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文化庁選定『歴史の道百選』

「歴史の道百選」は 1996 年（平成 8 年）に文化庁によって 78 件が選定された。
2019 年（令和元年）に新規選定 36 件が追加され、114 件となっている。

【詳細】https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1422484.html
「歴史の道百選」の選定基準は以下である。
　1　原則として、土道・石畳道・道形等が一定区間良好な状態で残っているものを選定する。
　2　他の地域との連続性を持っているものを選定する。
　3　単体または単独の交通遺跡は、選定の対象外とする。
　4　参詣道、信仰関係の道は、広域信仰圏 ( 数か国規模 ) を有するもののみを選定する。
　5　原則として、現用の舗装道路は選定の対象外とするが、街道としての連続性を考慮する場合に限り含める。

都道府県 選定
番号 名称 選定箇所

北海道 1 福山街道 寅ノ沢～上ノ国八幡神社、勝山館跡・花沢館跡周辺（上ノ国町）
北海道 79 様似山道・猿留山道（北海道様似町・えりも町） 冬島～幌満（様似町）、庶野～目黒（えりも町）

青森 2 奥州街道：蓑ヶ坂・長坂・高山越・浪打峠・ヨノ坂越（青森県三戸町・
南部町・五戸町，岩手県一戸町・岩手町）

簑ヶ坂（三戸町）～小向～浅水～五戸（南部町・五戸町）、浪打峠～一戸～白子坂～ヨノ坂～
摺糠（一戸町）～御堂・馬羽松一里塚（一戸町・岩手町）～御堂観音（岩手町）

青森／秋田 3 羽州街道：矢立峠越（青森県平川市，秋田県大館市） 矢立峠（青森県碇ケ関村）～寺の沢～釈迦内（大館市）

岩手／秋田 4 鹿角・南部街道：梨ノ木峠越・車之走り峠越（岩手県八幡平市，秋
田県鹿角市）

荒屋新町、車之走り峠、梨ノ木峠（八幡平市）～湯谷峡谷（鹿角市）

岩手 5 生保内・雫石街道：国見峠越（岩手県雫石町，秋田県仙北市） 国見峠（雫石町、仙北市）
岩手 80 久慈・野田街道（岩手県野田村・久慈市・葛巻町） 野田（野田村）、平庭峠（久慈市）、黒森峠（葛巻町）

岩手 81 浜街道（岩手県田野畑村・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市）
真木沢（真木沢一里塚）～田野畑（キリプセ一里塚）（田野畑村）、鯨道（大槌町）、鳥谷坂、女坂、
石塚峠　　（釜石市）、鍬台峠（釜石市～大船渡市）、白木沢一里塚周辺、釣魚峠（大船渡市）、
通岡峠（大船渡市～陸前高田市）、松ノ坂峠（陸前高田市）

岩手 82 仙北街道（岩手県奥州市，秋田県東成瀬村） 下嵐江（奥州市）～手倉御番所跡（東成瀬村）
岩手 83 陸奥上街道（岩手県一関市） 真柴～萩荘（一関市）

宮城／山形 7 出羽・仙台街道：中山峠・山刀伐峠越（宮城県大崎市，山形県最上町・
尾花沢市）

中山峠（大崎市鳴子温泉～最上町）、山刀伐峠越（尾花沢市）

宮城 8 陸奥上街道（宮城県大崎市） 天王寺～中里（大崎市岩出山）
宮城／山形 9 羽州街道：金山峠越（宮城県七ヶ宿町，山形県上山市） 金山峠～楢下宿（七ヶ宿町～上山市）
宮城 10 貞山堀運河（宮城県仙台湾沿いの岩沼市～石巻市） 北上～東名運河を含む全長 49km（岩沼市～石巻市）
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秋田 6 北国街道：三崎山越（秋田県にかほ市，山形県遊佐町） 旧大師堂（三崎神社）～駒泣かせ（遊佐町）
山形／福島 11 米沢・福島街道：板谷峠越（山形県米沢市，福島県福島市） 大沢宿～板谷峠（米沢市）～李平宿跡（福島市）
山形／福島 12 万世大路：栗子峠越（山形県米沢市，福島県福島市） 苅安（米沢市）～栗子峠～大滝～旧高平トンネル（福島市）

山形／新潟 13 越後・米沢街道：黒沢峠・大里峠・鷹ノ巣峠越（山形県小国町，新
潟県関川村）

黒沢峠（小国町）・大里峠（小国町・関川村）・榎峠・鷹ノ巣峠越 ( 関川村 )

山形 14 出羽三山登拝道（山形県鶴岡市） 羽黒神社～荒沢寺（羽黒町）田麦俣～湯殿山・月山（朝日村）
福島 15 佐渡路：会津街道束松峠・滝沢峠越え（会津坂下町・会津若松市） 鳥井峠～車峠（福島県西会津町）～束松峠（西会津町・会津坂下町）、滝沢峠（会津若松市）
福島／新潟 16 八十里越（福島県只見町，新潟県魚沼市・三条市） 叶津（只見町）～田代平（魚沼市）～吉ケ平（三条市）

福島／栃木 17 下野街道（会津中街道・会津西街道）：（福島県南会津町・下郷町・
会津美里町，栃木県那須塩原市・日光市）

山王峠 ( 南会津町 ) ～大内宿（下郷町）～栃沢（会津美里町）、大峠～三斗小屋宿～板室（那
須塩原市）、上三依、五十里湖～高原新田宿～藤原（日光市）

福島 84 会津・米沢街道：桧原峠越（福島県北塩原村） 桧原峠～大塩～関屋（北塩原村）

福島 85 白河・会津街道（福島県会津若松市・郡山市・須賀川市・天栄村・
白河市）

大町一之町の札の辻（会津若松市）～黒森峠（会津若松市・郡山市）～勢至堂峠（郡山市・
須賀川市）～早坂峠（須賀川市・天栄村）～手招坂（天栄村）～上小屋宿～女石（白河市）

茨城 18 陸前浜街道：十王坂越（茨城県日立市） 十王坂～伊師町（十王町）
茨城 86 南郷道（茨城県常陸大宮市） 盛金峠、館、和田（常陸大宮市）
栃木 19 日光杉並木街道（栃木県日光市） 今市～大桑（今市市）、鉢石～大沢（今市市・日光市）、今市～小倉（今市市）

群馬／新潟 20 佐渡路：三国街道（群馬県みなかみ町，新潟県湯沢町・南魚沼市・
長岡市・魚沼市）

永井～三国峠（群馬県みなかみ町～湯沢町）、二居峠越（湯沢町）、栃原峠越（魚沼市・南魚沼市）、
とび坂峠（長岡市）

群馬／新潟 21 清水越街道（群馬県みなかみ町，新潟県南魚沼市） 湯檜曽～清水峠（みなかみ町～南魚沼市）～清水（南魚沼市）
群馬／長野 22 中山道：碓氷峠越（群馬県安中市，長野県軽井沢町） 坂本宿～碓氷峠（安中市）～追分宿（軽井沢町）
群馬 23 下仁田街道（群馬県下仁田町・南牧村） 志賀峠越（下仁田町）～余地峠越（南牧村）
埼玉 24 鎌倉街道：上道（埼玉県小川町・寄居町・毛呂山町） 伊勢根（小川町）～赤浜（寄居町）、大林坊～川角（毛呂山町）
埼玉 25 見沼通船堀（埼玉県さいたま市） 大間木～下山口新田（さいたま市）
千葉 26 鎌倉街道：上総路（千葉県袖ヶ浦市・市原市） 三ツ作～立野（袖ケ浦市・市原市）
千葉 87 利根運河（千葉県野田市・流山市・柏市） 深井新田～上利根（野田市・流山市・柏市）
東京 27 浜街道：鑓水峠越（東京都八王子市） 道了堂～鑓水峠下（八王子市）
神奈川／静
岡 28 東海道：箱根旧街道・湯坂道・西坂・宇津ノ谷峠越（神奈川県箱根町，

静岡県函南町・三島市・静岡市・藤枝市）
湯本～箱根関所跡、湯本～元箱根（箱根町）、箱根峠～川原谷（函南町～三島市）、宇津ノ谷（静
岡市）～坂下（藤枝市）

神奈川 29 鎌倉街道：七口切通（神奈川県鎌倉市・横浜市・逗子市） 大仏切通・仮粧坂・巨福呂坂・亀ヶ谷坂（鎌倉市）、朝夷奈切通（鎌倉市～横浜市）、名越切通（鎌
倉市～逗子市）

新潟 30 松之山街道（新潟県上越市・十日町市） 添景寺下～原山（上越市）・菅刈～薬師峠 ( 十日町市 )
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新潟／長野 31 松本・千国街道及び東回り古道（新潟県糸魚川市，長野県小谷村・
白馬村・大町市・松本市）

◯松本・千国街道：大野～大網峠（糸魚川市）、松沢～沓掛（白馬村～小谷村）、角間池下～
大網峠～横川吊り橋～大網宿、大網、葛葉峠、猫鼻～湯原～天神道～塩坂～島、沢入、石坂
～池原～下里瀬、下里瀬～虫尾、虫尾～和平～雨中、三夜坂、千国宿横水、親坂～沓掛（小
谷村）、落倉～切久保おかるの穴、切久保～新田（観音原付近）、佐野坂（白馬村）、佐野坂～
エビスマ原、青木～中網、西海ノ口（大町市）、養老坂（松本市）、
◯東回り古道：戸土～角間池～粟峠～横川、鳥越峠越え、長者平～大峠～地蔵峠入口、深原
～埋橋～中谷、長崎～大峯～土谷（小谷村）

新潟 88 西五十里道・鶴子道（新潟県佐渡市） 鶴子～鶴子銀山跡～上相川（佐渡市）
新潟 89 会津街道：六十里越（新潟県魚沼市） 穴沢、細野（三茶峠）、大倉沢、三渕沢、東中、下倉、田戸（魚沼市）
富山／石川 32 北陸道：倶利伽羅峠越（富山県小矢部市，石川県津幡町） 竹橋～山森～倶利伽羅（津幡町）、猿ヶ馬場～砂坂～矢立山～石坂（小矢部市）
富山／石川 33 臼ヶ峰往来（富山県氷見市，石川県宝達志水町） 日名田（氷見市）～臼ヶ峰～下石（宝達志水町）
富山／石川 34 石動山道（富山県氷見市，石川県中能登町） 薮田（氷見市）～石動山 ( 中能登町）

富山／石川 90 田近越・小原越・二俣越（朴坂越・三ノ坂越）（富山県小矢部市・南砺市，
石川県津幡町・金沢市）

田近越：八講田、八講田～五郎丸～八伏～一乗寺城跡（小矢部市）～字南横根～字常徳、字
常徳（津幡町）～琴町、北千石町（金沢市）
小原越：五郎丸～内山（小矢部市）～松根城跡～竹又町、竹又町～堀切町、桐山町～切山城跡（金
沢市）
二俣越：坂本～朴坂峠～小又（南砺市）、荒山町～荒山城跡～二俣町、二俣町～不室町～高峠
城跡～釣部町～牧町～伝燈寺町～夕日寺町～御所町～山王町（金沢市）

石川／福井／岐阜 35 白山禅定道（石川県白山市，福井県勝山市，岐阜県郡上市） 尾添～白山山頂（白山市）、平泉寺～小原峠（勝山市）、石徹白～白山山頂（岐阜県郡上市）
福井 36 北陸道：木ノ芽峠越・湯尾峠越（福井県敦賀市・南越前町） 木ノ芽峠（敦賀市・南越前町）～湯尾峠（南越前町）
山梨 37 富士吉田口登山道（山梨県富士吉田市） 北口本宮浅間神社～富士山山頂（富士吉田市）
山梨 38 鎌倉街道：御坂路（山梨県笛吹市・富士河口湖町） 金川原～御坂峠（笛吹市～富士河口湖町）
山梨 39 棒道（山梨県北杜市） 甲六川～城南（北杜市）
山梨 91 青梅街道（山梨県甲州市） 大菩薩峠～勝縁荘、上日川峠～千石茶屋（甲州市）
山梨 92 甲州街道：笹子峠越（山梨県大月市・甲州市） 笹子峠（大月市・甲州市）

山梨／静岡 93 みのぶ道（山梨県身延町・早川町・南部町，静岡県富士市・静岡市） 身延山周辺（身延町）、七面山周辺（身延町・早川町）、真篠城周辺（南部町）、馬坂峠（富士
市）、関屋峠（静岡市）

長野 40 中山道：信濃路（長野県立科町・長和町・塩尻市・木祖村・南木曽町，
岐阜県中津川市）

笠取峠（立科町）、笠取峠下、長久保宿、四泊一里塚跡、落合橋周辺、青原～和田峠（長和町）、
奈良井宿～鳥居峠（塩尻市～木祖村）、与川道～妻籠宿（南木曽町）～馬籠峠（中津川市）

長野 41 野麦道（長野県松本市） 野麦峠越（松本市）

長野 94 戸隠道（長野県長野市）
善光寺～湯福神社、善光寺～静松寺、荒安～一ノ鳥居～大久保の茶屋～戸隠神社火之御子社
～戸隠神社中社～戸隠神社奥社、地蔵堂～戸隠神社宝光社～戸隠神社中社、種池周辺、女人
結界石周辺（長野市）

長野 95 北国脇往還（善光寺道）（長野県長野市・千曲市・麻績村・筑北村・
松本市・塩尻市）

善光寺宿、丹波島宿（長野市）、稲荷山、猿ヶ馬場峠（千曲市・麻績村）、麻績（麻績村）、青
柳宿（麻績村・筑北村）、立峠（筑北村・松本市）、会田宿、刈谷原峠（松本市）、郷原宿（塩
尻市）

岐阜 42 中山道：東美濃路（岐阜県中津川市・恵那市・瑞浪市・御嵩町） 馬籠峠～新茶屋～落合宿（中津川市）、西行塚～三城峠（恵那市）、大湫宿～細久手宿（瑞浪市）、
御嶽宿～上恵土（御嵩町）
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静岡 43 東海道：小夜の中山道・金谷坂・大井川川越遺跡（静岡県掛川市・
島田市）

小夜の中山道（掛川市）、金谷坂、大井川川越道（島田市）

静岡／愛知 44 本坂通（静岡県浜松市，愛知県豊橋市・豊川市） 西気賀～引佐峠（浜松市北区）、本坂峠～当古（豊橋市～豊川市）
静岡 45 下田街道：天城越（静岡県河津町） 二本杉峠～宗太郎林道、梨本～小鍋（河津町）
愛知 96 信州飯田街道（愛知県瀬戸市） 雨沢峠～坂瀬坂、上品野町、品野町（瀬戸市）
三重／滋賀 46 東海道：鈴鹿峠越（三重県亀山市，滋賀県甲賀市） 関宿～鈴鹿峠（関市）～土山宿（滋賀県土山町）

三重／滋賀 47 伊勢本街道：飼坂峠越 飼坂峠（津市）～神末（奈良県御杖村）・桜峠・鞍取峠（曽爾村）・石割峠（宇陀市）、室生黒
岩～室生田口元上田口、中垣内～榛原高井（宇陀市）

三重／和歌
山 48

熊野参詣道：
◯伊勢路（三重県多気町・大紀町・紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・
紀宝町，和歌山県新宮市・田辺市）
◯紀伊路（和歌山県広川町・日高町・海南市・有田市・湯浅町・御坊市・
印南町・みなべ町） 
◯中辺路（和歌山県那智勝浦町・新宮市・田辺市・上富田町） 
◯小栗街道（和歌山県田辺市） 
◯大辺路（和歌山県那智勝浦町・串本町・すさみ町・白浜町） 
◯小辺路（和歌山県田辺市）

◯伊勢路：馬越峠道（紀北町）～八鬼山道（尾鷲市）、女鬼峠―成川～相鹿瀬（多気町）、三
瀬坂峠道：三瀬川～滝原（大紀町）、ツヅラト峠道：大内山志子谷～島原（大紀町・紀北町）、
荷坂峠道：東長島、三浦峠道（熊ヶ谷道）：道瀬～三浦、始神峠道：三浦～馬瀬（紀北町）、
三木峠道・羽後峠道：木里町～賀田町（尾鷲市）、曽根次郎坂・太郎坂：曽根町～二木島町（尾
鷲市・熊野市）、二木島峠道・逢神坂峠道：二木島町～新鹿町（熊野市）、波田須の道：波田須町、
大吹峠道：西波田須町～大泊町、観音道：大泊町、松本峠道：大泊町～木本町（熊野市）、横
垣峠道：神木～阪本（御浜町）、風伝峠道：栗須～矢の川（御浜町・熊野市）、本宮道：矢の川、
小川口～小栗須、小栗須～湯の口、湯の口～大河内、楊枝川（熊野市）、七里御浜：井戸町～
紀宝町鵜殿（熊野市）、志古（和歌山県新宮市）～万歳峠（田辺市・新宮市）、大津荷（田辺市）
～万歳峠（田辺市・新宮市）
◯紀伊路：河瀬王子～高家王子（広川町～日高町）、藤白坂、拝ノ峠（海南市）、蕪坂（有田市）、
糸我峠（有田市・湯浅町）、藤田町吉田（御坊市）、榎木峠（印南町）、千里の浜（みなべ町） 
◯中辺路：大門坂～請川・熊野本宮旧社地～潮見峠（那智勝浦町・新宮市・田辺市）南谷、鴻田、
高野坂（新宮市）、殿和田（新宮市・那智勝浦町）、小狗子峠、大狗子峠、青岸渡寺～阿弥陀
寺～妙法山、滝道（那智勝浦町）、大日越、耳打～渡瀬、赤木越、北郡越、長尾坂（田辺市）、
岩田（上富田町）、岡坂越（上富田町・田市）
◯小栗街道：本宮～湯峯、桧葉～四辻峠～武住峠、大瀬～四辻峠、和田峠、定峠、水呑峠～
草木尾坂（田辺市） 
◯大辺路：駿田峠、二河峠、市屋峠、浦神峠（那智勝浦町）、清水峠（那智勝浦町・串本町）、
袋平見、山越古道、高場平見、飛渡谷、地蔵平見、富山平見、中平見、赤瀬平見、安指平見、
新田平見、雨島平見、伝次平見（串本町）、六坊浜、大平見、中の平見、上平見、スリの浜、
長井坂、タオの峠、馬転坂（すさみ町）、安宅坂（すさみ町・白浜町）、仏坂、富田坂（白浜町）
◯小辺路：八木尾（田辺市）

京都 49 宮津街道：今普甲道・元普甲道（京都府宮津市・福知山市） 普甲峠越（宮津市～大江町）
京都 50 山陰道：細野峠越（京都府福知山市） 細尾峠越（三和町）
京都 97 保津川水運（京都府京都市・亀岡市） 嵯峨～山本～保津～宇津根（京都市・亀岡市）
京都 98 山陰道：唐櫃越・老ノ坂（京都府京都市・亀岡市） 下園尾町（京都市）～篠町山本（亀岡市）、老ノ坂～篠町王子（亀岡市）
大阪 51 竹内街道（大阪府太子町） 春日～竹内峠（太子町）
兵庫／鳥取 52 山陰道：蒲生峠越（兵庫県新温泉町，鳥取県岩美町） 春来～蒲生峠（新温泉町）、山神（岩美町）
奈良 53 柳生街道（奈良県奈良市） 奈良～柳生（奈良市）
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和歌山 54

高野山参詣道：
◯町石道（和歌山県九度山町・かつらぎ町・高野町） 
◯黒河道（和歌山県橋本市・九度山町・高野町） 
◯京大坂道（和歌山県高野町） 
◯槇尾道（和歌山県九度山町・高野町） 
◯三谷坂（和歌山県かつらぎ町） 
◯西国街道（麻生津道）（和歌山県かつらぎ町・紀の川市・高野町） 
◯大峰道（和歌山県高野町） 
◯女人道（和歌山県高野町） 
◯小辺路（和歌山県高野町） 
◯相ノ浦道（和歌山県高野町） 
◯有田龍神道（和歌山県高野町・かつらぎ町）

◯町石道：紀ノ川船着場・慈尊院～丹生官省符神社～二ツ鳥居～高野奥の院（和歌山県九度
山町・かつらぎ町・高野町）、八町坂（かつらぎ町）
◯黒河道：賢堂、清水（橋本市）、青渕、わらん谷（九度山町・橋本市）、太閤坂、戦場山、北又（九
度山町）～子継峠（高野町）、北又～黒河峠（九度山町）～金剛峯寺奥院（高野町）
◯京大坂道：西郷、不動坂（高野町）、
◯槇尾道：椎出（九度山町）～細川（高野町）
◯三谷坂：頰切地蔵～笠松峠、笠松峠～上天野、笠松峠～六本杉、六本杉～上天野（かつらぎ町） 
◯西国街道（麻生津道）：日高峠（かつらぎ町・紀の川市）、志賀（かつらぎ町）、梨子ノ木峠

（かつらぎ町）、聖峠（かつらぎ町・高野町） 
◯大峰道：桜峠（高野町）
◯女人道：摩尼山周辺～揚柳山～子継峠～転軸山周辺、黒河口～不動口～大門口、龍神口～
相ノ浦口～大滝口、大峰口～円通寺（高野町）
◯小辺路：水ヶ峰、大滝～薄峠（高野町）
◯相ノ浦道：相ノ浦～笠松峠～相ノ浦口（高野町）
◯有田龍神道：旧辻の茶屋跡～新辻の茶屋跡（高野町・かつらぎ町）

和歌山 99 葛城修験の道（和歌山県橋本市・かつらぎ町・紀の川市・岩出市・
和歌山市）

行者杉（橋本市）～蔵王峠（かつらぎ町）～葛城山頂～神通～粉河寺・松峠～土仏峠（紀の川市）
～根来寺・押川付近、槌ノ子峠（岩出市）～懺法ヶ嶽～孝子峠～舟着場、友ヶ島（沖ノ島・虎島）

（和歌山市）

和歌山 100 古座街道（和歌山県古座川町・すさみ町・白浜町・上富田町） 潤野、一雨～相瀬、長追（和古座川町）～佐本根倉、佐本中、法師峠（すさみ町）、宇津木越
（白浜町・上富田町）

鳥取／岡山 55
大山道：
◯川床道（鳥取県大山町・琴浦町・倉吉市） 
◯横手道（鳥取県大山町，岡山県真庭市）（久世町・湯原町） 
◯坊領道（鳥取県大山町）"

◯川床道：川床～地蔵峠（大山町・琴浦町・倉吉市）
◯横手道：大山寺～桝水高原（大山町）、三坂峠～湯原釘貫（真庭市）
◯坊領道：大野池入口～種原入口（大山町）

鳥取／岡山 56 智頭往来：志戸坂峠越（鳥取県智頭町，岡山県西粟倉村） 市瀬～志戸坂峠（智頭町）～坂根（西粟倉村）

島根 57
石見銀山街道：
◯降路坂道（島根県温泉津町・大田市） 
◯やなしお道（島根県美郷町）

◯降路坂道：温泉津～松山～降路坂～坂根口（温泉津町～太田市）
◯やなしお道：小松地～志君～粕渕（邑智町）

島根 58 広瀬・清水街道（島根県安来市） 広瀬～鍵尾峠～清水～安来（安来市）

島根 101 山陰道：鎌手峠越・徳城峠越・野坂峠越（島根県益田市・津和野町）
鎌手峠越（上ノ谷～木部郷）、六斎道向市地蔵堂～津田矢冨本家、鹿田峠越（片子～下遠田）、
東方寺裏（上遠田）、峠山越（双葉～一面）、扇原関門跡（多田～左ヶ山）（益田市）
徳城峠越：下小瀬～柳（津和野町）
野坂峠越：門林～野坂峠（津和野町）

広島 59 山陽道：大山峠越・玖波（広島県東広島市・広島市・廿日市市・大竹市） 大山峠（東広島市～広島市）、向原～玖波（大野町～大竹市）
山口 60 萩往還（山口県萩市・山口市・防府市） 悴坂、一升谷（萩市）、一ノ坂（山口市）、三田尻御茶屋・藩船倉跡（防府市）
山口 61 赤間関街道：中道筋・雲雀峠越（山口県美祢市） 雲雀峠～絵堂、下の垰～秋吉（美祢市）
山口 102 岩国往来（山口県岩国市） 本郷～湯の迫、郷、下畑～生見、土佐坂～坂本、松尾峠（岩国市）
徳島／香川 62 讃岐街道：大坂峠越（徳島県板野町，香川県東かがわ市） 大坂峠（板野町―東かがわ市引田町坂元）
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徳島／香川
／愛媛／高
知

103

四国遍路道：
◯阿波遍路道（勝浦町・阿南市・徳島市・小松島市・吉野川市・神山町・
三好市・板野町・美波町・牟田町・海陽町）
◯讃岐遍路道（香川県観音寺市・坂出市・高松市）
◯伊予遍路道（愛媛県愛南町・宇和島市・西予市・大洲市・内子町・
久万高原町・松山市・今治市・西条市・四国中央市）
◯土佐遍路道（高知県土佐市・高知市・宿毛市・土佐清水市・大月町・
東洋町）

◯阿波遍路道：那東、黒谷（徳島県板野町）、藤井寺（吉野川市）～焼山寺～宮分（神山町）、
地蔵越、あづり越（徳島市）、恩山寺門前～白砂（小松島市）、生名～鶴林寺（勝浦町）～太
龍寺～岡花（阿南市）、西加茂～太龍寺（阿南市）、貝谷峠（阿南市～美波町）、小田坂峠、丹
前峠（美波町）、八坂八浜（牟岐町・海陽町）、馬路峠、宍喰峠（海陽町）、佐野、白地（三好市）
◯讃岐遍路道：逆瀬～谷口（観音寺市）、白峯寺（坂出市）～根香寺（高松市）
◯伊予遍路道：松尾坂（愛媛県愛南町）、岩渕、野井坂（宇和島市）、柏坂（愛南町・宇和島市）、
松尾峠（宇和島市）、篠山周辺（愛南町・宇和島市）、龍光寺周辺（宇和島市）、歯長峠（宇和
島市・西予市）、明石寺付近（西予市）、鳥坂峠（西予市・大洲市）、子持坂（大洲市）、真弓峠・
下坂場峠（内子町・久万高原町）、農祖峠、鴇田峠、峠御堂、岩屋寺周辺、千本峠（久万高原
町）、三坂峠（久万高原町・松山市）、仙遊寺付近（今治市）、横峰寺周辺（西条市）、三角寺・
三角寺奥之院周辺（四国中央市）
◯土佐遍路道：宍喰峠～甲浦～白浜（東洋町）、吸江～坂本（高知市）、塚地峠（土佐市）、市
野瀬～真念庵、以布利～窪津（土佐清水市）、大浦～月山神社（大月町）、深浦～松尾峠（宿毛市）

愛媛／高知 63 土佐北街道：笹ヶ峰越（愛媛県四国中央市，高知県大豊町） 横峰越～馬立～笹ケ峰 ( 四国中央市 ) ～立川柳瀬（大豊町 )

愛媛／高知 64 檮原街道：韮ヶ峠越・九十九曲峠越（愛媛県内子町・大洲市・西予市，
高知県檮原町）

宿間～泉ケ峠～水ケ峠（内子町～大洲市）、榎ケ峠～韮ケ峠（西予市～檮原町）、九十九曲峠（西
予市）

愛媛 104 八幡浜街道：夜昼峠越・笠置峠越・三机往還道（愛媛県大洲市・西予市・
八幡浜市・伊方町）

夜昼峠（大洲市・八幡浜市）、笠置峠（西予市・八幡浜市）、名坂峠、大峠（八幡浜市）、伊方
峠、小振峠（伊方町）

高知 65 野根山街道（高知県奈半利町・北川村） 米ヶ峠～四郎ヶ野峠（奈半利町～北川村）
高知 105 土佐塩の道（高知県香美市） 塩～塩峯公士方神社～源太坂～文代峠（香美市）
福岡 66 長崎街道：冷水峠越（福岡県飯塚市・筑紫野市） 内野宿（飯塚市）～山家宿（筑紫野市）
福岡／佐賀 67 肥前・筑前街道：脊振坂越（福岡県那珂川市，佐賀県吉野ヶ里町） 脊振坂（那珂川市～佐賀県吉野ヶ里町）
福岡 106 堀川（福岡県北九州市・中間市・水巻町） 本城東（北九州市）～車返切貫（水巻町）～中間唐戸（中間市）～寿命唐戸（北九州市）
福岡 107 秋月街道（福岡県嘉麻市・朝倉市） 千手宿（嘉麻市）～新八丁峠・旧八丁峠（嘉麻市・朝倉市）～秋月目鏡橋（朝倉市）
福岡／佐賀 108 筑後川水運（福岡県大川市，佐賀県佐賀市） 若津港（大川市）～筑後川河口（大川市・佐賀市）
佐賀 68 太閤道：唐津街道（佐賀県唐津市） 神田（唐津市）～肥前名護屋城跡 ( 鎮西町）

長崎 69 長崎街道：日見峠越・井樋尾峠越・多良通（多良海道）（佐賀県太良町，
長崎県長崎市・諫早市・大村市）

日見峠・井樋尾峠越・多良通（太良海道）諫早市

熊本／大分 70 豊後・肥後街道―鶴崎路（熊本県阿蘇市・産山村，大分県大分市） 二重の峠～車帰、滝室坂（阿蘇市）、大利～山鹿（産山村）、今市（大分市）
熊本 71 豊前街道：小倉路（熊本県山鹿市・和水町・南関町） 車坂～腹切坂（山鹿市～和水町）、肥猪町・関町・関外目～県境 ( 南関町 )
熊本／鹿児島 72 薩摩・肥後街道（熊本県水俣市，鹿児島県出水市） 小津奈木～古城陣の坂～公徳碑～袋～県境（水俣市）、境橋～野間の関跡（出水市）
熊本 73 菊池川水運（熊本県玉名市） 寺田～大浜（玉名市）

熊本 109 日向往還（熊本県山都町・御船町） 国界一帯～馬見原、山屋トンネル、聖橋～浜町、赤子谷石畳（山都町）、八勢～茶屋本、五里
木跡～軍見坂、門前川目鑑橋～滝川（御船町）

熊本 110 緑川水運（熊本県山都町・美里町・甲佐町・熊本市・宇土市） 津留ヶ淵道～津留ヶ淵勘場跡（山都町）～岩下地区（美里町）～鵜ノ瀬堰～導流堤（甲佐町）
～熊本藩川尻米蔵跡・船着場跡・大渡津（熊本市）～緑川河口（熊本市・宇土市）

大分 74 日田・中津街道（大分県日田市） 石坂石畳道（日田市）
大分 75 日田・竹田街道（大分県日田市） 曽田の石畳道、台神社の石畳道（天瀬町）
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大分 111 六郷満山の峯入りの道（大分県宇佐市・豊後高田市・国東市） 宇佐神宮～御許山（宇佐市）、長安寺～天念寺～無動寺～椿堂、前田～中山仙境（豊後高田市）
～大不動岩屋～岩戸寺、文殊仙寺付近（国東市）

大分 112 日向道：三国峠越（大分県豊後大野市・佐伯市） 市場～内山（豊後大野市）～三国峠～上津小野～小野市（佐伯市）
宮崎 76 飫肥街道（宮崎県日南市） 飫肥～山仮屋（日南市）
宮崎 113 薩摩街道：東目筋（宮崎県都城市・宮崎市） 和石（宮崎市）～国見峠～岩屋野（都城市）
鹿児島 77 東目筋・大口筋（鹿児島県鹿児島市・姶良市） 白銀坂（吉田町～姶良町）、竜門司坂（加治木町）
沖縄 78 国頭・中頭方西海道（沖縄県那覇市・浦添市・恩納村） 首里大名～牧港（那覇市～浦添市）、当山～御待毛（浦添市）、仲泊ー里塚～御待毛（恩納村）
沖縄 114 中城ハンタ道（沖縄県中城村） 中城城跡～伊舎堂～新垣～北上原～奥間～糸蒲（中城村）


