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であいのみち
　別府軽便鉄道は大正10
年に野口線、大正12年に
土山線が開通しました。
　別府軽便鉄道は昭和21
年に名称を変更して別府
鉄道となり、半世紀以上
にわたり運行しました
が、国鉄貨物の営業縮
小の影響を受け昭和59年
廃線となりました。　
　「であいのみち」は、土山線の跡地を播磨町
が整備した緑道です。その後、再整備された
「歴史との出会いミュージアムロード」には、6つ
のタイムトンネルゲートと各時代の解説板が設
置されています。喜瀬川の「ふるさと橋」には
音響板が仕掛けられています。たたいて渡れ
ば、懐かしい唱歌「ふるさと」を奏でます。

移転した圓満寺
　圓満寺は真言宗の無量
寿院末寺です。元は野添
の南にありました。江戸
時代は誰もが皆、寺の檀
家に入る必要がありましたが、土山村には寺が
ありませんでした。圓満寺は土山村の檀家寺と
なるため、野添の北に移転しました。

圓満寺の五重塔
　圓満寺五重塔は平成5
年に完成した鉄筋コンク
リート造りの建造物です。
　塔は本来仏舎利（仏の
骨）を納めますが、圓満寺の塔は遺骨を納める
納骨塔です。
　法隆寺の五重塔を模した五重塔は高さ42ｍ
もあり、野添の名所となっています。

 　　えん まん  じ　　   しん ごんしゅう　　  む  りょう

 じゅ いんまつ   じ                    もと        の   ぞえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え   ど

　じ   だい  　  だれ　　　　  みな   だん

  か

                                                   えん  まん   じ　　　　　　　　　　　だん  か    じ

                             の   ぞえ

       えん まん  じ    ご じゅうのとう

 　　　　　　てっ きん

 　　　　　  づく　    　   けん ぞうぶつ

　　  とう　　　　　　  ぶっ しゃ  り　　  ほとけ

ほね           おさ　　　　　　　　　　  えん  まん   じ　　　とう　　   い  こつ　　  おさ

のうこつ とう

      ほうりゅう じ　　     ご  じゅうのとう　　   も　　　　    ご じゅうのとう

     の   ぞえ　　  めいしょ

い　てん 　　　えん  ま ん　じ

えん  ま ん　じ　　　　ご  じゅうのとう

　　   べ    ふ   けい べんてつ どう

    　 べ　ふ   けい べんてつ どう

　　　　 めいしょう　   へん  こう　　  　　  べ    ふ　  

てつ どう

 　　  うん   こう

　　　　  こく てつ   か   もつ       えい ぎょうしゅく

しょう　   えいきょう

はいせん

    　　　   あと  ち　　   はり  ま  ちょう

　　  せい   び　　　　　りょく どう  　　　さい  せい   び

    　　　　　   かいせつ ばん　　  せっ

 ち　　　　　　　　　　　　　　     き    せ   がわ

 おんきょう ばん　　　し　か     　　　　　  わた

　　　　なつ　　　　　   しょう か   　　  かな
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土山駅
　土山駅は明治21年に私
鉄山陽鉄道の駅として開
業し、国鉄を経てJRの駅
となりました。
　当初、駅の設置は計画されていませんでした
が、近隣住民の要望もあり、鉄道物資の集散地
として、近隣各村の境界に駅ができました。 

長屋住宅
　土山駅北西に残る、横
に長い平屋住宅は長屋と
呼びます。二戸一棟の長
屋は特に「ニコイチ住
宅」と呼ぶ庶民の住宅です。
　ニコイチ住宅は駅に近く、通勤などにも便利
なため、戦前から庶民の住宅としてたくさん建
てられました。

茶壺池のお堂
　昭和の初め頃、土山駅
の西側で子どもが犠牲と
なる踏切事故がありまし
た。遺族は供養のため、
その場に地蔵堂を建立しました。地蔵はその後
子安地蔵として東の茶壺池前に移され、今は不
動明王と共にお祀りされています。

土山駅前公民館
　土山駅が開業した頃、
駅の北西に駅前住民の集
会所がありました。戦後、
集会所は駅東の茶壺池の
埋立地に移転し、土山駅前公民館となりました。
　土山駅前公民館は明石市域にありますが、播
磨町の駅前住民が現在も利用し、運営していま
す。

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し

てつ  さん よう てつ  どう

　　　　　　　　　　　　   へ

　　　　　　　　　　　　 せっ  ち

　　　　きんりん じゅうみん　　よう ぼう 　　　　　　てつ  どう ぶっ  し　　  しゅうさん　ち

  　　　　　　    きん  りん　　　　　　きょうかい

　　　　　　ひら  や  じゅうたく　　  なが  や

　　　　　　　　　　   に    こ  いっ とう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう

たく　　　　  よ　　　しょみん　　じゅうたく

　　　　　　　　　　じゅうたく　　　　　　　　　　　　  つうきん

　　　　　　　　　　　　　　　　  しょ みん　　じゅうたく

 　　　　　    ころ

  　　　   ぎ  せい

　　　　  ふみ  きり  じ     こ

　　　　   い   ぞく　　    く  よう

 　　  じ  ぞう どう　　 こんりゅう 　　　　  じ  ぞう

  こ  やす   じ   ぞう 　　　　     　　　　         ふ

どうみょうおう    まつ

 　　　   かいぎょう　　　　 ころ

 

うめ たて ち　　　い   てん

       　はり

  ま   　　　　  　  　　　　うんえい
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酒造りの商家
　土山駅北側の側道沿い
に旅館風の家屋がありま
す。この建物は大正時代
に建造された近代和風の
住宅です。戦後は住宅の隣りで造り酒屋を営業
されていました。住宅の後ろにある広い駐輪場
は酒を貯蔵する蔵の跡地だったそうです。

地蔵と不動明王
　土山駅北側の側道を西
に進むと地蔵と不動明王
に出会います。不動明王
といえば怒りの顔で私た
ちをにらみつけますが、この像はどちらかとい
えばかわいい姿です。この付近は、地蔵と不動
明王を並べてお祀りする事例があります。

土山と境界
　「山はないけど『土
山』はある」といわれる
土山駅前の周辺は海から
の高さが22メートルと低
く、周囲には山もありま
せん。この辺りは印南野
台地の端の高台で水源に
乏しく、昔は駅前一帯が
畑作地でした。
　土山の名前のもととなった土山村は加古川市
にあります。土山駅前商店街の付近は鉄道が開
通したことによりできた新しいまちです。
　播磨町と明石市、加古川市のとの境界は境に
なりにくいところを南東から北西にほぼ一直線
に走っています。これは古代の直線で結ばれた
道路「古代山陽道」が境界になっているからで
す。
　町のはずれの境には地蔵がお祀りされていま
す。

     そく どう  ぞ

 　　　　か   おく

　　けんぞう 　　　　　  きんだい   わ   ふう

じゅうたく  　　   じゅうたく　　  とな  　   つく　　  さか  や　　   えいぎょう

 　　　　　　　　    じゅうたく　     うし  　　 ちゅうりん じょう

　　　　　　ちょ ぞう　　 　　くら　　  あと  ち

 　　 じ  ぞう 　　   ふ  どうみょうおう

  　  ふ   どうみょうおう

 　  いか  　　　　  わたし

   　　　　　　  ぞう

    　　　　　　  じ  ぞう　　   ふ   どう

みょうおう     まつ  　　   じ   れい

  　　　  い  なみ   の

だい   ち　　   はし 　　   すい げん

とぼ

 はた さく ち

     　 てつ  どう

　　  はり  ま  ちょう   　　　　　   きょうかい

  　　　　　　　きょうかい

  　さかい  　じ  ぞう 　　まつ

 　   　しょう  か 　 きょうかい

  じ   ぞう　　　 ふ　どう  みょうおう
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問屋のまち~駅前通り商店街~

大家と店子~駅前通り商店街~
　土山駅の駅前通りは鉄
道が開通した頃、稲美町
方面へ伸びる商店街とし
て形成されました。駅前
商店街は近隣の商人が集まって商いを始めたと
いわれています。駅前通りの西側は大家、東側
は店子が店を構えたといわれています。

　土山駅前は主に農産物
などを扱う「産業の集散
地」として、様々な問屋
が集まりました。
　土山駅前商店街では、近隣の各地から出荷さ
れた農産物を中継するだけでなく、農産物を育
てる肥料などを各地に集散する問屋もあったよ
うです。

問屋のなごり~駅前通り商店街~
　土山駅前はその昔問屋
であったであろう建物が
わずかに残っています。
　元商家の二階には大正
時代の雰囲気を残すガラス窓が上下一面にはめ
込まれています。奥には大きな土蔵があり、かつ
ては多くの物資が保管されていたようです。

近代の町並み~駅前通り商店街~

　土山駅前の町並みは二
階建ての家屋が軒先を連
ねて建ち並んでいまし
た。
　木造家屋の二階には、大正時代から戦前にか
けて普及したガラス窓やひじ掛け高の手すりな
どを見ることができ、近代の町並みがわずかに
イメージできます。

 とん    や

  　　　　　　　てつ

どう　　  かいつう　　　　   ころ　　いな  み  ちょう

　　　　　　　の　　　　  しょうてんがい

　　けい せい

 　   きん  りん

    　　　　　   おお  や

　　たな こ 　　　　　 かま

  　　　のう さんぶつ

　　　　　   あつか

  　　　　　とん  や

   　　  きん  りん   　　    しゅっか

　　　　 のうさんぶつ　　ちゅうけい   　　　　　   のう さんぶつ

　　　　   ひ  りょう  しゅうさん 　　とん  や

  　　　　　 とん や

　　  もとしょう か

　　　　　　  ふん  い    き   　　　　  まど　　じょう げ   いち めん

  こ  　　おく  　  ど  ぞう

 　　　  ぶっ  し         ほ  かん

 　　　　　   まち  な

  　のき さき  つら

 　　  なら

　　 もく ぞう  か   おく

　　　　  ふ  きゅう 　　　　   まど か

   　　　　　　  まち な

 とん   や おお   や     たな   こ
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出典：「野添村古地図」播磨町立図書館蔵

出典：昭和 41 年国土地理院発行「土地条件図  高砂」
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野添と岩光 土山共同センター
　昭和48年開業の土山共
同センターはマンション
と複合した商業施設で
す。人口と宅地の増加に
より、駅の南側でも生活必需品の市場が必要に
なりました。第二種大型商業施設は昭和40年代
に流行した市場の形態です。

ソウブチ池
　ソウブチ池は印南野台
地の地形を利用して築堤
したため池です。昔はソ
ウブチ池の上と下に小さ
な池があり、重ね池（親子池）を形成していま
した。ため池は耕作地の大切な水利施設です
が、近年は宅地化により減少しています。

　野添は播磨町の中心か
ら東北部に広がる住宅街
です。野添の大部分が印
南野台地の南端に当たる
丘陵地に位置し、大部分
が松林であったといわれ
ています。耕作地は江戸
時代になってから順次開
発されました。
　野添村はかつて岩光と記して「がんくわう」
とも呼ばれていたようです。岩光は無量寿院の
縁起と関係があり、寺伝では「岩が光る」とい
う出来事に由来すると伝えています。
　その後室町時代の中頃には、原野の端という
意味がある「野添」という地名になったようで
す。
　野添には昔から多くの寺や坊が存在し、信仰
の篤い地域として知られています。

  の    ぞえ 　 いわ みつ

 　　　  かいぎょう

　　 ふく ごう　　　　   しょうぎょう   し  せつ

 　　　  たく  ち　　　ぞう  か

  　　　　  せ い かつ  ひつじゅ ひん　　  いち   ば

 　　　　   だい   に   しゅ おお がたしょうぎょう し  せつ

 　　　 いち  ば　　  けいたい

  　  い  なみ   の   だい

 ち   　　　　　ちく てい

 　　　　　  かさ　　いけ　    おや   こ　いけ 　　　   けい  せい

  　  こう さく   ち  　　　すい   り    し   せつ

 　　　たく  ち    か  　  げんしょう

　　   の   ぞえ 　   はり  ま ちょう

  　　   じゅうたく がい

　　　　　　  の   ぞえ　　 だい   ぶ  ぶん  　い

なみ   の   だい  ち　　   なん たん

きゅうりゅう  ち  　　　 だい  ぶ   ぶん

 　　　   こう さく  ち　　　  え　ど

  じ   だい　　　　　　　　　　　   じゅん じ  かい

はつ

　　   の   ぞえ むら

　　　　   よ  　　　　  　　　　　　  　　　　　　   む  りょうじゅ いん

えん  ぎ   　　　　　  じ  でん

 　  　　　  　　なか  ごろ 　　げん や　　   はし

 　　　　　    の  ぞえ

　　   の   ぞえ    ぼう　　  そんざい　　　　しん こう

　　 あつ　　  ち  いき
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絵図転載：村津雅夫「播磨町の地名とその歴史」（P44.1999）
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鹿ノ川環濠住居跡
　環濠のなごりを残す溝
筋が住宅街の周りを囲ん
でいるため、鹿ノ川環濠
住居跡と呼ばれていま
す。地域の領主が住んだ「方形居館」跡ではな
いかといわれています。環濠住居跡の入口(門
口)には塞神がお祀りされています。

愛宕塚古墳
　愛宕塚古墳は播磨町で
一番高い場所にある古代
の遺跡です。かつては、
塚の頂上から瀬戸内海を
一望できました。　
　古墳の頂上には火よけの神、愛宕大権現の祠
があります。愛宕講を信仰する皆さんは8月24日
に数珠繰りを行っています。

塞神－サ イノカミ－
　塞神は「サイノカミ」ま
たは「サイカミ」と呼び、
「ふさぐ」という意味が
あります。塞神は悪霊や
疫病が地域に広がることを防ぐ、古い民間信仰
の対象です。
　野添では塞神の小祠が10ヶ所確認されてお
り、地域の人に大切にお祀りされています。

鹿ノ川墓地
　野添住吉神社の宮前に
ある「鹿ノ川墓地」は、
昔海光寺が所在した付近
の墓地といわれていま
す。土山駅南の開発で行き場を失った墓石など
も集められ、お祀りされています。墓地の一角
に建つ満月塔も信仰の対象となっています。

   か　の　かわ   ぼ　 ち

　　  かん  ごう    みぞ

すじ　　じゅうたく がい

 　　　　　　か　の   かわ  かん  ごう

じゅうきょ  あと　　  　よ

　　　　  ち　いき　　りょうしゅ　　　　　　　　　　  ほう けい  きょ かん       あと

   　　　かん ごうじゅう きょ あと

　　　　　　  さいのかみ　　　   まつ

　　   あ   たご  づか   こ  ふん  　はり  ま ちょう

　　    い  せき

つか　   ちょうじょう　　　　  せ    と  ない  かい

いち ぼう

　　   こ  ふん　　ちょうじょう   　　  あ   たご だいごんげん　　ほこら

　  　　　　　  あ   たご  こう　　  しん  こう

　　  じゅ　ず　く

   か　の　かわ かん  ごう  じゅう きょ  あと

  あ    たご  づか   こ　 ふん

  　　　　よ

  　　　あくりょう

やくびょう 　   ち   いき  　　　　  ふせ   　  みん  かん  しん  こう

　　   の   ぞえ  　　　   しょう し 　　　  かく にん

　　　　  ち　いき  　   まつ

　　   の   ぞえ すみ よし じん じゃ

 か　の   かわ  ぼ    ち

　　 かい こう  じ　　　しょ ざい

　　　ぼ　 ち

     　   ぼ   せき

    まつ   　　　　　　  ぼ　ち

　　　　　　  まんげつ とう　　  しん  こう
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信仰  ～野添住吉神社～
　野添住吉神社は底筒
男命、中筒男命、表筒
男命の住吉三神と神功皇
后（息長帯姫 命）を住
吉大社から勧請し、古くから地元の本宮として
お祀りされています。野添住吉神社は野添の鎮
守として地域の人々の信仰を集めています。

社殿  ～野添住吉神社～
　野添住吉神社は左右対
称の拝殿、弊殿、本殿か
らなる古い社殿の形式で
す。
　本殿は昭和39年に火災に遭い、鉄筋コンク
リート造りの神殿に新しく建て替えられました。
　本殿うしろにある摂社にも多くの神様がお祀
りされています。

狛犬  ～野添住吉神社～
　拝殿前の狛犬には、
「酒造働連中」や「素麺
働連中」という文字と天
保二（1831)年という年号
が石に刻まれています。
　江戸時代、酒造りや素麺の製造現場で働く村
人達が狛犬を奉納したようです。

表参道  ～野添住吉神社～
　野添住吉神社の表参
道は蓮池の東端から無量
寿院の方面にまっすぐ伸
びていますが、偶然では
なく、信仰を結ぶ大切な道でした。
　神仏習合の時代、野添住吉神社と無量寿院
は信仰上、地域一体として存在していたようで
す。

　　   の    ぞえ すみ  よし じん  じゃ        そこ つつの

おのみこと    なかつつの おの  みこと     うわ つつの

おのみこと　　すみ よしさんじん　　じん ぐう こう

 ごう　    おき ながたらしひめのみこと  すみ

 よし たい  しゃ　　　　  かんじょう  　　　　　　ほんぐう

　　 まつ      の   ぞえ すみ  よし じん  じゃ　　   の   ぞえ 　　ちん

じゅ 　   ち   いき   しん  こう

       の   ぞえ すみよし じんじゃ　　   さ ゆうたい

しょう　    はいでん　　へい でん　　ほん でん

 　　　   しゃ でん

　　  ほん  でん     か   さい　　　あ　　　　   てっ きん

　　　　　   づく　　　   しん でん   か

　　  ほんでん  　　　　　せっ しゃ     まつ

 こま いぬ

　　  はい  でん  まえ　　   こま い ぬ

    てん

ぽう

　　　　　　きざ

　　   え   ど　  じ  だい　　さけ づく　　　　 そう めん　　せい  ぞう げん   ば　　　　　　  むら

びとたち  　  こま いぬ　　ほうのう

　　    の   ぞえ  すみ よし じん  じゃ　　  おもて さん

 どう　　  はす いけ　　  とう たん　　　　   む  りょう

 じゅ いん    　の

  　ぐう ぜん

　　　　　　しん こう

　　  しんぶつ  しゅうごう 　　　　　  　の   ぞえ すみ  よし じん  じゃ 　む  りょう じゅ いん

　　  しん  こうじょう　　  ち  いき いっ たい  　　　　  そん ざい

 しん  こう

  しゃ  でん  おもてさん どう

の　ぞえ すみ よし じん じゃ

の　ぞえ すみ よし じん じゃ の　ぞえ すみ よし じん じゃ

の　ぞえ すみ よし じん じゃ
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ため池と小学校
　野添のため池である蓮
池は印南野大地の端に築
堤されたため池です。い
つ頃できたため池かは不
明ですが、ため池は先人の苦労の痕跡です。
　ため池の大部分は埋め立てられ、埋立地は小
学校となりました。

ため池と用水路
　元来水が乏しい印南野
台地に住む野添の人々は
干ばつ等の自然災害に遭
うと大変苦労しました。
　村人は雨乞など信仰に頼るだけでなく、自力
でため池を築き、更に用水路を巡らすことで水
の恵みを得て、耕作地を開拓していきました。

川底の埋樋
　喜瀬川はかつて水無川
だったので、十分な水を
得ることはできませんで
した。そのため古宮の大
庄屋今里傳兵衞が尽力
し、遠く加古川から引水
する新井用水が完成しま
した。明暦二（1656）年
のことです。
　新井用水開通の難所の一つが喜瀬川でした。
川の東側へ水を送るため、川底に樋を埋めまし
た。この時に採用した土木技術がいわゆる「逆
サイホン」です。「逆サイホン」とは高低差の
圧力を利用して水を流す原理です。
　当初木製だった埋樋は現在コンクリート製に
なっていますが、大池まで引水する新井用水の
しくみは今も昔も変わっていません。

　　   の   ぞえ  　　　　　 　　はす

 いけ 　　 い   なみ  の   だい   ち　　   はし　　  ちく

てい

　　  ころ

    　　　  こん せき

 　　　   だい  ぶ  ぶん　　   う 　　　　　    うめ たて  ち

　     がん らい  　　　   とぼ  　　　  い  なみ  の

だい   ち  　　　   の   ぞえ

かん 　　　　し  ぜんさい  がい  　あ

 　   あま ごい  　　　  しん  こう　　  たよ  　　　　　　じ　りき

 　　　   きず  　　　さら  　　めぐ

　　 めぐ    こう さく  ち  　   かい たく

 かわ  ぞこ　 　 うずみ  び

        き    せ   がわ  　　　みず なし がわ

    おお

じょう や   いまざと でん   べ    え　　　  じん  りょく

  　　　　　いんすい

　　　　しん  ゆ   よう すい

　　　　　　めい れき

　　  しん   ゆ   よう すい かいつう 　　なん しょ 　　   き    せ   がわ

    　　　　とい　　   う

 　　　　　   さい  よう 　ど  ぼく ぎ  じゅつ    ぎゃく

  　　　　  ぎゃく 　　　　　　　    こう てい   さ

あつりょく   　　げん  り

　　  とう しょ もく せい 　　　うずみ  び　　  げんざい  　　　　　 せい

    　　　　　   しん   ゆ   よう すい
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播磨の大寺  ～無量寿院～
　無量寿院の正式寺名は
光明遍照山高禅寺とい
う真言宗の寺院ですが、
通常は無量寿院と呼ばれ
ています。無量寿院は江戸時代以降、明石から
姫路にかけて真言宗五十三ヶ寺の親寺となり、
「播磨の大寺」という名称でも知られていま
す。

真言宗の寺院 ～無量寿院～
　無量寿院の高禅寺とい
う名称には禅宗の影響も
ありますが、開基から続
く真言宗の寺院です。
　江戸時代までの無量寿院は真言宗の教義を学
ぶ談義所であったといわれ、東播磨各地の真言
宗寺院とつながりがありました。

建造物  ～無量寿院～
　無量寿院境内には江戸
前期から中期頃のお堂が
ありましたが、明治の神
仏分離令の際に本堂をは
じめ多くの堂が売却されました。東京よみうり
ランドに移された多宝塔もその一つです。
　現本堂は元禄七（1694）年築の元御影堂で
す。

移転の説  ～無量寿院～
　無量寿院は寺伝によれ
ば古い歴史のある寺院で
すが、建造物は江戸時代
以降の築造です。明治時
代の檀家の一人、清太郎は「元々別の場所に
あった無量寿院が江戸時代初め頃、現在地へ移
転してきた」という移転説を伝えています。

       む  りょうじゅ いん　　せい  しき  じ   めい

 こう みょうへんじょうさん こう ぜん   じ

　　しん ごんしゅう　　  じ  いん

つうじょう　　  む  りょうじゅ いん　　  よ

 　　　   む  りょうじゅ いん　　　え　 ど　  じ　だい   い   こう

ひめ   じ  　　　　　   しん ごんしゅう  　　　　  おやでら

　　  はり  ま　　    おお でら 　　　  　　　　 めいしょう

　　   む  りょうじゅ いん  けい だい　　　　  え   ど

 　  ちゅう き  ごろ

     しん

ぶつぶん  り 　　　  さい  　 ほん どう

     ばいきゃく

  　　    た   ほう とう

　　  げん  ほん  どう　　  げん ろく  　  ちく　　   もと　み   えい  どう

        む  りょうじゅ いん　　こう ぜん   じ

　　  めいしょう 　　　  ぜんしゅう　   えいきょう

 　　　　　  かい   き

　　しんごんしゅう　　  じ  いん

　　   え   ど　じ  だい  　　　  む  りょうじゅ いん　　  しんごんしゅう　  きょう ぎ

　　  だん  ぎ    しょ  　　　　　　ひがしはり  ま   かく  ち　　   しん ごん

しゅう  じ いん

 はり　ま　　　 おお  でら

 しん ごん しゅう　　   じ   いん   い　てん

　　   む  りょうじゅ いん　　   じ   でん

  　　　   じ   いん

　　　　　　けん ぞうぶつ      え   ど　  じ だい

 い   こう　　  ちく ぞう

　　　　  だん   か

　　　　　     む  りょうじゅ いん　　   え   ど　 じ  だい はじ 　　ごろ　　げんざい  ち 　い

てん  　　　　  い  てん  せつ

 けん ぞう ぶつむ   りょう  じゅ  いん む   りょう  じゅ  いん

む   りょう  じゅ  いんむ   りょう  じゅ  いん
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出典：播磨町郷土資料館蔵

出典：昭和 41 年国土地理院発行「土地条件図　高砂」
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野添の地理寺坊の今昔
　野添村にはかつて七ヶ
寺のお寺や坊があったと
いわれています。寺坊
は、明治時代初めの廃仏
毀釈と廃藩による寺領没
収により、その多くが消
滅しました。野添には現
在、無量寿院と圓満寺だ
けが残っています。
　野添の小集落には小さなお堂があり、地蔵が
お祀りされていますが、弘法大師が一緒にお祀
りされている場合もあります。お寺はないのに
弘法大師がお祀りされている例は偶然でしょう
か、それとも寺や坊のなごりでしょうか。
　お堂に隣接する集会所は村人が寄り合って建
てた共同の場所です。

　野添は印南野台地の南
の縁に沿うところという
意味を表現した地名で
す。大部分を台地で占め
る野添地区はかつて集落
が少なく、江戸時代以降になって順次開発され
ました。台地と低地との段差を利用して築堤さ
れたため池もあります。

御月見日記
　野添で発見された「御
月見日記」は江戸時代の
中頃から明治時代にかけ
て、農村の日々の出来事
を記した貴重な記録です。
　特に当時の天候や農作物のことが諸々記され
ており、野添の庶民の生活や暮らしぶりをくわ
しく伝えています。

 の　ぞえ  　 ち　  り 

        の   ぞえ むら

 　　　   ぼう

  　　　　　  じ　ぼう

  　　　　　はいぶつ

  き  しゃく　　はいはん 　　　  じ  りょうぼっ

しゅう  　　　　　　    しょう

めつ  　　　　　   の   ぞえ  げん

ざい　　   む  りょうじゅ いん     えん まん  じ

　　   の   ぞえ 　 しょうしゅうらく   　　　   じ   ぞう 

　　 まつ    　　 こう ぼう たい   し    まつ

こう ぼうたい   し　　　　   まつ   　　　    ぐう ぜん

  　　  ぼう

 　   りん  せつ

じ　 ぼう　　   こん じゃく

　　   の   ぞえ　　   い   なみ  の   だい   ち

　　 ふち　　   そ

  い　  み　　　ひょうげん

　　　　だい  ぶ   ぶん  　　　  　　し 

       の   ぞえ  ち    く 　　  　     しゅうらく

 　　　　え   ど   じ   だい   い   こう 　　　  じゅん じ かいはつ

　　　    　　  だん   さ　　　   り  よう 　　    ちく てい

　　   の  ぞえ 　  はっ けん     お

つき  み   にっ き　　　　　  え　ど　  じ  だい

なかごろ

　　　　のう そん

 　   き  ちょう 　き  ろく

  　　　　　のう さくぶつ  　　　　　   もろ もろ

 　   の   ぞえ　　  しょ みん    く

   お   つき  み　 にっ  き 
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1-1 移転した圓満寺
　圓満寺は真言宗の無量
寿院末寺です。元は野添
の南にありました。江戸
時代は誰もが皆、寺の檀
家に入る必要がありましたが、土山村には寺が
ありませんでした。圓満寺は土山村の檀家寺と
なるため、野添の北に移転しました。

 　　えん まん  じ　　   しん ごんしゅう　　  む  りょう

 じゅ いんまつ   じ                    もと        の   ぞえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え   ど

　じ   だい  　  だれ　　　　  みな   だん

  か

                                                   えん  まん   じ　　　　　　　　　　　だん  か    じ

                             の   ぞえ

い　てん 　　　えん  ま ん　じ
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メ
モ

あ
と
が
き

　野添地区は古くは岩光村と呼ばれていましたが、印南野台地の末端に位置する
ため、印南野に添うという意味で江戸時代から野添と呼ばれ始めたようです。
　昭和４７年から５２年にかけて区画整理が行われましたが、明治に交通の要衝と
して発展し、現在も播磨町の玄関口である土山駅や、かつては真言宗五十三カ寺
の本寺であり、高野山と深い関わりのある無量寿院など、古代から今日までに築か
れた建造物やまちなみなどの文化遺産が数多く残されています。
　本冊子は、本町を代表する文化財だけでなく、地域の人々が今日まで、大切に守
り続けてきた文化遺産、街角にたたずむ身近な文化遺産なども紹介し、この地区
が持つ特長や魅力を発信するとともに、これらを活用したまちづくりを進めること
を目的に作成いたしました。
　この地区にある文化遺産のすべてを調査し、書き記すことはできませんでした
が、その中のいくつかを本冊子に書き記しましたので、多くの方が本冊子を片手に
現地を訪れ、この地区の歴史や特長などについて興味を持ってくださること願って
います。
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