
これまでの寺社めぐり 2017.11.7 現在

（朱記は 2017 年の寺社めぐり）

大区分 小区分 神社 仏閣 計

県央 海老名市 弥生神社、浅間大神、有鹿神社

八坂神社、豊受大神、渋谷神社

日月神社

龍峰寺、常泉院、大谷観音堂

国分寺、宗珪寺、海源寺、総持院

安養院、鳳勝寺、妙元寺、善教寺

常在寺、増全寺、浄久寺、寿閑寺

本覚寺、妙常寺

24

相模原市 磯部八幡宮、田名八幡宮

亀ヶ池八幡宮、川尻八幡宮

無量光寺、正覚寺 6

厚木市 龍蔵神社、七福神神社 長谷寺（飯山観音）、妻田薬師院

弘徳寺、広沢寺、清源院、常昌院

七沢観音寺

9

大和市 熊野神社、深見神社 常泉寺、佛導寺 4

座間市 鈴鹿明神社、座間神社、栗原神社 宗仲寺、浄土寺、星谷寺、龍源院

円教寺

8

綾瀬市 五社神社、深谷神社、落合稲著社 報恩寺、蓮光寺 5

愛甲郡 熊野神社、八菅神社、塩川神社

大六天社

龍福寺 5

横浜

川崎

横浜市 熊野神社、王子神社、大石神社

天王社、第六天社、正一位稲荷

椿稲荷

称名寺、長天寺、妙光寺、徳善寺

善昌寺、全通院勢至堂、宗川寺

寶蔵寺、西福寺、福泉寺、大林寺

随流院

19

川崎市 琴平神社、伏見稲荷神社

秋葉神社、高石神社

王禅寺、浄慶寺、戒翁寺、等覚院

川崎大師、木賊不動尊、影向寺

妙楽寺、香林寺

13

横須賀

三浦

横須賀市 東叶神社、西叶神社 2

三浦市 海南神社、白髭神社 妙音寺、延壽寺、見桃寺、慈雲寺

圓福寺

7

鎌倉市 鶴岡八幡宮、鎌倉宮、葛原岡神社

宇賀福神社（銭洗弁財天）

佐助稲荷神社、御霊神社

荏柄天神社、八雲神社、小動神社

甘縄神明神社、八坂神社

建長寺、明月院、円覚寺、長谷寺

高徳院、報国寺、浄妙寺、杉本寺

光則寺、龍口寺、浄智寺、宝戒寺

妙隆寺、妙本寺、ぼたもち寺

本覚寺、東慶寺、半僧坊、成就院

極楽寺、収玄寺、寿福寺

33

湘南 藤沢市 江島神社（辺津宮、中津宮

奥津宮）、八坂神社、白旗神社

正宗稲荷大明神、諏訪神社

皇大神宮、日枝神社、柄沢神社

大神宮、荒神社、御霊神社（川名）

御霊神社（宮前）

遊行寺、常光寺、眞徳寺、眞浄院

妙善寺、感応院、養命寺、弥勒寺

22



茅ケ崎市 蓮妙寺、善谷寺、宝蔵寺、正覚院

妙伝寺、白峰寺、来迎寺

7

平塚市 高来神社、前鳥神社、平塚八幡宮

春日神社、三嶋神社、八釼神社

妙安寺、長楽寺、善性寺、蓮光寺

妙円寺、妙覚寺、光明寺、松岩寺

14

秦野市 出雲大社相模分詞、御嶽神社

白笹稲荷神社、尾尻八幡神社

西大竹嶽神社

浄徳院、西光寺、太岳院、浄圓寺 9

伊勢原市 大山阿夫利神社、比々多神社 大山寺、石雲寺、日向薬師

浄発願寺

6

高座郡 寒川神社、小動神社、倉見神社

一之宮八幡大神

景観寺、安楽寺 6

中郡 六所神社、川匂神社 妙輪寺、延台寺、地福寺、妙大寺

大運寺

7

足柄上 南足柄市 厳島神社、足柄神社 大雄山最乗寺、地蔵堂、弁財寺 5

足柄上郡 頼政神社、熊野神社 2

西湘 小田原市 報徳二宮神社、諏訪神社

松原神社、大稲荷神社（田中稲荷

愛宕神社、錦織神社）

総世寺、紹太寺、福泉寺、大蓮寺

蓮船寺、圓福寺、潮音寺、鳳巣院

報身寺、正恩寺

17

足柄下郡 箱根神社、九頭龍神社（新宮）

玉簾神社、狸福神社、熊野神社

五所神社、貴船神社、白山神社

山王神社、阿字ヶ池弁財天

駒形神社、九頭龍神社（本宮）

箱根元宮

長安寺、城願寺、福泉寺、早雲寺

興福院、本還寺、守源寺

20

関東 東京都 浅草神社、亀戸天神社、御嶽神社

旧稲生神社、虎狛神社、國領神社

布多天神社、青渭神社、

八王子神社

高尾山薬王院、浅草寺、薬師堂

柴又帝釈天、等々力不動尊

深大寺、高幡不動尊、石田寺

塩船観音寺、増上寺、寒山寺

寛永寺、常性寺、大正寺

23

茨城県 鹿島神宮、常盤神社

鹿島神社（水戸）、息栖神社

二本松寺 5

群馬県 貫前神社、榛名神社、伊香保神社 水澤観世音 4

栃木県 日光東照宮 1

埼玉県 川越氷川神社、川越八幡宮

仙波東照宮、日枝神社、熊野神社

三芳野神社、箭弓稲荷神社

高麗神社、宝登山神社、秩父神社

氷川神社、氷川女体神社、調神社

三峯神社、秩父今宮神社、聖神社

喜多院、成田山川越別院、蓮馨寺

中院、長喜院、聖天院、滝不動尊

吉見観音、総持寺、金昌寺

平林寺

27

千葉県 香取神宮、麻賀多神社 鋸山日本寺、成田山新勝寺 4

東北 山形県 出羽神社 羽黒山 2



宮城県 瑞巌寺 1

甲信 山梨県 北口本宮富士浅間神社、

小御嶽神社、金桜神社、武田神社

身延山久遠寺、真蔵院、恵林寺

甲斐善光寺、放光寺、向獄寺

大善寺

11

長野県 戸隠神社奥社、戸隠神社中社

戸隠神社宝光社、懐古神社

安良居神社、諏訪大社

善光寺 7

北陸 新潟県 白山神社、弥彦神社 胎内観音、乙宝寺、国上寺 5

富山県 地主神社（五箇山） 1

石川県 猿田彦神社、犬山神社、針綱神社

三光稲荷神社

4

福井県 永平寺 1

東海 静岡県 富士山本宮浅間大社、三嶋大社

東口本宮富士浅間神社

久能山東照宮、羽車神社

日枝神社（久能山）、守山八幡宮

日枝神社（修善寺）、御穂神社

伊豆山神社、来宮神社

修善寺、指月殿、願成就院

眞珠院

15

関西 京都府 清水寺、常寂光寺、東福寺

祇王寺

4

奈良県 春日大社、北野天満宮 東大寺、法隆寺、金閣寺、銀閣寺 6

三重県 伊勢神宮 1

滋賀県 永源寺 1

中国

四国

岡山県 阿智神社、岡山神社 観龍寺 3

広島県 厳島神社、清盛神社 2

島根県 出雲大社 1

香川県 金毘羅宮 1

九州 福岡県 太宰府天満宮 東長寺、節信院、妙典寺、聖福寺 5

長崎県 崇福寺 1

大分県 護国神社、春日神社、柞原八幡宮

西寒多神社、宇佐神宮

両子寺、真木大堂、富木寺 8

熊本県 出水神社 1

宮崎県 青島神社、鵜戸神宮、宮崎神宮 3
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