
浄福寺 与謝郡与謝野町字加悦
TEL.0772-42-2751

ちりめん街道にあるお寺。午後 11 時 45 分頃からつき始め、希望すれば参拝者もつける。とん汁接待有。
◆丹鉄宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 15分（日交タクシー／ 0772-22-4121）

金刀比羅神社 京丹後市峰山町泉
TEL.0772-62-0225

除夜の鐘が鳴り終わると、丹後各地から沢山の初詣客で賑わう。1811 年讃岐の金毘羅大権現の分霊を迎えて
建立された。「丹後のこんぴらさん」と呼ばれ、家内安全、商売繁盛、縁結びの神様として親しまれている。
◆丹鉄宮豊線「峰山」駅から丹後海陸交通バスで「金刀比羅神社前」下車、または「峰山」駅から徒歩約 20分

元伊勢籠神社 宮津市字大垣
TEL.0772-27-0006

「天照大神・豊受大神」両宮の神様が伊勢に鎮座される前にお祀りされていた
古社。社頭の狛犬は鎌倉時代の名作として国重要文化財に指定されている。正
月期間中、参道には地上 7メートルの「ジャンボ破魔矢」が設けられ、その間
をくぐれば 1年間無病息災であるといわれている。元旦（午前 0時・正午）よ
り、それぞれ先着 250 名様に「干支入り土器」と「赤米福菓子」を無料授与。
◆丹鉄宮豊線「天橋立」駅下車、徒歩 3分、汽船に乗換え 12分「一の宮」
下船、徒歩 2分　◆駐車場有り　1/1( 祝 ) ～ 1/5( 土 ) は無料

◆天橋立パーク＆クルーズ（年始運航）
元伊勢籠神社周辺は混雑が予想されま
すので、市街地に車を停め、汽船をご
利用ください。道の駅「海の京都宮津」
（浜町立体駐車場 5時間無料）から徒
歩 1分の「宮津桟橋」より乗船 22 分、
「一の宮」で下船し、徒歩 2分で元伊
勢籠神社。汽船は 1時間間隔で運行。

山王宮日吉神社 宮津市字宮町
TEL.0772-22-3356

宮津城下を見下ろす丘の上を神域として宮津を鎮護する神社。境内は樹齢一千年ともいわれる椎の御神木など
の巨木に囲まれ、本殿を中心に八社の摂・末社が鎮まる。先着 500 名に絵馬符を無料授与。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 20分

和貴宮神社 宮津市字宮本
TEL.0772-22-2773

宮津城下東部の産土神。境内にある水越岩は、かつてこのあたりまで海であったという伝承を持つ。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 10分

智恩寺 文殊堂 宮津市字文珠
TEL.0772-22-2553

「三人寄れば文殊の智恵」で有名な日本三文殊の一つ。三が日は秘仏文殊菩薩が無料拝観できる。
◆丹鉄宮豊線「天橋立」駅下車、徒歩 3分

出雲大社巌分祠 与謝郡与謝野町字三河内
TEL.0772-42-6211

貴宝殿・祈祷殿・白雲宮御神水所からなる出雲大社巌分祠。貴宝殿は不老長寿に、祈祷殿は縁結びに、白雲宮
はご神水が病気平癒と長寿にご利益があるといわれている。三が日は、お正月の縁起物「五種神宝 ( いつくさ
のかむたから )」「延寿屠蘇」「おみくじ」を無料授与。
◆丹鉄宮豊線「与謝野」駅下車、タクシーで 10分（日交タクシー／ 0772-22-4121）

宝厳寺 与謝郡与謝野町字加悦
TEL.0772-42-2727

ちりめん街道にあるお寺。午後 11 時 45 分頃からつき始め、希望すれば参拝者もつける。
◆丹鉄宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 15分（日交タクシー／ 0772-22-4121）

吉祥寺 与謝郡与謝野町字加悦
TEL.0772-42-2095

ちりめん街道にあるお寺。午後 11 時 45 分頃からつき始め、希望すれば参拝者もつける。おぜんざい接待有。
◆丹鉄宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 15分（日交タクシー／ 0772-22-4121）

佛性寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-4028

本尊「阿弥陀如来像」は鎌倉時代後期の作。11 時ごろからつき始め、参拝者もつける。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

栄照院 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-2568

寛永 19 年、宮津藩主京極高広の家臣落合内蔵助が慈母のため誓誉上人を請じて開いた寺。本堂横の客間では
白菊図板戸絵のほか、多くの障壁画の秀作をみることができます。午後 11 時ごろから読経の後つき始め、参
拝者もつける。甘酒、焼きそばなどがふるまわれる。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

妙照寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-2996

宮津寺町の中で最も古い由緒を持つ寺。11 時ごろからつき始め、参拝者もつける。甘酒のふるまいあり。鐘
をついた方にはみかん等のサービスもあり。御朱印対応も可。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

大頂寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-3340

徳川秀忠、家光、家康の法楽のため建てられた、宮津湾、天橋立を一望する高台にある寺。歴代徳川将軍（初
代家康～6代家宣）の位牌を安置する。11時ごろからつきはじめ、参拝者もつける。おでん、豚汁のふるまいあり。
鐘をついた方にはみかんのサービスもあり。（ふるまいとみかんは無くなり次第終了）
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

本妙寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-2634

京極高広の室寿光院が、養父徳川秀忠の菩提のために建てた寺。11 時ごろからつき始め、参拝者もつける。
コンソメスープ、みかんのふるまいあり。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

経王寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-3061

本堂の天井には京で岸駒に師事した宮津出身の絵師和田屏山による壮大な雲龍図が描かれている。11 時ごろ
からつき始め、参拝者もつける。甘酒のふるまいの他、福引きもあり。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

国清寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-3523

本堂、庫裏、鐘楼などが整然と配置された凛とした佇まいの禅寺。寺宝も多く仏涅槃図（市指定）や中世仏画
の秀作を多数残す。11 時 30 分ごろからつき始め、参拝者もつける。鐘をついた方には福みかんのサービスあ
り。こんにゃくの煮物や甘酒がふるまわれる。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

真照寺 宮津市字金屋谷
TEL.0772-22-3516

宮津逗留時代の与謝蕪村が、宮津惜別の辞「天橋図賛」を残した寺。11 時 30 分ごろからつき始め、参拝者も
つける。
◆丹鉄「宮津」駅から徒歩 15分

如意寺 京丹後市久美浜町
TEL.0772-82-0163

「関西花の寺 25 カ所霊場」第七番札所のお寺。4月のミツバツツジなど、年間数百種の花が咲く。厄除などの
祈願寺でもある。除夜の鐘は午後 11 時 40 分から自由につける。甘酒接待有。正月三が日は初詣で賑わい、縁
起物など多数。甘酒接待有。
◆丹鉄宮豊線「久美浜駅」下車、徒歩 15分　◆門前などに広い駐車場有（無料）

梅林寺 与謝郡与謝野町字三河内
TEL.0772-42-2463

午後 11 時 45 分頃からつき始め、希望すれば参拝者もつける。年越しそば、あま酒接待有。
◆丹鉄宮豊線「与謝野」駅からタクシーで 15分（日交タクシー／ 0772-22-4121）

北野天満宮 京都市上京区馬喰町
TEL.075-461-0005

受験シーズンも重なり、学業の神様、御祭神 菅原道真公の御神徳を求めて、全国からの合格祈願の参拝者で
賑わう。
◆市バス「北野天満宮前」下車

地主神社 京都市東山区清水
TEL.075-541-2097

縁結び。清水寺の鎮守。
◆市バス「五条坂」･「清水道」下車、徒歩 15分

清水寺 京都市東山区清水
TEL.075-551-1234

子授け、安産。本堂と相対する南谷の丘に建つ子安の塔の子安観音は子授けの神様としてあがめられている。
◆市バス「五条坂」･「清水道」下車、徒歩 15分

松尾大社 京都市西京区嵐山宮町
TEL.075-871-5016

開運招福。酒造りの神様として有名。本殿は重要文化財。
◆阪急嵐山線「松尾大社」駅下車、徒歩 3分　◆市バス「松尾大社前」下車、徒歩 3分

城南宮 京都市伏見区中島鳥羽離宮町
TEL.075-623-0846

方除（ほうよけ）・厄除（やくよけ）「方除の神」として信仰があつい。1月 1日から 3日まで、神楽殿表舞台
で巫女が鈴の音もさやさやと祓神楽を舞い、初詣の善男善女をお祓いして災いを除き、無病息災を祈る。
※祈祷・車のお祓い随時。
◆地下鉄烏丸線・近鉄京都線「竹田」駅下車、徒歩 15分　◆市バス「城南宮東口」下車、徒歩 3分

清水寺 京都市東山区清水
TEL.075-551-1234

整理券を配布。12/25 より受付（1人 1枚）2人で 1回。
◆市バス「五条坂」･「清水道」下車、徒歩 15分

高台寺 京都市東山区高台寺下河原町
TEL.075-561-9966

22 時頃から 108 枚の整理券配布。1グループ 1回。
◆市バス「東山安井」下車、徒歩 7分
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觀音寺 福知山市観音寺
TEL.0773-27-1618

午後 11 時 30 分ころから先着順で。境内のライトアップも行われる。甘酒の接待有。
◆JR 山陰本線「石原」駅下車、徒歩 15分

安国寺 綾部市安国寺町
TEL.0773-44-1565

振る舞い酒とお菓子などの接待有。午後 11 時 45 分からつき始め、希望すれば参拝者もつける。
◆JR 舞鶴線「梅迫」駅下車、徒歩約 20分

光明寺 綾部市睦寄町
TEL.0773-55-0550

聖徳太子の創建と伝えられている。午前 0時よりつき始め、希望すれば参拝者もつける。
◆JR 山陰本線「綾部」駅下車、車で約 40分

正暦寺 綾部市寺町
TEL.0773-42-0980

お菓子、こぶ茶などの接待有。午前 0時前からつき始め、希望すれば参拝者もつける。
◆JR 山陰本線「綾部」駅下車、車で約 5分

宝住寺 綾部市味方町
TEL.0773-42-1139

梅こぶ茶の接待有。午後 11 時 45 分からつき始め、希望すれば参拝者もつける。（午前 0時半にて終了）
◆JR 山陰本線「綾部」駅下車、車で約 5分

京都帝釋天 南丹市八木町船枝 午後 11 時頃から 700mの参道に立つ 108 基の願いの鐘を打ち鳴らし 108 の灯明に願いを託し、一年の諸願成
就を祈る。
◆JR 嵯峨野線「八木」駅下車、車で 15分（参道上まで）
※参道は登り坂（徒歩 15分）なので、車で参道の上まで行くことがおすすめ

石塔寺 向日市鶏冠井町山畑
TEL.075-931-0713

午後 11 時 45 分から 108 人が鐘をつく。終わった後は、午前 1時まで自由につける。甘酒と福もちの接待有。
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 5分

北真経寺 向日市鶏冠井町御屋敷
TEL.075-933-7563

午後 11 時 45 分から 108 人が鐘をつく。終わった後は、午前 1時まで自由につける。酒とジュースの接待有。
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 5分

南真経寺 向日市鶏冠井町大極殿
TEL.075-921-3912

午後 11 時 45 分頃からお経をよんだ後、自由につける。鐘をついた方にお酒とジュースの接待有。
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 5分

柳谷観音（楊谷寺） 長岡京市浄土谷堂ノ谷
TEL.075-956-0017

31日午後1時から108人が鐘をつく。ついている鐘の中ではねがい護摩のお炊き上げも行われる。開門時間は9時～17時。
◆JR 京都線「長岡京」駅からタクシーで 25分
◆阪急京都線「長岡天神」駅からタクシーで 20分、または「西山天王山」駅からタクシーで 15分

光明寺 長岡京市粟生西条ノ内
TEL.075-955-0002

午後 11 時 45 分頃からつき始め、番号札の交付（午後 10 時～）を受けて参拝者もつくことができる。甘酒の
接待有（予定）。
◆JR 京都線「長岡京」駅・阪急京都線「長岡天神」駅下車、タクシーで 13分
※駐車場がないため、公共交通機関のご利用を。

乙訓寺 長岡京市今里
TEL.075-951-5759

午後11時45分頃からつき始め、午前0時30分までに並べば参拝者もつくことができる。しょうが湯の接待有。
（午前 1時まで。無くなり次第終了）
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 40分　◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 25分

勝龍寺 長岡京市勝竜寺
TEL.075-951-6906

午前 0時からつき始め、参拝者もつくことができる。先着 500 名に供物の進呈がある。甘酒の接待有。
（午前 1時まで。無くなり次第終了）
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 12分
◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 30分、または「西山天王山」駅下車、徒歩 30分

観音寺（山崎聖天）乙訓郡大山崎町大山崎小字白味才TEL.075-956-0016
午前 0 時から開始し、108 回までつく。参拝者もつくことができる。
◆JR 京都線「山崎」駅、徒歩 15分　◆阪急京都線「大山崎」駅下車、徒歩 20 分

宝積寺（宝寺）乙訓郡大山崎町大山崎銭原TEL.075-956-0047
午後 11 時 45 分頃からつき始め、希望すれば整理券（午後 11 時 30 分頃から配布）の交付を受けて参拝者も
つくことができる。
◆JR 京都線「山崎」駅下車、徒歩 15分　◆阪急京都線「大山崎」駅下車、徒歩 20 分

大念寺 乙訓郡大山崎町大山崎上ノ田
TEL.075-956-0762

午後 11 時 45 分から開始し、108 回までつく。参拝者もつくことができる。
◆JR 京都線「山崎」駅下車、徒歩 10分　◆阪急京都線「大山崎」下車、徒歩 15 分

平等院 宇治市宇治蓮華
TEL.0774-21-2861

午後 11 時 30 分より第一打をつき始め、一打 6名ずつ、翌午前 1時頃終了予定。行事限定の絵馬を進呈（先
着 1000 名） 
料金：無料（ただし、庭園・鳳凰堂・鳳翔館など通常の拝観はできない）
場所：平等院鐘楼　南門のみ開門（表門からは入場できない）
◆JR 奈良線「宇治」駅、又は京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10分

正法寺 八幡市八幡清水井
TEL.075-981-0012

鎌倉時代に開かれた徳川家ゆかりの寺。「除夜会」が行われ、ライトアップされた鐘楼が荘厳な雰囲気を醸し
出すなか、無料で鐘をつける。また、温かい「大根炊き」が振る舞われる。除夜会の受付は午後 11 時から、
お参りは午後 11 時 30 分から。
◆京阪本線「八幡市」駅からタクシーで約 6分、または徒歩約 25分　◆駐車場あり（普通車約 30台）

西遊寺 八幡市橋本中ノ町
TEL.075-981-0317

午後 11 時 50 分からつき始め、参拝者も無料でつくことができる。
◆京阪本線「橋本」駅下車、徒歩約２分

向日神社 向日市向日町北山
TEL.075-921-0217

奈良時代創建 (718 年 )。五穀豊穣の神様。明治神宮ご造営のモデルとなっている。ご本殿は国の重要文化財。
春には参道が桜のトンネルとなる。平成 30 年には御鎮座 1300 年を迎えた。
◆JR京都線「向日町」駅から車で6分・阪急京都線「東向日」駅から車で5分　◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩10分

長岡天満宮 長岡京市天神
TEL.075-951-1025

景勝地として名高く、参道の両側には樹齢約 150 年と言われるキリシマツツジが春に咲くことで有名。
◆JR 京都線「長岡京」駅下車、徒歩 25分　◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩 10分

小倉神社 乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前
TEL.075-956-2044

延喜式内社で乙訓地方で最も古い神社のひとつ。羽柴秀吉がここで戦勝祈願をしたといわれている。
◆阪急京都線「西山天王山」駅から阪急バスで「西乙訓高校前」下車、徒歩 10分

離宮八幡宮 乙訓郡大山崎町大山崎西谷
TEL.075-956-0218

平安時代末頃に始まった荏胡麻油生産は当地が発祥と言われる。中世にかけて油座の本所として栄えた。
◆JR 京都線「山崎」駅下車すぐ　◆阪急京都線「大山崎」駅下車、徒歩 5分

酒解神社 乙訓郡大山崎町大山崎天王
TEL.075-956-0218

本殿の手前に建つ神輿庫は鎌倉時代初期の建築で、重要文化財に指定。
◆JR 京都線「山崎」駅下車、徒歩 45分（天王山の中腹）

岡田鴨神社 木津川市加茂町北鴨村
TEL.0774-76-3131

京都下鴨神社の元宮で賀茂建角身命「八咫烏」をお祀りしている。本殿は奈良春日大社から移された「春日移し」
で春日大社の本殿より古い、天明６年（1786 年）約 230 年前の御本殿。新年は参拝者に神酒（白酒）無料拝
戴、迎春社宝特別展示、新年初祈祷を行っている。平成 30 年に京都府有形文化財に指定。
◆JR 大和路線「加茂」駅下車、徒歩 15分

石清水八幡宮 八幡市八幡高坊
TEL.075-981-3001

2016 年、国宝に指定された。初詣期間は長く、節分まで様々な祭典行事が行われる。また、長さ約 8ｍの「ジャ
ンボ御神矢」が本社正面に設置される。
◆京阪本線「八幡市」駅からケーブルで「男山山上」駅下車、徒歩約 5分
◆京阪本線「八幡市」駅下車、表参道で山上まで徒歩約 30分

神應寺 八幡市八幡西高坊
TEL.075-981-2109

貞観 2年（860）、石清水八幡宮を勧請した行教が建立。元日午前 0時から 1月 3日まで、杉山谷不動尊で新
年祈祷が行われる。
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 5分

単伝庵（らくがき寺） 八幡市八幡吉野垣内
TEL.075-981-2307

お堂内の白壁に願い事を書ける、通称「らくがき寺」。壁は年末に塗り替えられるので、新年からは新鮮な気
持ちで書き込める。開門：土曜日、日曜日と正月三が日の午前 9時～午後 3時（元日は午前 0時～）拝観料：
100 円（らくがき祈願料 300 円）
◆京阪本線「八幡市」駅下車、徒歩約 10分　◆京阪本線「八幡市」駅から京阪バスで「旦所」下車、徒歩約 1分

猿丸神社 綴喜郡宇治田原町禅定寺小字粽谷
TEL.0774-88-3782

百人一首でも有名な猿丸太夫を祀る。こぶや腫物を取って癒す神社として信仰されている。
◆JR 奈良線「宇治」駅・京阪宇治線「宇治」駅・近鉄京都線「新田辺」駅から京都京阪バス（維中前、緑苑坂、
工業団地行き）で「維中前」下車、徒歩 50分（毎月 13 日の月次祭の日は維中前から臨時便有り）

蟹満寺
[万燈供養 ]

木津川市山城町綺田浜
TEL.0774-86-2577

御献燈（燈籠 約 600 燈）。午後 11 時～午前 2時。一燈 500 円。午後 11 時～午前 2時：国宝釈迦如来御開帳　
午後 11 時～午前 0時：修正会　午前 0時～午前 1時：元朝大護摩供
◆JR 奈良線「棚倉」駅から徒歩 20分、「玉水」駅から徒歩 25分　◆駐車場　蟹満寺横 約 20 台

笠置寺 相楽郡笠置町大字笠置小字笠置山
TEL.0743-95-2848

午後 11 時 30 分頃からつき始め、参拝者もつける。笠置寺の鐘（重要文化財）は、基底部が六つに切り込まれ
ている日本では一つしかない珍しい鐘で東大寺の俊乗坊重源が作り、笠置寺解脱上人に寄進されたもの。年に
一度、大晦日にだけつくことができる。
◆JR 関西本線「笠置」駅下車、徒歩 45分　◆笠置山山頂駐車場（普通車 30台、当日夜間無料）から、徒歩 3分

海住山寺 木津川市加茂町例幣海住山
TEL.0774-76-2256

午前 0時からつき始め、希望すれば整理券の交付を受けて参拝者もつくことができる。（午後 10 時頃から配布）
◆JR 奈良線「木津」駅下車、タクシーで 25分　◆門前に駐車場有（30台、無料）

浄瑠璃寺 木津川市加茂町西小札場
TEL.0774-76-2390

午後 11 時 45 分頃からつき始め、一般の方も番号札を受けてつくことができる。
◆JR 奈良線「木津」駅下車、タクシーで 20分

西念寺
[浄梵供養会 ]

木津川市鹿背山鹿曲田
TEL.0774-72-0175

工事中のため、除夜の鐘のみ。午後 11 時 50 分より、参拝者先着 108 名限定で除夜の鐘をつくことができる。
甘酒接待がある。参加無料。古くなったお経の本や、お札、仏具などのお焚きあげ供養あり（お心持ち）。
◆JR 奈良線「木津」駅下車、徒歩約 30分

岩船寺 木津川市加茂町岩船上ノ門
TEL.0774-76-3390

午後 11 時 45 分頃からの法要後、つき始め午前 2 時まで参拝無料。先着 500 名に家内安全の御祈祷札の進呈
がある。
◆JR 奈良線「木津」駅下車、タクシーで 25分

常念寺 木津川市加茂町里小田
TEL.0774-76-2324

午後 11 時 30 分頃からつき始め、一般の方も整理券の交付を受けてつくことができる。大根炊きの接待がある。
◆JR 奈良線「木津」駅下車、タクシーで 15分

酬恩庵一休寺 京田辺市薪里ノ内
TEL.0774-62-0193

午前 0時～ 1時 30 分。除夜の鐘時に限り拝観料無料。方丈の拝観もできる。
◆近鉄京都線「新田辺」駅、又は JR 学研都市線「京田辺」駅下車、徒歩 20分
◆駐車場は除夜の鐘時に限り無料（通常は 300 円）

黄檗山萬福寺 宇治市五ヶ庄三番割
TEL.0774-32-3900

入山：無料　鐘撞き：無料　※元日午前０時までに並ぶ。最大 6人一緒につくことができる。
甘酒：無料※なくなり次第終了　そば：300 円 /1 杯※なくなり次第終了　駐車場：有料（そば券 1枚付）
午後10時～「総門」開門　午後11時～ 「鐘撞き受付」開始　午後11時 30分～ 「鐘撞き」開始　午前0時「鐘撞き」受付終
了　場所：合山鐘（がっさんしょう）　開山堂付近　※受付順番待ちは通玄門から 　※内容は一部変更となる場合があります。
◆JR 奈良線「黄檗」駅、又は京阪宇治線「黄檗」駅下車、徒歩 5分

元伊勢外宮
豊受大神社

福知山市大江町天田内
TEL.0773-56-1560

伊勢神宮との関連が深いといわれ、丹後地方に天下った農業の神様「豊受大神」を祀った神社。
伊勢神宮外宮の元宮だったといわれている。大晦日から3日までかがり火が焚かれ、元日午前11時から歳旦祭。
◆丹鉄宮福線「大江高校前」駅下車、徒歩 15分、または「大江」駅から車で 20分
◆丹鉄宮福線「大江」駅から市営バス大江山の家線で 5分「外宮」下車。但し市営バスは日曜、祝日及び 12
月 30 日～ 1月 3日運休

元伊勢内宮
皇大神社

福知山市大江町内宮
TEL.0773-56-1011

天照大神が現在の伊勢神宮に鎮座する 54 年前に 4年間祀られた旧跡といわれ、シイ林を中心とした常緑広葉
樹林の自然林の中にある。本殿は茅葺、神明造りで 80 余りの小宮が前後左右を囲んでいる。毎年 5～ 6万人
の人出で賑わう。31 日午後 4時頃から大祓い、古札焼納。大晦日午後 11 時 30 分から除夜祭、元日午前 0時 
30 分から元 旦祭、午前 10 時から無火災祈願祭。
◆丹鉄宮福線「大江山口内宮」駅下車、徒歩 20分

一宮神社 福知山市堀
TEL.0773-22-2228
（福知山市観光協会）

奈良時代の創建と伝えられ、江戸時代は福知山藩の鎮守として栄えた。境内には大かがり火が焚かれ、元日午
前 0時から祝いのてっせんが配布される。
◆JR 山陰本線「福知山」駅・丹鉄宮福線「福知山」駅下車、徒歩 15分、または京都交通バス堀循環線へ乗り
換えて「一宮神社前」下車

大原神社 福知山市三和町大原
TEL.0773-58-4324

五穀豊穣と安産のご利益がある。午前 0時より太鼓を合図に歳旦祭が行われる。また、三が日は日没から社殿
がライトアップされる。
◆JR 山陰本線「綾部」駅から市営バス川合大原線で「大原」下車、徒歩 2分。但し市営バスは日曜、祝日及び
12月 29 ～ 1月 3日運休

御霊神社 福知山市西中ノ町
TEL.0773-22-2255

明智光秀公を祀る神社。大晦日午後 10 時からかがり火が焚かれ、 元旦午前 11 時から歳旦祭が行われる。
◆JR 山陰本線「福知山」駅・丹鉄宮福線「福知山」駅から徒歩 10分

生身天満宮 南丹市園部町美園町
TEL.0771-62-0535

全国で唯一菅原道真公を生前よりお祀りした日本最古の天満宮。1日～ 15 日は境内でご神木焚上、お神酒の
接待あり、「神さま絵画展」開催。2 日午前 9時～午後 4 時「書初」奉納。大晦日に年越し万灯会開催。
◆JR 嵯峨野線「園部」駅下車、西口から徒歩 12分

出雲大神宮 亀岡市千歳町出雲無番地
TEL.0771-24-7799

丹波国一之宮で縁結びの神として有名。年末から年始にかけて初詣客で賑わう。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバスで約 12分「出雲神社前」下車

鍬山神社 亀岡市上矢田町上垣内
TEL.0771-22-1023

709 年創建の古社。鍬山宮、八幡宮二棟のご本殿は京都府の登録文化財。
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅下車、亀岡市コミュニティバスで「鍬山神社前」下車すぐ
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