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神科歴史探訪の刊行に際して

　神科歴史探訪は、「神科を歩こう」を改訂した冊子です。平成25年（2013

年）に刊行された「神科を歩こう」－上田市神科地域文化財の現況―は、神

科地域の史跡、建造物、寺社仏閣などについて自治会ごとに調査し、まと

めたものです。

　今回、内容を修正し、タイトルを「神科歴史探訪」としてリニューアルし

ました。神科歴史探訪は、同時に刊行するマップ「神科歴史探訪広域マッ

プ」ともども神科地域をより深く知りまた、トレッキングの友として活用

できるよう配慮しました。

　この冊子の刊行にあたり、調査にご協力をいただいた各自治会長さん、

ご尽力された会員の皆様方に感謝するとともに、今年度（令和元年度）の

「わがまち魅力アップ応援事業」に採択された関係者ならびに上田市に御

礼申し上げます。

　なお、冊子の発行元の“伊勢崎城跡復興会”は、歴史に埋もれた戦国時代

の山城「伊勢崎城跡」を世に出そうと神科まちづくり委員会産業・環境保

全部会を母体として広く会員を募って発足した会です。

　令和元年 12 月吉日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    伊勢崎城跡復興会

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　会長　 佐藤和男　
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①　畑山神社　上野字畑山にあり、もと大星明神といい醍醐天皇延長2年
（924年）諏訪神社を勧請し創建と伝えられる。嘉永元年（1848
年）4 月大法性神社と改め、明治11年（1878年）3月19日畑山
神社と改称された。祭神は建

た て み な か た の み こ と

御名方命、八
や さ か と め の み こ と

坂刀売命である。明
治6年（1873年）4月村社となった。本社、拝殿、祝詞殿、鳥居（石
造）を備え境内203 坪である。
●所在地　上野字畑山2687 番地　　　保存状態　　良い

　　　　　　

②　畑山公園　 金刀比羅社（大物主命）　蚕影山社（蚕保護神）　山の神社（大
山
やまつみ

祇命）がある。
●所在地　上野2780 番地　　　　　　保存状態　　良い

③　大輪寺跡　上田（新田）にある大輪寺は、もと畑山にあったものである。真
田昌幸夫人が開基した寺で、天文年中（1532 年〜1555 年）兵火
にかかり、慶長年中（1596 年〜1615 年）真田昌幸が新田に再建
したものである。
●所在地　上野2657 番地南付近か 寺屋敷と呼ばれている（伝承）

神科地域（各自治会）に残る歴史的文化遺産

畑　山
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④　龍洞院跡　神川蒼久保にある曹洞宗龍洞院は、もと天文年中（1532年〜
1555年）村上義清が父顕国のために畑山に一寺を創建してそ
の法名を寺名とし、本寺二世南渓を開山とした。天正3年（1575
年）[あるいは天正8年（1580年）] 現在地に再建した。
●所在地　　畑山発電所大水槽付近　（伝承）   建物はない

⑤　薬師堂　　間口２間、奥行２間半、薬師如来を祀る 正徳三年（1713年）
の銘がある。
●所在地　上野2732 番地 1　　　　　保存状態　　良い

⑥　発電所跡　明治35年（1902年）8 月11日、はじめて上田町内に電灯が灯っ
た。その発電は畑山発電所でおこなわれた。資本金5 万円。明治
33 年（1900 年）発足の上田電燈会社により、明治34年（1901
年）竣工。60 ＫＷの発電機2 基。畑山の上手神川と洗馬川の合
流点で水をせきとめ、発電所まで通水。しかし「電気と雷は兄
弟分なので雷がおちやすい」「十燭光1 灯56 銭から70 銭と値が
高い」「根のない木を植えてどうする（電柱）」と電気はなかなか
売れなかった。畑山の利用はわずかに１灯（堰の危険防止用）で
あった。一方「水が火になる」と見物者が増加して一名所となっ
た。昭和41年（1966 年）廃止。上田市指定文化財。
●所在地　上野2566 番地 1先　　　 保存状態　　悪い
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⑦　金剛寺峠の一つ火　金剛寺峠は明治の終わりまで傍陽地区から上田       
平への唯一の道であった。佐久間象山も松代から岩門の大日堂
や常田の毘沙門堂の活文禅師のもとにこの道を通った。畑山の
上あたりで雨の降るような寂しい夜によく一つ火が現れたとい
われ、昔ここで殺された商人のたましいとかいわれた。大正末か
ら昭和にかけて各集落ごとに電灯がつくようになって消えた。　　　　

⑧　竪
たて

（立）岩
いわ

　神川と洗馬川合流地点の上方、太郎山山麓の景観。単調な山
肌に大きな凝灰岩の露出は地質学上の貴重な資料。山の神と
の間あたりを首切り平といい、戦国争乱の頃反逆者の首をは
ねたところとの謂われがある。

　　　　　　 ●所在地　　洗馬川沿い　　　　　　　保存状態　　良い

（伝説）
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⑨　庚申塔　　「文政元年（1818年）三月村中」の銘がある。
●所在地　平成4年（1992年）9月に畑山区入口に移動した。以
前は、上野2698 番地1先にあったものを道路改良に伴い現在
の位置である真田町本原840 番地1先に移転したもの。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 保存状態　　良い　

⑩　道祖神（7 体）　
●所在地　平成4年（1992年）9月に畑山区入口に移動した。
以前あった場所から道路改良に伴い庚申塔とともに真田町本原
840 番地1先に移転したもの。（他6 体）
保存状態　　良い　

⑪　馬頭大士　「嘉永五年（1852年）九月清水宗五郎建之」の銘がある。
　　　　　　 他７体

●所在地　上野2780 番地 畑山公園内　 保存状態　　良い

⑫　大日如来　山神社境内、「明治三年（1870年）三月吉日建立」の銘がある。
●所在地　上野2771番地　　　　　　保存状態　　良い
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畑　山
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①　砥
といしたてしろじんじゃ

石健城神社　 上野字西ノ入にあり、もと十二大明神といい、明治2年
（1869年）7月に砥石健城神社と改称、祭神は建御名方命、八
坂刀売命である。文安5 年（1448 年）創建、岩窟の上下に各社
あり、寛文6年（1666年）11月岩窟を地ならしして1 社とした。
寛政6年（1794年）神社を再建しこの年鰐口を奉献した（上田
市立博物館に寄託）。境内社に社月社、浅間社、秋葉社、子安社、
宗像社と稲荷社が3 社あり、明治6年（1873年）4月村社となっ
た。本社社殿、祝詞殿、鳥居（石造）を備え境内376 坪である。
●所在地　上野2235 番地の上　 保存状態　  良い　　　　　　

②　稲荷社　　砥石城址神川端にある。村上義清とかかわる伝承もあるが、
例祭は3 月10 日で洗馬地方きっての早い祭礼であった。戦後は
この祭典も行われない。寛政5 年（1793 年）村が建てた社前の
灯籠台石には「天文十五年（1546 年）丙午二月吉日村上源三建
之」とある。また鳥居の横には「関東の富士見100 景・黄金の滝」
の碑が建てられている。
●所在地　神川崖上　　　　　　保存状態　　やや悪い

伊 勢 山
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③　黄金の滝    稲荷神社横の崖に春オウバイの花が巾20 〜30 ｍ高さ80 ｍに
咲き乱れる。
●所在地　稲荷社横の崖地　　　　保存状態　　良い

④　石尊社　　８月土用に祭典が行われ、祭りのほら貝が響き渡った。　　
                   ●所在地　　砥石健城神社の裏山　　　保存状態　　良い

⑤　陽泰寺　　上野字戸畑にあり、山号を望富山といい曹洞宗甲斐国八代郡
中山村広厳院末である。本尊釈迦牟尼如来。享禄年中（1528 年
〜1532 年）龍州玄白の開基である。境内1331 坪。砥石城の松山
を背にし、本堂、宝蔵、経蔵、山門、庫裡、般若堂、摩利支天堂が
ある。明和年間（1764 年〜1772 年）鐘楼、文化5年（1808年）
総門建立。行基時代に泰澄和尚が巡錫し養心の地としたので、
養泰院と称したのに始まるという（縁起）。享禄年間（1528 年〜
1532 年）海野小太郎の開基により創建され現在に至ると伝えら
れる。

　　　　　　 ●所在地　　上野字戸畑2463 番地　　　保存状態　　良い
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⑥　砥石城とその城下町　東信地方屈指の山城。とくに村上―武田の攻
防戦は、全国的にも砥石崩れとして有名。真田昌幸は原の郷

（現本原）から上田に移る天正10年（1582年）前後数年間は
ここ砥石城を守り、麓に城下町を形成していた。城下町につ
いては石碑「市神宮」が一つの考証資料であるが、真田氏の
館跡については不詳。類推すれば真田氏は原の郷の館跡に
伊勢神宮を祭っている。伊勢山地区西ノ入の伊勢宮の辺り
は地形的には砥石城主の館に絶好の地点である。砥石城は
表は小県平一帯から佐久方面まで一望におさめ、裏は上州
街道から奥信濃への要路をおさえている。こうしたことか
ら、砥石城と伊勢山地区は中世にこの地方の一大中心地で
あったことがうかがえる。

                   ●所在地　上野字城山2505 番地ホ　　保存状態　　良い

⑦　（旧）集会場と飯綱城　明治23年（1890年）の新設。この場所は文政
（1818年〜1830年）の古地図では飯綱城の場所と一致して
いるので、旧城跡を利用してできた集会場である。

                   ●所在地　旧伊勢山集会場　　保存状態　　悪い（老朽化）

⑧　七不思議　げんの石、おんばがね、血の池、血の川、黄金の滝、東上野の
松、樋之沢の馬頭観音

                   ●所在地　伊勢山各地　　　　　　　保存状態　　良い
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⑨　小石丸発祥の地（小田中家）　「伊勢山の小田中源右衛門寛政（1789
年〜1801年）のはじめごろ在来種より特別良種を発見せ
し原種にて、虫質強壮光沢優美、解じょ良好なり。繭質堅硬
にして指頭の力を加うるにあたかも石の如し。たまたま同
家伝来の繭形奇石あり、よって小石丸と名づく」 [大正6年

（1917年）大日本蚕糸会発行『蚕の種類号』より] 。同家玄関
には「寛政年間蚕種小石丸の生まれし家」の表札が掲げられ
ている。

                   ●所在地　　上野2426 番地　　　　　保存状態　　良い

⑩　市神宮（碑）　伊勢山が城下町として整備された名残が市神宮。ここ
を中心に市が開かれた。台石をけずり粉をお守りや薬にし
た跡がある。

                   ●所在地　旧伊勢山集会場の上　　　 保存状態　　良い

⑪　庚申塔　　寛政十二年（1800年）の銘がある。
                   ●所在地　上野1847 番地　　　　  　保存状態　　良い

⑫　成達学校　明治6年（1873年）8月15日、伊勢山・金剛寺の学校として
伊勢山村鎮守拝殿を仮校舎とした。12 月愛日学校に合併。

                   ●所在地　鎮守拝殿　　　　　　　　保存状態　　悪い
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⑬　伊勢山学校　明治6年（1873年）12月、愛日学校開校と共に伊勢山村
は分離し明治7年（1874年）3月陽泰寺を仮校舎として独自
に学校を作った。しかし明治9年（1876年）上野地籍に移っ
た愛日学校と合併。

                   ●所在地　陽泰寺　　　　　　　　　保存状態　建物現存

⑭　愛
あいじつ

日学校跡　明治6年（1873年）12月伊勢山、金剛寺、長島、大久保が
合併し金剛寺村の玉蔵寺に愛日学校を開校。明治８年（1875
年）上野村、住吉村の住民が各区に分散する学校の不利を考
えて西上野地籍（伊勢山）に校舎を新築。上野学校の前身。現
在鬼瓦一対は伊勢山生活改善センターと神科小学校に、建
物は古金昭夫さん方に保存されている。

                   ●所在地　上野（旧上州街道沿い）　　保存状態　　良い

⑮　上野学校跡（記念碑）　明治19年（1886年）4月住吉村、上野村に古里
村が加わり新学校を設立することになった。これが上野学
校（第24 番小学）のはじまりである。場所は伊勢山で染屋に
は上野学校古里支校がおかれた。

                   ●所在地　上野（旧上州街道沿い）　保存状態　　良い　　
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⑯　二十三夜塔　天明元年（1781年）の銘がある。
                   ●所在地　庚申塔の傍　　　　　　　　保存状態　　良い

⑰　郷　蔵　　安政3年（1856年）設置、現存。
                   ●所在地　（旧）集会場敷地内  　保存状態　 悪い（老朽化）

⑱　伊勢山トンネル　昭和３年（1928年）１月10日上田温泉軌道（株）北
東線の伊勢山〜本原間開通、トンネルの全長224ｍ。昭和47
年（1972年）2月19日廃線。

　　　　　　 ●所在地　国道144 号線東　　　　　保存状態　　良い

⑲　堀越堰　　伊勢山の北東堀越地籍で神川から取入れ、神科沖の北部を
通じ、途中丘堰・高堰その他いく筋かの小堰を分水し神科北
部の田用水となり、長島にて矢出沢川と合わせて常盤城よ
り秋和を経て千曲川にいたる。

                   ●所在地　伊勢山〜塩尻地域　　　　保存状態　　良い
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⑳　丘　堰　　樋之沢の南で堀越堰から分水し、横山の南を流れ長島の東北
を廻る。大久保の南から金井・蛇沢の北、山口の南を通って流末
は矢出沢川に落ちる。

                   ●所在地　堀越堰分流　　　　　　　保存状態　　良い

㉑　高　堰　　伊勢山で堀越堰を分水し、樋ノ口の東から沢入の西を廻り、新
屋の宮林の南から神科新屋の北部に注ぎ流末は神科新屋堰に
合流する。

                   ●所在地　富士見台山腹〜神科新屋　　保存状態　　良い

㉒　伊勢山上水道跡　昭和29年（1954年）設置された上水道で、動力を使わ
ず「ダイナポンプ」という装置を使って堀越堰から水の圧力を利
用して約70ｍの浄水池まで押し上げ、そこから全戸に配水した。　
総工費640 万円。

                   ●所在地　神川沿い　　　　　　　保存状態　悪い（崩壊）

㉓　道　標　　「↑長島ヲ経テ上田市ニ通ズ　↓伊勢山ヲ経テ上州街道ニ通
ズ　昭和八年（1933年）十一月　伊勢山青年会」とある。                   

                   ●所在地　上野学校跡碑北角　　　　保存状態　　良い

㉔　天神宮　　寒い3月の夜、小学1年生から中学3 年生までの男子がお参り
する行事がある。                 

                   ●所在地　樋之沢　　　　　　　　　保存状態　　良い

㉕　道祖神　　「大正十四年（1925年）二月」の銘がある。                 
                   ●所在地　樋之沢　　　　　　　　　保存状態　　良い　

㉖　馬頭大士　「昭和十五年（1940年）四月吉日」の銘がある。        
                   ●所在地　樋之沢　　　　　　　　　保存状態　　良い　
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㉗　観音堂　　聖観世音菩薩、馬頭観世音菩薩、准
 じゅんてい

胝観世音菩薩をまつる。             
                   ●所在地　樋之沢　保存状態  聖観世音菩薩は破損 他は良い　

㉘　第三紀中新世地層の露頭　別所層とよばれる泥岩層で、クジラ・ニシン・
ホタテガイ類など海の生物化石の出る貴重な露頭。            

                   ●所在地　神川崖上　　　　　　　　保存状態　　　良い　

㉙　神科中部圃場整備事業記念碑　「事業主体　神科中部共同施行委員
会、昭和59・60年度（1984・1985年）転作推進特別対策事業
により実施。農家40 戸、受益面積8.5 ヘクタール、総事業費
1億500 万円、事業期間　昭和59年（1984年）12月から61年

（1986年）3月」とある。碑面揮毫　農林水産大臣　羽田　孜        
                   ●所在地　神科小学校から西野竹道の中間地点
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　保存状態　 良い　



17

伊勢山

所在地略図

12

4

1

17

18

23

16

21

10

22
28

19

13

7

9

8

5

6

8
2
3

25

20

24

27
26

118

15
14

川
久
保
橋

神
川

旧
集
会
場

公民館

上信越自動車道

14
4号
線

ふるさと農道

19



18

①　信玄鐘かけの松　 天文１９年（1550）武田信玄が村上義清の山城であっ
た砥石城を攻めた際、本陣近くにあった松の枝に鐘をかけて鳴
らし、進軍や退却の合図としたため「鐘かけの松」といわれた。
現在の松は3 代目で、平成4年（1992年）3月植樹した。

　　　　       ●所在地　おひさまグラウンド南　　保存状態　　良い　　　

②　伊勢崎城跡　 虚空蔵山山頂にあり、城の面影を残している。標高672 ｍ、
神川との比高120 ｍで虚空蔵城・伊勢崎砦ともよばれた。独立
峰のため視野が開け、砥石城の前衛の城として築かれたものと
考えられている。砥石城が真田氏の支配下に移ってからは、伊
勢崎城もその支配下に置かれ、天正13年（1585年）徳川の大軍
を迎え撃ったとき、真田信之がこの城に拠り上田城の東方を固
めるために利用したといわれる。

　　　　       ●所在地　上野1852 番地（虚空蔵山山頂）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　未整備　　　

富 士 見 台
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③　宇賀神社跡碑　 
　　　　       ●所在地　上野1852 番地（虚空蔵山山頂）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保存状態　　良い　　　

④　馬頭観世音　馬頭観世音碑には「大正十五年（1926年）九月一日」の銘
がある。　　　　    

　　　　　    ●所在地　おひさまグラウンド南　保存状態　　良い

伊勢崎城跡
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①　足
たるしま

島神社　 上野字足島にあり、もと諏訪社といい明治26年（1893年）5
月足島神社と改称。祭神は建御名方命、八坂刀売命で創建、由
緒ともに不明である。境内社に子安社、厳島社、山祇社、天満社、
弁財天社があり、明治6年（1873年）村社となった。本社、拝
殿、祝詞殿、鳥居（石造）を備え境内513 坪。参道には亭々たる巨
松の並木が続いて壮観を誇っていたが、昭和24年（1949年）
のキティ台風で大半を折損し、のち伐ってしまったが昔を知る
人にはなつかしい思い出である。参道入口に常夜燈[明治39年

（1906年）日露戦勝記念] がある。
　　　　       ●所在地　上野字足島504 番地　　　　保存状態　　良い　　

②　伊勢大神宮　 上野字弥
み す み

素視にあり、鳥居が2 つあって第１の鳥居には「安
永三年十一月」とある。昭和34年（1959年）の伊勢湾台風で
本殿（一間×三尺 高床式、くず屋根）・拝殿（二間×二間）崩壊、
小社殿を急造した。安永三年は1774 年。

　　　　       ●所在地　上野字弥素視　　　　　　保存状態　やや悪い　　　

神 科 新 屋
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③　飯綱五社神    矢花の裏山、養蚕の守護神として五つの祠が祀られている。
石祠の一つに明和二酉年（1765年）とある。
●所在地　上野字鴻呂館　　　　　保存状態　やや悪い

④　新屋古墳群　 新屋集落の北東部に11の古墳時代後期に属する円墳があ
る。第1号から4 号墳を「新屋古墳群」第5 号から11号墳を「矢
花の七つ塚古墳群」と呼び、市指定文化財である。このうち新屋
古墳群の４基は虚空蔵山南麓にあり、第１号墳のほかはわずか
に石室が確認できる程度になってしまっている。第１号墳は保
存状態が比較的良く、南北約12 ｍ、東西約13 ｍ、高さ約3 ｍで
内部は両袖形の横穴式石室をもっている。被葬者は不明。

                   ●所在地　上野字鴻呂館
                   　保存状態　やや悪い（標柱が錆びて見えにくくなっている）

⑤　矢花の七つ塚　神川右岸矢花地籍にある7 基の古墳を「矢花の七つ塚」と
呼んでいる。このうち３基は完全に破壊されてしまい、第6・8・９・
11号墳がかろうじて確認できる。6 号墳は矢花の七つ塚の中心
的古墳である。この古墳群も市指定文化財となっている。

　　　　　　 ●所在地　　上野字矢花　　　　　　　保存状態　　悪い
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⑥　塚田古墳　通称カンカンイシと呼ばれ、第五中学校の校庭の北側に石
室部分が古墳の跡をとどめている。

                   ●所在地　上野字塚田　　　　　　保存状態　　やや悪い

⑦　熊野権現（矢花）　創立不詳。昭和12年（1937年）茅葺から瓦葺に葺き
替えた。（現在はトタン葺）

                   ●所在地　上野字矢花　　　　　　保存状態　　やや悪い

矢花の七つ塚
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⑧　三宝荒神　村の鎮守かと間違えられるほどの広い境内と大きな社殿
が昭和42年（1967年）荒廃して小さくまとめられたが、平成
8年（1996年）に新築された。明治維新までは鎮守と寺院と
修験道（山伏）が村の信仰の対象であった。修験道は災難（火
災、盗難、疫病）を除き、家々の氏神を祀り諸事の方角縁談等
の相談相手が修験の行者（別当）であり、その守り本尊の一
つが荒神様であった。明治維新の神仏分離令から起こった
廃仏毀釈で廃止された。そうした中で伝えられてきたのが
諏訪形の荒神様と神科新屋の荒神様であった。三宝荒神は
竈の神。境内に稲荷社・養蚕社・天神社がある。

                   ●所在地　武井久夫氏のハウス横（同氏管理） 保存状態　良い

⑨　二十三夜塔　享保７年（1722年）の銘がある。
                   ●所在地　　所在不明

⑩　庚申塔　　天明元年（1781年）の銘がある。
                   ●所在地　  作業所横　　　　　　　　保存状態　　良い

⑪　道祖神　　
                   ●所在地　  野竹・下郷への分かれ道と矢花入口の道端　　　　　  　　　　　　
                                                                       保存状態　　良い
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⑬　隧道記念碑　神科新屋にあり、龍王鼻堰の歴史と隧道開削の事情が記
されている。道路拡幅により平成21年（2009年）現在地に
移設。

                   ●所在地　　新屋矢花　　　 　　　　保存状態　　良い

⑫　新屋堰（龍王鼻堰）　伊勢山の東方川久保橋下で神川から取入れ、鴻呂館
（虚空蔵山の東）の崖腹を横切って神科新屋に入り野竹・西野
竹・笹井・染屋堰を分流し、神科沖の中央を流れ途中いく筋かの
小堰に分かれる。昭和24年（1949年）のキティ台風により虚空
蔵山が大崩れし水路が破壊された。同年11 月24 日虚空蔵山を
貫通する隧道工事に着手、25 年6 月6 日通水、翌年4 月竣工し
た。総延長789 ｍ。上田市の上水道にも給水している。水神を
祭る。　　　　　　 

　　　　　　 ●所在地　　神川から取水し、神科新屋を経て染屋方面へ　
　                                                                  保存状態　　良い



26

⑭　武井福蔵先生筆塚　文化6年（1809年）生まれ、書道や易或は薬の調合
に優れ諸芸に通じた。多くの門人を育て明治11年（1878
年）筆塚が建てられた。

                   ●所在地　　上野243 番地　　　　　　保存状態　　良い

⑮　茶道先達の碑　上野美術庵横。上田藩茶道先達の記念碑。昭和29年
（1954年）建立、善光寺大勧進名誉住職半田孝海題字。もと
横町の宗

そ う う ん じ
吽寺にあったとされる。                  

　　　　　　 ●所在地　　上野170 番地11　　　　保存状態　　良い

⑯　五輪塔群　古い形を残す数基の五輪塔があり、武井家・湯本家の先祖
の墓との刻石がある。                 

　　　　　　 ●所在地　　矢花　　　　　　　　　保存状態　　良い

⑰　地蔵菩薩像（２か所）         
　　　　　　 ●所在地　　矢花の隧道記念碑裏と湯本家裏の道端
　　　　　　　　　　　　 保存状態　　良い
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①　社　寺　　宝永の差出帳によると熊野社、観音堂、阿弥陀堂、十王堂と
山伏の貴法院、学法院、竜法院、福寿院があった。このうち阿弥
陀堂の宝林軒は、地区の北はずれにあり無縫塔（僧侶の墓）も
現存している。堂内には時代的に相当さかのぼれる形の整った
数体の仏像が安置されている。明治初年には学校にも利用され
た。十王堂は建物は無いが、神川端に石造の十三尊が現存して
いる。伝承では幕末頃までは村の中央にあったというが、廃仏毀
釈で下の川原に移されたものか。十王堂の当初の場所には最近
まで五輪塔、多宝塔、宝筺印塔の残骸があったが戦後持ち去ら
れ減少の一途をたどっている。五輪塔２基は上田市立博物館に
寄託されている。

　　　　       ●所在地　熊野社（広野辺神社横）　三峰社・祠三体（同境内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　良い

②　広野辺神社　古里字広野辺にあり、明治3年（1870年）広野辺神社と改
称。祭神は建御名方命、八坂刀売命で創建年月、由緒とも不明だ
が、手水鉢に宝暦11年（1761年）の銘がある。境内に熊野社、
雷神社、阿夫利社、天満社２社がある。明治６年（1873年）村社
となる。本殿、拝殿、鳥居をもち境内は156 坪である。

　　　　       ●所在地　古里字広野辺358番地（野竹公民館向い）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　良い　　　

野 　 竹
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③　ケヤキの巨木   広野辺神社境内にあり、上田市指定保存木。
                   ●所在地　広野辺神社境内　　　　　保存状態　　良い

④　宝林軒　　阿弥陀堂。宝永3年（1706年）の野竹村差出帳に「但堂領主
五拾文地　御地頭様より御引被下候則伊勢山村之陽泰寺子
弟宝林軒と申出家罷在申候」とある。平成17年（2005年）4月
全面改築。堂内には文政元年（1818年）の墨書のある２間の
須
し ゅ み だ ん

彌檀に阿弥陀如来像の他に釈迦如来像を安置。 
                   ●所在地　古里395 番地先　　　　　保存状態　　良い
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⑤　法華供養塔　宝林軒裏の墓地にある。無
むほうとう

縫塔（卵
らんとう

塔ともいい、僧侶の墓）
も6 基ある。 

                   ●所在地　宝林軒裏　　　　　　　　保存状態　　良い

⑥　明誠学校　明治6年（1873年）新屋・野竹村の学校として宝林軒を校舎と
した。明治9年（1876年）愛日学校に移った。 

                   ●所在地　旧宝林軒の建物　　平成17年（2005年）改築に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より取り壊し

⑦　徳大勢至菩薩碑　文政元年（1818年）の銘がある。 
                   ●所在地　古里365 番地先　　　　　保存状態　　良い

⑧　ケヤキの巨木　内藤博夫氏宅にあり、上田市指定保存木。 
                   ●所在地　古里320 番地　　　　　保存状態　　良い

⑨　内藤栄左衛門先生筆塚　長い間庄屋を勤め寺子屋の師匠としても大きな
功績を残した。明治16年（1883年）2月、門人集まって先生の自
宅の裏に筆塚を立てた。江戸末期の農村再建にも尽力し「野竹
新建」の責任者でもあった。

                   ●所在地　古里320 番地　　　　 　保存状態　　良い
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⑩　農地開放頌
しょうとく

徳碑　「群馬県嬬恋村の黒岩歌吉・平川多十郎が明治20年
（1887年）に高木又次郎の斡旋で野竹村に1 万余坪の水田を
所有、以後60 余年間小作させてきたが、昭和に入って村長倉
島直一郎・金井助作らの自作農創設の方針を受けて後継一門
が昭和20年（1945年）5月全水田を耕作者に開放。耕作者一
同感激して昭和21年（1946年）5月頌徳碑を建立した」と碑面
に記載がある[戦後の農地改革は昭和22年（1947年）3月から
実施] 。                  

                   ●所在地　古里322 番地　　　　　　保存状態　　良い

⑪　石造十三尊（十王堂跡）　 現存は仏像２体、五輪塔残欠３体、祠３体、墓碑
15 体（うち卵塔１体） 

                   ●所在地　神川端　　　　　　 　　保存状態　　良い

⑫　手つなぎ道祖神　 宝暦年号、寛延年号、文化年号の３体がある。
                   ●所在地　公民館裏の堰沿い（宝暦年号）・野竹トンネル東側

出口上（寛延年号）公民館北西農道沿い（文化年号・他に五輪
塔７体あり）保存状態　　いずれも良い。
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⑬　地蔵尊像　 寛保の年号あり、[ 寛保2 年（1742 年）の大洪水と関係か] 他
に地蔵尊８体がある。

                   ●所在地　宝林軒裏　　　　　　　保存状態　　良い

⑭　双体道祖神　 
                   ●所在地　宝林軒裏の道路側　　　　保存状態　　良い

⑮　馬頭大士・庚申塔・道祖神　 
                   ●所在地　古里399 番地　　　　　保存状態　　　良い

⑯　馬頭大士（３体）と祠
ほこら

（3 体）　 
                   ●所在地　トンネル東側出口上　１体に「明治十九年（1886　　　　
　　　　　　　年）高橋氏」 の銘がある　　　　　　保存状態　　　良い

⑰　馬頭大士　 
　　　　       ●所在地　古里301番地1　　　　保存状態　　良い
　　　　　　　（他に村中に個人名の入った馬頭大士碑２体がある）

⑱　稲荷祠　 
　　　　       ●所在地　野竹トンネル東側出口上　保存状態　　良い

⑲　野竹観音堂跡碑   「昭和55年（1980年）3 月内藤亀本建之」の銘がある。
　　　　       ●所在地　古里311番地隣　　　保存状態　　　良い
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①　条里制遺構　大化の改新（645 年）による班田収授の法では6 歳以上
の男子に田2 段（反）歩、女子にはその3 分の2 が与えられた。
そのため水田を一定に区画したのが条里制である。耕地を
縦横６町（１町は109 ｍ）に区画し、一方を条、他方を里と呼
び、6 町四方を里

さと
とした。里の36 分の１（１町四方）を坪、坪

の10 分の１を反とした。一反には半
は お り

折型（30 間×12 間）と
長地型（60 間×6 間）があり、今日とは違い360 坪であった。
神科台地の条里制は坪（１町歩）までは整然としているが、
この十等分がはっきりしない。航空写真では若干半折型も長
地型もあるように見えるが、雑然としている。中央学会では
神科台地は相当後の時代の開発といい、また信濃国分寺とむ
すびつけて説く学者もあってはっきりしない。                 

　　　　　　 ●所在地　　染屋台地区　　保存状態　悪い（宅地化の
進展）記録保存『条里制遺構分布調査概報―染屋台地区』 
昭和48年（1973年）3月上田市教育委員会

西 野 竹

②　天神祠　　西野竹神社鳥居の傍。もと旧道新屋堰沿いにあり現在地に移
す。

　　　　       ●所在地　古里85番地4　　　　　保存状態　　良い

③　西野竹神社　公民館東側に在り、新しく発足した自治会会員の心の拠りど
ころとして昭和59年（1984年）10月に白山社を勧請し、鎮守と
して祭られた。

　　　　       ●所在地　古里85 番地4（自治会館横） 保存状態　　良い

④　信濃国府　信濃国分寺の存在から、最初の国府は上田地域にあったとさ
れる。地名研究から神科台地の古里字西ノ手、字東ノ手の範囲
が比定され、昭和57年（1982年）から５か年にわたり発掘調
査が行われたが明確な痕跡は発見されなかった。

　　　　       ●所在地　未詳
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⑥　道祖神碑　 「坂井新田中　明治二十七年（1894 年）十二月」の銘がある。
双体道祖神は平成12年（2000年）頃長島〜黒坪線拡張時に祀
られた。

　　　　       ●所在地　古里87 番地　　　　　　保存状態　　良い

⑤　坂井寛三郎翁埋髪の碑　 江戸時代末期、神科台地に散
さんでん

田（耕作者のい
ない土地）が増加し、この地区で対策に尽力したのは野竹の内
藤栄左衛門であった（野竹新田）。また、明治前期、荒廃してい
た染屋台地に着眼したのは戸倉出身で、海野町で酒類醤油販
売業を営んでいた坂井寛三郎（1832年〜1918年）であった。寛
三郎は明治20年（1887年）前後、不況下で売り手の続出した
上
うわおき

沖の土地約37㌶を買い入れ、農家を募り、土地改良を進め、
用水路を整備して水稲増産を目指した。後にこの地域は坂井新
田と呼ばれた。碑面には「故坂井寛三郎光廣大

う し
人埋髪之碑」と

あり、裏面には大正７年（1918年）４月３日に建てられ、昭和
９年（1934年）11月、現在のものに再建されたと記されている。
この地は寛三郎が生前に祀った豊

とようけ
受大神祠の跡地でもある。 

●所在地　古里85 番地５先、笹井・染屋堰沿い　
                                                                        保存状態　　良い
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⑦　稲荷祠　 「明治十五年（1882年）午四月吉祥日」の銘がある。道祖神と
共に浅間サンライン沿い。

　　　　       ●所在地　稲荷祠は古里24 番地16　道祖神は古里19 番地
                                                                      保存状態　　良い

⑧　村の成立　 嘉永元年（1848年）野竹新
しんたて

建できる。明治期坂井新田の成立。　　　　       

道祖神碑
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①　篠
し の い

井神社　 古里字篠井窪にあり、もと諏訪社といった。明治15年（1882
年）4月篠井神社と改称。祭神は建御名方命、八坂刀売命で由
緒創建年月は不詳である。境内に皇太神社、秋葉社、金比羅社、
天満社二社、阿夫利社、雷神社、稲荷社があり、安永4年（1775
年）の再建である。明治6年（1873年）4月村社となった。本社、
拝殿、清殿、鳥居（石造）を備えている。なお、参道の石段を登り
つめたところに神楽殿が階段を跨いで南北にかかり、他には見
られない建物であったが、昭和34年（1959年）8月の台風のた
めいたみが甚だしく取り壊してしまった。境内260 坪、段上の境
内から神川の清流を眼下にした景観はひときわ優れている。広
野辺神社（野竹）と篠井神社の末社に雷神社があるのは他の集
落に無い特徴。神楽を奉納している。平成10年（1998年）区民
によって本殿、祝詞殿、拝殿の大修理がおこなわれた。
●所在地　古里字篠井窪1000 番地イ　　保存状態　　良い　　　　　　

笹　井

②　ケヤキの巨木　 神社の境内に4 本あり。
　　　　       ●所在地　篠井神社境内　　保存状態　　現在はない
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③　薬師堂　　村の北中央に伝承されている。旧薬師堂の跡には数基の五輪
塔があり無縫塔（僧侶の墓）もある。その昔は秘仏の薬師如来も
祭られていたが、堂の改築で行方不明になったようである。弁才
天も古くにはあったと思われるが、今はわずかに村はずれにその
面影を残すだけになっている。春彼岸（お念仏）秋彼岸には1日
扉を開ける。

　　　　       ●所在地　古里678 番地先　　　　保存状態　　良い

④　常田堰の取入口　上田城下町の大事な用水常田堰の取入口が笹井にあ
る。常田堰は上田城の堀と城下町南半分の用水である。天正11
年（1583年）真田昌幸が上田城を築き城下町を作った時に開い
た用水堰と考えられている。一説には仙石氏の時代に開かれた
ともいわれる。上田市東部の条里制遺構の水田用水は、常田堰
すなわち笹井から取り入れた神川の水であることがわかった。信
濃国分寺もこの用水堰以外に水路が見当たらない。結局、常田堰
の取入口の笹井地区は、相当古い時代からの歴史が考えられる。

　　　　       ●所在地　神川沿い　　　　　　　保存状態　　良い

⑤　小区取扱所（戸
こ

長
ちょう

役場）　明治7年（1874年）大区小区制で、十一大区第
三小区477 軒1874 人（野竹・新屋・笹井・黒坪・岩門・染屋・国分寺・
上沢）の中心事務所が笹井にあり、当時は祢津街道沿いの笹井
が地区の中心であった。

                   ●所在地　古里1087 番地（戸田恒雄氏宅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　現在はない
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⑥　進修学校　明治５年（1872年）の学制発布により野竹・岩門・笹井３村の
進修学校は笹井区の25 番屋敷で始められた。

　　　　       ●所在地　所在不明

⑦　求新（進）学校　笹井・岩門の学校として明治8年（1875年）6月設立。現
在の薬師堂の下段のあたりと言われる。明治9年（1876年）8月
啓明学校に合併。　　　　      

 　　　　　　●所在地　薬師堂下　　　　　　保存状態　　現在はない

⑧　五輪田　　旧祢津街道に沿った南側に約５〜６坪（15㎡）の所が耕地
とならず、そこに五輪塔が散在していた。昭和43年（1968年）
1月8日構造改善事業により消滅。土地の伝承では戦国時代村
上・武田の戦死者の首を葬ったところと伝えられている。

　　　　       ●所在地　池田正氏の田　　　　保存状態　　現在はない

⑨　庚申塔　　文化2年（1805年）の銘がある。
　　　　       ●所在地　篠井神社下　　　　　保存状態　　良い　

⑩　井出丸　　「笹井の井出宗三郎が祖父の代より飼育し来たりし種類にし
て、原巣詳かならずといえども、虫質強壮にしてよく食し、よく結
繭す。明治19年（1886年）に至り、井出丸の名称を附し原種の
に検査を受けしに、病毒少なく頗る好評」 [明治31年（1898年）

『大日本蚕業史』より]　　　　      
　　　　　　 ●所在地　井出文明氏宅　　　  保存状態　良い（種箱あり）
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⑪　道　標　　矢島久嗣氏宅前  昭和九年（1934年）五月  笹井青年会建立
　　　　       ●所在地　県道小諸上田線道路沿い　 保存状態　　良い

⑫　飯田萬平先生筆塚　 明治初年ころ教えを受ける者300 余人、明治10 年
（1877 年）門人たちが建立。　　　　       

　　　　　　 ●所在地　県道小諸上田線路沿い　　保存状態　　良い

⑬　馬頭観世音・大勢至菩薩・道祖神等　
　　　　　　 ●所在地　篠井神社周辺　　　　　　保存状態　　良い
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⑭　荒神社（厳島神社）　 道祖神もあり子どもの馬引きも行われる（2 月）。
                    3 月26 〜27日幟立て。9 月の秋祭りにも幟立て、獅子舞も奉納

される。
　　　　　　 ●所在地　古里1082 番地　　　　　保存状態　　良い

⑮　地蔵菩薩　 祭りは7月22 〜23 日　地蔵の顔に白い粉をぬる。
　　　　　　 ●所在地　篠井神社下　　　　　　保存状態　　　良い

⑯　笹井地区ほ場整備事業記念碑　 「昭和42年（1967年）度構造改善事業
として行われ、関係農家81戸、受益面積39.7ヘクタール、事業費
4700 万円、着工昭和42年（1967年）10月25日、竣工昭和43
年（1968年）5月20日」とある。碑面揮毫  農林大臣西村直己。

　　　　　　 ●所在地　古里915 番地4　　　　保存状態　　　良い
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⑰　川原の地蔵菩薩　 祭り8月23 〜24 日　のぼり立て、地蔵の顔に白い粉を
ぬる。　　　　　　　

　　　　　　 ●所在地　古里（川原）　　　　　　保存状態　　　良い
　　　　　　



44

笹　井

所在地略図

境橋

小諸・上田線

至西野竹

野竹

堂坂

至東御

3

1

17

2

7 5

4

笹井
公民館
笹井
公民館

10
1116

14

常田堰常田堰

（現在なし） 12

1513

9
8

川原自治会

岩門自治会

旧祢津線

一本木

祠

社宮司（寺）
（現在なし）
社宮司（寺）

（現在なし）

神 川



45

①　岩門神社　古里字社宮司にあり、もと諏訪社といった。明治19 年
（1886 年）8 月岩門神社と改称。祭神は建御名方命、前八坂刀
売命である。文化3 年（1806 年）年11 月の再建であるが、由
緒、創建月日とも不明。境内には阿夫利神社、金比羅社、天満
社、山祗社、三峰社、三島社が整然と祭られている。明治6 年

（1873 年）村社になった。本社、拝殿、祝詞殿、鳥居（石造）を
備え、境内162 坪で神川を眼下にする景勝の地にある。

　　　　　　 ●所在地　古里字社宮司岩門集落東側、神川崖上　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い

②　岩門大日堂　幕末活文禅師が隠棲し、寺子屋を開いた場所である。佐
久間象山が松代から通って教えを受けたことで知られる。活
文禅師は松代に生まれ、10 歳で和田の信定寺で得度、のち長
崎に遊学し対馬まで出かけ世界の大勢に目を向けた。45 歳
で上青木の龍洞院の住職となったが間もなく辞し、51 歳で
岩門に隠棲した。教えを受けた多くの子弟の中には高井鴻山
や山寺常山がおり、幕末に活躍した多くの人材を育てた。現
在の大日堂の建坪は130㎡（約40 坪）平屋建て茅葺トタン
張り一部瓦葺となっているが、当時の大きさは建物の構造か
ら見て約70 平米（21 坪）くらいと推定されている。庭には
象山駒つなぎの松（２代目）がある。

　　　　　　 ●所在地　古里1353 番地　　保存状態　　要補修（屋根）　

岩 　 門
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③　秋葉社　　火除けの神
　　　　　　 ●所在地　岩門大日堂境内西側　保存状態　要補修（屋根）

④　旧祢津街道　上田城下町から祢津方面への街道は、常田科野大宮社の
横から小岩門と小染屋の間の長福寺沢を通っているのが古
い道である。古い条里制遺構の東西の要路に当っている。現
在の祢津街道に変わったのは明治中期である。

　　　　　　 ●所在地　　　　　　　　　　　保存状態　　　　　悪い

⑤　岩門堰（社宮司堰）　神科新屋矢花の東で神川から取り入れる。神科沖
の南部を流れ、いく筋かに分かれて堀、国分寺、黒坪流域の田
をうるおす。

　　　　　　 ●所在地　矢花〜岩門　　　保存状態　　　　　　良い

大日堂
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⑧　二十三夜塔・道祖神像・道祖神碑　

　　　　　　 ●所在地　小岩門（バイパス西）　保存状態　　　良い

⑨　茅野儀右衛門先生筆塚　文化２年（1805年）生まれ。明治中期多くの門人
に教えを与え、特に書道に優れた。庄屋など公務につくこと52年、
門人300人余、明治1年（1868年）建立。　

　　　　　　 ●所在地　旧公会堂横　　　       保存状態　  　 良い

⑥　庚申塔　　宝暦5 年（1755 年）の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　岩門大日堂境内　　 　保存状態　　　 悪い

⑦　二十三夜塔　明和2 年（1765 年）の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　旧公会堂横　　　　 　保存状態　　　 良い
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⑪　双体道祖神・供養塔　供養塔には「南無阿弥陀仏　宝永二乙酉」の銘
がある。宝永二年は1705 年。　

　　　　　　 ●所在地　古里1370 番地先　　保存状態　　　　　良い

⑩　岩門城跡　大日堂一帯にある城跡で、堀跡や土塁の跡があるため中世
武士の館跡といわれる。東方は神川の断崖で防衛拠点の好条
件を備えている。成立は鎌倉時代末までさかのぼるといわれ
る。　

　　　　　　 ●所在地　大日堂を中心とする一帯（現在調査研究中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　　　悪い

⑫　神川地区ほ場整備事業記念碑　 「昭和41年度（1966 年度）構造改善事
業として行われた。事業主体 神川沿岸土地改良区、関係農家
165 戸、受益面積47.1ヘクタール、着工昭和41年（1966 年）10
月28 日、竣工昭和42（1967 年）年6 月10 日」とある。碑面揮毫　
農林大臣倉石忠雄。

　　　　　　 ●所在地　上田市立第1中学校前　　保存状態　　　良い
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①　豊
とよそめはなぶさ　　　

染英神社　古里字 英
はなぶさ

にあり、明治2年（1869年）豊染英神社と改称。
祭神は建御名方命で由緒、創建年月日不詳。境内社に阿夫利
社、金比羅社、皇大神社、天満社や、段丘下の愛染地区から移
された豊岩窓神社がある。明治6年（1873年）村社となった。
本殿、幣殿、拝殿、鳥居を備え、境内150 坪。東谷にうっそう
とした樹齢300 余年の欅の巨木をめぐらし幽邃の気がただ
よっている。奉納舞にすりこぎ神楽がある。周辺一帯は染屋
城跡といわれる。

                      慶長5年（1600年）9月の第二次上田合戦の際には、徳川秀
忠軍がここに陣を張ったと伝えられる。

　　　　　　 ●所在地　古里字英2144 番地イ号（大染屋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い

染 　 屋

②　上野尋常小学校古里支校（松沢誠一氏宅）　笹井、岩門、染屋の尋常3 年
以下の児童を教授し、４年になると本校に通った。

　　　　       ●所在地　古里1774 番地（小染屋）　保存状態　　良い
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③　長福寺跡（観音堂）　古里字松の木にあり、廃寺跡に小堂が建立され、本
尊木造等身大の坐像観世音像が祭られている。海野小太郎の
法名「福院千峯道雪居士」と関連が伝えられるが由緒不詳。観
音像の台座に天明6年（1786年）の銘があり、大きさにおいては
川東はおろか上田盆地屈指に数えられる。

　　　　       ●所在地　古里（小染屋）　　　　　　保存状態　　良い

上野尋常小学校古里支校（松沢誠一氏宅）
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④　染屋焼　　染屋地区に瓶屋が伝承され、その作品が周辺に散在してい
た。全国的にも珍しい陶器で、重要民俗文化財の指定品もある

（上田市立博物館所蔵）。水瓶、藍瓶、水こし瓶、あるいは擂鉢や
水盤または小型の瓶類を焼いていた。明治になってからは火鉢、
植木鉢、土管などを焼いていたが、昭和8 年を以て消滅した。昭
和36 年その道の権威者によって一躍脚光を浴びることとなっ
た。それは古く鎌倉―奈良時代までさかのぼれる作風を明治中
期まで伝承されていたという事実である。釉

うわぐすり

を用いず、原料の
鉄分が溶け出すまで焼きしめて釉の代用にしたことである。そ
のため堅くて丈夫で光沢が良く、しかも焼きしめによってできる
形のゆがみが何ともいえない雅趣をそえている。昭和39 年3 月
集められた90 余点中66 点が文化財専門委員によって国の重要
民俗資料（後に重要民俗文化財と改称）に指定された。その後
古い窯場あとが俗称窯場の沢に少なくとも5 －6 基発掘調査で
確認された。登り窯の大規模なものであった。出土品等すべては
上田市立博物館に保管されている。　

　　　　       ●所在地　（窯跡）古里2229 〜2231（大染屋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い

重要民俗文化財染屋焼（上田市立博物館所蔵）
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⑤　二十三夜塔　「明和二（1765年）乙酉年」の銘がある。
　　　　       ●所在地　古里（大染屋）　　　　　保存状態　　良い

⑥　大日尊　　「明治三年（1870年）庚午九月吉日 建立 村中」の銘がある。
　　　　       ●所在地　古里（大染屋）　　　　　保存状態　　良い

⑦　愛染明王　 「宝永二年」の銘がある。段丘下の愛染地区から移されたもの
といわれる。宝永二年は1705 年。

　　　　       ●所在地　古里（大染屋）　　　　　保存状態　　良い

⑧　馬頭尊　　「嘉永七甲寅年正月吉祥日」の銘がある。嘉永七年は1854 年。
　　　　       ●所在地　古里（大染屋）　　　　　保存状態　　良い

⑨　藤見稲荷　「雑社　社地東西七間、南北二間九寸、面積十五歩、村の西方
松の木にあり。祭神保食命。創建年月不詳、祭日二月初午の日」

（『長野県町村誌』）
　　　　       ●所在地　古里（小染屋）　　　　　保存状態　良い
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⑩　笹井染屋堰　神科の中央新屋堰の南方を流れる。もとは新屋堰の東下
　　　　　　　神川から取水していたが、今は新屋堰から分水している。そ
　　　　　　　のため堰関係反別は新屋堰に含まれる。
　　　　       ●所在地　神科新屋〜笹井〜西野竹〜染屋　保存状態　良い

⑪　伝説　「染屋の池」　（滝沢きわこ『新編　上田・佐久の民話』所収）
　　　　　「愛染明王の怒り」　（須藤紫水『郷土の伝説　東信の巻』所収）
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①　白
しらやま

山比
ひ め

咩神
じんじゃ

社　山口と蛇沢は元一つの村で、この神社は両地区の鎮守で
ある。もと白山大権現といい明治3年（1870年）白山比咩神社
と改称。祭神は伊

いざなぎのみこと
弉諾命、伊

いさなみのみこと
弉冊命、菊

きくりひめの
理姫命

みこと
で由緒・創建は

不明。昔悪疫流行の節、加賀の国白山の分霊を太郎山麓に祭り、
滋野幸明社を二ノ宮に移し、弘安元年（1278年）大江佐泰（上
田太郎）が再建。境内社に琴平社、祓戸社、子安社、塩がま社、
稲荷社、諏訪社、阿夫利社があり、明治6年（1873年）村社とな
り、明治43年（1910年）11月竜王社、山神社、保食社の三無格
社を合併した。本社、拝殿、清殿、神庫、らんかん橋、鳥居（石造
本造）を備え、眺望絶佳上田市街、小県郡の大半を指呼に、遠く
佐久と相対する。境内地1300 坪、巨木森厳。

　　　　　　 白山比咩神社蔵遺文
　　　　 　　延喜四年子三月　滋野幸明再建棟札
　　　　 　　治承四庚子年二月三日　源義仲花押二通
　　　　 　　弘安元年寅九月　上田太郎佐泰再建棟札
　　　　 　　天文二年九月三日　源義清朱印
　　　　 　　天文十七年戊申年二月十日　信玄朱印
　　　　 　　天正十一年癸未年八月十五日　真田昌幸朱印
　　　　 　　元和三丁巳霜月十三日　真田信之朱印
　　　　 　　●所在地　上田字二ノ宮3198番地　　　保存状態　　良い　　　　　　

蛇　沢
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②　逸
へ ん み

見大王塚　蛇沢地区畑地に逸見入道の塚が現存している。この塚を取
り壊した祟りで目をわずらった人がここに祠を建てた。それから
眼病を治してくれるという伝承がある。

　　　　       ●所在地　上田1374 番地北側　　保存状態　　良い

③　仰
ぎょうにんづか

人塚　　矢出沢川の左岸小高い丘の一角にある。蛇沢区草創期の人で、
寛文8（1668）年この地に祈祷所を設け治山治水や集落の発展
を祈ったといわれる。

　　　　       ●所在地　住吉180 番地1 西側　　保存状態　良い

④　親子地蔵　 県道住吉上田線蛇沢の中心にあり、一体には「享保四年
（1719年）八代吉宗公刻建立蛇沢村中」他の一体には「天明元
年（1781年）十代家治公刻建立蛇沢村中」と銘あり。

　　　　       ●所在地　上田1383 番地　　　保存状態　　良い

⑤　道祖神　　「北向厄除　道祖神」の銘がある。
　　　　       ●所在地　上田1547 番地南東側　　保存状態　　良い

⑥　二十三夜塔　安政五年（1858年）の銘がある。
　　　　       ●所在地　上田1407 番地4 東側　保存状態　　良い
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⑦　天神・稲荷の祠　 西側から村に入ってすぐの北側坂の上に祭られている。
　　　　       ●所在地　上田1403 番地21 　　　保存状態　　良い

⑧　５体の馬頭観世音像　道が改修される以前は大変な急坂の場所で、人馬
共に難儀の場所であった。

　　　　       ●所在地　上田1376 番地　　　　　保存状態　　良い

⑨　愛染明王塚　稲荷総本山愛染。安政年間の作。急傾斜地の上にあったが、
工事に伴い下に降ろして祭られた。

　　　　       ●所在地　上田1415 番地　　　　　保存状態　　良い

⑩　口頭伝承　山口の一つ火　『上田小県誌』第五巻所収
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①　草
くさわけ

創神社　上田市上田字弥伍平に位置する本社の創立は、天喜年間
（1055年前後）尾張国津島天王の分霊を勧請し祭り、草創津
島宮と称した。そうして文永年中（1274年頃）まで代々金井飛
騨守の崇敬深く、社地・社領・氏子等多かったが、兵乱が続き、
社殿、村落等兵火の災いに罹り焼失した。又、社領は村上義清
のために没収されたが、武田氏が此の地を治めるようになって
同氏の祈願所になった。天文21年（1552年）7月22日信玄は饌
米料高七貫文寄付したが、武田勝頼が亡び当地は織田氏のも
のとなり社領を減少させられた。元和9年（1623年）仙石家が
上田入城のとき社領を悉く没収された。これにより本社はだん
だん衰頽し僅かに氏子村民の助力により廃滅を免れた。寛永
年間（1624〜1643年）疫病が大流行したので津島神社の摂社
弥伍郎殿の分霊を請じて本社に合祀し悪疫抜除の祈禱をした
ところ神感あり悪疫たちまち消滅した。是より弥伍大明神と称
して悪疫除の守護神と尊崇し、多くの人たちが詣で、男子は半
弓、女子は羽子板を奉納することを例とした。明治28年（1895
年）津島社を弥伍神社と改称、明治31年郷社に昇格、明治34年
（1901年）郷社草創神社と改称、戦後、社格がなくなり草創神
社となった。現在の社殿は文化6年（1809年頃）、拝殿は弘化4
年（1847年頃）建築された。

　　　　　　 ●所在地　上田字弥伍平267 番地（金井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い

金 　 井
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③　古墳・土師器　金井地区と蛇沢地区との境の上州街道北側段丘上に古
墳があったと伝えられ、金井のリンゴ畑からは土師器と住居
跡らしい遺跡も発掘されている。

　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　　　　  保存状態　　悪い

④　金井の揚げ返し場　明治35〜6年（1902〜03年）ころ神科村でも製糸
法の改良がさけばれ、村内の座繰堤糸を全廃して島田糸に統
一改良することとなった。この時金井地区は区会協議の結
果、区費を以て揚げ返し場を設置し、繰糸用具は踏機械にす
ることとして生糸製法が改良された。この揚げ返し工場は大
正から昭和に至るまでこの地方改良生糸の先駆となって活
躍した。

　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　 　 保存状態　　所在不明

⑤　雨
あ め ふ り じ ぞ う

降地蔵　石に刻まれた銘によれば、元文四巳（1739年）十月二十四
日施主永照禪女、六十六部供養塔とある。村の記録年番帳に
よると、明治15年（1882年）10月24日地蔵祭酒五升八拾銭、
明治22年（1889年）11月14日地蔵登に幟を作る、天竺木綿
大巾六尺五寸二十八銭とある。大正期に入ってこの地蔵尊、
雨降地蔵として旱ばつの年には雨ごい祭に、獅子が舞いなが
ら矢出沢川を大人の胸高に堰止めた場所に担ぎ出し、川にな
げこんだり、酒をかけたりした。村人は鉦を打ちながら「雨
降らせタンマイナ」と地蔵尊に願掛をし、大雨が降り満願と
なって祭りは終了します。この雨ごい祭り大正期2 回、昭和
に1 回行われた。この地蔵尊は、道路拡幅により、今は草創神
社境内に安置されている。

　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　 　保存状態　　良い

②　ケヤキの巨木　草創神社の境内に4 本がある。
　　　　　　 ●所在地　上田字弥伍平（金井）　　保存状態　　良い
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⑥　宝倉形石殿中の一石五輪塔　寛永20年（1643年）の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　　　保存状態　　良い
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⑦　馬頭大士　「天保三年」（1832 年）の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　　　　　保存状態　　良い

⑧　道祖神　

　　　　　　 ●所在地　上田（金井）　　　　　　　　保存状態　　良い

⑨　念仏講道具一式　

　　　　　　 ●所在地　草創神社社務所　　　　　　保存状態　　良い

⑩　獅子舞道具一式　

　　　　　　 ●所在地　草創神社社務所　　　　　　保存状態　　良い

⑪　神科北部地区ほ場整備事業記念碑　 裏面に「事業名 団体営工土地改良
総合整備事業、平成元年から4年度（1989年から1992年）、
受益面積12.6 ヘクタール、総事業費１億3400 万円、受益者64
名」とある。　　　　　　

　　　　　　 ●所在地　上田641番地近く（金井）　　保存状態　　良い
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①　柏山古城趾　柏山の東尾根の中腹にある山城跡で、村上氏が砥石城を
築いた後、金剛寺を固めるため築いたものといわれる。天文
22年（1553年）村上氏が武田氏に破れて廃城となる。上の城

（標高806 ｍ）と下の城（標高770 ｍ）があった。
　　　　　　 ●所在地　柏山東尾根中腹　　　　　　保存状態　未整備

②　柏
かしわやまたけこと

山武事神
じんじゃ

社　住吉字金草にあり、もと諏訪大明神といい天保5年
（1834年）3月柏山武事神社と改称。祭神は建御名方命、八坂
刀売命であるが由緒、創建年月は不明。境内にある水盤の銘
に「宝暦癸酉年（1753年）十一月吉日大久保村神主金井翁
守栄信」とあり、石灯籠の銘に寛政三年（1791年）とある。境
内には天満社、稲荷社、祇園社、疱瘡神社、子安社があり、明治
6年（1873年）4月村社となった。本社、拝殿、鳥居を備え境内
地493 坪。

　　　　　　 ●所在地　住吉字金草2856 番地　　　保存状態　　良い

大 久 保
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③　飯綱神社・山の神宮　大久保北部、上水道配水地西の柏山地籍の山中
にある。安永４年（1775年）に記された木札がある。

                   ●所在地　柏山山中　　　　　　　保存状態　　悪い

④　三峰神社　湯入地籍法心寺の裏山にあり、盗難・火伏せの三峰権現を
祭る。

　　　　　　 ●所在地　住吉字湯ノ入（法心寺裏）　　保存状態　　悪い

⑤　蚕影神社　小梨久保地籍の小高い山腹にあり養蚕農家が蚕作安定と
五穀豊穣を祈った。神社裏に大山石尊碑がある。

　　　　　　 ●所在地　住吉字小梨久保　　　　　保存状態　　良い

⑥　法心寺　　住吉字湯ノ入にあり曹洞宗通幻派で陽泰寺末である。本尊釈
迦牟尼佛。建久年中の創立と伝え、はじめ建福寺といい臨済宗
であった。天文年中（1532 年〜1555 年）兵火にかかり正保年中

（1645 年〜1648 年）再建、名を法心寺と改めた。熊厳龍芸を開
山とする。境内327 坪であるが無住のため荒廃が甚だしかった。
石塔の銘に貞治二年（1363年）と刻記があり、650 年前。なお、
近年堂宇が立派に再建された。一本の石に刻まれた六地蔵があ
る（建立年月不詳）。

　　　　　　 ●所在地　住吉字湯ノ入3147 番地2　 保存状態　　良い
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⑦　倉田白羊と住居跡　埼玉県浦和に生まれた白羊は東京美術学校洋画
科を卒業し群馬県沼田中学で教鞭をとっていたが、山本鼎に
さそわれて大正12年（1923年）日本農民美術研究所の教育
主任となる。昭和2年（1927年）大久保の崖下にアトリエを
建て移る。昭和5年（1930年）神科ホームスパン組合の羊毛
講習会を斡旋。昭和7年（1932年）ホームスパン組合の共同
作業場建設に協力した。昭和13年（1938年）11月29日57 歳
で大久保にて死去。

　　　　　　 ●所在地　住吉字西沢3470 番地2　  現在はない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2019 年7 月住宅地となる

⑧　ホームスパン工場跡　共同作業場の跡は現在の公民館裏の畑地である。
　　　　　　 ●所在地　住吉字中村3023 番地　　現在はない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2019 年7 月住宅地となる

⑨　庚申塔（2 基）　外屋敷地籍四辻にあり、寛延二年（1749年）の銘と享
保六年（1721年）の銘がある。

　　　　　　 ●所在地　住吉字外屋敷3467 番地　　  保存状態　　良い

⑩　二十三夜塔　天明6年（1786年）の銘ある。
　　　　　　 ●所在地　住吉字外屋敷3467 番地　　保存状態　　良い

⑫　馬頭大士　道祖神等　

　　　　　　 ●所在地　村内　　　　　　　　　　保存状態　　良い

⑪　郷　蔵　　設立年月日不詳、大正10年（1921年）ごろ字外屋敷より現
集会場の敷地内に移転。

　　　　　　 ●所在地　現在はない
　　　　　　　　　　　 平成5年（1993年）3月に取り壊された
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⑬　庚申塔　　湯ノ入地籍にあり、宝暦十二午年（1762 年）の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　住吉字湯ノ入3208 番地　　保存状態　　良い

⑭　東山の六地蔵　東山墓地北入り口にあり「念仏供養、明和五年七月吉
日　村中」の銘がある。明和五年は1768 年。

　　　　　　 ●所在地　住吉字中道2835 番地　 　　保存状態　　良い
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①　東條健代神社　住吉字宮山にあり、もと諏訪大明神といい、嘉永元年
（1848 年）4 月現在の名に改称。祭神は建御名方命、八坂刀
売命である。由緒・創建年月とも不明。境内社に天満社、瑞津
姫社、稲荷社、駒形社、子安社がある。明治6 年（1873 年）4
月村社となった。大正4 年（1915 年）4 月秋葉社、熊野社、
白山社、蚕影社、皇大神社、山神社２社を合祀した。本社、拝
殿、祝詞殿、社務所、鳥居を備え長島・金剛寺両集落の中間に
位置し宮山を背に904 坪の境内は欅の巨木が何本もあり、幽
寂なたたずまいである。元和９年（1623 年）長島村と金剛
寺村に分かれる前は東條村であったため両村の神社となっ
ている。現本殿は寛政8 年（1796 年）完成、総欅造り。彫刻
の華麗さは神科地区に類がない。

　　　　　　 ●所在地　住吉1267 番地　　　　　　保存状態　　良い

②　金剛山般
はんにゃ

若台　観音堂ともよんでいた。明治22 年（1889 年）神科村発足
当時の役場であった。天明6 年（1786 年）の再建、７間に４間の
木造平屋建て、小区扱所、戸長役場等。建物は明治43 年（1910
年）頃取り壊され、現地は高速道建設により変容甚だしく、旧井
戸付近に神科自治会連合会により「神科村発祥の地」の石碑が
設置［平成13 年（2001年）] された。

　　　　　　 ●所在地　上田インター入口下　　　　保存状態　　良い

長 　 島
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③　十王堂　　昭和58年（1983年）建替え、十二体の仏像を安置。前に庚
申碑（三猿）・観音像（残欠）がある。

　　　　　　 ●所在地　上田インター入口下　　　　保存状態　　良い

④　天台宗地宝院・宝積院　場所は不明であるが、長島区旧上州道の登り
口のあたりは小堂あり石造仏塔等あり、古くは上州街道と金
剛寺峠への分岐点で、この辺りにあったか。旧六ツ橋上、権現
坂上り口と思われるが、辺りは上信越自動車道の建設により
変容し旧態の様相は全く無い。

　　　　　　 ●所在地　　　　　　　　　　　　　　所在不明

⑤　権現坂（上野坂）　明治33年（1900年）現在の国道144 号線の開通ま
ではいわゆる沼田街道の一部であった。瓦焼村（川原柳町）
から蛇沢の坂を登って金井の橋を渡り、長島に入って東篠橋
から長島集落の中を通って権現坂から伊勢山へと通じてい
た。頂上の途中あちこちに残る馬頭観世音の石塔が古くから
の交通難所を物語っている。坂の麓から分かれて金剛寺峠を
越せば奥洗馬から松代への道である。長島地区はこの交通の
要衝にあった集落であった。坂の頂上付近には古い街道の面
影を残している。

　　　　　　 ●所在地　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い　

金剛山般
はんにゃ

若台
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⑥　玄蕃山　　上田城主仙石氏の家臣荒木玄蕃夫妻の墓石が建っている。
荒木玄蕃は地

じ か た
方取り（一定領地の支配権をもつ）であり、築

地・長島・下室賀1700 石が領地であった。治世が良かったた
めか、現在まで地区の人たちに敬愛されている。山口の二宮
太郎と共に上田藩のめずらしい存在である。墓石には「荒木
氏鴻

こ う ろ こ う
臚公之墓」「荒木氏鴻臚公夫人之墓」と刻まれている。灯

篭4 基・五輪塔残欠など。忠魂碑・英霊塔もある。
　　　　　　 ●所在地　住吉486番地1（玄蕃山公園）    保存状態　 良い　

⑦　陣馬塚古墳　横山の頂上には古墳があった。玄蕃山をはじめこの地区の
高台は、古墳の絶好の位置と考えられる。古墳時代後期の横穴
式石室で、横山丘陵の南方下の水田地帯を支配していた土豪の
ものと推定されている。上信越自動車道の工事着工を前に平成
5年（1993年）発掘調査が行われた。二体の大人と一体の子供
の人骨が確認され、直刀や土器、金属器など多数の遺物が出土
した。これらは千曲市の県立歴史館に保管されている。古墳の
石組みは玄蕃山公園見晴台に移設されているが、天井の石蓋
は無い。

　　　　　　 ●所在地　上信越自動車道の切通しとなっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保存状態　　良い　
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⑧　横山の野生桃　横山は烏帽子火山の溶岩泥流であるという。この露出
面の海抜550 メートルの線に沿って毎春野生の桃の花が咲
く。樋の沢の北方から畑山の発電所跡あたりまで続く。野生
のため果実は貧弱であるが花の色の美しい事は天下一品で
あった。その後マレットゴルフ場造設及び桜植樹等により現
存していない。

　　　　　　 ●所在地　　　　　　　　　　　　　　　所在不明

⑨　半　鐘　　享保16年（1731年）の銘あり。上田の小島久兵衛が製作し
たもので金剛山般若台より移したもの。昭和32年（1957年）
上田市立博物館に寄託。

　　　　　　 ●所在地　上田市立博物館　　　　　保存状態　　良い

⑩　東條橋南詰石碑群　大日尊・二十三夜塔・庚申塔・道祖神（2 体）・馬
頭大士・地蔵尊を祀る。

　　　　　　 ●所在地　住吉666 番地1　　　　 　保存状態　　良い

陣馬塚古墳と見晴台
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⑫　道　標　　「上田市ニ至ル　伊勢山ヨリ上州街道ニ至ル」「金剛寺区ニ
至ル　上州街道ニ通ズ」「昭和三年（1928年）十月建　長島
青年会」の銘がある。

　　　　　　 ●所在地　旧道（旧上州街道）四つ角　保存状態　　良い

⑬　六つ橋　　地蔵尊 [享保六年（1721年）の銘] 百番（西国　秩父　坂
東 ）供 養 塔 [文化三年（1806年）] 道祖神 [昭和三十六年

（1961年）の銘]。現在は当時の面影は全く無く、旧所在地の
真上を上信越自動車道が通過、建設に伴い石仏類は新六ツ
橋横に移設された。

　　　　　　 ●所在地　六つ橋　　　　　　　　　保存状態　　良い

⑭　住吉学校　明治6年（1873年）8月15日長島・大久保の学校として開校。
校舎として般若堂が使われた。同年12 月愛日学校に合併。

　　　　　　 ●所在地　金剛般若台に同じ　　　保存状態　建物はない

⑮　馬頭観世音　篭田線堀越堰の傍「明治十二年（1879年）」の銘がある。
　　　　　　 ●所在地　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い

⑯　道祖神　　神科第一保育園入口、「大正六年（1917 年）」の銘がある。
以前は、旧国道144 号線（県道住吉上田線）四つ角、上平た
ばこ店脇にあった。　　　　　　

 　　　　　　●所在地　神科第一保育園入口　　　保存状態　　良い

⑪　道　標　　旧長島集会場下の分かされ道「右ハ上刕（州）道　左ハ者
松代道　宝暦九己卯歳（1759年）」とある。

　　　　　　 ●所在地　現地で三分の一ほど土に埋まっている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保存状態　　良い
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⑱　若林慶諟先生頌徳碑　神科小学校に32 年勤務した先生の頌徳碑、大
正15年（1926年）建立。

　　　　　　 ●所在地　神科小学校校地内　　　　保存状態　　良い

⑲　神科村役場址碑　「明治22年（1889年）神科村生れる。町村制により
上野村・古里村・住吉村・上田町の一部を併せて神科村とな
る。明治40年（1907年）役場をこの地に新築移転。昭和32年

（1957年）上田市に合併。68 年の歴史を閉じる。昭和42年
（1967年）12月　神科連合自治会建之」と碑文にある。

　　　　　　 ●所在地　住吉397番地2　　　保存状態　　良い

⑳　宮
みやたいら

平遺跡　東太郎山南麓の矢出沢川西岸の河岸段丘上にある遺跡で、
平成６年（1994年）上信越自動車道建設に伴う発掘調査に
より、古墳時代後期から中世にかけての集落遺跡であるこ
とが明らかとなった。竪穴住居群86 軒、堀立柱建物跡44 棟、
土壙墓など検出。（『上田市誌』）

　　　　　　 ●所在地　住吉字宮平　　　　　　　保存状態　　悪い　

⑰　宮平遺跡発掘記念碑　遺跡に寄せる短歌十首　1995年（平成7年）6
月9 日建立。　　　　　　 

　　　　　    ●所在地　故細谷明徳氏所有の畑地内（自費建立）
                                                                      保存状態　　良い
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①　上州街道　横山丘陵を西側長島から伊勢山に通じている幅約３ｍの
道が上州街道である。上田の城下町から真田を経て鳥居峠を
越え上州の沼田方面への街道である。東信地方と上州を結ぶ
道筋として平安時代にはすでに開いていたといわれる。真田
幸隆・昌幸父子は上州の岩櫃、沼田に通じるこの道を戦略的
に重要視したと伝えられる。横山丘陵の坂を長島側では上野
坂、伊勢山側では長島坂という。

　　　　　　 ●所在地　長島から住吉が丘に至る道　保存状態　良い　　　　　　

住 吉 が 丘

②　馬頭観世音　坂の中ほどにあり、高さ２ｍを越す大型のもので、往時の
人馬の多かったことを物語っている。「安政三丙辰（1856年）
四月吉祥日」の銘がある。大正年間まで人馬でにぎわった。

　　　　　　 ●所在地　上野坂の頂上付近　　　　保存状態　　良い
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③　横山の野生桃　平成5年（1993年）集会所の近くに2 本の野生桃が移
植された。昔からこの辺り一帯に自生し美しい花を咲かせ
ていた野生桃の木が高速道路建設のため無くなってしまう
のを惜しんだ地元の造園業者が移植したものである。

　　　　　　 ●所在地　住宅地の中
　　　　　　　 保存状態　モニュメントはあるが桃の木は１本伐採。

④　「登戸石仰松風」の歌碑　

　　　　　　 ●所在地　泉園傍
　　　　　 　　保存状態は良いが、ガードレールが支障となっている。
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①　東條健代神社　住吉字宮山にあり、もと諏訪大明神といい、嘉永元年
（1848年）4月現在の名に改称。祭神は建御名方命、八坂刀売
命である。由緒・創建年月とも不明。境内社に天満社、瑞津姫
社、稲荷社、駒形社、子安社がある。明治6年（1873年）4月村
社となった。大正4年（1915年）4月秋葉社、熊野社、白山社、
蚕影社、皇大神社、山神社２社を合祀した。本社、拝殿、祝詞
殿、社務所、鳥居を備え長島・金剛寺両集落の中間に位置し
宮山を背に904 坪の境内は欅の巨木が何本もあり、幽寂なた
たずまいである。元和9年（1623年）長島村と金剛寺村に分
かれる前は東條村であったため両村の神社となっている。

 　　　　　　 本殿の彫刻の華麗さは上田地域でも屈指である。
　　　　　　 ●所在地　住吉字宮山1267 番地　　 保存状態　　良い

②　ケヤキの巨木　東條健代神社の境内に9 本がある。
　　             ●所在地　東條健代神社境内　　　　保存状態　　良い

金 剛 寺
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③　玉蔵寺跡　住吉字上
わ

デ村にあり、新義真言宗上田町海善寺末である。
本尊薬師如来、弘仁年中（810 年〜824 年）の創立と伝え上
小地方では由緒深い寺といわれる。慶照を開基とし、もと字
御堂にあったという。天文年中（1532年〜1555年）兵火に
かかり後現在地に移った。明治42年（1909年）9月24日全
焼。金剛寺夜学校創立当時の教室となり、愛日学校創立当時
の学校でもあった。境内225 坪。

　　             ●所在地　住吉字上デ村　　　　保存状態　　現在はない

④　愛
あいじつ

日学
がっこう

校　明治６年（1873年）伊勢山・金剛寺・長島・大久保４村で玉
蔵寺に開校、のち上野学校・神科小学校となる。

　　             ●所在地　住吉字上デ村　　　　保存状態　　現在はない

⑤　砥石城と米山城　米山城は、古くは小宮山城とも言われ、海野氏の家
臣小宮山氏の山城であった。その後、坂城の葛尾城の領主村
上義清が入り込んできて砥石城などの山城群を築いた。　　

　　　　　　　 砥石城は、枡形・本城・砥石・米山の4 城郭からなり、米山
城は兵糧を貯えたところである。将兵は日常金剛寺集落に
館をおき農耕を主として生活をし、争ある時は武器、食糧を
持って山城に立てこもった。

　　　　　　　 砥石城は、天文19年（1550年）武田信玄の攻撃を受けた。
山城は包囲され水の手を断たれたが、米蔵に貯えてあった白
米を馬の背に流して水は余るほどあるように欺いて見せつ
けた。米山城の白米伝説はこうして生まれた。

　　　　　　　 大軍をもって一か月余にわたって攻撃を続けた武田軍で
あったが、要害堅固な山城を攻略できず退却することになっ
た。これが「信玄の砥石崩れ」と言われ後世まで語り継がれ
ている。

　　　　　　　 翌天文20年（1551年）、真田幸隆の不意打ちを受け、砥石・
米山城は奪取された。後、真田氏はここを居城とした。

　　　　　　　 天正11年（1583年）上田城築城とともに、その一要塞と
なった。

　　             ●所在地　住吉字東山1440番地（金剛寺）  保存状態　良い
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⑥　集落入口の石碑群　庚申塔・二十三夜塔・道祖神など
　　             ●所在地　住吉字広道（金剛寺）  　　 保存状態　　良い

⑦　義
よしきよみず

清水　　（碑文）金剛地区ニ嘗テ清水ノ廃井アリ。里俗伝エテ村上
井ト称ス。昔

せ き じ
時、村上義清米山ヲ築キ飲水ニ充ツルト云フ。　　　　　　

今茲ニ志有ル者衛生火防ノ為協力シテ浚水スルニ源水混々
トシテ湧ク。乃チ脩繕ヲ加エテ村用ニ供ス。然ト雖モ其ノ体
栽（裁）古迹ヲ存セズ。因テ一言ヲ録シ以テ後ノ君子ニ論ズ　　　　　　　　　　　　
明治廿八年歳次乙未春三月（明治28 年：1895 年）　　　

                   （米山城の村上義清の飲用水との関係が考えられているが、
新しいものとの説もある）

　　　　　     ●所在地　住吉字広道（金剛寺）  　　保存状態　　良い

米山城跡
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⑧　渡辺平
へい で 

太右衛
え む

門屋敷跡　文政13年（1830年）渡辺平太夫の長男として
金剛寺村に生まれる。養蚕・蚕種の先覚者。①明治6年（1873
年）、風穴（金剛寺山中にあり）を利用した秋蚕飼育法の開発（そ
れまでは春夏二期飼育のみ）。②『秋蚕飼育方法書』の出版と
普及③明治15年（1882年）金剛寺銀行創設④軽井沢の開発

（カラマツ林の育成・別荘用地開発）⑤米山城登山道路の設置
⑥上田松尾町道開設（伝承。現原町海野町交差点から上田駅
まで、当時松尾町の坂は千曲川の段丘の難路であった）。

　　　　　　 　平太右衛門はその財力を公共のために使い尽し、明治45
年（1912年）1月14日83歳で没した。

　　　　　　 「此年元治元年（1864年）] 異国貿易の開くるを以て十月に
至り蚕種頓

とみ
に沸登し凡そ三倍或は五倍となる。夏蚕の如きも

百枚八円のもの二十円より百円迄に至、之に依て桑葉等も大
凡准之（金剛寺平太一万円の利を得ると云）」（上野尚志『信
濃国小県郡年表』）

　　　　　　 ●所在地　住吉1610 番地　保存状態　土蔵は保存され、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住居は改築

金剛寺銀行に使われた土蔵
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⑨　渡辺平和殉職記念碑　明治28年（1895年）〜大正8年（1919年）
　　　　　　 平太右衛門の養子平治の長男。小県蚕業学校本科卒業、埼玉

県北葛飾郡の組合立農学校教師となる。大正8年（1919年）7
月17日利根川の支流権現堂川で蚕具洗浄実習中生徒が誤っ
て激流に溺れたのを助けようとして殉職（頌徳碑は上田城
本丸跡と、祖父平太右衛門の墓近くにもある）。

　　             ●所在地　金剛寺公会堂東側　　　　　保存状態　　良い

⑩　金剛寺峠　村の上手から矢出沢川を渡り松代街道へ。峠には風穴や峠
の地蔵尊が祭られている。傍陽の大庭方面に至る。佐久間象
山がこの道を通って岩門大日堂の活文禅師のもとに通い学
問にいそしんだといわれる。

　　             ●所在地　金剛寺から傍陽曲尾への道　保存状態　　良い

⑪　洞源寺　　祥雲山洞源禅寺といい、後醍醐天皇元弘2年（1332年北朝
正慶元年）年海野氏第22 代兵庫頭幸則、法名  洞源院殿無山
道一大居士の開基と伝えられる。本尊は木造釈迦牟尼佛で脇
侍は文殊・勢至菩薩。境内に北朝貞治2年（1363年）と永和5
年（1379年）銘の２基の宝

ほうきょういんとう
篋印塔残欠がある。上田市内千曲

川東北岸の中で、年号の分かる文化財で最も古いもの。宝篋
印塔は宝篋印陀

だ ら に
羅尼を納めることから出た名称であるが、後

には供養塔・墓碑等として建てられた。多くは石造方形。
　　　　　　　戦国時代村上義清の入部により破壊、慶長５年（1600年）

金剛寺村田中氏（藤左衛門か）により小堂建立。後、伊勢山陽
泰寺第5 世白

びゃくしゅうぼんてつ
州 梵 徹和尚が招かれて晋山し、曹洞宗祥雲山

洞源寺発足。
　　　　　　　 昭和53年（1978年）、金剛寺住民・檀家の喜捨により本堂・

山門の全面改修。平成4年（1992年）、檀家の寄進により庫裡
新築。近年は無住がほとんど。

　　　　　　　「神科村小字荻久保にあり。曹洞宗通幻派上野区陽泰寺末。
本尊釈迦牟尼佛。正慶年中海野兵庫頭の開基。慶長年中本寺
五世白州梵徹を開山とす。境内二百五二坪」（『長野県町村誌』）　　             
●所在地　住吉字荻久保（西村北側）　保存状態　　良い
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⑫　石井喜左衛門の墓　金剛寺字西山ノ東麓ニ石井喜左衛門ノ墓アリ。
里伝承ニ此人ハ村上義清ノ家臣ニシテ、字城代屋敷ニ住シ、
碑モ其地ニアリシガ、人ノ世ニ祟リヲ為スヲ以テ、正保二年

（1645 年）七月二十八日、今ノ地ニウツシ石井荒神トシテ之
ヲ祀ル。碑文不詳。城代屋敷ハ西山ヨリ東二丁許ニアリテ今
ハ畑トナリ了ル。　 （『神科村郷土誌』）

　　　　　　　真田昌幸が伊勢山、若しくは真田本城等に在城していた頃、
支配上の重点として金剛寺に城代を置いたであろうことは
充分に考えられる。・・・・現在最も確定的に答えられる城代
は最後の石井喜左衛門であろう。彼は昌幸の子信之と縁が近
かったのでは、と考えられる程に真田家に重用されていて、
真田昌幸・信之二代の家臣中、残されている文書で彼の名を
付せられたものが最多であろう。しかし、彼の出自、生没年、
その与えられた地位等は不詳が多く、ことに元和8年（1622
年）真田信之が上田から松代に移るに際してもこれに従って
おらず、仙石氏が小諸から上田に移ってからは浪人のまま当
金剛寺で死去したものであろうか。

　　　　　 　　彼は真田藩士として主家には大きな存在であり、この期の
真田家関連文書にその名前が載らないものはないほど信任
を得ていたらしいが、信之の松代移封後は金剛寺村に帰農し
まもなく死去したらしい。　　

　　　　    　　彼は当地字城代屋敷（現公会堂より西約７0 〜80 ｍ）の

洞源寺
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所に葬られたことは確かであり、後年この墓が祟りをなすと
信じられたことから、土地の所有者らがはかってこれを西山
城の東麓に移したとされる。（『金剛寺区誌』）

　　　　  　　　明治41年（1908年）に米山城山頂に移された。
　　             ●所在地　米山城山頂　　　　　　　保存状態　　良い

⑬　庚申塔　　宝暦9年（1759年）の銘あり。
　　             ●所在地　住吉字広道（金剛寺）　　　保存状態　　良い

⑭　郷　蔵　　寛政12年（1800年）設置。
　　             ●所在地　金剛寺（現公会堂の土地）　　現存しない

⑮　道　標　　上デ村春原建設前で「右松代道　左山道　若者中建」とある。
　　             ●所在地　住吉字上デ村春原建設前　　保存状態　　良い

⑰　地蔵菩薩像　安政二年（1855年）卯八月日の銘がある。
　　             ●所在地　米山城山頂　　　　　　　保存状態　　良い

⑯　村上義清公之碑

　　             ●所在地　米山城山頂　　　　　　　保存状態　　良い
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⑱　金剛寺風穴　金剛寺の中心部から１キロ程北上すると、矢出沢川の水
源となるが、「ゴウロ」と呼ばれる礫岩層を利用した風穴があ
り、かつて蚕種を貯蔵した施設のあった場所である。

                   明治三十八年（1905 年）　長野県風穴所在地・所有者等調（『長
野県史』）

                   郡別　　　　　　 所在地　　　  　所有者　　　　創設　　　　　
          小県郡（金剛寺風穴） 神科村大字住吉　倉島所右衛門  明治十六年
                            　  　　  同村字大古場 　     他二名　　　　　　　　　　　　 　　
                   海抜   　　　　　　　　　　　委託府県名
            約八百六〇ｍ  　　　  東京、群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、
                   期間　　　　　　神奈川、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重
              自二月初旬　　　　  滋賀、京都、鳥取、島根、大分、徳島、高知、
              至八月初旬              富山及本県内など
　　　　　　　　　　　　　　21 府県から約27,000 枚の委託があった。
                   『 信 濃 蚕 糸 業 史 』に も「 間 口 六 尺、奥 行 一 三 尺、全 容 積

一〇八〇立方尺、可能貯蔵量二七、〇〇〇枚」とある。
　　　　　    ●所在地　住吉金剛寺北の山中（約1 キロ）　
                                                     保存状態　　悪い（天井部崩落）

（1883 年）　
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⑲　五輪塔群（10 基）　昭和58年（1983年）西上野地区の桑畑より発掘（自
治会役員・上田市教育委員会による）。墓の主は不明である
がこれだけまとまった五輪塔群はめずらしく、貴重である。

　　             ●所在地　西上野地区　　　　　　　保存状態　　良い

㉑　伝説　「米山城の米」　『上田小県誌』第五巻所収
　　　　　「金剛寺の梵字石」　須藤紫水『郷土の伝説』東信の巻所収

⑳　城代屋敷　城代屋敷の範囲は集落北側の半分を占める。その中央が城
代屋敷の中心と推定される。海野氏の支配下にあった小宮山
氏が文明年間（1480年前後）集落の東側に米山城を築き、戦
国時代には村上氏が砥石城を築き、金剛寺集落には周りを土
塁で固めた城代屋敷や向い屋敷を構えたといわれる。

　　             ●所在地　金剛寺地区　　保存状態　北側と南側に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土塁跡がある
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用語解説（五十音順）

愛
あいぜんみょうおう

染明 王

秋 葉 神 社

阿 弥 陀 堂

稲 荷 信 仰

伊 勢 神 宮

宇
う が

賀 神 社

観 音 信 仰

熊 野 権
ごんげん

現

郷 　 蔵

庚 申 信 仰

蚕
こ か げ

影 神 社

浄化された人間の愛欲を尊格化した明
みょうおう

王（仏教の神）。三面で四あ
るいは六

ろ っ ぴ
臂。恋愛成就や染物業者に信仰された。

静岡県の秋葉山頂にある秋
しゅうようじ

葉寺は、江戸時代から火
ひ ぶ せ

防のご利益が
あるとして全国に多くの講中を持っていた。

無量の光と命を持つ阿弥陀如来は、信仰するすべての衆
しゅじょう

生を死後
極楽に往生させるという仏教の教説で、各宗派を越えて最も多く
信仰された。貴族から庶民に至るまで浸透し、各地に阿弥陀堂が建
てられた。

日本古来の原始信仰に根ざした農耕神で五穀や養蚕を司る。仏教
のダキニ天と神仏習合した。京都の伏見稲荷を本社とし全国に分
祀されている。

三重県伊勢市にある皇室の宗廟。内宮（皇大神宮）と外宮（豊
とようけ

受大
神宮）の総称。内宮の祭神は天照大神、外宮の祭神は豊受大神で、各
地に勧請し祀られ、伊勢講がおこなわれた。

宇賀神は稲を司る神。仏教では弁財天の尊号。

観
か ん ぜ お ん

世音菩
ぼ さ つ

薩は仏教の中で最も代表的な菩薩信仰で、慈悲と救済の
ほとけ。信仰すれば三十三身の姿をとって衆生を救ってくれると
され、多くの人々に信仰された。

和歌山県の熊野三山（本宮・新宮・那智）の神。仏（本
ほ ん ち

地）が姿を変
えて神と現れた（垂

すいじゃく
迹）とされ、また観音菩薩の浄土（補

ふ だ ら く さ ん
陀落山）

の東門として補陀落渡海往生で著名。

江戸時代、農村で年貢米の保管や凶作に備えて貯穀・救
きゅうじゅつ

恤用に
設けられた倉庫。

中国の道教の守庚申に由来する禁忌で、庚申（かのえさる）の日
に長生と福を求め徹夜する習俗。江戸時代に盛行した。庚申待、
庚申講など。

養蚕の神を祀る神社で、養蚕の盛んであった日本では各地に祀ら
れた。茨城県筑波山麓の蚕影神社を勧請したもの。
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虚
こ く ぞ う

空蔵菩薩

五 輪 塔

三 宝 荒 神

地 蔵 信 仰

十 王 堂

石 尊 社

大勢至菩薩

大 日 如 来

天 神 信 仰

道 祖 神

仏教の菩薩で、虚空のように無量の知恵や功徳を蔵するとされ、
古来より僧俗貴賎が学芸向上のために祈願したといわれる。

仏教（密教）では総ての存在（人間も含め）は空・風・火・水・
地の 5 要素から成るとする。各要素を象徴する 5 つの異なる形の
石を重ねて墓標や供養塔とした。

荒神ともいわれ、火の神・かまどの神・土地の神として信仰された。

地蔵菩薩は「あらゆるものを受け入れ、浄化するという大地の持
つ徳」を象徴する菩薩で、さまざまな現世利益をもたらすと共に、
地獄をはじめ六道の人びとを救うとされ、また釈迦入滅後から弥
勒菩薩が出現するまでの「無仏」の時代の救済者でもある。六地
蔵は六道の者を救う６つの姿である。

冥界（冥土）で死者の罪業を裁く十人の王。十王信仰は中国の唐末（10
世紀）から道教との融合のもとに起こり、閻魔王信仰となって民衆の
間に流布した。日本では鎌倉時代以降に盛行した。十王堂に図や像を
祀った。

神奈川県伊勢原市大山の大
お お や ま あ ふ り

山阿夫利神社は、通称石尊さんといわれ、
農耕に必要な水の神（雨乞い）や農作物の神、疫病除けなどで信仰さ
れた。市内の神社の境内にはよく石尊社が祀られている。

勢至菩薩は得大勢菩薩とも呼ばれ、阿弥陀仏の脇
きょうじ

侍で観音菩薩が慈悲
で衆生を救うのに対し、智慧を以って救うとされる。

密教（天台宗・真言宗）で宇宙の根本とする本尊で、釈迦如来もその
一変化身とする。ビロシャナ如来。

大
おおくにぬしのみこと

国主命の次子で武勇に優れ国譲りの交渉を拒み、武
たけみか

甕槌
ずちのみこと

命に抗し
て敗れ信濃国諏訪に退き天照大神の命を奉じた。諏訪神社上社の主神
で武神または農業神。八坂刀売命はその妃神。神科地域の多くの神社
は諏訪神社を勧請し、この２神を祀っている。

学問の神菅原道真を祀る信仰で、道祖神と同じく子ども中心のまつり。
天神講がおこなわれた。

道路の悪霊を防いで行人を守護する神、邪霊の侵入を防ぐ神。道
どうろく

陸神
じん

・
塞
さえ

の神ともいう。

建
たけみなかたのみこと

御名方命・八
やさかとめのみこと

坂刀売命
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二十三夜塔

白 山 神 社

法
ほ っ け

華供養塔

馬 頭 観 音

三 峰 神 社

薬 師 信 仰

山
や ま 　 つ み 　 し ゃ

祇 社

陰暦二十三夜に月待ち信仰として、二十三夜講に有志が集まり念仏を
唱えて農事の豊作と無病息災を祈願した供養碑。

石川県の白
し ら や ま ひ め

山比咩神
じんじゃ

社を分祀した神社。白山比咩神（菊理媛神）・イザ
ナギ・イザナミの命を祀る。

法華経（妙
みょうほうれんげきょう

法蓮華経）は大乗仏教経典の中でもっとも多く信仰された
経典で、天台宗・日蓮宗の根本経典。古くより多く読誦・講説・書写
され、それを記念して供養塔が建てられた。

馬頭大士、馬頭明王ともよばれ、頭上に馬頭をいただいた忿
ふ ん ぬ そ う

怒相の観
世音菩薩。馬の保護神として特に江戸時代に広く信仰された。馬の霊
をとむらう供養碑でもある。

埼玉県の三峰山にある山岳霊場で、古くから火除け・盗難除けにご利
益があるとして信仰を集め、三峰講をつくった。　

薬王菩薩は薬を以って人びとの心身両面を救う菩薩。手に薬つぼを持
つのが特徴。病に苦しむ人々に広く信仰された。

大
おおやまつみのかみ

山祇神は、山々の精霊を総括して支配する神でそれを祀る社。

   和暦・西暦対照表

安土・桃山

江　　戸
（1603より）

天　正
文　禄
慶　長
元　和
寛　永
正　保
慶　安
承　応
明　暦
万　治
寛　文
延　宝
天　和
貞　享
元　禄

1573
1592
1596
1615
1624
1644
1648
1652
1655
1658
1661
1673
1681
1684
1688

江　　戸 宝　永
正　徳
享　保
元　文
寛　保
延　享
寛　延
宝　暦
明　和
安　永
天　明
寛　政
享　和
文　化
文　政

1704
1711
1716
1736
1741
1744
1748
1751
1764
1772
1781
1789
1801
1804
1818

江　　戸

明　治
大　正
昭　和
平　成
令　和

天　保
弘　化
嘉　永
安　政
万　延
文　久
元　治
慶　応
明　治
大　正
昭　和
平　成
令　和

1830
1844
1848
1854
1860
1861
1864
1865
1868
1912
1926
1989
2019

時代 年号 西暦 時  代 年号 西暦 時代 年号 西暦
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