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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

・立ち上がれ飯能！東日本大震災支援プロジェクト・

『 善意は繋がり必ず実を結ぶ 』

数多くの妙見様が被害を受けました。

しかし、まずは被災された方々への暖かいご支援を必要としています。

☆立ち上がれ飯能！プロジェクト

＊タイムズマート飯能店（武田）

埼玉県飯能市山手町１６－６ 042-975-1444 090-7190-6200
＊㈱ＦＡＲＥＡＳＴ 042-973-2060

http://202.69.232.223/archives/category/shachous-note

http://202.69.232.223/archives/category/shachous-note
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北海道

妙見山本龍寺妙見堂 065-0014 北海道札幌市東区北１４条東 15-4-30 日

盤龍山信行院妙見堂(祠) 北海道札幌市南区豊滝 22 番地 日

滝野神社境内・妙見碑 北海道札幌市南区滝野

相馬神社 062-0932 北海道札幌市豊平区平岸 2 条 18 丁目 1 番 1 号

経王寺 北海道札幌市豊平区豊平４条３丁目２-１ 日

北辰山宝塔寺 北海道札幌市北区篠路拓北 30-637 妙見様が祀られているかは不明。日

妙見寺 040-0022 北海道函館市日乃出町 10-16 法華真門

実行寺北辰殿妙見堂 北海道函館市船見町 18-18 法華真門

相馬神社 北海道伊達市大町 6
妙見堂 北海道小樽市山田町

妙見堂 北海道小樽市東雲町

妙見寺 053-0044 北海道苫小牧市音羽町 1-12-14 法華真門

勇武津不動 北海道苫小牧市字勇払４６番地２

「妙見堂」の扁額 (竜神社に奉納されたものと思われる。)

妙見山大盛寺 093-0041 北海道網走市桂町２丁目５－２ 日

中嶋神社境内・相馬妙見神社 北海道室蘭市宮の森町 1-1-4
花畔神社 061-3218 北海道石狩市花畔村 573 番地 72 (ばんなぐろじんじゃ)

相馬妙見太田神社、花畔瑞穂神社を合併・合祀

対雁通相馬神社 061-0215 北海道石狩郡当別町字対雁通 38
柏木神社 061-1423 北海道恵庭市柏木町 551

明治 41 年 11 月 3 日札幌市平岸鎮座相馬神社の分霊を勧進

妙見寺 098-0300 北海道上川郡剣淵町市街地本町 日

妙見寺 北海道上川郡剣淵町仲町 34-2 上か？

当麻神社 078-1315 北海道上川郡当麻町５条東 3-8-1
秋葉妙見宮(境内外末社)、明治 26 年全国 19 の府県より屯田

兵 400 戸が入地す。創祀は屯田古文書によると明治 27 年 5 月

一の橋神社 北海道上川郡下川町一の橋

相馬将門の子孫相馬師常を祀る。旧号：妙見社

北斗神社 北海道上川郡鷹栖町

夫婦岩 北海道上川郡和寒町

相馬妙見神社の分霊を祀り、昭和初期まで祭祀が行われていた。

相馬妙見宮 北海道上川郡東川町

相馬妙見宮 北海道上川郡上川町北町

む妙見堂 041-1134 北海道亀田郡七飯町鶴野

刈田神社 059-0012 北海道登別市中央町 6 丁目 24 番地

※妙見稲荷社神社を合祀、相馬妙見神社(境内外末社)

鷹栖北斗神社 北海道旭川市

相馬妙見霊碑 北海道沙流郡日高町（元門別町）緑町 緑町開拓婦人ホーム

法華寺 048-0406 北海道寿都郡寿都町字渡島町１１２ 日蓮宗一致派

徳山大神宮 049-1513 北海道松前郡松前町字神明 66 番地

妙見神社･天星宮稲荷神社など近隣 47 神社を合祀した。

阿吽寺 北海道松前郡松前町松城 371 高野

松前藩の祈願寺 護摩壇の前立ちに北辰霊符神三尊像

法栄寺 049-2673 北海道二海郡八雲町東野２７７ 日

妙見社 北海道二海郡八雲町

ユーラップには鎮守社として妙見・観音・竜・稲荷・福山の５

社が 祭られていた。
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本要寺 北海道富良野市若松町６－５ 明治３４年開基 日

相内神社・相内相馬妙見神社 099-0871 北海道北見市相内町 51 番地

妙見神社 北海道幌泉郡えりも町苫別

妙見様石祠 北海道幌泉郡えりも町目黒 猿留山道沼見峠 安政六年（1859 年）

美津山大神（妙見神） 北海道幌泉郡えりも町

西舎神社 北海道浦河郡浦河町

西神社と西舎妙見神社とが合祀 明治４３年創建

絵笛神社 北海道浦河郡浦河町荻伏町５５５ 明治２１年（1888）２月創祀

絵笛生活改善センター近くの丘の中腹。

但馬妙見山妙見宮（現日光院）より鏡を拝受。丹波からの入植。

斜里神社境内妙見神社 北海道斜里郡斜里町本町

鵡川神社 054-0032 北海道勇払郡むかわ町福住１－２３ 相馬妙見神社を合祀

士別神社 095-0008 北海道士別市東 8 条北 1 丁目 436 番地（九十九山）

相馬大神（配祀）＝妙見菩薩ととらえてないと思う。

明見寺 北海道虻田郡倶知安町北二条東１丁目３ 関係ないかもしれない。

小清水神社 099-3622 北海道斜里郡小清水町字小清水 21
福島県の相馬中村神社より天御中主神の御神霊を請けて合祀。

相馬妙見神社 085-0811 北海道釧路市興津 3-1-27
妙見神社 085-0026 北海道釧路市寿 1-1-21（御得稲荷神社）

音別神社 088-0133 北海道釧路市(元白糖郡)音別町字尺別 9
明治 39 年 4 月 15 日、福島県県社大田神社の御分霊を奉戴

魚沼神社相殿・相馬三妙見社 北海道紋別郡遠軽町野上

法栄寺 北海道二海郡八雲町東野２７７ 日

相馬妙見神社 北海道標津郡標津町開陽

豊岡神社境内･相馬妙見文字碑 北海道網走郡美幌町豊岡

※北海道には相馬野馬追の三妙見神社からの分霊が神社庁に登録されているだけでも 35 社ある。それ以外も多

数。一番多いのは網走。

※別 十勝北斗十二支霊場 十二支の動物の聖石（自然石）を奉祀しており、札所が北斗七星(六ヶ寺)の形に

並んでいる。直径２、３０㎝の自然石に本当に１２聖獣が現れている。平成４年発足。

〔子・丑〕 遍照寺 河東郡士幌町１３８番地

〔寅・卯〕 弘真寺 帯広市西２４条南２－１５－９ 事務局

〔辰・巳〕 高野山寺 広尾郡大樹町西本通り６９

〔午・羊〕 地蔵寺 広尾郡広尾町西三条１１丁目

〔申・酉〕 照覚寺 河西郡芽室町北大成

〔戌・亥〕 鹿追寺 河東郡鹿追町南町２

青森県

妙見大星神社 030-0131 青森県青森市問屋町１丁目１８－２７ 元妙見宮

坂上田村麿将軍の本陣跡 延暦 11(792)年
蓮華寺 030-0802 青森県青森市本町１－５－１２ 日

※明治に３年に妙見菩薩像は、問屋町の大星神社から蓮華寺に移された。

大星神社(横内妙見？) 青森県青森市横内 1-18-28 妙見宮もある。横内線妙見駅下車



- 3 -

※大星神社、八幡宮、猿賀神社、熊野宮、岩木山神社、村市の毘沙門天、乳井の毘沙門天空から見ると、そ

れらを結んだかっこうが北斗七星。（これらは妙見系の神社というが、？）

慈法結社 青森県青森市筒井２－７－１３ 日

本行寺 青森県弘前市大字新寺町９２ 日

妙見神社 青森県むつ市大畑町正津川字関根橋 6
妙見神社 青森県むつ市田名部字斗南ケ丘 30 － 1
龍本寺 035-0084 青森県むつ市大湊新町 29-19 日

妙現寺 青森県八戸市大久保字西ノ平 25-126 本堂内に祀る。 日

妙見菩薩堂 青森県十和田市(元花巻市)大字沢田

永昌寺 038-2744 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町漁師町１ 日

外浜妙見宮 青森県 東津軽郡外ヶ浜町か？

日精寺(妙見堂) 青森県南津軽郡大鰐町字大鰐 76 日

遠光寺 青森県黒石市大字温湯字鶴泉３１ 日

法嶺院 青森県黒石市大字上十川字長谷沢１－５０

妙見大士像が安置。寺宝に玄武錦、楠正成使用の七曜星座。日

光明寺 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平５１－１ 日

岩手県

妙見山黒石寺 023-0101 岩手県奥州市(元水沢市)水沢区黒石町字山内 17 天台
裏に妙見堂。妙見山もあり。はだか祭が有名。黒石寺本尊は

七仏薬師。秩父氏系･葛西氏などの信仰があったようだ。

日高神社(妙見神社) 岩手県奥州市(元水沢市)水沢区日高小路１３ 弘仁元(810)年創建

通称を「日高ひつじの妙見宮」

星宮大明神・星の宮文字塔 岩手県宮古市白浜

妙見菩薩堂 岩手県花巻市愛宕町 花巻駅近く 藤木大明神の隣

※雄山寺の御堂か? 花巻駅前

九戸神社 028-6504 岩手県九戸郡九戸村長興寺第１地割１０

九戸村の総鎮守であり九戸家代々の祈願所。明治 4 年以前は「北

辰妙見社」。

三社妙見大明神 岩手県二戸市浄法寺町 慶長 16 年に相馬利胤の建立。

星宮大明神・星の宮石塔 岩手県白浜 宮古市と女川町に白浜がある。下か？

白浜星の宮神社(星野宮神社) 岩手県釜石市箱崎町 星之宮大明神文字塔もある。

妙見神社 岩手県盛岡市玉山区渋民狐沢

※宮沢賢治石碑 岩手県盛岡市材木町 2-18 光原社㈱中庭

童話「鳥の北斗七星」の一部を刻んだ石柱と、同じく童話「注文

の多い料理店」出版の地の碑

興田神社 岩手県一関市大東町鳥海４１ 東山興田妙見神社

推古天皇 3(595)年創建 元妙見社

※別 唐梅館絵巻(唐梅館総合公園・長坂商店街) 千葉一族の妙見信仰･火受け、火入れ儀妙見の儀もある。
からうめだて

岩手県一関市東山 千葉一族の軍議を再現。毎年秋に行われる。

*唐梅館は、葛西氏が領内を守った本拠地です。天正 18 年（1590）
には、小田原参陣の評定として豊臣秀吉に従うか否かを決定する

軍議が行われました。鎧武者による参上行列や一族の運命をかけ

た「軍議」の様子を壮大なスケールで再現します。一関市役所*

欠ノ上稲荷神社 岩手県遠野市遠野町 21−41−3 近年相馬妙見社を境内に分祀

妙見神社 岩手県遠野市附馬牛町

妙見祠？ 岩手県遠野市土淵町土淵

常堅寺裏に流れる河童淵と呼ばれる小川の傍

乳神様 岩手県遠野市綾織 本来は妙見

日出神社 岩手県遠野市上郷 社の根源が妙見信仰から。
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※平野貞夫著｢坂本龍馬と謎の北極星信仰｣より

……小沢一郎の出身地である水沢市(現奥州市水沢区)を中心に、候補者のタスキを掛けて挨拶まわりをして

いると、事務所や自宅に、ある菩薩を祀っているところが実に多いことに気がついた。いずれも星信仰であ

る｢妙見菩薩｣だと言う。また｢千葉｣という姓も多かった。聞くと平将門の末裔、千葉一族の子孫が岩手県南

部に多いということであった。……

秋田県

伝法寺妙見宮 秋田県秋田市旭北寺町 1-35 日

新波神社 秋田県秋田市雄和新波字樋口 16 北辰妙見像

妙見神社 秋田県秋田市仁別 ※元は日蓮宗らしい。

仁別八幡神社 秋田市仁別字堂の下 5
出羽守師清が後三年の役の勝利に妙見菩薩神社創建

北辰大権現宮 秋田県秋田市 妙見山中 ↑か？

仁別八幡神社 秋田県秋田市仁別字堂の下 5
久城寺 010-0924 秋田県秋田市旭北寺町１－３２ 本堂内に祀る。 日

北辰尊星王石碑 秋田県秋田市外旭川八幡田の辻

星辻神社 秋田県秋田市飯島川端（本尊虚空蔵）

※秋田県下は男鹿半島の修験（当山派）関連で虚空蔵菩薩が多い。

下浜妙見神社 秋田県秋田市下浜 下浜羽川か？

星辻神社(妙見堂) 010-0687 秋田県男鹿市北浦湯本隠台 36-8 通称妙見様

（妙見菩薩像 鋳物 2 寸 光背とも 3 寸 5 分 江戸末期 ）

星辻神社 秋田県男鹿市(元南秋田郡若美町)本内字林ノ台 14（通称虚空蔵さん）

象潟神社 秋田県にかほ市象潟町妙見下６７

北辰星石塔 秋田県にかほ市

妙見神社(霊府の杜妙見社) 秋田県湯沢市岩崎千年 千年公園の岩崎城跡二の丸跡

白藤明神(霊符の森)

妙見神社 秋田県湯沢市山田上二井田

高建寺 015-0414 秋田県由利本荘市矢島町立石上野６１ 山門内西序に合祀 曹

妙見神社 秋田県由利本荘市(元西目町)

妙見神社 秋田県大館市十二所

妙見神社 秋田県大館市花岡町長森

七星神社 秋田県山本郡三種町(元山本町)志戸橋字前田面５

妙見神社 秋田県潟上市飯田川飯塚

長泉寺地蔵堂 秋田県大仙市(元仙北郡協和町)協和荒川字上荒川 21 曹

妙見大菩薩と陰刻された自然石

長泉寺地蔵堂 秋田県大仙市(元仙北郡協和町)協和荒川(字前川？)

妙見大菩薩と陰刻された自然石

長泉寺の裏山には前山という古い銀鉱山跡

妙現堂 秋田県由利本荘市鳥海町

永禄四年一曰小松帝応永四年為鳥海筑館天狗田中川四郷鎮守也

禁女婦参詣 奥羽観蹟聞老志巻之十

宮城県

大崎八幡宮・北辰社 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡４丁目６－１

妙見神社 宮城県仙台市青葉区荒巻
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妙見神社 宮城県仙台市青葉区北根４丁目

仙岳院 宮城県仙台市青葉区東照宮１丁目１－１６ 星曼荼羅 天

榴岡天満宮境内妙見宮 983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡２３

妙見堂 宮城県仙台市太白区向山４丁目

妙見寺 989-0242 宮城県白石市柳町 16 日

妙見堂 宮城県気仙沼市舘山１ 単立

五十鈴神社産霊神社（妙見社） 宮城県気仙沼市魚町 2-6-7
妙見神社 宮城県気仙沼市九条

久円寺妙見堂 宮城県石巻市千石町 9-40 日

北辰神社 宮城県石巻市若柳町？ 下か

北辰神社 宮城県栗原市若柳字川北欠 1 番

妙見さん 宮城県名取市上余田 相馬家の家臣が祀った。

第六天神社 宮城県名取市増田１

第六天神と地区の神代七代の神々(蛇塚妙見八幡、大塚明神、明

神塚明神、狐塚明神、天神塚明神、馬塚明神(第六天神)、守宮

塚明神)を奉斎。

妙見山明光院 989-2206 宮城県亘理郡山元町大平舘ノ内２２ 智

坂元神社（蓑首城跡） 989-2111 宮城県亘理郡山元町坂元町１８ 妙見宮に地区内の八社を合祀

北辰神社 宮城県亘理郡山元町小平

天正年間千葉越前守が相馬中村の妙見神社を勧請

神明社(元妙見社) 宮城県遠田郡涌谷町涌谷日向町 48
黄金山神社 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字下町 1-2 元妙見社

木間塚神明社(元妙見堂) 宮城県遠田郡美里町（元南郷町）木間塚字古館 32
伊達家の一門衆で重臣ある亘理元宗の家臣・千葉氏の傍流・坂本(坂元)俊久が開基。

神明社（旧妙見宮） 宮城県登米市登米町日根牛字入谷 76
妙見神社 宮城県加美郡加美町沼ケ袋字妙見

妙見神社 宮城県加美郡加美町月崎妙見

妙見神社 宮城県加美郡加美町南小路一番

妙見神社 宮城県加美郡加美町菜切谷

妙見大菩薩碑 宮城県本吉郡南三陸町

妙見社 宮城県岩沼市南長谷

大衡八幡神社 981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡字八幡 48
元聖護院末の修験･三明院 天照皇大神・白山権現・妙見菩薩

も祀る。

福島県

相馬地方の妙見信仰(千葉市立郷土博物館特別展図録)は、かなり細かく記載されている。

馬の産地なので、馬頭と習合しているという。

相馬妙見歓喜寺 976-0042 福島県相馬市中村高池前 43 豊

明治に中村妙見の本尊妙見菩薩を移す三個寺の一。土佐光芳筆

の北斗真形図･九曜星図も所蔵。

相馬中村神社 976-0042 福島県相馬市中村北町１４０

相馬神社 福島県相馬市中村字北町 101
相馬家の始祖師常を祭神として明治 13 年（1880 年）に建立。

祭神･天之御中主大神(妙見菩薩)･平将門



- 6 -

岡田神社 福島県相馬市中村本町１０８ ※岡田氏鎮守

初発(はじめ)神社 福島県相馬市中村上町 ※平民の神社 武沢山城あり

佛立寺 976-0042 福島県相馬市中村宇多川町９１ 日

妙見大本宮 976-0036 福島県相馬市馬場野樋ノ口 60
長命寺 976-0025 福島県相馬市岩子大迫２８７ ※領内真言三個寺の二に叙す

初発神社 福島県相馬市中野字寺前 ※大工町の妙見

初発神社 福島県相馬市中野字北反町１４２ 向町妙見

黒木の妙見 福島県相馬市黒木字中樋 ※古城本丸の乾隅

小泉の妙見 福島県相馬市小泉 ※伊勢大神宮に合祀

相馬太田神社 975-0052 福島県南相馬市原町区(元原町市)中太田舘腰 143
※相馬氏累代の鎮守

医徳寺 975-0049 福島県南相馬市原町区大甕梨木下１６３ 豊

下総より遷座、相馬氏移動後も小高には移らず。神仏分離後は太田妙見を祀る。

妙見神祠※掛の妙見苞 福島県南相馬市原町区大甕戸屋 ※医徳寺の西方

妙見小祠 福島県南相馬市原町区牛越字城下※古城の外郭妙見舘の頂上

初発神社 福島県南相馬市原町区片倉字八重米坂

松島稲荷神社 福島県南相馬市原町区２丁目上町 ※藩主の寓舘

東照宮※妙見祠を合座 福島県南相馬市原町区三島町 1 丁目夜の森公園

出羽神社※妙見神祠を合座 福島県南相馬市原町区泉 ※泉氏の鎮守

初溌神社 福島県南相馬市原町区江井字西山 ※江井氏の護神

初溌神社 福島県南相馬市原町区江井字妙見迫

妙見祠 福島県南相馬市原町区上太田字内堀子※門馬小平次の護神

妙見大明神 福島県南相馬市原町区高字舘ノ内 ※武石氏舘跡？

妙見祠 福島県南相馬市原町区上高平字境地 ※相馬四天王の内、青田氏の鎮守

妙見社 福島県南相馬市原町区下北高平字古舘※金沢氏の舘跡

妙見祠 福島県南相馬市原町区高倉字西原

太田神社 福島県南相馬市原町区牛越

※牛越城跡妙見館 福島県南相馬市原町区牛越字城下 元は妙見様が祀られていたのだろう。

太田神社 福島県南相馬市原町区馬場字欠下

初発神社 福島県南相馬市原町区堤谷字根田 ※元白畑神社宮司の鈴木家氏神

八坂神社※妙見大神銘石塔 福島県南相馬市原町区馬場糯田 208

妙見尊 福島県南相馬市原町区高字小太郎内 ※元修験

日祭神社 福島県南相馬市原町区大甕字館 元妙見社

明神館(みょうじんたて)。岡田次郎胤次の居館跡。

相馬小高神社 979-2102 福島県南相馬市(元相馬郡小高町)小高区小高城下 173 小高城跡

金性寺 979-2111 福島県南相馬市小高区仲町１丁目８９ 豊

明治に小高神社より本尊妙見菩薩を移す。

妙見神祠 福島県南相馬市小高区金谷(若林) ※相馬胤頼勧請

妙見大明神 福島県南相馬市小高区金谷字北釘野

※門馬家氏神、国王大明神(平将門)を合祀。

妙見神 福島県南相馬市小高区大井字妙見北 ※大井氏の勧請

初発神社 福島県南相馬市小高区北ノ内 ※岡田氏鎮守

初発神社 福島県南相馬市小高区飯崎字西原８７ ※鎌田一族が祀る。

妙見小祠 福島県南相馬市小高区小谷妙見平 ※原氏鎮守

星神社 979-2152 福島県南相馬市小高区行津宮下４

※稲葉氏鎮守、虚空蔵菩薩信仰と習合。

初発神社 福島県南相馬市小高区大田和字中ノ内

初発神社 福島県南相馬市小高区上蛯沢字東堂下５３ ※元善道庵という観音堂

大素神社 福島県南相馬市小高区小高字古城

※相馬小高神社奥の院 東京目白の相馬宗家邸から遷宮。相馬胤道家氏神
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妙見様 福島県南相馬市小高区川房字四ﾂ栗

妙見社 福島県南相馬市小高区泉沢字前田 ※寺脇家氏神

大素神社 福島県南相馬市小高区小高字下入 ※遠藤家氏神

大素神社 福島県南相馬市小高区片草字方草 ※橘内家氏神

大素神社 福島県南相馬市小高区本町１丁目 ※佐藤家氏神

初発神社 福島県南相馬市小高区岡田字北ノ内 125 岡田館跡

妙見祠 福島県南相馬市鹿島区大内字大久保

初発神社 福島県南相馬市鹿島区横手字神明原 ※相馬顕胤建立

初発神社 福島県南相馬市鹿島区横手字原田２８０

妙見祠 福島県南相馬市鹿島区 ※御所舘の北 岩松氏建立

妙見神社 福島県南相馬市鹿島区塩 崎字西ノ入
しおのさき

寳蔵寺 979-2311 福島県南相馬市鹿島区北海老北畑２０ 豊

小島田の妙見 福島県南相馬市鹿島区小島田(妙見前)

妙見 福島県南相馬市鹿島区山下字田尻 ※木幡主水盛清の鎮守

妙見 福島県南相馬市鹿島区小池字宮前 ※子安神社に合座

妙見神社 福島県南相馬市鹿島区江垂

初発神社 福島県相馬郡飯舘村二枚橋字信田２３３

初発神社 福島県相馬郡飯舘村二枚橋字本町 ※相馬義胤建之

妙見堂 福島県相馬郡飯舘村大字大庫字宮前町 士族が祀った。

善応寺 福島県相馬郡飯舘村飯樋字町 ※妙見尊石塔 豊

初発神社 福島県相馬郡飯舘村草野字宮内※多田一族の氏神

初発神社 福島県双葉郡浪江町大字羽附字荒神森９ 藩主の命により建立

妙見 福島県双葉郡浪江町北幾世橋字町裏

初発神社 福島県双葉郡浪江町北幾世橋字町裏８７ 相馬昌胤建立

妙見小祠 福島県双葉郡浪江町北幾世橋字渋井 三の宮境内

妙見神 福島県双葉郡浪江町上津島字水境 佐藤家宅地内

妙見大明神 福島県双葉郡双葉町長塚字町５６ 北標葉郷陣屋があった

初発神社 福島県双葉郡大熊町熊字熊町８２９ 南標葉郷陣屋があった。

遍照寺 979-1303 福島県双葉郡大熊町熊川古舘１５５

神仏分離で大熊町の妙見を祀る。室生寺派(元は豊山派と思う。)

大和久妙見神社 福島県双葉郡大熊町小入野 (大熊町大和久か？)大和久と小入野の境

妙見神社 福島県双葉郡葛尾村落合字菅の又 昭和 16 年建立 妙見石塔もあり

須賀神社 962-0865 福島県須賀川市妙見１（翠ヶ丘公園内）元妙見神社

岩瀬山城（愛宕山）二階堂氏

妙見山稲荷神社 福島県須賀川市妙見 25
妙見神社文字塔 福島県須賀川市大栗鍛治内路傍

妙見神社文字塔 福島県須賀川市新田 新田集会所横

星神社 福島県須賀川市塩田

妙見神社 福島県いわき市平下神谷

妙見神社 福島県いわき市平下神谷字南六十枚 41 ↑か？

星の宮神社 福島県いわき市勿来町錦町

星迺宮神社 福島県いわき市久之浜西３

星之宮神社 福島県いわき市錦町仲ノ町 6-ロ
妙見堂 福島県いわき市四倉町字西 3-13-1

千葉氏系四倉大膳太夫が下総国千葉から守護神である妙見尊像を奉持した。

いわき市四倉のシンボルは「亀」だそうです。

北辰神社 福島県いわき市四倉町四倉？

妙見神社 福島県いわき市四倉町山田小湊
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四倉妙見堂 福島県いわき市四倉町館下１２－２ 単立

妙見神社(松本神社) 福島県岩瀬郡天栄村上松本字妙見山 1 番 ※妙見山頂

妙見神社 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂東野字大石草地

妙見小祠 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字仁田部落の西

※山頂中央の巨大な老赤松の下。

熊野神社・霊符神文字碑 福島県東白川郡塙町台宿 文政４年(1821)
北辰神社 福島県東白川郡塙町那倉 橋場地区

妙見神社 福島県東白川郡塙町田代

谷地中妙見神社 福島県西白河郡西郷村

妙見神社 福島県西白河郡西郷村熊倉

妙見神社 福島県西白河郡西郷村米

妙見神社 福島県田村郡小野町大字小野新町字大倉 94
霊符神文字塔 福島県田村郡小野町大字小野赤沼字宮ﾉ下

霊符尊文字塔 福島県田村郡小野町湯沢字作田

妙見塔 福島県田村市船引町芦沢字沢底路傍

妙見森神社 福島県田村市船引町芦沢字水上

高御座神社 福島県田村市船引町芦沢字夜討内

妙見尊堂 福島県田村市船引町門沢字新屋敷

妙見地蔵堂 福島県田村市船引町大倉字上大倉

東鳥神社・妙見尊石塔 福島県田村市船引町北移字東鳥堂

妙見宮石塔 福島県田村市船引町北鹿又字後和田路傍

妙見大菩薩石塔 福島県田村市船引町椚山字小今泉路傍

愛宕神社・妙見尊石塔 福島県田村市船引町椚山字宮内前

妙見尊星王石塔 福島県田村市船引町北鹿又字南久保路傍

妙見尊石塔 福島県田村市船引町北鹿又字南久保路傍

北御坐神社 福島県田村市三春町北成田字七郎内

小高神社 福島県田村市三春町下舞木字石花

星ﾉ宮小石祠 福島県田村市三春町平沢字中 菅野家持山

松樹神社 福島県田村市三春町斎藤 通称・妙見様

星の宮神社 福島県福島市飯坂町字星の宮下３８ 南(北両)極星

北辰の碑・諏訪神社境内 福島県福島市鎌田字舟戸 21 妙見菩薩とは関係ない。

舟戸の日時計ともいわれ 1868 年（慶応４）地元の天文学者、

板垣儀右衛門（号は能水）が平和を願って建てた。

星の宮神社 福島県福島市飯坂町桜田 紋は九曜星。

稲荷神社北辰妙見尊星塔 福島県福島市大笹生上戸内

妙見？祠 福島県 八沢浦？

宅法院 福島県福島市柳町 妙見塔碑 文政二年(1819)建立 修験

永仁寺妙見堂 福島県福島市松川町金沢字明内 32

飯豊和氣神社 福島県郡山市三穂田町下守屋字飯森山 1
須賀川市の境にある妙見山頂 (別名、飯森山。)
祭神は息長足姫命、御饌津命、妙見尊

妙見神社 福島県郡山市湖南町福良字境

飯豊和気神社 福島県郡山市 妙見山山頂

祭神は息長足姫命、御饌津命、妙見尊。

李田神社 福島県郡山市西田町多田座中野内

妙見神社 福島県郡山市安積町笹川字滝袋

妙見神社 福島県郡山市安積町南長久保２丁目

妙見尊・東堂山・馬頭尊文字塔 福島県郡山市中田町柳橋字高谷路傍
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宝蔵寺・妙見小祠 福島県郡山市中田町柳橋 豊

塩釜神社・妙見菩薩像石仏 福島県郡山市中田町高倉

鹿島神社・妙見尊星王文字塔 福島県郡山市日和田町八丁目

□辰塔 福島県郡山市田村町川曲字大槻 曹

天性寺・北辰妙見尊文字塔 福島県郡山市田村町田母

北辰尊文字塔 福島県郡山市片平町字北

妙見神社 福島県郡山市湖南町福良峯崎 2827 長い階段がある。

馬頭観音堂・天御中主文字塔 福島県本宮市（元安達郡白沢村）糟沢字東禅寺

帳附神社・妙見塔 福島県本宮市（元安達郡本宮町）青田字東宮

愛宕神社・霊符塔 福島県本宮市（元安達郡本宮町）岩根字小屋館山

日枝神社・鎮宅霊符神文字塔 福島県安達郡大玉村大山字上ノ台

妙見塔石碑 福島県耶麻郡

妙見神社 福島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字東道北甲 1110
天御中主神社 福島県耶麻郡西会津町奥川大字大綱木字小舟沢３３６３

天照神明宮境内社：妙見神社 福島県伊達市保原町宮下 1
星ノ宮神社 福島県伊達市保原町上保原字星ノ宮

秋葉神社妙見尊石祠 福島県伊達市梁川町大字山舟生字手水川 安政四年 (1857)

※相馬野馬追 ７月 23.24.25 日

相馬中村神社 976-0042 福島県相馬市中村北町 140
太田神社 975-0052 福島県南相馬市原町区中太田舘腰 143
相馬小高神社 979-2102 福島県南相馬市小高区小高城下 173

山形県

出羽三山

……主峰月山(月読命)－阿弥陀如来。羽黒山(羽黒彦命･玉依姫命･九頭竜王)－聖観音菩薩、軍荼利明王、

妙見菩薩。湯殿山(大山祇命･大己貴命･少彦名命)－大日如来とする神仏習合関係を結ぶにいたる。……

『修験道の世界』 根来寺文化財研究所主任研究員 中川委紀子……高尾山報(第 514 号)より

正善院黄金堂(三所権現の内) 997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向字手向 232
こ が ね

羽黒山修験道の根本道場。正式には羽黒山荒沢寺正善院。神仏分離以降に羽黒三所権現(聖観音、妙見菩薩、

軍茶利明王)が黄金堂に移された。妙見像とは別に三所権現懸け仏があり、妙見菩薩は吉祥天の姿をしてい

る。大きさは異なるが、三井寺の吉祥天そっくりだそうです。「日本石仏協会談話室資料」(PDF)をご覧く

ださい。

妙見院 990-0011 山形県山形市妙見寺 1619 醍醐

北辰妙見堂 山形県山形市妙見寺 妙見院のお堂

源義経の家来亀井六郎重清の守り本尊を祀った 。

熊野神社（妙見寺） 山形県山形市妙見寺１７４２

六椹八幡宮・妙見祠 990-2492 山形県山形市鉄砲町１丁目３－５ (むつくぬぎ)

北辰妙見宮文字塔 山形県山形市 二基ある。

法傳寺 990-2235 山形県山形市中里 16 番地 日

本眷山浄光寺 990-0037 山形県山形市八日町 2-4-35 顕本法華宗

大宝寺 990-0042 山形県山形市七日町 5-10-49 日

妙見神社 山形県天童市山口原田 500 妙見橋たもと

海向寺 山形県酒田市日吉町 2-7-12 本堂内に祀る。二人の即身仏で有名。 智

孝祥寺 山形県酒田市若浜町 15-11 日

妙見大菩薩(石塔？) 山形県酒田市 『酒田の文学碑と石塔』に記載あり。

八幡神社・馬頭妙見神社文字塔 山形県新庄市角沢 大正３年８月１３日
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相馬中村神社妙見大明神文字碑 山形県新庄市一本柳

妙見様 山形県西村山郡西川町吉川 第２町内

妙見堂？ 山形県西村山郡西川町吉川 妙見ヶ池付近 上記と同じか？

馬頭観世音妙見？菩薩文字塔 山形県西村山郡西川町岩根沢 弘化四丁未年

和光院 山形県東村山郡山辺町大字山辺 1105

神田妙見宮神社 999-6401 山形県最上郡戸沢村神田

妙榮寺 999-5404 山形県最上郡金山町下野明 378-1 日

本行寺 999-3243 山形県上山市高松 161 日

妙正寺 山形県上山市軽井沢 2-4-1 日

善立寺 992-0032 山形県米沢市相生町 7-113 日

天光美教会 992-0023 山形県米沢市下花沢２丁目４－２２

昭和４５年発足。祭神の内、霊符神を祀る。

常信寺 999-4222 山形県尾花沢市朧気１－３－５ 日

星宮神社 山形県東田川郡庄内町肝煎字舟山２０

眞華院 山形県東田川郡庄内町余目字下梵天塚 57-12 昭和 56 年開山 日

法興寺 999-8435 山形県飽海郡遊佐町大字庄泉字西谷地 16 日

蓮乘寺 997-0031 山形県鶴岡市錦町 19 － 9 日

本壽院 991-0031 山形県寒河江市本町 3-3-28 日

壽遠寺 999-3701 山形県東根市東根甲 676 日

蓮乘寺 山形県鶴岡市錦町 19 － 9 徳川家四天王・酒井家直願祈祷所 日

三宝荒神社 山形県鶴岡市みどり町１６ −１５

観音、阿弥陀、薬師、妙見等の奇岩が立ち並ぶ。

昌洞院 山形県東田川郡庄内町肝煎字中前田 46 今は祀られていない 曹

かつて海外にあった妙見社

瑞穂妙見神社 天御中主神 昭和９年６月１１日 樺太真岡支庁 真岡郡清水村大字二股字瑞穂

植沖神社 妙見大菩薩 幕末 国後島 国後郡留夜別村大字留夜別村植沖

北辰神社 旧樺太 南サハリン 豊原町北豊字北２線西１番地
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妙見などの地名、遺跡、施設

地図や郵便番号簿に見あたらない地名もあります。旧町村名などの地区名かもしれません。

すでに存在しない地名もあるかもしれません。わからない場合は、そのまま掲載しました。

必ずしも妙見菩薩と関係あるとは限らない。

お寺や神社が無くとも、かつて妙見様が祀られてたことの証明だと思う。合祀されているこ

とも考えられる。

妙見(地名)

北海道伊達市月舘町糠田字妙見山

北海道上川郡美瑛町新星妙見 妙見山

青森県青森市妙見１丁目～３丁目

秋田県秋田市下浜羽川字妙見前

秋田県秋田市豊岩豊巻字妙堂沢

秋田県秋田市河辺神内字妙見 寒神神社があるが元妙見社なのだろうか？。

秋田県潟上市飯田川飯塚字妙見 妙見神社 元南秋田郡

秋田県にかほ市象潟町字妙見下 象潟神社(元妙見)

岩手県遠野市附馬牛町下附馬牛妙見

宮城県石巻市南境字妙見 八幡神社(8 番地)があるが元妙見社なのだろうか？。

宮城県白石市福岡深谷字妙見堂

宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字妙見

宮城県加美郡加美町沼ケ袋字妙見 妙見神社

宮城県加美郡加美町月崎字妙見 妙見神社

宮城県大崎市（元玉造郡鳴子町） ？ 字妙見

福島県福島市上島渡妙見堂

福島県南相馬市小高区大井字妙見平 字妙見北に妙見神

福島県南相馬市小高区小谷字妙見平

福島県南相馬市原町区江井字妙見廹(みょうけんさく) 初発神社

福島県郡山市片平町字妙見舘

福島県郡山市片平町字妙見耕地

福島県喜多方市山都町相川妙見甲

福島県二本松市下川崎字妙見山(元安達町)

福島県須賀川市泉田字妙見

福島県須賀川市妙見 須賀神社

福島県須賀川市守屋妙見 妙見山

福島県郡山市片平町字妙見館

福島県刈田郡蔵王町曲竹字妙見

福島県白石市福岡字妙見

福島県伊達市月舘町糠田字妙見山

福島県岩瀬郡天栄村加味松本字妙見山 妙見神社(松本神社 1 番地) ※妙見山頂

福島県岩瀬郡天栄村加味松本字妙見前

福島県西白河郡西郷村熊倉妙見前

山形県山形市妙見寺 妙見院、妙見寺
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茨城県つくば市山中字妙見台

茨城県常総市（元結城郡石下町）新石下字妙見

茨城県常陸太田市小妻町(元久慈郡里美村小妻) 妙見山

栃木県鹿沼市（元上都賀郡粟野町）大字口粟野字妙見寺 妙見寺

栃木県小山市下生井字妙見

群馬県高崎市引間字妙見 妙見寺

千葉県千葉市中央区生実町字妙見下 ※生実池の西側

千葉県千葉市緑区平山字明見下(妙見下)妙見神社

千葉県千葉市花見川区犢橋(こてはし)町字妙見道

千葉県千葉市花見川区畑町字妙見道

千葉県銚子市妙見町 妙見山妙福寺

千葉県銚子市本城町字妙見 ※本城城跡 天御中神社

千葉県銚子市長塚字妙見 ※本城城跡 天御中神社

千葉県市原市栢橋字妙見 妙見神社

千葉県市原市能満字妙見 能満城跡

千葉県匝瑳市（元八日市場市）吉田字妙見台 吉田城跡 星宮神社

千葉県長生郡一宮町綱田字妙見原 妙見原遺跡

千葉県長生郡長南町千田字井山字妙見下 千田城跡

千葉県いすみ市岬町中原字妙見

千葉県成田市(本下総町)高倉字妙見

千葉県成田市寺台字妙見

千葉県成田市高倉妙見

千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田字妙見

千葉県山武市(本成東町)上横地小字妙見 上横地館跡

千葉県印旛郡酒々井町上岩橋字妙見

千葉県香取市（元香取郡栗源町）)荒北字妙見山 荒北城 中央北側に妙見社

千葉県香取市（元香取郡栗源町）)岩部妙見山 岩部城 台地の北西端「妙見神社跡」の石碑

千葉県香取市(元香取郡小見川町)下小川字妙見脇 妙剣神社 下小川砦跡

千葉県香取市(元香取郡山田町)神生字妙見堂

千葉県香取市分郷字妙見

千葉県佐倉市飯重妙見台

千葉県佐倉市七曲字妙見前

千葉県八千代市吉橋妙見前 稲荷神社

千葉県匝瑳市(元八日市場市)吉田字妙見台 吉田城跡 星宮神社

千葉県旭市(元飯岡町)下永井字妙見前

千葉県旭市ハ妙見山

千葉県旭市溝原妙見壷

千葉県松戸市紙敷字妙見前

千葉県松戸市紙敷字妙見下

千葉県柏市(元沼南町)泉字妙見 泉城跡 妙見神社

千葉県柏市(元沼南町)鷲野谷字妙見内 鷲野谷城跡 星神社

千葉県四街道市内黒田妙見前

千葉県四街道市亀崎字妙見

千葉県勝浦市大森町妙見山

上総国大間手村之内字替地字妙見下字島田ﾉ下 千葉県旭市(元海上郡海上町)大間手か？

上総国横根村字山下字妙見下 千葉県旭市(元海上郡飯岡町)横根か？

埼玉県さいたま市岩槻区南下新井妙見
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神奈川県厚木市下荻野字妙見谷 日吉神社(妙見社)又は、鐘鋳神社(元妙見社)

神奈川県中郡二宮町二宮妙見久保 妙見神社

新潟県長岡市妙見町 妙見神社

静岡県静岡市井宮妙見下 井宮神社

静岡県掛川市仁藤字妙見山 妙見山不動院

愛知県名古屋市昭和区妙見町 浄昇寺、伊勝八幡宮

愛知県豊川市豊津町妙見(元宝飯郡一宮町大字豊津)

愛知県一宮市木曽川町黒田字妙見前(元葉栗郡)

愛知県一宮市木曽川町黒田字妙見廻

愛知県半田市妙見町 妙見堂

愛知県稲沢市儀長町妙見

福井県大飯郡高浜町 妙見宮

岐阜県下呂市金山町金山 上妙見町、下妙見町

岐阜県郡上郡牧字妙見 明建神社

三重県いなべ市大安町大字宇賀字妙見渓

三重県尾鷲市北浦町字妙見堂

京都府京都市北区西賀茂妙見堂

京都府京都市右京区京北下熊田町妙見谷

京都府京都市右京区京北浅江町妙見谷

京都府京都市右京区京北柏原町妙見

京都府京都市右京区京北細野町妙見

京都府綾部市旭町妙見

京都府宇治市莵道妙見

京都府宇治市三室戸字妙見

京都府南丹市園部町高屋妙見

京都府南丹市八木町大字船枝小字妙見

京都府南丹市八木町美里妙見

大阪府交野市妙見坂１丁目～６丁目

々 妙見東１丁目～５丁目 星田に星田妙見宮小松神社

和泉国 泉南郡北近義村大字脇濱字妙見山 北近義村は現在の大阪府貝塚市北西部
き た こ ぎ

泉南郡北近義村大字神前字妙見山

兵庫県淡路市塩尾字妙見 北辰神社(妙見神社、51 番地)

兵庫県養父市八鹿町石原字妙見 名草神社 日光院

兵庫県洲本市五色町（元津名郡）鳥飼浦字妙見 妙見神社

兵庫県洲本市千草字妙見谷丙

兵庫県洲本市千草字妙見谷乙

兵庫県多可郡多可町加美区月崎字妙見

兵庫県多可郡多可町加美区沼ヶ袋字妙見

兵庫県朝来市山東町大垣字妙見谷 産霊神社があった。

兵庫県豊岡市竹野町(元城崎郡)草飼字妙見谷

兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字妙見

兵庫県淡路市塩尾字妙見
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兵庫県南あわじ市賀集字八幡妙見 妙見神社

和歌山県和歌山市西庄字妙見

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井妙見前

和歌山県海南市且来字妙見

和歌山県有田郡湯浅町大字田字妙見谷

和歌山県玖珂郡和木町大字関ｹ浜字妙見山 妙見神社

鳥取県鳥取市北園２丁目（覚寺字妙見）

鳥取県鳥取市倭文字妙見山分

鳥取県鳥取市倭文字妙見谷

鳥取県鳥取市鹿野町字妙見谷

鳥取県鳥取市西円通寺字妙見谷

鳥取県鳥取市円護寺字妙見堤ノ上

鳥取県鳥取市円護寺字妙見向平

鳥取県鳥取市覚寺字妙見

鳥取県鳥取市用瀬町(元八頭郡)大字家奥字妙見谷口

鳥取県八頭郡国中村大字石田百井字妙見谷

鳥取県倉吉市小田字妙見

鳥取県米子市長砂町字妙見前

鳥取県米子市宗像字妙見前

鳥取県日野郡日野町大字金持字妙見谷尻 金持神社

鳥取県日野郡日南町霞字妙見谷

鳥取県日野郡日南町中石見字妙見宮ノ前

鳥取県日野郡日南町中石見字妙見

鳥取県東伯郡琴浦町大杉字妙見平

鳥取県東伯郡琴浦町大杉字妙見

鳥取県東伯郡湯梨浜町羽衣石字妙見谷

鳥取県東伯郡三朝町大字坂元字妙見谷

鳥取県東伯郡三朝町(元小鹿村)大字西小鹿字妙見山

鳥取県東伯郡下北条村大字弓原字妙見(現在の北栄町北条島か？)

田井神社(祭神･国常立尊) 現在は合祀されてない。

鳥取県西伯郡南部町御内谷字妙見ザコ

島根県出雲市東福町妙見谷(元平田市)

島根県江津市桜江町谷住郷妙見谷

島根県隠岐郡隠岐の島町北方字妙見

島根県邑智郡邑南町八色石字妙見

岡山県倉敷市下津井字妙見

岡山県倉敷市 妙見池地区

岡山県井原市美星町（元小田郡）美星町黒忠字妙見原

岡山県井原市大江町妙見平

岡山県井原市芳井町種字妙見山

岡山県総社市門田 妙見の地名(小字か)

岡山県英田郡西粟倉村大字筏津字妙見山

岡山県英田郡西粟倉村大字筏津字妙見谷

広島県福山市新市町妙見 明見神社(妙見神社)

広島県福山市新市町大字宮内字妙見 妙見神社(1136 番地) 上か？

広島県福山市新市町常字中寺 1186 番の 2 妙見神社

広島県福山市瀬戸町長和字妙見
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広島県福山市春日町大字浦上字妙見谷

広島県福山市水呑町字洗谷妙見道東

広島県三原市(旧田野浦村本谷字妙見) 現在は無いかもしれない。

広島県三原市本郷町善入寺字南妙見

広島県三原市本郷町上北方字妙現窪

広島県尾道市因島三庄町字妙見山

広島県尾道市因島洲江町字妙見山

広島県庄原市東城町小奴可妙見

広島県佐伯郡大野村字妙見新開樋門

広島県佐伯郡大野村字妙見新開

山口県山口市大字宮野下字妙見

山口県光市大字三井妙見所 妙見社

山口県下関市豊北町大字粟野字妙見

山口県柳井市余田字妙見原 余田に明顕寺があるが？

山口県大島郡周防大島町大字東安下庄字妙見 安高神社(１３３９番地 )があるが元妙見社なのだろうか？。

山口県周南市大字上村妙見 夜川移神社(４５９番地)

山口県玖珂郡和木町大字関ケ浜字妙見山 妙見神社

徳島県阿南市新野町妙見前 妙見神社
あらたの

徳島県美馬市美馬町字妙見 妙見神社(大宮神社、106 番地 ？)

徳島県美馬郡郡里村字妙見 徳島県麻植郡郡里村字妙見 ？(大正 10 年の資料)

徳島県徳島市(那賀郡)那賀町平野字妙見前 四国第８７番札所 正光寺がある。(元相生町)

徳島県那賀郡那賀町百合字妙見前

徳島県阿南市新野町字妙見前

徳島県板野郡板野町黒谷字妙見山

徳島県海部郡美波町（元日和佐町）奥河内字本村二見妙見 観音寺

徳島県海部郡海陽町奥浦妙見山（旧海部町）

徳島県三好郡(元三好町)東みよし町昼間字妙見

香川県丸亀市垂水町妙見

香川県仲多度郡多度津町庄字妙見

愛媛県今治市玉川町龍岡下字妙見前 幸門城跡 妙見神社 (下明見前？)

愛媛県喜多郡内子町五十崎妙見町 妙見神社

愛媛県宇和島市三間町増田字妙見 妙見神社

高知県高知市薊野字妙見谷 星神社

高知県高知市北秦泉寺妙見ﾉ下 星神社

高知県高知市(元吾川郡)春野町森山字明見谷 星神社

高知県南国市明見字妙現 星神社

高知県須崎市妙見町 かつて妙見社があったようだ。

高知県室戸市佐喜浜町字妙見山 星神社

高知県香南市野市町本村字妙見屋敷 星神社

高知県安芸郡奈半利町妙見西乙 星神社

高知県安芸郡西村妙見口

高知県安芸郡西村馬ノ上字妙見畦

高知県安芸郡北川村久江ノ上字妙見 地主神社(268 番地)があるが元妙見社なのだろうか？。

高知県吾川郡いの町小川樅ノ木山妙見

高知県四万十市(元中村市)荒川字西妙見寺

高知県四万十市(元中村市)荒川字妙見寺

福岡県福岡市西区金武字妙見崎 1183 五十猛神社(妙見神社)
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福岡県福岡市千代字妙見 千代森神社

福岡県北九州市小倉北区妙見町 妙見神社

福岡県宗像市吉留字妙見 妙見神社 妙見の滝

福岡県筑紫郡那珂川町大字片縄字妙見

福岡県筑紫郡那珂川町大字後野字妙見地内 後野妙見神社

福岡県朝倉市大字菱野字妙見

福岡県朝倉市夜須町(元)東小田七板 板遺蹟近くに字妙見

福岡県糸島郡志摩町大字野北小字妙見 須賀神社(白木神社･五十猛神)

福岡県みやま市高田町（元三池郡）竹飯字南妙見 妙見神社

福岡県京都郡みやこ町犀川谷口字妙見 大祖神社(20 番地)があるが元妙見社なのだろうか？。

福岡県京都郡みやこ町豊津字妙見

福岡県京都郡苅田町新津字妙見山 妙見大祖大神社 大祖神社は福岡県では妙見社なのだろうか。

福岡県久留米市津福本町字妙見

大分県大分市大字下郡字妙見寺

大分県大分市大字下矢部字妙見

大分県宇佐市院内町香下字妙見 豊前 妙見嶽城跡 妙見社(香下妙見宮)

大分県宇佐市院内町香下字妙見南平

大分県竹田市 九重野地区 妙見

大分県竹田市大字次倉字妙見

大分県竹田市大字炭竈字妙見

大分県中津市三光田口字妙見 妙見宮祭祀遺跡

大分県臼杵市大字佐志生字尾本妙見田

大分県豊後大野市緒方町天神妙見

大分県豊後大野市大野町矢田 妙見地区

大分県速見郡日出町大字妙見平 石鎚神社(4 番地-4)があるが元妙見社なのだろうか？。

長崎県平戸市生月町里免字妙見地先(元北松浦郡)

長崎県北松浦郡佐々町口石免字妙見松

長崎県大村市溝陸町妙見

長崎県対馬市豊玉町唐洲字妙見 647 元嶋神社 妙見崎

長崎市雲仙市南串山町乙妙見 妙見神社

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷字妙見

長崎県西彼杵郡長与町高田郷字妙見

佐賀県佐賀市大和町大字池上字妙見籠

佐賀県唐津市妙見町 妙見山観音寺 妙見神社

佐賀県小城市松尾字妙見

佐賀県小城市牛津町妙見地先

佐賀県鹿島市大字高津原字妙見渕上 たぶん高津原一丁目

熊本県熊本市池上町字妙見平

熊本県八代市妙見町 八代妙見宮

熊本県荒尾市荒尾字妙見 松尾に光勝寺

熊本県荒尾市原万田字妙見

熊本県荒尾市原万田字妙見区

熊本県宇土市花園町字妙見

熊本県山鹿市城 妙見の地名(小字か？)

熊本県山鹿市鹿本町大字御宇田字妙見 下御宇田谷口神社があるが妙見社か？

熊本県鹿本郡植木町大字米塚字妙見

熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿字妙見

熊本県阿蘇郡小国町大字北里字妙見

熊本県上益城郡山都町(元阿蘇郡蘇陽町)大字玉目字妙見
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熊本県荒尾市万田字妙見

熊本県菊池郡菊陽町大字辛川字妙見

熊本県球磨郡多良木町大字奥野字妙見野 妙見野自然の森展望公園

宮崎県延岡市土々呂区妙見町 妙見神社

宮崎県宮崎市生目字妙見地

宮崎県えびの市東川北字妙見 妙見遺跡

宮崎県えびの市大字原田字妙見原 妙見神社

宮崎県えびの市大字上江字妙見

宮崎県えびの市飯野字妙見 妙見原？

宮崎県西臼杵郡高千穂町高千穂町田原中苑字妙見 近くに玄武山あり

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字田原字妙見平

宮崎県串間市大字北方字妙見原

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町妙見平

鹿児島県枕崎市妙見町 東鹿篭に妙見神社(御中主神社) 寿町に妙見神社

鹿児島県霧島市(元姶良郡)隼人町大字嘉例川字妙見

鹿児島県霧島市牧園町下中津川妙見

鹿児島県霧島市下中津川字霧島妙見台

鹿児島県いちき串木野市大里妙見前

※樺太 妙見殖民地

明見(地名)

福島県郡山市安積町笹川字明見前

福島県南相馬市原町区大甕字明見前

福島県岩瀬郡天栄村高林明見岳（明見嶽？）

栃木県下都賀郡岩舟町大字下津原字明見堂

千葉市緑区平山町明見下 平山城跡に妙見社

山梨県富士吉田市小明見 明見湖はかつて｢あそみ｣｢あさみ｣ とよばれ、それが訛 ってアス

ミとなり、現在の「明見」という地名になったという。

山梨県富士吉田市大明見 小明見、大明見ともに妙見様とは関係がなさそうだ。

愛知県豊橋市老津町字明見

愛知県岡崎市明見町（元額田郡額田町）

岐阜県岐阜市東明見町

岐阜県岐阜市西明見町

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿字明見山

三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿字口明見 口は不明

京都府京都市右京区京北細野町明見

和歌山県有田市宮崎町字明見

兵庫県伊丹市口酒井字明見

岡山県倉敷市玉島長尾字明見 明見公会堂

岡山県美作市明見

岡山県井原市美星町黒木字明見 黒木明釼神社
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岡山県井原市下稲木町兼安字明見

岡山県久米郡美咲町塚角字明見

岡山県久米郡久米南町上籾字明見

岡山県井原市美星町黒木字明見

広島県安芸高田市甲田町下小原字明見

広島県山県郡北広島町中原字明見

広島県福山市新市町大字下安井明見 荒神社(946 番地)あり。

広島県福山市新市町明見９７４ 明見神社

広島県福山市内海町字明見口３６４ノ４ 明見社

広島県福山市内海町字明見

広島県福山市内海町字先明見

広島県神石郡神石高原町大字父木野字江立明見川東

山口県宇部市大字東吉部字明見

山口県下関市豊田町大字杢路子下杢路子明見

山口県岩国市(元玖珂郡)周東町明見谷

鳥取県八頭郡八頭町船岡殿字明見谷東平

島根県隠岐郡隠岐の島町大字東郷字明見

島根県益田市須子町明見

島根県益田市須子町明見第二

島根県邑智郡邑南町上田平佐明見 妙見城跡

徳島県阿南市(元那賀郡)羽ノ浦町明見 天神社(201 番地)がある。羽ノ浦町岩脇に取星寺と妙現神社

徳島県名東郡佐那河内村下字明見谷

徳島県海部郡海陽町芥附字明見 元海南町

香川県高松市鶴市町字明見

香川県丸亀市飯山町東坂元字明見

香川県丸亀市(元綾歌郡坂本村大字東坂元字明見) 亀山神社があるが？。 坂本村→飯山町→丸亀市

愛媛県伊予市稲荷字明見前

愛媛県今治市川町竜岡下に明見前など３集落があったが 1970 年玉川ダムの建設により湖底に沈んだ。

愛媛県今治市玉川町龍岡下明見前 妙見神社

高知県南国市明見字妙現 星神社(385 番地)

高知県安芸郡芸西村大字西分字明見前甲

高知県吾川郡森山字明見谷 星神社

筑前国穂波郡中村字明見

大分県竹田市倉木明見

佐賀県佐賀市兵庫町字明見

北辰(地名)

福島県郡山市湖南町舘字北辰目

茨城県桜川市大字長方字北辰海道 字北 辰海道のようだ。 辰海道遺跡

新潟県魚沼市南北辰

愛知県幡豆郡吉良町大字乙川字北辰新

新潟県南魚沼市美佐島北辰(元六日町)

愛知県一宮市北方町北方字北辰已前 辰已前か？

愛知県一宮市北方町北方字南辰已前

愛知県幡豆郡吉良町大字乙川字北辰前

北斗(地名)
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北海道は妙見とは関係ないだろう。

北海道北斗市 上磯郡上磯町と亀田郡大野町が 2006 年 2 月 1 日に合併して誕生

北海道釧路市北斗

北海道北見市北斗町

北海岩石見市栗沢町北斗

北海道根室市北斗町１丁目～４丁目

北海道千歳市北斗１丁目～６丁目

北海道富良野市北斗町

北海道岩見沢市栗沢町（元空知郡）字北斗

北海道斜里郡小清水町字北斗

北海道足寄郡陸別町斗満北斗満 北斗ではなさそう

北海道上川郡美瑛町瑠辺蘂北斗

福島県双葉郡双葉町大字鴻草字南北斗迫

新潟県糸魚川市青海北斗町

茨城県土浦市藤沢字北斗

新潟県柏崎市北斗町

愛知県岡崎市細川町 北斗台(団地名か？)

京都府京都市東山区北斗町

大阪府守口市北斗町

山口県下松市北斗町

大分県大分市森町字北斗通り

星宮(地名)

秋田県大仙市福田字星宮

秋田県大仙市横堀字星宮 上とは隣同士

福島県福島市飯坂町字星宮

福島県福島市飯坂町字星宮下

福島県福島市飯坂町字星宮前 星の宮神社(３８番地)

福島県福島市大波字星ノ宮

福島県福島市大波字星ノ宮向

福島県福島市上鳥渡妙見堂

福島県伊達市保原町上保原字星ノ宮 星ノ宮神社

福島県伊達市(元伊達郡)梁川町大字八幡字星ノ宮

福島県伊達市霊山町下小国星ノ宮入

福島県伊達郡桑折町大字成田字星ノ宮

福島県東白川郡矢祭町大字内川字星ノ宮 春日神社(５１番地)がある。

茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字星ノ宮

茨城県桜川市長方字星ノ宮

茨城県桜川市中泉字星の宮

茨城県桜川市大泉字星ノ宮

茨城県桜川市長方字星の宮

茨城県取手市青柳字星の宮

茨城県龍ヶ崎市星宮 星大神社(1355 番地)

茨城県石岡市 星の宮(地区名か？)

栃木県宇都宮市字星ノ宮？ 下か？

栃木県宇都宮市田野町星宮 星宮神社

栃木県宇都宮市屋板町字星宮

栃木県宇都宮市西沢町星ノ宮
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栃木県日光市(上都賀郡日光町大字日光字星宮 磐裂神社)

栃木県栃木市薗部町二丁目字星宮

栃木県栃木市箱森町字星ノ宮前 星宮神社

栃木県栃木市小平町星宮

栃木県下野市下坪山字星宮

栃木県下都賀郡岩舟町大字静和字星宮前

栃木県下都賀郡岩舟町大字静和字星宮浦

栃木県下都賀郡都賀町大字合戦場字星の宮 磐根神社(元虚空蔵菩薩)

栃木県下都賀郡大平町大字富田字星ノ宮

栃木県下都賀郡壬生町 星の宮 地区名か

栃木県小山市大字稲葉郷字星ノ宮

栃木県小山市穂積地区下石塚字星宮

栃木県芳賀郡益子町塙字星の宮 星宮神社 星の宮浅間塚古墳

栃木県真岡市(元芳賀郡二宮町)大字上谷貝字星宮

群馬県太田市大字東長岡字星の宮

埼玉県所沢市星の宮１丁目～２丁目 江戸末期にはすでに星宮(神社)は無かった。

埼玉県熊谷市大字池上と埼玉県行田市大字上池守にまたがり星宮地区がある。

村内を流れている、星川と古宮用悪水路の「星」と「宮」の一字ずつ取り、星宮村とした。

昭和 24、忍町を行田市に名称変更して市制施行。昭和 30 年に星宮村が編入しされた。

新潟県胎内市星の宮町 元中条町

愛知県名古屋市南区星宮町

愛知県清須市大字阿原字星の宮(元西春日井郡新川町大字阿原字星の宮)

大分県佐伯市鶴岡町星宮(鶴望の隣) 佐伯市鶴望３８４８ 星宮神社

佐伯市鶴望 2421 星宮神社

北星(地名)
北海道は妙見とは関係ないだろう。

北海道三笠市幌内北星町

北海道上川郡当麻町北星

北海道空知郡中富良野町北星

北海道新冠郡新冠町北星町

北海道雨竜郡幌加内町字北星

北海道上川郡美瑛町旭北星

北海道上川郡当麻町北星

愛知県西北名古屋市六ッ師字北星放 北、星放か？

徳島県美馬市脇町北星

七星(地名)

大分県竹田市大字会々字七星

玄武(地名)

岩手県岩手郡雫石町字玄武？ 見あたらない 玄武温泉はある(雫石町長山)

京都府京都市上京区玄武町(今出川通烏丸東入玄武町) 冷泉家、同志社大学がある。

奈良県大和郡山市字玄武郭 郡山城跡
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宮崎県西臼杵郡高千穂町上野字玄武

妙見山(山名)

(代表する地名、複数の自治体にまたがっている場合もある)

北海道上川郡美瑛町字新星

秋田県秋田市仁別

宮城県栗原市花山

福島県須賀川市守屋(郡山市三穂田町) 飯豊和気神社(祭神は息長足姫命、御饌津命、妙見尊)

福島県郡山市安積

福島県岩瀬郡天栄村大字上松本 山頂に妙見神社

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野

福島県東白川郡矢祭町 熊野神社があるが、妙見様は祀られてない。

福島県石川郡石川町 妙見神社

茨城県常陸太田市小妻町 里美地区

茨城県久慈郡大子町大字初原 山頂に妙見様石鉾

栃木県宇都宮市の北部、地区

栃木県宇都宮市（元河内郡上河内町）大字免ﾉ内

栃木県足利市小俣町 小俣公民館の後ろの山 おくまんやま(熊埜神社がある)

群馬県甘楽郡下仁田町下仁田 山頂に妙見神社

埼玉県秩父郡横瀬町(武甲山) 武甲山はかつて妙見山と言われていた。

千葉県鴨川市清澄 清澄寺

千葉県富津市 妙見堂

新潟県佐渡市戸地 山頂に妙見菩薩の石祠

福井県大飯郡高浜町宮崎 佐伎治神社境内の右手（西側）に妙見山遊歩道の入口があり、

妙見山には妙見神社がある。

山梨県山梨市牧丘町西保下 妙見菩薩を祀った社

山梨県南巨摩郡身延町車田 妙見堂があるのかもしれない？。

三重県南牟婁郡御浜町大字神木 妙見神社

滋賀県大津市大石東１丁目 明見山ともいう。

京都府宮津市字須津

京都府宮津市字日置 妙見宮(妙見堂)

京都府木津川市（元相楽郡加茂町）大字銭司

京都府亀岡市(小和田山) 大阪府との境

京都府船井郡京丹波町(旧瑞穂町)鎌谷中 山頂に妙見宮

大阪府交野市星田９丁目 星田妙見宮小松神社

大阪府豊能郡豊能町川尻 近くに能勢妙見真如寺、妙見宗本滝寺

兵庫県美方郡香美町村岡区作山 八鹿町の日光院、名草神社

兵庫県丹波市山南町谷川 黒田庄町門柳に妙見神社

兵庫県丹波市柏原(今はない) 山頂に妙見神社があったが移された。茶臼山砦が有った

兵庫県淡路市佐野 妙見神社

兵庫県多可郡多可町加美区豊部

兵庫県川辺郡猪名川町
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兵庫県篠山市(元多紀郡)今田町 薬師堂境内に妙見宮

兵庫県神崎郡市川町奥 奥妙見山

姫大神社の小さな祠が、妙見社遥拝所。頂上に小さなお堂がある。

和歌山県有田市宮崎町

和歌山県和歌山市和歌浦中 3-1-11 養珠寺妙見堂 裏に妙見山

鳥取県鳥取市鹿野町鹿野 御城山(妙見山) 鹿野城跡 城山神社(元妙見大明神)

鳥取県日野郡日南町神福 岡山県新見市(元阿哲郡神郷町)との境

鳥取県東伯郡三朝町西小鹿

島根県出雲市西園町 頂上に長浜神社(旧薗村妙見神社)

島根県雲南市木次町里方

島根県江津市敬川町妙見山 妙見神社

島根県安来市伯太町 妙見峰(伯太町横屋か？)

岡山県岡山市東区一日市

岡山県岡山市北区横尾 妙見山覚乗寺

岡山県岡山市北区御津高津

岡山県岡山市北区御津金川

岡山県岡山市北区御津紙工

岡山県岡山市北区三野本町 妙見山(明見山) 秩父丹党出身(埼玉県)の須々木氏の山城。天神社 (元妙見宮)

岡山県岡山市北区吉備津 真城寺妙見宮

岡山県倉敷市本町 鶴形山(元妙見山) 阿智神社がある。

岡山県倉敷市黒崎 妙見堂

岡山県備前市鶴海

岡山県美作市上山 天津神社（旧妙見神宮）跡碑

岡山県和気郡和気町（元佐伯町）父井原

岡山県浅口市鴨方町大字小坂西

岡山県浅口市鴨方町小坂東杉谷

岡山県苫田郡鏡野町山城 檜山神社（通称「妙見様」）

岡山県久米郡美咲町大戸下

岡山県加賀郡吉備中央町竹部

広島県三原市時貞町

広島県三原市本郷町船木花薗

広島県三原市本郷町上北方上谷 かつて妙見山があったようだ(あやふや)。

広島県三原市時貞町 時貞の三軒の家に妙見刀がある。

広島県三原市中之町干川

広島県三原市中之町後山 妙見祠

広島県竹原市(十八原？)

広島県廿日市市林が原妙見

山口県下関市椋野上町

山口県長門市西深川 妙見社

山口県長門市油谷角山

山口県長門市(元日置町)

山口県岩国市美和町（元玖珂郡）大字西畑

山口県安芸市 星神社

山口県玖珂郡和木町関ヶ浜 妙見社

徳島県鳴門市撫養町林崎 妙見神社

香川県三豊市詫間町大字詫間 妙見宮（吉祥院奥の院）
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愛媛県松山市中島町二神島 妙見大権現・標高 174m。

愛媛県大洲市恋木

愛媛県今治市鈍川(妙見前)

愛媛県喜多郡内子町 妙見山でなく妙見森

高知県安芸市穴内乙 星神社（旧三体妙見神社・安芸市井ノ口）

高知県高岡郡日高村 妙見山でなく妙見森 星神社 越知町との境。

高知県室戸市羽根町(妙見峰)

※高知県須崎市多ﾉ郷地区(妙見町) 宅地開発により削り取られ、町名に名を残す。

福岡県北九州市小倉北区大字足原 足立山妙見宮(御祖神社)

福岡県北九州市八幡西区東浜町 妙見神社

福岡県福岡市西区西浦

長崎県雲仙市小浜町雲仙 妙見岳

大分県宇佐市院内町香下

大分県国東市(元東国東郡)安岐町下山口 彦靈社(妙見山山頂の妙見社)

宮崎県西臼杵郡高千穂町田原 玄武山 高千穂町田原中苑字妙見に妙見社があった。

妙見川
(代表する地名)

北海道上川郡美瑛町字新星

北海道小樽市東雲町 (オコハチ川) 妙見堂

千葉県浦安市 今川橋下流

三重県熊野市育生町尾川

三重県南牟婁郡郡御浜町

大阪府交野市

大阪府堺市南部 石津川の支流。感応寺(上神谷の妙見さん)に由来。

紀伊半島南部の沢 尾川川の支流か

鳥取県

岡山県倉敷市玉島黒崎 妙見寺

広島県福山市水呑町

下関市大字垢田字東無田 (明見田川)

高知県高知市

福岡県朝倉市大字古毛

福岡県北九州市小倉北区

福岡県北九州市八幡西区

大分県別府市

大分県宇佐市院内町香下字妙見南平 駅館川水系妙見川

長崎県対馬市豊玉町妙見

熊本県上益城郡益城町

遺跡

北斗遺跡 北海道釧路市北斗

星宮遺跡 秋田県大仙市(元仙北郡仙北町) 弥生時代の水田跡、有名な土偶も。

岩崎城(妙見城･明建ケ城) 秋田県湯沢市

明見塚古墳 福島県郡山市安積町笹川字明見前

妙見館 福島県南相馬市原ノ町牛越 牛越城の山頂にある出城。

妙見山館 福島県岩瀬郡天栄村大字上松本字日向
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妙見山古墳 茨城県小美玉市(元新治郡玉里村)

妙見塚古墳 茨城県小美玉市川中子字城ノ内 墳頂の妙見社

小美玉市は小川町･美野里町･玉里村が合併

守谷城の妙見曲輪 茨城県守谷市守谷字城山

星宮神社古墳群 栃木県下野市（元河内郡河内町）谷地賀

星宮神社古墳 栃木県下野市(元下都賀郡石橋町)細谷 星宮神社

星の宮浅間塚古墳 栃木県芳賀郡益子町塙字星の宮 益子高校校庭林の中

千葉山星宮塚 千葉県稲毛区園生町４４４－１ 千葉氏代々の墓群 金蔵院（きんぞういん）境内

妙見原遺跡 千葉県長生郡一宮町綱田字妙見原 星宮神社

織幡妙見堂遺跡 千葉県香取市（元香取郡小見川町）織幡

妙見前遺跡 千葉県八千代市吉橋字妙見前

飯重妙見台遺跡 千葉県佐倉市飯重妙見台 1003
七曲妙見前 1 号墳 千葉県佐倉市七曲字妙見前 128
七曲妙見前 2 号墳 千葉県佐倉市七曲字妙見前 129
妙見砦 千葉県四街道市小名木 小名木城の出城。四街道ゴルフ倶楽部の敷地となり消滅した。

泉城跡 千葉県柏市(元沼南町)泉字中城 妙見神社

妙見腰遺跡 千葉県銚子市本城町 5-645

霊符殿古墳 群馬県藤岡市藤岡４６１ 古墳の上に霊符神社

木の本１号墳(妙見山)埼玉県深谷市原郷字木の本 妙見山古墳

楡山神社の知々夫神社がここから移された。

妙見塚 東京都板橋区赤塚五丁目 乗蓮寺(東京大仏)？

中潟館跡(妙見館) 新潟県長岡市中潟町(妙見町の南) 石坂氏の本館跡

駿河妙見古墳群 静岡県富士市(元庵原郡富士川町)岩渕８－１

駿河妙見古墳群 静岡県富士市(元庵原郡富士川町)室野坂

妙見山古墳群 静岡県掛川市仁藤字妙見山

妙見山古墳群 静岡県掛川市中町 67 正願寺境内

妙見古墳 愛知県豊橋市老津町妙見/明見/沖田 前方後円墳

妙見斉跡 愛知県知多郡南知多町篠島南風崎

尊星王院跡 岐阜県郡上市大和町牧 妙見宮（明建神社）の元別当寺

岡崎宮妙見堂跡地 三重県伊勢市岩淵３－７－３０

妙見山遺跡 滋賀県蒲生郡安土

妙見山城遺跡 滋賀県大津市大石東町

赤野井遺跡(明見郷の跡と推定) 滋賀県守山市赤野井町

妙見山遺跡(妙見山古墳群) 滋賀県高島市今津町福岡 他
やま

妙見山古墳 京都府京都市西京区大枝

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とされる霊巌寺妙見堂に関連する施設の可能性。

妙見山古墳 京都府京都市西京区大原野東野町

妙見山古墳(今はない)京都府向日市大枚 桓武天皇皇后高畠陵の近く 全長約 114m
妙見山古墳 京都府向日市西ノ岡(向日丘陵) 全長 90 ｍ級の前方後円墳

妙見山古墳 京都府向日市寺戸町芝山

妙見山古墳 京都府長岡京市

妙見山古墳群 京都府福知山市字和久寺小字下山

妙見古墳群 京都府福知山市大門妙見/福知山市山崎/福知山市排師大門

妙見古墓/妙見遺跡 京都府宇治市菟道妙見 9-2
妙見山古墳 京都府舞鶴市
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妙見山古墳 大阪府交野市 天野川付近

妙見砦 大阪府南河内郡千早赤阪村千早 千早城の支城

地獄谷遺跡/旧妙見寺跡 大阪府南河内郡太子町春日

妙見塚古墳 兵庫県小野市船木町 下東条地区

妙見山麓遺跡 兵庫県多可郡多可町

妙見砦 兵庫県丹波市柏原町母坪 小島山!?

明見山城 岡山県岡山市北区三野本町 須々木氏の城跡。秩父両神出身。 天神社(元明見宮)

明見銅鐸出土遺跡 岡山県井原市下稲木兼安字明見 225-2
銅鐸の内外より朱が検出された。発見時で、全国で２例目、現在でも６例しか確認

されていない。

明見谷池西遺跡 岡山県倉敷市浅原

妙見 1 号墳 岡山県倉敷市真備町岡田字山の谷東/山之谷東 妙見古墳群の内

土居妙見山古墳 岡山県苫田郡鏡野町土居

竹田妙見山古墳 岡山県苫田郡鏡野町竹田

妙見城 岡山県英田郡？

妙見山城 岡山県加賀郡吉備中央町細田

明見谷遺跡 広島県広島市安佐北区安佐町小河内

妙見山遺跡 広島県庄原市東本町

妙見堂古墳 広島県福山市新市町戸手 隣が妙見堂らしい。

妙見穴洞穴 広島県神石郡神石高原町帝釈峡

妙見穴洞穴 広島県神石郡神石高原町永野

妙見山城跡 鳥取県鳥取市杉崎 近くに杉崎神社 天正年間、村の東、妙見社鎮座の山。

妙見山城跡 鳥取県東伯郡琴浦町(元東伯町)大杉

古妙見古墳 島根県松江市坂本町別所

妙見遺跡 島根県隠岐郡隠岐の島町北方東笠根

妙見山城跡 島根県大田市温泉津町福波

妙見山城 島根県大田市温泉津町福光 ↑と同じ

妙見城跡(名剣城跡) 島根県邑智郡邑南町上田平佐明見

妙見城 島根県邑智郡邑南町下口羽

妙見古墳 島根県邑智郡邑南町八色石

妙見社上 1 号鈩跡 島根県邑智郡邑南町矢上上日南原

妙見社上 2 号鈩跡 島根県邑智郡邑南町矢上上日南原

妙見山遺跡 島根県雲南市木次町里方中組(元大原郡木次町)

妙見山第 2 遺跡 島根県雲南市木次町里方中組

妙見塚 香川県丸亀市田村町堂田

垂水妙見遺跡 香川県丸亀市垂水町妙見１５９４

明見神社古墳群 愛媛県松山市

妙見山古墳群 愛媛県今治市大西町宮脇乙 579-1 藤山歴史資料館

妙見神社遺跡 愛媛県宇和市三間町増田

妙見山遺跡 高知県安芸市土居

西妙見谷遺跡 高知県安芸市土居

明見彦山古墳群 高知県南国市明見彦山

妙見遺跡 福岡県太宰府市国分

本谷礎石群(妙見祠礎石群) 太宰府市大字内山字本谷

天台宗の宝塔の跡。妙見祠は現在、本谷池の近くに移されている。

朝町妙見遺跡 福岡県宗像市
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妙見墳墓群 福岡県朝倉市大字菱野字妙見

中妙見遺跡 福岡県朝倉市大字須川字中妙見・下妙見

妙見城 福岡県うきは市吉井町富永中原

妙見原遺跡 大分県日田市

妙見嶽城 大分県宇佐市院内町香下字妙見 旧院内町 妙見山頂は妙見城遺跡。中腹妙見社

妙見宮祭祀遺跡 大分県竹田市大字炭竈字妙見 ※中世細分不明

妙見窟遺跡 大分県本耶馬渓町曽木

妙見山古墳 大分県杵築市奈多字室屋 2245
妙見宮祭祀遺跡 大分県中津市三光田口字妙見 時代・中世細分不明

妙見社環状列石 大分県豊後高田市(元西国東郡真玉町)臼野時安 妙見社

妙見遺跡 佐賀県小城市

妙見床遺跡 長崎県雲仙市南串山町丙 8544-2 ほか/南串山町京泊字下溜水

妙剣神社遺跡 長崎県対馬市

妙見遺跡 熊本県熊本市 寺迫地区

妙見城（隆福寺城） 熊本県熊本市立福寺町城原

妙見遺跡 熊本県熊本市立福寺町今熊

妙見遺跡 熊本県山鹿市鹿本町御宇田 古代山鹿郡衙の推定地

妙見髻山横穴墓群 熊本県菊池市森北髻山(もとどりやま)

妙見後田横穴群 熊本県菊池市森北後田

妙見後田横穴墓群 熊本県菊池市森北妙見後田

妙見遺跡 宮崎県えびの市大字東川北字妙見

妙見原遺跡 宮崎県えびの市大字原田字妙見原

玄武城 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上西平字上西平、字宮野平

妙見前遺跡ﾐｮｳｹﾝﾏｴ 鹿児島県いちき串木野市大里妙見前

その他

妙見市場 北海道小樽市花園 2-11-1 戦後妙見川の川べりに露天を開いたのが始まり。

妙見橋 北海道中川郡豊頃町

新妙見橋 青森県青森市大字八ツ役字矢作 堤川 青森市妙見の近く。

妙見平 青森県むつ市 斗南藩跡

新妙見橋 青森県八戸市大字八幡字下陣屋 46
妙見前(バス停) 福島県郡山市安積町笹川字北向

妙見ケ森 福島県会津若松市神指町黒川

妙見池 福島県双葉郡大熊町小入野 妙見神社(大和久か？)

妙見ヶ池 山形県西村山郡西川町吉川

天童妙見太鼓 山形県天童市下山口

地域に伝わる「べんべこ太郎の話」をもとに妙見太鼓保存会を結成活動。

妙見沢 千葉県いすみ市(元夷隅郡大原町) 妙見(小字か？) 塩田川水系上塩田川

星の宮団地 栃木県芳賀郡益子町

星の宮工業団地 栃木県芳賀郡益子町大字塙字上西谷 星宮神社

妙見塚 埼玉県秩父市宮地

鎌倉時代、秩父神社が落雷で炎上し、再建される 70 年間ここに祀られていた。

妙見平 埼玉県秩父郡皆野町大字国神 国神の大銀杏の下に妙見神社

妙見市 埼玉県深谷市

一年に一度、深谷市の中心商店街で行われる市。社寺があるわけではない。キンカ堂(デ

パート)が無くなり、今後はどうなるのだろう。

妙見橋 埼玉県さいたま市岩槻区横根 北辰神社
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妙見島 東京都江戸川区東葛西３丁目 妙見神社

妙見橋 神奈川県相模原市上溝 鳩川に架かる。

二宮層群妙見層(地層)神奈川県中郡二宮町

妙見下バス停 静岡県静岡市葵区篭上 井宮町に井宮神社

大菩薩峠 山梨県北都留郡小菅村 大菩薩とは妙見大菩薩

妙見・五段の滝 山梨県北都留郡小菅村 大菩薩峠直下の「妙見の頭」の下流

妙見岩 山梨県北都留郡小菅村 大菩薩連嶺中

妙見高原 長野県上高井郡高山村

妙見滝(妙見里の瀧) 長野県安曇野市大字有明 有明山妙見沢 有明山神社の境内か。

妙見滝 長野県安曇野市(元穂高町)

妙見温泉 新潟県柏崎市大字曽地 平成３年に湧出

北辰小学校 新潟県南魚沼市余川１２２０ −２

妙見公園 愛知県豊田市平芝町３丁目 妙玄公園か？

妙見大橋 岐阜県中津川市駒場

妙見橋 岐阜県養老郡養老町 妙見堂

北辰中学校 石川県白山市(旧鶴来町)日向町口

能登北辰南バス停 石川県鳳珠郡能登町

出口妙見前(バス停) 京都府船井郡京丹波町字井尻

妙見滝 京都府舞鶴市東神崎、あるいは白杉

妙見谷 大阪府南河内郡千早(赤阪村大字千早) 千早城跡、楠木正成の墓そば

妙見谷、妙見滝 大阪府 金剛山中 金剛登山口バス停より登山。 上か？

千早川妙見谷、妙見ノ滝 大阪府南河内郡千早赤阪村

妙見下バス停 大阪府堺市南区釜室

下妙見橋 大阪府堺市南区富蔵 感応寺

北辰中学校 大阪府茨木市泉原 消防署北辰分署もある。

妙見山（みょうけんやま）配水池の煙突 市の非核平和都市宣言を行った際、不戦と平和の象徴。

大阪府枚方市香里ヶ丘八丁目

妙見谷 大阪府大阪市大東市北条

妙見燈籠 大阪府高槻市三島江 1 丁目 2 番 淀川右岸距離標 23.6 ｋｍ付近

六甲山系妙見谷砂防ダム 兵庫県

妙見山麓遺跡調査会 兵庫県多可郡多可町加美区的場２９４

妙見山資料館宝物館 兵庫県養父市八鹿町石原 450 番地 日光院内

妙見の滝 兵庫県姫路市北平野 妙見道場・妙見菩薩石像を祀る。

妙見山法華寺の関連 兵庫県丹波市氷上町下新庄 446-1
妙見の滝 兵庫県西脇市住吉 妙見山に至る細い谷筋。近くに妙見社跡。

妙見池 和歌山県有田郡有田川町（元金屋町）吉原

那智四十八滝の内・喜多の滝（北辰の滝、妙見滝） 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

妙見橋 和歌山県東牟婁郡古座川町直見

妙見池地区 岡山県倉敷市矢部

妙見池 岡山県津山市油木下

真備町役場妙見排水機場 岡山県倉敷市真備町(元吉備郡)服部

妙見井戸 広島県広島市 向洋 養命水井戸と妙見井戸

妙見鼻 広島県尾道市向島町立花

妙見池 広島県尾道市美ノ郷町

妙見池 広島県尾道市久山田町

妙見団地 広島県福山市水呑町

妙見池 広島県福山市水呑町 水呑の七泉の内
み の み

妙見穴洞穴 広島県神石郡神石高原町 帝釈峡 中世の陶器・獣骨が発掘された。下か？

妙見穴洞窟 広島県神石郡神石高原町永野 永野が見あたらない。

大野町役場妙見ポンプ場 広島県廿日市市沖塩屋３丁目３－１９



- 28 -

妙見岩 広島県三原市沼田町沼田下

妙見道の道標 山口県岩国市玖珂町字下千束 6605-4
秋吉台妙見原 山口県美祢市秋芳町

妙見谷橋 鳥取県鳥取市青谷町澄水

北園妙見公園 鳥取県鳥取市北園北園二丁目 138
妙見橋 島根県出雲市西園町 長浜神社

妙見バス停 島根県出雲市小境町 一畑薬師近くにあるようだ。

妙見橋 島根県松江市 斐伊川

妙見山公園 徳島県鳴門市撫養町林崎北殿町 149 北殿 147 に妙見神社

妙見滝 徳島県

妙見池 徳島県阿南市新野町

明現山公園 徳島県海部郡海陽町奥浦

妙見崎 香川県小豆郡土庄町大部

妙見橋 香川県小豆郡 内海川に架かる。

妙見滝 香川県 烏帽子岳中 観音寺市か？

妙見岩 香川県観音寺市八幡町１丁目２－７ 観音寺の庭・巍ゝ園

明見神社古墳群 愛媛県松山市

妙見森 愛媛県喜多郡内子町中川 山の名前

妙見前(山名) 愛媛県今治市(純川)

幸門城跡 愛媛県今治市玉川町龍岡下妙見前 妙見神社がある。

妙見池 愛媛県新居浜市清住町

妙見橋 愛媛県西宇和郡伊方町大字湊浦の伊方大川河口

妙見団地 高知県高知市 一宮地区

明見橋駅 高知県高知市大津里

妙見谷土地改良共同施行 高知県吾川郡いの町 妙見谷地区

妙見滝 高知県 徳島県との境 石立山中

妙見谷の滝 高知県加美市物部町別府 物部川上流別府渓谷(妙見滝？)

妙見谷 高知県室戸市黒耳

妙見岩 福岡県福岡市城南区 油山 昔妙見菩薩が祀られていた。

妙見谷 福岡県福岡市城南区 油山か？

妙見島 福岡県福岡市東区城浜団地の先 博多湾の埋め立てで島でなくなった。

みなと２０００年公園など

妙見バス停 福岡県福岡市博多区千代１丁目 交差点もある。

早良妙見口バス停 福岡県福岡市早良区野芥７丁目

妙見滝 福岡県福岡市早良区西油山 妙見山徳栄寺の境内(修行用の人工の滝)

妙見岬 福岡市西区小戸二丁目

妙見地蔵公園 福岡県北九州市若松区小竹 脇之浦漁港 妙見神社

妙見埼灯台(遠見ヶ鼻)福岡県北九州市若松区有毛 若松北海岸

妙見鼻 福岡県北九州市門司区

妙見滝(群) 福岡県筑紫郡那珂川町後野妙見 妙見神社

妙見滝 福岡県宮若市(元宮田町)

妙見バス停 福岡県宗像市田野

妙見城跡 福岡県八女郡星野村

妙見池 福岡県古賀市米多比

妙見金鉱山 福岡県田川郡香春町

妙見団地 大分県豊後大野市(元大野郡)三重町

妙見滝 大分県豊後大野市(元大野郡)三重町

妙見橋バス停 大分県豊後大野市三重町中津留７２１

妙見淵、妙見橋 大分県豊後大野市清川町、又は、緒方町 滞迫峡
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妙見湧水 大分県豊後大野市大野町川北 杵築神社

妙見湧水 大分県豊後大野市緒方町下徳田

妙見橋(石橋) 大分県豊後高田市夷 アーチ橋

院内妙見温泉 大分県宇佐市院内町櫛野 883-2
妙見池近隣公園 大分県宇佐市長洲中町 北辰社

妙見平、妙見岩 大分県速見郡日出町 かつて北峯神社(妙見神社)があったところ。

妙見バス停 大分県竹田市大字次倉４７１９の２ 字妙見がある

妙見鼻 大分県佐伯市大字鶴望 星宮神社(妙見神社)

妙見隧道 大分県国東市国見町（元東国東郡）大字櫛海

妙見様の湧水 大分県玖珠郡玖珠町大字山浦字下の園 玖珠町下園

宝八幡妙見宮の霊水 大分県玖珠郡九重町松木 安産・家内安全

妙見窟 大分県中津市本耶馬渓町 青の洞門の近く

妙見岩(競秀峰の内) 大分県中津市本耶馬溪町 競秀峰は、耶馬渓第一の名勝。

原妙見湧水 大分県竹田市久住町小倉 老野七湧水

妙見の森 大分県竹田市大字植木字火振 火振？

妙見森 大分県臼杵市深田

妙見鼻 佐賀県藤津郡太良町

妙見橋水位観測所 佐賀県多久市東多久町

妙見浦 長崎県対馬市豊玉町唐洲

妙見崎 長崎県対馬市豊玉町唐洲

亀井妙見池 熊本県熊本市清水亀井町 亀井妙見神社

田迎妙見バス停亭 熊本県熊本市出仲間

妙見水源 熊本県八代市岡町谷川 竜峯山の山麓、不老長寿の霊水

妙見の樟 熊本県菊池市七城町辺田

妙見坂・妙見谷 熊本県上益城郡甲佐町大字早川

妙見谷、下妙見谷バス停 熊本県上益城郡(熊本バス)

妙見坂公園 861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見 国内最後の内戦「西南の役」の激戦地

妙見の大ケヤキ 熊本県上益城郡山都町

妙見泉水 熊本県上益城郡山都町(元矢部町) 矢部町の妙見の大ケヤキは倒壊した。上か？

妙見川 熊本県上益城地方(緑川水系)

妙見橋 熊本県下益城郡美里町大字中字鶴場

いや川水源 熊本県下益城郡美里町中小路地内 『妙見さん』はお産の神様で飲むとお産が軽く。

妙見橋 熊本県下益城郡美里町（元中央町）大字中字鶴場 石橋

妙見池 熊本県宇城市松橋町

妙見ヶ滝 熊本県天草郡苓北町都呂々字大桜地内

妙見浦 熊本県天草市下田南 妙見岩あり

妙見ケ浦 熊本県天草市天草町高浜甲

妙見野自然の森展望公園 熊本県球磨郡多良木町奥野妙見野

妙見池名水公園 熊本県 阿蘇

妙見橋 熊本県阿蘇郡南阿蘇村(元久木野村)河陰 2582-3
妙見ヶ池 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石二子石（旧久木野村）湧水の池がある 妙見神社

妙見さん(湧水) 熊本県玉名郡和水町(元菊水町)日平

妙見橋 宮崎県延岡市土々呂 この橋の界隈に住むほとんどの子供たちがこの橋の下に捨てられ、

拾われてきた子供たち。健康祈願。

秀吉の子・捨(鶴松)の故事が有名。

妙見湾（櫛津干潟） 宮崎県延岡市妙見町 妙見神社

妙見の滝 宮崎県西臼杵郡高千穂町向山秋元 近くに祠がある。

妙見温泉 鹿児島県霧島市牧園町（元姶良郡）下中津川 妙見堂跡がある。
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妙見橋駅 鹿児島県薩摩川内市 南国交通

※番外

※杞菊妙見丸（こぎくみょうけんがん）

【発売元】八ッ目製薬株式会社 111-0032 東京都台東区浅草 1-10-4
※寒北斗(清酒) 玉の井酒造株式会社 820-0302 福岡県嘉麻市大字大隈町 1036-1 蔵の裏に北斗宮

※本格いも焼酎｢妙見｣ 日当山醸造㈱ 899-5114 鹿児島県霧島市隼人町西光寺６４９

円泉寺の妙見尊大祭にはこの｢妙見｣を取り寄せています。但し、私はアルコールを一切受け付け

ない体質です。

※妙見【ﾐｮｳｹﾝ】（草花類） アネモネ（しゅうめいぎく）

※六式時空偵察機「妙見」 陸軍登戸研究所香取分遣所(通称 香取研究所)と中島飛行機との共同開発

※国宝銘備前国吉岡住左近将監紀助光 〈南无八幡大菩薩／南无妙見大菩薩〉元亨二年三月日〉

生産国：備前 所有者：個人 大阪

※国宝太刀

銘（表）広峰山御剣願主武蔵国秩父郡住大河原左衛門尉丹治時基於播磨国宍粟郡三方西造 進之

（裏）備前国長船住左兵衛尉景光 作者進士三郎景政 嘉暦二二年己巳七月日（埼玉県立歴史と民

俗の博物館）上杉家に伝来し、上杉謙信が常に身近に置いたことから「謙信景光」の号がある。

※宮内庁所蔵 太刀銘文（茎銘）

（表）「願主、秩父大菩薩、願主武蔵国秩父郡大河原入道沙弥蔵蓮左衛門尉丹治 朝臣時基、於播磨国

宍粟郡三方西造之」

（裏）「作者 備前国長船住左兵衛尉景光、進士三郎景政、正中二年七月日」。

（刀身表）「秩父大菩薩」 （刀身裏）「バイ」

※妙見湯(銭湯) 奈良県桜井市桜井９６４

※妙見ビル 東京都台東区蔵前 3-17-4
妙見屋ビル 東京都台東区浅草３丁目 1 － 1 など都内に数件

妙見ビル 徳島県徳島市幸町２丁目１９

※石炭船「妙見」

※妙見井戸 広島県広島市南区向洋大原町４１付近

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 千葉・茨城・栃木・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･山名

妙見シリーズ４ 中部・北陸地方の妙見菩薩 付･摩多羅神 摩多利神

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

妙見シリーズ８ 日本石仏協会談話室用資料(妙見様の基本資料)

円泉寺ホームページ http://www.ensenji.or.jp/
妙見菩薩関連 http://www.ensenji.or.jp/myouken.html


