
祭礼行列に伴う「奴振り」の分布状況
──日本奴行列研究会の収集資料の成果も加えて──

福 持 昌 之

Ⅰ は じ め に

奴振りとは、祭礼文化史および民俗芸能の分野における学術用語である。全国の祭礼行列に
散見でき、多くは大名行列と呼ばれるが、殿様役が伴わないことも多い。江戸時代の武士の従
者（武家奉公人、奴さん）が挟箱・立傘・台笠・毛槍などを持って行列するものを奴行列とい
い、そのうち毛槍などを振り回したり投げ渡したりする所作を伴うと奴振りとなる（1）。
筆者は、平成 7年（1995）からの滋賀県民俗芸能緊急調査（2）で奴振りの調査を担当して以
来、奴振りの調査研究に携わってきた。平成 14年（2002）に初めて奴振りの全国一覧（179
例）を公開し（3）、平成 16年（2004）に増補（236例）した（4）。かつて、日本奴行列研究会の
工藤勝美理事長は全国に 400か所以上あると語っていたが、その一覧は作成・公開されるこ
とがないまま、工藤氏は逝去された。
筆者はその後も事例の収集に務め、368例を数えるに至ったところ、平成 27年（2015）に
工藤氏が収集した資料がリスト化され、「日本奴行列調査表」（5）として丸山俊江氏により公開さ
れた。そこに掲載された 284例を、筆者の一覧と統合したところ、511例に至った（6）。

Ⅱ 日本奴行列研究会と工藤勝美氏

日本奴行列研究会については、丸山雍成氏の「日本奴行列研究会とその遺存資料」（7）に詳し
いが、理事長の工藤勝美氏について補足したい。工藤氏は北海道の旧岩内町出身で、岩内神社
例大祭で赤坂奴を務め、後に東京へ出て不動産業などに従事する傍ら、日本奴行列研究会を組
織し全国の奴行列の情報を収集し、各地の保存会の交流の機会を設けて活動の発展に寄与し
た。ゆくゆくは奴行列を活用した地域振興の企画を提案するシンクタンクを目指していた。
筆者が工藤氏に初めてお会いしたのは、平成 14年（2002）10月 14日であった。岩滝町役
場の紹介で工藤氏から電話をいただき、神奈川県山北町の峯入り行列を見学した翌日に、工藤
氏が経営する東京都国立市のジンギスカン料理屋を訪問した。同年 11月 23日の日本奴行列
研究会第 1回全国大会での報告をさせていただくことになり、また同会の顧問を拝命した（8）。
工藤氏は、全国の市町村に郵便で情報提供を求め、寄せられた資料をもとにウェブサイトに
情報をアップし（9）、大名行列絵巻などの絵画資料をビデオに撮影して販売するなど、奴行列に
関わる情報の共有化に努めた。しかし、ウェブサイトに反映されたのは、北海道 3、秋田 1、
宮城 1、山形 1、神奈川 1、大阪 1、広島 1、島根 1、愛媛 1、山口 2、大分 1のわずか 14例
に過ぎず、全国的な分布状況が提示されることがないまま工藤氏は体調を崩し、平成 21年に
逝去された。残された資料群は、工藤氏の遺志により、やはり同会の顧問の一人である丸山雍
成氏に託された。丸山氏は、奥様の俊江氏とともにその整理に尽力され、そのリストが「日本
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奴行列調査表」として公開されたのである。

Ⅲ 分布の特性

都道府県別にみると、最多は香川県の 62例、次いで大分県の 45例、熊本県の 33例、北海
道の 27例、鳥取県の 26例、石川県の 23例、愛媛県の 22例、京都府と岩手県が 21例、と
続く。そのほか、福岡、山口、滋賀、長崎、山形、徳島なども比較的多い。近世に琉球国だっ
た沖縄県には、伝わっていない様子である。
香川県が多いのは、金刀比羅宮の例大祭に、香川県内の奴がまさに大集合することから、他
所の奴に対抗して競う環境が整っている点が大きく影響していると考えられる。
また、近隣に奴振りがあると、それを真似して始める地域もある。石川県の金沢近郊や、京
都府北部などは、伝播していった経路に関する伝承も伝わっている（10）。

Ⅴ む す び に

奴振りは、市町村や府県の無形民俗文化財に指定されているものも多いが、国指定の重要有
形民俗文化財、例えば奈良県の「春日若宮おん祭の神事芸能」、大阪府の「住吉の御田植」、福
井県の「睦月神事」、神奈川県の「山北のお峰入り」などに含まれている事例もある。
この全国一覧に漏れたものもまだあると思われるが、一応の到達点として提示する。民俗芸
能の研究資料としてだけでなく、工藤勝美氏が目指したように、地域振興や観光振興のきっか
けとして、活用していただきたい。

註
⑴ 福持昌之「奴振りの芸態」（『民族藝術』Vol.17、2000年）では、31か所の奴振りの現地調査を
通じて、各地の「奴振り」に共通する点を抽出し、奴振りの定義と学術用語としての呼称を示し
た。また「「大名行列」の世界と趣向」（森永道夫編『芸能と信仰の民族芸術』和泉書院、2003
年）では、奴振りの研究史を整理しつつ、奴振りの基本形に対して、時代や地域によって変えら
れていく部分があることを示した。

⑵ 滋賀県教育委員会編・発行『滋賀県の民俗芸能－滋賀県民俗芸能緊急調査報告書』（1997年）に
「宇賀野の蹴り奴」「長沢の公家奴」「能登瀬の武家奴」を執筆。

⑶ 福持昌之編著『岩滝の大祭礼－岩滝町大名行列の歴史と現況』岩滝町、2002年。ここでは、奴振
りが近代になってからの懐古趣味による所産だけでなく、江戸時代から出し物として祭礼に取り
入れられてきたことを指摘した。

⑷ 福持昌之「春照の奴振り」『春照八幡神社奉納太鼓踊り附奴振り』伊吹町教育委員会、2004年
⑸ 資料蒐集工藤勝美、資料整理丸山俊江「日本奴行列 調査表」私家版、2015年
⑹ 工藤氏の「奴行列」の基礎は岩内の赤坂奴であり、所作を伴う奴振りである。しかし、工藤氏は
「奴行列」の語を使用したため、所作を伴わない仮装行列だけのものも調査対象に含まれる可能性
がある。工藤氏もそれは理解した上で、広く網羅するつもりだったと思われる。

⑺ 丸山雍成「日本奴行列研究会とその遺存資料－資料の利活用について」『交通史研究』86号、
2015年

⑻ 同会の顧問は、小川恭一氏、丸山雍成氏と筆者の 3名。
⑼ 現在も、ウェブサイトが残っている。http : //yakkogyouretu.fc2web.com/yakko/（2016年 9月
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⑽ 石川県の例は東條さやか「金沢の奴行列」（『加能民俗研究』44号、2013年）に詳しい。京都府
の場合は京都府教育委員会編・発行『京都府の民俗芸能－京都府の民俗芸能緊急調査報告書』
（1999年 3月）の「大森神社の大名行列」など筆者執筆担当の頁を参照のこと。

全国の奴行列・奴振り一覧
No. 都道府県 市町村 伝承地域等 祭礼の名称等 奴の名称等 K-No. 指定
1 北海道 函館市 湯川 湯倉神社例大祭 湯川奴行列 7
2 小樽市 住吉神社例祭（小樽まつり） 奴行列 4
3 室蘭市 海岸町 八幡神社例大祭 奴道中 1
4 御前水町 御傘山神社例大祭 奴道中 2
5 輪西町 輪西神社例大祭 奴道中 3
6 北斗市 旧知内町地区 知内神社例大祭 赤坂奴 20
7 旧上磯町地区 上磯八幡宮大祭 上磯奴行列 21 市
8 松前町 月島地区 月島奴振り 月島奴振り 16 町
9 福島町 日向地区の氏子 福島大神宮祭礼 奴行列（登城の儀式奴） 15 町
10 鹿部町 字宮浜 鹿部稲荷神社大祭 大岩奴ツ子振り 6
11 木古内町 木古内 佐女川神社大祭 奴行列 19
12 森町 砂原西 掛澗神社祭典 噴火湾奴道中、内浦道中奴
13 御幸町 森奴行列（稲荷神社祭典など） 森登城奴 8
14 八雲町 熊石相沼町 相沼八幡神社大祭 相沼奴（奉納奴） 12 町
15 熊石泊川町 北山神社の祭礼 泊川奴（宿入りの奴）
16 熊石根崎町 根崎神社の祭礼 西浜奴
17 江差町 笹山稲荷神社例祭／姥神大神宮例祭 笹山奴 17
18 上ノ国町 石崎地区 石崎八幡神社祭礼 石崎奴行列 18 町
19 ニセコ町 狩太神社例大祭 赤坂奴（奴振り） 14 町
20 倶知安町 倶知安神社 赤坂奴所作 11 町
21 共和町 旧岩内町地区 岩内神社例大祭 赤坂奴 10 町
22 利尻町 沓形 北見富士神社・仙法志神社の四箇散米舞い行列 奴行列
23 美幌町 美幌神社秋季例祭 瑞治足柄奴 9
24 興部町 興部神社祭 奴さん
25 厚真町 西町商店街 秋祭り 十万石大名行列
26 羽幌町 羽幌神社例大祭（羽幌神社祭） 越中赤坂奴舞 5 町
27 洞爺湖町 （旧真狩村） 真狩神社例大祭 赤坂奴 13
28 青森県 弘前市 弘前八幡宮祭礼
29 平川市 碇ヶ関地域 碇ヶ関御関所祭り 奴行列
30 八幡崎（旧尾上町） 疫ノ神送り （女性が毛槍と挟箱） 22 市
31 五戸町 五戸祭 大名行列 25
32 南部町 南部まつり 大名行列 23
33 岩手県 大船渡市 米崎 秋葉神社の秋の祭礼 秋葉大名行列
34 気仙 月山神社の夏の祭礼 上長部大名行列
35 広田 立山・黒崎神社の祭礼 小袖大名行列
36 竹駒 竹駒神社の新春の祭礼 壺の沢大名行列
37 横田 熊野神社の秋の祭礼 本宿大名行列
38 北上市 滑田 台笠 市
39 和賀町後藤 稲荷社や山の神の祭礼 後藤奴踊
40 口内町草刈場 口内薩摩奴踊 市
41 口内町 浮牛城まつり 口内大名行列
42 一関市 旧花泉町金沢 金沢八幡神社例大祭 大名行列 26 市
43 旧室根村折壁 室根神社祭礼 大名行列
44 陸前高田市 高田町 陸前高田五年祭〈氷上神社・天照御祖神社〉 大名行列
45 竹駒町 竹駒神社初午大祭本祭 大名行列
46 広田 立山・黒崎神社祭礼 上長部大名行列
47 気仙 月山神社祭礼 上長部大名行列
48 米崎 秋葉神社祭礼 秋葉大名行列
49 釜石市 唐丹町 天照御祖神社式年大祭（釜石さくら祭り） 大名行列 29
50 奥州市 江刺区梁川 松尾神社の秋の祭礼 大名行列 27 市
51 江刺区広瀬 お砥石神社祭礼 軽石薩摩奴踊 市
52 岩手町 川口秋浦地区 川口豊城稲荷神社例大祭（川口秋まつり） ドッコイ・秋浦大名行列 町
53 住田町 世田米 天照御祖神社祭礼 大名行列 28 町
54 宮城県 岩沼市 稲荷町 竹駒神社初午祭 奴行列・竹駒奴 30 県
55 気仙沼市 山田・桜子 御岳神社秋の例祭 山田大名行列（奴振り） 32 市
56 登米市 米川 八幡神社の祭礼 綱木の沢大名行列
57 大崎市 旧古川市七日町 祇園八坂神社祭礼／古川秋まつり 沖稲葉村先陣大名行列 31
58 中里村後陣大名行列
59 秋田県 秋田市 旧鷹栖町綴子 八幡宮綴子神社例大祭（綴子大太鼓） 出陣行列 記
60 横手市 旧雄物川町 沼舘八幡神社祭典 大名行列
61 湯沢市 愛宕神社祭典 奴振り・大名行列 34
62 由利本庄市 本荘八幡神社祭礼 大名行列 33
63 藤里町 藤琴 浅間神社祭典 大名行列駒踊り 35 県
64 山形県 鶴岡市 馬場町 荘内神社庄内大祭 大名行列 37
65 大山 椙尾神社大山祭 奴振り 38
66 添川（旧藤島町） 両所神社祭礼 奴振り 47 市
67 上山添（旧櫛引町） 皇大神社例大祭 奴振り 48
68 酒田市 大字関 諏訪神社神楽・奴振り 奴振り 39
69 亀ヶ崎 亀ケ崎十一面観音堂の春祭り 子供奴振り
70 観音寺、荒町 飛澤神社 奴振り
71 旧八幡町市条、小泉 一条八幡神社神輿渡御行列 奴振り 49
72 新庄市 石川町 新庄まつり〈戸沢神社・天満神社〉 大名行列 40 国
73 村山市 湯野沢 湯野沢熊野神社大祭 奴ふり 43
74 河北町 谷地 谷地八幡宮御例祭（谷地どんが祭り） 谷地の奴行列 44 町
75 谷地八幡宮御キュウリ天王祭／谷地どんが祭り 谷地中部小学校豆奴
76 大江町 大字左沢（13区） 伝統おおえの秋まつり 左沢の奴 45
77 戸沢村 白山神社祭礼 古ロの奴 46
78 庄内町 旧余目町 余目神社例祭 大名行列 42 町
79 福島県 福島市 板倉家福島藩 300年記念福島城下大名行列 大名行列
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No. 都道府県 市町村 伝承地域等 祭礼の名称等 奴の名称等 K-No. 指定
80 （福島県）会津若松市 会津藩奴隊 会津まつり 会津藩奴隊 51
81 いわき市 渡辺町中釜戸 諏訪神社 御磯出式・奴子行道大祭 奴子行道 50
82 勿来地区上山田 諏訪神社大祭 山田の奴行列
83 茨城県 水戸市 水戸藩時代まつり 大名行列 52
84 栃木県 日光市 日光杉並木街道 杉並木まつり 大名行列 53
85 群馬県 太田市 西本町 祇園祭 西本町大名行列 54
86 埼玉県 さいたま市 岩槻区 久伊豆神社秋の例祭 岩槻黒奴（踊）
87 川口市 川口宿・鳩ヶ谷宿 日光御成道まつり 大名行列
88 日光社参行列
89 小鹿野町 飯田 飯田八幡神社例大祭（鉄砲まつり） 大名行列 55 県
90 千葉県 旭市 旧干潟町 熊野神社式年神幸祭 米込の大名行列
91 勝浦市 鵜原 八坂神社祭礼 大名行列 56 県
92 東京都 台東区浅草 会津藩奴隊 東京時代まつり行列歴史絵巻 大名行列
93 神奈川県 相模原市 緑区小原（旧相模湖町） 甲州街道小原宿本陣祭 大名行列 59
94 茅ヶ崎市 大岡越前祭 越前行列・大名行列
95 松田町 寒田神社夏の祭礼 大名行列みえなり奴 58 町
96 山北町 山北のお峯入り 奴 61 国
97 箱根町 湯本 箱根大名行列 大名行列 57
98 新潟県 長岡市 旧栃尾市 諏訪神社春季大祭 栃尾大名行列 70 市
99 旧栃尾市 浅間神社祭典 72
100 旧寺泊町 白山媛神社大祭 大名行列 71
101 三条市 八幡町 三条八幡宮春季例大祭（三条まつり） 大名行列・先供（奴） 市
102 富山県 富山市 旧大沢野町猪谷 素盞鳴社遷宮 猪谷の百万石行列 73 町
103 草島 秋祭り 子供奴・大人奴振り
104 石川県 金沢市 粟崎 栗崎八幡神社秋季祭／加賀百万石祭り 奴行列（赤っ面） 74 市
105 五郎島 五郎島八幡神社／加賀百万石祭り 子供奴行列
106 大野町 日吉神社夏祭り 奴行列 76
107 戸水町 戸水八幡神社秋祭 奴行列 77
108 近岡町 近岡神社大祭 奴行列 78
109 東蚊爪町 須岐神社の秋祭り 奴行列（青っ面） 79
110 大浦町 豊栄神社秋祭り 奴行列 80
111 金石御船町 大野湊神社夏季大祭 子供奴行列 81
112 北間町 平野神社の秋の大祭 奴行列
113 輪島市 門前町黒島 黒島天領祭り〈若宮八幡神社〉 子供奴振り行列 91
114 珠洲市 正院 須受八幡神社秋季祭礼 奴振り 90
115 三崎町森腰 片姫神社秋祭り 奴振り道中
116 羽咋市 滝谷 妙成寺五重塔まつり 妙成寺伝統奴行列
117 酒井 永光寺晋山式 奴振り行列
118 かほく市 大崎地区 榊原神社秋祭り 奴行列 87
119 内日角地区 八幡社秋祭り 奴行列 88
120 白尾地区 住吉神社祭礼 奴行列 89
121 白山市 白峰（旧白峰村） 誕生法要、遠忌法要 イヤサ奴行列 92
122 内灘町 大根布 小濱神社秋季大祭 奴行列 82
123 向粟崎 菅原神社秋季祭礼 奴行列 83
124 宮坂 黒船神社秋季祭礼 奴行列 84
125 西荒屋 蛭子神社秋季祭礼 奴行列 85
126 室 八幡神社秋季祭礼 奴行列 86
127 福井県 福井市 旧清水町大森 賀茂神社秋祭りの祭り（睦月神事） 大名行列
128 越廼地区 こしの大漁秋まつり 奴行列
129 坂井市 丸岡 丸岡古城まつり 子供奴行列
130 永平寺町 谷口 西教寺晋山式 奴お練り行列
131 山梨県 都留市 谷村 八朔祭（生出神社例祭） 大名行列 63
132 勝山城跡 つる産業まつり お茶壷道中行列 64
133 甲州市 塩山 熊野神社大祭（熊野神社御幸行列） やっこらさん 62 市
134 富士河口湖町 本栖 本栖公家行列（山神社祭礼） 本栖公家行列 65
135 長野県 上田市 武石 子檀嶺神社御柱祭（武石御柱おねり行列） 大名行列・大名ねり 市
136 下之郷 生島足島神社御柱祭 大名ねり
137 飯田市 大宮 郊戸神社御柱祭 大名行列
138 本町三丁目 飯田お練りまつり 大名行列 66
139 諏訪市 普門寺 諏訪神社上社御柱祭 騎馬行列・お騎馬
140 塩尻市 小野神社御柱祭 騎馬行列
141 下諏訪町 下之原（第一区） 諏訪神社下社御柱祭 騎馬行列・お騎馬 68
142 友之町（第三区） 諏訪神社下社御柱祭 騎馬行列・お騎馬
143 小谷村 大宮諏訪神社の神事 ヤッコ踊り
144 岐阜県 山県市 柿野まつり〈垣野神社・清瀬神社〉 94
145 美濃加茂市 おん祭 MINOKAMO 秋の陣（太田宿中山道まつり） 奴 95
146 飛騨市 旧神岡町 大津神社神岡祭 奴 96
147 郡上市 旧明宝村寒水 寒水の掛踊 奴
148 笠松町 八幡神社・産霊神社例祭（笠松祭り） 大名行列お奴 93 県
149 静岡県 浜松市 北区細江町 姫様道中 奴踊り 100
150 島田市 島田大祭〈大井神社〉 大名行列 97 県
151 焼津市 利右エ門 吉永八幡宮例大祭 奴（利右衛門） 102
152 吉永 奴（利右衛門）
153 高新田 奴（利右衛門）
154 掛川市 西町 掛川大祭（龍尾神社祭礼） 大名行列・奴道中 98
155 南伊豆町 子浦西子浦 八幡神社大祭り 大名行列（槍振り） 101
156 吉田町 川尻 川尻八幡・津島神社夏祭り 大名行列・奴道中・出奴
157 住吉 住吉神社夏祭り 奴道中（入り奴） 99
158 愛知県 豊橋市 二川宿本陣まつり 大名行列
159 豊川市 旧音羽町赤坂 杉森八幡社の祭礼
160 刈谷市 正覚寺出発 市原稲荷神社の祭礼 大名行列・奴のねり 104 市
161 西尾市 伊文神社祇園祭（西尾まつり） 肴町大名行列・奴振り 103 市
162 蒲郡市 三谷 八劍神社・若宮神社例祭 三谷祭大名行列 105 市
163 知立市 知立神社祭礼（知立まつり） 奴道中 106
164 南知多町 師崎 潮時祭（羽豆神社例祭）（師崎祭） 大名行列 108
165 篠島 神明社・八王子社例大祭 奴 107
166 中之郷 入見神社祭礼 奴さん 109
167 三重県 四日市 元町一区（旧比丘尼町） 大四日市まつり 大名行列 112 市
168 尾鷲市 尾鷲神社例祭（尾鷲ヤーヤー祭り） 大名行列 110
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169 （三重県）鳥羽市 鳥羽みなとまつり大会〈金刀比羅宮鳥羽分社〉 子供奴行列 113
170 熊野市 木本神社祭礼（木本祭り） 六法（方）行列 111
171 伊賀市 上野天神祭 奴
172 菰野町 菰野 菰野藩土方大名行列（産業文化祭） 大名行列
173 滋賀県 大津市 栗原 水分神社の八朔祭 奴行列
174 彦根市 小江戸彦根の城まつり 子供奴行列 114
175 長浜市 宮司町 日枝神社春祭 挟み箱
176 常喜町 熊岡神社春祭 大鳥毛
177 西浅井町中河内 下塩津神社例大祭（ちゃんちゃこ踊り） 奴振り 県選
178 余呉町中河内 広峯神社大祭（中河内の太鼓踊） 奴振り 県
179 余呉町上丹生 茶わん祭り〈丹生神社〉 奴振り 県
180 草津市 草津宿場まつり 大名行列
181 甲賀市 油日 油日まつり〈油日神社〉 奴振り 116 国選
182 高島市 新旭町安井川 大荒比古神社例祭（七川祭） 的練り奴 県選
183 米原市 春照 八幡神社春照太鼓踊り奴振り 奴振 115 県選
184 宇賀野 坂田神明宮春祭り 奴振り・蹴り奴 117
185 長沢 長沢御坊報恩講／熊野神社春祭り 奴振・福田寺公家奴 118 県選
186 能登瀬 山津照神社春祭り 奴振り・武家奴 119
187 筑摩 筑摩神社鍋冠祭 奴振り
188 多賀町 多賀 多賀大社古例大祭 奴振り
189 京都府 京都市 下京区・南区 平安神宮時代祭 第六社徳川城使上洛列 121 市登
190 伏見区 御香宮祭 武者行列、奴 123
191 福知山市 福知山お城まつり 奴振り
192 三俣 生野神社秋季大祭 奴毛槍連中 125
193 内宮 元伊勢内宮八朔祭〈皇大神社〉 練込 126
194 天田内 元伊勢外宮八朔祭 練込
195 二俣 八朔祭 練込
196 南有路南一小区 十倉一の宮神社例祭 練込
197 南有路南二小区 練込
198 南有路南三小区 練込
199 南有路南四小区 十倉三の宮神社例祭 練込
200 小原田 日吉神社例祭 練込
201 三河 鶴が尾神社の祭礼 （門前振り）
202 大原 大原神社春祭り 練込 127
203 舞鶴市 大森 大森神社夏大祭 大名行列 128
204 綾部市 鍛冶屋町 小畑三社の秋祭（小畑祭）〈一之宮神社〉 小畑の奴さん
205 鍛冶屋町 小畑三社の秋祭（小畑祭）〈二之宮神社〉 小畑の奴さん
206 小西町 小畑三社の秋祭（小畑祭）〈三之宮神社〉 小畑の奴さん
207 宮津市 小田 愛宕神社祭礼（上宮津祭り） 奴道中 120
208 南丹市 美山町田歌 田歌の神楽 髭奴・奴振り 府登
209 与謝野町 岩滝 岩滝町大名行列 大名行列 129
210 大阪府 大阪市 住吉区 住吉大社御田植祭 供奴 130 国
211 兵庫県 神戸市 北区大沢町 素戔嗚神社奴練り 奴練り 131
212 豊岡市 出石町内町（宵田） 出石お城まつり 大名行列槍振り 134 市
213 旧但東町東中・小坂 新宮神社秋祭り 大名行列
214 赤穂市 赤穂義士祭（赤穂市大名行列） 大名行列と子供大名行列 138
215 西脇市 旧黒田庄町大門 御霊神社・兵主大歳神社秋祭り 福地のレッケイ奴振り 137
216 丹波市 旧市島町 一宮神社奴ふり 奴ふり 132
217 氷上町中野区 内尾神社の例祭 中野奴行列 133 市
218 南あわじ市 旧西淡町 湊ロ神社槍振り奴行列 槍振り奴行列 136
219 淡路市 旧津名町塩田下司 春日神社春祭り 下司大名行列 135 市
220 奈良県 奈良市 春日若宮おん祭 大名行列（郡山藩） 140 国
221 大名行列（南都奉行）
222 子供大名行列
223 大和郡山市 大和郡山お城まつり 子ども時代行列 142
224 宇陀市 旧菟田野町 宇太水分神社大祭 手振、先箱、槍振のお練り 141
225 吉野町 吉野山 金峰山寺花供会式 奴行列
226 和歌山県 みなべ町 旧南部町 鹿島神社例祭 南道奴行列 143 町
227 白浜町 湯崎 山神社秋祭り（御書祭） 大名行列
228 鳥取県 鳥取市 お城祭り 大名行列・池田候時代行列
229 賀露 賀露社春の大祭・神幸祭 少年大名行列 145
230 浜坂 濱坂神社例大祭 149
231 馬場 倉田八幡宮神幸祭 奴行列 150
232 秋里 荒木三嶋神社例祭行列 大名行列 151
233 国府町宮下 宇倍神社御幸祭 やっこ行列 159
234 気高町宝木 母木神社祭礼 163
235 米子市 淀江町西原 日吉神社例大祭・神幸神事 よいとまかせ 157 市
236 倉吉市 関金町関金宿 関金御幸行列〈日吉神社・湯関神社・大鳥居神社〉 湯関神社行列（道中型） 158 市
237 大鳥居神社行列（登城型）
238 日吉神社行列（下城型）
239 志津 倭文神社例大祭 倭文神社（志津）の大名行列 164 市
240 岩美町 岩井地内 御湯神社祭礼行列 168
241 網代 網代神社大祭 大名行列 169
242 若桜町 大字若桜（宿内） 若桜神社大祭（御幸祭） 奴の舞（大鳥毛、小鳥毛、両掛） 156 町
243 八頭町 旧船岡町船岡 下船岡神社神幸祭（船岡まつり） 大名行列 155
244 湯梨浜町 橋津 湊神社例大祭（湊神社祭礼行事） 大名行列・奴の舞 162 市
245 松崎 松崎神社祭礼 165
246 泊地区 灘郷神社秋の大祭 泊の大名行列 160 市
247 琴浦町 旧東伯町 諏訪神社秋の大祭行列 161
248 大山町 旧中山町松河原 逢坂八幡神社例祭 鳥毛・白毛 153
249 国信 国信神社御幸祭行列 166
250 南部町 旧西伯町法勝寺 長田神社神幸式 154
251 伯耆町 旧溝口町二部 二部神社祭礼 167
252 日野町 黒坂 聖・稲荷神社秋季大祭（聖神社の神幸行列） 鳥毛・熊毛 152 県
253 江府町 宮市 宮市神社例祭行列 170
254 島根県 浜田市 紺屋町 浜っ子春祭 大名行列・やっこ隊
255 旧三隅町井野 井野八幡宮（松崎神社）例大祭 171
256 益田市 本町 益田七尾まつり 子ども奴
257 津和野町 寺田 松林天満宮秋季例祭 奴行列 172 町
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258 （島根県）（津和野町） 旧日原町青原 青原八幡宮例祭 奴道中 173
259 旧日原町日原 春日神社秋例祭 奴道中 174
260 岡山県 倉敷市 玉島乙島 戸島神社秋祭り（乙島祭り） 奴踊り 市
261 津山市 田町 徳守神社例祭（徳守祭り・津山まつり） 田町奴行列（大人奴） 139
262 田町奴行列（子供奴） 176
263 新見市 船川八幡宮秋季大祭 御神幸武器行列 175 市
264 真庭市 久世地区 久世まつり（五社立会祭り） 奴行列
265 矢掛町 矢掛宿場祭り 大名行列
266 広島県 呉市 尾立 八剣神社の秋の例大祭 尾立の奴行列
267 旧音戸町 音戸清盛祭 大名行列 179
268 福山市 東深津町 塩崎神社の秋祭り 大名行列
269 庄原市 旧東城町 世直神社の秋祭（東城秋祭お通り） お通り、大名行列 180
270 大竹市 白石 大滝神社祭礼 奴行列 178
271 東広島市 安芸津町三津 素鵞神社の祇園祭 祇園祭やっこさん行列 177 市
272 江田島市 旧江田島町 江田島八幡例大祭 大名行列 181
273 大崎上島町 東野 古社八幡秋季大祭 奴行列 町
274 山口県 山口市 古熊 古熊神社山ロ天神祭 備立行列 183
275 阿東生雲中 生雲八幡宮大祭 生雲八幡宮奴道中 196 市
276 萩市 平安古（備組） 金谷天満宮秋季例祭 手廻り供え 182
277 古萩町 手廻り供え
278 旧旭村（明木） 明木神社大名行列（お供え行列） 大名行列 188
279 防府市 防府天満宮花神子祭 奴行列 184
280 晒石 桑山八幡宮奴行列 奴行列 185
281 岩国市 錦見 岩国まつり、錦帯橋まつり 岩国錦見イキリ子 195
282 通津 鉾八幡宮秋祭 通津奴道中 192
283 関戸 客神社例祭 関戸奴 193
284 今津 今津奴道中 今津奴道中 194
285 美川町根笠 山之内神社例祭 奴道中 187
286 柳井市 柳井天満宮春祭 大名行列 186
287 美弥市 旧秋芳町 岩永八幡宮秋大祭 岩永大行司 191
288 周南市 旧鹿野町 二所山田神社（天満夏祭）奴行列 奴行列 197
289 山陽小野田市 旧山陽町 厚狭天神秋祭り 大名行列 189
290 徳島県 徳島市 大字須々万本郷 飛龍八幡宮（八朔祭り） 須々万大名行列 190
291 鳴門市 北灘町粟田 葛城神社例大祭 奴行列（お練り、ねり） 201
292 里浦町浦 十二神社のねり ねり 202
293 阿南市 橘町 海正八幡神社「宿振」 宿振 203
294 阿波市 市場町筋地区 やねこじき大会 大名行列 199
295 三好市 井川町馬場ノ西 馬岡新田神社祭礼 大名行列 198
296 美波町 旧由岐町 西由岐八幡神社本祭り 大練り
297 松茂町 広島 広島春日神社の練り 練り 200
298 笹木野（八丁野） 春日神社秋季例大祭 練り 204
299 長原 若宮神社祭礼 練り
300 豊岡 豊岡神社祭礼 毛槍
301 香川県 高松市 仏生山町 高松秋のまつり・仏生山大名行列 大名行列
302 太田上町 広田八幡神社祭礼 奴
303 松縄町 熊野神社祭礼 奴
304 西植田町西神内 藤尾神社祭礼 奴（奴道中）
305 西植田町本村 奴（奴道中）
306 香西本町天神 宇佐神社祭礼 奴
307 香西本町中塚 奴
308 屋島西町 八坂神社秋祭り 奴
309 春日町 春日神社秋祭り 奴
310 今里町 平石神社祭礼 奴
311 旧庵治町 住吉神社奴子行列 奴子行列 209
312 丸亀市 垂水町 垂水神社秋祭り 奴行列 210
313 郡家町八幡 神野神社秋祭り 奴連中・鳶奴 211
314 塩屋町 天満神社秋季大祭 道中奴
315 中府町 会下天満宮秋季大祭 奴・奴組 213
316 天満町 天満天神社秋季大祭 212
317 八幡神社東小川やっこ連 やっこ連 214
318 下坂神社岸の上奴連 奴連 215
319 亀山神社久保やっこ連 やっこ連 216
320 旧綾歌町 岡田神社秋祭礼行列傘まわし 祭礼行列傘まわし 221
321 坂出市 川津町 春日神社秋祭り 奴 205
322 王越町木沢 喜佐波神社秋祭り 奴（奴連） 217
323 善通寺市 与北町宮の前 皇美屋神社秋祭り 奴
324 大麻町上の村 大麻神社例大祭 奴
325 木徳町宮の浦 新羅神社秋季大祭 奴
326 金蔵寺町本村 新羅神社祭礼 奴
327 下吉田町九頭神 吉田八幡神社大祭 奴
328 観音寺市 伊吹町 伊吹八幡神社大祭 挟み箱 207
329 さぬき市 旧津田町津田南船町 津田石清水八幡宮秋季大祭 奴
330 旧大川町富田西 富田神社秋祭り 奴（投げ奴）
331 旧大川町田面 奴
332 旧大川町富田中 お鉄砲（子供奴）
333 旧大川町富田東 挟み箱
334 旧寒川町神前船井 男山神社秋季例祭 挟み箱
335 旧寒川町石田 石田神社秋祭り 奴
336 旧長尾町西西塚原 稲荷神社の秋祭り 奴
337 旧長尾町造田宮西 造田神社祭礼 練物
338 東かがわ市 引田町中ノ丁 誉田八幡神社祭礼 投げ奴 206
339 引田町東南 投げ奴
340 引田町一・二・三丁目 投げ奴
341 白鳥町西山 別宮八幡神社祭礼 奴
342 大内町川東原間 白鳥神社秋季大祭 奴
343 大内町横内 誉田八幡神社秋季大祭 上奴
344 大内町中筋奴連 誉田神社秋季大祭 中筋奴
345 大内町中山 石清水八幡神社秋季大祭 奴
346 大内町馬篠 大谷石清水八幡神社祭礼 奴
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347 （香川県）三豊市 山本町神田立石 十二社神社秋祭 神田立石の奴、おはこととりけ 219
348 山本町辻 菅生神社秋祭 奴行列、菅生神社の奴 220
349 詫間町松崎 小烏神社秋祭 白熊の奴行列
350 仁尾町仁尾 履脱八幡神社秋祭 鳥毛
351 仁尾町仁尾 賀茂神社秋祭 鳥毛
352 財田町財田 鉾八幡宮秋祭 鳥毛
353 小豆島町 旧池田町池田 亀山八幡宮例祭 大練り
354 馬木 金羅明神祭 ヤッシッシ
355 三木町 田中 雷八幡神社祭礼 田中の奴 208
356 氷上
357 下高岡
358 井戸
359 池戸
360 井上
361 琴平町 金刀比羅宮例大祭
362 まんのう町 旧琴南町造田 梶洲神社秋の大祭 造田の奴 218
363 愛媛県 松山市 祝谷東町 松山神社祭礼 奴踊り 232
364 宇和間（中島） 天満神社祭礼 やっこ振り（道中奴） 234 市
365 元怒和（怒和島） 元怒和厳島神社祭礼 元怒和の稚児奴 235
366 今治市 町衆「城下町まつり」 大名行列
367 神宮 野間神社春季祭礼 奴行列 224
368 旧波方町 玉生八幡神社祭礼 奴行列 225
369 大西町 大井八幡神社春の大祭 奴行列 226
370 旧吉海町本庄 田中神社祭礼・本庄祭 奴行列 227
371 旧上浦町 瀬戸八幡神社祭礼 瀬戸の投げ奴 229
372 旧大三島町口総 磐座八幡神社祭礼 口総の子供奴（道中奴） 230
373 大三島町 大山祇神社産須奈大祭 奴 231
374 宇和島市 山際 三島神社祭礼 山際のお槍振り 236
375 野川 宇和津彦神社祭礼 野川のお槍振り 237 市
376 西条市 丹原町鞍瀬 磐根神社秋季祭礼（毛槍投げ奴） 赤坂流道中投奴行列 222 市
377 丹原町田野上方 綾延神社祭礼 松下流殿中奴 223 市
378 丹原町高松 八雲神社祭礼
379 大洲市 祇園神社（津森神社）行列 239
380 阿蔵甲 八幡神社御神幸祭（お成り）／大洲まつり 御長柄組（八八の供） 240
381 東温市 牛渕 浮嶋神社秋季大祭（ねり行事） 振り奴（毛槍奴） 233 市
382 上島町 岩城 高原 岩城八幡神社祭礼 高原奴 228
383 下弓削 弓削神社秋祭り 奴行列 241
384 愛南町 旧西海町 若宮神社祭礼内泊のとり毛 とり毛 238
385 高知県 高知市 お城祭り 大名行列
386 須崎市 多ノ郷地区 賀茂神社秋祭り 244
387 四万十市 中村本町 一条神社大祭 245
388 香南市 夜須町西山 西山八幡宮秋祭 243
389 仁淀川町 別枝 秋葉神社春祭り（秋葉祭） 鳥毛ひねり 242 県
390 福岡県 直方市 植木上町 植木天満宮おくんち（放生会） 御神幸大名行列 248
391 柳川市 大和町中島 八剣神社中島祇園祭 殿様行列
392 八女市 旧黒木町田代 八龍神社例祭田代の風流 田代風流 257
393 宗像市 大字吉留 八所宮秋季大祭 御神幸古式大名行列 251
394 福津市 宮司（宮地地区） 宮地嶽神社秋季大祭（御神幸祭） 毛槍行列 249
395 在自（津屋崎地区） 金刀比羅神社在自放生会（神幸行列） 大名行列 250
396 勝浦 豊山神社御神幸祭（勝浦放生会） 大名行列の振
397 うきは市 吉井町 若宮八幡宮例大祭（若宮おくんち） 毛槍行列
398 浮羽町山北 賀茂神社御神幸（浮羽おくんち） 振毛槍
399 朝倉市 林田 美奈宜神社御神幸祭（おくんち） 子ども毛槍 254
400 三奈木 美奈宜神社神幸行列（三奈木くんち） 羽熊の振込み 255 市
401 杷木池田 杷木神社春大祭（鎮祭） 毛槍隊 258
402 みやま市 瀬高町文広・本郷地区 広田八幡神社神幸行事／ドンキャンキャン 大名行列 256 県
403 糸島市 二丈福吉地区 白山神社秋季大祭（福吉神幸祭・じんじ） 大名行列 252
404 深江地区 深江神社秋季大祭（深江神幸祭・おくんち） 大名行列
405 鞍手町 木月 剣神社御遷宮行列 大名行列 246
406 中山 八剣神社遷宮行列 大名行列 247
407 筑前町 弥永（旧三輪町） 大己貴神社秋季大祭（おくんち） おくだり 253
408 佐賀県 佐賀市 鍋島藩三十六万石大名行列 大名行列
409 唐津市 相知町相知 熊野神社秋の大祭（相知くんち） 羽熊 261
410 鳥栖市 村田 村田八幡宮村田浮立 浮立（羽熊行列） 259
411 嬉野市 嬉野町温泉街 豊玉姫神社下宿大名行列 大名行列 260
412 神埼市 櫛田 櫛田宮春祭り（みゆき大祭） 締元行列・奴 265 市
413 基山町 園部 宝満神社神幸祭（園部くんち） 大名行列 263
414 みやき町 旧北茂安町千栗 千栗八幡宮浮立 行列浮立 264
415 長崎県 長崎市 平山町 天満神社大祭大名行列 大名行列 266
416 旧野母崎町 祇園神社祭り大名道中行列 大名道中行列 269
417 佐世保市 黒髪町木場地区 木場浮立 木場浮立 267 県
418 飯良・神浦・小浜地区 宇久島神社例大祭 しゃぐま棒引き 268 市
419 対馬市 旧峰町青海 盆踊の行列浮立 （鳥毛・挟箱）
420 旧峰町木坂 盆踊の行列浮立 ヤッコ（鳥毛）
421 旧峰町吉田 盆踊の行列浮立 （鳥毛）
422 旧豊玉町曽 盆踊の行列浮立 リンリンコ、ワラ・カジメ
423 旧上県町鹿見 盆踊の殿様行列ノ儀式 （大鳥毛・挟箱・立傘・台笠）
424 旧上県町久原 （大鳥毛・挟箱・立傘・台笠）
425 旧上県町女連 （大鳥毛・挟箱・立傘・台笠）
426 西海市 西彼町下岳郷 下岳龍神祭〈下岳神社〉 浮立行列 市
427 西彼町上岳郷 上岳八朔祭〈上岳神社〉 大名行列 市
428 白崎浮流〈春日神社〉 浮立行列 市
429 大瀬戸 琴平神社大祭 とんばんさん
430 熊本県 八代市 妙見祭 高子原の花奴 270 国
431 玉名市 岱明町 大野下雨乞い奴踊り 奴踊り 276
432 上天草市 大矢町 上八幡宮獅子舞奴踊り 奴踊り 277
433 天草市 本渡町広瀬（旧本渡市） 本渡八坂神社 鳥毛行列
434 下浦（旧本渡市） 下浦神社秋祭り 大名行列 271
435 亀場町亀川（旧本渡市） 熊野坐神社大祭
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436 （熊本県）（天草市） 瀬戸町（旧本渡市） 瀬戸天満宮大祭
437 本場馬場（旧本渡市） 本戸馬場八幡宮の神幸行列 鳥毛・台傘・はさみ箱
438 楠浦町（旧本渡市） 楠浦諏訪神社神幸祭 272
439 栖本町湯船原 諏訪神社例大祭 とったかとこせい鳥毛振り
440 天草町福連木 十五社宮秋季例大祭 奴踊り
441 天草町軍ヶ浦 軍ヶ浦十五社神社太 鼓踊り 挟箱、鳥毛 市
442 天草町大江 大江八幡宮の獅子舞・太鼓踊り 鳥毛振り 市
443 天草町大江 下津深江神社の獅子舞・太鼓踊り 挟箱、鳥毛 市
444 天草町下田南 小田床菅原神社の獅子舞・太鼓踊り 挟箱、鳥毛 市
445 天草町高浜 高浜八幡宮神幸行列（春季・秋季例大祭） 鳥毛、挟箱等の奴踊り
446 河浦町宮野河内 産島八幡宮秋季例大祭 鳥毛・ハグマ 市
447 河浦町大字河浦 一町田八幡宮祭礼神幸行列 挟箱・台傘・立傘・鳥毛
448 河浦町崎津 崎津諏訪神社秋季大祭神幸行列 挟箱、鳥毛の奴踊り
449 河浦町新合 津留神社例大祭神幸行列 鳥毛、弓、長刀等の奴踊り
450 五和町鬼池 諏訪神社秋祭り 挟箱、鳥毛
451 五和町御領 御領神社秋祭り 台傘・立傘・鳥毛・賽銭箱
452 五和町井手 井手神社秋祭り 鳥毛・挟箱の奴踊り
453 有明町上津浦 上津浦諏訪神社神幸行列 鳥毛
454 有明町下津浦 下津浦諏訪神社神幸行列 神幸行列
455 有明町大浦 大浦阿蘇神社神幸行列 奴組
456 魚貫町（旧牛深市） 魚貫住吉神社秋季祭礼 大名行列、奴道中 273
457 牛深町（旧牛深市） 牛深八幡宮秋季大祭 一本鳥毛、立傘・挟箱 274
458 久玉町（旧牛深市） 久玉八幡宮秋季祭礼 三本鳥毛、 275
459 新和町大宮地 大宮地神社神幸行列 鳥毛振り 281
460 氷川町 下宮（旧宮原町） 宮原三神宮奴演技 奴演技 279
461 苓北町 志岐 志岐八幡宮大祭 鳥毛
462 富岡 富岡神社秋の例大祭 鳥毛 280
463 大分県 大分市 内町・賀来 賀来神社卯酉の神事 賀来の大名行列 283 県選
464 中津市 大新田 白髭神社例大祭 大名行列 284
465 犬丸 犬丸天満宮の祭礼 大名行列
466 日田市 大字有田 有田町若八幡社秋祭り（日田天領まつり） 若八幡社やっこ振り行列 287 市
467 佐伯市 大手町 さいき春祭り 毛利藩大名行列 285
468 宇目釘戸 椿原祭典 釘戸白熊
469 臼杵市 八坂神社祇園祭（臼杵祇園祭） 御槍振り 286 県
470 竹田市 岡城跡 岡城さくら祭り 大名行列 289
471 大字中 中村高良神社祭礼 中村白熊
472 大字植木 六柱神社祭礼 植木白熊
473 大字神原 穴森神社祭礼 横平白熊
474 大字神原 健男霜凝日子神社祭礼 中角白熊
475 大字吉田 吉田八幡神社祭礼 吉田八幡白熊
476 荻町 荻神社祭礼 荻神社白熊 市
477 荻町 田代八幡神社祭礼 田代八幡神社白熊 市
478 荻町 橘木神社白熊 橘木神社白熊 市
479 大字今 禰疑野神社祭礼 禰疑野神社白熊 市
480 大字片ヶ瀬 小富士神社祭礼 小富士神社白熊 市
481 久住町大字仏原 宮處野神社例大祭（神保会） 白組（はぐま） 293
482 直入町長湯（社家） 籾山八幡社祭り 社家白熊 294
483 杵築市 きつきお城まつり 大名行列
484 杵築（魚町） 飛松天満宮祭礼（杵築天満社祭典） 毛槍 288
485 豊後大野市 朝地町北平 俵積神社（北平白熊） 北平白熊 290 市
486 朝地町志賀 志賀若宮神社御幸祭 志賀白熊 291 市
487 朝地町上尾塚 神明社（大形流白熊） 大形流白熊 292 市
488 三重町鷲谷（下鷲谷） 宮山神社秋祭、佩楯山行者祭 白熊 市
489 清川町宇田枝（宇田枝） 御嶽神社秋季大祭 宇田枝白熊 市
490 清川町宇田枝（津留） 津留白熊 市
491 清川町左右知（轟） 御嶽神社大祭 轟白熊 市
492 清川町六種（石原） 神社の御幸行列 石原白熊 市
493 清川町六種（小原） 小原白熊 市
494 清川町砂田 砂田白熊 市
495 清川町平石 平石神明社御幸行列 平石白熊 市
496 緒方町小原 健男社秋祭 小原白熊 市
497 緒方町滞迫 健男社秋祭 滞迫白熊 市
498 緒方町冬原 姥社 冬原白熊 市
499 緒方町徳田 徳田白熊 市
500 緒方町下徳田 下徳田白熊 市
501 緒方町小宛 小宛白熊 市
502 緒方町越生 漆生社・小野崎社 越生白熊 市
503 緒方町馬背畑 馬背畑白熊 市
504 緒方町大化 大化白熊 市
505 大野町中原地区 上津神社春季祭典 中原白熊 市
506 犬飼町 住吉神社大祭 白熊
507 国東市 安岐町下原 住吉社・賀茂社川舟祭 毛槍練 295 市
508 宮崎県 都城市 高城町穂満坊 穂満坊あげ馬 大名行列 296 県
509 延岡市 山下 今山大師寺延岡大師祭 内藤家大名行列
510 鹿児島県 いちき串木野市 大里地区 市来の七夕踊り 大名行列・奴・奴道中 国
511 三島村 硫黄島地区 九月踊り 大名行列 県

〈凡例〉
・「日本奴行列調査表」は平成の大合併前の市町村で表記されていたため、統合に際して現在の市町村の表記に改めた。
・K−no. 欄の番号は、工藤勝美・丸山俊江の「日本奴行列調査表」の通番（1～296）である。
・「日本奴行列調査表」は、情報提供者の判断によるところが大きく、奴行列でないものなども含まれてた。検証できなかったものもあるが、明らかに異なるものや重複したデータを除
外した結果、280件が有効であった。

・「日本奴行列調査表」より除外したものは下記の通り。重複によるもの：36全国奴祭り／山形県河北町（44谷地の奴／山形県河北町と重複）、69真田まつり／長野県上田市（134出石
大名行列の出張出演のため）、75百万石まつり／石川県金沢市（74粟崎と五郎島の奴行列が出演）、122奴道中／京都府宮津市（120愛宕神社祭礼／京都府宮津市と重複）、124第六社
徳川上使行列／京都府京都市（121平安神宮時代祭／京都府京都市と重複）、282天草の秋祭り（複数の奴行列を編集したビデオテープのため）。甲冑武者行列によるもの：41上杉ま
つり／山形県米沢市、60北條五代祭り／神奈川県小田原市、144和歌祭／和歌山県和歌山市、146安長神社祭礼／鳥取県鳥取市、147末松神社祭礼／鳥取県鳥取市、148伏野神社祭
礼／鳥取県鳥取市、278青井阿蘇神社神幸式／熊本県人吉市。手踊りの奴踊や浮立によるもの：24嘉瀬奴踊／青森県五所川原市、262宇佐八幡宮秋大祭／佐賀県みやき町。（数字は
「日本奴行列調査表」の通番）
・文化財指定等の状況は、わかる範囲で「指定」欄に記した。市＝市指定無形民俗文化財、市登＝市登録無形民俗文化財、町＝町指定無形民俗文化財、県＝県指定無形民俗文化財、府登
＝府登録無形民俗文化財、県選＝県選択無形民俗文化財、記＝記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（国選択）、国＝重要無形民俗文化財（国指定）

― ２４ ―


