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1.はじめに 
 神社と聞くと多くの人が、子どもの頃に行ったお祭りや縁日を思い浮かべるのではない

だろうか。的屋と呼ばれる屋台が軒を連ね、お菓子や食事を楽しみ、太鼓の音が響き、踊

りといった神事が行われる中、つかの間の非日常の祝祭的な雰囲気を経験したことが記憶

にあるだろう。宗教に抵抗を覚える人もいるかもしれないが、こうしたお祭りはそうした

感覚を抱くこともなく、1 つのイベントとして消費していたはずである。 

 しかし、若者の宗教離れが叫ばれて久しい。70 年代後半には宗教ブームが起こるが、井

上(1999)によれば世論調査を見ると宗教ブームというマスメディアの報道とは裏腹に日本

人はゆるやかに宗教離れを示していると言う(図表１および図表 2 参照)。 

 

図表 1 神道系神社の統計 

    1992 年 1997 年 2002 年 2007 年 

宗教団体 

(宗教法人を含む) 81,479 81,362 

 

81,222 81,170 

宗教法人 
81,369 81,282 

 

81,133 81,091 

教師 
91,953 88,192 

 

84,186 77,844 

信者   118,384,233   104,553,179   107,778,194   105,824,798 

(出典)文化庁編『宗教年鑑』平成 5 年、10 年、15 年、20 年版より筆者作成 

※ただし、信者数は宗教法人によってその資格が異なり、 

 その単純な合計のため統計的な正確さには欠けることには注意されたい。 

 

こうした宗教離れがありつつも、若者にとってクリスマスや初詣は毎年の恒例行事とな

っている。神社は、若者にとって日常的に参拝するような場所ではなく、初詣や受験の前

に神頼みをするイベントであるとの認識があったが、2000 年頃から女性を中心に若者が神

社に行くということが流行になっている。これは神社が「パワースポット」という場所と

して喧伝されるようになった影響が強い。パワースポットに定義というものは存在しない

が、強いて言うならば「特別な『気』が集まる場」と広く規定できよう。もちろんこの「気」

は「目には見えないが何かを感じる」といった科学的には証明できない現象である。自然 
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図表 2 若者の宗教への関心 

  1992 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 

信仰あり 11.2 5.8 5.3 5.8 5.3 6.3 

関心あり 35.7 35.0 25.1 24.2 26.2 25.8 

あまりなし 26.3 35.6 37.1 34.8 32.7 31.8 

まったくなし 26.3 22.5 28.5 29.5 32.4 29.1 

(単位：％) 

(出典)井上(1999)，p.31 

 

に形成された地形そのものや特別な自然現象が起こる場所がパワースポットと呼ばれるこ

ともあるが、神社や仏閣もそう呼ばれることが多い。出向く人びとの目的は、癒しや縁結

び、学業成就、商売繁盛など多様に存在し、願いに応じたパワースポットを訪ねている。 

 パワースポットと呼ばれる場所は数多いが、本稿では神社に焦点を当てる。不安の解消

ないしは将来への期待を「祈る」という行為は、古くから行われてきた日本の伝統文化で

あろう。パワースポット巡りの背景には、不況などの経済的な要因を中心とした将来に対

する不安があると思われる。また、グローバル化に伴う海外への留学、あるいは訪日の外

国人が増え、コミュニケーションをとる上で、日本を紹介する時に自国の文化を知らなか

ったと気づき、その 1 つとして歴史としての宗教を知ろうという動機もあるようだ。縁結

びに限れば、婚活ブーム、草食系男子の増加による男女の結婚観のミスマッチなどがある

だろう。 

 このような流れに乗って、神社をはじめとしたパワースポットは観光地として取り上げ

られ、多くの旅行代理店で観光場所としてツアーに組み込まれている。最近では、東京メ

トロが 2011 年 1 月 8 日から限定 5000 枚で「恋愛成就 開運パワースポットめぐり」とい

う 1 日乗車券を発売し、明治神宮などの東京にある縁結びの神社を中心にして、顧客の掘

り起こしを行っている。 

 パワースポット・ブームを否定的に捉える見解は確かにある。例えば『神社新報』とい

う神社界唯一の新聞は、言葉では説明できない感覚や人智を超えた存在をパワーと呼び、

神社仏閣をパワースポットとして、人びとが神社仏閣に訪れ、パワースポット巡りに価値

を見出すという現象には注視せざるを得ないと語っている２。しかし、こうした事実を認め

ながらも境内の一角だけがパワースポットとなり、訪問者が神前での拝礼を無視すること
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を問題だとしている。そこでは、直接的に訪問者を批判することは避けられているが、そ

れを見咎めない、あるいはそれでもいいからメディアを使って話題作りをして参拝者を増

やそうとする行為を安易な伝統破壊だとする批判がなされている。 

 神社側としては、こうしたブームに困惑しているということも多いようである。参拝客

が増えるのは喜ばしいことではあるが、例えばパワースポットとして紹介された木だけを

携帯電話で写真に撮って満足して帰ってしまうなどの信仰心の欠如にどう対応すればいい

のか、戸惑ってしまうこともある。ただ、若者の訪問者への対応としてホームページを作

成し、神社の歴史や参拝の方法などの啓蒙を行おうとしている姿勢を多く見ることができ

る。 

 一方で、パワースポットのブームを肯定的に捉える人びとも少なからず存在している。

こうしたブームを積極的に取り入れ、参拝客を増やし、さらに地域活性化を行おうと取り

組んでいるのが、本稿で取り上げる石川県羽咋市にある「気多大社」３である。 

 

2.気多大社の概要 
2-1 石川県羽咋市 

気多大社は石川県の能登半島の基部西側に位置する羽咋市に位置している。面積は

81.9km²、人口約 2 万 3 千人である(2011 年 2 月現在)。電車の路線では、県庁所在地であ

る金沢市と有名な老舗旅館「加賀屋」がある和倉温泉の中間に位置し、金沢駅から 1 時間

強で行くことができる。羽咋市は駅を中心に西側と東側で対照的な景色が見られる。西側

には、歴史を感じる空間があり「羽咋三場七塚」と呼ばれる古墳などが存在している。ま

た日本海沿岸には、世界で 3 か所しかない砂浜を自動車で走ることのできる「千里浜ドラ

イブウェイ」を有する。一方で、東側には大型スーパーやファミリーレストランなど商業

集積が展開されており、どこにでもあるような郊外の風景が広がっている。気多大社は羽

咋市の北側に位置し、日本海にほど近い場所にある。 

 

2-2 気多大社の概要 

気多大社は、2003 年に創建 2100 年を迎えた能登国一宮である。日本の四大社の 1 つで

もある。祀られているのは大国主神(オオクニヌシノカミ)であり、縁結びの神様として知ら

れる。その由縁は、大国主神が須勢理毘売(すせりひめ)と結婚するとき、須佐之男命(すさ

のおのみこと)から幾多の試練を課され、それを乗り越えて結ばれたという伝承に拠る。日
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本で唯一の「気麗むすびどころ」という縁むすび専用の祈願所が設けられている。 

神門、拝殿、本殿の他に摂社として白山神社本殿と若宮神社本殿がある。白山神社は学

問、若宮神社は交通安全の神様がそれぞれ祀られている。奥宮は「入らずの森」と呼ばれ

る 1 万坪の森に存在している。 

 

2-3 気多大社の歴史 

 気多大社が中央の文献に初めて見えるのは『万葉集』である。大伴家持が「之乎路から

直超え来れば羽咋の海朝凪ぎしたり船楫もがも」と詠んだ一首がそれである。北陸の一角

にありながら、朝廷の尊崇が厚かった。この理由の 1 つには、朝鮮半島 (当時は新羅)に近

く、対外関係の要衝として能登が考えられていたことと無縁ではないだろう。 

 1217 年には源実朝の公田の寄進、中世末期には能登の守護であった畠山氏が社領の寄進

と社殿の造営を行い、近世では前田利家を筆頭に歴代の藩主が崇敬し、祈願、祈祷を行っ

ていた。1871 年に国幣中社、1915 年には国幣大社となった。 

 本殿の背後には、「入らずの森」と呼ばれる森が広がっている。この森は国指定天然記念

物であり、人の手がほとんど入らないまま存在する原生の森である。1983 年 5 月 22 日に

は、昭和天皇が気多大社を来訪し、入らずの森に入り、いたく感動されたそうである。当

時の宮司である三井秀夫大宮司は昭和天皇の訪問を今でも鮮明に記憶していた。入らずの

森で昭和天皇が「斧入らぬ みやしろの森 めづらからに からたちばなの 生ふるを見

たり」と詠んだ歌にある「からたちばな」は三井大宮司の名刺に飾られている。 

 2005 年には神社本庁との包括関係を解消し、現在は単立神社である。過去には、日光東

照宮や明治神宮が神社本庁との関係を解消している。 
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2-4 気多大社の神事 

 気多大社の神事は図表 3 の通りである。ここでは、規模が大きく伝統的で特殊な神事で

ある「平国祭」と「鵜祭」を取り上げたい。 

 

図表 3 気多大社の神事 

1 月 1 日 元旦祭 8 月 13-14 日 心むすび大祭 

 11 日 門出式 9 月 1 日 ついたち結び 

  奥津島社例祭   白山社例祭 

2 月 1 日 ついたち結び月次祭   御贄祭 

 11 日 紀元祭 10 月 1 日 ついたち結び月次祭

 17 日 祈年祭  17 日 神宮祭 

 20 日 若宮社例祭  20 日 若宮社例祭 

 25 日 菅原神社社例祭 11 月 1 日 ついたち結び月次祭

3 月 1 日 ついたち結び月次祭   七五三参り 

 3 日 楊田社例祭  23 日 新嘗祭 

 17-23 日 平国祭おいでまつり  30 日 印鑰社例祭 

4 月 1 日 ついたち結び月次祭 12 月 1 日 ついたち結び月次祭

 3 日 例大祭  16 日 鵜祭 

 4 日 鎮花祭  20 日 清殿祭 

  大玉社例祭  29-31 日 氣の葉祭 

5 月 1 日 ついたち結び月次祭  31 日 大祓式 

6 月 1 日 ついたち結び月次祭   奥宮例祭 

 30 日 大祓祭   大多毘社例祭 

7 月 1 日 ついたち結び月次祭   除夜祭 

(出典)資料「気多大社 由緒」に基づいて筆者作成 

 

・平国祭おいでまつり 

石川県七尾市の所口にある氣多本宮へ渡御する大規模な神幸祭で、現在は 3 月 18 日から

23 日まで、羽咋・鹿島郡内の 2 市 5 町を回る。神輿の長い行列が早春の能登路を巡行し、
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一般には「おいで祭り」と呼ばれる。沿道には人々が集まり、神幸を迎える。「寒さも氣

多のおいでまで」といわれ、神が民衆の中においでになり一体となる能登の春祭りとして

親しまれている。 

往路の 21 日、鹿西町金丸の宿那彦神像石神社に一泊し、翌日同社の少彦名命が神輿に同

座して七尾の氣多本宮に赴き、一泊して祭典を営んでから帰途につく。氣多神社の大国主

神が少彦名命とともに能登を平定した往時をしのぶ行事だといわれている。 

帰社した神輿は 4 月 3 日の例大祭まで拝殿に安置され、平国祭がそれまで連続している

と伝える。例大祭には境内で蛇の目の的を神職が弓で射て、槍で突き、太刀で刺す行事が

あり、祭神が邑知潟にすむ毒蛇を退治した状況を模したものだと説かれているが、古記録

によれば、流鏑馬神事が歩射となったものであることが知られる。1988 年にその流鏑馬神

事が 450 年ぶりに復活した。平国祭は氣多大社鎮祭の由来を伝える重儀で、祭祀の性質と

しては祈年祭に属する。大規模な渡御祭として全国的にも注目されている。 

 

・鵜祭 

12 月 16 日未明に行われる神事である。これより前、七尾市の鵜浦町で生け捕った一羽の

鵜を、同地の鵜捕部 3 人が鵜籠に入れ、2 泊 3 日の道中を経て 14 日の夕方ごろ神社に到着

し、鵜は餌止めとなる。鵜は生け捕られた瞬間から神となり、鵜様と呼ばれ、道中では民

衆が「鵜様を拝まずに新年は迎えられん」と手を合わす。 

 

16 日午前 3 時過ぎに神社で祭典があり、祝詞奉上、撤饌が済むと、本殿内の灯火だけを

残して消灯し、周囲は暗闇となる。鵜捕部が鵜籠を本殿前方に運び、神職との間に問答が

かわされる。やがて、「鵜籠を静かにおろし、籠をとりすて、鵜をその所に放てと宣り給

う」とおごそかにいわれると、鵜捕部は籠の鵜を本殿に向かって放つ。鵜は本殿の灯火に

向かって昇り、殿内の台にとまると取り押え、海浜に運ばれて放たれる。鵜は暗闇の中、

空に飛びたち、行方も知れず消え失せる。 

鵜祭りの由来は明らかではない。神社の所伝によれば、祭神の大国主神が神代の昔、初
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めて七尾市鵜浦町の鹿島に来着したとき、同地の御門主比古神が鵜を捕らえて捧げた故事

によると言われ、あるいは同地の櫛八玉神が鵜に化して海中の魚を捕って献上した故事に

基づくと説かれている。神秘的な行事ではあるが、氣多大社の年中祭祀上から大観すると、

新嘗祭中の神事であった。 

なお当日の夜、鵜の神前への進み具合によって年の吉凶を占う習俗が古くからあった。

加賀藩祖の前田利家は、鵜祭りの行事を重んじ、1585 年に鵜捕部へ鵜田二反を寄進してい

るほどであるが、鵜祭りの鵜が例年にまさって神前によく進んだことを聞き、「国家之吉

事、不可過之候」と喜んだ書状が大社にある。 

また、この神事を脚色した「鵜祭」という能が金春流だけに伝承されている。 

 

3.気多大社のコンテンツ 
3-1 お守り 

 神社の社務所で初穂料を納めることで授与されるのがお守りである。気多大社では、一

般的な「交通安全守」、「学業成就守」、「健康守」、「家内安全守」、「開運守」に加えて、「氣

守」、「的中守」、「縁結び守」、「気麗むすび守」といったカテゴリーの中にそれぞれ独自の

お守りがあり、全部で 55 種類のお守りがホームページ上で紹介されている。気多大社独自

のお守りのキーワードは、入らずの森から流れる「氣」と祀られている大国主神に由来す

る「縁結び」である。 

 「氣守」は、入らずの森の氣が込められており、三井秀夫大宮司がしたためた「氣」と

いう字があしらわれている。橙、緑、黒、青、赤、ピンクという 6 種類の色のバリエーシ

ョンがあり、運気上昇の御利益がある。 

 

 



9 
 

 「的中守」の種類には、「的中守」、「合格的中守」、「良縁的中守」、「的中絵馬」があり、

どれも気多大社にしかないお守りである。 

 「縁結び守」で特徴的なのは、「心むすび守」と「縁結び絵馬」である。「心むすび守」

は、8 月に行われる心むすび大祭にもその名があるように、「大切な人との心と心の結びつ

きを願う」お守りである。また、「縁結び絵馬」は、裏側に「ハートマーク」があしらわれ

ており、多くの参拝者がこの絵馬に縁結びに関する願いを書き込み、奉納している。 

 

 
 

 「気麗むすび守」は、初穂料 2000 円を納めるとお守りが渡され、その人の名前が本殿に

あげられ、1 年間毎日、神職がお祓いを行う。また、お守りそのものを付けることに抵抗が

ある人も少なくないため、「祈願シール」が 2 枚付いており、1 枚は毎日持ち歩く携帯電話

等に付けることでお守りの役目を果たし、もう 1 枚は願いが叶った時に相手に渡すための

ものになっている。このお守りは、奉名が必要なため、ホームページでは取り扱わず、現

地に行かないと手に入らない。 

 

 
 

 気多大社のホームページにも書いてあるが、お守りは神社を訪れ、受け取ることが推奨

されている。それにもかかわらず、インターネット通販のような形でホームページから多

くの人が手に入れることが出来るようになっているのはなぜか。もちろん、経済的理由が

ないわけではない。しかし一番の訳は、三井孝秀権宮司によれば「偽物がインターネット
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オークションや通販サイトで売られ、願いを叶えたい人の手に渡らないようにするため」

である。 

 

3-2 心むすび祭 

 気多大社で毎月 1 日に行われるのが、「ついたち結び」である。「心むすび祭」と呼ばれ

る月次祭において、午前 8 時 30 分までに来た先着 100 名は、神楽や祝詞、巫女舞、玉串等

の祭典に参列することができる。この日は、朝早くから多くの参拝者が詰めかけ、50 台以

上入る第一駐車場がいつも満車の状態になると言う。参拝者も地元の人たちだけではなく、

東京や他の地方から来る人も多いそうである。 

 8 月 13、14 日には「心むすび大祭」が行われる。そこでは、参拝者が祈願料等を払わず

に無料でお祓いと占いを受けることができる。 

 

 
 

下の写真のように無料の占いには、たくさんの女性が列をなしている。また多くの人が

拝殿でお祓いを受けている様子もうかがえる。男性の姿も見ることができる。最近は、男

性だけのグループで来る参拝客も珍しくないようで、見た目も悪くない男性 3 人組が祈願

している所を見た時には、三井秀夫大宮司と三井孝秀権宮司も不思議に思ったと言う。 
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 また、夜にはろうそくを使ったライトアップが行われる。その催しは「キャンドルナイ

ト」と呼ばれ、金沢美術工芸大学の学生に加え、キャンドルジュンの協力を得て、神社の

ライトアップを行った。余談ではあるが、女優の広末涼子と噂が持ち上がった時には、気

多大社のホームページへのアクセス数も大幅に上昇したそうである。 

 

 
 

 さらに、こうした現代的な演出だけではなく、巫女の装束を着ての「禊」も体験できる。 
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3-3 幸娘 

 気多大社では、毎年、「幸娘」というお正月だけ奉仕する巫女を一般から募集している。

最初に始めた頃には、『CanCam』に広告を掲載し、100 人を募集したところ約 800 人の応

募があったという。その後、地元の応募が多くなり、地元で 50 人、県外 50 人募集へ変更

し、さらに 2010 年度の募集は県外を 30 人に減らし、地元を 70 人にしたという。県外から

の応募が増えると、無関心であった地元の応募が増えるという効果を生み出した。 

 

 
 

 最初は、素人ということもあって、大社側もご奉仕の内容に気をつかっていたそうだが、

幸娘を体験した人たちにアンケートをとると、「もっと厳しくして欲しい」という声が多か

ったようである。それを聞いた神社も翌年から凍える寒さの中で日本海で行う「禊」を入

れるようにしたと言う。 

 幸娘への応募の動機には、様々あるが、自分が海外に行って日本の文化や宗教について

聞かれてもほとんど答えらず、日本の歴史に対する無知に気づき、歴史や宗教、文化を学

ぶために来る学生も多いそうだ。 

 時代の流れで、ご奉仕料に対する捉え方も少し変ってきているという。三井孝秀権宮司

によれば、最初の頃は、比較的裕福な家庭の若い女性が来ていたそうであるが、現在では

「気多大社までの交通費は出るのか」という質問をする子も少なくないと言う。景気の関

係もあるのだろうが、世知辛い部分もあるようだ。加えて、親が奉仕料を尋ねてくるよう

になったそうである。 
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4.気多大社の取り組み 
4-1 情報発信 

 われわれが神社をはじめとした宗教に対し持っているイメージは、一般に、世俗から離

れた閉鎖的なものではないだろうか。だが、國學院大学神道文化学部の井上順孝教授によ

ると「神社は誰にも会うことなく、お祈りをすることができるとても開放的な場所である。

そして、仏教やキリスト教のような経典もなく、説法を聞く必要がない」と言う。確かに、

神社の鳥居には門がないし、境内を自由に歩き、お賽銭を投げ、願いを祈ることができる。 

このような開かれた神社の中でも気多大社は積極的かつ先進的にマーケティングと呼び

うる活動を行っている。もちろん、神社が明示的にマーケティングという呼称を用いてい

るわけではない。ここではインタビューに基づいてマーケティングの視点から分析をした

い。 

まず、目を惹くのがホームページである。現在では、何らかの情報を得たいときには、

当然のように Google や Yahoo!といったポータルサイトにアクセスし、検索を行う。そこで

一番上に載るであろう公式ホームページは、入り口として重要な役割を担っている。 

気多大社のホームページにアクセスした人たちの目にまず入るのが、赤く彩られた「か

なった恋話が奉納されました」という見出しである。ここでは、縁結び神社でかなった恋

の話や願い事が投稿できるようになっており、その数は、2011 年 2 月現在で 5 万件を超え

る。投稿された恋の話は、ただホームページで公開するだけではなく、きちんと紙にプリ

ントアウトされ、奉納しているそうである。携帯電話専用のホームページもあり、携帯電

話から絵文字を使って投稿されているものも数多い。恋の話よりも少ないが、失恋から立

ち直った話も投稿することができ、現在までに 1600 件以上が投稿されている。携帯電話用

のホームページでは、会員登録の必要はあるものの無料で「恋みくじ」というおみくじを

引くことができる。パソコン・携帯電話どちらのホームページでも、フォーマットに記入

すれば現地に行かなくても願いごとを受け付けてくれ、奉納してもらうことができる。 

経験した実話を投稿してもらうという試みは、ホームページ上で行われるクチコミのよ

うなものであり、プロモーションの効果があると言えるだろう。加えて、お守りや祈願と

いった目に見えない何かに対して、体験談という形で結果を可視化することによってご利

益がより身近に感じられ、そして現実のものとなる期待を見た人の心に植え付けるという

効用もある。 

また、ホームページでは多くの動画を見ることができる。これらは YouTube に「KetaJP」
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というアカウントでアップロードされているものである。「心むすび大祭」においてキャン

ドルでライトアップされた神社や初詣の様子、あるいは平国祭を解説した動画などがあり、

誰でも見ることが可能である。これらはすべて三井孝秀権宮司がアップしたものである。

パソコンがあれば誰もが簡単に撮影した動画をアップでき、コストも時間もかからないた

め取り組んでいるという。iTunes でも Podcast としてダウンロードすることが可能である。 

もちろん、YouTube の動画は視聴回数が数百から数千程度でしかない。だが、前述した

キャンドルジュンの例がそうであるが、偶然に話題にのぼり、アクセス数が上がることも

あり得る。2011 年の心むすび大祭は一層の話題になる可能性があると言えよう。 

以上の取り組みを行うきっかけとなったのは、幸娘の女性たちであるという。三井孝秀

権宮司は、当初は半信半疑の部分があったそうである。しかし、ほとんどコストがかから

ないため、「そういう声があるならとりあえずやってみよう」ということで取り組みを始め

た。現在でも幸娘を経験した後の女性に対して行うアンケートやホームページから送られ

てくる意見を積極的に取り入れているそうだ。 

ここには、ホームページや YouTube といったソーシャルメディアを使った情報発信に特

徴的なことが見てとれる。ソーシャルメディアをプロモーションツールとして見た場合の

特性はつぎの 3 点にある。つまり、①コストがかからない、②やり直しが容易である、③

改良が可能である。実際に三井孝秀権宮司は、「コストがかからないため、とりあえずやっ

てみて、ダメなら止めればいいだけの話」として始めた。また③に関しては、ウェブ上の

サービスの多くは完全なサービスではなく、「β版」と呼ばれる試行版でまず提供されるこ

とが多い。その後、実際に使った人たちの意見を取り入れながら徐々に進化させ、完全版

として提供される。あるいは、改良可能性を残しておくためずっとβ版のままのことも少

なくない。この点が建築などと異なり、最初は素人のような映像やサービスでも徐々に経

験を積んで、改良していくことが可能であり、プロに任せなくても取り組むことができる

要因になっていると思われる。実際に iTunes の気多大社に関する動画に寄せられた意見か

ら修正を行った。 

気多大社ではさらにマス 4 媒体を使ったコミュニケーション活動を行っている。地方局

ではあるが CM を流し、筆者らが訪問した時には、年末の「気の葉祭」のポスターが金沢

駅に貼られていた。 

様々な媒体を使ったが、最も効果があったのは女性誌であると言う。前述した幸娘の募

集を『CanCam』で行った反響は大きかったそうである。『CanCam』への広告の出稿は 20
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年前からしており、『With』『JJ』『ViVi』など他の女性誌にも行っているそうである。その

ため、恋愛成就のパワースポット特集などがあると記事として取り上げてもらえることが

ある。こうした効果もあって 2100 年祭には 2 日間で 9 万人が訪れた。 

また、女性誌に出稿することの意義はもう 1 つあるという。神社が積極的なコミュニケ

ーション活動を行うことに懸念を示したり、金儲けとして批判する保守的体質の男性が最

も目にすることのないものが女性誌という点である。 

最近では、気多大社であげる結婚式をアピールするため、結婚情報誌である『ゼクシィ

首都圏版』に出稿している。 

 

4-2 リレーションシップ・マーケティング 

 気多大社は「キレイ」をコンセプトに様々な活動に取り組んでいる。最も重要だと考え

ているのは、リピーターを増やすことであるという。つまり、継続的に気多大社に来ても

らうことを意図している。そのための仕掛けが「祭り」と「結婚式」である。 

 神社はもともと自然が多い。そこでお祓いを受けると、自然の空気とともに清々しさを

感じることができる。そうしたある種の心地よさは、時間が経つと薄れていってしまう。

例えば、1 度だけでも神社のお祭りに行き、そのついでにお祓いを受けたとする。すると 1

年後、それはなんとなくかもしれないが、「去年もお祓いを受けたし、今年もお祭りに行っ

て、お祓いを受けようかな」という気分になるのかもしれない。そうしたことを気多大社

は狙っているそうである。毎月行っている「ついたち結び」で祈願して恋が叶った人たち

は、成就したことを報告しに来るだろう。それは感謝の意を伝えるためかもしれないが、

お礼をしなければこの縁も短く終わってしまうのではないかという感覚もあるかもしれな

い。あるいはその日が記念日となり、毎年のように来るようになるかもしれない。動機は

様々であっても、気多大社に何度も訪れる理由にはなるはずである。気多大社での祭りは、

一回性の見世物ではなく、継続性・連続性を前提にしたものでなければならないというこ

とを意識しているという。 

 また現在、気多大社が最も力を入れているのが、結婚式である。5 万円の結婚式料だけで、

新郎新婦の衣装を貸し出してくれ、手ぶらで来ても結婚式を挙げることができるようにし

ている。 

 ここにも継続的に気多大社に来てもらう意図がある。つまり、結婚式を挙げた夫婦が記

念日として、毎年とは言わずとも 5 年、10 年というサイクルで来てくれるようになるかも
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しれない。あるいは、その夫婦の子どもたちを連れて、思い出を語り、その子どもたちが

結婚するときに気多大社を選んでくれるかもしれない、といった期待がある。 

 以上のような取り組みは、継続的な関係を取り結ぶことが意図されている。それはビジ

ネスで言えば、企業と消費者との取引における「リレーションシップ・マーケティング」４

と呼ぶことができよう。 

 お守りや結婚式、お祭りは、有形ではあるが無形な「意味」としての側面も強い。その

ため、特にサービスにおけるリレーションシップ・マーケティングに近いと考えることが

できる。ただ、サービス・マーケティングでは、サービスは顧客とサービス提供者が相互

作用によって生み出すプロセスであると言われる(cf. Grönroos 2007)が、神社においては儀

式的な要素が多く、サービスに重点があるとは考えにくい。そのため、気多大社の取り組

みにリレーションシップ・マーケティングの概念を適用するためには、「場」という概念が

必要になろう。「場」とは、「人々がそこに参加し、意識・無意識のうちに相互に観察し、

コミュニケーションを行い、相互に理解し、相互に働きかけ合い、相互に心理的刺激をす

る、その状況の枠組み」(伊丹 2005，p.42)とされる。神社が提供するのは、そのような「場」

に基づいた「その場に行かないと体験できないこと」や「場所と密接に結びついた思い出

や経験」(三井孝秀権宮司)であるということを考えれば、神社はサービス提供者というより

も、「人と場を結びつける」ディレクター的な役割を担っており、「場の演出家」だと考え

ることができる。 

Pine and Gilmore(1999)は「経験」を 4 つの領域に分けている。それらは、エンターテ

インメント(娯楽)、エデュケーション(教育)、エスケープ(脱日常)、エステティック(美的) で

あり、4 つの“E”で表されている。神社を訪問し、自然に癒しを求めるということもでき

るが、おみくじやお祓い、祈願といった行動や祭りや結婚式などのイベントを含め、ただ

単に経験を提供するのではなく、「思い出に残る経験を演出する」(大和 2010)ことも重要で

あろう。 

 

5.神社を中心とした地域振興の可能性 
5-1 羽咋市のまちおこし 

気多大社での三井孝秀権宮司への取材で、気多大社での取り組みを羽咋市全体のまちお

こし、あるいは観光振興に広げていきたいという思いを強く感じた。 

 まず、その背景として羽咋市のまちおこしの取り組みをここで紹介したい。羽咋市が観
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光の目玉として考えているのが、「千里浜なぎさドライブウェイ」と「コスモアイル羽咋」

である。 

 羽咋市には日本では唯一、海岸を車でドライブすることができる砂浜「千里浜なぎさド

ライブウェイ」がある。約 8km に渡って日本海沿岸をドライブできる渚は、夏には海水浴

客とともに賑わいを見せている。8 月には砂像のモニュメントがつくられ、訪れる観光客を

楽しませている。2013 年 4 月には、能登有料道路が完全無料化される予定であり、さらな

る観光客を呼ぼうとアクセスの利便性を高めようとしている。 

 

 
 

また「コスモアイル羽咋」は、「本物に遭える宇宙科学博物館」というキャッチコピーが

付けられている。コスモアイル羽咋では、施設建設に尽力した高野誠鮮氏(羽咋市役所農林

水産課 1.5 次産業振興係主幹)の強い思いから、「本物」が集められている。人類が初めて宇

宙飛行を成功させた旧ソ連製の「ボストーク宇宙船」は実際に宇宙に行って帰還してきた

ものが展示されている。高野氏が旧ソ連と交渉を行い、手に入れたものだそうである。 

 また、予備機ではあるが旧ソ連製の人工衛星「モルニア・サテライト」、月面着陸した後

に探索するための移動車である「ルナ・マーズローバー」など、展示されているもののほ

とんどが「本物」である。 

 羽咋市は「UFO によるまちおこし」の歴史が長い。もちろん、それには反対が少なくな

かった。また、失敗も多かったが、羽咋市の青年を集め、北陸三県以外の地域から情報発

信を行ったり、あるいは当時の海部俊樹総理やゴルバチョフ大統領に手紙を出し、返事を

もらうといった活動をすることで周囲を説得していったそうである。羽咋周辺では古代か

ら UFO と思える火の玉の目撃談が数多くあったと記録されている。 
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                      (筆者撮影) 

 

羽咋市では、この他にも、「神子原米」という地域ブランドの米を生産したり、無農薬で

のリンゴ生産を実現した木村秋則氏を講師に自然栽培実践塾を開催し、化学肥料･除草剤を

使わずに腐らない野菜･穀類を生産しようとしている。 

 また、羽咋駅前を中心に文字を象った岩が飾られ、『ジョジョの奇妙な冒険』という漫画

の擬音に似ていることから、テレビ番組にも取り上げられたそうである。 

 

 

                   (筆者撮影) 

 

5-2 神社を中心とした地域振興の可能性 

 このように羽咋市はまちおこしの取り組みを熱心に行っている。それは、特定の地域を
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観光目的地とし、その観光目的地への需要を創造しようとするデスティネーション・マー

ケティングの要素も含んでいる。 

2011 年 2 月にマクロミル社の関東圏と関西圏に住むモニターを利用したインターネット

でのアンケート調査を実施した(N=1442)。そこではいくつか興味深い結果が得られた。 

 まず、石川県羽咋市を知っている人は 31.7％にのぼり、全体のうち 11.2％の人が実際に

行ったことがあると答えている。また、気多大社を知っている人は 13％、全体のうち 4％

の人が実際に行ったことがあると答えている。 

 城下町として日本三大庭園の 1 つである兼六園や 21 世紀美術館がある金沢市、和倉温泉

のある七尾市、あるいは輪島塗の輪島市など全国的に有名な土地を別とすれば、羽咋市と

いう土地の認知度は高いといって差し支えないだろう。また気多大社に実際に行ったこと

がある人が 4％、人数で言えば 58 人いるという結果もプロモーションが成功していると言

える結果ではないだろうか。実際に、「気多大社を知ったきっかけ」を調査した図表 4 の結

果を見れば雑誌の影響が大きいことがわかり、気多大社の情報発信が意図通り効率よくな

されていると言えよう。 

 

図表 4 気多大社を知ったきっかけ 

 
(出典)マクロミル社インターネット調査より(2011 年 2 月実施) 

 

 だが、金沢と和倉温泉の中間地域ということもあって、どうしても通過点になってしま

うようである。羽咋周辺の食堂でご当地の食べ物を提供したりしているものの、松田義人
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氏(羽咋市商工観光課主査)によれば、「なかなかお金が落ちる仕組みが整わないのが課題」

だと言う。つまり、観光の特性である「複合性」(西川 2010)の連携面が弱いと言えるだろ

う。 

 そのような状況の中で、気多大社の三井孝秀権宮司は「神社を中心とした地域振興がで

きないか」を模索している。現段階では、気多大社にある「入らずの森」を中心に、エコ・

ツーリズムを計画しているという。これは自然の啓蒙という意味があり、経験価値のエデ

ュケーションにも通じる取り組みである。また、祭りをさらに増やし、参拝者にとっての

特別な日という意味づけを行い、場と人との結びつきを深めようと試みも予定されている。 

 電通 abic project (2009)では、地域ブランドを創るためには経験価値が重要な役割を担う

とされている。そこでは、地域ブランドとは「その地域が独自に持つ歴史や文化、自然、

産業、生活、人のコミュニティといった地域資産を、体験の『場』を通じて、精神的な価

値へと結びつけることで、『買いたい』『訪れたい』『交流したい』『住みたい』を誘発する

まち」(p.4)と定義されている。 

 気多大社と羽咋市の取り組みは、地域ブランドが目指すべき「地域資産を、体験の『場』

を通じて、精神的な価値へと結びつけること」という点は、ある程度満たしており、神社

を中心とした地域振興の可能性は開かれていると評価されよう。さらなる展開のための課

題の 1 つは、いかに適切に地域ブランドのコンセプトを定められるかにある。 

 

5-3 まとめ 

 気多大社は、マーケティングと呼びうる活動を多く行っている。その取り組みは、徐々

に浸透してきており、参拝者を集めている。しかし、気多大社の意図は、自らの神社だけ

ではなく、羽咋市という地域全体の振興、活性化までを射程にしたものである。 

 神社が商売の真似ごとをすべきではないという論調もある。だが、企業と同様に神社も

人がたくさん来なければ成り立たないという現実もあるだろう。来訪者もパワースポット

だけを目的とし、参拝をしなかったり、神道の儀礼を知らなかったりとマナーを身につけ

ていない人も少なからず存在している。 

 こうした問題を解決するためには、パワースポットという一過性のブームで終わらせな

いための取り組みが必要だろう。「入り口がパワースポットというブームであっても、多く

の人が神社に訪れてくれている。これを好機と捉え、啓蒙をしたり、マナーを指導したり

する取り組みをすればいい」(井上順孝教授)のではないだろうか。だが、現段階でこう考え
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ている神社は多くない。 

 また、地方活性化のために地方行政と神社が協力するための壁になっているのが「政教

分離」である。 

 しかし、こうした問題を解決するための突破口もある。井上順孝教授が進めている「宗

教文化」がその 1 つだと言える。多くの人が宗教は、閉鎖的だと考えている。神社は開放

的ではあるものの、多くの人にとって情報を手に入れやすいものではないのが現状だろう。

そういう現状を変えようとしているのが、宗教文化であり、宗教を客観的な文化という視

点から知識を得ること、一般に広く知ってもらうことが意図されている。宗教文化を知る

ということであれば、政教分離にも抵触しないというのが井上順孝教授の見解である。 

 気多大社でのインタビューの最後に、言葉は適切ではないかもしれないが、「観光客を誘

致するためのマーケティングに神社を使ってもいいのですか」と尋ねた。これに対して三

井孝秀権宮司は、「出来ることと出来ないことはあるが、全然使ってくれて構わない。だか

ら、どんどん提案をして欲しい」と明確に答えてくれた。 

 Kotler,, Kartajaya and Setiawan (2010)が展開する「マーケティング 3.0」というパラダ

イムの１つとして、消費者が精神的な価値を求め、それに対応したスピリチュアル・マー

ケティングが必要だと述べられている。 

 神社は、目には見えない精神的な価値を提供してくれる。この神社を中心とした地域振

興、観光事業、それを促進するためのマーケティングを考えることは、今後のマーケティ

ングに新たな視点を提供してくれるかもしれない。 
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１ 本ケースで使用している筆者撮影と記載されていない写真は、気多大社ならびに羽咋市

観光協会のホームページから許可を得て転載させていただいた。 
２ 『神社新報』2010 年 11 月 8 日号。

http://www.jinja.co.jp/ycBBS/Board.cgi/00_backnumber_db/db/ycDB_01news-pc-detail.h
tml?mode:view=1&view:oid=92573&opt:htmlcache=1 
３ 「氣多大社」とも書く。 
４ 企業と消費者の取引に焦点を当てた「リレーションシップ・マーケティング」とは、「関

係性という概念は、顧客に継続的に購買を促す、さらには継続的購買を通じて当該企業に

ロイヤリティ(忠誠心)を喚起することを意味」する(南 2005，p.2)。 
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気多大社：http://www.keta.jp/ 

石川県羽咋市：http://www.city.hakui.ishikawa.jp/sypher/www/index.jsp 

石川県羽咋市オフィシャル観光協会：http://www.hakui-nagisa.net/ 

コスモアイル羽咋：http://www.hakui.ne.jp/ufo/ 

 


