
蜂須賀治昭の寛政改革と地神祭の特質 

はじめに                           平成 28年 1月 22日 坪内 強 

徳島の野山を散策すると、見晴らしの良い田畑の脇や神社の境内等に 5角形の石

柱を数多く見る事が出来る。最初に悲願寺の境内で見た時には一体此れは何かと不

思議に感じた。その後中津峰神社の境内でも同様の石柱を発見し、その形状と刻ま

れている神名が同一である事に驚き、その後この石柱が地神さんを祀る地神塔であ

る事を知った。地神は日本全域で、古くから土地の神、百姓の神、農業の神として

祀られており、祭事の方法や地神塔の形態も多種多様である。 

その中で徳島の地神信仰の特徴は、地神塔の形状、祭事の方法などに驚くほどの

統一性が見られることだ。また、江戸時代に阿波藩領であった淡路島そして徳島に

隣接する香川県や、徳島からの入植者が多い北海道等でも同形の地神塔が有り地神

祭も行われている。 

このように、徳島や淡路島で地神信仰の形態が統一された背景には、阿波藩の意

図が強く影響している結果だと言われている。しかし当初は権力者などに因る強制

があったとしても、その信仰が民衆に浸透し、農家や農地が激減した現在でも、地

神信仰が広く継承されている事に驚き、また興味を引かれた。 

阿波の農民にとっていったい地神信仰とは何であったか、どのような理由で始ま

り、村方に受け入れられ、遠く北海道の地まで伝わり、長期間継承されてきたのだ

ろうか。 

この疑問に答えるために、地神塔造立時の時代背景、特に蜂須賀治昭の寛政改革

と地神塔造立の関係を調査すると共に、現存している地神塔の形状や設置状況そし

て地神祭の現状などを地域毎に現地調査し、どの様な理由で地神信仰が始まり、そ

の信仰がいかにして藩内の農村に広く展開したのは何故か、これを明らかにしたい

と思うに至った。 

１．地神（じじん）とは 

「じのかみ」「じちんさま」ともいう。土地の神、百姓の神、農業の神として信

じられている。屋敷神として祀(まつ)られている例も多く、春秋の社日(しゃにち)

を祭日としており、この日農作業は休みとされる。地神は農神(のうがみ)として、

田の神と同じく去来伝承が語られている。（日本大百科全書） 

土地の神としての地神には二種類有る。一つは産土神（うぶがみ）であり、その

人が生まれた土地の守護神を指す。その人を生まれる前から死んだ後まで守護する

神とされており、他所に移住しても一生を通じ守護してくれると信じられており、

産土神と産子の関係は、たとえ土地を離れても切れる事は無い。 

二つ目は鎮守神である。住居を置く地域の神であり、人々が引越、移転をする

と、産土神は変わらないが鎮守神は変わるとされている。 



①地神塔とは 

地神塔は「地神さん」と呼ばれ、地区ごとに地の神、農の神として祀られてお

り、春秋の社日には地神塔前には供物が供えられ、祭りが行われており、その地神

塔の数は 2000基とも言われている。飯田（1965） 

徳島における地神塔の特徴は、五角柱型の石塔に農業に関わる５神の名を刻んで

いる事であり、その 5神の名も刻まれている順番も統一されていることである。 

徳島の地神塔は、11代阿波藩主蜂須賀治昭が、寛政元年に神職早雲伯耆（ほう

き）の建白を受け、『神仙霊宝春秋社日礁儀（以下礁儀という。）』天明元年 

（1781）に基づき、県下全域の庄屋に、地神塔を建て春秋の社日に地神祭を行うよ

うに命じたことが起源と言われている。 

この『礁儀』には、地神塔の形状、五神名と順番、天照大神を北面に設置し南に

向いて祀ることや祭事のやり方そして祝詞まで細かく書かれており、この、礁儀に

従うことにより、徳島県下津々浦々の地神塔は非常に統一され画一的である。 

しかし、よく調べてみると、地神塔の形状や祀り方には地域により微妙に異なる

所がある。これは、寛政元年の藩令が徳島城下からの距離や地域特性により、直ぐ

にそして正確には全県下の庄屋に伝わらなかったとか、村に財力がなかった等の特

異な地域事情等の理由があったためだと思われる。 

②社日とは 

社日は、春分と秋分に最も近い戊の日を指し、「戊」という文字には「土」とい

う意味がある。また、戊の字は「茂」に通じ、植物の成長が絶頂期にあるという意

味でもある。農家から見ると、春の社日は種まきの時期にあたり、秋の社日は収穫

の時期にあたる。これらは農業において忘れてはいけない大事な時期である。春に

は五穀豊穣の祈願が、秋には無事に作物を収穫するための祈願が行われた。  

農業を中心として生きてきた我々の祖先にとって、大地の恵みである「土」との

関係は切っても切れない縁なのだろう。 

社日を祝う習慣は元々中国にあった。その土地の守護神であった「社」を祀り、

作物の豊熟を祈ったことが始まりとされている。この風習が日本に入ると、土地の

神様を信仰する習慣と融合して全国に広がり、一般的に豊穣を祈願する節日になっ

たといわれている。古来、自分の土地の神様（産士神）をとても大切にしていた日

本人には、受け入れやすい風習だったと思われる。 

③『神仙霊宝春秋社日礁儀』とは （注７） 

天明元年（1781）大江匡臨（きょうりん）によって書かれた。 

本朝漢土農業の始まり、保食神の由来、五穀御祖神の由来等、神祇（じんぎ天の

神と地の神）が稼穡（かしょく農業。）に大功ある事を詳述したもので、今日の地

紳祭の起源に強い影響を与えた。その中で地神塔に関する条を抜粋する。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%C0%BF%A6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%EC%E6%CD


「神仙春秋社の祭り、社壇の式並に本朝にて祭る社の圖」 

① 先その国所の村里において田畔又は路傍の清滞なる土地を選び、石或は土を用

ひて壇（だん）を立てる 

② 五方の土を置く上に、石を五角に切り碑の如くし、此石に御五神の神名を記し

彫附けて此を立て置く 

③ 其の御五神の名とは本朝の土の祖神、五穀の祖神、守護神等の神号なり 

④ この社の壇上には屋根を用ひず霜露（そうろ）風雨を受けて以て天地の気を達

しめんと屋根を用いざるなり 

「本朝の社式五方の土を以て為すとの疑問並に解答」 

① 社はすなはち陰気の主なり社の主を壇上に設いて北面にする。君北墻（しょう）

の下に来り、南に向いてこれを祭る。 

② 此時一口の農民ことごとく社に来たりて供物をおのおの献じて共に祭るなり 

「本朝社五略図」 

 

２．地神塔造立の背景 

徳島では礁儀型地神塔による地神信仰の前にも、民衆信仰として、地蔵信仰、道

祖神信仰、庚申信仰そしてオフナトサン信仰などが盛んに行われていた。そして、

山の神さまが春に里に下りてきて田の神さまとなり（さおり）、田の神さまが秋に

は山に帰って山の神さまとなる（さのぼり）という基盤的な信仰があった。 

また、田の水源は山にあると言うことで山の神が至る所で祀られていた。その祠

は、今でも山裾、中腹などに多く存在する。また、氏神様の秋祭りなどもあり、五

穀豊穣のための信仰は既に数多く行われていたと言える。 

更に徳島には、礁儀型地神塔以前の自然石や独自の形状の地神塔も多く残ってお

り、古くから地神信仰はあったとみられる。 

そして、正月、花見、夏祭り、お盆、お彼岸、お月見、秋祭りそして虫追い等の

行事など農家において一年中多くのお祭りや行事が行われていた。 

その様な状況の中で藩令により礁儀型地神塔の造立が命じられ、その信仰が広く

農民に伝わり 200年以上の長きにわたって継承されてきたのは何故だろうか。 

① 社の主は五角の石に各神號を記して主とする 

② 周囲に土手をつきて墻（かき）とする 

③ 高さと周囲と又社の主との大さ高さは共に宜し

きとし、いかようにも作るべきなり 



 
脇町吉田家住宅内の山の神と地神碑    八万町の地神碑        勝浦町星谷仏石の山の神 

２．１ 全国の時代背景 

① 天明の飢饉 

天明２年（1782）に奥羽地方で冷害が起こり死者１１万人の被害が出た。天明３

年（1783）には浅間山の噴火による噴煙が日光をさえぎり、東北と関東での凶作に

なった。更に遙か離れたアイスランドで複数の火山が噴火し火山灰やガスが北半球

の大部分を覆った。浅間山の噴火やこのフランス革命にも影響を及ぼしたと言われ

る大噴火の影響により天明年間（1781から 1789年）は日本全体が平年よりも気温

が低い寒冷期となり冷害が続いた。阿波藩でも水害や冷害などで天明の飢饉は起こ

り特に天明７年の飢饉は酷かった。 

② 農村の要因 

 米農家は収穫を優先し冷害に弱い品種を栽培したことで冷害の被害が大きかっ

た。また、藩の財政再建策により、農村では藩の特産品の商品作物の栽培が推進さ

れ、米より利益の高い商品作物を栽培する農家が増えた。商品作物の栽培に特化し

た農村では米を栽培せず、他の農村から購入した。阿波藩では藍作がより推進され

た。阿波藩では広大な吉野川流域の農村部一帯の阿波北方が、藍を中心とした畑作

地帯であったため、日常的に米不足を宿命づけられていた。そのため凶作などで大

坂市場の米価が高騰すると米が入手できず飢饉に見舞われた。 

③ 松平定信の寛政の改革 

江戸時代中期（田沼時代）には商業資本、高利貸などが発達し、それまでの米を

中心とする重農主義的政策から重商主義的政策への転換が行われた。 

その田沼時代の重商主義政策の結果、年貢の基盤である農村そのものが大きく変

化し、より大きな収益を求めて働く傾向が農民の間にも広がった。このため、米以

外の農産物の生産や副業に力を注いで成功し、豊かになる人がいる一方、失敗して

借金のため土地を失い小作となる人々も出た。その結果、村内部での対立がみられ

るようになった。また、村を離れ、江戸など都市に出て商家に奉公する人々も増え

た。反面、田畑が荒廃する地域も生じ、荒廃が進んだ農村を離れ都市へやってきた

農民たちによって都市貧民層が形成されるようになった。更に、天明の大飢饉によ

って米価が高騰し、都市貧民層の生活は困窮のどん底に陥った。1787年（天明 7

年）5月には、江戸や大坂で米屋への打ちこわしが起こり、その後全国各地へ打ち

こわしが広がった為、田沼は失脚した。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%BE%B2%E4%B8%BB%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1787%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%98%8E%E3%81%AE%E6%89%93%E3%81%A1%E3%81%93%E3%82%8F%E3%81%97


7月松平定信は、農村を正常に戻し、収穫を上げると共に、飢饉に備えて改革を

行った。帰農手当、困窮農民救済手当などを創設して本百姓体制の再建を図り、農

業従事者の確保、そして荒廃した農村の再建により耕地面積の回復を目指し、収穫

を上げると共に飢饉に備えた。まずは 1788年。農民が江戸に出稼ぎに行くのを制限

し、1790年には都市に出ていって定職についていない農民に農機具代まで援助し農

村に返させた。また、囲米の制度を開始し米は使い切らずに備蓄を命じた。 

 これらの政策は当時の人々にとっては堅苦しいと感じられ、支持率は低く、松平

定信は僅か 6年で失脚。寛政の改革は失敗に終わったとされる。 

２．２ 阿波藩の時代背景 

① 蜂須賀重喜の改革 

蜂須賀重喜が藩主になったのは宝暦４年（1754）である。この頃には阿波藩でも

財政が逼迫し、累積赤字も巨額になってきていた。更に、宝暦元年から同 3年にか

けて公儀から日光山修復のための普請が課せられたため、財政危機に直面した。し

かし、財政を家老以下役人に任せていたため、財政は悪くなる一方であった。 

また、阿波藩では阿波藍の利潤に注目し，1733年(享保18)には藍方御用場を新設

し，葉藍取引税の徴収など葉藍専売制ともいうべき政策を実施していたが、1756年

(宝暦6)の藍玉一揆 (藩の藍専売制の実施と、藍玉師の暴利に対する藍作農民の一

揆)により藩の支配は大きく後退し，藍方御用場も廃止された。 

こうした現実の前に重喜は大胆な行・財政改革の断行に着手した。まず、宝暦11

年(1761年)会計検査をしたところ、藩の歳入をはるかに上回る歳出が続き、負債が

30万両もあることが重喜に報告された。重喜はすぐさま倹約令を出した。 

また、重臣の反対を押し切り、明和3年(1766年)職班官録の制を実施した。職班官

録の制とは家臣の知行地を固定給部分と職能給部分に分ける制度であり、役職に就

いたときだけ役職給がつき、職を辞せばまた固定給だけになる制度である。それま

で一度職に就いて加増がなされると、その職を辞しても加増はそのままであった。

これが藩財政圧迫の原因の一つであった。 

また、藍の流通過程に介入し、1766年藍方役場(翌年〈藍方代官所〉と改称)を再

興，その監督下で城下市中に藍玉売場(のち〈藍大市〉として盛況)を開設した。ま

た、藍師層と提携して大坂市場の直接掌握を図るなど積極的な国益政策を展開し

た。しかし、急激な藩制機構の改編に対して家臣の反感は大きかった。 

更に、幕府は明和4年(1767年)木曽川と揖斐川の治水工事の公役を課してきたため

益々財政状況は悪化した。また、平島公方の百石加増問題も発生し、幕府は、重喜

の改革は藩政を混乱させる暴挙という判定を下し、明和六年（1769）に重喜に隠居

を命じた。そのため嫡子で僅か九歳の治昭が十一代藩主となった。 

この隠居に関しては、老中田沼が全国の商品化産物の幕府による専売化を目論ん

でおり、重喜に依る徳島藩の阿波藍の専売化と対立していた為との説もある。 

米沢藩主の上杉鷹山が同様の改革を実行し、江戸時代屈指の名君と言われている



のに対し、重喜の評価は低い。しかし、その後の阿波藍の隆盛ひいては全国二位の

久次米銀行創設等に見られる阿波の経済力の発展に大いに貢献したと評価したい。 

② 蜂須賀治昭（はるあき）の寛政改革（注１） 

その後約二十年間は仕置家老長谷川近江専断期と称し、藩政は弛緩した。藍玉売

場の盛況など、城下の商人勢力が大きく伸びてきて藍商人等は益々栄えたが、藍作

人の過酷な労働による離農も多く（城下に出て商家の奉公人や、その日暮らしの小

商人、通いの職人になるなどした）藩内の世相も悪化した。とくに城下町では武家

の威厳が失われ、異常な事態も瀕発するに至った。 

しかも、天明２年（1782）から同７年まで水害や冷害が多発し天明の飢饉といわ

れる凶作が続いた。阿波藩では、天明３年９月に奢侈（しゃし）を禁じ、冬には藩

内の村民20,380余人を救済したが、凶作が続いて飢饉のための倉庫が底をつき、救

済することができなくなった。 

元号が変わり寛政元年（1789）は豊作で、一応の安堵が得られたという。そこで

翌年から治昭による藩政改革が実施に移された。藩政改革は、新たな貨幣経済（商

人の力）に対抗するために「主穀生産の増収と農産物の多様化奨励と南北の生産力

の格差を是正し、勤労的自立経営の育成」に重点を置いていた。 

その中で注目されるのは、藩全域の農村に対する地神祭執行の強制である。米な

どの生産を司る土地の神、農耕の神を祀らなければならないとし、まず地神祭につ

いては村落ごとに五角柱の地神塔の造立を命じ、春秋の社日には野良に出て働くこ

とを禁じ、地神塔に寄り合って神事を行ったあと酒食をともにして共同体の結束を

固めさせようとした。 

これは国瑞（くにたまひこ）神社の創建にも関わった旱雲伯耆（ほうき）の建白

を採用したものである。そして、藩の政策展開やそれを背景とした村役人層の主導

により、地神塔の建立は淡路を含む阿波藩全域に広がっていった。 

当時農村では、氏神様（鎮守の神）の祭礼と虫送りや風祭り等の農業行事が行わ

れており、そのうち収穫感謝祭としての秋祭りは、時代とともに華美なものとな

り、盛大となっていた。 

治昭の寛政改革は、地神祭執行により、各村落で正月や盆、秋祭りなどの村行事

以外に取り決められていた毎月四日ほどの休息日を実質上で減じ、地神祭にだけ休

ませようとする厳しい政策であった。 

３．造立起源年について 

 阿波における、藩令による地神塔の造立起源は、寛政元年と言われているが、寛

政 2年との説もある。寛政 2年の説は『貞光谷見聞録』に、「地神塚は寛政 2年 10

月─早雲伯耆ヨリ建白ニ依リ各郡村庄屋ヲ以祭官トシ春秋社日ニ祭事ヲ行ハシム、

当日村民ハ業ヲ休ミ参拝ス─」と記載されていることに依る。 



１．寛政元年造立の地神塔 

寛政元年造立の地神塔が、国府町西黒田の王子神社、石井町加茂野の若宮神社そ

して佐那河内村の嵯峨天一神社、秋葉神社そして高樋にあるというので、そのうち

の佐那河内村の３基について調査した。 

① 嵯峨天一神社 

  
嵯峨川河畔の高台にある嵯峨天一神社の境内に有り大きな青石の一枚板の台座が目を引く。 

台石に、寛政元年 11月と刻まれているのがかろうじて読み取れる。 

②秋葉神社 

  
御間都比古神社から嵯峨川に向かう小高い丘にある秋葉神社の境内の地神塔 

寛政元年 11月 16日と設立日が記されている。境内からは嵯峨川に沿って開けた

蜜柑畑と村落が見渡せる。 

② 高樋 

  
国道 438号線の道路脇の高台にある。 



寛政元年と記されている。元は園瀬川に近い台地にあったが、土砂崩れがあり移

設された。村の長老から、昔は、日待ちの行事で夜遅くまで大勢が集まって飲食を

楽しんだとお聞きした。 

２．造立起源年について （注２） 

寛政元年当時、佐那河内の大宮八幡神社の神官であった井関充長は、神事故例を

研究しており、神学の学友に富田八幡宮の早雲伯耆（ほうき）がいた。その為いち

早く佐那河内村に地神塔が建立されたのではないかと推測できる。 

寛政2年とされる寛政の改革の開始より1年早いのは、早雲伯耆が藩主に建白した

前後、藩令より前に、一緒に礁儀を勉強した学友である神官井関充長が自分の力の

及ぶ佐那河内村に礁儀型の地神塔を建立したと考えられる。国府町西黒田と石井町

加茂野にも寛政元年設立の地神塔があるが、その造立に関しても早雲伯耆の学友で

あった他の神官の存在があるかもしれない。建白により、寛政2年に地神塔設立の藩

令が出てその後阿波藩全土に地神祭が広がったと考えれば、『貞光谷見聞録』に

「地神塚は寛政２年10月（後略）」と記されている理由が理解できる。 

また、地神祭の造立は藩令により強制されたが、文化・文政以降に造立の物も多

く有り、全県下に広がるのにはかなりの期間を要していることが解る。 

３．水の神 山の神 土の神 （注 3） 

寛政７(1795)年、地神に加え山神についても村々で祀らせるように早雲伯耆が藩

に建白」した。建白には「山間部の村々では早くから山神が祀られているが、平野

部 の村々においても洪水の害を防ぎ農業生活を安定させるため、地神に加え（洪水

の淵源である山を司る）山神を祭るべきこと、祭日は正月７日・９月７日とするこ

と、祭神は山神・木神・水神の三座であること」などが記されている。 

  
八万町橋本では地神塔と並んで文化 12年設立の五角形の石柱に水の神様と山の神

様が祭られている。祭日である正月７日と９月７日も側面に刻まれている。 

また、入田の天神社にも地神塔と並んで文化 4年設立の五角形の石柱が有り水の

神様と山の神様が祭られている。正面には「南無水神宮」左には「山神宮」と「黄

幡神」とある。八万町は園瀬川、入田は鮎喰川の氾濫に悩まされた場所である。 



  
また、徳島市応神町では、地神塔の隣に形は 5角柱ではなく 4角柱だが、建白に

従って句々廼馳（くくのち）命（木の神様）、大山祇命（山の神様）、水象（みず

はのめ）命（水の神様）の三柱が祭られている。句々廼馳命や水象命（水波女神）

は、地鎮祭や棟上げの時に祀られる（右 鷲の門の棟札）神様である。 

この三柱を祭った石塔は石井町には他にも（石井町藍畑高畑 石井町高川原市楽 

石井町石井城の内）残っており地神塔と並んで祀られている。 

４．徳島の地神塔についての調査 

現在残されている地神塔や祭事について、2015年夏より徳島県下の地神塔につい

て調査を行った。全地域は無理なので今回は徳島市に近い農村地域及び山村を中心

に調査を行った。尚可能な限り現地調査し写真を撮影して後日に残す事とした。 

（１） 地神塔の形状 

①  心石 

地神塔の心石は『礁儀』の記載通り 5角形の石柱が殆どだが、極一部に 6角形や

自然石の心石そして心石部が木柱の地神塔がある。何故、藩令に従わず礁儀と異な

る地神塔を建てたのか興味の湧くところである。 

石柱の材質は砂岩が殆どだが、近年立て替えられた物は花崗岩が使われている。

また、自然石の地神塔には青石が多く使われている。 

 
国府中八幡神社の六角形の地神塔  重清八幡神社自然石の地神塔     加茂中村の木製の地神塔 

http://satonokaze.blog21.fc2.com/blog-entry-457.html


②  台石 

  
猫足                          亀趺 

台石は 5角形または 4角形または円形の石が多いが、中には猫足や亀趺（きふ）

もある。石井町、国府町では亀趺の台石が 3基ある。 

③ 箱石 

自然石の組石で出来た箱石が多いが、藍住町では井戸に似た円柱型の箱石もあ

り、原始的な石積みもあれば、正確に美しく積み上げられた石積みもあった。 

（２）地神塔に刻まれた神名 

『礁儀』に記されたとおり下記の五祖神が刻まれている。 

土御祖神 埴安媛命（ハニヤスヒメ） 

埴山媛命ともいふ神代巻にイザナギ、イザナミ土神埴安神を生たまいて萬物生ず 

五穀祖神 倉稲魂命（ウカノミタマ） 

イザナギ、飢たまう時生る児を倉稲魂といふ山州紀伊郡京都伏見稲荷大社に鎮座

す稲荷大明神なり 

農業祖神 天照大神 

神代に粟稗麦豆を陸田種子とし稲を似て水田種子として農業の事をはじめたまう 

五穀護神 大己貴神（オオナムチ）（大国主神の若い頃の名前） 

少名彦命と力をあわせ心を一つにして天下を経営された。萬民及び畜産の為に病

を癒す法を定め鳥獣昆虫の災をはらわんが為に禁厭の法をさだめたまう 

五穀護神 少彦名命（スクナヒコナ） 

（３）特殊な地神塔（仏式の地神塔）（注 4） 

調査した地神塔は大半が天照大神を中心に順に農業 5祖神が刻まれているが、藍

住町矢上地区には二基の法華経の経文が刻まれた仏式の地神塔がある。 

 

http://nihonsinwa.com/page/82.html


  
矢上地区正法寺と日枝神社の法華経の地神塔 

 

一つは法華宗の正法寺の境内にある。正法寺はもと正岡寺と称し禅宗に属してい

たが、藩主・蜂須賀忠英の母敬台院日詔尼が法華宗に帰依、難波の地から以信院日

行上人を請じて開山した。敬台院日詔尼の影響が有り、藩令と異なった法華経の経

文が刻まれた地神塔が許されたのであろう。 

仏式の地神塔は、「地神明王」「五穀擁護」「威光倍増」の三つの文言を三面に

刻み、残り二面に「百穀苗稼 甘蔗葡萄」「諸悪蟲輩 交横馳走」、「和光同塵結

縁之始 八相成道以論其終」等の経文が刻まれている。 

（４）地神塔の方向 

礁儀に「社はすなはち陰気の主なり社の主を壇上に設いて北面にす、君北墻（し

ょう かき）の下に来り、南に向いてこれを祭る」とある。 

    

 

（５）地神塔の造立場所 

地神塔の造立場所については、礁儀に「先その国所の村里に於いて田畔又は路傍

の清浄なる土地を撰び、石或は土を用ひて壇を立つ」と記載されている。 

実際に、神山、佐那河内、八万そして上八万地区においては、礁儀に記載されて

いるとおり「田畔又は路傍の清浄なる土地」に設置されている地神塔が多い。とこ

ろが、他地域の現存する大半の地神塔は神社の境内や鳥居横等に設置されている。 

地神塔が最初造立された時は「田畔又は路傍の清浄なる土地」に設置されていて

庄屋が祭事を行っていたが、その後祭事を神社の神官が勤めることになり更には道

路や堤防の建設などで便利な神社の境内に移設または新規に造立したのであろう。 

社の主であり最上位の神である大照大神を中心

とし、左右に二神を従えている。 

そして天照大神を太陽の神とすると、太陽はお昼

には南の空にあるので南に向いて拝まなければなら

ない。太陽神である天照大神に向かい五穀豊穣を

願ったのだと思われる。その為には天照大神と彫っ

た面は北に向けて設置することになる。 



（６）礁儀型以外の形状の地神塔 

西富田の明神さんの地神塔 

 
富田の八幡様とは直ぐ近くにあり、当時の宮司は早雲伯耆と知り合いであったと

思われるのに何故礁儀型の地神塔にしなかったのか不思議だ。 

５．現在の地神祭（2015 年 9月 19日） 

（１）旧徳島市内 

  
 

 
旧徳島城下では現在、地神祭を殆ど見かけない。しかし、富田の明神様(大麻比古神

社)では現在でも地神祭が行われている。農地が減って当屋は三軒と少なくなってい

るものの、産土神を祀る地神祭を継続したいと話されていた。 

２m以上ある青石の立派な地

神塔である。明神さんは我が家

の産土神さんである。五祖神と

刻んであるので礁儀と無関係で

はないようだ。水田がなくなっ

た現在でも近所の三軒の家が交

代でお当屋を努めて毎年地神祭

が行われている。 

徳島市伊賀町の富田の八幡様の宮

司は現在も早雲伯耆の子孫が継いで

いる。随神門の柱には社日の案内が

貼られていた。しかし、この八幡神

社には地神塔は建立されていない。 

近くの春日神社境内には、地神社

として地神塔が祀られている。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C7%EC%E6%CD


（２）国府町、石井町 

  
八倉比売神社               御瀧神社 

国府町の矢倉比売神社に向かうと幟が立ち、祭事の準備はされているが誰もいな

い。石井町尼寺の近くの御瀧神社で矢倉比売神社の神職が太鼓を叩きながら祝詞を

上げているのに出会う事が出来た。太鼓を叩くので座って祝詞を上げている。 

（３）上八万町、佐那河内村 

  
上八万花房                  佐那河内嵯峨 秋葉神社 

①上八万地区は 8基の地神塔がありその内の 7カ所は宅宮神社の神職がお祭りして

いる。まず、朝 7時に上八万町花房に向かう。既に 5、6名が集まっており周囲

の雑草は綺麗に刈られている。当屋の男性が幟を立て地神塔の周囲に笹竹４本を

立ててオシメ（注連縄）を張り巡らす。神饌（海山里のもの）を三方に載せ、地

神さんの前に供える。地神さんのお札や小餅も供える。やがて神職が来ると当屋

は神職から受け取った新しい紙垂を注連縄に吊す。祭祀が始まる。神事は修祓、

宮司一拝、祝詞（大祓）奏上、地神の祝詞奏上、宮司一拝の順と社日礁儀の記載

に今でも忠実に従っている。当屋は 40年に一度回ってくる。 

③ 佐那河内嵯峨地区では 12時に秋葉神社を始めに八坂神社、嵯峨天一神社で祭事

が執り行われる。秋葉神社では当屋の男性と近所の男性が準備を整えて神職を待

っていた。以前は、お日待ちや奉納相撲があったという。やがて小松島から神職

が到着し神事が始まる。午前中に小松島や八多地区で地神さまを祭ってから来た

そうだ。同じ佐那河内でも嵯峨地区は昔の長の国の関係か勝浦川流域とつながり

が深い。 



修祓（しゅばつ おはらい）、宮司一拝の後、祓詞（はらへのことば）の祝詞が始まる。 

花房も嵯峨も「かけまくもかしこき・・・」ではじまる祓詞であり、「たかまがはらの」で始まる大祓詞ではなかった。 

続いて地神祭の祝詞が始まる。 

天照大神、大己貴（おおなむち）命、少彦名（すくなびこな）命と五穀神の名に始まり、その五穀神が農作の方法を

教え（中略）柑橘、青菜、苺等イノシシの害を防ぎ、風雨など程々に． と続く。 

 

地神祭の祝詞は、ほぼ礁儀に忠実だが、蜜柑や苺などその土地に即した祝詞が

加えられている。礁儀には庭火を焚く旨が記されているが今回庭火を焚く様子は

見られなかった。（那賀町横石等では庭火を焚く風習が残っている。） 

その他、佐那河内村では、高樋（たかつい）等で大宮八幡宮の神職が神事を行

っているはずだが、出会えなかった。 

（４）神山 

その後、神山の上一宮大粟神社に向かうが祭祀の準備もされていない。 

当屋の古老にお聞きすると、秋祭りは行うが、地神祭は行われていないらしい。 

上一宮大粟神社は古事記において農業祖神とされている大宜都比売命（オオゲツ

ヒメ）を祭っているというのに地神祭が忘れられているというのは寂しい限りだ。 

（５）その他 

   
勝浦町久国の地神祭と三番叟               阿南市山口の地神祭の三番叟 

勝浦町久国では、神職による神事の後、勝浦座による三番叟が奉納されており、

阿南市山口町の榊神社では神事の後、婦人会による三番叟が奉納されている。 

また、藍住町の法正寺では住職による仏式の地神祭が行われている。 

仏式の地神祭祀（注 4） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%B2%E3%83%84%E3%83%92%E3%83%A1


（６）香川県 

香川県ではまんのう町、塩江町でも地神祭が行われており、塩江町で

は岩部八幡神社の神職が集落を回って地神祭を執り行っていた。 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

塩江町の地神祭。 地神祭の後、地神塔前で直会を行いお供えを分けていた。 

（７）供え物 

供物を薦席（センセキ こも、むしろの敷物。）の上にならべ両方に燭台一対。

薦席の前に庭燎（にわび 神事の庭にたくかがり火）を焼くなり、扨（さて）祭主

は上下を着す妻子等も新しき衣裳を被るべし 

若し一村一里山で祭る時は皆上下或袴羽織叉は四、五人にても同じ祭主一人を定

めて此を祭り主拜（はい）再度して祭文を詠むべし  （礁儀） 

 

  
上八万花房                   佐那河内嵯峨 秋葉神社  

 

花房では、お供えは、御神酒、昆布、アジ、ご飯、塩、大小のお餅､椎茸そして高

野豆腐。山で採れたものと海で採れたものを必ずお供えすると言い伝えられてい

る。嵯峨秋葉神社でもお供えは、やはりお酒とアジと白菜などの野菜そしてお米と

昆布だ。お餅にトマトや椎茸そしてお菓子なども供えられている。 

佐那河内中畑では簡素だが、石井町尼寺 御瀧神社では山のもの、里のもの、川

のもの、海のもの、お神酒、米、塩、お鏡と全て揃って礁儀に忠実だと言える。 



  
     佐那河内中畑             石井町尼寺 御瀧神社       

 

阿南市山口や勝浦町久国でも同様のものが供えられていた。 

    
             阿南市山口                                                   勝浦町久国 

（６）当屋の引き継ぎ 

佐那河内嵯峨地区では社日の宵には直会（なおらい）があり、会食などをして当

屋の引き継ぎが行われる。地神塔の造立から 200数十年後の現在までお地神さんを

祀る村落生活の秩序や伝統が継承されている。 

６．地域による地神塔の特徴 

（１）上八万町の地神さん （注８） 

上八万町には八基の地神塔がある。地神塔の形状等は標準的だが、設置場所が神

社内ではなく、礁儀に忠実に田畑の中の清浄なる場所であることに特徴がある。 

 
星河内（蜜柑畑の生活道脇）    田中（水田横の山裾）       大木（畑の中のクスノキの横） 

 



 
星河内の掲示板には大王神社、天王神社そして宅内神社の神楽番、馬番、年番が

掲示されている。こうやって間違いなく、夏祭り、秋祭りそして地神祭等が継承さ

れていく。 

 
広田（畑の中）             川西 諏訪神社横          川北 天王神社境内（天保４年） 

 

 
（２）八万地区 （注６） 

  
八万地区は園瀬川や冷田川の氾濫による水害が多かったところ。 

 

上八万町 地神塔建立場所 

花房は園瀬川沿いの水田横、上中筋

の地神塔は道路沿いの広場にある。 

例外的に諏訪神社の石段下と天王神

社境内（近年移設）に地神塔が設立さ

れている。 



水路脇に山の神や水の神そして庚申様と共に地神塔が祀られている。特に山の神

が多く、現在でも正月には神官により祭事が行われている。 

（３）佐那河内地区 

 
井関              中分            尾境 

井開の地神塔は園瀬川の河畔にあり設立年は文政 5年と彫られている。中分の地

神塔は立派な石段の上に鎮座しており、隣の文化 5年の常夜灯のある八坂神社より

も古く見える。尾境の地神塔は明治の造年であった。 

（４）石井地区 

  
石井町は地神塔が多い 亀鉄の地神塔横には丹摺石が祀られている。白鳥宮 猫足の地神塔 

（５）国府地区、藍住地区 

両地区には多くの地神塔があり、仏式の地神塔や六角形の地神塔そして亀鈇など

特色ある地神塔が多い。(数が多いため記載省略) 

（６）山村における地神信仰 

①上勝町 

上勝町は勝浦川の源流に近く雲早山や高丸山などに囲まれて、林業を中心とした

町である。しかしながらその最奥の集落である八重地は勝浦川の河岸段丘上に有

り、現在でも農家が９５％であり水の管理が良く行われていて米の産地である。八

重地牛でも有名で、八重地で産出された米は奥那賀などに運ばれたという。 



  
八重地の棚田                     上八幡神社                   

 

八重地は狭い山道を登った上に水田が広がっている。最奥にある上八幡神社の石

段下には６神社と共に地神塔が祀られていて「野神さん」と呼ばれ今でも正月と社

日には祭事が行われている。 

  
市宇 天空の棚田                 八幡神社  

 

八重地の少し手前の市宇は、細い車道を上ると突然視界が開けて美しい棚田が広

がる。八幡神社に地神塔が祀られ、現在でも地神祭が行われている。 

 

  
 

多雨で有名な福原旭では、地神塔は旭川沿いの畑の中にある。かつて、此処に橋

が架かり交通の要所であった。狭い土地ではあるが水田が広がり稲穂が豊かに揺れ

ている。山間部の集落においても雨量が多く河岸段丘が発達した地域では、稲作等

が盛んに行われ五穀豊穣の信仰が深かったと思われる。 



② 木屋平 

 
谷口 谷口神社       太合 瀧宮神社        川上（妙見）神社 

 

木屋平は、穴吹川の上流にあり、剣山の麓に位置する集落である。典型的な山間

集落で、主な産業は、木材、木工品、木炭、和紙原料、たばこ、養蚕、麦、粟、

稗、蒟蒻、蕎麦などがあり稲作は少ない。特に、最奥の旧木屋平地区に入ると水田

は殆ど見受けられない。その入口にあたる谷口神社の本殿横に地神塔が祀られてい

る。台石は古い自然石だが心石は新しいコンクリート造りである。 

また、神輿の川渡りで有名な瀧宮神社も本殿横の大岩の上に境内社と共に祭られ

ている。台石は自然石の積み石だが心石はコンクリート造りであり近年造り替えら

れたと思われる。 

更に、穴吹川を奥に入ると川上（妙見）神社がある。拝殿横に古い石積みの箱石

がありその上に砂岩の地神塔が置かれている。木屋平の奥地でも地域毎に五穀豊穣

を祈る地神様が祭られていることで、藩令が山村まで届いていたことが解る。 

③ 神山 

鮎喰川の上流にある神山町では、山間ではあるが農業が盛んで、すだちや梅が名

産である。また養蚕も盛んだった。神山町神領には阿波の食物祖神オオゲツヒメを

祀る上一宮大粟神社があり、苔むした祭壇の上に地神塔が祀られている。 

また、野間谷川沿いの山地への入口にも木地宮等と一緒に地神塔が祀られてい

る。野間谷川の奥には、柴小屋山が有り、木地師の神を祀る柴木屋神社がある。 

 

 
上一宮大粟神社             神領西野間               高根悲願寺 

高根の悲願寺にも地神塔がある。高根悲願寺開基以前は山神社であり、巫女が神

を祀っていたという古い伝承がある。本堂は本殿や拝殿のある神社造りで境内に神

社もある。古来「養蚕の神」として知られており、卑弥呼の山城との説がある。 



 

 
神山町上分金泉     神山町上分大中尾 下宮八幡神社     神山町下分左右内  

 

神山町川又から土須峠に向かって大中尾谷川を遡ると金泉へ着く。開けた土地が

有り川沿いの大石の隣に地神塔が祀られている。金泉の杜（もり）家は、代々純農

家であり、稲作や藍作を行っていたされている。 

更に山深い大中尾の下宮八幡神社境内には石積の台座の上に二基の地神塔が並べ

て祀られている。 

また、焼山寺に向かう左右内川河畔や鍋岩にも祀られていて、農地の少ない山村

においても地神塔が多く祀られていることに驚く。農地が少なく農作が困難である

からこそ神に五穀豊穣を祈ったのかもしれない。 

（７）香川県における地神信仰 

 
横畑地区三条神社境内       塩江地区 横井       まんのう町白鳥神社（四国新聞ＨＰ引用） 

竜王山中腹の横畑地区は平家落人の里。源氏の追求を逃れるため生活物資は阿讃

山脈を越えて阿波から入手した。また借り子牛の風習も有り阿波との交流が深かっ

た。近くの農家のお婆ちゃんは阿波から嫁入りしてきたと言う。五角形の地神塔は

阿波と同様だが刻まれている神名が少し異なっている。曖昧な記憶で造立したと思

われる。 

塩江の細井地区では、水田は極少なく小規模な野菜畑や茶畑が点在する。この地

でも部落毎に地神塔が有り、岩部八幡神社から神官が来て地神祭が行われている。

昔から徳島とは縁が深く、14軒中の 3軒が徳島から嫁いできたと言うから驚く。 

まんのう町も三頭越えを経由して徳島との交流は深い。香川の地神祭では、竹を

立てず注連縄を心石に直接巻いて御幣を差している。 

また、高松市の狭箱山や東かがわ市の水主神社等でも同様の地神塔があり、香川

県と徳島県の関わりの深さを知る事が出来る。 



（８）その他（北海道 札幌北区、富良野盆地、雨竜町など徳島県からの移民の多い地域） （注 5） 

   

上川郡東川町 秋と春（雪の中）の地神祭（北海道新聞ＨＰ引用） 雨竜町「ゆき・ふる・さと ＨＰ引用」 

  

10年ほど前に網走でお会いした老人から「祖先が阿波から日高にやって来てその

後帯広から網走に移り土地を開拓した。何年か前に祖先の故郷の神社を訪ね、今で

も祖先が大事に祀られているのに涙した。」とお聞きした。 

徳島からの入植者の多い地区では、礁儀型の地神塔が多く残り地神祭が続けられ

ている。遙か昔に祖先の土地を離れても産土神を祀り続ける気持ちはとても強い。 

かつて、屯田兵として北海道に入植し、過酷な労働を強いられた開拓当時の農民

達は遠い故郷を思い、何かで故郷とのつながりを持ちたいと願い、故郷で祀ってい

た地神さまを入植地でも祀り心の拠り所としたのだろう。 

更に、地神祭は開拓当時の農民にとって唯一の農休日でもあり、村全員で寄り集

まって村内の和を計り、入植者同士の結束を深めたのに違いない。その祖先達の思

いが現在でも継承されている事に感動を覚える。 

７．まとめ 

治昭が藩主になった当時、各地で農村人口・耕地の減少が進行、天明期には天

災・飢饉が続発、領主の経済的基盤たる農村の疲弊が進み、村落共同体の立て直し

が迫られていた。 

また、阿波藩は、特産物である藍の専売制によって財政を保とうとしていた。し

かし、藍を農民に強制的に作らせ、安く買い上げ、高く売るという専売制は、藩や

藍商人に利益をもたらしたが農民の利益と対立し、大規模な一揆や「藍騒動」が

度々起きた。 

この農民の動きを押さえ、農産物の生産性を上げ、ひいては藩財政を堅固とする

ため、権力の下に、農民達に「地神さん」をムラごとに祀らせ、ムラの心を一つに

結合させようとしたのが地神信仰の制度であった。 

また、藩主の狙いは農家の結束を強化すると共に、地神祭の日だけを休日として

他の多くあった農家の休日を廃止し、勤勉に働かせて年貢米の増収を狙う事であっ

た。 

地神祭は当初、藩主の命令で始められたため信仰が希薄であり、全ての村々まで

地神塔の建設は進まなかった。 



しかし、庄屋や宮総代等の組織そして当屋の制度の確立によって各地に広がり、

堅実に継承されて、民衆の信仰心の中に溶け込んでいった。また、農家は従来から

の祭りも継続しながら、地神祭を新しく増えた農業や土地の神様を祀る祭日として

受け入れ、仕事を休み村中で集い楽しんだ。 

度々起こる飢饉や社会不安の中で五穀豊穣、家内安全を願う民衆の素朴な願い

と、自分の生まれた土地の産土神への信仰心は非常に強く、いつの間にか淡路を含

む徳島県下全域に地神信仰が浸透し、地神さんは民衆の心をとらえ、定着したとい

える。 

農民の願いは一粒でも多くの米を収穫し豊かな生活を送る事である。しかし、一

生懸命働いても天災や虫害は突然やってくる。その災害を逃れるため地神さんを祀

る事は自然であり大事であった。危機的状況を迎えて乗り越える時に信仰は人々の

心のより所となる。その信仰が農業の神や産土神等の土地の神さまであれば尚更で

ある。 

北海道では、専業農家と兼業農家そしてマンション経営者等の新しい移住者との

交流や地域共同体としての繋がりを強めるために地神祭が見直されているという。 

現在、徳島県内の農村は限界集落が増え廃村の危機的状況を多く迎えている。郷

土を豊かにし地域社会に住む人達の絆を強くするためにも、私達が生まれ、住んで

いる土地の農業神で有り産土神である地神さんを敬い祀り、その力を借りる事が必

要である。 

徳島に根付いた地神祭が見直され盛んとなり、いつまでも続く事を願わずには居

られない。 
 

＜注＞ 
１．「近世後期徳島城下の盆踊りと藩の諸対策」 三好昭一郎            2ｐ～15ｐ 

２．「朝宮神社の石造物寄進者名と寛政元年銘地神塔」  滝よし子・佐藤嘉隆    3ｐ   

３．「石井町における山の神の信仰」 関眞由子          郷土研究発表会紀要第32号 

４．「藍住町の地神さん」 高橋晋一  阿波学会紀要      第52号 (p.137-142) 2006.7 

５．「地神信仰の地域的変異について」 梅原達治 札幌大学教養部紀要 30巻    69ｐ～87ｐ 

６．「八万町の昔を探ろう」  地域をプロデュースするプ ロジェクト実行委員会    2009 

７．「江匡弼撰春秋社日醮儀 －地神祭の起源に関する古文献」小林己智次       1945 

８．「ふる里の歴史と風土」上八万町散策ガイドブック しらさぎ 熟年倶楽部     2009 

 

平成28年12月3日 改版 

 


