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－ Ⅰ －

※本・地図ソフト・電話帳ソフト・ホームページより集めた資料です。間違い、重複が多々ある

と思います。ご了承下さい。また、妙見寺・妙見山(山号)とあっても妙見様が祀ってあるとは限

りません。

智＝真言宗智山派 豊＝真言宗豊山派 高＝高野山派 天＝天台宗 日＝日蓮宗 曹＝曹洞宗 臨＝臨済宗 など

三重県

妙見山（妙見宮） 515-0072 三重県松阪市内五曲町 83 妙法教会 日

妙見堂 三重県松阪市

妙見堂 三重県松阪市与原町

北斗さん ※八雲神社の石塔 三重県松阪市笠松町

北斗枢社 北斗旋社 北斗幾社 北斗権社 北斗玉衡社 北斗開陽社 北斗揺光社

の文字を刻んだ石が北斗七星の形で並び、別に北斗社の文字の石がある。

北斗七星碑群 三重県松阪市(元一志郡三雲町)

妙見山 三重県松阪市内五曲町 83
八雲神社 三重県松阪市肥留町 北斗七星社が祀られている。

明剣神社 三重県松阪市飯南町

常明寺 516-0071 三重県伊勢市一之木 1-5-19 元は天台宗。新たに再興(日)

日蓮上人が妙見菩薩を感得した。後に妙見様は、日蓮宗の守護神となった。

千葉県の清澄寺にも同様な話しが残っている。

妙見菩薩像は、現在よみうりランドにまつられている。

※伊勢神宮外宮 516-0042 三重県伊勢市豊川町 山宮祭の始まり（妙見菩薩）

内宮で北極星を｢太一｣、外宮では北斗七星を｢豊受大神｣としてお祭しているという。

妙見神社 三重県伊勢市岩淵

妙見堂浄徳庵 三重県伊勢市岩渕３丁目

妙見堂 510-0304 三重県津市(元安芸)郡河芸町上野 1640
松寿教会松寿庵 三重県津市白山町南家城 1601-17 日

妙見神社 三重県南牟婁郡御浜町北部 神木か？

※山頂(妙見山？)の「妙見倉」という巨岩が御神体

妙見神社 三重県南牟婁郡御浜町神木 ↑か？

霊符尊 三重県北牟婁郡紀北町海山区矢口浦

霊符山太陽寺 三重県多気郡大台町(元宮川村)栗谷 193 曹

本尊・聖徳太子の彫刻せし妙見菩薩座体（御丈９寸）。奥の院は星宮神社。

明星神社 三重県多気郡明和町明星９８５

美多羅志神社 三重県鳥羽市答志町 984
天忍穗耳命 合 北斗星神、三十三夜星神ほか

霊山寺 519-1412 三重県伊賀市下柘植３２５２ 市文化財妙見菩薩像 天台

妙見菩薩文字塔 三重県伊賀市伊勢路 伊勢路の集落入口

上行寺妙見堂 518-0851 三重県伊賀市上野寺町１１６５ 藩主藤堂家の菩提寺 日

西蓮寺 518-003 三重県伊賀市(元上野市)長田 1931 絹本著色星曼荼羅図 天台真盛宗

星川神社 三重県桑名市星川４４３

爪切不動尊霊符堂 三重県志摩市志摩町御座

妙見大神石像 三重県志摩市阿児町鵜方 横山第二展望台

倭文神社(元星之宮) 三重県三重郡菰野町菰野

賀毛(かもう)神社 三重県いなべ市北勢町垣内(かいと)718
阿羅御霊社として北辰（北を示す北極星）と卜筮（ぼくぜ）（極自然）をお祀りする。

妙見寺 三重県亀山市関町小野２０ 法華宗陣門流
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妙見神社 三重県熊野市飛鳥町

妙見神社 三重県熊野市甫母町 海禅寺の西側

妙見山正法寺 三重県熊野市木本町１６２０ 日

折山神社(熊野古道) 三重県

妙見堂 三重県度会郡玉城町田丸

菟上神社 三重県いなべ市大安町宇賀 1070
江戸期は宇賀神社といい菟上神社と妙見宮を相殿で祀っていた。

滋賀県

延暦寺八部院堂内妙見菩薩坐像(西村公朝師制)と絹本著色尊星王像 天

滋賀県大津市坂本本町 4220

※日吉大社 520-0113 滋賀県大津市坂本５丁目１－１

山王神道に北斗七星の信仰があり、叡山の中の神祇をあて

はめたのが、日吉(山王)七社の始まりといわれる。

末社（大神門内）に妙見社。

市殿神社 滋賀県大津市坂元 6-1-27 生源寺裏

祭神は、山祇姫命、伝教大師最澄の母と伝える妙徳夫人と

伝えている。或いは、かって付近に妙見社が存したことか

ら、みょうけんさんとも呼ばれている。

※各書に妙徳夫人の前身は妙見菩薩と伝えられているそう

だ。

霊符神社 滋賀県大津市下阪本四丁目

豊臣秀吉誕生祈願伝説の翁の面の形石をお祀る。

三井寺(金堂･尊星王院) 520-0036 滋賀県大津市園城寺町２４６ 天

※三井寺法明院では節分の日に尊星王像(画像･重要文化財･

鎌倉時代)の宝前で星祭りを行う。

園城寺法明院 520-0036 滋賀県大津市園城寺町２４６

鎮宅霊符神画像(室町時代 15 世紀)

円満院 520-0034 滋賀県大津市三井寺町山内仁王門北 天台系単立

妙見宮 520-2134 滋賀県大津市瀬田 1-17-24（妙真寺）

妙見大菩薩 滋賀県大津市瀬田１丁目 正法寺近く。

安養院妙見堂 520-0111 滋賀県大津市千野 2-7-12 千野妙見堂 天台

覚性律庵妙見堂 滋賀県大津市仰木 4-36-20 天台宗安楽派

本要寺･妙見宮 520-0046 滋賀県大津市長等２丁目３－２９ 日

妙見宮 滋賀県大津市大物

本長寺妙見宮 滋賀県大津市札の辻 3-19

瑞龍寺 滋賀県近江八幡市宮内町 19-9 天拝妙見大菩薩 日

牧村妙見堂 滋賀県近江八幡市牧町

今は存在しないかもしれない。道標は存在している。

瑞龍寺(村雲御所) 滋賀県近江八幡市宮内町 19-9 日蓮宗唯一の門跡寺院 日

本尊は１塔２尊４菩薩で、他にも天拝妙見大菩薩 豊臣秀次の母、瑞龍院日秀尼公が秀次のために建立

妙感寺 滋賀県近江八幡市馬淵町岩倉４９２ 日

天御中主神神社 滋賀県近江八幡市中之庄町６１２

妙感寺 523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町４９２ 日

観音正寺奥の院磨崖 5 滋賀県蒲生郡安土町石寺２ 左端に尊星王菩薩 天台(単立)

本像寺 524-0046 滋賀県守山市今宿 1 ‐ 2 ‐ 20 日

妙見堂(跡？) 滋賀県野洲市三上 三上山(近江富士) 日

市神神社･鎮宅神社 滋賀県東近江市(元八日市市)本町 15-4
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額田王の歌 ｢あかねさす紫野ゆき標野（しめの）ゆき 野守は見ずや君が袖振る｣ は、この辺りで詠ま

れたらしい。境内に歌碑がある。鎮宅霊符神像･絹本鎮宅霊符神画像･鎮宅霊符神鈴を所蔵。

日雲神社 滋賀県甲賀市信楽町牧７５

京都府

教王護国寺(東寺) 601-8473 京都府京都市南区九条町１ 妙見菩薩画像･星曼荼羅 真言

建勲神社妙見社 603-8227 京都府京都市北区紫野北舟岡町４９

織田信長を祭るが、境内に妙見社あり。

大徳寺玉林院の鴻池家位牌堂内 603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町７４ 鎮宅霊符神 臨

鴻池家は山中鹿之助の子孫。位牌堂正面に鹿之助の位牌を祀る。

戒名｢幸盛院殿大誉淨了大禅定門｣

玄武神社 603-8214 京都府京都市北区紫野雲林院町８８

常照寺妙見堂 603-8468 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町１ 日

閑臥庵 603-8146 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２７８ 黄檗宗

北辰霊符神を祀る。

岩戸妙見宮 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町２４ 高峯の妙見さん

高麗美術館 603-8108 京都府京都市北区紫竹上岸町 15
熾盛光如来降臨図（隆慶三年銘 1569 年）麻布着色

※妙見堂遺跡 京都府京都市北区西賀茂妙見堂

９世紀?13 世紀に当該地周辺にあった今昔物語にある霊巌寺妙見

堂に関連する施設の可能性。

■「今昔物語巻 31」霊厳寺の登り口には、参詣者一人が這って

抜けるほどの穴が穿たれていた大岩があった。眼病を患った三条

天皇の平癒祈願の行幸が計画された。寺の別当が興が通れないと

して岩を取り除くと地の底から嘲笑する声が聴こえた。結局、行

幸は取りやめになり、その後寺は廃れた。

本満寺妙見宮 京都府京都市上京区寺町今出川上ル２丁目鶴山町 16 日

東向観音寺 602-8385 京都府京都市上京区今小路通御前通西入上る観音寺門前町

真言宗泉涌寺派

立本寺妙見堂 京都府京都市上京区七本松通仁和寺街道上る 日

妙顕寺 602-0005 京都府京都市上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町 514 日

本昌寺 京都府京都市上京区出水通六軒町西入七番町 341 日

妙見宮 602-0802 京都府京都市上京区寺町通今出川上る二丁目鶴山町

善行院 602-0005 京都府京都市上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町５１４ 日

大将軍八神社 京都府京都市上京区一条通御前通西入 3 丁目西町 55
本昌寺 京都府京都市上京区出水通六軒町西入七番町 341 日

雨宝院鎮宅方除社(鎮宅霊符神) 京都府京都市上京区智恵光院通上立売通上ル聖天町 真言泉涌寺

赤山禅院 京都市京都市左京区修学院開根坊町 赤山明神は鎮宅霊符神 天

妙見神社 京都府京都市左京区岩倉花園町

長栄寺管理 606-0024 岩倉花園町４３４

道入寺 606-8073 京都府京都市左京区修学院茶屋ノ前町２ 日

三千院・星曼荼羅 601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町５４０ 鎌倉時代 天

大雲寺妙見菩薩像 京都府京都市左京区岩倉上蔵町 3 単立

妙見宮 京都府京都市左京区大菊町 本立院の境内か。

湧泉寺妙見堂 京都府京都市左京区松ヶ崎堀町 日

曼殊院 606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町４２ 熾盛光如来図様 天

京都府立総合資料館 606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町 1-4 校正北斗本命誕生経序 1 巻

満願寺 606-8333 京都府京都市左京区岡崎法勝寺町１３０ 日

天満宮社・八瀬八幡宮 京都府京都市左京区八瀬秋元町 639 摂社妙見社
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細見美術館 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 6-3 星曼荼羅（北斗曼荼羅）

頂妙寺妙見堂 京都府京都市左京区仁王門通川端東入ル大菊町９６

雨宝院(西陣聖天宮)・鎮宅方除神？ 京都府京都市左京区智恵光院上立売西入る聖天町 9-3 高野

慈雲寺(島原 妙見) 京都市京都市下京区松屋町通五条下る藪ノ内町 62 日

松原不動明王院(北向不動寺) 600-8234 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町７ 霊符堂

仁和寺 616-8092 京都府京都市右京区御室大内３３ 真言

妙見菩薩像・妙見曼荼羅･星曼荼羅図像

妙見宮 京都府京都市右京区

正法寺妙見宮 京都府京都市右京区京北五本松町

常寂光寺妙見堂 京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町３ 日

日正寺 京都府京都市西京区大原野灰方町 1247 日

嵐山妙見堂 616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町 日

壬生寺歴史資料室 京都府京都市中京区壬生椰ノ宮町３１ 律

革堂行願寺 604-0991 京都府京都市中京区寺町通竹屋町上る行願寺門前町 17 天

霊符神 西国三十三ヶ所観音霊場第 19 番札所。

智積院 605-0951 京都府京都市東山区東山七条 北斗曼荼羅

鳥辺山日體寺妙見堂 京都府京都市東山区清水 4-151（五条橋東 ） 日

智積院妙見堂 京都府京都市東山区五条坂東とりべ山 日

東山七条の総本山智積院ではありません。絵馬堂がある。

青蓮院 605-0035 京都府京都市東山区粟田口三条坊町６９－１ 天

熾盛光如来(しじょうこうにょらい･北極星)が本尊。

(熾盛光如来降臨図･隆慶三年銘 1569 年 麻布着色）

法華寺 605-0923 京都府京都市東山区清閑寺池田町３７ 日

三嶋神社摂社･妙見宮(元鎮宅霊符社) 京都府京都市東山区渋谷通り東大路東入上馬町

瀧尾神社末社・妙見宮(妙見大明神) 京都府京都市東山区本町１１丁目７１８

仲源寺 京都府京都市東山区四条通大和大路東入ル 浄土

※通称名：目疾地蔵

妙見寺 607-8131 京都府京都市山科区大塚南溝町 3-1 日

護国寺 607-8407 京都府京都市山科区御陵安祥寺町１１ 日

毘沙門堂･妙見堂 607-8003 京都府京都市山科区安朱稲荷山町１ 天

醍醐寺 601-1325 京都府京都市伏見区醍醐東大路町２２ 真言宗醍醐派

星曼荼羅･北斗曼荼羅･熾盛光仏頂画像･妙見菩薩図像集

伏見妙見寺 612-0806 京都府京都市伏見区深草開土町 85-1 単立

宝塔寺妙見堂 612-0885 京都府京都市伏見区深草宝塔寺山町３２ 日

七面堂妙見堂 京都府京都市伏見区深草宝塔寺山町 宝塔寺の西

本教寺妙見宮 京都府京都市伏見区東大手町７７８ 牡丹寺・大手筋の妙見様 日

真言宗智山派の総本山です。全国に約 3000 ヶ寺の末寺

があります。

大本山として成田山新勝寺･川崎大師平間寺･高尾山薬

王院、別格本山として高幡不動金剛寺･大須観音真福寺宝

生院などあり、特に関東に多くの末寺があります。円泉

寺の総本山です。
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城南宮末社・妙見社 612-8459 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町７

本教寺 612-8053 京都府京都市伏見区東大手町７７８ 日

※徳川家康の次女・督姫(姫路城主・池田輝政夫人)が帰依し、池田家ゆかりの妙見宮がある。

満願寺 京都府京都市伏見区久我本町５ −１３ 境内 日

呼声大神･命婦の滝 京都府京都市伏見区 伏見稲荷奥社よりさらに奥らしい。

南無妙法蓮華経･妙見大菩薩･日蓮の文字碑

妙教寺妙見堂 京都府京都市伏見区納所北城堀 49 法華真門

鎮宅霊符神 京の鬼門（北東・艮）の方位を守る神社

黄檗山萬福寺(鎮宅霊符神)611-0011 京都府宇治市五ケ庄三番割３４ 黄檗

直行寺妙見堂 611-0021 京都府宇治市宇治弐番９１ 日

三室戸寺(尊星王像) 611-0013 京都府宇治市菟道滋賀谷 21 本山修験

北真経寺・妙見堂 617-0004 京都府向日市鶏冠井町御屋敷２８ 日

安国寺妙見堂 京都府綾部市安国寺町寺ノ段１ 足利尊氏生誕の地 臨･東福寺

星宮神社 京都府綾部市星原町

武大神社末社・妙見神社 京都府綾部小畑町五反 67 番ノ 1
久田山妙見宮 京都府綾部市広野 日

妙見宮 京都府綾部市里町

妙見堂 京都府綾部市野田町

走田神社 京都府長岡京市奥海印寺走田３

海印寺寂照院内 京都府長岡京市奥海印寺明神前 31 単

※明治初年までは走田神社(かつての妙見社)に祀られていた。

妙見山誠願寺 京都府京田辺市薪西山 28 番地 30 真言

法華寺 京都府京田辺市大住岡村６１ 日

金胎寺 619-1202 京都府相楽郡和束町原山 真言醍醐

真輪院・星曼荼羅 京都府相楽郡南山城村 真言大覚寺

妙行寺(出口妙見？) 622-0323 京都府船井郡京丹波町井尻コハケ谷２ 日

須知妙見堂 妙見宗長栄教会 京都府船井郡京丹波町字須知小字藤ノ森 28 妙見宗

妙見宮 京都府船井郡京丹波町(旧瑞穂町)鎌谷中 妙見山山頂

東雲稲荷神社 京都府南丹市(元船井郡)日吉町田原

創祀は大正八年。神社創祀と共に、妙見宮・鬼子母神・延命子安地蔵尊が祀られた。

妙見山智恵寺 629-0122 京都府南丹市（元船井郡）八木町青戸馬垣内３６ 曹

妙見宮 京都府南丹市(元船井郡)日吉町胡麻

妙見宮 京都府南丹市（元船井郡）八木町諸畑

岩屋山妙見宮 京都府南丹市（元船井郡）八木町八木

妙見宮稲荷神社 京都府南丹市（元船井郡）八木町八木 上か？

妙光寺 京都府南丹市(元船井郡)園部町新町３２ 日

妙見神社 京都府南丹市美山町野添

妙見宮(妙見堂) 京都府宮津市日置 妙見山上 能勢形

籠神社(元伊勢)･真名井神社 京都府宮津市字大垣４３０ 真名井神社は籠神社奥宮。

妙見大菩薩大祭 京都府宮津市 日蓮宗の寺のようだ。

妙見大菩薩 京都府宮津市小松

妙見宮 京都府宮津市中野

富久能神社末社日吉神社 京都府宮津市小田宮ノ谷２７５ 妙見大明神と呼ばれていた。

妙見堂 京都府福知山市石原(いさ) 遷喬小学校東側

妙見堂 京都府福知山市中
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妙見宮 京都府福知山市牧

小さな祠 京都府福知山市 天ヶ峰の山中

正一位稲荷大明神、妙見大菩薩、丸子親王を祀る。

法華寺本町妙見宮 京都府亀岡市本町 67 日

妙見宮 京都府亀岡市大井町南金岐

妙見堂 京都府亀岡市宮前町宮川

妙見大菩薩 京都府亀岡市河原林町河原尻

松尾寺 京都府舞鶴市大字松尾 532 絹本著色終南山曼荼羅図 真言単立

中国終南山の伝説を主題とする星曼荼羅図。西国 29 番札所

妙法寺妙見堂 624-0937 京都府舞鶴市西５３ 日

北斗社 京都府舞鶴市行永和田垣 妙見山上

妙見神社 京都府舞鶴市行永

貴布禰神社境内社･妙見社 京都府舞鶴市溝尻

鈴鹿神社境内社･妙見大権現祠 京都府舞鶴市字田中 453
妙見山東善寺 京都府舞鶴市字下東 1023 丹後国加佐郡旧語集には妙見権現 曹

妙見庵 629-2313 京都府与謝郡与謝野町(元野田川町)三河内小字大道

妙見寺 629-2313 京都府与謝郡与謝野町(元野田川町)三河内 1604 日

妙見宮(大内峠妙見堂) 京都府与謝郡与謝野町(元岩滝町)弓木坂尻２１１－１ 単立

八幡神社妙見堂 京都府与謝郡与謝野町四辻２７

野田川町誌にはあるが、見あたらないという。

妙見堂 京都府与謝郡与謝野町上山田

本妙寺妙見堂 京都府八幡市八幡城之内 34 法華真門

感応寺(妙見堂) 614-8315 京都府八幡市橋本北ノ町５６ 法華真門

妙見宮(舊常徳寺) 京都府八幡市橋本

賣布（ヒメフ）神社 京都府京丹後市久美浜町女布 724
社頭掲示(南方１７０ｍの地には布杜神社があり、当社を大宮、布杜神社を小宮と呼んでいる。)

布杜神社（石燈籠には妙見社の文字）

三社神社摂社稲荷神社 京都府京丹後市久美浜町口馬地若宮

本覚寺 京都府京丹後市網野町網野字家ノ上 日

境外仏堂・妙見堂(廃堂)の本尊は本覚寺に祀られている。

朝日神社 京都府京丹後市網野町浅茂川東小路

朝日大神、朝日妙見宮、稲荷神社、牛頭天王社、朝日天満宮が本社(覆屋)に祀られている。

矢田神社 京都府京丹後市峰山町矢田谷山３２２

三社神社摂社稲荷神社 京都府京丹後市久美浜町口馬地若宮

妙見堂 京都府京丹後市峰山町

妙見宮 京都府木津川市加茂町銭司 本照寺境内か？。妙見さん。

和同開珎鋳銭司跡近く。

妙行寺 京都府 船井郡京丹波町井尻コハケ谷 2 日

※洛陽十二支妙見(昭和６１年に日蓮宗を中心再興)

妙顕寺善行院 075-451-4182 602-0005 京都府京都市上京区寺之内通新町西入妙顕寺前町 514
本満寺 602-0802 075-231-4784 京都府京都市上京区寺町通今出川上る二丁目鶴山町 16
道入寺 606-8073 075-722-2450 京都府京都市左京区修学院茶屋ノ前町２

霊鑑寺 606-8422 075-771-4040 京都府京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町１２ 臨

満願寺 606-8333 075-771-4874 京都府京都市左京区岡崎法勝寺町１３０

日体寺 605-0862 075-561-1248 京都府京都市東山区清水４丁目１５１
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本教寺 612-8053 075-601-2237 京都府京都市伏見区東大手町７７８

法華寺 605-0923 075-561-1895 京都府京都市東山区清閑寺池田町３７

慈雲寺 075-341-7772 京都府京都市上京区松屋町五条下がる藪之内

常寂光寺 616-8397 075-861-0435 京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町３

三宝寺 616-8256 075-461-0379 京都府京都市右京区鳴滝松本町３２

戌の妙見さんと呼ばれ安産の祈願所として信仰を集める

圓成寺 603-8468 075-491-1496 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町２４ 岩戸妙見宮

中世の霊厳寺を再興

※別 大文字送り火・船形 京都市北区西加茂の妙見山(船山)

奈良県

※高松塚古墳（七世紀末―八世紀初め）、キトラ古墳（七世紀末―八世紀初め）に玄武が描かれている。

日本において北辰北斗信仰がどのように広がったのだろうか。

東大寺・星曼荼羅 630-8211 奈良県奈良市雑司町４０６－１ 華厳宗

地獄谷聖人窟の線刻磨崖仏 奈良県奈良市高畑町春日山

閼伽井庵 奈良県奈良市高畑閼伽井町町６３７ 浄土

楠木正成が納めたとされる銅製の鎮宅霊符神。

正成は北辰鎮宅霊符神を信仰していた。

春日山滝阪妙見宮 630-8301 奈良県奈良市春日野町 日

奈良鎮宅霊符神社 奈良県奈良市陰陽町

十輪院 630-8312 奈良県奈良市十輪院町２７ 浄土

魚養塚の中央奥壁に本尊の地蔵菩薩立像が彫られ、いろいろな仏様と共に七星（北斗七星）、九曜、十二宮、

二十八宿を梵字で陰刻してある。

常徳寺妙見堂 630-8232 奈良県奈良市北向町１９ 日

念仏寺 奈良県奈良市 星マンダラ石

天王妙見大菩薩 奈良県奈良市二名 宗教法人名

当麻寺 奈良県葛城市当麻 1263
彩色妙見菩薩 講堂に祀る 147,2 cm 藤原時代

宝山寺・星曼荼羅 630-0266 奈良県生駒市門前町１－１ 真言律

妙見大菩薩 奈良県生駒市西菜畑町

法隆寺 636-0115 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内１－１ 聖徳宗

絹本著色星曼荼羅図(平安時代･重文)もある。
けんぽん

妙見山法輪寺 636-0101 奈良県生駒郡斑鳩町三井 1571 日本最古の妙見菩薩像 単立

信貴山朝護孫子寺成福院境内 636-0922 奈良県生駒郡平群町信貴畑 2280 鎮宅霊符神社 信貴山真言宗

藤原妙見山 633-2115 奈良県宇陀市(元大宇陀町)西山 136-2
妙見山青葉寺 奈良県宇陀市(元室生村)三本松３７４８－２ 日

妙見菩薩磨涯仏 奈良県宇陀市 三郎岳

北斗辰大神霊符教 632-0063 奈良県天理市西長柄町５６６

丹波市町市座神社 632-0034 奈良県天理市丹波市町３５６

本殿の右側に妙見社 星曼荼羅 北辰妙見画像

妙要寺 奈良県桜井市桜井 195 中央通り

白髭神社・霊符神社 奈良県桜井市初瀬

観音寺(妙見堂ともいう) 奈良県御所市御所 1334 高野

妙見宗法真寺 奈良県大和郡山市小泉町

妙善寺妙見堂 639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町７４４ 日

妙見山法覺院 639-026 奈良県香芝市上中６０１ 日(単立)
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妙宏寺 639-0227 奈良県香芝市鎌田６３３ 日(単立)

当麻寺 639-0276 奈良県葛城市當麻 1263 講堂に祀る 真言宗・浄土宗兼帯

蓮妙寺 634-0812 奈良県橿原市今井町 1-9-8 日

蓮城寺妙見堂 奈良県

妙見堂 奈良県五條市野原西２丁目

妙見宮 奈良県吉野郡大淀町土田(つった)

妙見神社（稲荷神社） 奈良県吉野郡黒滝村粟飯谷

大峰山七十五靡(なびき)の内

吉野・熊野間の大峯山中に祀られ、神仏が宿るとされた道沿いの拝所・行所が靡（なびき）。古く

は宿と呼ばれ、１２０宿あったという。近世には、７５の靡に減少した。
http://www.city.shingu.wakayama.jp/kumanogaku/kumanogaku/faith/data/data/3_Oominesan75zu.htm

前鬼 奈良県吉野郡下北山村前鬼

施設(遺跡)＝国軸山金輪皇寺三滝院・神社・堂 景観(行場)＝岩石・水

伝説＝五鬼の子孫が住む 他界観＝妙見・役行者 儀礼他＝天の他界(妙見)

平地宿 奈良県吉野郡十津川村大野か？

施設(遺跡)＝堂 景観(行場)＝大杉・池・岩 伝説＝聖宝の大蛇退治の伝承

他界観＝五大明王・愛染・倶利迦羅明王・北斗七星・地峰大明神(龍神) 天(北斗七星)・龍神

儀礼他＝雨乞

大阪府

大阪歴史博物館 540-0008 大阪市中央区大手前 4 丁目 1-32 星曼荼羅図

長久寺 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町８丁目２－４９ 日

自安寺妙見堂 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目東 5-13 日 単立

報恩院 大阪府大阪市中央区高津 1 丁目 2-28 醍醐

正月の初辰日に鎮宅霊符尊大祭 近畿三十六不動尊霊場第五番

妙見菩薩の石仏もあるようだ。

住吉大社摂社星宮 558-0045 大阪府大阪市住吉区住吉 2 丁目 9-89
妙見寺 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川 1-16-14 日

妙見山法得寺 大阪府大阪市東住吉中野４丁目 日

妙見宗安心教会 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川１－１－ 23
妙見宗太魂教会 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂２－４－８

安立妙見宮實教山長法寺 大阪府大阪市住之江区安立 1-10 日

四天王寺大黒堂 543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１丁目１１－１８ 左厨子内 和宗

堀越神社 543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町１－８

境内末社に太上神仙鎮宅七十二霊符尊神を祀る。

妙見閣寺 535-0003 大阪府大阪市旭区中宮 5-2-28 日

大宮神社摂社・北斗社 大阪府大阪市旭区大宮 3-1-37 祭神北斗大神

妙見閣寺 大阪府大阪市城東区鴨野西１丁目 日

大阪天満宮鎮宅霊符神社 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目１－８

成正寺 530-0053 大阪府大阪市北区末広町１－７ 日

正善院妙見堂 大阪府大阪市北区天神橋 3-11 日

知足寺 大阪府大阪市東淀川区東淡路２－１２－３ 日

正蓮寺妙見堂 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法６丁目４－４ 鴻池家菩提寺 日

明浄寺 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目４－９ 昭和６年開設 日

妙法寺鎮宅霊符神堂 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里４丁目１６－５０ 真言御室

妙見宮 大阪府大阪市福島区野田４丁目

音明寺妙見堂 大阪府大阪市港区磯路 3-8-1 日

本妙寺妙見堂 大阪市平野区平野本町 3-3-4 本門法華
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※江戸期に大阪では霊符神九社廻りがあったようだ。

東大阪鎮宅霊符尊 大阪府東大阪市東山町

妙政寺(妙見さん) 大阪府東大阪市加納 2-21-24 日

蓮城寺妙見堂 大阪府東大阪市若江南町 2-3-7 日

仏道妙見開運教会 大阪府東大阪市日下町７－６－４６ 単立

観音寺 大阪府東大阪市東豊浦町 1219-1 本堂に霊符神 真言 醍醐

本妙寺 574-0017 大阪府大東市津の辺町１２－７ 河内の国初めての法華道場 日

鎮宅霊神社 大阪府大東市竜間 鋲宅霊符神教（昭和 34 年解散）。

天照皇大神鎮宅霊符神本部 大阪府大東市大字龍間 ↑と思われる。

北條妙見堂 大阪府大東市北条５丁目

妙見寺 564-0032 大阪府吹田市内本町 3-37-10 日

妙見宮小祠 大阪府吹田市岸部中 4 又は 5 大光寺門前の通り

名次神社 大阪府吹田市岸部中 1 丁目 天御中主尊と刻む神名石

妙見寺 562-0032 大阪府箕面市小野原西４丁目 １２ー６ 日

河内妙見寺 581-0873 大阪府八尾市黒谷 5-98 日

本照寺 大阪府八尾市黒谷 6-74 能勢の分身 日

妙見山感応寺 590-0127 大阪府堺市南区富蔵 380 上神谷（にわだに）の妙見さん 日

経王寺 大阪府堺市堺区九間町東３丁１－９ 日

産土星乃宮？ 大阪府堺市堺区出島海岸道り 2-1-14
開口神社・北辰神社 大阪府堺市堺区甲斐町 2-1-29
興覚寺 大阪府堺市堺区櫛屋町東４－２－９ 日

月蔵寺を妙見堂（北辰殿） 大阪府堺市堺区柳之町東２丁２ −７ 日

高倉寺宝積院・星曼荼羅図 大阪府堺市南区高倉台２丁９－１５（堺市博物館寄託） 高野

熾盛光曼荼羅図

妙見山青龍院 599-0232 大阪府阪南市箱作 2869-3
妙泉寺妙見堂 597-0001 大阪府貝塚市近木１５６７ 日

高龗神社（たかおかみ） 大阪府貝塚市脇浜３－３４－１

神前神社(妙見)(現在の脇浜戎大社)を合祀

妙見山蓮信寺 590-0514 大阪府泉南市信達金熊寺 990 日

妙見寺 大阪府泉南郡熊取町泉南郡熊取町久保４３ 法華真門

犬鳴山七宝瀧寺(鎮守霊符神) 大阪府泉佐野市大木 8 真言宗犬鳴派 大本山

妙見堂 大阪府泉佐野市羽倉崎３丁目

大日妙見堂 570-0003 大阪府守口市大日町 3-10-17

天白山妙見寺 583-0991 大阪府南河内郡太子町春日 1624 奈良時代 曹

群馬県高崎市引間町の妙見寺にはここから勧請されたという説がある。近くに聖徳太子御廟所あり。

星田妙見宮小松神社 576-0000 大阪府交野市星田 9-60-1 雨乞い 妙見山 鎮宅霊符神

星田２丁目に星田神社、星田寺あり

星の森之宮 大阪府交野

光林寺星御前 大阪府交野市星田１丁目２６－７ 西山浄土

※弘仁年間、弘法大師が獅子窟寺の宝窟で修法をすると、北斗七星が星田妙見宮、星の森、光林寺の三ヶ所(八

丁三所)に降ったとつたえられている。

般若寺 576-0035 大阪府交野市私部南２丁目１－７ 日

磐船神社四所明神の磐座 大阪府交野市私市９丁目１９ −１
由緒書きにいう『四所妙見 大日如来・観音菩薩・地蔵菩薩・
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勢至菩薩（住吉四神） 鎌倉時代』

能勢妙見山真如寺 563-0132 大阪府豊能郡能勢町野間中 661 能勢妙見(関西一の妙見信仰) 日

妙見宗本滝寺 大阪府豊能郡能勢町野間中 718 天台系修験

ここも能勢妙見と言っている。

妙見様(不動明王)石祠？ 大阪府豊能郡能勢町 はらがたわ峠の谷底

涌泉寺 大阪府豊能郡能勢町倉垣 1773 日

妙見神社 大阪府豊能郡能勢町長谷

明見神社 大阪府豊能郡能勢町長谷 ↑か？

稲荷神社 大阪府豊能郡能勢町野間稲地 妙見さん

観心寺 586-0053 大阪府河内長野市寺元４７５ 高野

星塚＝弘法大師が、境内に勧請した北斗七星の塚。北斗七星を祀るのは、日本ではここのみ。後村上天皇

陵、新待賢門院のお墓や、楠木正成の首塚ある。

北辰妙見大菩薩 大阪府河内長野市末広町 長野公園の近くらしい。妙長寺か？

金剛寺 586-0086 大阪府河内長野市天野町９９６ 星曼荼羅 真言御室

妙見寺 大阪府富田林市横山 132 妙見宗

板茂神社 大阪府富田林市西板持町８－７

佐備神社末社・妙見宮 大阪府富田林市佐備 467 番地

星乃宮？ 569-0827 大阪府高槻市如是町２２－１１

法照寺妙見堂 569-1103 大阪府高槻市山手町 2 丁目 日

妙見宮常夜灯石灯籠（神峯山寺毘沙門天参道石標）大阪府高槻市三島江 淀川堤防沿い

円通寺 大阪府高槻市富田町 5-10-5 日

本行寺妙見堂 大阪府高槻市大手町 2-43 日

久安寺三光社 大阪府池田市伏尾町 697 高野

日天（太陽）・月天（月）・妙見尊星王（北極星）の三光神を

豊臣秀吉が祀る。

道標 大阪府池田市新町 能勢街道

「右 久安寺亀山愛宕山 左 妙見山多田御社」（天保１０年）

星の宮 大阪府池田市建石 1-9

黒田神社 583-0002 大阪府藤井寺市北條町１－２３

道明寺天満宮霊符社 583-0012 大阪府藤井寺市道明寺 1-16-40 大谷

高良神社（打上神社）能勢妙見大菩薩石碑 大阪府寝屋川市
こ う ら うちあげ

静照寺 572-0083 大阪府寝屋川市郡元町 15 － 16 本堂内 日

妙見さん 大阪府茨木市千提寺

妙見宮 大阪府茨木市宿久庄１丁目２３

妙見大士石塔(高さ３㍍) 大阪府茨木市上音羽

妙徳寺妙見宮 大阪府茨木市片桐町１４ 日

円通寺 569-0814 大阪府高槻市富田町 5-10-5 日

法照寺妙見堂 大阪府高槻市山手町 2 丁目 日

本行寺妙見堂 大阪府高槻市大手町 2-43 高槻城主祈願所 日

星の宮 大阪府池田市建石 1-9 織姫伝説の地

久安寺三光社 大阪府池田市伏尾町 697 現在はない。 高野

日天･月天･妙見尊星王の三光神を豊臣秀吉が祀った。

本照寺妙見堂 大阪府八尾市黒谷６丁目７４ 日
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昭和４３年以前は大阪市谷町にあった。歌舞伎役者の芳沢あや

め二代目、三代目、五代目の墓碑が発見された。

大正寺北辰妙見宮灯籠 575-0002 大阪府四條畷市岡山２丁目７－３３ 浄土

妙見寺 大阪府四條畷市大字中野１３５２番地 日

久米田寺多聞院 596-0813 大阪府岸和田市池尻町９３４ 子星曼荼羅 高野

妙見山法華寺 561-0801 大阪府豊中市曽根西町２丁目１３－１４ 日

兵庫県

妙見寺 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町 3-17-18 日

妙見堂 兵庫県神戸市北区有馬町 1685-1 日

温泉神社階段を降りきる手前

妙見宮寺（城山妙見寺） 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃（有馬温泉近く）

妙信寺 兵庫県神戸市北区 日

妙見結社 兵庫県神戸市北区長尾町宅原 宅原妙見堂か。 日

和田神社 652-0863 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通３丁目２－４５

妙行寺 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町 4-3-12 ※脇仏 昭和５年創立 日

招慶院 652-0051 兵庫県神戸市兵庫区里山町１－１７７ 日

法蓮寺 652-0836 兵庫県神戸市兵庫区神明町１－１３ 日

高取神社 兵庫県神戸市長田区高取山町 103-2(1-9)
直上の高取山頂(標高 328.8m)一帯を奥の宮とする。金高神社･

猿田彦大神祠・妙見祠など多数の社祠が御鎮座。

寶金剛院 兵庫県神戸市垂水区清玄町 17-7 真言宗の新しいお寺のようだ。

妙見堂 兵庫県神戸市須磨区妙法寺

妙見大菩薩 兵庫県神戸市長田区高取山町

須佐男神社 兵庫県尼崎市久々知 1-3-28 元は広済寺と一体だった。

広済寺(久々知妙見) 661-0977 兵庫県尼崎市久々知１－３－２７ 近松門左衛門の墓あり 日

長洲貴布禰神社境内社・妙見宮 兵庫県尼崎市長洲中通 3 丁目 8-28

妙見堂 兵庫県三田市上槻瀬

妙三寺妙見宮(堂) 兵庫県三田市三田 34-5 日

本泉寺妙見堂 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹２丁目３－３７ 日

妙見宮 兵庫県伊丹市寺本１丁目

中野稲荷神社 兵庫県伊丹市中野北 1-2- 妙見大神祠

法栄山本松寺妙見社 兵庫県明石市上ノ丸 1-17 山下町の妙見社らしい。 日

島左近が信仰した尊像。明石藩に仕え檀徒となった末裔によ

り奉納された。

妙見神社 673-0878 兵庫県明石市山下町３ 神戸大学教育学部附属明石中学校裏

北辰神社 兵庫県明石市二見町東二見宮の北 1321
天御中主神社 兵庫県明石市 ？

妙見寺 678-0172 兵庫県赤穂市坂越 1307 真言(単立)

天平勝宝（７４９～７５７）頃に行基によって創建

妙見堂 兵庫県赤穂市有年原 明源寺の関係か。

長谷妙見山神社 兵庫県宝塚市長谷

中山寺 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺２丁目１１－１ 星曼荼羅 真言

妙見寺（妙見堂） 665-0842 兵庫県宝塚市川面長尾山 15-101 本化日蓮宗
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妙見祠 兵庫県宝塚市 天狗松山頂近く

小濱皇大神宮(美座神社)・妙見宮 兵庫県宝塚市小浜 5-4-4

飾西妙見宮 671-2216 兵庫県姫路市飾西 736
北辰妙見神社 兵庫県姫路市林田町松山２の２

顕正院妙見堂(飾西妙見宮) 兵庫県姫路市飾西 736 日

妙見宮 兵庫県姫路市佐野

妙見社 兵庫県姫路市千種町

妙見神社 兵庫県姫路市(元飾磨郡)夢前町山之内

北辰神社 兵庫県姫路市(元飾磨郡)夢前町杉之内 293 番

妙見寺 679-0202 兵庫県加東市(元加東郡滝野町)多井田 400-17 日

日光院 667-0051 兵庫県養父市八鹿町石原４５０(元帝釈寺) 高野
や ぶ

※ここのホームページはすごい！。ここが但馬妙見であること

は明らかだと思う。引越し後に違う名字の人が前の住人の名字

を名のることはない。

www.fureai-net.tv/myoukensan/page002.html
名草神社 667-0051 兵庫県養父市八鹿町石原 1755

妙見山の中腹。廃仏毀釈で帝釈寺の土地建物だけが名草神社に

なった。地図の地名･字妙見はあくまで地名でしかない。妙見

の大スギは平成 3 年 9 月の台風によって倒壊し、枯死。

妙見大菩薩文字碑 兵庫県養父市八鹿町浅間 日

法華寺 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保４６０ 日 妙伝寺派

妙見宮 兵庫県養父市大屋町大杉

妙見山両松寺妙見社 兵庫県養父市大屋町和田 809 高野

妙見堂 兵庫県豊岡市日撫 鶴城跡（別名・愛宕山

星神社 兵庫県豊岡市竹野町川南谷字谷川８６

妙見堂 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 2521-6
妙見堂 兵庫県豊岡市倉見字石谷

妙見神社 兵庫県豊岡市倉見

本住寺妙見堂 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４９３－３ 法華真門

法城寺妙見堂 兵庫県豊岡市出石町鍛冶屋 43 法華真門

妙見堂 兵庫県豊岡市山本

鶴城（別名・愛宕山）東曲輪西側の円山川に面した突端部

妙光寺妙見宮 兵庫県豊岡市日高町鶴岡

楯縫神社 兵庫県豊岡市日高町鶴岡字保木６７７ 元来は妙見社

北山神社（妙見社） 兵庫県豊岡市日高町野字引坂

馬止神社 兵庫県豊岡市日高町観音寺字奥郷

徳養寺妙見大菩薩宝篋印塔 兵庫県豊岡市江野１４９６

岡太神社 兵庫県西宮市小松２丁目 2-8
妙見宮 兵庫県西宮市鳴尾町４丁目

法華山一乗寺妙見堂 675-2222 兵庫県加西市坂本町８２１－１７ 西国札所 天

圓融寺 兵庫県加西市北条町栗田 338 日

大宮妙見宮 兵庫県加西市別府町

妙見宮 兵庫県加西市西横田町

妙見寺 兵庫県加西市谷口町

妙見神社 兵庫県加西市下万願寺町５９７

妙見堂 兵庫県加西市栄町

妙見神社 兵庫県加西市下万願寺町５９７

妙見寺 兵庫県加西市上野町字朝垣４０３ 天
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妙見神社 兵庫県加西市山田町

妙見堂 兵庫県加西市上野町

大歳神社 兵庫県加西市別府町 1084-1 以前は妙見大明神と称した。

八王子神社 兵庫県加西字鏡山 国正村妙見神社を合祀(明治４３年７月５日)

北辰神社 兵庫県洲本市畑田組

妙見宮 兵庫県洲本市

天御中主神社 兵庫県洲本市池之内東原４７０

天御中主神社 兵庫県洲本市池之内字東原４１０

妙見宮 兵庫県洲本市池内

専称寺妙見菩薩堂 656-0025 兵庫県洲本市本町８－７－３１ 浄土

妙見神社 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字妙見 1043

？智禅寺（高） 656-1556 兵庫県淡路市草香４３６

？※小学校を建てるので、お堂を境内に移した。

北辰神社 兵庫県淡路市塩田

妙見神社 兵庫県淡路市 妙見山頂(淡路島で一番高い山)

妙見宮 兵庫県淡路市(元東浦町)

北辰神社 兵庫県淡路市塩尾字妙見５１

北辰神社 兵庫県淡路市(元津名町)塩尾字妙見

妙見神社 兵庫県淡路市柳澤

北辰妙見神社 兵庫県淡路市林田町松山

妙見堂 兵庫県淡路市野島蟇浦 般若寺の関係建物か。

妙見神社 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬８０９

妙見社 兵庫県南あわじ市福良向谷

妙見神社 兵庫県南あわじ市賀集字八幡妙見

長谷寺妙見堂(曹) 669-2605 兵庫県篠山市藤坂８０３ 曹

妙見宮 兵庫県篠山市 妙見山そば ↓か？。

薬師堂境内・妙見堂(宮) 兵庫県篠山市(元多気郡)今田町四斗谷字ホノ坪３９９

トンガリ山の山上、古妙見にあったが、山腹におろした。山頂にも現在は妙見菩薩を祀る。

本経寺王地山稲荷・妙見宮 669-2325 兵庫県篠山市河原町 92 日

妙見宮 兵庫県篠山市河原町 王地山 上か

妙見堂 669-2214 兵庫県篠山市味間新 元丹南町

妙見堂 兵庫県篠山市郡家

妙見山寺 兵庫県篠山市東岡屋 妙見堂とも言われているようだ。

諏訪神社妙見堂 兵庫県篠山市西岡屋 八上城跡の西南

中畑妙見菩薩 兵庫県西脇市中畑

妙見社 兵庫県西脇市中畑町 上か。

妙見神社 兵庫県西脇市黒田庄町門柳 妙見山有り

教育委員会の HP で見る限り、ご尊像は神像のようだ。

大国神社公園 兵庫県西脇市黒田庄町石原

大国神社・おかね山（薬師堂）・宮池・星神社

妙見堂 兵庫県多可郡多可町中区(西脇市黒田庄町か？)

※播磨平野以南の最高峰・妙見山 693 ㍍

大歳神社妙見神社 兵庫県多可郡多可町中区高岸

星神神社 兵庫県多可郡多可町中区中村町 北辰妙見大菩薩（北極星）

荒田神社妙見社 兵庫県多可郡多可町中区安楽田 982

※兵庫県多可郡多可町中区の妙見山付近は、全国でも有数の銅鉱床が存在していた。
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妙見山應聖寺 兵庫県神崎郡福崎町高岡 1912 関西花の寺 25 カ所 霊場 天

妙法寺妙見堂 679-2211 兵庫県神崎郡福崎町山崎８４３ 日

妙見堂 兵庫県神崎郡福崎町福田 福崎駅近く。

延壽寺 兵庫県神崎郡市川町沢 286-1 日

浄徳寺妙見宮 兵庫県神崎郡神河町猪笹 1346 浄土

天御中主神社 兵庫県佐用郡佐用町東徳久字西間村

天一神社 兵庫県佐用郡作用町東徳久字西間村鎮座

宝剣（銅剣）が御神體(天御中主)、東大寺戒壇神名帳に「天一天白中頭天王」と記されている。

妙見山法正寺 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松 722
法雲寺 667-1311 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 2365 天

大運寺妙見堂 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 2477−2 日

妙見神社 兵庫県美方郡加美町沼ヶ袋

妙見社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋

妙法寺妙見堂 669-3812 兵庫県丹波市青垣町小倉８０９ 法華宗真門流

春日神社境内妙見社 兵庫県府丹波市青垣町口塩久２８３

妙見神社 兵庫県丹波市(元氷上郡)柏原町母坪 和泉神社？ 妙見堂？

妙見堂 兵庫県丹波市柏原町穂壺(母壺) 穂壺城跡

小島山妙見宮 兵庫県丹波市柏原町穂壺 穂壺城跡

妙見堂 兵庫県丹波市柏原町下町字沖田

妙見山(茶臼山)があったが昭和年代に消滅。

妙見山法華寺 669-3614 兵庫県丹波市氷上町下新庄 446-1 日

妙見道場 兵庫県姫路市北平野

妙見の滝・妙見菩薩石像を祀る。

立昭山妙寿寺 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松 366 創立：昭和 42 年 法華宗真門流

妙見神社 兵庫県丹波市(元氷上郡)青垣町

妙見堂 兵庫県丹波市春日町 集落北側

妙見宮 兵庫県丹波市春日町下三井庄

妙見堂 兵庫県丹波市春日町栢野

妙見堂 兵庫県丹波市山南町和田

熊野神社境内妙見社 兵庫県丹波市山南町阿草字宮本 795
成願寺妙見堂 兵庫県丹波市市島町下竹田 3045 日

上町稲荷･南無妙見大菩薩石塔 兵庫県氷上郡和山南間田上町稲荷 稲荷の先の登山道

八幡神社 兵庫県加古川市西神吉町宮前 81 元妙見大明神

八幡神社（志方八幡宮） 兵庫県加古川市志方町志方宮山 元妙見大明神

平津妙見宮 兵庫県加古川市米田町平津

天之御中主神社 兵庫県加古川市加古川町篠原町

天之御中主神社 兵庫県加古川市加古川町溝之口字九ノ坪２５９ 妙見さん

天御中主神社 兵庫県加古川市溝の口九の坪

妙見堂 兵庫県加古川市平荘町磐

妙見宮 兵庫県宍粟市山崎町 (しそう市)

妙見大菩薩祠 兵庫県宍粟市山崎町 最上山・篠ノ丸城跡

妙見宮 兵庫県宍粟市山崎町横須

千種妙見社 兵庫県宍粟市千種町

妙見社 兵庫県宍粟市千種町西山 上か。

妙見祠 兵庫県宍粟市千種町西河内 天児屋たたら公園(遺跡公園)

盈岡（みつおか）神社 摂社妙見社 兵庫県朝来市和田山町宮内 42 (名草彦命)
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妙見社 兵庫県朝来市 岩洲城(山口城)

山口護国神社妙見堂 兵庫県朝来市山口 山頂にある

鎮宅寺 679-4346 兵庫県たつの市(元揖保郡)新宮町千本４２９－１

常照寺妙見堂 兵庫県たつの市龍野町福の神 18 能勢形 日

妙見堂 兵庫県三田市上槻瀬

妙見神社 兵庫県尾道市向島町立花 1394
薬師堂裏手･妙見堂 兵庫県多気郡今田町四斗谷

トンガリ山(会ケ峰〈あいがみね〉の山上に妙見祠

本要寺 兵庫県三木市本町 2-3-6 本堂に祀る。 日

盈岡神境内社妙見社 兵庫県朝来市和田山町宮内４２ 名草彦命

了清寺 兵庫県佐用郡佐用町平福１１０９ 日

冑佛 兵庫県・岡田氏所蔵 八分位の妙見菩薩の座像

和歌山県

観音寺妙見堂 和歌山県和歌山市元寺町東ノ下３ 高野

妙見山（妙見堂） 640-036 和歌山県和歌山市口須佐 350
北辰教会 和歌山県和歌山市小路 154-6 ？ 真言山階

伊達（いだて）神社・妙見社 和歌山県和歌山市園部 1580
妙見山善性寺 和歌山県和歌山市栄谷３１７ 西山浄土宗

妙見社(今はないかもしれない) 和歌山県和歌山市栄谷

大歳神社 和歌山県和歌山市梅原 土入の妙見社を合祀

妙見社(今はないかもしれない) 和歌山県和歌山市延時

妙見堂 和歌山県和歌山市和歌浦 雑賀城跡(雑賀党の本拠地)

養珠寺妙見堂 和歌山県和歌山市和歌浦 3-1-11 裏に妙見山 ↑か？ 日

紀州藩祖徳川頼宣が母・養珠夫人の菩提のため慶安（1648 ～ 52）
ごろに建立した。

伊太祁曽神社(いたきそ) 640-0361 和歌山県和歌山市伊太祈曽５５８

境原の妙見社(小祠)を摂社二十二社に合祀

慈光圓福院 和歌山県和歌山市北新金屋丁 31 高野山

七曜山妙見寺圓福院と慈光寺が合併した。

妙見宮 和歌山県和歌山藤田

妙見社 和歌山県和歌山市仁井辺

春日神社 和歌山県和歌山市松江中 3-1-23 摂社･妙見宮

安楽寺 和歌山県和歌山市中之島８０１ 日

力侍神社末社・妙見社 和歌山県和歌山市川辺字稲井 61
蓮心寺妙見堂 和歌山県和歌山市吹上３－１－４１ 日

宣経寺妙見堂 和歌山県和歌山市北ノ新地上六軒丁２１ 日

妙宣寺妙見堂 和歌山県和歌山市新堀東２丁目１－８ 日

春日神社摂社・妙見宮 和歌山県和歌山市松江中 3-1-23

誠證寺妙見堂 和歌山県岩出市根来４５８ 日

熊野速玉大社境内社･新宮神社 647-0081 和歌山県新宮市新宮１

新宮町内に祀られていた妙見社（少彦名命）などの末社を境内

の金刀比羅神社に合祀して新宮神社となった。

天御中主神社 和歌山県新宮市三輪崎

天御中主神社 和歌山県新宮市佐野１０６５

天御中主神社 和歌山県新宮市佐野山田 ↑か

妙見堂 和歌山県新宮市 相筋２丁目

妙見寺 648-0064 和歌山県橋本市橋本 345-3 日

妙見寺 和歌山県橋本市高野口町名倉１１４２ 真言宗山階派
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金剛峰寺 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山１３２ 星供曼荼羅図 高野

親王院 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山１４４ 北斗曼荼羅 高野

高野山霊宝館 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山３０６

大明王院 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山４８２ 高野

清浄心院 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山５６６ 北斗(星)曼荼羅 高野

本 覚 院 和歌山県伊都郡高野町高野山６１８ 紙本着色 星曼荼羅図

※高野山の寺院には、他にも星曼荼羅がある。

妙見神社 和歌山県伊都郡九度山町河根

北辰妙見神社 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字滝 946 番地 北向き

大宮神社 和歌山県伊都郡かつらぎ町広口 1126 配祀神･妙見大神

須佐神社 和歌山県有田市千田字中雄山 1641
明治 40 年(1907)に近在の妙見社(2 社)を含む 22 神社を合祀。

妙見社 649-031 和歌山県有田市宮崎町 1210
安養寺奥院 649-0317 和歌山県有田市古江見２９７ 真言

国津神社境内社･妙見社 和歌山県有田郡湯浅町田 63
田殿丹生神社・妙見社 和歌山県有田郡有田町(元田殿村)出 335 二社ある

野上妙見山 640-1131 和歌山県紀美野町(元海草郡野上町)動木

妙見宮(穴の妙見) 和歌山県紀美野町

洞窟信仰の面影を残している。

妙見山妙康寺 644-0002 和歌山県御坊市薗 550 日

妙見山妙典寺 649-1534 和歌山県日高郡印南町印南 2836-2
妙見小祠 和歌山県日高郡印南町高串(山中家近く)

道成寺三重の塔再建の際に塔心柱を寄進し、謝礼に妙見像を送

られた。道成寺執事より頂いた文書が残る。

妙見さん 和歌山県日高郡由良町三尾川

志賀王子神社 和歌山県日高郡日高町志賀 901 配祀・妙見神

妙見社（土生神社に合祀） 和歌山県日高郡日高川町玄子

星神社 和歌山県田辺市龍神村

川湯妙見教会 647-1700 和歌山県田辺市本宮町川湯

妙見神社 和歌山県田辺市三栖

妙見神社 和歌山県田辺市中三栖 上か？

石碑 和歌山県田辺市上秋津 奇絶峡赤城の滝 三碑の内の一

お題目･北辰尊星妙見大菩薩･娑伽羅龍王の文字

妙見大菩薩の洞 和歌山県田辺市 奇絶峡

熊野速玉大社境内新宮社 和歌山県新宮市新宮１

明治４０年、新宮町内に祀られていた妙見社などの大社末社を境内に合祀して新宮神社となった。

天御中主神社 647-0071 和歌山県新宮市佐野山田 1065
手活石に十字架のような形。隠れキリシタン？。貞享 5 年と刻まれている。

妙見山観音堂 和歌山県海南市下津町(観音様以外に数体の仏像)

岡田八幡神社境内社・妙見神社 和歌山県海南市岡田 29
橘本神社摂社・妙見神社 和歌山県海南市下津町橘本 779
愛宕山妙見堂 和歌山県海南市九品寺

伊勢部柿本神社・妙見社 和歌山県海南市日方 1338 今はないかもしれない。

妙石寺 和歌山県海南市下津町塩津２６５ 明治４３年設立
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貴志川八幡宮 和歌山県紀の川市貴志川町岸宮 1124
配祀の中･北辰星命ほか 摂社･春日妙見神社ほか

妙見社※小祠 和歌山県紀の川市貴志川町畑田

隆昌寺妙見社 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山 1652 日

妙見神社 640-0416 和歌山県紀の川市貴志川町長山

北山妙見宮 和歌山県紀の川市貴志川町北山

三船神社境内社・妙見神社 和歌山県紀の川市桃山町神田 101
熊野神社 和歌山県紀の川市(元粉河町)中津川 本殿左

葛城修験道の行場。現在も聖護院派で修行が行われている

熊野権現、若一王子、丹生明神、妙見菩薩が祀られている

霊符山道標 和歌山県 珍布(めずらし)三重県阪南郡飯高町宮前赤桶との境か

妙見寺 和歌山県半田市亀崎

妙見山白光寺 和歌山県西牟婁郡白浜町２３６８－１３ 日

妙見堂 和歌山県東牟婁郡串本町 田並か？

妙見神社 和歌山県玖珂郡和木町大字関ｹ浜字妙見山 308-1

※別 熊野本宮大社の宝物・玄武鏡 647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮１１１０

玄武・北斗七星・剣が描かれている。

http://www.ensenji.or.jp/myouken.html

妙見シリーズ１ 関東の妙見菩薩 埼玉・東京・群馬

妙見シリーズ２ 関東の妙見菩薩 茨城・栃木・千葉・神奈川

妙見シリーズ３ 北海道・東北の妙見菩薩 付･妙見などの地名

妙見シリーズ４ 中部・北陸地方の妙見菩薩付 摩多羅神

妙見シリーズ５ 近畿地方の妙見菩薩

妙見シリーズ６ 中国･四国･九州の妙見菩薩

妙見シリーズ７ 別冊 妙見菩薩平将門関連

日本石仏協会談話室資料(妙見様の基本資料)

URL : http://www.ensenji.or.jp/


