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西国三十三所観音霊場第三番札所
として、いまも多くの巡拝者が訪れ
ます。ダイナミックな造型で人々を
魅了している本堂前の枯山水庭園
は国の名勝に指定されています。

粉 河 寺

石清水八幡宮の別宮として創建さ
れ、本殿並びに神社の神宮寺本堂
の大日堂は、ともに室町時代の建築
です。国の重要文化財に指定されて
います。

鞆淵八幡神社

四季折々の催事や祝い事で、庶民
の暮らしにもっとも近い鎮守の森
として訪れる人が絶えません。名
手の氏神として、人々の支えとなり
親しまれています。

名手八幡神社

出雲の大国主命の伝説を残す
神社で、地元では「おくにっさ
ん」と愛称されています。伝統
祭り「大飯盛物祭」も有名。

大国主神社

全国でも珍しい古代祭祀跡が残る
八幡神社。社殿に登る石段の両脇に
分かれて作られた庭園に使われて
いる石は、すべて近くで産出されて
いる蛇紋岩です。

貴志川八幡神社

厄除け観音として名高い長田観
音はかつて紀州徳川家の祈願寺
でした。本尊は如意輪観音で毎
年初午や二ノ午には多くの人々
が参拝し、賑わっています。

長田観音

国重要
文化財指定
本 堂本 堂国重要

文化財指定
中 門中 門

国重要
文化財指定
大 門大 門

国指定
名勝

粉河寺庭園粉河寺庭園
国重要
文化財指定

西国三十三霊場
巡拝用品も

御用意しています。

沃懸地螺鈿

金銅装神輿は国宝に

指定されています。

い かけ じ ら でん

こん どう そう しん よ

MAPはP14・15をご覧ください

きのかわ見どころ遊びどころ

歴史名所巡り

広大さと建物の立派さで圧倒広大さと建物の立派さで圧倒

令和元年度、日本遺産に《1300年つづく
日本の終活の旅～西国三十三所観音巡
礼～》が認定されました。ストーリーの
構成文化財には、粉河寺と千手千眼観
世音菩薩が含まれています。

日本遺産とは…
地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文
化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan-
Heritage）」として文化庁が認定するものです。
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奈良時代、全国に建立された国分僧寺の
ひとつとして建てられたもの。現在の同寺
は、旧寺の講堂跡に位置します。旧境内
は、国の史跡に指定され、史跡紀伊国分寺
跡歴史公園として整備されています。

史跡紀伊国分寺跡
歴史公園

旧粉河の鎮守で粉河寺内の鎮守
でもあります。江戸中期の建築に
なる春日造の華麗な社殿。背後の
山は風猛山と呼ばれ、経塚が出土
しています。

粉河産土神社

本住宅は、江戸末期の紀州藩鷹狩
り役人の餌差「粉川住餌差」（鷹の
餌調達の役）の住宅です。和歌山
県下でも保存状態良好な藩士住
宅は数少なく貴重です。

旧南丘家住宅

鎌倉時代初期、明恵上人が金剛
寺（現在はない）を建ててそこに
住んでいた頃、悪疫が流行したの
で奈良から勧請してここにまつっ
たと言われています。

春日神社

石段を登った小高い場所にある三船
神社は桃山様式の代表的な建築物。
国の重要文化財指定の建物3棟はい
ずれも檜皮葺の屋根です。極彩色の建
物は華麗で目が覚めるよう。

三船神社
名手市場にあり大和街道に面していたた
め藩主の参勤交代や鷹狩りの折、宿泊に
利用された妹背家の住宅。主屋の他、南
倉・米蔵が保存されており、国指定重要文
化財、国指定史跡にもなっています。

旧名手宿本陣

国重要
文化財指定

国重要
文化財指定

国指定
史跡

国史跡

MAPはP14・15をご覧ください

きのかわ見どころ遊びどころ

歴史名所巡り

古代より伝わる文化を垣間見る古代より伝わる文化を垣間見る

史跡紀伊国分寺跡に隣接して建てられて
います。紀の川市の古代文化や歴史をきめ
細かく解りやすく紹介する展示物がずら
り。紀伊国分寺100分の1スケールの精密
模型は必見です。

紀の川市歴史民俗資料館

平安の時代初期には当地に
鎮座していた古い宮です。

海 神 社
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