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ABSTRACT
This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage
studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net
Society which went in "the Kumano Hayatama Shrine " which is Shingu-City, WAKAYAMA, an area
of ancient Kiino-Kuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific
management method. Worshipped Gods are Izanagi and Izanami. Festival God is Ketsumimiko,
Kunitokotachi, Amaterasu Wolf, Takakuraj, Amenooshimimi, Niginigi, Hikohohodemi, Ugayafukiaez,
Kunisatsuchi, Toyokumnu, Wijini, Otonooji, Omodal.

Kumano Hayatama Taisha Shrine is the main shrine of Kumano Ogonon, the thousands of
Kumano Shrines throughout the country. Our Taisha is considered to be the root of Kumano's faith,
as it has high secular safety (domestic safety, traffic safety, aspiration fulfillment, prosperity, ill
health healing). The company was listed as a government company in 1915. In the time of the
Kamishiro, our Taisha Shrine was presented by the gods of kumano-hayatamano-ookami (Izanagi)
and kumano-husumino-ookami (Izanami.) On Mt.
Building the two temples of Hayatamamiya and Yuumiya in the present ground in the dawning emperor's 58
(c. 788) year, the Kumano faith leaps to the whole country from the Kamikura mountain from the end of the
Nara Era to the shrine It has spread widely.
In the Middle Ages Kumano Miyuki was 140 degrees, and the worship from all over the place was extremely
successful as the “Arino cumano mairi” and a bribe appeared. In honor of the gods one after another, he became
the president of the magnificent 12 Kumano Gongen. Since 1951, with the cooperation of Shishiko and a
respected person, we constructed the construction work at the same time. It was about 100 years since the
enlightenment in 1883, and the magnificent Kamakura period was revived.
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１.はじめに
本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の
一部であり、本稿の対象は、和歌山県新宮市新宮 1 にある熊野速玉大社、古代の地域である。熊野速玉大社
の所在地は、位置:北緯 33 度 43 分 55.8 秒、東経 135 度 59 分 0.7 秒、標高：高さ 10.4m であり、神社創建は不
詳である。主祭神は、熊野速玉大神・ｲｻﾞﾅｷﾞ、熊野夫須美大神・ｲｻﾞﾅﾐである。神社創建は、伝 12 代景行天皇
58 年である。祭神は、①家津美子大命（ｹﾂﾐﾐｺ）・②国常立命（ｸﾆﾄｺﾀﾁ）、③天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ）、④高倉
下命（ﾀｶｸﾗｼﾞ）、⑤天忍穂耳命（ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ）、⑥瓊々杵命（ﾆﾆｷﾞﾉ）、⑦彦火火出見命（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ）、⑧鵜葺草葺
不合命（(ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）、⑨国狭槌命（ｸﾆｻﾂﾁ）・⑩豊斟渟命（ﾄﾖｸﾞﾓﾇ）、⑪泥土煮命（ｳｲｼﾞﾆ）、⑫大斗之道命（ｵ
ｵﾄﾉﾁﾞ）、⑬面足命（ｵﾓﾀﾞﾙ）である。
熊野速玉大社（ｸﾏﾉﾊﾔﾀﾏ）は、和歌山県新宮市新宮 1 にある神社。熊野三山の一つ。熊野速玉大神（ｸﾏﾉ
ﾊﾔﾀﾏ）と熊野夫須美大神（ｸﾏﾉﾌｽﾐ）を主祭神とする。境内地は、国の史跡「熊野三山」の一部。平成 14（2002）
年、熊野三山が史跡「熊野参詣道」から分離・名称変更された際に、御船島を含む熊野速玉大社境内が追加指
定された。平成 16（2004）年に登録されたユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』の構成資産・大峯奥
駈道の一部である。熊野速玉大神は、熊野速玉大社では伊邪那岐神とされ、熊野本宮大社では同じ神名で日
本書紀に登場する速玉之男（ﾊﾔﾀﾏﾉｦ）とされる。また、この速玉之男神の名から神社名が付けられたといわれる。
熊野夫須美大神は伊邪那美神とされる。もともとは近隣の神倉山の磐座に祀られていた神で、いつ頃からか現
在地に祀られるようになったといわれる。神倉山にあった元宮に対して現在の社殿を新宮とも呼ぶ。穂積忍麻呂
が初めて禰宜に任じられてからは、熊野三党のひとつ・穂積氏（藤白鈴木氏）が、代々神職を務めた。
新宮市の環境として、和歌山市は、面積:208.84km2、総人口:360,000 人 （推計人口、2017 年 10 月）、人口
密度:1,724 人/km2、隣接自治体:海南市、紀の川市、岩出市、大阪府:阪南市、泉南郡岬町、兵庫県:洲本市
（紀淡海峡を挟んで）であり、市の木：クスノキ と市の花：ツツジである。和歌山市は、近畿地方の南西部、和歌
山県の北部に位置する市で、和歌山県の県庁所在地。江戸時代には御三家の一つである紀州徳川家が治め
る紀州藩の城下町として栄え、「若山」とも表記された。県の面積の約 4%ほどで、県人口の約 40%を古めて中核
市に指定されている。
歴史として、徳川吉宗騎乗像（和歌山城南西）5-7 世紀、岩橋千塚古墳群が築造。宝亀元年（770）年、唐僧・
為光により護国院（紀三井寺）が開創。天正 13（1585）年、豊臣秀吉の命を受けた豊臣秀長による和歌山城築城
が開始。古代からの名勝地「和歌浦」に対して、秀吉が「和歌山」と命名。慶長 5（1600）年、関ヶ原合戦で徳川氏
に味方したの浅野幸長が紀伊国和歌山 37 万 6,000 石を与えられ、和歌山城に入城。元和 5（1619）年、徳川頼
宣（徳川家康の十男）が紀伊和歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。昭和 20（1945）年、
和歌山の大空襲、旧国宝和歌山城の天守焼失。1958 年、 和歌山城天守を再建。平成 9（1997）年、和歌山県
の中核市に指定。神社：淡嶋神社、紀州東照宮、和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神宮・國懸神宮、伊太祁曽、
熊野速玉大社等がある。
「新宮」の名は、神社側では神倉山旧宮に対する新宮であるとする。が、どう見ても本宮に対する新宮にしか
見えない。降臨地から遷座したものが新宮なら、古社のほとんどが新宮となり、競争心の表れか。ただし、延喜式
を含む古資料には、ほとんど、速玉社の方が先に記されている。那智大社横の青岸渡寺の寺紋は「七五桐紋」
だった関係であるのか。和歌山には桐紋の神社が多かった。「熊野神邑」。平安初期まで新宮の速玉大神と那
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智の結大神は、二社一所に祀られ、神倉山麓を「神邑」と呼ばれたのに対し、那智は「仏邑」であった。昔、猟師
の千代包（ﾁﾖｶﾈ）が獣を追って道に迷っていた時、八咫烏が現れ、付いていくと八咫烏は金色に代わり、さらに、
付いていくと、烏は消えうせ、空に光る物体が現われ、矢で狙いをつけ、「何物？」と問うと、それが熊野権現であ
り、千代包は開祖となった。当社は速玉大社なので、中御前の速玉宮が本社。主祭神も速玉大神であるが、熊
野本宮大社では速玉宮の祭神は、速玉男命。しかし、当社では伊弉諾尊となっている

２.熊野速玉大社の資料
２-１.熊野速玉大社の鳥紋（三本足の八咫鳥）
神武東征（じんむとうせい）の際、東
征に憂えた天照大御神は霊剣の武甕
槌神と相談して、霊剣の布都御魂（ﾌﾂﾉ
ﾐﾀﾏ）を熊野の住民の高倉下に授け、
高倉下はこの剣を磐余彦に献上した。
剣を手にすると軍衆は起き上がり、進
軍を再開した。だが、山路険絶にして
苦難を極めた。神武天皇（磐余彦命）
が、淊路で大阪湾を南下し、紀ノ川付

写真 2-1.八咫鳥由来

写真 2-2.鳥紋（三本足八咫鳥）

近を軽由し、熊野から大和国へ侵攻す
るとき、深く険しい山越えを天照大神が遣わした３本足の八咫鳥（ヤタガラス）の案内で（写真 2-1～写真 2-

6）、無事に伊勢から大和に入り、大和貧地南部で勢力を持つ長髄彦を打ち、神武天皇として即位することが
できたという。

写真 2-3.雄水門記念碑

写真 2-4.世界最強の秘

八咫烏の道案内と勝利

密結社

写真 2-5.八咫烏の正体

写真 2-6.八咫烏は、開運、
導きの神。

八咫鳥は熊野那智大社に戻り、石になったという鳥石が残っている。また、三本足とは熊野三党（宇井・鈴
木・榎本）を表すとも云われ、智・仁・勇、また、天・地・人の意を表すとも云う。また、奈良県宇陀郡榛原町にも
これを祀った八咫鳥神社がある。八咫烏の道案内と勝利：東征がはかばかしくないことを憂えた天照大御神は、
武甕槌神と相談して、霊剣（布都御魂）を熊野の住民の高倉下に授け、高倉下はこの剣を磐余彦に献上した。
剣を手にすると軍衆は起き上がり、進軍を再開した。だが、山路険絶にして苦難を極めた。
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そこで、天照大御神は八咫烏を送り、教導となし
た。八咫烏に案内されて、莵田（ｳﾀﾞ）の地に入った。
熊野大神のお使いの三本足の八咫烏は、開運、導
きの神として信奉されている（写真 2-7 と写真 2-8）。

２-２.御神木「なぎの大樹」 ：境内にそびえる樹齢
千年のナギの木は熊野信仰のシンボルであり、葉脈

写真 2-7. 鑰宮と八咫鳥神

写真 2-8. 八咫鳥神社の建

が強く切れにくいことから、大切な人との縁結び、道

社

角見命

中安全の印として持ち帰ります。沖縄の本土復帰の
年に、熊野速玉大社から御神木の苗が沖縄に運ばれ、県下の学校に平和の記念樹として植樹された。平家一
門の平重盛（ﾀｲﾗﾉｼｹﾞﾓﾘ）のお手植えと伝えられ、熊野速玉大社のなぎは、日本一のナギの巨樹である。ナギ
は熊野権現の御神木で、その葉は、笠などにかざすことで魔除けとなり、帰りの道中を守護してくれるものと信じ
られていました(写真 2-9).

写真 2-9.御神木 なぎの大樹

写真 2-10.熊野大社の牛王宝印

写真 2-11.熊野神宝館

２-3.熊野牛王宝印：熊野権現の鳥で描かれた護符で、信玄や秀吉も誓紙として使用し、病気平癒、災難除け、
起請文としても有名な護符である。熊野速玉大神の救いの数玉が、四十八の鳥絵文字となって牛王宝印を描い
ている（写真 2-10）。

２-4.熊野神宝館：室町時代・３代将軍の足利義満公奉納の調度品を中心に、所蔵する国宝千二百点の内、
一部を展覧している。蒔絵手箱、彩絵桧扇、御装束、鎌倉造りの神輿など古神宝を展示されており、ぜひ熊野
の文化財にも触れて下さい（写真 2-11）。

２-5.御祭神：主祭神は、イザナギとｲｻﾞﾅﾐである。祭神は、ｹﾂﾐﾐｺ, ｸﾆﾄｺﾀﾁ, ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ、ﾀｶｸﾗｼﾞ、ｱﾒﾉｵｼﾎﾐ
ﾐ、ﾆﾆｷﾞ、ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ、 ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ、ｸﾆｻﾂﾁ, ﾄﾖｸﾑﾇ, ｳｲｼﾞﾆ、オオトノヂ、ｵﾓﾀﾞﾙである。第一殿は主神ｲｻﾞﾅｷﾞﾉ
ﾐｺﾄ、第二殿は主神ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ、第三殿：家津美子大命（ｹﾂﾐﾐｺ）・国常立命（ｸﾆﾄｺﾀﾁ）、第四殿：天照大神（ｱﾏﾃ
ﾗｽｵｵｶﾐ）、第五殿：高倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞ）、第六殿：天忍穂耳命（ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ）、第七殿：瓊々杵命（ﾆﾆｷﾞﾞﾉ）、第八
殿：彦火火出見命（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ）、第九殿：鵜葺草葺不合命（(ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）、第十殿：国狭槌命（ｸﾆｻﾂﾁ）・豊斟渟
命（ﾄﾖｸﾑﾇ）、第十一殿：泥土煮命（ｳｲｼﾞﾆ）、第十二殿：大斗之道命（オオトノヂ）、第十三殿：面足命（ｵﾓﾀﾞﾙ）で
ある。
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２-６.重要文化財（建造物）
左右に並列する第一殿から第五殿、これらの左前方に鍵の手に建つ第六殿、その手前に建つ御県彦社、こ
れらを囲んで建つ鈴門及び瑞垣の計 8 棟が国の重要文化財に指定されている。第一殿から第六殿は天正９
(1581）年の堀内氏善との戦いで焼失した後の再建で、社蔵の文書によれば嘉永 7(1854)年までに竣工している。
御県彦社はやや年代が下り、金具銘から慶応３(1867）年の建立と推定される。各社殿の屋根はいずれも檜皮葺
き。第一殿から第五殿までの本殿は熊野造といわれ、切妻造の妻入りの社殿の正面に庇を設け、四方に縁をめ
ぐらした形式である。社殿正面は蔀（しとみ）とし、簾を釣って鏡を掛けている。第一殿から第五殿はいずれも同
形式であるが、那智大社の主神である熊野夫須美大神を祀る第四殿のみ、やや規模が大きい。また、右端の第
一殿はやや後退した位置に建てられている。第六殿は八間社流造、御県彦社は一間社流造とする。これらの社
殿の形式や配置は『一遍上人絵伝』など、中世の絵画資料にみえるものと等しく、古くから受け継がれていること
がわかる。これら社殿群は、江戸時代後期の再建ではあるが、規模が大きく質の高い建築で、中世以来の景観
を今に伝えるものとして価値が高い。

２-7.有形民俗文化財
境内にはそのほかに、新宮市指定の有形民俗文化財 3 件があり、平成元（1989）年 3 月 25 日に指定されて
いる。神倉神社の手水鉢 1 基は、新宮城第 2 代城主の水野重良から寄進されたもので、幅 1.9ｍ、奥行き 91.0ｃ
ｍ、高さ 60.0ｃｍ、黒雲母花崗斑岩の巨大な一枚岩を刻んで仕上げた江戸時代のもので、寛永 8（1631）年 2 月
の銘がある。神倉神社の手水船 1 基は、昭和 31（1956）年からの山上境内における鳥居玉垣補修工事の際に
発掘されたもので、幅 88.8ｃｍ、奥行き 53.0ｃｍ、高さ 34.0ｃｍ、南北朝時代に作成された砂岩製・舟形の手水鉢
で、現在は熊野速玉大社境内に移設されている。縁の三方は波型で一方だけが直線という形状で、慶安 4
（1651）年の施入銘がある。奉八度参詣碑は久慈八日町（岩手県久慈市）の住人、吉田金右衛門なる人物が、
熊野詣 8 回を遂げた記念として、宝永 5（1708）年に奉納したもので、困難を推して参詣を遂げた奥州人の熊野
信仰の記念碑である。

２-8.特殊神事
５月６日：御燈祭り「国重要無形民俗文化財」：白装束の上りｆが御冲火を松明に灯し、神倉神社の石段を駆け
下りるの壮な火祭り。７月１４日：偏立祭（ｵｳｷﾞﾀﾃﾏﾂﾘ）国宝松扇の写しを、神前に開帳・浴衣姿で多くの参拝者
が訪れる夜祭り。１０月１５日：熊野速玉大祭（国重要無形民俗文化財）：本殿大前ノ儀・神馬渡御式・お旅所神
事。速玉大神が神馬で厳かにお旅所へ渡御、「杉ノ仮宮」で古神事が行われる。１０月１６日：神輿渡御式・御船
祭・お旅所神事。大須美神が神輿と神幸船でお旅所へ渡御。九隻の早船が競漕しながら御船島を廻り、タ闇の
中でお旅所神事が行われる。熊野三山の一つ。熊野川の河口から３Ｋｍ、国道４２号線沿いにある、朱と緑の神
社である。

３.熊野速玉大社の由来と現在
3-1.熊野速玉大社の和文由来と現在
熊野速玉大社は、熊野大権現・全国に祀る数千社の熊野神社の総本宮である。当大社は、現世安穏（家
内安全、交通安全、願望成就、業務繁栄・病気平癒）の御神徳が高く熊野信仰の根源と仰がれている。当大
5

6

社は、大正 4（1915）年 官幣大社に列格し、神代の頃、神倉山（権現山東南端）に御主神の熊野速玉大神（伊
弉諾尊）・熊野夫須美大神（伊弉冉尊）が降臨した。
御祭神：第１殿：主神ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ、第２殿：主神ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ、第３殿：家津美子大命（ｹﾂﾐﾐｺ）・国常立命（ｸﾆﾄｺ
ﾀﾁ）、第４殿：天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ）、第５殿：高倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞ）、第６殿：天忍穂耳命（ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ）、第７殿：
瓊々杵命（ﾆﾆｷﾞﾉ）、第８殿：彦火火出見命（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ）、第９殿：鵜葺草葺不合命（(ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）、第１０殿：国狭
槌命（ｸﾆｻﾂﾁ）・豊斟渟命（ﾄﾖｸﾑﾇ）、第１１殿：泥土煮命（ｳｲｼﾞﾆ）、第１２殿：大斗之道命（オオトノヂ）、第１３殿：
面足命（ｵﾓﾀﾞﾙ）。
第１２代景行天皇の 58（紀元 128）年に、現在の境内へ hayatama 速玉宮・結宮の二神殿を建てて、神倉山から
御遷宮、奈良朝末期頃から神佛習合説・修験道によって熊野信仰が全国へ飛躍的に流布した。中世熊野御幸
は 140 度、各地よりの参拝は「蟻の熊野詣」と諺が生まれるほどに盛行を極め、次々と諸神を追祀して壮大な熊
野 12 所権現の御社頭になった。昭和 26（1951）年から氏子、崇敬者の御協力の下に当度御造営工事を施工
し、御本殿以下の諸建物を改築した。明治 16（1883）年に炎上以来、約百年を経て、壮麗な鎌倉時代の尊容が
再現せられた。－境内案内より－表 3-1 は.和歌山県新宮市、熊野速玉大社の和文詳細資料である。

表 3-1.和歌山県新宮市、熊野速玉大社の和文詳細資料
熊野速玉大神・ｲｻﾞﾅｷﾞ、熊野夫須美大神・ｲｻﾞﾅﾐ。

1

主祭神

2

神社創建

伝景行天皇 58 年。

① ①家津美子大命（ｹﾂﾐﾐｺ）・②国常立命（ｸﾆﾄｺﾀﾁ）、③天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ）、④高
3

祭 神

倉下命（ﾀｶｸﾗｼﾞ）、⑤天忍穂耳命（ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ）、⑥瓊々杵命（ﾆﾆｷﾞﾉ）、⑦彦火火出見
命（ﾋｺﾎﾎﾃﾞﾐ）、⑧鵜葺草葺不合命（(ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ）、⑨国狭槌命（ｸﾆｻﾂﾁ）、⑩豊斟渟
命（ﾄﾖｸﾑﾇ）、⑪泥土煮命（ｳｲｼﾞﾆ）、⑫大斗之道命（オオトノヂ）と⑬面足命（ｵﾓﾀﾞﾙ）。

4

社格等

式内社（大）、官幣大社、別表神社。

5

祭 事

10 月 15-16 日（熊野速玉祭）。

6

特殊神事

7

宮 司

上野 顕

8

鎮座地

和歌山県新宮市新宮 1。

9

交通手段

10

位 置

11

電話・FAX

12

本殿/拝殿

13

境内社

熊野速玉大社がある。

14

境外社

世界遺産である神倉神社。

2 月 6 日・燈祭り、7 月 14 日・立祭（ｵｳｷﾞﾀﾃﾏﾂﾘ）、10 月 15 日・熊野速玉大祭。

JR 西日本・JR 東海 紀勢本線 新宮駅から車で約 5 分、徒歩約 15 分。

北緯 33 度 43 分 55.8 秒東経 135 度 59 分 0.7 秒。
0735-22-2523
拝殿の奥にある本殿は、第一本宮と第二本宮があり、他に本宮は、第 3 殿から第 12
殿がある。

左右に並列する第一殿から第五殿、これらの左前方に鍵の手に建つ第六殿、その手
15

重要文化財

前に建つ御県彦社、これらを囲んで建つ鈴門及び瑞垣の計 8 棟が国の重要文化財に
指定されている。

16

鳥 居

両部鳥居。
6

7

17

有形民俗
文化財

18

特殊神事

19

札所等

境内にはそのほかに、新宮市指定の有形民俗文化財 3 件があり、平成元（1989）年 3
月 25 日に指定された。
御神木：なぎの大樹、 熊野大社の牛王宝印と熊野牛王宝印。

神仏霊場巡拝の道第 1 番（和歌山第 1 番）。
熊野信仰の原点・世界遺産・神倉神社。熊野大神が三山に祀られる以前、最初に降

20

その他

臨された聖蹟で、源頼朝が造った石段を登りつめると御神体の巨岩「ゴトビキ岩」があ
り、日本最古の火祭り「お燈祭り」が行われる。

３-２.熊野速玉大社の由来と現在（英文）
Worshipped Gods are Izanagi and Izanami. Festival God is Ketsumimiko, Kunitokotachi, Amaterasu
Wolf, Takakuraj, Amenooshimimi, Niginigi, Hikohohodemi, Ugayafukiaez, Kunisatsuchi, Toyokumnu,
Wijini, Otonooji, Omodal.

Kumano Hayatama Taisha Shrine is the main shrine of Kumano Ogonon, the thousands of
Kumano Shrines throughout the country. Our Taisha is considered to be the root of Kumano's faith,
as it has high secular safety (domestic safety, traffic safety, aspiration fulfillment, prosperity, ill
health healing). The company was listed as a government company in 1915. In the time of the
Kamishiro, our Taisha Shrine was presented by the gods of kumano-hayatamano-ookami (Izanagi)
and kumano-husumino-ookami (Izanami.) On Mt.
Building the two temples of Hayatamamiya and Yuumiya in the present ground in the dawning emperor's 58
(c. 788) year, the Kumano faith leaps to the whole country from the Kamikura mountain from the end of the
Nara Era to the shrine It has spread widely.
In the Middle Ages Kumano Miyuki was 140 degrees, and the worship from all over the place was extremely
successful as the “Arino cumano mairi” and a bribe appeared. In honor of the gods one after another, he
became the president of the magnificent 12 Kumano Gongen. Since 1951, with the cooperation of Shishiko and
a respected person, we constructed the construction work at the same time. It was about 100 years since the
enlightenment in 1883, and the magnificent Kamakura period was revived.
表 3-2 は、和歌山県和歌山市、熊野速玉大社の英文詳細資料である。

表 3-2.和歌山県和歌山市、熊野速玉大社の英文詳細資料
1

Worshipped
Gods

Izanagi and Izanami.

2

Shrine
Foundation

the 58rd year of Emperor Keiko's reign.

3

Festival God

Gods

4

Rankings

5

Annual Festival

Festival God is Ketsumimiko, Kunitokotachi, Amaterasu Wolf, Takakuraj,
Amenooshimimi, Niginigi, Hikohohodemi, Ugayafukiaez, Kunisatsuchi,
Toyokumnu, Wijini, Otonooji, Omodal.

Shichiuchi-sha (large), government-owned Taisha, Bekaze Shrine
10 Tsuki 15-16-nichi (kumano hayatama-Festival)
7

8

February 6th, Zen Festival, July 14th, Festival (Ougita Tematsuri), October

6

Special Ooccasion

7

Chief Priest

Ueno Akira

8

Shrine Site

Wakayama Shingu city Shingu 1

9

Access
Transportation

10

Latitude

11

TEL・FAX

0735-22-2523

12

keigaisha

World Heritage、Kamikura Shrine

15th, Kumano Hayatama Festival

About 5 minutes by car from JR West Japan JR Tokai Kisei Main Line
Shingu Station, about 15 minutes on foot.

North latitude 33 degrees 43 minutes 55.8 seconds East longitude 135
degrees 59 minutes 0.7 seconds

13

Inside Shrine

Kumano Hayatama Taisha

14

Outside Shrine

Kamikura Shrine, a World Heritage Site

15

Important
Cultural property

Important cultural properties are located in the first to fifth halls in parallel.
These are the No. 6 Hall built with a key in front of the left, the Okenko company
built in front of it, and the Suzumon and Higaki walls built around them.
A total of eight are designated as important cultural properties of the country

Ryoubutorii

16

Tori

17

Tangible folk

There are also three other tangible folk cultural properties designated by

Cultural

Shingu City in the precincts, which were designated on March 25, 1989.

Property
18
19
20

Special deity
Bill Place etc
Other

Okami Tree: Naoki no Oki, Kumano Taisha's bullying marks and Kumano
bullying marks
Way No. 1 (Wakayama No. 1) of the Shinto Buddha
Giant rock "Gotobiki rock" of the divine body, Japan's oldest fire festival
"Ozuri Festival" will be held.

４.熊野速玉の社殿
４-1.熊野速玉の社殿と祭神・本地仏

8

9

写真 4-1.熊野速玉大社の社殿、左は拝殿、その奥は本殿第 1 と 2 の本宮で、右側は上三殿と八神殿
写真 4-1 は、熊野速玉大社の社殿、左は拝殿、奥は本殿第 1 と 2 の本宮で、右側は上三殿と八神殿である。

写真 4-2.第一本社 結宮 写真 4-3.第二本社宮 熊 写真 4-4.上三殿 第三殿証誠殿、第四殿若宮 天
熊野結大神：千手観音

野速玉大神

照大神、第五殿神倉宮 高倉下命

写真 4-2 は第一本社 結宮 熊野結大神：千手観音。写真 4-3 は第二本社宮 熊野速玉大神。写真 4-4 は
上三殿 第三殿証誠殿、第四殿若宮 天照大神、第五殿神倉宮 高倉下命である。
第一殿は、結宮で、祭神は、イザナミノオオカミ（伊邪那美大神）、フスミオオカミ（夫須美大神）、コトサカノオ
オカミ（事解之男神)、熊野結大神、夫須美大神、本地仏は千手観音である。国土の基礎を築き、多くの神々を
生んだ、伊邪那岐大神様の夫婦神である。亡くなった大神様は「黄泉国」に鎮まるが、『日本書紀』に「紀州熊野
の有馬」が大神様のお隠れになった地と記され、三重県熊野市有馬の花窟神社が、伊邪那美大神様の御墓で
ある。伊邪那岐大神様は黄泉国に伊邪那美大神様に逢いに来られ、互いにあるお約束事をされた時に、発した
言葉の中から生まれた神様である。

表 4-1.熊野速玉大社、十二所権現と中四社の祭神と仏教の本地仏

十二所
権現、社殿、祭神と本地仏

9
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千手観音菩薩（ｾﾝｼﾞｭｶﾝﾉﾝﾎﾞｻﾂ)は、仏教における信仰対象である菩薩の一尊。「ｻﾊｽﾗﾌﾞｼﾞｬ」とは「千の手」
あるいは「千の手を持つもの」の意味である。この名はﾋﾝﾄﾞｩｰ教のｳﾞｨｼｭﾇ神やｼｳﾞｧ神、女神ﾄﾞｩﾙｶﾞｰといった
神々の異名でもあり、ｲﾝﾄﾞでﾋﾝﾄﾞｩｰ教の影響を受けて成立した観音菩薩の変化身（ﾍﾝｹﾞｼﾝ）と考えられている。
六観音の一尊でもある（写真 4-2）。
第二殿は、速玉宮で、祭神はｲｻﾞﾅｷﾞﾉｵｵｶﾐ：伊邪那岐大神とﾔﾀﾏﾉｵｵｶﾐ：イザナギノオオカミ（伊邪那岐大神）
ヤタマノオオカミ、熊野速玉大神、伊邪那岐大神、速玉大神、本地仏は、薬師如来である（表 4-1）。
薬師如来（ﾔｸｼﾆｮﾗｲ）、あるいは薬師瑠璃光如来（ﾔｸｼﾙﾘｺｳﾆｮﾗｲ）は、大乗仏教における如来の一尊。大医王、
医王善逝（ｲｵｳｾﾞﾝｾﾞｲ）とも称する。三昧耶形は薬壺、または丸薬である。伊邪那岐大神と速玉大神は、国土の
基礎を築き、多くの神々を生んだ、伊邪那美大神様の夫婦神であり、伊邪那岐大神様が伊邪那美大神様に逢
いに黄泉国熊野に来られ、その後に黄泉国の穢れを禊により祓い、唾を吐き合う儀式の中から天照大神・月読
尊・素盞嗚尊の三貴子を生んだ神様である（写真 4-3）。
第三殿は、證証殿・丞相（家津王子）で、祭神はｹﾂﾐﾐｺﾉｵｵｶﾐ：家都
美御子大神とｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ：素戔嗚尊である。本地仏は阿弥陀如来であ
る。素戔嗚尊は御身の御毛を抜いて、種々の木を育成させた事によ
り、木の神と称えられ、木（紀）の国の名の起こりは大神様の御神徳に
よるものと伝わっている。阿弥陀如来（ｱﾐﾀﾞﾆｮﾗｲ）は、大乗仏教の如来
の一つであり、それを阿弥陀と音写する。阿弥陀仏（阿弥陀佛）ともい

写真 4-5.上四社の第三殿の証誠殿

い、また、略して弥陀仏ともいう（写真 4-5）。
梵名のｱﾐﾀｰﾊﾞは「量（はかり）しれない光を持つ者」、ｱﾐﾀｰﾕｽは「量りしれない寿命を持つ者」の意味で、これ
を漢訳して・無量光仏、無量寿仏ともいう。西方にある極楽浄土という仏国土（浄土）を持ち（東方は薬師如来）、
五智如来において西方に位置する観自在王如来と同一視するが、真言宗では阿弥陀が法蔵菩薩であったとき
に師事した仏として、別尊とする。
第四殿は、アマテラスオオカミ（天照大神）、（若
女一王子）である。本地仏は十一面観音である。
十一面観音（ｼﾞｭｳｲﾁﾒﾝｶﾝﾉﾝ）、梵名ｴｰｶﾀﾞｼｬﾑｶ
は、仏教の信仰対象である菩薩の一尊で、観音
菩薩の変化身（ﾍﾝｹﾞｼﾝ）の 1 つであり、六観音の
1 つでもある。頭部に 11 の顔を持つ菩薩であり、
梵名は 11 の顔を持つものである。天照大神は伊
邪那岐大神様が黄泉国の穢れを禊により祓った
際、左の目を洗った時に燦然と輝いた光と共に生
まれ、高天原を治め、皇室の皇祖神として仰がれ
ている美しい女神様をいう（写真 4-6）。写真 4-7

写真 4-6.上四社の第四殿 写真 4-7.上四社の第四殿
の若宮

の神倉宮

は、上四社の第四殿の神倉宮である。
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第五殿は禅児宮で、祭神はオシホミミノミコト（天忍穂耳尊）で、忍穂耳
命は天照大神様の長子である。本地仏は地蔵菩薩である。天照大神様に
素盞鳴尊様が天の安河で、邪心の無い事を誓約した時、天照大神様の左
の髪に付けた勾玉をすすぎ洗ったとき生まれた神様で、天照大神様に命じ
られて豊葦原の瑞穂国（日本) に降臨する準備をされた。
地蔵菩薩（ｼﾞｿﾞｳﾎﾞｻﾂ）は、仏教の信仰対象である菩薩の一尊で、ｻﾝｽｸﾘ
ｯﾄ語ではｸｼﾃｨｶﾞﾙﾊﾞと言う。ｸｼﾃｨは「大地」、ｶﾞﾙﾊﾞは「胎内」「子宮」の意味
で、意訳して「地蔵」としている（写真 4-8）。また持地、妙憧、無辺心とも訳
される。三昧耶形は如意宝珠である。大地が全ての命を育む力を蔵するよ

写真 4-8.中四社の子守宮・児
宮・聖宮・禅児宮

うに、苦悩の人々を、その無限の大慈悲の心で包み込み、救う所から名付けられたとされる。 表 4-2 は、熊野

十二所権現と中四社の祭神と仏教の本地仏である。
表 4-2.熊野十二所権現と中四社の祭神と仏教の本地仏

第六殿は聖宮で、祭神はﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ：瓊々
杵尊で あ り、本地仏 は 龍樹菩薩で ある。
瓊々杵命は忍穂耳命様の御子である。天
照大神様に豊葦原の瑞穂国を統治するよう
命じられて、父、忍穂耳命様に代わって降
臨し、国の基礎を築いた神様である。天照
大神様に素盞鳴尊様が天の安河で、邪心
の無い事を誓約した時、天照大神様の左の
髪に付けた勾玉をすすぎ洗ったとき生まれ
た神様で、天照大神様に命じられて豊葦原
の瑞穂国（日本) に降臨する準備をされた

写真 4-9.八社殿；中四社の第六殿禅地宮、第七殿聖宮、第八

（写真 4-9）。

殿児宮
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第七殿は子守宮で、祭神はｳｶﾔﾌｷｱｴｽﾞﾉﾐｺﾄ：鵜葺草葺
不合命である。本地仏は聖観音である。聖観音（ｼｮｳｶﾝﾉ
ﾝ）、梵名ｱｰﾘﾔ･ｱｳﾞｧﾛｰｷﾃｰｼｭｳﾞｧﾗは、仏教における信仰
対象である菩薩の一尊で、六観音の一尊でもある。観音菩
薩（観世音菩薩、観自在菩薩）像には、さまざまな形態のも
のがあるが、このうち、多面多臂などの超人間的な姿では
ない、1 面 2 臂の像を指して聖観音と称している。大慈の観
音として、六観音の役割では地獄道を化益するという（写真
4-10）。

写真 4-10.上四社の第 9 段の 1 と 10 万宮、第
10 段勧請宮、第 11 段飛行宮、第 12 段米持宮

第八殿は一万宮である。祭神は、カグツチノミコト（国狭
槌尊）である。本地仏は文殊菩薩である。文殊菩薩（ﾓﾝｼﾞｭﾎﾞｻﾂ）、梵名マンジュシュリーは、大乗仏教の崇拝の
対象である菩薩の一尊で、一般に智慧を司る仏とされる。文殊は文殊師利（ﾓﾝｼﾞｭｼｭﾘ）の略称。または、妙吉
祥菩薩（ﾐｮｳｷｯｼｮｳﾎﾞｻﾂ）などともいう。曼殊室利等とも音写し、妙吉祥、妙徳、妙首などとも訳し、文珠菩薩とも
書く（写真 4-10）。表 4-3 は、熊野十二所権現と下四社の祭神と仏教の本地仏である。

表 4-3.熊野十二所権現と下四社の祭神と仏教の本地仏

第九殿は十万で宮である。祭神は、ｶｸﾞﾂﾁﾉﾐｺﾄ：軻遇突智命であり、本地仏は普賢菩薩である。普賢菩薩（ﾌ
ｹﾞﾝﾎﾞｻﾂ）、梵名: サマンタバドラは、大乗仏教における崇拝の対象である菩薩の一尊。文殊菩薩とともに釈迦
如来の脇侍として祀られることが多い。法要では、四七日の仏とされる。火の神の伊邪那美大神様は、火の神軻
遇突智命様を生む事により、御亡くなりになられた（写真 4-10）。
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第十殿は米持金剛で、祭神は、ｳﾋﾁﾞﾆﾉﾐｺﾄ（泥土
煮尊）であり、本地仏は釈迦如来である｡釈迦如来（ｼ
ｬｶﾆｮﾗｲ､ｼｷｬｼﾞﾗｲ）または、釈迦牟尼仏とは、仏教の
開祖である釈迦（ｺﾞｰﾀﾏ･ｼｯﾀﾞｯﾀ､ｶﾞｳﾀﾏ･ｼｯﾀﾞｰﾙﾀ、
瞿曇悉達多）を、仏（仏陀）として敬う呼び名である（写
真 4-11）。
第十一殿は飛行宮であり、祭神は、おおとのじのみ
こと（大戸道尊）であり、本地仏は不動明王である。不
動明王（ﾌﾄﾞｳﾐｮｳｵｳ）、梵名アチャラナータは、仏教の
信仰対象であり、密教特有の尊格である明王の一

写真 4-11.中四社の第九殿子守宮、第十殿一万宮

尊。大日如来の化身とも言われる。また、五大明王の

十万宮、第十一殿勧請宮、第十二殿飛行宮 大斗之

中心となる明王でもある（写真 4-11）。

道命、第十三殿米持宮 面足命

写真 4-12.第十四殿 奥御前三神殿 写真 4-13.第十五殿新宮神社、 写真 4-14.第十六殿熊野恵比寿
は、第 2 本宮と上三殿の中間にある

新宮町内の神社を合祀

神社

真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されている。五大明
王の一員である、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王らと共に祀られている（写真 4-12）。
第十二殿は米持宮であり、祭神は、ｵﾓﾀﾞﾙﾉｶﾐ･ｱﾔｶｼｺﾈﾉｶﾐ ：面足命である。本地仏は多聞天である。毘沙門
天（ﾋﾞｼｬﾓﾝﾃﾝ、梵名: ヴァイシュラヴァナ）は、仏教における天部の仏神で、持国天、増長天、広目天と共に四
天王の一尊に数えられる武神であり、四天王では多聞天として表わされる。また、四天王としてだけでなく、中央
アジア、中国など日本以外の広い地域でも、独尊として信仰の対象となっており、様々な呼び方がある（写真 413 と写真 4-14）。

４-２.神倉神社の由緒・巨岩
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写真 4-15.神倉神社の由緒

写真 4-16.世界遺産

写真 4-17.神倉神社の末社と巨岩の世界遺産

写真 4-15 は神倉神社の由緒。写真 4-16 は世界遺産および写真 4-17 は神倉神社の末社と巨岩の世界遺
産である。御神体の巨岩・ゴトビキ岩と拝殿：所在地：和歌山県新宮市神倉 1-13-8。位置：北緯 33 度 43 分 20.1
秒、東経 135 度 58 分 58.2 秒。高さ 6.4m である。主祭神：天照大神、高倉下命。社格等：村社。創建：128 年（景
行天皇 58 年）。例祭：2 月 6 日（御燈祭）。系図 4-2 はウマシマジ命は、物部氏、穂積氏と采女氏らの祖である。
文化財：神倉神社境内は、熊野速玉大社境内地の一部（神倉山 附石段 「下馬」標石）として、国の史跡「熊野
三山」に含まれる。御燈祭で、大勢の男たちが、この荒々しい石段を駆け下りる。

系図 4-2.ウマシマジ命は、物部氏、穂積氏と采女氏らの祖
神倉山石段の 附「下馬」標石は、神倉山山麓から山上境内へ続く石段、及び神倉神社入口にかかる太鼓橋
の傍らに立つ標石である。石段は 538 段を算し、自然石（花崗岩）を組み合わせて築かれたもので、幅は平均
約 4ｍ、高さと奥行きは一定ではないが、およそ高さ 25ｃｍ、奥行きは 30 から 40ｃｍである。一般には、建久 4
年（1193 年）に源頼朝が寄進したと伝えられるが、わずかに『熊野年代記』の記事が、その旨を伝えるに過ぎな
い。「下馬」標石は寛文 12 年銘のあるもので、黒雲母花崗斑岩製、高さ 1.59ｍ、幅 43ｃｍ、厚さ 17ｃｍ、同じ材
質で地上高 26ｃｍ、幅 80ｃｍの台石上に立っている。刻銘によれば、奥州は南部志和郡の人物が、子孫繁栄を
祈念して熊野参詣７度を達成したことを記念したものとあり、奥州の熊野信仰を今日に伝えている。
神武天皇とその兄達が率致しました軍は東征中、熊野で悪神の毒気により倒れた。しかし、高倉下が剣をもた
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らすと覚醒したという。高倉下がこの剣を入手した経緯は次のようなものである。高倉下の夢の中で、天照大神と
高木神が、葦原中国が騒がしいので建御雷神を遣わそうとしたところ、建御雷神は「自分がいかなくとも、国を平
定した剣があるのでそれを降せばよい」と述べ、高倉下に「この剣を高倉下の倉に落とし入れることにしよう。お前
は朝目覚めたら、天つ神の御子に献上しろ」と言った。そこで高倉下が目覚めて倉を調べたところ、本当に倉の
中に剣が置いてあったため、それを献上した。この剣は佐士布都神といい、甕布都神とも布都御魂ともいい、石
上神宮に祀られている。

４-３.熊野速玉大社の拝殿

写真 4-18.熊野速玉大社の拝殿

写真 4-19.鑰宮手力男神社

写真 4-20.参道の稲荷社

写真 4-18 は熊野速玉大社の拝殿。写真 4-19 は鑰宮手力男神社および写真 4-20 は参道の稲荷社である。
『紀伊続風土記』が伝えるところによると、近世の境内には社殿と並宮のほか、崖上に掛造の拝殿があり、大黒天
を祀る御供所、末社として満山社、子安社、中の地蔵堂などがあったが、明治 3（1870）年の台風で倒壊し、そ
の後荒廃したため、明治 40（1907）年に熊野速玉大社に合祀された。しかし、大正 7（1918）年、岩下に祠を再
建したのを手始めに、昭和期に社務所、鳥居などが再建され、現在は、社務所に常駐の神職は居らず、熊野速
玉大社の境外社の扱いであり、朱印や御札などは熊野速玉大社の社務所で取り扱っている。

5.熊野速玉大社の鳥居

写真 5-1.境内鳥居

写真 5-2.両部鳥居

写真 5-3.総本宮門

写真 5-4.神門

写真 5-1 は境内鳥居。写真 5-2 は両部鳥居。写真 5-3 は総本宮門。写真 5-4 は神門（ｼﾝﾓﾝ）で、神社
に設けられる門である。
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６.おわりに
歴史：熊野信仰が盛んになると、熊野権現が諸国遍歴の末に、熊野で最初に降臨した場所であると説かれる
ようになった（「熊野権現垂迹縁起」）。この説に従えば、熊野三所大神が、どこよりも最初に降臨したのはこの地
であり、その事から熊野根本神蔵権現あるいは熊野速玉大社奥院と称された。平安時代以降には、神倉山を拠
点として修行する修験者が集うようになり、熊野参詣記にも幾度かその名が登場する。『平家物語』巻 10 の平維
盛熊野参詣の記事に登場するほか、応永 34（1427 年には、室町時代の三代将軍・足利義満の側室北野殿の
参詣記に「神の蔵」参詣の記述に見られる。
鎌倉時代の建長 3（1251）年 2 月 14 日に、火災により焼失したが、第 5 代執権の北条時頼より助成を与えられ
再建された。中世の神倉神社は、神倉聖と称される社僧のほか、その下役の残位坊、妙心寺（妙心尼寺）・華厳
院・宝積院・三学院の神倉本願四ヵ寺が運営に当たり（『紀伊続風土記』）、中の地蔵堂・参道・曼荼羅堂などの
維持管理にあたった。南北朝時代の動乱による荒廃の後は、もっぱら妙心尼寺が勧進権を掌握した。享禄 4
（1531）年付の古記録「神倉再造由緒」によると、神倉山の神社仏閣は持統天皇の時代に裸行上人により建立さ
れたが、その後荒廃したため、延徳元年に、妙心尼寺の妙順尼が神倉神社の再興のための勧進を行い、さらに
大永年間（1521 年-1528 年）から享禄 4（1531）年まで弟子の祐珍尼らと共に諸国を巡って奉加を募り、これによ
って再興を成し遂げた（『妙心寺文書』）。戦国時代から近世初期にかけても、度々、災害に見舞われているが、
なかでも天正 16（1588）年には、豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）の木材奉行によって放火され、境内がことごとく焼失
した。翌年には祐心尼のほか、金蔵坊祐信（当山派）および熊野新宮の楽浄坊行満（本山派）の 2 人の修験者
の協力を得て西国 9 か国に勧進に赴いている。
近世以降は、紀州徳川家や、新宮領主の浅野氏・水野氏の崇敬を集めた。慶長 7(1602)年には浅野氏より社
領として 63 石を与えられたほか、正保 2（1645）年には一年の祈祷料として、米 3 石 6 斗と燈明料米 1 石 8 斗が
与えられたとの記録が見える。
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上げます。
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別表.熊野速玉大社の年表
和 暦

西暦

年

表

建久 4

1193

源頼朝が寄進したと伝えられ、わずかに『熊野年代記』の記事がその旨を伝えている。

建長 3

1251

鎌倉時代に火災により焼失したが、執権の北条時頼より助成をうけ、再建された。

応永 34

1427

『平家物語』巻 10 の平維盛熊野参詣の記事に登場するほか、足利義満の側室北野殿
の参詣記に「神の蔵」参詣の記述に見られる。

延徳元

1489

荒廃したため、妙心尼寺の妙順尼が神倉神社の再興のための勧進

大永年

1521

大永年間（1521 年-1528 年）から享禄 4（1531）年まで弟子の祐珍尼らと共に諸国を

間
享禄 4

巡って奉加を募り、再興を成し遂げた（『妙心寺文書』）。
1531

古記録「神倉再造由緒」によると、神倉山の神社仏閣は持統天皇の時代に、裸行上人
により建立された。

天正 16

1588

豊臣秀長の木材奉行によって放火され、境内がことごとく焼失した。

天正 17

1589

祐心尼のほか、金蔵坊祐信（当山派）および熊野新宮の楽浄坊行満（本山派）の 2 人
の修験者の協力を得て、西国 9 か国に勧進に赴いている。

慶長 7

1602

浅野氏より、社領として 63 石を与えられた。

正保 2

1645

一年の祈祷料として、米 3 石 6 斗と燈明料米 1 石 8 斗が、与えられた。

宝永 5

1708

吉田金右衛門なる人物が、熊野詣 8 回を遂げた記念として、奉納、困難を推して参詣
を遂げた奥州人の熊野信仰の記念碑である。

明治 3

1870

子安社、中の地蔵堂などが、年（年）の台風で倒壊した。

明治 4

1871

近代社格制度のもとで熊野速玉神社として県社に列格。

明治 16

1883

打ち上げ花火が原因で社殿が全焼。

明治 40

1907

岸上の掛け造りの拝殿が、大風で倒壊後荒廃したため、熊野速玉大社に合祀された。

大正 04

1915

官幣大社に昇格。

大正 07

1918

岩下に祠を再建したのを手始めに、昭和期に社務所、鳥居などが再建。
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昭和 31

1956

山上境内における鳥居玉垣補修工事内中、発掘、幅 88.8ｃｍ、奥行き 53.0ｃｍ、高さ
34.0ｃｍ、南北朝時代の砂岩製・舟形の手水鉢で、現在は熊野速玉大社境内に移設。

昭和 33

1958

和歌山県指定文化財：那智の樟、那智山旧参道の杉並木。ヤマザクラの名木（那智
大社社務所前）
、枝垂ザクラ（那智大社本殿瑞坦際）
、モッコクの大樹（那智大社実
方院前庭。）

昭和 35

1960

県指定無形民俗文化財：那智の火祭。

昭和 40

1965

県指定有形文化財（美術工芸品）：熊野曼荼羅、熊野権現曼荼羅、那智山古絵図、那
智山宮曼荼羅、那智山田楽資料一括、牛頭、熊野那智山祭様式図絵。

昭和 42

1967

社殿を再建ｖ

平成元

1989

新宮市指定の有形民俗文化財 3 件が指定される。

平成 07

1995

重要文化財（建造物）
、第一殿（滝宮）、第二殿（証誠殿）
、第三殿（中御前）
、第四
殿（西御前）
、第五殿（若宮）、第六殿（八社殿）、御県彦社、鈴門及び瑞垣。

平成 12

2000

古銅印『国宝・重要文化財大全別巻』（所有者別総合目録・名称総索引・統計資料）

平成 16

2004

「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界遺産に登録。
史跡「熊野三山」は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録の構成資産の一部。

18

