
          魚介類の供養碑・塔 －神奈川－ 

                            三浦 福助 

 

水産業は海、川、湖沼などで水生生物を採捕、流通、加工し、販売しているのですが、

これにより命を絶つ生物の霊を慰めるために、供養碑、党を建立する例が多々あります。

日本国内でざっと調べたところで 175 例の建立がありますが、詳細に調べればその数

は相当増えるのでないか、と思います。都道府県別の分布は表-1 のとおりでした。 

 

表-1 供養碑・塔の県別分布     

北海道 13 東京都 17 滋賀県 2 香川県 2 

青森県 0 神奈川県 21 京都府 3 愛媛県 8 

岩手県 2 新潟県 3 大阪府 6 高知県 2 

宮城県 5 富山県 0 兵庫県 5 福岡県 4 

秋田県 7 石川県 1 奈良県 2 佐賀県 0 

山形県 3 福井県 2 和歌山県 2 長崎県 1 

福島県 1 山梨県 1 鳥取県 0 熊本県 1 

茨城県 1 長野県 4 島根県 0 大分県 0 

栃木県 1 岐阜県 5 岡山県 2 宮崎県 0 

群馬県 2 静岡県 11 広島県 6 鹿児島県 2 

埼玉県 3 愛知県 4 山口県 5 沖縄県 0 

千葉県 7 三重県 8 徳島県 0     

        計     175 

 

トップは予想に反して神奈川県、次いで東京都、北海道、静岡県、愛媛県と続きます。

建立を志す人が、漁業者よりも流通、販売業の人が多い事が大きな原因なのでしょう。

流通業者、小売業者がまとまりもあり、啓蒙の意味もあって建立、慰霊行事を行う例が

多いようです。神奈川県について、分布を図－1、表－2 に示しました。 

 

表-1 神奈川県内の魚供養碑、塔 

№     名称       所在 

1 ふぐ供養の金像 神奈川県横浜市本牧八聖殿公園 

2 鮭塚 神奈川県横浜市磯子区磯子町 4-3-6 金蔵院 

3 魚塚 神奈川県川崎市宮前区初山 1-2-1 本遠寺 

4 のり供養祭記念碑 神奈川県川崎市川崎大師平間寺境内 

5 鮎供養塔 神奈川県相模原市中央区三ヶ木 新道志橋 

6 鮎供養塔 神奈川県相模原市田名．高田橋際 

7 鮎供養碑 神奈川県相模原市下溝 三段の滝展望広場 

8 箆鮒供養塔 神奈川県相模原市緑区与瀬 441 相模湖 五宝亭 



9 魚類供養塔 神奈川県横須賀市野比 3-9-5 最光寺 

10 魚類供養碑 神奈川県平塚市田村 8 丁目神川橋袂 

11 鱗供養塔 神奈川県鎌倉市材木座 2-7-41 妙長寺  

12 相模魚籃大観音 神奈川県小田原市早川 東善院 

13 鮎供養の碑 神奈川県小田原市桑原 862-2 酒匂川漁業協同組合 

14 魚藍観音 神奈川県三浦市白石町 21 歌舞島 

15 魚魂碑 神奈川県厚木市飯山温泉元湯旅館駐車場 

16 魚供養塔 神奈川県大和市上草柳 1021 釣堀「草柳園」 

17 魚霊供養塔 神奈川県足柄上郡松田町寄 5573 寄自然休養村 

18 鮎塚 神奈川県松田町松田惣領 1596(局の位置) 新十文字橋そば 

19 魚供養碑 神奈川県箱根町芦ノ湖漁協蛭川養魚場 

20 鯖大師 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４６   

21 鮎供養塔 神奈川県愛川町 八菅橋袂 

図－1 神奈川県内の魚介類の供養碑・塔分布 

 

 

 

 

 

 

 建立者別に概観してみました。 



 

1 漁業者 

(1) 海面 ④、⑨、⑪、⑭、⑳ 

④は、川崎の海苔養殖業者が海苔供養祭に際して、⑨は旧横須賀市野比漁協 

が、⑪は鎌倉、逗子、葉山、三崎の漁師と魚商有志が、⑭は三崎の漁業者有志が

それぞれ建立したものです。⑳は古くからの鯖大師信仰に沿ったものですが、現

在でも漁協が毎年恒例の供養祭を行っています。 

(2) 内水面 ⑤、⑥、⑦、⑩、⑬、⑱、⑲、⑮、⑧ 

ほとんどが鮎の関係で、⑲は芦ノ湖 のわかさぎ、虹鱒なども含んでいます。 

内水面関係の碑・塔が多いのが神奈川県の特徴で、古くから鮎を中心とした魚の

生産で首都圏の人々の生活に密着していた事を窺うことができます。 

2 流通業者 ②、③ 

   ②は横浜市、③は川崎市の魚市場団体の建立によるもので、③については毎年

供養祭を行っているそうです。 

3 小売業者 ①、⑯、⑰ 

①は神奈川県のふぐ調理師団体が建立したもので、金箔を貼った金像だったそ 

うですが、今は剥げ落ちてしまいました。神奈川県には奇異な感じがしましたが、

往時には盛んだったのでしょう。⑧、⑯ は釣堀のもので、個人所有であり、公

開していないで、建立自体も商業目的の色が濃いような気がします。 

4 その他 ⑫ 

   ⑫は魚藍観音信仰に基づき、魚類慰霊も兼ねたもので、小田原早川で海を向い

てお立ちになっておられます。 

 

  巡拝してみると、それぞれの碑・塔にはそれぞれの建立の趣旨、経緯があり、 

概観にとどめますが、中には放 置に近い状態のもの、綺麗に清掃されているもの 

など現況には相当な相違があります(付図 参照)。しかし、これらに籠められた先 

人の気持ちの深さが伝わり、水産業の歴史と厚みを改めて感じ取る事ができました。 

 

 

（写真と全国の表に続く） 
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全国魚種別表 

 

魚名 名称 場所 

魚一般 魚魂碑 北海道中川郡豊頃村 湧洞沼 

 大綿津見神社 北海道室蘭市 水族館敷地内 魚藍観音 

 魚霊碑 北海道登別市富浦町２丁目無番地 

 魚魂碑   北海道厚岸郡厚岸町湾月町1 - 15 国泰寺 

 魚の碑 北海道目梨郡羅臼町本町 羅臼漁協 

 魚霊の碑 北海道檜山郡江差町字津花町 折居社の跡 

 山海漁猟供養塔 北海道檜山郡八雲町熊石根崎町 法蔵寺 

 魚霊碑 北海道名寄市西5条南1丁目 東照寺 

 魚供養碑 北海道積丹古平町 古平漁港 

 魚霊塔 岩手県宮古市日立浜町９番地 竜神崎 

 魚魂の碑 岩手県花巻市士沢8区59 猿ケ石川鱒沢堰堤 

 魚供養碑 宮城県石巻市 「海事公園」 

 魚貝類之供養塔 宮城県石巻市釜谷 釜谷交差点そば 

 干魚供養碑 宮城県本吉郡南三陸町 

 魚供養塔 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋 

 魚類供養塚 秋田県男鹿市船越字八郎谷地2-1（八龍神社） 

 五重塔 山形県鶴岡市下川字関根100 善寶寺 

 川魚供養碑 埼玉県鳩ヶ谷市里坂下町1 付近 

 魚貝・鳥獣供養塔 茨城県新治郡霞ヶ浦町加茂 4476 南円寺 

 魚供養塔 千葉県千葉市若葉区多部田町91-4 毎日新聞販売所裏 

 魚霊供養の碑 千葉県印旛郡印旛村 宗像神社（吉高） 

 魚塚 東京都中央区築地市場内 波除神社 

 魚塚 東京都港区増上寺 

 魚魂碑 東京都中野区大和町2丁目30-3 八幡神社 

 魚塚 東京都台東区上野公園２－１   不忍池弁天堂 

 魚魂碑 神奈川県厚木市飯山温泉元湯旅館駐車場 

 魚塚 神奈川県川崎市宮前区初山1-2-1 本遠寺 

 鱗供養塔 神奈川県鎌倉市材木座2-7-41 妙長寺  

 魚供養碑 神奈川県箱根町芦ノ湖漁協蛭川養魚場 

 魚貝供養塔 神奈川県横須賀市横須賀市野比3-9-5 最光寺 

 魚藍観音 神奈川県三浦市白石町21 歌舞島 

 魚供養塔 神奈川県大和市上草柳1021 釣堀「草柳園」 

 魚類供養碑 神奈川県平塚市田村8丁目神川橋袂 

 魚霊供養塔 神奈川県足柄上郡松田町寄5573寄自然休養村 



 相模魚籃大観音 神奈川県小田原市早川 東善院 

 魚霊観音 新潟県小千谷市生乙１７４－１ 小千谷市錦鯉振興センター 

 越後七浦観音 新潟県新潟市西蒲区間瀬 魚藍観音 

 魚介供養塔 新潟県新潟市東堀通十三番町 吉祥院  住吉神社への上り

口 

 魚霊碑 石川県鳳珠郡穴水町前波 弁天島 恵比寿弁天神社 

 魚供養塔 福井県小浜市北塩屋２０－１０ 宗像神社近く 

 魚霊塔 福井県小浜市西津漁港 

 魚供養塔 山梨県上野原市松留 新厳島橋 厳島橋の間 

 魚供養碑 長野県長野県大町市大町平高瀬入「コヲミ平釣り堀センター」 

 魚鳥類萬霊供養塔 長野県松本市深志３丁目７－５０ 全久院 

 魚のお墓 長野県木曽郡大滝村 

 鳥獣魚供養塔 長野県木曾郡南木曾町十二兼 中山観音堂 

 魚供養観音菩薩 岐阜県本巣郡北方町北方1345 円鏡寺 

 魚霊塔 静岡県沼津市西浦平沢１１４正眼寺 

 魚族供養塔 静岡県沼津市 我入道八幡神社そば 

 魚供養塔 静岡県賀茂郡南伊豆町入間 

 魚藍観音 静岡県磐田市福田688-1 観音寺 

 魚介類之霊供養碑 静岡県磐田市福田 漁港そば 

 魚供養塔 愛知県知多郡南知多町山海字屋敷51 西方寺 

 魚天観音 愛知県南知多町豊浜鳥居37-2 光明寺 

 魚霊観音大菩薩 愛知県知多郡南知多町大字師崎字鳥西 

 水族之碑 三重県鳥羽市小浜町済度院 境内 

 魚霊供養塔 滋賀県東近江市小脇町 成願寺 

 十三重石塔 京都府宇治市宇治塔川・府立宇治公園（中の島） 

 魚供養塔 京都府宇治平等院内 

 淡水魚 供養塔 大阪府大阪市天王寺区逢坂2-8-69 一心寺 

 魚藍観音 大阪府大阪市天王寺区四天王寺 

 魚供養塔 大阪府泉南郡岬町 漁港脇 

 魚供養塔 兵庫県赤穂市坂越 市場近く 

 魚に感謝之碑 兵庫県神戸市兵庫区中之島1丁目1番4号 神戸市中央卸売

市場 

 淡水魚供養塔 奈良県宇陀市室生区 室生湖 赤人橋袂 

 魚霊供養塔 和歌山県那智勝浦町青岸渡寺本堂前 

 魚供養碑 岡山県倉敷市下津井2-3-15 円福寺 

 魚塚 広島県東広島市福富町 

 魚供養塔  広島市佐伯郡湯来町菅沢 守下養魚場 

 魚介藻類供養塔 広島市西区草津南1-16 漁民会館 



 魚介藻類慰霊碑 広島市中区江波二本松２丁目江波山公園 

 魚貝類供養塔 広島県広島市仁保沖町２ 仁保沖緑地 

 魚貝類慰霊碑 広島県広島市仁保沖町4-19 住吉神社 

 魚霊之碑 山口県長門市仙崎祇園町１３４８  円究寺 

 魚鱗の位牌 山口県長門市長門市仙崎1497 普門寺 

 魚塚 香川県東かがわ市引田4372 マーレリッコ 

 魚貝藻霊供養塔 愛媛県宇和島市遊子 魚見の丘  

 魚霊塔 愛媛県三瓶町下泊  泊崎鼻 

 魚霊碑 愛媛県西宇和郡瀬戸町三机 須賀公園 

 魚霊塔 愛媛県八幡浜市諏訪崎 公園内 

 魚貝藻霊供養塔 愛媛県宇和島市遊子水荷浦 魚見の丘公園 

 魚供養塔 高知県高知市 高知八幡宮 

 魚霊観音 福岡県粕屋郡篠栗大字篠栗1035 南蔵院 

鯛 鯛塚 千葉県鴨川市小湊町鯛の浦 

 鯛塚 愛知県田原市堀切町西畑17 伊良湖美術館近く 浜川 

鮎 あゆ塚 山形県最上郡船形町船形263 市役所に聞く 

 鮎供養塔 群馬県渋川市赤城町棚下綾戸 

 あゆ塚 東京都八王子市日吉町8-20 日吉八王子神社 

 鮎供養塔 神奈川県相模原市中央区三ヶ木 新道志橋 

 鮎塚 神奈川県松田町松田惣領1596(局の位置) 新十文字橋そば 

 鮎供養塔 神奈川県相模原市田名．高田橋際 

 鮎供養塔 神奈川県愛川町 八菅橋袂 

 鮎供養碑 神奈川県相模原市下溝 三段の滝展望広場 

 鮎供養の碑 神奈川県小田原市桑原862-2 酒匂川漁業協同組合 

 鮎塚 岐阜県郡上城内 ？ 

 根尾川魚塚 岐阜県根尾川 

 郡上鮎の碑 岐阜県郡上市八幡町柳町４１０ 

 有田川鮎供養塔 和歌山県有田市星尾の河川敷 

 あゆ供養塔 三重県名張市青蓮寺川香落漁協 

 鮎供養塔 三重県美杉村竹原  

 小鮎塚 滋賀県米原市醒井上丹生 水産試験場醒井養鱒分場 

 鮎供養之碑 兵庫県神戸揖保川 

 鮎塚 兵庫県河東市上滝野283 付近 

 鮎供養碑 奈良県吉野郡大淀町 石龍寺 

 鮎塚 山口県山口市  佐波川  ？ 

鰻 鰻塚 宮城県松島瑞巌寺 

 鰻塚 千葉県我孫子市上沼田都部新田 手賀沼 

 うなぎ塚 東京都豊島区西巣鴨4-8 妙行寺 



 うなぎ塚 岐阜県多治見町 

 魚藍観音 静岡県榛原郡吉田町の大幡川畔 

 うなぎ観音 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島5005-1「乙女園」 

 うなぎ供養碑 福岡県柳川市坂本町柳城公園内 

鯉 句碑 東京都大田区大森南5-1-2 森ケ崎十字路バス停そば 

 鯉塚 東京都品川区西大井３丁目１番 大井原の水神池  

 鯉塚 東京都台東区寿1-21-1 鯉寺(竜宝寺) 

 鯉塚 東京都品川区南大井2-5-6 大経寺 

 鯉塚 京都府京都市中京区御池通神泉苑町東入ル門前町166 

 鯉塚 大阪市都島区中野町2-1 大長寺 

 鯉塚 大阪府豊中市庄内庄本 椋橋神社 

 鯉塚 兵庫県神戸市 西宮有料道路盤滝トンネル北 船坂交叉点 

鮒 へら鮒供養碑 埼玉県本庄市児玉町小平 間瀬ダム 

 へら鮒供養塔 埼玉県戸田市美女木 道満 

 鮒之塚 東京都大田区上池台 1-36-1 

 箆鮒供養塔 神奈川県相模原市緑区与瀬441 相模湖 五宝亭 

 へらぶな供養碑 鹿児島県薩摩郡さつま町大字鶴田 鶴田ダム 

鯰 鯰塚 香川県財田川 上流 黒川の亀淵 

 鯰塚 熊本県甲佐町大字津志田 

鮫 鮫供養塔 北海道幌泉郡えりも町本町２３番地 法光寺 

 鮫塚 静岡県沼津市内浦長浜 住本寺 

 鱶供養塔 愛媛県伊予市双海町上灘5722-3  上灘漁協 裏 

鮟鱇塚 鮟鱇 東京都中央区築地市場内 波除神社 

鰤 わらさ供養塔 千葉県鴨川市天津72 音無山 波切不動 

海老塚 海老 東京都中央区築地市場内 波除神社 

蟹塚 蟹 大阪府泉大津市河原町 市役所に問い合わせ 

鰹 鰹塚 東京都中央区佃1-1-14 住吉神社 

 鰹供養塔 静岡県賀茂郡西伊豆町田子 瀬浜 

 かつお供養塔 高知県中土佐町 

 鰹供養塔 鹿児島県枕崎市 

いわし いわし供養塔 愛媛県伊予市双海町上灘 小網 

岩魚 岩魚供養乃塔 宮城県栗原市栗駒沼倉耕英南１２７  

鮭 鮭塚  北海道標津町 ？ 

 鮭供養碑   秋田県にかほ市象潟町川袋滝ノ下７８－１ 川袋鮭漁業生産組合

採捕場 

 千本供養塔婆 秋田県象潟町を流れる川袋川 外 

 鮭の千本塔婆 山形県飽海郡遊左町吹浦 

 鮭供養の塔 福島県 木戸川 漁協事務所脇 



 鮭塚 神奈川県横浜市磯子区磯子町4-3-6 金蔵院 

 鮭塚 福岡県嘉麻市大字大隈５４２ 鮭神社 

 鮭神社 福岡県田川市魚町２－３０ 風冶八幡神社 

鱒 鱒供養碑 栃木県日光市 湯滝付近 

 鱒の供養搭 群馬県上野村楢原865-5 民宿鱒池 

鰊 鰊供養塔 北海道茅部郡森町本茅部 

河豚 ふぐ供養碑 東京都台東区上野公園２－１   不忍池弁天堂 

 ふぐ供養の金像 神奈川県横浜市本牧八聖殿公園 

 ふく供養の碑 三重県伊勢湾の漁業中心地(豊浜) 

 ふくの像 山口県下関市中之町1-1 亀山八幡宮 

あこや貝 アコヤ貝供養塔 愛媛県宇和島市弁天町:愛媛県真珠養殖漁業協同組合内 

たこ 海神 岡山県倉敷市児島由加山２８５２番地 由加神社本宮 

きんめ

鯛 

魚霊碑 静岡県下田市三丁目 雁島 海中水族館そば 

鯖 鯖大師 千葉県浦安市当代島2-6-27 善福寺 

 鯖大師 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴４６  風外堂近く？ 

 鯖大師 静岡市駿河区稲川1-3-17. 祟福寺 

まぐろ マグロの供養塔 三重県尾鷲市須賀利町 普済寺 

 支毘大命神 三重県度会郡南伊勢町奈屋浦照泉寺境内 供養塔が4基 

 亡魚供養法華塔 三重県熊野市甫母浦 海禅寺境内法華塔 

ひらめ ヒラメの供養塔 山口県下松市笠戸島 はまぐり中間緑地公園 

わかさ

ぎ 

ワカサギ供養塚 秋田県男鹿市船越字八郎谷地2-1（八龍神社） 

ぼら 鯔供養塚 秋田県男鹿市船越字八郎谷地2-1（八龍神社） 

 ボラ供養塚 長崎県島原市有明町 湯江 ｏｒ 大野浜グラウンド 

はまぐ

り 

蛤墳 三重県桑名市今中町7番地 専正寺 

 はまぐりの供養塔 千葉県市原市岩崎 市原緑地運動公園 

 蛤石 東京都中央区築地市場内 波除神社 

海苔 海苔養殖終焉の碑 東京都大田区大森東3－5－15 児童館 前 

 のり供養祭記念碑 神奈川県川崎市川崎大師平間寺境内 

はたは

た 

鰰供養塔 秋田県男鹿市船越浜、天王町出戸浜 

すけそ

うたら 

すけそうたら供養

塔 

北海道茅部郡鹿部町 

 

三浦福助 (平成 22 年 9 月 5 日) 

 


