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Abstract

This paper discusses the distribution of Shinto shrines in Kagawa Prefecture. There is a

general tendency that shrines connected with the Itsukushima, Sumiyoshi, Yashaka, Kasuga,

Hie and Matuo Shrines are distributed along the coast or river. The influence of these

shrines does not reach the mountainous areas in the south of the prefecture. No shrines

connected with these six shrines are found in the mountainous areas leading to the passes

of the Asan Mountains. There is no distribution of shrines from east to west along what

used to be called Nankaido. Shrines connected with the Sumiyoshi Shrine are distributed

along the river into the inland area. This implies that traffic along the river was a main

stream in the past.

Keywords: The Itsukushima Shrines，The Sumiyoshi Shrine，The Yasaka Shrine，

The Kasuga Shrine，The Hie Shrine

はじめに

『香川県神社誌』を資料として、香川県内のいくつ
１）

かの神社の分布を調査したところ、これまでに、以下

の結論を得た。

１．「豊玉姫命」を祀る社は、島嶼部・沿岸部及び、

河川沿いに分布いている。
2 )

２．「賀茂神」を祀る社は、賀茂神社領と島嶼部及び、

往古の要港に分布している。
3 )

３．「熊野神」「石槌神」を祀る社は、阿讃山地を越

えての街道沿いに分布している。
3 )

＊香川高等専門学校 名誉教授

小稿では、『香川県神社誌』を資料として、さらに、

「厳島神社」・「住吉神社」・「八坂神社」・「春日神社」・

「日枝神社」・「松尾神社」について、香川県内での分

布の分析を試みた。

郡市名・神社番号・神社名・所在地・祭神名・由緒

は、『香川県神社誌』の記述をそのまま使用する。

１．「厳島神社」

香川県の「厳島神」は

安芸國「厳島神社」祭神：宗像三女神

(市杵島姫命、田心姫命、湍津姫命)

等よりの勧請であろう。
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１．１ 「宗像神社」・「八王子神社」

wikipediaには、次のように記述している。
「宗像三女神」は、

海の神・航海の神として信仰されている。宗像

大社のほか、厳島神社(広島県廿日市市宮島町)、

田島神社(佐賀県唐津市呼子町)、および各地の

宗像神社・厳島神社・八王子社・天真名井社で

祀られている。 (wikipedia)
４）

香川県内の 「宗像三女神」は、「厳島神社」と称する

社が大半であるが、次の社は「宗像神社」「八王子神社」

と記してある。

(1)三豊郡２３２「池八幡神社」麻村大字下麻字上荘田
合祀祭神 市杵島姫神 田心姫神 湍津姫神

他十九神

由緒 (前略)字下山下宗像神社(下略)を合祀す。

(2)三豊郡３０５「宗像神社」辻村字西側
祭神 狭依毘売命 多紀理比売命 多岐都比女命

(3)三豊郡３４３「井上神社」萩原村字岡之山
祭神 天照大神 市杵島比売命

多紀都比売命 田紀理比売命

由緒 (前略)生駒記に『(中略)宗像神社 田心姫命

孝徳天皇ノ御宇豊前國岡島ヨリ鎮座シ給フ由

(下略)』(下略)

(4)三豊郡４１２「崇像神社」柞田村字上出在家
祭神 狭依毘売命 多紀理比売命 多岐都比女命

(5)木田郡１８６「八王子神社」下高岡村字塚脇
祭神 天穂日命 天津彦根命 活津彦根命

熊野久須毘命 五十猛命 田心比売命

湍津姫命 市杵島比売命

(6)香川郡８７「八幡神社」浅野村字宮裡
合殿 摂社八王子神社(祭神 熊野久須毘命

正哉吾勝々速日天忍穂耳尊 市杵島毘売尊)

１．２「厳島神」勧請の記述

以下の社には、安芸國よりの勧請の記述がある。

(7)綾歌郡５５「厳島神社」松山村大字青海字谷奥
祭神 市杵島姫神

由緒 (前略)文永年中(1264 ～ 1274)当地旱魃の際
当村松浦氏の祖先芸州厳島の社頭より忌竹を持ち

帰り雨を祈りしに忽ち豪雨あり。(下略)

(8)綾歌郡３７７「美古神社」岡田村大字岡田上字重永
祭神 市杵島媛命

由緒 昔安芸國厳島社より其の分霊を奉遷して祀

れりと云ふ。

(9)仲多度郡２１８「青埜神社」広島村大字広島青木浦字北

境内神社「厳島神社」 市杵島姫神 天照大神

須佐之男神

(前略)明治元年(1868)青木浦の庄屋庄蔵、初次郎等安芸宮島よ

り青木浦に神霊を迎へて奉斎す。(下略)

(10)三豊郡２４１「厳島神社」財田村大字財田上字大畑
祭神 市杵島姫命

由緒 西讃府志に『相伝フ、永正年中(1504～1520)
安芸國厳島神主佐長伊豆守道雅厳島神ヲ胡服ニ鎮

メ祭リ背負ヒテ当国ニ来リ此地ニ斎ヒ祭レリ』と

あり。(下略)

１．３「市杵島姫命」以外の祭神記載

香川県内の「厳島神社」は、大半が「市杵島姫命」

一神のみであるが、祭神名の記述が異なるもある。

１．３．１「厳島神・厳島姫神」と記載した社

丸亀市１１「龍神社」境内神社「厳島神社」

仲多度郡８４「春日神社」境内神社「厳島社」

仲多度郡１２０「葛城神社」

三豊郡９３「五社八幡神社」

三豊郡９５「厳島神社」

三豊郡２１２「豊姫神社」

１．３．２ 三女神名を記載した社

木田郡１８６「八王子神社」

綾歌郡３６３「八柱社」

綾歌郡４５９「八幡神社」

綾歌郡４８０「三條神社」

仲多度郡５１「八幡神社」

仲多度郡６９「垂水神社」

仲多度郡７６「瀧鼻神社」

仲多度郡７７「八雲神社」

仲多度郡８１「石井神社」

仲多度郡１００「久保神社」

仲多度郡１１９「山戸神社」

三豊郡１３６「八柱神社」

三豊郡１６１「高津神社」

三豊郡２３０「麻部神社」

三豊郡２３２「池八幡神社」

１．３．３ 「田心姫命」と記載した社

小豆郡１１９「八幡神社」

綾歌郡５６「青海神社」

綾歌郡２４３「黒谷社」

綾歌郡２５４「栗原神社」
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１．４ 「弁財天」

「市杵島姫命」は、神仏習合時代に「弁財天」と習

合していた。以下の社は、『香川県神社誌』に「弁財天」

を祀っている旨の記述があるが、祭神は「市杵島姫命」

としている。

丸亀市２１「市寸島神社」

大川郡２６４「新川神社」

木田郡１６「荒神社」境内神社「弁財天社」

木田郡３２「清水神社」境内神社「弁天社」

木田郡５３「丹生神社」

木田郡７７「弁財神社」

香川郡１９「柴山神社」

綾歌郡４４「厳島神社」

仲多度郡３８「厳島神社」

三豊郡８５「厳島神社」

三豊郡２７４「厳島神社」

三豊郡３３３「厳島神社」

三豊郡３９６「山田神社」境内神社「厳島神社」

なお、次の社は、地名から、「弁財天」であるものと考

えられる。

(11)大川郡７「市杵島神社」白鳥本町大字松原字弁天山
祭神 市杵島姫命

(12)香川郡３１「浪指神社」太田村大字福岡上字弁財天
祭神 市寸島比売命

多少の乱れはあるかもしれぬが、小稿では、「市杵島

姫命」を祭神とする社で、「宗像神社」・「八王子神社」

以外の社を「厳島神」として、扱うことにする。

１．３「厳島神」の分布

「図Ⅰ」に見られる通り、「厳島神」は、

島嶼部・沿岸部

大川郡、與田川流域

香川郡、香東川流域

仲多度郡、金倉川流域

三豊郡、高瀬川・財田川流域

に分布しており、仲多度郡・三豊郡では、沿岸部より

内陸部へ面的な分布が認められる。小豆郡・仲多度郡

・三豊郡には「厳島神社」の社名を持つ社が多く、香

東川・與田川流域以外の中・東讃地域には「厳島神社」

の社名を持たぬ社が多い。

「弁財天」を祀った記述を有する社は、木田郡新川

流域に分布が認められる。

２．「住吉神社」

「住吉神」は

海の神、航海の神とされる (wikipedia)
５）

香川県の「住吉神社」は、三大住吉

摂津國 「住吉大社」

長門國 「住吉神社」

筑前國 「住吉神社」

等よりの勧請であろう。祭神は

住吉三神：底筒男命 中筒男命 表筒男命

息長帯姫命

である。この住吉三神の内、一神でも祀っている社を

「住吉神」として扱うことにする。

２．１「住吉神」勧請記載

『香川県神社誌』で、勧請元を記してあるのは、次

の社である。

(13)香川郡９９「住吉神社」川東村大字川東下字鴨島
祭神 表筒男神 中筒男神 底筒男神

由緒 (前略)一説に延文年間(1356 ～ 1360)摂津の
人森次郎左衛門が(中略)摂津住吉の神を迎へて祀

れるなりと云ふ。(全讃史 玉藻集 三代物語)

２．２「住吉神社」の分布

「図Ⅱ」に見られる通り、「住吉神」は

島嶼部・沿岸部

木田郡、新川・春日川流域

香川郡、香東川流域

綾歌郡、綾川・土器川流域

仲多度郡、財田川流域

に分布が認められ、特に、綾川沿いの分布は顕著であ

る。また、土器川上流の綾歌郡４５９「八幡神社」は

山間部で、川沿い以外には街道は無く、その街道も阿

讃山中で途絶している。(阿讃山地峠越えの山道へ続い

ていたかは、定かでない。)これは、川沿いに内陸部に

まで分布しているものと云えよう。

仲多度郡１１６「白鳥神社」は、真鈴峠を経て徳島

県へ通じる街道沿いと考えるべきか、財田川沿い、ま

たは、金倉川沿いと考えるべきか迷う。

これらに対し、大川郡・三豊郡の内陸部での分布は

疎である。

香川県での「住吉神社」は、沿岸部と、沿岸から河

川沿いに分布したものと云えよう。

３．「八坂神社」

香川県の「八坂神」は

京都 「八坂神社」 祭神：牛頭天王・素戔鳴尊

等よりの勧請であろう。
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「牛頭天王」は「素戔鳴尊」と同神とされていた。『香

川県神社誌』には、「八坂神社」、「牛頭天神社」、「須賀

神社」、「祇園神社」で登録されている。祭神の「須盞

鳴尊」は、「八坂神」の特有神ではないので、「牛頭天

王」を祭神とする社、及び「八坂神社、牛頭天神社、

須賀神社、祇園神社」の社号を有する社と、「八坂神社、

牛頭天神社、須賀神社、祇園神社」を合祀したとの記

述を有する社のみを「八坂神」として扱うことにする。

３．１「八坂神」勧請の記述

勧請元を記してあるのは、以下の社である。

(14)髙松３７「八坂神社」高松市塩上町出晴
祭神 素戔鳴尊

由緒 伝ふる所によれば、往昔阿野郡南條村滝宮の

牛頭天王社(綾歌郡瀧宮村村社瀧宮神社)より勧請

し(下略)

(15)木田郡３「八坂神社」平井町大字井上字馬場(藤田)
祭神 素盞鳴尊

由緒 長暦三年(1039)三月京都祇園八坂神社より勧
注１

請せり。（名勝図会)

(16)小豆郡６６「八坂神社」安田村大字安田字井手首
祭神 素盞鳴命 稲田姫命

由緒 延徳年間(1489 ～ 1491)の創祀にして赤松右
兵衛介家吉、播州より小豆郡安田村に移住せる際

播州広峰山牛頭天王をこの地に勧請せしに始ま

る。(下略)

(17)綾歌郡４８８「楢ノ木神社」美合村大字勝浦字奈良ノ木
祭神 素盞鳴命 奇稲田姫命 大名持命

由緒 元慶元年(877)郷中疫病流行す、依って山城國
郡愛宕八坂神を奉斎して加護を祈る、(下略)

(18)三豊郡４１０「須賀神社」柞田村字花ノ井
祭神 武速素盞鳴命 櫛稲田媛命 少名毘古那命

由緒 伝ふるところによれば、仁和、寛平年間諸国

天変地異疫疾つづき、当郡内殊に其の被害多かり

しかば、寛平元年(889)正月二十五日、僧圓珍(智
證大師)この災異を祓はむとして、京都なる八坂

神社より天王社を勧請せしものなりといふ。(下略)

３．２ 「八坂神」の分布

「図Ⅲ」に見られる通り、「八坂神」は

島嶼・沿岸部

大川郡、湊川・與田川・鴨部川流域

木田郡、新川・春日川流域

綾歌郡、土器川流域

仲多度郡、金倉川流域

三豊郡、高瀬川・財田川流域

に分布しており、綾歌郡・三豊郡は、沿岸部から内陸

部へ向かって面的な分布が読み取れる。

４．「春日神社」

香川県の「春日神」は

大和國 「春日神社」 祭神：武甕槌命、経津主尊、

天兒屋根命、比売神

等よりの勧請であろう。

「春日神社」の社号を持つ社、及び「春日神社」を

合祀したとの記述を有する社を「春日神」として扱う

ことにする。

４．１ 「春日神」勧請記載

勧請元を記してあるのは、次の二社である。

(19)綾歌郡５７「春日神社」松山村大字青海字宮ノ下
祭神 健御賀豆知命 伊波比主命 天兒屋根命

比女大神

由緒 (前略)当村村社厳島神社由来記に『(中略)平

城天皇御宇(806 ～ 809)青海村春日大明神勧請仕
給而当村神主元祖成給』とあり。(下略)

(20)綾歌郡２８２「春日神社」川津村字春日
祭神 天兒屋根命 武甕槌命 経津主神 日女大神

由緒 (前略)社家伝説聞書に『当村は藤原氏所領な

る故大和の春日明神を勧請して在住藤氏の氏神と

尊崇したり(中略)』と見え、道家関白処分記に『讃

岐國河津荘春日社領』とありて、此の地は古く大

和國春日神社の社領なりき。(下略)

この「藤原氏所領」について『香川県史』には、次の

ように記されている。

その中心地は、右に見える「春日新宮」の所在地

であろう。興福寺春日社領の荘園にしばしばみら

れるように荘園の鎮守神として春日社を勧請した

ものである。 (『香川県史』第二巻 P187)
６）

香川県の「春日神」は、大和國「春日社」系よりの勧

請であることは疑いあるまい。

４．２「春日神」の分布

「図Ⅳ」に見られる通り、「春日神」は

島嶼部・沿岸部

大川郡、湊川・與田川、鴨部川流域

木田郡、新川流域

香川郡、香東川流域

多度津－善通寺－琴平 への街道沿い

に分布しており、綾歌郡の平野部、三豊郡の内陸部に

分布が認められないことが特徴である。
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５．「日枝神社」「松尾神社」

香川県の「大山咋神」は、

近江國 「日吉大社」 祭神：大己主神、大山咋神

山城國 「松尾大社」 祭神：大山咋神、中津島姫命

この二社のいずれかよりの勧請であろう。

「松尾神」について、Wikipedia には、次の記述があ
る。

秦氏は酒造の技術も日本に伝えたことから、中世

以降、松尾神社は酒造の神としても信仰されるよ

うになった (wikipedia)
７）

「大山咋神」を祭神とする社の内、「日枝神社」「松

尾神社」の社号を持つ社は紛れはないものと考えられ

るが、他の社号を持つ社は、『香川県神社誌』の記述か

ら、いずれであるか判別する必要がある。

５．１「日枝神」と考えられる社と勧請記載

(21)髙松１９「日和山神社」高松市濱ノ丁堀川(御船蔵)
祭神 表筒男命 底筒男命 中筒男命

大物主命 大山咋命 菅原道真公

祭神に「大物主命、大山咋命」を持つ社であるので、「日

枝神」であろう。

(22)大川郡７９「多和神社」志度町大字志度字越窓
境内神社「連岳神社」祭神 大山咋命

(前略)又大日本史神祇志に『連岳神社今在二寒川郡一在二多和神社域内一称二山

王権現一旧号連岳明神蓋是』とあり。

末記に、「山王権現」と記してあるので、「日枝神」

と考えられる。

(23)綾歌郡２８８「岡宮神社」川津村字山田(下川津)
祭神 大己貴命(一に曰 大物主命 大山咋命)

由緒 (前略)社伝によれば、紀夏井、近江國日吉神

を坂本村川原に勧請せんとし、其の御霊代を近江よ

り迎へて此の地に御休憩あり、依て其の跡に祠を建

て奉祀すといふ。(下略)

「由緒」に、近江より「日吉神」勧請の記載がある。

(24)綾歌郡４１６「鳩峰八幡神社」長炭村大字炭所西字八幡岡(片岡)
合祀祭神 素盞鳴神 大山祇命 天御中主神

橘重康命 八衢比古神 八衢比売神

國常立尊 大山咋命 久那斗命

由緒 (前略)大正九年(1920)(中略)字東薬師山王社(中
略)を合祀す。

「山王神社」合祀の記述があるので、「日枝神」と考え

られる。

(25)三豊郡１０９「日枝神社」大見村字宮脇
祭神 大山咋命

由緒 古来山王権現と奉称せらる。(中略)全讃史、

三豊郡史等によれば、天慶三年(940)(中略)近江
國に藤田四郎入道宗遍なる者あり、召に応じ純友

誅戮に功あり、封を当国大見松崎に受け、近江よ

り当社を迎ふといへり。(下略)

「山王権現」と記してあるので、「日枝神」である。

(26)三豊郡２８０「高屋神社」高室村大字高室字稲岳山(稲積)
合祀祭神 大己貴神、大山咋命、大物主神

他十二神

「大山咋命、大物主神」を合祀祭神としているので、「日

枝神社」であろう。

(27)三豊郡４０９「日枝神社」柞田村字山王
祭神 大山咋神

由緒 当地柞田荘は建長八年(1256)後嵯峨院の宣旨
によりて近江國日吉神社の社領となりし地にし

て、この故を以て当地に日吉神社の御分霊を奉斎

せるものなり。(下略)

当地は、「日吉神社」の社領であるから、「日枝神社」

もまた、近江國「日枝神社」より勧請されたものであ

ろう。『香川県史』に次のように記している。

柞田荘の中心地は、荘園領主である日吉社と同じ

神社である日枝山王社が祭られている字山王の地

であろう。(中略)柞田荘の場合、荘園の中心地と

推定される字山王の地がこの付近では中世の南海

道と一致する国道十一号線に面していることは、

荘園と流通との関係を推測させるものである。

(『香川県史』第二巻 P182)

５．２「松尾神」と考えられる社と勧請記載

(28)髙松市２「中野天満神社」高松市天神前
境内神社「松尾神社」(大山咋神)

京都松尾神社より迎へしものにして醸造の神なりといふ。(古今名勝図

絵)

末記に京都より「松尾神社」勧請の記述がある。

(29)香川郡１２４「平尾神社」安原村大字東谷字森窪(平尾山)
合祀祭神 素盞鳴尊 天兒屋根命 八千戈神

倉稲魂神 大山咋神 大山祇神

安徳天皇 崇徳天皇 菅原道真公

船戸神 奥津彦神 奥津姫神

高神 黒雷神

由緒 (前略)大正六年(1917)(中略)字日向松尾神社(中
略)を合祀す。

「由緒」の末記に、「松尾神社」合祀の記述がある。

５．３ 「日枝神・松尾神」の分布

「図Ⅴ」に見られる通り、「日枝神」は中・西讃に

森　孝宏 : 香川県における神社分布(２)
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表Ⅰ．神社表

厳島神社・宗像神社・八王子神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神
高松 ３３ 松島神社 高松市松島町 □

丸亀 １１ 龍神社 丸亀市土居字上真島 厳島神社 ■

丸亀 ２０ 玉積神社 丸亀市西平山町 □

丸亀 ２１ 市寸島神社 丸亀市福島町 □○

大川 ５ 蛭子神社 引田町字畑方 □

大川 ７ 市杵島神社 白鳥本町大字松原字弁天山 □○

大川 ２１ 厳島神社 三本松町字上所 ■

大川 ５１ 厳島神社 長尾町大字長尾西字上安松 ■

大川 ７９ 多和神社 志度町大字志度字越窓 厳島神社 ■

大川 １４１ 別所八幡神社 福栄村大字西山字道下 瀛津島大神社 □

大川 １６９ 與田神社 福栄村大字與田山字森兼 厳島神社 ■

大川 １７６ 山野神社 福栄村大字入野山字定久 □

大川 ２０１ 水主神社 誉水村大字水主字宮内 幸殿神社 ■

大川 ２０６ 八阪神社 誉水村大字水主字下屋敷 ■

大川 ２０７ 石清水神社 丹生村字大谷宮脇 合併神社 □

大川 ２１９ 金刀比羅神社 松尾村大字富田東字友近 坂下神社 □

大川 ２６４ 新川神社 神前村字新川 □○

大川 ２８０ 相神社 造田村大字是弘字相部 □

大川 ２９４ 長手神社 造田村大字宮西字内間 □

大川 ３１９ 産目神社 造田村大字乙井字北山田 □

大川 ３３４ 白方神社 鴨庄村字白方 □

大川 ３４７ 鴨部神社 鴨部村大字中筋字西山 春日神社 □

木田 １６ 荒神社 平井町大字鹿伏字幸正 弁財天社 □○

木田 ３２ 清水神社 川島町大字上田井字由良山 弁天社 □○

木田 ３５ 松宇神社 川島町大字坂元字北宮尾 □

木田 ４８ 川西神社 川島町大字坂元字川西 □

木田 ５３ 丹生神社 川島町大字高野字前浴 □○

木田 ５７ 山王神社 屋島町大字東潟元字山畑 □

木田 ７７ 弁財神社 奥鹿村大字鹿庭字別所 □○

木田 １８６ 八王子神社 下高岡村字塚脇 八

木田 ２８１ 堀江神社 古髙松村大字新田字南堀江 □

木田 ３３８ 濱神社 木太村濱(中濱) □

木田 ３５０ 中邑神社 木太村字中村 □

木田 ３８６ 池神社 十河村大字東十川字上山田 □

木田 ４１８ 岡神社 東植田村大字東植田字岡 □

小豆 １５ 厳島神社 草壁町大字下村字下川西 ■

小豆 ４８ 厳島神社 二生村大字室生字西山 ■

小豆 ８４ 厳島神社 安田村大字楢字城ケ島 ■

小豆 ８８ 厳島神社 安田村大字岩ケ谷字亀崎 ■

小豆 ９２ 八幡神社 苗羽村大字苗羽字宮山 住吉神社 □

小豆 ９４ 厳島神社 苗羽村大字苗羽字沖島 ■

小豆 １１７ 厳島神社 坂手村字平兒島 ■

小豆 １１９ 八幡神社 福田村大字福田字前濱 田

香川 １９ 柴山神社 香西町字平賀下 □○

香川 ３１ 浪指神社 太田村大字福岡上字弁財天 □○

香川 ５１ 田村神社 一宮村大字一宮字宮東 厳島社 ■

香川 ８７ 八幡神社 浅野村字宮裡 八王子神社 八

香川 ９６ 八幡神社 川東村大字川東下字清谷 五社神社 □

香川 １１７ 八幡神社 安原村大字安原下字平賀 ■

香川 １２３ 八幡神社 安原村大字安原下字河北 □

香川 １５６ 冠纓神社 由佐村大字由佐字三ノ原 厳島神社 ■

香川 １７８ 八幡神社 川岡村大字川部字宮本 厳島神社 ■

香川 １８７ 厳島神社 円座村大字円座字下本村 ■

綾歌 １１ 白峰宮 坂出町大字西庄字天皇 幸神社 □

綾歌 ４４ 厳島神社 林田村字馬場北 ■○

綾歌 ４７ 総倉神社 林田村字西梶 □

綾歌 ５５ 厳島神社 松山村大字青海字谷奥 ■

綾歌 ５６ 青海神社 松山村大字青海字宮ノ下 田

綾歌 ６５ 梅宮八幡神社 王越村大字乃生字大越 □

綾歌 ９２ 幸神社 加茂村大字鴨字井手東 □

綾歌 ９７ 市杵島社 府中村字西福寺 □

綾歌 ２４３ 黒谷社 山田村大字東分字國弘下所 田

綾歌 ２５４ 栗原神社 山田村大字山田上字栗原上 田

綾歌 ３６３ 八柱社 富熊村字臭河内 ◇

綾歌 ３７７ 美古神社 岡田村大字岡田上字重永 ■

綾歌 ４１４ 大水島神社 長炭村大字炭所東字南谷 □

綾歌 ４１９ 大水島神社 長炭村大字炭所西字厳島 □

綾歌 ４５９ 八幡神社 美合村大字中通字本名 ◇

綾歌 ４８０ 三條神社 美合村大字勝浦字横畑 ◇

仲多 ８ 荒魂神社 善通寺町大字善通寺字砂古裏 厳島神社 ■

仲多 ２４ 厳島神社 善通寺町大字上吉田字本村道下 ■

仲多 ２９ 厳島神社 善通寺町大字稲木字西岡 ■

仲多 ３２ 金刀比羅宮 琴平町琴平山 厳島神社 ■

仲多 ３８ 厳島神社 多度津町大字多度津字影浦 ■○

仲多 ５１ 八幡神社 南村大字山北字道上 ◇

仲多 ５３ 高幢神社 南村大字柞原字上所 ■

仲多 ６９ 垂水神社 垂水村字行時 ◇

仲多 ７４ 雲気八幡宮 高篠村大字西高篠字本村 ■

仲多 ７６ 瀧鼻神社 高篠村大字東高篠字瀧鼻 ◆

仲多 ７７ 八雲神社 高篠村大字東高篠字羽間 ◇

仲多 ８１ 石井神社 象郷村大字苗田字古川 ◇

仲多 ８４ 春日神社 榎井村字旗岡 厳島社 ■

仲多 １００ 久保神社 神野村大字岸上字久保 ◇

稲荷社 ■

仲多 １０３ 八幡神社 吉野村字八幡 ■

仲多 １１０ 春日神社 七箇村大字七箇字中春日 □

仲多 １１９ 山戸神社 七箇村大字塩入字宮前 ◇

仲多 １２０ 葛城神社 十郷村大字十郷字買田 ■
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仲多 １３１ 春日神社 筆岡村大字弘田字甲山 ■

仲多 １３２ 木熊野神社 筆岡村大字中村字宮東 ■

仲多 １６８ 荒魂神社 白方村大字西白方字宮ノ前 ■

仲多 １７０ 福島神社 白方村大字東白方字宮ノ前 ■

仲多 ２０７ 四社神社 本島村大字本島字宮ノ小路 □

仲多 ２１８ 青埜神社 広島村大字広島青木浦字北 厳島神社 ■

三豊 ３５ 一宮神社 豊浜町大字姫濱字宮前後 ■

三豊 ３８ 厳島神社 仁尾町大字仁尾字古江 ■

三豊 ６３ 稲荷神社 荘内村大字積字南郷 三柱神社 □

三豊 ６８ 厳島神社 荘内村大字積字茂広中筋 ■

三豊 ８５ 厳島神社 荘内村大字生里字波止 ■○

三豊 ９３ 五社八幡神社 詫間村大字松崎字五社山 ■

三豊 ９５ 厳島神社 詫間村大字松崎字丸山 ■

三豊 １３６ 八柱神社 吉津村字正本 八

三豊 １４５ 厳島神社 上高瀬村大字上高瀬字土井 ■

三豊 １６１ 高津神社 勝間村大字下勝間字神原 ◆

三豊 １６５ 天満神社 勝間村大字上勝間字鴨谷 ■

三豊 １８６ 春日神社 比地二村大字比地中字宮砂 ■

三豊 １９６ 熊岡八幡神社 比地大村字宮ノ下 白髪神社 ■

三豊 １９９ 八幡神社 桑山村大字岡本字大池 ■

三豊 ２０７ 津ノ峰神社 本山村大字本大字四ツ足東 田

三豊 ２１２ 豊姫神社 上高野村字大地 ■

三豊 ２３０ 麻部神社 麻村大字上麻字樫谷 ◆

三豊 ２３２ 池八幡神社 麻村大字下麻字上荘田 宗

三豊 ２４０ 鉾八幡神社 財田村大字財田上字財田 □

三豊 ２４１ 厳島神社 財田村大字財田上字大畑 ■

三豊 ２７４ 厳島神社 財田大野村大字大野字山下 ■○

三豊 ２８３ 丸山神社 高室村大字室本字西丸山 ■

三豊 ２８９ 加茂神社 常磐村大字植田字田井 ■

三豊 ２９３ 菅原神社 常磐村大字植田字天神 厳島神社 ■

三豊 ２９４ 天神社 一ノ谷村大字中田井字天神岡 熊野神社 ■

三豊 ３００ 菅生神社 辻村字西側(山本) 荒魂神社 ■

三豊 ３０５ 宗像神社 辻村字西側 宗

■三豊 ３３３ 厳島神社 豊田村大字原字青塚 ○

三豊 ３３５ 粟井神社 粟井村字射場 須賀神社 ■

三豊 ３４２ 大山積神社 紀伊村大字丸井字瀬戸 厳島神社 ■

三豊 ３４３ 井上神社 萩原村字岡之山 宗

三豊 ３５２ 五十鈴神社 和田村大字和田字寺山 ■

三豊 ３７９ 厳島神社 大野原村大字大野原字林屋敷 ■

三豊 ３９６ 山田神社 柞田村字中新田 厳島神社 ■○

三豊 ３９７ 神社 柞田村字大間 ■

三豊 ４１２ 崇像神社 柞田村字上出在家 宗

■厳島神・(厳島神注記)市杵島姫命,□市杵島姫命,
◆(厳島神注記)三女神，◇三女神,「宗」(宗像神注記)三女神,

「田」田心姫命,「八」八王子神，○弁財天

住吉神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神

高松 １ 石瀬尾八幡神社 高松市宮脇町馬場 神明神社 α

高松 １９ 日和山神社 高松市濱ノ丁堀川(御船蔵) Ａ

高松 ２１ 愛宕神社 高松市西濱町 住吉神社 α

丸亀 ２０ 玉積神社 丸亀市西平山町 ａ

大川 １ 誉田神社 引田町字川向 ａ

大川 ２ 塩竈神社 引田町字安戸 ａ

大川 ７９ 多和神社 志度町大字志度字越窓 高良神社 α

大川 １３５ 住吉神社 相生村大字馬宿字下所 Ａ

大川 １３６ 川股神社 相生村大字川股字上所 Ａ

大川 ２０７ 石清水神社 丹生村字大谷宮脇 合併神社 α

大川 ２２４ 富田神社 富田村大字富田字宮内 住吉神社 α

木田 ４２ 住吉神社 川島町大字坂元字北山下 Ａ

木田 １０８ 住吉神社 田中村大字田中字宮尾 Ａ

木田 １３９ 朝倉神社 田中村大字朝倉字東吉谷 Ａ

木田 １６９ 氷谷神社 氷上村大字氷上字北氷谷原 Ａ

木田 ２６８ 住吉神社 庵治村字鎌野 Ａ

木田 ４０８ 住吉神社 東植田村大字東植田字竹元 Ａ

小豆 １９ 亀山神社 池田町大字池田字迎 住吉神社 α

小豆 ３６ 八幡神社 淵崎村大字淵崎字小入部 五宮神社 α

小豆 ９２ 八幡神社 苗羽村大字苗羽字宮山 住吉神社 α

小豆 １１２ 恵美須神社 坂手村字中 ａ

小豆 １３１ 大歳神社 大部村大字大部字向町 ａ

小豆 １３２ 住吉神社 大部村大字大部字濱畑 Ａ

小豆 １３８ 王子神社 北浦村大字小海字宮ノ西 住吉神社 α

小豆 １４０ 荒魂神社 四海村大字伊喜末字中島 塩竈神社 α

小豆 １４１ 天津神社 四海村大字小江字村内 塩竈神社 α

小豆 １５０ 三対神社 豊島村大字甲生字暮石 ａ

小豆 １５３ 住吉神社 豊島村大字唐櫃字明神 Ａ

香川 １６ 三和神社 香西町字香西 Ａ

香川 ９９ 住吉神社 川東村大字川東下字鴨島 Ａ

香川 １６０ 株木荒神社 由佐村大字由佐字南門 Ａ

香川 １７３ 住吉神社 由佐村大字岡字本村 Ａ

香川 ２４０ 住吉神社 下笠居村字川窪 Ａ

香川 ２５２ 塩竈神社 下笠居村字亀水 Ａ

香川 ２５５ 住吉神社 雌雄島村大字女木島字谷奥 Ａ

香川 ２６０ 住吉神社 雌雄島村大字男木字島大井 Ａ

香川 ２６６ 住吉神社 直島村字宮ノ浦 Ａ

綾歌 ６９ 船魂神社 王越村大字乃生字濱分 Ａ

綾歌 １０４ 黒岡住吉神社 府中村字原 Ａ

綾歌 １５６ 五社八幡神社 陶村字猿王東 ａ

綾歌 １７７ 池宮神社 滝宮村大字萱原字北 Ａ

綾歌 ２４６ 住吉社 山田村大字東分字菖蒲 Ａ

綾歌 ２４７ 住吉社 山田村大字東分字大山田 Ａ

綾歌 ３５３ 志賀神社 法勲寺村大字東小川字樋ノ口 Ａ

森　孝宏 : 香川県における神社分布(２)
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綾歌 ３６４ 住吉神社 栗熊村大字栗熊東字高丸(渡池) Ａ

綾歌 ４５９ 八幡神社 美合村大字中通字本名 ａ

仲多 ３４ 菅原神社 琴平町字川西 ａ

仲多 ３９ 稲荷神社 多度津町大字多度津字影浦 船魂神社 α

仲多 ５１ 八幡神社 南村大字山北字道上 船玉神社 α

仲多 ５３ 高幢神社 南村大字柞原字上所 Ａ

仲多 １１６ 白鳥神社 七箇村大字七箇字葛神 ａ

仲多 １２０ 葛城神社 十郷村大字十郷字買田 ａ

仲多 １６６ 住吉神社 四箇村大字庄字妙見 Ａ

三豊 １ 琴弾神社 観音寺町大字観音寺字南七宝(琴弾山) 住吉神社 α

三豊 ３ 住吉神社 観音寺町大字観音寺字洲内 Ａ

三豊 ２７ 八幡神社 観音寺町大字伊吹字宮西 住吉神社 α

三豊 ３１ 八幡神社 豊濱町大字和田濱字宮ノ前 闇於加美神社 α

三豊 ４７ 八幡神社 荘内村大字大濱字船越 住吉神社 α

三豊 ５７ 住吉神社 荘内村大字箱字新田 Ａ

三豊 ７９ 住吉神社 荘内村大字生里字乃津庫 Ａ

三豊 １０４ 粟島神社 粟島村大字粟島字宮ノ下 ａ

三豊 １０５ 進男神社 粟島村大字粟島字久保西 住吉神社 α

三豊 １９６ 熊岡八幡神社 比地大村字宮ノ下 三社神社 α

三豊 ２７７ 岩神社 財田大野村大字財田西字前山下 Ａ

三豊 ３２７ 黒島神社 豊田村大字池ノ尻字黒島 ａ

三豊 ３９４ 三島神社 大野原村大字花稲字東三島 ａ

Ａ主祭神 ａ合祀祭神 α境内神社祭神

八坂神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神
高松 ２１ 愛宕神社 高松市西濱町 住吉神社 ▽

高松 ３７ 八坂神社 高松市塩上町出晴 ▲

大川 ３ 八坂神社 引田町字迯田 △

大川 １０ 八坂神社 白鳥本町大字松原字松西 ▲

大川 １８ 八坂神社 白鳥本町大字帰来字法付 ▲

大川 ２６ 八坂神社 三本松町字上所 ▲

大川 ２７ 宇佐神社 長尾町大字長尾名字亀鶴山 八坂神社 ▽

大川 ５９ 八坂神社 長尾町大字長尾西字市 ▲

大川 ６５ 八坂神社 長尾町大字長尾東字将基 ▲

大川 ８３ 八坂神社 志度町大字志度字御所 ▲

大川 １１４ 八坂神社 津田町字蟹甲 ▲

大川 １３４ 黒羽神社 相生村大字黒羽字下内 △

大川 １３８ 二宮神社 相生村大字吉田字苅畑 △

大川 １３９ 成松神社 小海村字荒井 △

大川 １４４ 八坂神社 福栄村大字東山字円坊 ▲

大川 １５４ 八坂神社 福栄村大字東山字狩居川 ▲

大川 １６１ 八坂神社 福栄村大字西山字兼弘 ▲

大川 １７４ 八坂神社 福栄村大字與田山字天王 ▲

大川 ２０１ 水主神社 誉水村大字水主字宮内 幸殿神社 ▽

大川 ２０６ 八阪神社 誉水村大字水主字下屋敷 ▲

大川 ２４７ 八坂神社 石田村大字石田西字東天王 ▲

木田 ３ 八坂神社 平井町大字井上字馬場(藤田) ▲

木田 ６０ 八坂神社 屋島町大字西潟元字宮西 ▲

木田 ７６ 牛頭天神社 奥鹿村大字鹿庭字別所 ▲

木田 １１９ 八坂神社 田中村大字田中字茶臼 ▲

木田 ２１４ 和爾賀波神社 井戸村字熊田 八坂神社 ▽

木田 ２３５ 八坂神社 井戸村字中井戸 ▲

木田 ２８７ 八坂神社 古高松村大字古高松字中戸 ▲

木田 ３３５ 八坂神社 木太村字西原 ▲

木田 ３６０ 岩田神社 林村大字下林字宮西 若宮神社 ▽

小豆 １２ 天津神社 草壁町大字上村字後山 △

小豆 １３ 八坂神社 草壁町大字下村字尺越 ▲

小豆 １９ 亀山神社 池田町大字池田字迎 八坂神社 ▽

小豆 ２２ 菅原神社 池田町大字池田字下池 八坂神社 ▽

小豆 ６６ 八坂神社 安田村大字安田字井手首 ▲

小豆 １１２ 恵美須神社 坂手村字中 祇園神社 ▽

小豆 １４７ 八坂神社 四海村大字瀧宮字坪江 ▲

香川 １２ 八坂神社 仏生山町大字百相字祇園 ▲

香川 １７８ 八幡神社 川岡村大字川部字宮本 八坂神社 ▽

香川 ２５５ 住吉神社 雌雄島村大字女木島字谷奥 八坂神社 ▽

綾歌 ４７ 総倉神社 林田村字西梶 ▲

綾歌 ６７ 八坂神社 王越村大字乃生字焼山 ▲

綾歌 ７４ 喜佐波神社 王越村大字木澤字大越 八坂神社 ▽

綾歌 １７６ 八坂神社 瀧宮村大字萱原字北 ▲

綾歌 １７５ 瀧宮神社 瀧宮村大字瀧宮字瀧宮(瀧) ▲

綾歌 １９４ 八坂神社 羽床上村大字羽床上字梅木(今滝) ▲

綾歌 ３４１ 須賀神社 坂本村大字川原字南岸(岸ノ上) ▲

綾歌 ３５０ 八坂神社 法勲寺村大字下法軍寺字西尾 ▲

綾歌 ３８３ 八坂神社 岡田村大字岡田上字平尾 ▲

綾歌 ４０５ 八幡神社 長炭村大字炭所東字古屋敷 △

綾歌 ４１６ 鳩峰八幡神社 長炭村大字炭所西字八幡岡(片岡) △

綾歌 ４３８ 須賀社 長炭村大字長尾字寺ノ前 ▲

綾歌 ４８８ 楢ノ木神社 美合村大字勝浦字奈良ノ木 ▲

仲多 ２０ 管神社 善通寺町大字善通寺字北原(有岡) ▲

仲多 ６５ 新羅神社 龍川村大字木徳字松浦 ▲

仲多 ６６ 新羅神社 龍川村大字金蔵寺字本村 ▲

仲多 ７１ 富隈神社 高篠村大字公文字山内 △

仲多 ７７ 八雲神社 高篠村大字東高篠字羽間 ▲

仲多 ９７ 大井八幡神社 神野村大字五條字馬場南 △

仲多 １００ 久保神社 神野村大字岸上字久保 稲荷社 ▽

仲多 ２０６ 八坂神社 本島村大字本島字八阪通 ▲

仲多 ２１４ 八坂神社 広島村大字広島江ノ浦字竹ノ浦 ▲

仲多 ２１７ 加茂神社 広島村大字広島市井浦字東通 △

三豊 １ 琴弾神社 観音寺町大字観音寺字南七宝(琴弾山) 須賀神社 ▽

三豊 １２ 須賀神社 観音寺町大字観音寺字上松 ▲

三豊 １４ 天神社 観音寺町大字観音寺字上松 △
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三豊 ３０ 瀧ノ宮神社 観音寺町大字伊吹字上瀧ノ宮 ▲

三豊 ３５ 一宮神社 豊浜町大字姫濱字宮前後 △

三豊 ３９ 進男神社 仁尾町大字仁尾字南草木 ▲

三豊 １１０ 正八幡神社 大見村字深尾 △

三豊 １８６ 春日神社 比地二村大字比地中字宮砂 △

三豊 ２３２ 池八幡神社 麻村大字下麻字上荘田 △

三豊 ２４０ 鉾八幡神社 財田村大字財田上字財田 △

三豊 ２６２ 八幡神社 財田大野村大字大野字赤塚 須賀神社 ▽

三豊 ２９７ 祇園神社 一ノ谷村大字本大字江藤道西 ▲

三豊 ３３４ 今宮神社 豊田村大字原字小立岡 須賀神社 ▽

三豊 ３３５ 粟井神社 粟井村字射場 須賀神社 ▽

三豊 ３４１ 須賀神社 紀伊村大字木郷字山田 ▲

三豊 ３５４ 須賀神社 和田村大字和田字岡 ▲

三豊 ３５７ 神田神社 和田村大字箕浦字宮ノ下 祇園神社 ▽

三豊 ４１０ 須賀神社 柞田村字花ノ井 ▲

▲主祭神 △合祀祭神 ▽境内神社祭神

春日神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神
丸亀 1 天満天神社 丸亀市塩屋字本村 ☆

丸亀 ４ 天神社 丸亀市津森字宮浦 ☆

大川 ３ 八坂神社 引田町字迯田 ☆

大川 １５０ 春日神社 福栄村大字東山字友村 ★

大川 １７５ 石清水八幡神社 福栄村大字入野山字下山 春日神社 ＊

大川 １７９ 春日神社 福栄村大字入野山字上末國 ★

大川 １８０ 八幡神社 福栄村大字入野山字端 春日神社 ＊

大川 ２０１ 水主神社 誉水村大字水主字宮内 幸殿神社 ＊

大川 ２０６ 八阪神社 誉水村大字水主字下屋敷 ☆

大川 ２０７ 石清水神社 丹生村字大谷宮脇 春日神社 ＊

大川 ２６３ 春日神社 神前村字石井 ★

大川 ２７５ 造田神社 造田村大字是弘字川西 春日神社 ＊

大川 ２９１ 春日神社 造田村大字宮西字内間 ★

大川 ３１３ 春日神社 造田村大字乙井字西山田 ★

大川 ３４７ 鴨部神社 鴨部村大字中筋字西山 春日神社 ＊

木田 １１ 春日神社 平井町大字井上字藤東山田(北地) ★

木田 ２０ 春日神社 平井町大字平木字上所 ★

木田 １２０ 春日神社 田中村大字朝倉字池下 ★

木田 １２７ 春日神社 田中村大字小蓑字中筋 ★

木田 ２１４ 和爾賀波神社 井戸村字熊田 春日神社 ＊

木田 ２４２ 春日神社 井戸村字白羽 ★

木田 ２５５ 八幡神社 牟礼村大字原字井手東 春日神社 ＊

木田 ２７９ 春日神社 古高松村大字春日字川北 ★

木田 ３７６ 春日神社 三谷村字北山 ★

小豆 ３０ 春日神社 池田町大字中山字杉尾 ★

小豆 １１４ 春日神社 坂手村字東谷 ★

小豆 １４９ 春日神社 豊島村大字家浦字今宮 ★

香川 １ 滕神社 仏生山町大字百相字上町 春日神社 ＊

香川 ３４ 山浦神社 鷺田村大字坂田字北山浦 春日神社 ＊

香川 ７６ 春日神社 大野村大字大野字春日野 ★

香川 １１５ 西谷八幡神社 安原村大字安原下字西谷 ☆

香川 １２０ 春日神社 安原村大字安原下字橋谷 ★

香川 １２４ 平尾神社 安原村大字東谷字森窪(平尾山) ☆

香川 １５１ 春日神社 安原上西村字真那屋敷 ★

香川 １７０ 春日神社 由佐村大字岡字清水 ★

綾歌 ３７ 春日神社 宇多津町字大門 ★

綾歌 ５７ 春日神社 松山村大字青海字宮ノ下 ★

綾歌 ８２ 八鉾神社 加茂村大字氏部字松緑 春日神社 ＊

綾歌 １１６ 春日神社 端岡村大字新居字東川西 ★

綾歌 １２８ 春日神社 山内村大字新名字南原 ★

綾歌 １５３ 春日神社 昭和村大字千疋字蔵下 ★

綾歌 １６８ 春日神社 陶村字日原 ★

綾歌 ２８２ 春日神社 川津村字春日 ★

綾歌 ３０９ 春日神社 川西村大字西二字宮西 ★

仲多 １１ 春日神社 善通寺町大字善通寺字兼谷 ★

仲多 ６３ 春日神社 龍川村大字原田字西宮 ★

仲多 ７９ 櫛梨神社 象郷村大字下櫛梨字船磐 ☆

仲多 ８４ 春日神社 榎井村字旗岡 ★

仲多 １００ 久保神社 神野村大字岸上字久保 稲荷社 ＊

仲多 １１０ 春日神社 七箇村大字七箇字中春日 ★

仲多 １３１ 春日神社 筆岡村大字弘田字甲山 ★

仲多 １４０ 鷺井神社 吉原村大字吉原字鷺井 ☆

仲多 １４３ 春日神社 四箇村大字山階字上 ★

仲多 １８１ 春日神社 豊原村大字堀江字堀之浦 ★

三豊 ３６ 賀茂神社 仁尾町大字仁尾字北 ☆

三豊 １８６ 春日神社 比地二村大字比地中字宮砂 ★

三豊 １９８ 春日神社 比地大村字土井 ★

三豊 ２８０ 高屋神社 高室村大字高室字稲岳山(稲積) ☆

★主祭神 ☆合祀祭神 ＊境内神社祭神

日枝神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神

髙松 １９ 日和山神社 高松市濱ノ丁堀川(御船蔵) ●□

大川 ７９ 多和神社 志度町大字志度字越窓 連岳神社 ●△

木田 ９９ 山王神社 奥鹿村大字鹿庭字氷上所 ●

綾歌 ２８８ 岡宮神社 川津村字山田(下川津) ●

綾歌 ３４０ 日吉神社 坂本村大字川原字日ノ本 ●

綾歌 ４１６ 鳩峰八幡神社 長炭村大字炭所西字八幡岡(片岡) ●□

綾歌 ４３５ 山王社 長炭村大字長尾字樫林 ●

三豊 ４５ 日枝神社 仁尾町大字仁尾字曽保 ●
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三豊 ６７ 日枝神社 荘内村大字積字茂広中筋 ●

三豊 ６９ 日枝神社 荘内村大字積字茂広中筋 ●

三豊 １０９ 日枝神社 大見村字宮脇 ●

三豊 １５８ 日枝神社 勝間村大字上勝間字山王 ●

三豊 １６６ 日枝神社 勝間村大字上勝間字西ノ脇 ●

三豊 ２４４ 日枝神社 財田村大字財田上字西岡 ●

三豊 ２８０ 高屋神社 高室村大字高室字稲岳山(稲積) ●□

三豊 ４０９ 日枝神社 柞田村字山王 ●

松尾神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神

高松 ２ 中野天満神社 高松市天神前 松尾神社 ◎△

大川 ７９ 多和神社 志度町大字志度字越窓 ◎松尾神社 △

大川 １２８ 松尾神社 津田町字北山前坂 ◎

木田 ７２ 松尾神社 奥鹿村大字鹿庭字別所 ◎

小豆 １０９ 荒魂神社 苗羽村大字苗羽字中筋 松尾神社 ◎△

香川 １３ 宇佐神社 香西町字香西 松尾神社 ◎△

香川 １２４ 平尾神社 安原村大字東谷字森窪(平尾山) ◎□

綾歌 ８４ 松尾神社 加茂村大字鴨字杉尾 ◎

綾歌 ９９ 松尾神社 府中村字南谷 ◎

いずれか不明の神社

郡市 Nｏ 神社名 所 在 地 境内神社名 祭神

高松 ４ 華下天満神社 高松市片原町 琴平神社 ○△

大川 ２７５ 造田神社 造田村大字是弘字川西 加麻良神社 ○△

木田 ３９６ 高柿神社 東植田村大字東植田字東川北 ○

香川 １１３ 天尾神社 川東村大字川内原字鬼ケ城 ○□

香川 １７２ 山神社 由佐村大字岡字坊ケ奥 ○

三豊 １ 琴弾神社 観音寺町大字観音寺字南七宝(琴弾山) ○□

三豊 １３ 御崎神社 観音寺町大字観音寺字上松 ○

三豊 １３９ 荒魂神社 吉津村字汐木 大咋神社 ○△

三豊 ２８９ 加茂神社 常磐村大字植田字田井 ○

●日枝神社 ◎松尾神社 ○いずれか不明

□合祀祭神 △境内神社祭神
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多く分布するのに対し、「松尾神」は東讃・中讃北部に

分布が認められる。

志度付近以外の大川郡・仲多度郡には分布が認めら

れぬことも「日枝神」分布の特徴である。

５．４ 判別のつかぬ「大山咋神」

次の社は、「大山咋神」を祀っているが、「日枝神」

であるか「松尾神」であるか、判別がつかない。

高松市４「華下天満神社」境内神社「琴平神社」

大川郡２７５「造田神社」境内神社「加麻良神社」

木田郡３９６「高柿神社」

香川郡１１３「天尾神社」

香川郡１２４「平尾神社」

香川郡１７２「山神社」

三豊郡１「琴弾神社」

三豊郡１３「御崎神社」

三豊郡１３９「荒魂神社」境内神社「大咋神社」

三豊郡２８９「加茂神社」

６．官道との関係

６．１ 南海道

南海道は、往古の官道である。『延喜式』巻２８「兵

部省」の「讃岐国駅馬」に、次の六駅が記されている。

（推定現在地）
注２

刈田駅 大川郡引田町馬宿

松本駅 大川郡大川町田面

三谿駅 高松市三谷町原又は平石附近

河内駅 坂出市府中町石井

甕井駅 善通寺弘田町永井

柞田駅 観音寺市柞田町

６．２ 南海道と神社分布

「厳島神社」「住吉神社」「八坂神社」「春日神社」「日

枝神社」「松尾神社」共に、南海道に沿った分布は、認

図Ⅵ．南海道

『讃岐の歴史』より
８）

められない。

７．まとめ

「厳島神社」「住吉神社」「「八坂神社」「春日神社」「日

枝神社」「松尾神社」共に

１．沿岸部に多く分布する

２．大きな河川に沿って分布する

３．阿讃峠に連なる街道沿いの分布は看取し難い

「厳島神」「住吉神」は、海神であるが、沿岸部の分

布のみならず、河川に沿った内陸部への分布も認めら

れ、往時の交通が河川沿いに展開していたことを推測

できる。

「熊野神」「石槌神」と異なり、これらの神社は、県

南の山間部にまでは分布しておらず、内陸部への浸透

には限界があったようである。

「厳島神」は、仲多度郡・三豊郡では沿岸部から内

陸部へと、面的な分布が認められ、「八坂神」は、綾歌

郡・三豊郡では沿岸部から内陸部へ面的な分布も認め

られる。

一方、「厳島神」「春日神」には、

多度津－善通寺－琴平

へと連なる街道沿いの分布も認められる。大川郡水主

地域と共に、仲多度郡善通寺地域、琴平地域には、宗

教的密集があるためかもしれない。

反面、往古の官道である南海道に沿った分布は認め

難い。東西の交通よりも、河川に沿った南北の交通が

主流であったことが伺える。
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注１『香川県神社誌』には、「皇紀」で記されているが、
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注２ 推定現在地は、福家惣衛著、『香川県通史・古代中

世近世編』、p235、上田書店、1965年 に依る。
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