
八幡神社
県指定文化財。永承6年（1051）、源義家
が奥州合戦の際に立ち寄り祭壇を設けて
戦勝を祈願し、勝利後、再び立ち寄り石清
水八幡宮を勧請したといわれています。現
在の社殿は江戸時代の享保期に再建され
たもので、拝殿は入母屋造り、屋根は銅葺
千鳥破風造りとなっています。

Hachiman shrine
It is said that in 1051 Minamoto no 
Yoshiie stopped by the shrine at the 
time of the Oshu Battle and prepared 
an altar to pray for victory. After 
winning, he again dropped in to appeal 
to Iwashimizu Hachimangu Shrine for making a branch shrine for a 
deity. The current shrine was rebuilt in the Kyoho period of the Edo 
Era.
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児玉町旧配水塔
国登録有形文化財。昭和6年（1931）、当時の児玉町内
の住民5,000人に水道水を供給するために設けられた高
架水槽。外見は塔型で内部の上層に水槽があり、下層に
ポンプを配置しています。

Old tap water storage tank in Kodama town
This elevated tap water storage unit was placed in 
1931 in order to supply tap water to 5,000 residents 
within the Kodama town at that time. The external 
appearance is that of a tower. Inside the facility, a 
water tank and a pump are installed on the upper 
and lower parts respectively.

寺坂橋 
国登録有形文化財。明治22年（1889）に造られた元小山川に架かる石橋。近代的な切石を用い
た珍しいアーチ型で、現役の石造アーチ橋としては、埼玉県最古の橋です。

Terasaka Bridge
This is a stone bridge built in 1889 that spans the old Koyama River. Using modern cut stone, 
this unique arching bridge is said to be the oldest stone arch bridge among those on the 
active list in Saitama.

「中山道分間延絵図」は、江戸幕府が道中奉
公に命じて作成した測量絵地図「五街道分間
延絵図」の一部で、文化３年（1806）に完成
しました。縮尺は約1,800 分の１で作成さ
れ、国の重要文化財に指定されています。

江戸の浮世絵師、渓斎英泉（1791～1848）の作で、歌川広重との合作「木曽街道
六十九次」のうちの１幅です。 中山道分間延絵図・本庄宿（模写）

本庄宿神流川渡場

雉岡城跡
県指定文化財。雉岡城は、戦国時代に関東管領山
内上杉氏の居城として築かれた平城。今は、300本
のソメイヨシノが咲く桜の名所として知られ、城山公
園とも呼ばれています。園内には、大規模な空堀や
土塁が残り、往時の面影を今に伝えています。

Kijigaoka Castle ruins
Kijigaoka castle was a flatland castle built during 
the Sengoku Period （15th century） as residence 
of Yamanouchi Uesugi of Kanto Kanrei. Now it 
is well-known as a cherry blossom viewing spot 
where 300 Yoshino cherries blossom and this 
place is called Shiroyama Park. There, the remains 
of a large-scale empty moat and earthwork in the 
park recall the flavor of that period.

金鑚神社
県指定文化財。中山道本庄宿の
総鎮守とされる古社で、極彩色漆
塗りの権現造り社殿が一際目をひ
きます。境内には、金鑚神社の別
当寺である威徳院の総門だった大
門のほか、目通り６ｍ、樹高20ｍ
のご神木のクスノキがあります。

Kanasana Shrine
In this ancient shrine, which is 
regarded as Sochinju (general 
guardian) of Nakasendo Honjo 
post-station town, and the 
main building of Gongen style with vivid color lacquer 
particularly catches our eyes. There is a sacred camphor 
tree which is 6 meters across at eye level and 20 meters 
in height.

間瀬堰堤
国登録有形文化財。
東日本に残る農業用
重力式ダムでは最古
のダム。高さ27.5ｍ、
幅126ｍを誇り、昭
和12 年（1937）に農
業用の貯水池として
造られました。ため池百選にも選ばれ、春は「桜」、秋は

「紅葉」と四季を通して趣ある姿で訪れた人たちを魅了
します。

Maze Dam
This is the oldest agricultural weight type dam 
in Eastern Japan. It was designed in 1937 as an 
agricultural reservoir 27.5 meters in height and 
126 meters in width. Visitors will be attracted by 
its elegant view all year round including cherry 
blossoms in spring and colored leaves in autumn.

歴史民俗資料館
県指定文化財。明治16 年（1883）に本庄警察署と
して建てられました。コリント様式による本庄初の
本格的洋風建築です。現在は、歴史民俗資料館とし
て活用されています。館内には、はにぽんのモデル
となった「笑う盾持人物埴輪」が展示されています。

Museum of History Folklore
This was built as a Honjo police station in 1883. 
It is the first full-scale Western-style architecture 
of Honjo in the Corinthian style. Currently, it 
is used as a museum of history folklore. In the 
museum, Haniwa of a smiling person with a 
shield, which was the model of HANIPON, has 
been exhibited.
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