造記』 

承和５（838）年 
遣唐使の往還の間、宗像神社の新度僧二人を筑前国分寺及

び神宮寺に遣わし平穏を祈る。 

『続日本後紀』 

天安２（858）年 田心姫神・湍津姫神・市杵島姫、正三位を授かる。 『日本文徳天皇実録』 

貞観元（859）年 田心姫神・湍津姫神・市杵島姫、正二位を授かる。 『日本三代実録』 

寛平元（889）年 田心姫神・湍津姫神・市杵島姫、従一位を授かる。 『日本紀略』 

寛平６（894）年 遣唐使の廃止。   

延喜 14（914）年 社殿を造替するという。 『宗像宮社務次第』 

延喜 22（922）年 宗像社造宮勅使下国の伝承。 『宗像社造営代々流記』 

延長５（927）年 延喜式神名帳に宗像神社三座が載り、名神大社に列す。 『延喜式』 

天慶年間（938～947） 宮司職を置く。 『類聚符宣抄』 

天元２（979）年 宗形朝臣氏能を大宮司職に補任する。 『類聚符宣抄』 

永承７（1052）年 社殿（辺津宮）を造営するという。 『宗像社造営代々流記』 

天仁 2（1109）年 社殿（辺津宮）が焼失するという。 『宗像社造営代々流記』 

永久 2（1114）年 仮殿が成るとの伝承。 『宗像社造営代々流記』 

元永 2（1119）年 辺津宮社殿の存在を示す確実な初見。 『中右記』 

大治年間（1126～

1131） 
宗像郡須恵村を第三太神宮に寄進したという。 『宗像大社文書二』 

長承元（1132）年 社司二人の争いにより社殿（辺津宮）焼失。 『中右記』 

長承２（1133）年 社殿を造営する。 『中右記』 

久安 4（1148）年 社殿（辺津宮）を造営するという。 『宗像社造営代々流記』 

安元２（1176）年 八条院領目録に宗像社領がみえる。 『平安遺文』5060 号 

元暦元（1184）年 平頼盛没官領の中に八条院領として宗像社領がみえる。 『平安遺文』4151・4153 号 

文治 3（1187）年 
源頼朝、地頭の設置を止め、宗像氏実に宗像社領を安堵す

る。 
『宗像大社文書二』 
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表Ⅰ－2－3－1（2） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

建久６（1195）年 大宮司氏国、阿弥陀経石を寄進。 「阿弥陀経石銘」 

建仁元（1201）年 
藤原支房、宋風獅子を辺津宮第三宮に奉納する。第三宮初

見。 
「宋風獅子背銘」 

元久元（1204）年 
鎌倉幕府、宗像社の訴えにより社領への守護使の入部を停

止する。 
『宗像大社文書二』 

承久２（1220）年 
宗像氏忠妻張氏、大宮司一族の極楽往生を願い寄進状を阿

弥陀経石に追刻。 
『宗像市史史料編第一巻』55 号 

承久３（1221）年 
大宮司氏国、承久の乱で幕府軍に加わるため、大宮司職を

子息氏昌に譲る。 
『宗像大社文書二』 

承久３（1221）年 鎌倉幕府、宗像社領を将軍家領とする。 『宗像大社文書二』 

安貞元（1227）年 色定法師、一筆一切経を写経し終える。 「一筆一切経奥書」 

貞永元（1232）年 大宮司氏経、初めて放生会を行うという。 「宗像宮社務次第」 

仁治３（1242）年 「宗像第一宮座主」と記載。第一宮の初見史料。 「色定法師木像背銘」 

建長４（1252）年 鎌倉幕府、社領への守護使の入部を停止する。 『宗像大社文書二』 

正嘉元（1257）年 
宗像社領の検断権は大宮司家が持つこと等を預所橘氏との

間に取り決める。 
『宗像大社文書二』 

弘長３（1263）年 大宮司長氏、鎮国寺へ寺領を寄進。鎮国寺の初見。 『宗像市史史料編第一巻』136 号 

文永３（1266）年 社殿造営のあったことが窺われる。 『宗像大社文書一』 

文永６（1269）年 造営日時勘文の注進を行う。 「宗像社家文書惣目録」 

文永９（1272）年 
第三宮長日不断香油料を懈怠せずに備えることを起請す

る。 
『宗像大社文書二』 

文永 11（1274）年 
大宮司長氏・浄恵（氏業）、鎌倉幕府の命により社領・所領

及び証文を注進する。 
『宗像大社文書二』 

建治３（1277）年 
祝宗倫ら、辺津宮の祭神・眷属・使者等の御座次第を注進

する。第一宮本殿の大きさが九間四面とある。 
「宗像三所大菩薩御座次第」 

鎌倉時代中期 「宗像宮年中諸神事御供下行事」成立。   

弘安 10（1287）年 鎌倉幕府、異国警固のため長氏を大宮司に還補する。 「応永社家文書惣目録」 

正応２（1289）年 
大宮司長氏、弘安の役の勲功により肥前国神崎荘５町をも

らう。 
「応永社家文書惣目録」 

正応６（1293）年 「第二太神宮長日御供」とみえる。 『宗像大社文書一』 

正安３（1301）年 鎌倉幕府、異国警固のため長氏を大宮司に還補する。 『宗像大社文書二』 

徳治元（1306）年 大宮院御領として宗像社がみえる。 『宗像市史史料編第一巻』229 号 

延慶３（1310）年 神祇伯顕仲が沖ノ島を詠んだ歌を載せる。 「夫木和歌抄」 

正和２（1313）年 
前大宮司氏盛、事書１３箇条を発布する。 『宗像大社文書二』 

宗像神に関する記述がみえる。 『八幡宇佐宮御託宣集』 

正和３（1314）年 

鎌倉幕府、鎮西探題に命じて宗像社造営用途米を下行する。 『宗像大社文書二』 

宗像社造営費用のため異国警固番役の兵粮米から千石を充

てる。 
  

第三宮拝殿の長畳料の田を設定。   

文保元（1317）年 
鎮西探題、大宮司氏長に宗像社仮殿造営を命じる。 『宗像市史史料編第一巻』247 号 

宗像社仮殿遷宮の辻固を御家人に命じる。 『宗像市史史料編第一巻』248 号 

延慶元（1308）年～

文保２（1318）年 
『八幡愚童記』成立。宗像神に関する記述がみえる。   

元応２（1320）年 得宗、第二宮造営料として銭 500貫文を寄進する。 『宗像大社文書二』 

元亨２（1322）年 造営日時勘文の注進。 「応永社家文書惣目録」 

元徳２（1330）年 第二宮が遷宮を行う。 『宗像大社文書一』 

14 世紀前半頃 「宗像大菩薩御縁起」成立。   

元弘３（1333）年 
諸国一同安堵の宣旨に従い、宗像社社務当地行の地を安堵

される。 
『宗像大社文書一』 
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表Ⅰ－2－3－1（3） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

建武元（1334）年 宗像社領として息御嶋・大島を安堵。 「宗像社家文書惣目録」 

建武３（1336）年 足利尊氏敗走して鎮西に到り、宗像大宮司館に入る。 『太平記』・『梅松論』 

建武４（1337）年 高師直、宗像社造営を命じる。 『宗像大社文書二』 

康永２（1343）年 足利直義、宗像社造営を命じる。 『宗像大社文書一』 

貞和３（1347）年 大嶋に凶賊船数十艘が来る。 『宗像市史史料編第一巻』355 号 

観応元（1350）年 
九州探題一色範氏（道猷）、宗像別符五ヶ郷を勲功の賞とし

て大宮司氏正に宛行う。 
『宗像大社文書二』 

観応２（1351）年 
大宮司氏正・氏俊等、一色範氏とともに宗像城襲来の足利

直冬・少弐頼尚の軍を退ける。 
『宗像市史史料編第一巻』366 号 

文和２（1353）年 足利尊氏、大宮司氏正に天下安全の祈祷を命じる。 『宗像大社文書一』 

正平 12（1357）年 少弐頼尚、海賊追討の奉書を発給する。 「応永社家文書惣目録」 

康安元（1361）年 足利義詮、大宮司氏俊に宗像城合戦の感状を与える。 「応永社家文書惣目録」 

正平 20（1365）年 大宮司氏重、大島に着く伊予守河野通堯に使いを寄せる。 『予章記』『河野家之譜』 

貞治５（1366）年 足利義詮、九州探題渋川義行をして宗像社領を安堵させる。 『宗像大社文書一』 

正平 23（1368）年 

「正平二十三年宗像宮年中行事」成立。 

「息御嶋 日本と高麗との堺、第一大神宮本社」、「中御嶋 

宗像前大島是也、第二大神宮本社」とある。「息御嶋神事」

として御長手神事がみえる。 

  

応安８（1375）年 「応安神事次第」成立。   

永和元（1375）年 
足利義満、九州探題今川了俊に、宗像社仮殿造営の日時勘

文を下し、営作を命じる。 
『宗像大社文書二』 

永和元（1375）年頃 
「吉野期神事目録」成立。御長手神事の竹を沖ノ島よりも

たらすとある。 
  

永徳３（1383）年 仮殿遷宮を行う。 『宗像大社文書一』 

至徳３（1386）年 

九州探題今川了俊、大宮司のことについて、上洛期間中、

格別の御扶持を願う。 
『宗像大社文書一』 

辺津宮第一宮仮殿遷宮の辻固を御家人に命じる。 「宗像社家文書惣目録」 

明徳３（1392）年 
足利義満、九州探題今川了俊に、宗像社造営の日時勘文を

下し、営作を命じる。 
『宗像大社文書二』 

応永 14（1407）年 
前大宮司氏俊、朝鮮に使いを遣わし、仏舎利の分身を送ら

れたことを謝す。 
『海東諸国記』 

応永 22（1415）年 宗像氏顕、朝鮮に使いを送り梵鐘を求める。 『太宗実録』 

永享元（1429）年 内外大島の海賊は宗像氏が掌るとある。 『世宗実録』 

宝徳２（1450）年 「年中諸祭礼衣装之事」成立。   

享徳３（1454）年 宗像氏正、朝鮮国王端宗に書を送り通交を求める。 『宗像市史史料編第二巻』113 号 

文明３（1471）年 
東海諸国惣図及び日本国西海道九州の図に於島（大島）・小

崎於島（沖ノ島）の名がある。 
『海東諸国記』 

文明 12（1480）年 辺津宮についての記述あり。大島を詠んだ歌も載せる。 『筑紫道記』 

年未詳 宗祇、大島を詠う。 『宗祇集』 

文明 17（1485）年 宗像興氏、辺津宮第二宮造営を開始する。 「辺津宮第二宮浜床裏書写」 

明応９（1500）年 「息御嶋」、「大嶋」が宗像社領としてみえる。 『宗像市史史料編第二巻』225 号 

（室町時代） 神が出雲国より息御嶋に下向したという伝承がみえる。 『宗像宮創造記』 

大永７（1527）年 

大内義興、宗像氏続を宗像正氏の猶子として社家分を相続

させる。宗像正氏、周防国山口に居住し、黒川隆尚と名乗

る。 

『宗像市史史料編第二巻』256 号 

天文 10（1541）年 
大島は滑和布（カヂメ）がとれるので、俗に滑和布（カヂ

メ）島というとある。 
『策彦和尚初渡集』 

天文 14（1545）年 大内義隆、宗像に奉幣三本を寄進する。 『宗像市史史料編第二巻』313 号 
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表Ⅰ－2－3－1（4） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

天文 16（1547）年 
黒川隆尚、大内義隆の命により宗像氏男を猶子とし、社役

と武役を一統して譲る。 
『宗像市史史料編第二巻』318 号 

天文 20（1551）年 
黒川隆像（宗像氏男）、大内義隆とともに長門国大寧寺で死

す。 
『宗像市史史料編第二巻』340 号 

天文 21（1552）年 
大内晴英、黒川鍋寿丸（後の大宮司氏貞）に宗像と称させ

る。 
『宗像市史史料編第二巻』348 号 

天文 22（1553）年 

「宗像御代寺社武家知行帳」成立すると伝える。 『宗像市史史料編第二巻』355 号 

二ノ甲斐河野吉通、「大島第二宮年中御供次第」を記す。中

津宮について具体的に示す初出史料。 
  

天文年間（1532～

1554） 
中津宮を改造するとある。 『宗像神社明細帳』 

弘治２（1556）年 「御本社」（中津宮）と「上宮」（御嶽神社）がみえる。 「大島第二宮年中御神事次第」 

弘治３（1557）年 
辺津宮第一宮本殿内陣より子刻出火、神殿、拝殿、境内の

殿社炎上し、尊体をはじめ数多の神宝灰と化す。 
「宗像第一宮御宝殿置札」 

永禄 9（1566）年 大宮司氏貞、中津宮本殿を造営するという。 『筑前国続風土記拾遺』 

天正 6（1578）年 大宮司氏貞、辺津宮第一宮本殿を再建する。 

「宗像第一宮御宝殿置札」・「宗像

第一宮造営記録」・「第一宮御造営

御寄進置札」 

天正 13（1585）年 
「大嶋第二宮護灯」がみえる。確実な中津宮社殿の初見。

また、「息御嶋護灯」がみえる。 
「宗像宮御庁着座次第」 

天正 14（1586）年 大宮司氏貞死去。宗像大宮司家滅亡。 
『宗像記』・『宗像追考』・「宗像氏

貞位牌銘」 

天正 15（1587）年 

豊臣秀吉、宗像社領を没収するという。 『宗像記』・『宗像追考』 

小早川隆景、社領２００町を寄進する。 
『宗像市史史料編第二巻』29・

30・39 号 

天正 18（1590）年 小早川隆景、辺津宮第一宮拝殿を再建。 「宗像第一宮造営記録」 

文禄４（1595）年 
小早川秀秋、社領を没収する。隆景、隠居領のうち物成 100

石を寄進す。 
『宗像市史史料編第二巻』39 号 

慶長６年（1601）頃 
黒田長政、筑前入国のおり、沖ノ島神宝のことを伝聞し、

切支丹を遣わして神宝を取りに行かせるという。 
『筑前国続諸社縁起』 

慶長 11 年（1606） 黒田長政、50石を寄進する。 「宗像大社続古文書」 

寛永年間頃（1624～

1644） 

「田島宮社頭古絵図」が描かれる。中世の宗像神社境内の

様子を伝える最古の境内図。 
  

寛永 16（1639）年 
福岡藩、沖ノ島警備のため「島守」を置き、50 日交替とす

る。 
『筑前国続風土記』 

正保元（1644）年 

沖津宮遷宮、一甲斐河野四郎右衛門尉通利、宗像忌子惣左

衛門千続等とともに奉仕する。確実な沖津宮社殿の存在を

示す初見史料。 

「宗像家文書」 

慶安３（1650）年 

福岡藩主黒田忠之、辺津宮鳥居、板橋２ヵ所、第二・第三・

上高宮を造営。上高宮の地を掘り下げた際、石棺が出土す

る。 

「宗像第一宮造営記録」・『筑前国

続風土記』・「宗像宮御普請之節遷

宮覚」 

万治元（1658）年 河野氏が沖津宮に金銅の神体を造立する。 『筑陽記』 

寛文２（1662）年 
御嶽神社の分祀を中津宮境内末社御嶽神社として奉祀す

る。 

『筑前国続風土記』・「澳津宮中津

宮両社末社員数神璽書上」 

寛文年中（1661～

1672） 
福岡藩主黒田忠之、中津宮を建て替える。 「中津宮書上」 

延宝３（1675）年 

福岡藩主黒田光之、第一宮本殿拝殿を修造し、深田民部丞

秋続をして、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の周囲に小社殿二十宇

を建てて合斎奉祀する。 

「宗像第一宮造営記録」・「宗像第

一宮末社復興記」・「御軒附幷御修

覆分」・「宗像忌子家系」・「宗像宮

御普請之節遷宮覚」・「黒田新続家

譜」・「宗像辺津宮由緒碑」 

延宝４（1676）年 
辺津宮本殿・拝殿・渡殿・末社二十区・舞台・御供屋・橋・

一切経堂・阿弥陀堂・鐘楼等の造営完了、遷宮を行う。 

「宗像第一宮造営記録」・「御軒附

幷御修覆分」・「黒田新続家譜」 
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表Ⅰ－2－3－1（5） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

天和２（1682）年 

「天和二年御国絵図」成立。沖ノ島を描いた最古の絵図。「御

号島」と記される。岩礁も描かれ、「小屋島」「御門柱」と

表記される。 

  

貞享元（1684）年 

沖津宮の修復並に諸祭礼用として、沖ノ島渡海漁船１艘に

つき、鰤二尾を徴収してこれに宛てることを福岡藩浦奉行

より達せられる。 

「一甲斐河野家文書」・「田島社人

申状」・「嶺家文書」 

元禄 16（1703）年 

『筑前国続風土記』成立。沖津宮の周囲に 18末社あり、今

の神殿方九尺、又拝殿ありと記す。沖津宮遙拝所の場所に

正三位の社があったという記載もあり。 

  

寛延３（1750）年 
沖津宮遙拝所の石碑に「寛延三年」という年紀あり。遙拝

所はこれ以前の設置か。 
  

安永３（1774）年以

前 

前藩主黒田継高、大島荒津山に沖津宮・中津宮の遙拝壇を

築く。 
「黒田新続家譜」 

安永年間（1772～

1780） 

福岡藩主のための正・五・九月の祈祷を大島の沖津宮遙拝

所及び一甲斐河野氏邸内の沖津宮神祇殿にて執行する。 
「慶応四年諸御用日記」 

天明元（1781）年 朝鮮漁船、沖ノ島に来航。沖ノ島番船にてこれを返送する。 「澳津宮社記幷家記録」 

天明４（1784）年以

降 
沖津宮は「御本社三間社、九尺四面」とある。 「澳津宮社記」 

天明６（1786）年 本社・拝殿などの間数の記載。 「中津宮相殿末社目録」 

寛政６（1794）年 

青柳種信、藩命により沖ノ島守備のため福岡を出発し、大

島を経て沖ノ島に渡る。沖津宮の「神殿拝殿末社十五区あ

り」と記す。 

『瀛津島防人日記』 

寛政９（1797）年 

『筑前国続風土記附録』成立。同書所収の「宗像宮絵図」

は、延宝３年以後の境内を描いた最古の絵図。また、同所

所収「大嶋図」に沖ノ島が描かれる。沖津宮神殿方九尺、

拝殿一間半二間とある。 

  

文政４（1821）年 
『筑前名所図会』成立。「澳嶋之図」、「大嶋 湍津姫神社」

の絵図あり。 
  

安政元（1854）年頃 

『筑前国続風土記拾遺』成立。沖ノ島を不言島（イハズ）、

オンガウ島（御号島）と呼ぶとある。沖津宮遙拝所につい

ての記載もある。 

  

文政７（1824）年 辺津宮の呼称を「田島宮」から「宗像宮」に改称。 
「文政七年御社用諸願諸指出控

帳」・「同寺社奉行衆御用帳」 

明治２（1869）年 
福岡藩、中津宮本殿・拝殿・渡殿、また沖津宮本殿・渡殿・

拝殿・御供屋及び遙拝所を造替する。 

「明治元年造営棟札」・「沖津宮明

細図書」・「従前建築修繕年月取調

書」・「沖津宮仲津宮辺津宮及末社

地所坪数明細表控」 

明治３（1870）年 沖津宮大宮司河野通信、「沖ノ島掟書」を定む。   

明治４（1871）年 

沖津宮遙拝所の大きさは横一間半、入二間とある。 「筑前国宗像郡瀛津宮明細書」 

国幣中社に列せられる。 

「太政官日誌」・「公文禄」・「宗像

神社続古文書」・「辺津宮明細図

書」 

明治８～17（1875～

1884）年 
新社務所設立により境内末社の一部を移動。 

「明治八年辺津宮全図」・「明治十

七年辺津宮明細図書」 

明治 13（1880）年 沖津宮遙拝所を修繕する。 『宗像神社史』上巻 

明治 14（1881）年 沖ノ島禁忌事項を定める。 『沖津島御掟則」 

明治 17（1884）年 沖津宮遙拝所が暴風によって転倒する。 
「沖津宮明細図書」・「従前建築修

繕年月取調書」・「辺津宮日誌」 

明治 18（1885）年 
沖津宮遙拝所を再建する。 

「沖津宮明細図書」・「従前建築修繕

年月取調書」 

官幣中社に昇格。 
「明治十八年公文録」・「宗像神社続

古文書」・「辺津宮明細図書」 

明治 33（1900）年 沖津宮本殿修理（1901 年竣工）。 「沖津宮明細図書」 
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表Ⅰ－2－3－1（6） 史跡「宗像神社境内」関連年表 

年号（西暦） 事項 出典 

明治 34（1901）年 官幣大社に昇格。 

「宮内庁掌典職所蔵祭祀録」・「宗

像神社蔵御祭文」・「神宮官国弊社

一覧」 

明治 37（1904）年 
佐世保鎮守府、沖ノ島一ノ嶽山頂に、灯竿及び望楼を建設

する。 
「沖ノ島重要書類」 

明治 38（1905）年 

連合艦隊、ロシアのバルチック艦隊を日本海沖ノ島付近に

おいて撃滅する。沖津宮奉仕中の主典宗像繁丸、使夫佐藤

市五郎、これを望見して、沖津宮日誌に記述する。 

「日露戦争海軍戦史」・「中津宮日

誌」 

明治 40（1907）年 辺津宮本殿・拝殿を特別保護建造物に指定（古社寺保存法）。   

大正５（1916）年 沖津宮遙拝所の向きをより正確に沖ノ島方向に改める。 「沖津宮明細図書」 

大正６（1917）年 
辺津宮拝殿解体修理（1918 年完了）。 「辺津宮明細図書」 

辺津宮境内の神池を田島村民の奉仕により埋め立てる。 （伝承） 

大正 12（1923）年 辺津宮本殿解体修理（1926 年完了）。 「辺津宮日誌」 

昭和２（1927）年 
沖津宮遙拝所を改造し、その神饌所・奉幣使控所・神官控

所を撤去する。 
「沖津宮記録」 

昭和３（1928）年 中津宮拝殿改築（同年完了）。 「中津宮日誌」 

昭和４（1929）年 辺津宮本殿・拝殿を国宝に指定（国宝保存法）。   

昭和７（1932）年 沖津宮本殿・幣殿・神饌所・拝殿改築（同年完了）。 「辺津宮日誌」 

昭和８（1933）年 沖津宮遙拝所改築（同年完了）。 「中津宮日誌」 

昭和 25（1950）年 辺津宮本殿・拝殿を重要文化財に指定（文化財保護法）。 宗像神社史上巻 

昭和 27（1952）年 辺津宮本殿修理（1953 年完了）。 「辺津宮日誌」 

昭和 28（1953）年 辺津宮拝殿・渡殿修理（1954 年完了）。 「文化財復興奉賛会書類 19巻」 

昭和 29（1954）年 第一次沖ノ島学術調査団結成、調査を開始する。 「沖津宮日誌」 

昭和 30（1955）年 高宮磐座式祭場整備。 「文化財復興奉賛会書 25巻」 

昭和 32（1957）年 第二次沖ノ島学術調査団結成、調査を開始する。 「沖津宮日誌」 

昭和 37（1962）年 みあれ祭海上神事を復興。 「辺津宮日誌」 

昭和 44（1969）年 
第三次沖ノ島学術調査団結成、調査を開始する。 「沖津宮日誌」 

辺津宮本殿解体修理（1971 年完了）。 「修理工事報告書」 

昭和 45（1970）年 祈願殿建設。 「復興期成会本部日誌」 

昭和 46（1971）年 

沖ノ島全島及び沖津宮遙拝所・中津宮・辺津宮が「宗像神

社境内」として国史跡に指定される。 
  

斎館・勅使館等建設。 
「復興期成会本部日誌」・「復興期

成会書類」 

昭和 47（1972）年 中津宮本殿が県指定文化財となる。   

昭和 50（1975）年 第二宮・第三宮を整備。 「第二宮・第三宮関係綴」 

平成 21（2009）年 
宗像大社、世界遺産の構成資産として世界遺産暫定リスト

に記載。 
  

平成 22（2010）年 大島御嶽山遺跡を発掘調査。   

平成 25（2013）年 

国史跡「宗像神社境内」及び国天然記念物「沖の島原始林」

の保存管理計画を策定。 
  

大島御嶽山遺跡を「宗像神社境内」として追加指定。   

平成 26（2014）年 
小屋島・御門柱・天狗岩を「宗像神社境内」として追加指

定予定。 
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（５）建築物・工作物等 

 

 １）史跡指定地内の建築物・工作物等 

 今回調査において、境内の建築物・工作物等の悉皆調査を行った。境内に合計 642 の物件が存在し

ている。辺津宮については指定地外についても調査を行い、28 物件を記録した。 

 

表Ⅰ－2－3－2 史跡指定地内の建築物・工作物等集計表 

 沖ノ島（沖津宮） 沖津宮遙拝所 中津宮 辺津宮 合 計 

遺跡 27 ―  1 2 30 

建 

築 

物 

宗像大社 5 2 19 68 94 

その他 6 1 ―  19 26 

小 計 11 3 19 87 120 

工作物 25 9 89 306 429 

土木構造物 5 6 9 18 38 

その他 （戦時遺構） 25 ―  ―  ―  25 

合  計 93 18 118 413 642 

 

（注）建築物・工作物等の分類 

 大分類として①遺跡、②建築物、③工作物、④土木構造物、⑤戦時遺構（沖ノ島のみ）に整理し、建築

物と工作物については、さらに細分し整理した。 

 ①遺跡 ：地下埋蔵の遺構遺物 

②建築物：本殿・拝殿・末社（祠）・付属建物（社務所・神饌所など）・神門・瑞垣（廻廊）・夜警室・民

家・倉庫・トイレ・消火エンジン室 等 

③工作物：鳥居・塀・透垣狛犬・手水石・灯篭・石柱・石碑（芳名板）・記念碑・立札・案内板・看板・

神池・橋・相撲場・駐車場上屋・藤棚・照明柱・電柱・スピーカー柱・道路付帯物（カーブ

ミラー・ガードレール・車止め）・門柱・井戸・消火栓・水槽・下水処理施設 等 

④土木構造物：駐車場・水路・階段・法面 等 

⑤戦時遺構：軍道・砲台跡・弾薬庫 等 

 

 工作物については、建築物以外の工作物とした。なお、近世における木割書（匠明など）では、鳥居、

神門などの門は、建築物とされているが、鳥居については建築基準法に従い工作物とした。 

 また、末社については、祠などの工作物であるものがあるが、建築物に分類した。 

 

建築物 

建築基準法 （用語の定義）  

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する

構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、これに附属する門若しくは塀、これに附属する門若しくは塀、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架

の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路

敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類す

る施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。 

文化財保護法 

三 令第五条第四項第一号ハ関係 

(一) 「工作物」には、次のものを含む。 

① 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀 

② 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガードレール 

③ 小規模な観測・測定機器 

④ 木道 

 

建
造

物
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 以下に調査を行った、境内ごとの建築物・工作物等の位置図を示す。なお、一覧表・写真は資料編

に掲載している。 

 

  ア 沖ノ島（宗像大社沖津宮） 

 

 

図 Ⅰ－2－3－33（1） 建築物・工作物等位置図（沖ノ島－１） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ165～ｐ171） 
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図 Ⅰ－2－3－33（2） 建築物・工作物等位置図（沖ノ島－２） 
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図 Ⅰ－2－3－33（3） 建築物・工作物等位置図（沖ノ島－３） 

（※青線は、資料編ｐ242（図 資－1－3－2）宗像大社沖津宮周辺断面図の位置） 
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  イ 沖津宮遙拝所 

 

図 Ⅰ－2－3－34 建築物・工作物等位置図（沖津宮遙拝所） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ175～ｐ176） 

（※青線は、資料編ｐ244（図 資－1－3－4）沖津宮遙拝所敷地断面図の位置） 
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  ウ 宗像大社中津宮 

 
図 Ⅰ－2－3－35（1） 建築物・工作物等位置図（大島御嶽山遺跡および参道、中津宮） 

 

 
図 Ⅰ－2－3－35（2） 建築物・工作物等位置図（大島御嶽山遺跡） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ181～ｐ191） 
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図 Ⅰ－2－3－35（3） 建築物・工作物等位置図（宗像大社中津宮） 
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  エ 宗像大社辺津宮 

 辺津宮については、史跡指定地を次のようにエリア区分した。 

 

 

  エリア名称エリア名称エリア名称エリア名称         

① 御垣内 

② 御垣内周辺 

③ 外苑 

④ 斎館・清明殿 

⑤ 神宝館・第二駐車場 

⑥ 第二宮・第三宮とその周辺 

⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡） 

⑧ 境内外 （史跡指定地外の宗像大社社有地内の主要なものを抽出） 

 

 

 

図 Ⅰ－2－3－36 宗像大社辺津宮境内エリア区分図  
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  ① 御垣内 

 

図 Ⅰ－2－3－37 辺津宮建築物・工作物等位置図 （① 御垣内） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ199～ｐ203） 
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  ② 御垣内周辺 

 
図 Ⅰ－2－3－38 辺津宮建築物・工作物等位置図 （② 御垣内周辺） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ204～ｐ208） 
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  ③ 外苑 

 
図 Ⅰ－2－3－39 辺津宮建築物・工作物等位置図（③ 外苑） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ209～ｐ213） 
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  ④ 斎館・清明殿 

 

図 Ⅰ－2－3－40 辺津宮建築物・工作物等位置図（④ 斎館・清明殿） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ214～ｐ215） 
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  ⑤ 神宝館・第二駐車場 

 
図 Ⅰ－2－3－41 辺津宮建築物・工作物等位置図 （⑤ 神宝館・第二駐車場） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ216～ｐ220） 
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  ⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺 

 
図 Ⅰ－2－3－42 辺津宮建築物・工作物等位置図 （⑥ 第二宮・第三宮およびその周辺） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ221～ｐ228） 
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  ⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡） 

 
図 Ⅰ－2－3－43 辺津宮建築物・工作物等位置図（⑦ 上高宮・下高宮（祭祀遺跡）） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ229～ｐ230） 
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  ⑧ 境内外 

 
図 Ⅰ－2－3－44 辺津宮建築物・工作物等位置図（⑧ 境内外） 

（一覧表・写真は、資料編ｐ231～ｐ232） 
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４４４４．．．．特性と特性と特性と特性と課題課題課題課題 

 

本章で詳述した、史跡「宗像神社境内」の保存管理計画策定に伴う調査結果を踏まえ、自然的環

境・社会的環境・歴史的環境の観点から特性を整理し、またその課題を示す。 

 

（１）自然的環境 

表Ⅰ－2－4－1 自然的環境からみた特性と課題 

 
 

特性 課題 

沖ノ島 

（沖津宮） 

・周囲に島がなく、玄界灘の中心に位置してい

る。 

・社叢林としての原始林が良好に保存されてい

る。 

・周囲を海に隔絶され、容易に近づけない。 

・島の周囲は急峻で上陸場所が限られる。 

・タブノキ原生林を主体とする原始林で覆われ

る。 

・腐葉土の堆積が地下遺構や遺物の保護となっ

ている。 

・孤立した位置にあるため、災害時の

対処が困難である。 

・オオミズナギドリの営巣活動が地下

遺構に影響を与えている。 

・急傾斜地などで土砂崩壊による形状

変更が起こる可能性がある。 

・原生林の生育が地下遺構に影響を与

える可能性がある。 

沖津宮 

遙拝所 

・沖ノ島（沖津宮）を望む場として良い立地で

ある。 

 

・漂着ゴミが流れ着く。 

・強風や波しぶきなどが直接当たりや

すい。 

・火災や自然災害が起こる可能性があ

る。 

中津宮 

・沖ノ島が見える大島で最も高い御嶽山山頂に

露天の祭祀遺跡である大島御嶽山遺跡があ

る。 

・中津宮社殿周辺には天の川があり、社叢林で

覆われている。 

・御嶽山山頂に至る参道は、自然林に覆われて

いる。 

・イノシシ等の動物による掘り返しが

地下遺構や境内に影響を与えてい

る。 

・樹木の生育が地下遺構に影響を与え

る可能性がある。 

・火災や自然災害が起こる可能性があ

る。 

辺津宮 

・沖ノ島が見える宗像山山頂に上高宮、その麓

に玄界灘を望む露天の祭祀遺跡である下高宮

祭祀遺跡がある。 

・旧入海である釣川沿いにある。 

・境内が社叢林や樹木で覆われている。 

・腐葉土の堆積が地下遺構や遺物の保護となっ

ている。 

・玄界灘から宗像盆地に入る入口部分に位置す

る。 

 

・イノシシ等の動物による掘り返しが

地下遺構や境内に影響を与えてい

る。 

・樹木の生育が地下遺構に悪影響与え

る可能性がある。 

・火災や自然災害が起こる可能性があ

る。 
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（２）社会的環境 

表Ⅰ－2－4－2 社会的環境からみた特性と課題 

 特性 課題 

沖ノ島 

（沖津宮） 

・沖ノ島そのものが現在も信仰の対象である。 

・入島制限などの禁忌が厳格に守られている。 

・地元の人々を中心に信仰が受け継がれてい

る。 

・信仰に伴う伝統的な神事が行われている。 

・神官が清掃を行っている。 

・島を保護してきた禁忌や信仰に対す

る意識が低下している。 

沖津宮 

遙拝所 

・沖ノ島をご神体として遙拝する信仰のあり方

を維持している。 

・地元大島の住民による清掃活動が行われてい

る。 

 

・通常、管理人がいない。 

中津宮 

・地元の人々を中心に信仰が受け継がれてい

る。 

・信仰に伴う伝統的な神事が行われている。 

 

・信仰に対する意識が低下している。 

 

辺津宮 

・地元の人々を中心に信仰が受け継がれてい

る。 

・現在は三宮の総社として位置付けられてい

る。 

・信仰に伴う伝統的な神事が行われている。 

 

・民地がある。 

・参拝者や観光客が多い。 

・信仰に対する意識が低下している。 
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（３）歴史的環境 

表Ⅰ－2－4－3 歴史的環境からみた特性と課題 

 
 

特性 課題 

沖ノ島 

（沖津宮） 

・わが国における最大級・最重要の考古遺跡で

あり、四段階の祭祀形態の変遷を明らかにす

る 22箇所の祭祀遺跡が現在も良好に保存さ

れている。 

・祭祀遺跡以外の地下遺構が良好に保存されて

いる。 

・近世の境内の配置構成が概ね維持されてい

る。 

 

・中世以前の社殿の存在もしくは配置

構成については明らかになっていな

い。 

・明治期の灯台や避難港として整備さ

れた港湾、ソーラーパネルなどがあ

り、歴史的景観が損なわれている。 

 

沖津宮 

遙拝所 

・近世以降、通常渡島できない沖ノ島（沖津宮）

に対する拝殿としての役割を果たしている。 

・祭祀遺跡以外の地下遺構が良好に保存されて

いる。 

・近世の境内の配置構成が概ね維持されてい

る。 

 

・中世以前の社殿の存在もしくは配置

構成については明らかになっていな

い。 

 

中津宮 

・大島御嶽山遺跡、祭祀遺跡以外の地下遺構が

良好に保存されている。 

・中世末以来、大島御嶽山遺跡に建つ御嶽神社

と麓の中津宮社殿という配置構成が一体の

ものとして存在する。 

・近世の境内の配置構成が概ね維持されてい

る。 

 

・中世以前の社殿の存在もしくは配置

構成については明らかになっていな

い。 

 

辺津宮 

・下高宮祭祀遺跡、祭祀遺跡以外の地下遺構が

良好に保存されている。 

・鎌倉時代には、第一宮第二宮第三宮の存在が

確認でき、配置は変化するが現在も同様の構

成を維持している。 

・天正年間に築造された本殿・拝殿、江戸時代

に築造された 21宇の末社群、その他信仰の

記念碑として奉献された工作物などがまと

まって現存する。 

・近世の御垣内の配置構成が維持されている。 

 

・中世以前の社殿の存在もしくは配置

構成については明らかになっていな

い。 
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第３章第３章第３章第３章    保存管理保存管理保存管理保存管理 

 
１．１．１．１．本質的価値本質的価値本質的価値本質的価値 

 

 日本と中国大陸・朝鮮半島とを結ぶ玄界灘に浮かぶ沖ノ島は、はるかな古代より航海の道標であ

り、またその独特な形状から航海安全を祈るための信仰の対象であった。対外交流が活発になると、

沖ノ島信仰を基礎として、巨岩群を磐境
いわさか

・磐座
いわくら

とした沖ノ島祭祀が行われるようになる。沖ノ島祭

祀遺跡では、４世紀後半から９世紀末までの約 500 年間という長期にわたって岩上―岩陰―半岩

陰・半露天―露天と四段階に祭祀形態が変遷することが確認されている。祭祀遺跡は禁忌による厳

しい入島制限のため、ほぼ手付かずの状態で現代まで残されている。さらに、沖ノ島祭祀の露天祭

祀期には、大島御嶽山遺跡、九州本土田島の下高宮祭祀遺跡でも同様の露天祭祀が営まれ、共通す

る遺物が出土している。 

 ３箇所の祭祀遺跡はそれぞれ沖津宮・中津宮・辺津宮へと発展し、三宮からなる宗像神社（現：

宗像大社）を形成する。さらに後の時代になると社殿が建てられるようになり、自然信仰による祭

祀から社殿における祭祀に至るまでの信仰の継続性を三宮それぞれが証明する。一直線上に位置す

る三宮は、沖ノ島を中心として相互に遙拝することができ、現在も地域に密着した神事が行われ、

古代以来の信仰を受け継いでいる。 

 このように、「宗像神社境内」は、古代祭祀の場を中心とする広大な境内域が古代から現在に至る

まで維持されている史跡である。 
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２２２２．．．．構成要素の分類構成要素の分類構成要素の分類構成要素の分類    

    

（１）構成要素の分類の考え方 

 本史跡において、史跡としての本質的価値を構成する要素は、古代祭祀遺跡を含む神社境内とし

ての地下遺構・遺物、本殿・拝殿・鳥居等の建造物、また、境内地の土地を構成する地形、地割、

社叢林等の自然的要素である。 

 保存管理の方法を示すため、史跡を構成する諸要素の分類を行う。諸要素は本質的価値を構成す

る要素のほか、指定地内外において直接または間接的に関わる諸要素で構成される。これらを分類

し整理を進めるための考え方を（図Ⅰ－3－2－1）に示す。 

 

     
地下遺構 

（祭祀遺跡、神社に関わる遺構、埋蔵

遺物等） 

    

    

本質的価値を構成する諸要素 

（土地と一体となった神社の

遺構、遺物、社殿等） 

   

     
建造物 

（本殿、拝殿、鳥居等）     

       

       
自然的要素 

（地形、地割、社叢林、神木、池等） 
 

  

 
史跡を構成する諸要素 

 
     

  

 

 

     
神社の信仰上必要な要素 

（史跡の本質的価値を補完するもの） 

    

        

 
  

本質的価値と異なる諸要素 

（時間の経過の中で付加され

た諸要素の内、住宅その他の

建築物・工作物・土木構造物

等の史跡の本質的価値と異

なるもの） 

  
神社の維持管理上必要な要素 

（宗像神社を運営する上で、維持管理

が必要なもの） 

  

       

      
歴史的な要素 

（神社以外の遺構） 
 

  

        

       
史跡の保護上調整の必要な要素 

（史跡の本質的価値を保護する上で、

将来的に除去・移転・修景等の検討

が必要なもの） 

 
  

        

    
 

  
海、河川、山林等の自然的要素     

        

 
史跡の周辺環境を構成する諸要素 

   
住宅、道路、農地等の土地利用 

    

        

       
史跡地内から周辺への眺望、景観 

  

 

図Ⅰ－3－2－1 構成要素の分類・整理の考え方 
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（２）各境内の構成要素の整理 

 構成要素の分類の考え方に沿って、各境内が有する要素を整理した結果を下表に示す。各要

素については資料編を参照されたい。 

 

表Ⅰ－3－2－1 史跡を構成する要素 

分
類

 

 

本質的価値を 

構成する諸要素 

本質的価値と異なる諸要素 

神社の信仰上 

必要な要素 

神社の維持 

管理上 

必要な要素 

歴史的な 

要素 

史跡の保護

上、調整が必

要な要素 

沖
ノ

島
（

沖
津

宮
）

 

地下

遺構 
沖ノ島祭祀遺跡 

神社に関わる地下遺構 

摂末社、灯篭、

石碑、 

禊用の小屋 

 

看板類、 

建造物等（治

山施設） 

 

神社に関わら

な い 地 下 遺

構、戦時遺構 

建造物等（灯

台・海上保安

庁施設・漁協

施設・アンテ

ナ柱 等） 

建造

物 
本殿、拝殿、鳥居、参道、

池 

自然

的要

素 

社叢林、地形、地割 

沖
津

宮
遙

拝
所

 

地下

遺構 
神社に関わる地下遺構 

 

摂末社、灯篭、

石垣 

看板類 神社に関わら

ない地下遺構 

建造物等（便

所跡 等） 

 建造

物 
遙拝所社殿、鳥居、参道 

自然

的要

素 

社叢林、地形、地割 

中
津

宮
 

地下

遺構 
大島御嶽山遺跡 

神社に関わる地下遺構 

 

御嶽神社、摂

末社、神饌所、

灯篭、石碑、

社務所、斎館、

参籠殿、神門、

手水舎、相撲

場 

防災施設、看

板類、建造物

等（電柱、倉

庫 、 焼 却 炉 

等） 

神社に関わら

ない地下遺構 

 

建造

物 
本殿、拝殿、瑞垣、鳥居、

池、参道 

自然

的要

素 

社叢林、地形、地割 

辺
津

宮
 

地下

遺構 
上高宮・下高宮周辺の祭

祀遺跡、神社に関わる地

下遺構 

第二宮、第三

宮、高宮祭場、

神饌所、神門、

清明殿、儀式

殿、授与所、

斎館、祓社、

灯篭、石碑、

手水舎、相撲

場、石垣、護

国神社 

神宝館、旧宝

物館、防災施

設、建造物等

（治山施設、

電柱 等）、駐

車場、看板類 

神社に関わら

ない地下遺構 

個人住宅、建

造物等、道路

付帯物 

建造

物 
本殿、拝殿、摂末社、鳥

居、池、参道、瑞垣 

自然

的要

素 

地形、地割、社叢林 
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３３３３．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針．保存管理の基本方針 

 

 宗像神社境内は、日本固有の信仰が発展していく過程を証する祭祀遺跡に加え、そこから社殿を

構える神社境内が成立し、古代から現代に至るまでの重層的な歴史的変遷をもっている史跡である。

これを踏まえ、信仰活動の継続を図りながら本質的な価値を確実に次の世代へ守り伝えるために、

史跡「宗像神社境内」の保存管理の基本方針を以下のように定める。 

 

① 史跡全体としての価値、現代に息づく信仰の場としての神域を守っていくため、指定地の

範囲・地形・自然などの物的環境を保全するとともに、境内の神聖な雰囲気、境内内外の良

好な景観などの現状の保存管理を行う。 

② 現状に合わせた地区区分を設定し、史跡の特性・地域性に基づいた保存管理を行う。 

③ 史跡に与える自然の脅威、人為の影響を想定し、保全方法を定める。 

④ 確実な保存管理を行うために、適切な整備活用に関する方策を確立し、施策を進める。 

⑤ 史跡の周辺環境を含め、一体的な保全に努める。 

⑥ 所有者が文化財管理者としての役割・責任を果たすとともに、宗像市をはじめとする行政

との密接な連携、協議を図り、適切な保存管理を行う。 

⑦ 所有者と地域住民、市民団体などとの相互の意思疎通と連携を図り、地域に根ざした保存

管理に取り組む。 

⑧ 現状変更等の取扱い基準に従い保存管理を行う。 
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４４４４．保存管理の．保存管理の．保存管理の．保存管理の方針と方針と方針と方針と方法方法方法方法 

 

（１）保存管理の方針 

地理的に分かれている各境内について、その特性に応じた保存管理の方針を以下のように定める。 

 

表Ⅰ－3－4－1 境内別の保存管理の方針 

境内 特性 保存管理の方針 

沖ノ島 

（沖津宮） 

古代祭祀遺跡が存在し、現在も宗像大社

沖津宮として島全体が信仰の対象であ

る。 

島全体の景観保全とその一層の向上を図る。

天然記念物の保護について、関係者と協力

し、適切に行う。 

灯台・港湾について、関係機関と連携・調整

を行い、適切な保存管理を図る。 

 

史跡地全体が天然記念物である。また、

史跡の範囲は灯台を含み、港湾に接す

る。 

沖津宮 

遙拝所 

通常渡島できない沖ノ島を遥拝する、近

世以来の信仰の場である。 

史跡周辺の景観保全とその一層の向上を図

る。 

地域住民と協議・調整を行い、適切な保存管

理を図る。 

 

史跡の範囲は海岸、道路、集落、農地に

隣接する。 

 

中津宮 

古代祭祀遺跡が存在し、現在も宗像大社

中津宮として信仰の場である。 

史跡周辺の景観保全とその一層の向上を図

る。 

保安林について、関係機関と連携・調整を行

い、適切な保存管理を図る。 

 

史跡の範囲は山林（一部、保安林）を含

み、道路に接する。 

 

辺津宮 

古代祭祀遺跡が存在し、現在も宗像大社

辺津宮として信仰の場である。 

史跡周辺の景観保全とその一層の向上を図

る。 

護国神社、地域住民、所有者と協議・調整を

行い、適切な維持管理を図る。道路について、

関係機関と連携・調整を行い、適切な保存管

理を図る。 

史跡の範囲は護国神社や民家、山林、道

路を含む。 

上高宮・下高宮は、国定公園第三種特別

地域である。 
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（２）保存管理の方法 

構成要素別の保存管理の方法は、（表Ⅰ－3－4－2（1）～（2））に示すとおりとする。 

表Ⅰ－3－4－2（1） 構成要素の保存管理の方法 

分 類 諸要素 保存管理の方法 

史
跡

を
構

成
す

る
諸

要
素

 

本
質

的
価

値
を

構
成

す
る

諸
要

素
 

地下遺構 祭祀遺跡 ・現状で保存する。 

・地表で発見した遺物については出土状況を記録し、保管す

る等適切な措置をとる。 

・保存状況に問題がないか定期的な巡回と点検を行う。 

・毀損の生じる恐れを発見した場合は、早急に対策を施す。 

・遺跡および周辺の法面保護、崩落防止対策を必要に応じて

行う。 

・台風や豪雨の後は状況確認を行う。 

・木竹の適切な整理を行う。 

・保護及び信仰に関わる活動を除き、人の立入を禁じる。 

神社に関わ

る地下遺構 

・地表で発見した遺物については出土状況を記録し、保管す

る等適切な措置をとる。 

・毀損の生じる恐れを発見した場合は、早急に対策を施す。 

建造物 本殿・拝殿な

ど建築物 

・歴史的に価値の高いものは現状保存する。 

・現状の建築物の配置は原則的に変更しない。 

・保存状況に問題がないか定期的な巡回と点検を行う。 

・毀損の生じる恐れを発見した場合は、早急に対策を施す。 

・修理などを行う場合は、史跡の本質的価値に影響を与えな

いようにする。 

・未指定の歴史的建築物については調査を行い、評価にもと

づき文化財指定を進める。 

・防災設備は文化財の価値の保存に有効なように整備する。 

 

参道 ・来訪者の安全に配慮し、日常的な維持管理を行う。 

・毀損の生じる恐れを発見した場合は、早急に対策を施す。 

・改修の際は景観に配慮する。 

自然的 

要素 

社叢林 ・草刈、整枝、剪定などの日常的な維持管理を行い、良好な

社叢林を保つ。 

・伐採、植栽については、社叢林の全体の構成及び景観に配

慮するものとする。 

植栽（神木を

含む） 

・価値に配慮の上、維持管理を行い、良好な景観を保つ。 

地形 ・自然地形、歴史的に重要な人為的地形を保存する。 
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表Ⅰ－3－4－2（2） 構成要素の保存管理の方法 

分 類 諸要素 保存管理の方法 

史
跡

を
構

成
す

る
諸

要
素

 

本
質

的
価

値
と

異
な

る
諸

要
素

 

神社の信仰

上、必要な要

素 

信仰上必要

な建築物・

工作物等 

・歴史的に価値の高いものは現状保存する。 

・神社境内の建物の配置は歴史的変遷の検討に基づいて適切

な措置を行う。 

・未指定の歴史的建築物については調査を行い、その評価に

より指定等の手続きを進める。 

灯篭、石碑 ・本来の位置から移動しているものについては、歴史的な検

討を行った上での再設置を妨げない。 

信仰の維持

管理に必要

な施設 

・史跡等の景観、雰囲気など空間的価値を損なわないよう配

慮しつつ、機能的に配置する。 

・文化財保存の機能面、宗像大社が行う信仰に関わる機能、

境内の景観などを考慮し、適正に改修、再配置を検討する。 

その他建築

物・工作物

等 

・改修・建替・新築等に際しては、必要最小限のものを行う。 

・周辺の景観と調和を図る。 

神社の維持

管理上必要

な要素 

防災施設、

防犯施設 

・建替等に際しては、必要最小限のものを行う。また、配置

については特に注意し、周囲の景観と調和をはかる。 

看板類 ・注意、案内、表示、説明などの機能および景観などに配慮

し、適正に改修再配置する。 

駐車場 ・改修等に際しては、周囲の景観と調和を図る。 

歴史的な要

素 

神社に関わ

らない地下

遺構 

・地表で発見した遺物については出土状況を記録し、保管す

る等適切な措置をとる。 

・調査を行い、その評価により指定等の手続きを進める。 

史跡の保護

管理上、調整

の必要な要

素 

個人住宅 ・現所有者による適切な保存管理が行われるよう、所有者に

対する協力要請、指導などを行う。 

 

道路付帯物 ・建替等に際しては、必要最小限のものを行う。また、周囲

の景観と調和をはかる。 
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５５５５．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針．現状変更等の取扱方針およびおよびおよびおよび基準基準基準基準 

 

 ここでは、文化財保護法に基づく「現状変更行為等の取扱方針」および「基準」について定める。 

 

（１）現状変更の許可制度について 

 史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官

の許可を受けなければならない。（文化財保護法第百二十五条）。また、地方分権法の推進を図るた

めの関係法律の整備等に関する法律等による改正後の文化財保護法等の施行に伴い、文化財保護法

施行令第五条第四項第一号に掲げる史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の

許可の事務については、都道府県又は市の教育委員会が行うこととなっている。市の教育委員会が

行う許可の事務は、「文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからリまでに掲げる史跡名勝天然記

念物の現状変更等の許可の事務の処理基準」に定められている。（資料編関係法令を参照） 

 

表Ⅰ－3－5－1 史跡等の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可制度 

現状変更 

（物理的作為的変更を加える行為） 
日常管理 

 

・現状変更 

 

・文化財保護法施行令第五条第四

項第一号に掲げる史跡等の現

状変更の許可の事務 

 

 

・維持の措置（現状変更等の許

可申請等に関する規則第四

条） 

・非常災害のために必要な応急

措置 

 

 

・文化庁長官による許可(法第百

二十五条第一項) 

 

 

・都道府県又は市の教育委員会 

が行う 

 

 

・許可不要（法第百二十五条 

第一項ただし書） 

 

 

（２）現状変更の取扱について 

 １）現状変更行為にかかる許可および申請等 

 史跡指定地内で現状変更行為をしようとするときは、申請、事前協議を行い、許可を受ける必要

がある。その基本的事項は以下のとおりである。 

①史跡地の現状変更をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 

②農地の耕作や作物の栽培等通常の農作業、森林の日常管理等については、現状変更の許可を必

要としない。 

③現状変更もしくは日常の維持管理の判断に苦慮する場合は、事前に市教育委員会に連絡し協議

する。 

④指定地周辺については、将来的に追加指定の可能性があるので、取扱いについては注意を要す

る。 

⑤市等の行政機関が行う発掘調査、防災、保存修理、史跡整備等及び博物館、大学等の研究機関

が行う発掘調査等についても現状変更の行為となるため、文化庁長官の許可を得る必要がある。 
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 ２）現状変更行為の取扱手順 

 宗像神社境内での現状変更行為に関する手続きは、下図に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－3－5－1 境内での現状変更行為の手続き 

 

※ 軽微なもの： 資料編「文化財保護法施行令 第五条第四項」を参照。 

 

  

申請者申請者申請者申請者 

民間 宗像大社 行政機関 

民家の解体・新築・改修

など 

庭木などの剪定 

建築物や工作物の新築･改修

道路・水路の新設・改修 

樹木植栽・伐採など 

道路（山道）の改修、外灯・

カーブミラー設置・上下水道

工事。学術調査・研究など 

宗像市教育委員会（郷土文化交流課文化財係） 

審査 

申請 

行為の実施（着工） 

福岡県文化財保護課 

文化庁長官許可 

現状変更が必要なもの 

宗像市教育委員会郷土文化交流課 

宗像市世界遺産登録推進室 

福岡県文化財保護課 

福岡県世界遺産登録推進室 

内容協議 軽微なもの 

許可（※） 
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（３）現状変更等の取扱方針 

 取扱方針および取扱基準は、指定地内において「その現状を変更し、またはその保存に影響を及

ぼす行為をしようとするとき」に、文化庁長官あてに出される許可申請について、審査・許可の判

断基準となるものである。 

・文化財保護法第 125条 史跡名勝天然記念物の現状変更等の制限及び原状回復の命令 

・重要文化財及び史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る審査基準について（平成６（1994）年

11月 25 日文化庁次長通達「行政手続法の施行及びこれに伴う文化財保護法の一部改正等につ

いて」別紙二） 

・個々の史跡等指定物件により性格や現況が様々であるために一様の許可基準を定めることが困

難なため、申請行為ごとに判断される。この場合、保存管理計画に適合しているか、指定物件

の保存上支障となるおそれの程度により判断される。（上記の別紙二 七（一）） 

 

現状変更取扱方針の基本的な事項として、次の方針を設定する。 

 

・地下遺構に影響を及ぼす行為は認めない。・地下遺構に影響を及ぼす行為は認めない。・地下遺構に影響を及ぼす行為は認めない。・地下遺構に影響を及ぼす行為は認めない。    

・現状の景観に悪影響を及ぼす行為は認めない。・現状の景観に悪影響を及ぼす行為は認めない。・現状の景観に悪影響を及ぼす行為は認めない。・現状の景観に悪影響を及ぼす行為は認めない。    

・信仰活動の継続を図る。・信仰活動の継続を図る。・信仰活動の継続を図る。・信仰活動の継続を図る。 

 

 

（４）区域の種別 

 上記の方針に基づき、史跡の特性・地域性に基づいた保存・管理を行っていくため、境内の土地

としての変遷、過去の利用状況の分析から、（表Ⅰ－3－5－2）に示すように土地の歴史的重要性に

基づいて指定地を第１種区域から第３種区域の３種に区分し、保存管理の方針を定める。 

表Ⅰ－3－5－2 区域区分と現状変更取扱の方針 

区域の種別 区域区分 現状変更取扱の方針 

第１種区域 
特に本質的価値を有していると

みなされる範囲。 

原則として現状変更を認めない。ただし、文

化財としての価値及び景観の保全に影響を

及ぼさない範囲において、やむを得ない必要

最小限の現状変更は認める。 

第２種区域 第 1種区域に準じる範囲。 

文化財としての価値及び景観の保全に影響

を及ぼさない範囲において、やむを得ない必

要最小限の現状変更は認める。 

第３種区域 

現時点では本質的価値は確認さ

れていないが、史跡の保護に必

要な範囲。 

文化財としての価値及び景観の保全に影響

を及ぼさない範囲において、必要最小限の現

状変更は認める。 
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（５）境内ごとの地区区分 

 前記の分類による、史跡の本質的価値に基づいた境内別の地区区分を（表Ⅰ－3－5－3）に示す。

また、境内別の地区区分図を（図Ⅰ－3－5－2～図Ⅰ－3－5－5）に示す。 

表Ⅰ－3－5－3 地区区分と現状 

境内 区分の種別 概要 現状 

沖ノ島 

（沖津宮） 

第１種 

区域 
港湾部及び法面を除く全島 

巨岩と原生林が一体となった

神聖な信仰の場 

第２種 

区域 
港湾部及び法面 港湾から史跡地への導入口 

沖津宮遙拝所 

第１種 

区域 
沖津宮遙拝所の建つ平地 遙拝所社殿と神事を行う平場 

第２種 

区域 
上記以外の周囲で参道および傾斜地 

信仰を持続させるための一体

的な区域 

中津宮 

第１種 

区域 

大島御嶽山遺跡及び御嶽神社を含む

範囲 

御垣内（本殿・拝殿・末社）の範囲 

周辺の自然林が一体となった

祭祀遺跡及び御嶽神社、中津宮

御垣内を含めた信仰の場 

第２種 

区域 

参道 

御垣内以外の境内 

御嶽神社境内 

社叢林（天の川） 

社務所周辺 

信仰を持続させるための一体

的な区域 

辺津宮 

第１種 

区域 

上高宮（宗像山） 

下高宮祭祀遺跡 

御垣内（本殿・拝殿・末社） 

周辺の自然林と祭祀遺跡、祠及

び祭場が一体となる区域と御

垣内が一体となった信仰の場 

第２種 

区域 

御垣内以外の境内 

第二宮・第三宮境内 

護国神社境内 

釣川へ向かう旧参道 

社叢林 民地 地域内に介在する公

共用道路敷と水路敷 

信仰を持続させるための一体

的な区域 

第３種 

区域 

第二駐車場・神宝館及びそれに介在す

る水路敷 

第三駐車場地域内及びそれに介在す

る公共用道路敷 

便益施設 

駐車場 
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図Ⅰ－3－5－2 境内別地区区分図（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 
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図Ⅰ－3－5－3 境内別地区区分図（沖津宮遙拝所） 
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図Ⅰ－3－5－4 境内別地区区分図（宗像大社中津宮） 
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図Ⅰ－3－5－5 境内別地区区分図（宗像大社辺津宮） 
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（６）現状変更取扱基準 

現状変更取扱基準は（表Ⅰ－3－5－4（1）～（3））に示すとおりとする。 

なお、ここでは、以下の定義・分類に従う。 

新   築：新たな場所に建築を行うことを指す  

改   築：同一場所での建替を含む 

建 築 物：本殿・拝殿・末社（祠）・付属建物（社務所・神饌所など）・神門・瑞垣（廻廊）・

夜警室・民家・倉庫・トイレ・消火エンジン室 等 

工 作 物：鳥居・塀・透垣狛犬・手水石・灯篭・石柱・石碑（芳名板）・記念碑・立札・案

内板・看板・神池・橋・相撲場・駐車場上屋・藤棚・照明柱・電柱・スピーカー

柱・道路付帯物（カーブミラー・ガードレール・車止め）・門柱・井戸・消火栓・

水槽・下水処理施設 等 

土木構造物：駐車場・水路・階段・法面 等 

表Ⅰ－3－5－4（1） 現状変更等の取扱基準 

区域区分 

現状変更 
第１種区域 第２種区域 第３種区域 

建築物 新築 認めない。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資す

る場合は認める。ただし境内の配置構成や景観に

配慮する。 

 増改築 

遺構保存に影響を及ぼさずか

つ史跡の保護に資する場合は

認める。その場合景観に配慮

する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資す

る場合は認める。また景観に配慮する。 

 除去・撤去 

原則認めない。ただし遺構保

存に影響を及ぼさずかつ史跡

の本質的価値に影響のないも

のに限り認める。その場合景

観に配慮する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資す

る場合は認める。また景観に配慮する。ただし境

内の配置構成や景観に配慮する。 

 
社殿建築物

の改修 
認める。ただし、地下遺構および史跡の本質的価値に配慮する。 

 倉庫の設置 認めない。 
必要最小限とし景観に配慮し、地下遺構がある場

合は、遺構保存を優先する。 

 

民有地にお

ける新・増

改築 

認めない。 

新築は認めない。除去撤去を

認める。増築・改築は景観に

配慮し地下遺構がある場合は

遺構保存を優先する。 

認めない。 

 

海上保安庁

施設、漁協

施設の新・

増改築等 

認めない。 

新築は認めない。除去撤去を

認める。増築・改築は景観に

配慮し地下遺構がある場合は

遺構保存を優先する。 

 

 
トイレの設

置 
認めない。 

新築・増改築は認めない（除

去・撤去は認める）。 

改築・除去・撤去

を認めるが、必要

最小限とする。 
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表Ⅰ－3－5－4（2） 現状変更等の取扱基準 

区域区分 

現状変更 
第１種区域 第２種区域 第３種区域 

工作物 新築・改造 

原則認めない。ただし史

跡の保護に資する場合は

認める。その場合景観に

配慮し、地下遺構に影響

がある場合は遺構保存を

優先する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資

する場合は認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

 除去・撤去 

原則認めない。ただし遺

構保存に影響を及ぼさず

かつ史跡の本質的価値に

影響のないものに限り認

める。その場合景観に配

慮する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資

する場合は認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮する。 

 

防災施設・設備の

整備 

必要に応じて設置する。ただし景観に配慮し、地下遺構がある場合は、遺

構保存を優先する。 

 

看板（案内板、説

明板、由緒板、立

札）の設置 

必要最小限の設置とする。ただし景観に配慮し、地下遺構がある場合は、

遺構保存を優先する。 

 防護柵の設置 
人命にかかわる危険な場所や遺跡、文化財の保護に必要な場合は認める。

ただし景観に配慮し、地下遺構がある場合は、遺構保存を優先する。 

 

電柱・照明柱・ス

ピーカー柱等の

設置 

必要最小限の設置とする。ただし景観に配慮し、地下遺構がある場合は、

遺構保存を優先する。 

 
道路付帯物の設

置 
認めない。 

必要最小限とし修景に努める。ただし景観に配

慮し、地下遺構がある場合は、遺構保存を優先

する。 

 ごみ置場の設置 認めない。 
既存の場所を定め来訪者から見えない場所にす

る。 
 

 
下水処理施設の

設置 
認めない。 

必要最小限とし修景に努め、地下遺構がある場

合は、遺構保存を優先する。 

 
水槽・受水槽の設

置 
認めない。 

必要最小限とし修景に努め、地下遺構がある場

合は、遺構保存を優先する。 

土木構

造物 
新設 

原則認めない。ただし史

跡の保護に資する場合

は、遺構保存に影響を及

ぼさない範囲で認める。

景観に配慮する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資

する場合は認める。ただし必要最小限の範囲で

行うものとし、境内の配置構成や景観に配慮す

る。 

 改修 遺構保存に影響を及ぼさない場合は認める。特に景観に配慮する。 

 除去・撤去 

原則認めない。ただし史

跡の本質的価値に影響の

ないものは認める。その

場合景観に配慮し、地下

遺構に影響がある場合は

遺構保存を優先する。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資

する場合は認める。ただし境内の配置構成や景

観に配慮し、地下遺構に影響がある場合は遺構

保存を優先する。 
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表Ⅰ－3－5－4（3） 現状変更等の取扱基準 

区域区分 

現状変更 
第１種区域 第２種区域 第３種区域 

土木構

造物 

 

参道・登山道の

修復・整備 

史跡の保護管理上、必要な場合は新設・改修を認める。ただし地下遺構があ

る場合は、遺構保存を優先し、景観に配慮する。 

 

境内・および周

辺の道路・水路

の改修 

管理上必要な場合は、史跡の本質的価値に影響のない必要最小限の範囲での

改修を認める。ただし地下遺構がある場合は、遺構保存を優先し、景観に配

慮する。 

 
治山施設の整備 認めない。 

景観に配慮し、地下遺構に影響がある場合は遺構

保存を優先する。 

 

駐車場の新設・

改修・除去・撤

去 

認めない。 

新設は認めない。改修は

景観に配慮するものと

する。除去・撤去は認め

る。 

景観に配慮し、地下遺構

に影響がある場合は遺

構保存を優先する。 

地形の改変行為・防災工

事 

原則認めない。ただし史

跡の本質的価値を保護す

る上で必要な場合は認め

る。 

史跡の保護管理上、必要な場合は本質的価値に影

響のない範囲で認める。ただし景観に配慮し、地

下遺構に影響がある場合は遺構保存を優先する。 

民有地における増改築に

伴う土地の整備 
認めない。 

史跡の本質的価値に影

響のない範囲で認める。

景観に配慮し、地下遺構

がある場合は、遺構保存

を優先する。 

認めない。 

民有地の土地の形質変更 認めない。 

史跡の本質的価値に影

響のない範囲で認める。

景観に配慮し、地下遺構

がある場合は、遺構保存

を優先する。 

認めない。 

仮設物（テント等、掲示

物等）の設置 

原則認めない。ただし信

仰活動に関わり遺構保存

に影響を及ぼさない場合

は認める。 

遺構保存に影響を及ぼさない場合は認める。 

境内における樹木の植栽 原則認めない。ただし、

史跡の保護に資する場合

は認める。その場合境内

の配置構成や景観に配慮

し、地下遺構に影響があ

る場合は遺構保存を優先

する。また、日常行う維

持管理の範囲の剪定につ

いては認める。 

遺構保存に影響を及ぼさずかつ史跡の保護に資す

る場合は認める。ただし境内の配置構成や景観に

配慮し、地下遺構に影響がある場合は遺構保存を

優先する。また、日常行う維持管理の範囲の剪定

については認める。 

境内における竹木の伐

採・剪定 

発掘調査 文化財の保存管理に伴う調査や学術調査など必要な調査のみ認める。 
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６６６６．．．．災害発生時の対応と予防措置災害発生時の対応と予防措置災害発生時の対応と予防措置災害発生時の対応と予防措置 

 

（１）防災に関する方法 

 「宗像市地域防災計画」、「文化財保存・管理ハンドブック」（社団法人全国国宝重要文化財所有者

連盟編 2005 年）などに基づき、適切な災害予防対策、災害復旧対策を講じる。 

 なお、地域と協力・連携した自主防災体制を整えるとともに、災害時に境内に居る参拝者等の安

全を確保するための避難・誘導計画、保護対策等についても検討を行うなど、貴重な史跡の保護、

人命の安全確保等を万全に図るものとする。 

 

 １）大雨、洪水（浸水） 

 辺津宮については、釣川の氾濫、大雨による境内周辺の水路等の内水氾濫のおそれがあるため、

河川管理者等による対策を促進するとともに、周辺水路網の改修整備を推進する。 

 万が一、境内が浸水する場合に備え、遮水のための対策について検討を行う。また、浸水時に迅

速な排水を行うための方策についても研究を進める必要がある。 

 

 ２）土砂災害 

 急傾斜地の土砂災害等により、信仰活動等に影響があるおそれのある場合は、建築物・工作物等

の防護等の方策を講じる。 

 やむなく、急傾斜地の保護対策を行う必要がある場合は、史跡内の遺構や植生、景観への影響を

抑制するよう配慮した計画を立て、所要の手続きを経て実施するものとする。 

 

 ３）大風（台風、竜巻） 

 強風により破損するおそれのある社殿建築物の部材の補強について検討し、必要に応じて対策を

講じる。遺構や歴史的建造物へ倒れるおそれのある範囲の高木について、枯損や根周りの緩みがな

いか等の調査を行うとともに、必要に応じ枝打ち等の対策を行う。 

 風倒木で信仰活動等に影響がある場合は、方策を講じる。 

 

 ４）地震 

 社殿建築物の破損や倒壊などの被害を防ぐため、「重要文化財（建造物）耐震診断指針」などを参

考に調査を行い、備えをするとともに、「文化財建造物の地震時における安全性確保に関する指針」

（庁保建第 41号平成 8（1996）年 1月 17 日）などに基づく対策を講じるものとする。 

 万が一、被害が発生した場合には、部材等現状を保存し、適切に修復を行うものとする。 

 沖ノ島においては、巨石の転落、地割れなど被害の状況に応じて方策を講じる。 

 

 ５）火災 

 社殿建築物の火災を予防するため、従来通り境内での火気を厳禁とするとともに、電気設備の漏

電等が起こらないよう維持管理を行う。また、放火・火遊び等の行為がなされないよう、防犯設備

の充実を検討する。 

 万が一の火災発生に備え、消火・防災施設の充実を図る。既存の防火施設は老朽化しており、消

火用水の水源も不安定な箇所があるため、必要に応じ改修を検討する。 
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第第第第４４４４章章章章    整備整備整備整備・公開・・公開・・公開・・公開・活用活用活用活用 

 

１．１．１．１．整備整備整備整備・公開・公開・公開・公開・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方・活用の基本的考え方 

 

（１）基本的考え方 

 宗像神社境内における整備・公開・活用の考え方として、次の点を基本とする。 

 

 １）整備 

 境内の歴史的変遷を尊重し、既にある重層的な価値を持つ有形･無形の文化財とともに、信仰活動

に配慮した整備を行う。 

 

 ２）公開 

 文化財の保存と信仰の継続を第一とし、来訪者に対して境内の本質的な価値が感じられる公開を

目指す。 

 

３）活用 

 信仰を継続するために必要な機能を確保しつつ、観光資源としての利用との両立を心がけ、参拝

者や来訪者が神聖性を感じられる境内とする。 

 

（２）整備・公開・活用に関する基本方針 

 史跡の価値を次世代へ継承していくためには価値を顕在化させ、適切な整備･公開および活用をし

ていくことが重要である。 

・信仰の継続のために必要な施設の整備を行う。 

・有形、無形の価値を含む史跡の本質的価値を来訪者へ伝えるために必要な案内板、サインの整

備を行うとともに、観光ボランティアや「海の道むなかた館」の地域学芸員などを活用する。 

・長い歴史を有する神社境内および関連する資料の収集・保管を積極的に行い、調査研究を重ね、

それらの成果をもとに効果的な展示や情報の発信を積極的に進めていく。 

・境内周辺地域の環境や景観の保全に努める。 

・神事や祭事に関連したイベントを地元住民と連携して開催する。 

 

（３）境内ごとの整備基本方針 

 宗像神社境内は、宗教的信仰の神聖な場および区域であることを考慮し整備・公開・活用を行う。 

 

 １）沖津宮 

 沖ノ島は、神聖な場所であり神事を除き公開・活用は行わない。現状で景観を損ねている法面、

港湾については改修の際に修景などを行う。 

また、信仰上の活動やそのほか必要な維持管理、災害などの緊急時の対応は妨げない。 

 

 ２）沖津宮遙拝所 

 沖津宮遙拝所は、通常渡島できない沖ノ島（沖津宮）を遙拝するための信仰の場として、その価
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値を損なわない整備を心掛ける。 

 

 ３）中津宮 

 中津宮は、第１の鳥居から池、手水舎、階段、神門・本殿拝殿へと向かう参道と原生的な社叢林

が一体となった境内の雰囲気を保つ区域の保護を考える。さらに、御嶽山の山頂にある古代祭祀遺

跡とそれを繋ぐ山道から中津宮の歴史が伝わる整備を進める。 

 

 ４）辺津宮 

 辺津宮は、高宮祭場周辺の古代祭祀遺跡としての厳粛な区域と、今に信仰を受け継ぐ御垣内の本

殿拝殿およびその周辺の区域の一体性を持たせる。また、三宮の総社として最も参拝者数が多い場

所であることから、信仰に配慮した来訪者への対応を心掛け、境内の価値と機能を維持した整備を

行う。 
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２．２．２．２．整備整備整備整備・公開・公開・公開・公開・活用の方法・活用の方法・活用の方法・活用の方法 

 

（１）整備の内容 

 史跡の整備に関し、今後次のものが考えられる。 

・修復、整備の手法は、発掘調査及び文献資料等の調査成果に基づき、史跡の本質的な価値を損

なわないよう配慮する。 

・史跡を保護するための防災施設の整備を行う。 

・境内の神聖性を損なわないための景観に配慮した整備を行う。 

 

 １）沖ノ島（沖津宮） 

・禊や入島制限など沖ノ島での文化的伝統を来訪者に示すのに必要な案内板の整備を行う。 

・港湾部分の法面については、改修の際にあわせて修景を行う。 

・沖ノ島は非公開のため、整備は保存管理など必要なものに限り、観光のための来訪者を対象と

した案内板などの構造物等の設置は行わない。 

・沖津宮社殿については、定期的な修理を行う。 

・参道や管理道の改修、補修については、景観に配慮したものとする。 

・港湾部分のコンクリート法面については、本来の岩肌と違和感のない信仰の場としてふさわし

い外観になるよう改修の際に修景を行う。 

 

 ２）沖津宮遙拝所 

・史跡の価値を伝えるのに効果的、かつ景観に配慮した統一的な標識･説明板の設置を行う。 

・社殿については定期的な修理を行う。 

 

 ３）中津宮 

・史跡の価値を伝えるのに効果的、かつ景観に配慮した統一的な標識･説明板の設置を行う。 

・社殿や摂末社の定期的な修理を行う。 

・大島御嶽山山頂から沖ノ島および九州本土側への眺望に配慮した整備を行う。 

 

 ４）辺津宮 

・整備に際しては、事前に十分な調査を行い史跡の本質的な価値に配慮した整備を行う。 

・史跡の価値を伝えるのに効果的、かつ景観に配慮した統一的な標識･説明板を設置する。 

・歴史的建造物の定期的な修理を行う。また、防災施設の整備についても必要に応じて行う。 

・重要文化財本殿、拝殿については『重要文化財宗像神社辺津宮本殿・拝殿保存活用計画』に基

づく整備を行う。 

・信仰活動の維持、管理に必要な管理施設の整備を行う。 

・辺津宮から海への眺望を活かした整備を行う。 

・祈願殿や駐車場は機能について十分に検討し、神聖な場所への入り口としてふさわしい景観に

なるように将来的に修景を行う。 

・辺津宮周辺地域についての環境および景観を保全していく。 
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（２）公開の内容 

・沖ノ島は原則的に非公開であり、入島に際しては宗像大社の許可を要する。 

・沖ノ島を除く、沖津宮遙拝所、中津宮、辺津宮は、公開を行う。 

・情報誌、パンフレット等の刊行や報道機関と連携した映像情報の発信など、多様なメディアを

活用して、史跡の価値の伝達を効果的に行っていく。 

 

（３）活用の内容 

・公開活用施設として、沖ノ島出土遺物および宗像大社関連資料の保存管理や公開活用を行う 

「神宝館」と沖ノ島祭祀遺跡の３Ｄ映像を公開する「宗像市郷土文化学習交流館（海の道むな

かた館）」が隣接している。今後、関連した特別展を行うなど、相互の機能を補完しつつ史跡の

価値が効果的に伝わるよう、より一層の連携を進めていく。 

・宗像大社の神事など無形の要素については史跡の本質的価値を反映するものであり、宗像・沖

ノ島世界遺産市民の会や地域住民等と緊密に連携し、神事に合わせたイベントの開催などを行

う。 

・宗像市歴史観光ボランティア等を活用し、来訪者に史跡の価値と魅力を伝える。 

 

（４）利用区分・参拝者等誘導区域の検討 

 信仰にもとづく神聖な区域、禁足地、管理上必要な区域および一般参拝者への公開区域などを考

慮し「利用区分」を行う。 

・禁足地、宗教的管理区域など「参拝者等立ち入り禁止区域」を定める。 

・参拝者、見学者の誘導を図るため、一般の人が通行できる「参拝者等誘導区域」を定める。 

・垣や鳥居などによる結界のほか、必要に応じて柵などを講じる。 

 

 この考え方により、（図Ⅰ－4－2－1～図Ⅰ－4－2－4）のように、「参拝者等立ち入り禁止区域」、

「参拝者等誘導区域」を定める。 
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図Ⅰ－4－2－1 利用区分・誘導区域図（沖ノ島（宗像大社沖津宮）） 
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図Ⅰ－4－2－2 利用区分・誘導区域図（沖津宮遙拝所） 
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図Ⅰ－4－2－3 利用区分・誘導区域図（宗像大社中津宮） 
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図Ⅰ－4－2－4 利用区分・誘導区域図（宗像大社辺津宮） 
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３．３．３．３．整備・整備・整備・整備・公開・公開・公開・公開・活用に伴う検討事項の整理活用に伴う検討事項の整理活用に伴う検討事項の整理活用に伴う検討事項の整理 

 

（１）境内の整備について 

 平成 25（2013）年 9 月より辺津宮本殿および拝殿の改修工事をはじめとして、三宮（沖津宮・

中津宮・辺津宮）諸施設の再整備事業『平成ノ御造営』が今後 10 年にわたり計画されている。史

跡宗像神社境内の整備については、本計画に基づき史跡の本質的価値を守り高めていくよう、宗像

市史跡保存整備審議会で検討を行う。 

 

（２）世界遺産の資産としての観点から 

 史跡宗像神社境内は、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産として福岡県・宗像市・福津市の

三者で連携して世界文化遺産への登録を目指している。保存管理のなかでとくに重要となるのは、

資産の真正性と完全性について現状及び将来世代にわたって維持管理していくことである。このた

め、宗像大社と福岡県・宗像市が積極的に連携して史跡宗像神社境内の本質的価値および資産の真

正性と完全性、信仰の継続を図る観点から、相互に理解を深め、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」包括

的保存管理計画にもとづき史跡（資産）の真正性と完全性に配慮した整備が行われるよう、「宗像・

沖ノ島と関連遺産群」専門家会議の指導、助言を仰ぐ必要がある。 

 

表Ⅰ－4－3－1（1） 世界遺産条約履行のための作業指針（真正性） 

○真正性 

段落８０ 

 遺産が備えている価値を理解できる程度は、この価値に関する情報源がどの程度の信用性、

真正性を有すると考えるかに依存する。文化遺産の本来の特質と後年の変化に関連してその情

報源を知り理解することは、真正性に係るあらゆる側面を評価する上での要件である。 

段落８２ 

 資産の文化的価値（登録推薦の根拠として提示される価値基準）が多様な属性における表現

において真実かつ信用性を有する場合に、真正性の条件を満たしていると考えられ得る。 

 ・形状、意匠 

 ・材料、材質 

 ・用途、機能 

 ・伝統、技能、管理体制 

 ・位置、セッティング 

 ・言語そのほかの無形遺産 

 ・精神、感性 

 ・その他の内部要素、外部要素 

段落８３ 

 精神や感性といった属性を、実際に真正性の条件として適用するのは容易ではないが、それ

でもなお、それらは、例えば伝統や文化的連続性を維持しているコミュニティにおいては、そ

の土地の特徴や土地感を示す重要な指標である。 
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表Ⅰ－4－3－1（2） 世界遺産条約履行のための作業指針（完全性） 

○完全性 

段落８８ 

 特質のすべてが無傷で包含されている度合いを測るためのものさしである。従って、完全性

の条件を調べるためには、当該資産が以下の条件をどの程度満たしているかを評価する必要が

ある。 

ａ：顕著な普遍的価値が発揮されるのに必要な要素がすべて含まれているか。 

ｂ：当該資産の重要性を示す特徴を不足なく代表するために適切な大きさが確保され

ているか。 

ｃ：開発又は管理放棄による負の影響を受けているか。 

以上について、完全性の宣言において説明を行うこと。 

 

（３）世界遺産緩衝地帯の観点から 

 世界遺産候補である資産の周辺には、緩衝地帯を設定することとなっている。 

 

表Ⅰ－4－3－1（3） 世界遺産条約履行のための作業指針（緩衝地帯） 

○緩衝地帯 

段落１０３ 

 資産を適切に保全するために必要な場合は、適切に緩衝地帯（バッファゾーン）を設定する

こと。 

段落１０４ 

 緩衝地帯は、推薦資産の効果的な保護を目的とし、推薦資産を取り囲む地域に法的又は慣習

的手法により補完的な利用・開発規制を敷くことにより設けられるもうひとつの保護の網であ

る。 

 推薦資産の直接のセッティング、重要な景色やその他資産の保護を支える重要な機能をもつ

地域又は特性が含まれるべきである。緩衝地帯を成す範囲は、個々に適切なメカニズムによっ

て決定されるべきである。 

 登録推薦の際には、緩衝地帯の大きさ、特性及び緩衝地帯で許可される用途についての詳細

及び資産と緩衝地帯の正確な境界を示す地図を提出すること。 
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