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まえがき 

  人類は、今から７００万年前にアフリカ大陸でサル類（チンパンジー）から枝分かれして「二足歩 

行の人類」となった。その後徐々に進化し約１０万年前に一部の人類がアフリカを出ていくつか 

の人種に変化し大陸に住み着きました。 

旧石器時代（先土器時代・無土器時代）～紀元前１万４千年前頃、我が国にも大陸から渡り来て住 

み着いたと思われます。その頃の日本列島はユーラシア大陸と地続きであり、彼らはマンモスや 

ナウマン象、大角鹿などの大型動物を追いかけて日本列島にやってきた。食料調達には、主に狩猟 

や採取を行い、石を打ち砕いて造られた打製石器を使用した。食器などはなかった。 

私たちの住みます「いちはら」にも人が住み始めて３万年の歳月が過ぎ、いくつかの大規模な集落

が出来てきました。そして弥生時代になると大陸から稲作が持ち込まれ、肥沃な土地では稲作が行

われるようになり、権力者による統治が始まった頃と思われます。その中で、大変興味深い説があ

ります。縄文時代の頃に、日本列島に太平洋南方より現ポリネシア語（マオリ語）を話す民族が渡

来し、住み着いた人たちが初めて地名を付けたという説です。それらの古い時代に付けられた今と

あまり変わらない発音で、今も多く使われています。その中でも「古事記」や「日本書紀」などの

古典や日本語の中にも、多くの現ポリネシア語源の言葉を見ることができますが、文字で表すもの

はありませんでした。 

しかし弥生時代になると朝鮮半島より渡来した人により漢字が伝わって来て、今まで言葉で伝えら

れていた呼び方に、適当な漢字を当てはめたものです。例えば、日本の象徴の山「富士山」は、マ

オリ語では「フチ（ＨＵＴＩ）「引き上げられた山、または釣り上げられた山」という意味となりま

す。そして、浅間神社は熊野神社と並び最古の部類の神社と思われますが、富士山の神を祀る「式

内富知（ふち）神社」が最も古い神社と思われます。 

縄文時代には、争いごとは少なかっ

たと言われていますが、水稲耕作が

始まった弥生時代になると「定住民」

が増えることにより、土地の利権争

いが起き、古くから住んでいた縄文

人は弥生人に圧倒されることになっ

た。但し、古くからあった地名すべ

てが「現ポリネシア語（マオリ語）」

という訳ではありません。 

北海道には「アイヌ民族」のアイヌ

語があり、沖縄には「琉球民族」が

話す「琉球語」が存在する。 

また、それぞれの地方には「方言」があり、その地方特有の言葉があります。 

参考ですが、古来より「サ」が付いた名には「神様」に関係したものが多く見られます。 

例えば、神社の敷地内は「境内（ケイダイ）という聖域と一般の地を分ける「さかいめ」があり、 

神様が山から「さと（里）に下ってくる道を「さか（坂）」と言います。また、祀りの際の神様の 

貴賓席を「さじき」と呼び、庶民は地面の芝に座ったので「芝居」という言葉が生まれたと言われ

ています。 

今回は、上総国市原郡内の北部に位置します「市原地区」の地名の由来と、その地にある史跡や文

化財などを紹介します。 
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市原郡内の市原地区の地名の由来 

千葉県の地名の由来 

千葉県は江戸期までは総国（ふさのくに）と呼ばれており、茨城県南西部の一部と埼玉県東部の 

一部も含まれていました。この地域は７世紀後半の令制国の建置により、上総国と下総国が成立し 

その後養老２年（７１８年）に上総国から４郡が分かれ安房国が誕生した。 

「総」の語源は、「古語捨遺」によると、「天富命（あまとみのみこと）」が安房国から齊部氏を率い

て東上し、麻を植えたところ、良い麻が生えたので、総（麻）の国としたという説と、「風土記逸 

分」によると「総」とは木の枝を言い、昔この国に大きな数百丈のクスの木が生えていたが、大凶

事との占いが出たので切り倒したところ、南に倒れたので、上の枝を「上総」と言い、下の枝を 

「下総」と言ったと記されているが、いずれも根拠が弱く、他にも「塞ぐ」からで「山などが周囲

にある土地」や「ふし」の転訛で「高い所」の意味する説などがあるが、現在では朝廷の都に近い

ほうが上であり「上総」と付けられたという説が正しいと考えられる。 

なお、「ふさ」はマオリ語で「フ・タ」で、「浸食された丘陵がある地域」の転訛と訳します。 

「和名抄」に、下総国相馬郡布佐（ふさ）郷があり、現我孫子市東端の布佐の地域と思われる。 

上総国には、市原（国府所在地）・海上・畔蒜（あびる）・望陀（ぼうだ）・周淮（すえ）・天羽・ 

夷隅・埴生・長柄・山辺・武射の１１郡がある。 

下総国には、葛飾・千葉・印旛・埴生・匝瑳・海上・香取・相馬・猿島（さしま）・結城・豊田 

の１１郡が、安房国には、平群（へぐり）安房・朝夷（あさひな）・長狭の４郡で国造りがされた。 

市原郡は「伊知波良」と書き、中世には市西郡と市東郡に別れ、山田郡も郡域内にあったと思われ

ます。国府の所在郡でもあり郡内には、海部（あま）郷・市原郷・湿津郷・江田郷・菊麻郷・山田 

郷の６郷があった。江戸期には、このほかに、海北郷・佐是郷など、旧海上郡域も併合された。 
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市原郡市原村内地区・大字地図 
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 市原地区の地名の由来と神社、仏閣、史跡、文化財の紹介 

※ アンダーライン部は、古代マリオ後（現ポリネシア語）での表現を日本語に転化したもの。 

 

上総国市原郡の６郷 

１・海部郷（あまのごう） 

  平安期にあった郷で、高山寺本の訓は「安万」東急本は「阿万」と呼ばれており、海士有木に比定されて 

  いる。漁業、航海を中心とした職業的品部に由来する地名。 

 

２・市原郷（いちはらごう） 

  平安期にあった郷で、市原・能満・門前・郡本付近に比定されている。地名の「イチ」は集落の意味、 

  または「稜威」（いつ）の転嫁で美称か。櫟（いちい）の繁茂する原野の意味とする説もある。 

※藤井は、万治２年（1659 年）に郡本より分村したのと、山田橋は元は山田郷に属していたので、市原 

郷には含まれなかった。 

  

３・湿津郷（うるつごう） 

   平安期にあった郷で、高山寺本の訓は「宇流比豆」、東急本では「宇留比豆」。市原市潤井戸付近に比定さ 

れる。地名の由来は、「ウルヒ（湿）・ツ（場所）」と考えられる。村田川の上流で、豊富な涌泉があること 

から命名された地名と思われる。 

  

４・江田郷（えだごう） 

   奈良期にあった郷で、高山寺本・東急本ともに訓は「衣多」。市原市吉沢付近は古くは江田郷と称したと 

   伝えられ、当郷の比定と思われる。他に、市原市八幡付や市原市江古田などを含む養老川上流右岸の広大 

   な地域を郷域としている。 

  

５・菊麻郷（くくまごう） 

   平安期にあった郷で、東急本では「菓麻」と書く。訓は、高柳寺本・東急本ともに（久々万）。 

   市原市菊間付近に比定されている。地名の由来は、「くくまった（包み込まれたような）・地」の意味 

  

６・山田豪（やまだごう） 

   平安期にあった郷で、東急本の訓は「夜万多」。市原市山田付近に比定されている。 

   地名の由来は、「山を開いて田を作ったところ」の意味か、「山間の田」あるいは「山処（やまど）」の転嫁 

   で、「山のある処」とも考えられる。  
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 市原 （いちはら） 神社・寺院・文化財・城址 

     市原八幡神社・阿須波神社・日の宮神社・光善寺（真義真言宗）光善寺廃寺跡・光善寺石燈籠・ 

市原城跡・柳楯神事 

  平安期は市原郡、江戸期は市原村。 

  地名の由来は、櫟（いちい）繁茂する原野という説とするのと、一日市場（ひといちば）があったからと言 

  う説がある。櫟の木は、植物名は「カヤの木」で、貴族などが持つ「しゃく」を作る材料の木。 

  「いつ（厳）・はら（原）」の転嫁で、養老川により浸食された急崖を指したものか。 

  市原の一番地には「市原八幡神社」が建っている。 

 市原八幡神社 

  所在地  市原市市原１番地 

  祭神   誉田別命（ほんだわけのみこと）・八幡大神 

  宮司   市川 一夫（飯香岡八幡宮と兼務） 

  創建時期 不詳ですが、飯香岡八幡宮の神事と関係のある 

「柳楯の神事」の発祥地とされている。 

  由緒・伝説 「市原郡誌」によると、本村字原区辻にありて 

八幡大神を祭る。末社には八坂神社祭神には 

        牛頭天王を祭る。境内には市原区の南部県道に 

沿い、古杉老松で鬱蒼として昼なお暗し、 

国府惣社八幡宮とは極めて密接なる関係を有し、其の祭典には本社氏子の製作にかかる柳楯到 

着せざれば、神輿出御式典を執行し得ざる定めなりという。（飯香岡八幡宮の本宮と言われる） 

「市原村誌」では、里広の言によれば本社は惣社八幡宮なりしが、其奮起たる巻物の保存せら 

れしものを八幡宿某に借りたることありき、其の後遂に行方を不明なれりと、今は僅かに本殿 

の存するあるのみ、境内二十八歩にして入り口に六角杉あり、その名の如く六角形となせるを 

もって、有名なり。（「市原郡誌」より） 

 

 

 

柳楯神事 （やなぎだてしんじ） 昭和４１年１２月２日千葉県無形文化財指定 

伝承地  市原市五所・八幡（飯香岡八幡宮） 

概要   毎年旧暦８月１５日に近い日曜日に、飯香岡八幡宮の秋の例大祭の中心的神事として主なわれる。 

     柳楯は、先端の葉を残して皮を剥いだ柳（タチヤナギ）の小枝２５本を縦に並べ、ここに５本の青竹 

     を横に渡して藁縄で結び楯の形にしたものです。 

     例大祭前日に市原地区の 2 軒の「司家」が 1年交代で製作を受け持つ。出来上がった柳楯はまず、 

市原地区長の神棚の前にまつり、司家は地区の人たちから「出振舞（ごちそうでもてなし）を受ける。 

其の後、司家と市原の氏子総代らが柳楯を市原八幡宮と阿須波神社に運んで参拝し、五所の集落に 

入る。五所の集落では「御三家」が村の入口で出迎え、五所公民館で柳楯を受け渡しを行う。 

市原八幡神社本殿は、堂葺き流れ造り 

鳥居から参道を通って本殿へ 手水石と建屋 境内にある末社の八坂神社の祠 
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      明けて祭礼当日、五所の人々に警護された柳楯一行は、途中で飯香岡八幡宮の氏子に出迎えられ 

      古道を経て同神社に入る。拝殿での神事の後、柳楯を先頭に神輿が町内を渡御する。 

     柳楯神事に関する伝承 

      文治 2年（1186 年）に書かれたとされる市原光善寺の薬師如来縁記によると、市原城領主の系譜 

      を引く曽我の太郎光善が病に苦しんでいたところ、峯の薬師のお告げにより高僧行基が市原に下向 

      し薬師佛を彫られたお陰で無事に平癒した。行基がここへもお堂を建て、人々に仏の道を説いてい 

ると、瑞石の上に八幡神が現れたため麦飯と柳の箸でもてなし、以来、八幡宮の祭礼に柳の楯を奉 

ずるようになったと言われています。また、古記録類からも、南北朝時代には既に柳楯神事が現在 

の形で行われていたことが分かる。 

柳の楯を幣帛（神への供物）とするこの神事は、他に類例を見ない極めて独特のもので、現在の神 

輿の原型、また神送りの特殊な形態とも考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阿須波神社  （あすはじんじゃ）        

  所在地   市原市市原 74番地 

  祭神    阿須波神 

  宮司    市川 一夫 

  創建時期  奈良期 

飯香岡八幡宮に納まった柳楯 
古文書に記載されている柳楯の製作説明図 

柳楯の製作途中風景 市原八幡神社から阿須波神社に寄り、旅の安全祈願をして出発 

伝統通り古道を通り市原から五所へ向かう行列 飯香岡八幡宮の氏子も出迎えを受け本殿へ 

春先の阿須波神社 

鳥居の右にある桜の

木は、令和元年の台風

で倒れ、現在はない 
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  由緒・伝説 「古事記」によると、大年神と天知迦流美豆比売神が婚姻して十人の御子神が生まれた。 

        其の内の一人が阿須波神で、足盤・足場の神・足下の神で、足で踏んで立っているところを 

        守る神とされ、「万葉集」にも旅立ちの安全を祈願する歌が詠まれている。 

        阿須波神社は、奈良時代に筑紫へ向けて出立した防人にゆかりのある場所です。房総の防人の 

        歌は上総・下総合わせて２４首ありますが、ここは場所を特定できる唯一の所です。 

        「庭中の阿須波の神に小柴さし、吾は斎はむ帰り来るまで」右一首 張丁若麻績部諸人 

        （庭先に祀ってある阿須波の神に小枝をさして依り代として、私は潔斎して祈ろう、帰って 

        くるまでの無事を。） 

        阿須波神社には、平安期の国司藤原孝標一行が任務を終え、京に帰る際に立ち寄り、旅の安 

全を祈ったという。（更級日記より） 

 

 

 

 

 光善寺薬師堂（こうぜんじやくしどう）・光善寺廃寺跡  真言宗豊山派 

  所在地   市原市市原 196番地１ 

  住職    石川 教男 

  本尊    不詳 

  創建時期  奈良時代 

  由緒・伝説 7世紀の仏教の伝来は政府の仏教奨励 

策と高度な外来文化に対しての、地方 

豪族の強い憧れが、その棋院にあっ 

た。氏寺は、地方豪族の住まいと言 

われています。そして、古墳が地方豪 

族の墓で、その大きさで豪族の勢力を 

示している。 

       現在の市原市にある国分寺より古い氏寺は、今富廃寺・光善寺廃寺・菊間廃寺・二日市場廃寺    

        武士廃寺・真行寺廃寺・千草山廃寺など、7 つほどあったようです。 

        その廃寺跡に建つのが「光善寺薬師堂」で、縁記によると元禄 13 年（1700年）までに 970 

        年を経た古い建物で、本尊の薬師如来は聖武天皇治世の神亀元年（724 年）9 月 12 日に行基 

菩薩が一夜で造仏したと伝えられている。 

また、光善寺は、市原領主曽我稲目末葉で「上総之介光重の一子曽我上総太郎光善で、その名 

を寺号としたと伝えられている。 

また、この地域から見つかる瓦は、千葉市弥三郎第 3 遺跡や武士廃寺、国分寺創建瓦と同范の 

ものや、光善寺独自のものなど多様の種類があり、川焼瓦窯跡からの供給品と思われる。 

よって光善寺廃寺の創建時期は、瓦の特徴から 7世紀末から 8 世紀当初と思われる。 

阿須波神社の鳥居と本殿正面 本殿と手前に万葉歌碑案内の標柱 万葉集の歌が刻まれた石碑 

光善寺薬師堂の全景。中に薬師如来が安置が保存 
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 光善寺石燈籠 市原市指定文化財 

  所在地  市原市市原 196 番地１ 

  説明   この石灯篭は安山岩製の石灯篭で、高さは約２ｍです。 

       平面六角形の基壇、複弁の先小花付き 12弁を刻む平面 

       円形の基礎など、簡素ながら安定感のある姿を示します。 

       紀年銘はありませんが、細部の造形の特徴が温水春日神 

       社（厚木市）の応永 24 年（1417 年）銘をもつ石灯篭 

       に類似することから、形態的に室町時代前期の作とみら 

れ、千葉県内の石燈籠では最も古いものと考えられる。 

火袋は江戸時代の補作ですが、全体的に残りも良い状態 

で、このような中世の石燈籠は、関東地方では希少な存在 

です。 

なお、この地は、奈良時代の光善寺廃寺跡と考えられ、 

境内地から、上総国分寺より古い時期の瓦が出土しまし 

た。 （市原市指定文化財の掲示板より） 

 

 市原城跡 

  所在地   市原市市原字要ヶ谷 

  築城時期  中世戦国期 

  築城主   忍丹波守（芦野丹波守）の弟の丁民部少 

輔と思われる。関八州古戦録によると、 

天文２３年（１５５４年）の北条氏康に 

よる久留里城攻撃の時点で、市原城主芦 

野丹波守の弟丁民部少輔が里見方として 

戦ったと記されています。その後の里見 

義尭と北条氏康が戦った「第二次国府 

        台合戦」（１５６４年）にも参軍している。 

  説明    市原城は、光善寺周辺を中心とした比高 

１０ｍほどの低い台地上にあった。この 

辺りは現在市街化されているので遺構等 

は大部分は破壊されいるが、光善寺のあ 

る処が一段高く郭のような跡が残ってい 

る。周囲には土塁が巡り、その外側には 

８ 

光善寺薬師堂の説明看板 近隣の遺跡群のある所在地図 光善寺廃寺跡から出土した瓦 

千葉県内最古の室町期の石燈篭 



切り落とされたような土手となっている。 

台地は北側に向かって東西に２つの舌状部分があり、その内より広大な北東部分が台地先端に 

当たり「要谷（ようがい）」の地名も残っている。ここが市原城の中心部分があったと思える。 

先端部には櫓台状の高まりがあり、土塁状の削り残しが残る光善寺の辺りまでが主要部です。 

これに対して北西部の台地先端部は出城のような形状です。この先端部には最近まで土塁が残 

されていたようで、西側には虎口と思われる構造もあった。そこから続く西側下には堀跡と思 

われる沼沢地があり、古代の道路もこの付近を通っていた。台地北側の中央部も谷戸状になっ 

ており、現在ここには県道２９７号線が通っている。 

台地南側の「辻」や「向台」辺りは外郭部と思われる。さらにその南側には大規模な谷津が 

入込んでおり、これが上位機の南側を区画するものと思われる。 

しかし、谷津を挟んで南側の台地にも「花輪台」や「竹ノ内」という字名が残っており、この 

部分にも出城や居館が存在していたと考えられる。 

このように市原城は、構造等は不明確ですが、かなり大規模な城郭であったと思われ、この地 

域を支配する為の主要な城郭であったと思われる。 

 

 

 

 

白船城址 （しらふねじょうあと） 関連参考資料 

 所在地  市原市山木城ノ内１ 

 築城時期 文明年間（１４６９年～１４８７年） ※弥生時代の城館跡 

も発掘されている。 

 築城主  市原備前守真常と思われる 

 説明   白船城は、船のような形の独立丘陵を東西に３条の空堀を切 

り、４つの曲輪を並べる堅固な造りです。この一帯は市原城・ 

能満城などの城館が群れを成していた、白船城は他の城郭よ 

り整った造りとなっている。広大な海岸平野に流出する水路 

口を押えており、農業を監督するためには重要な立地にある 

市原城址と阿須波神社のある市原台地の遠景 市原城の主郭があった光善寺 

空堀後の道路。鎧が掘り出された 坂を上った先に光善寺がある 城址後の標識と井戸跡の看板 
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と思われる。（弥生期の城館としての役割か） 

      城址の発掘調査では、弥生時代の建物跡（竪穴建物３件）、奈良・平安時代（竪穴建物１０件・掘立 

柱建物１件・土杭１件）・中世期（地下式坑１件・土杭１０件）が発掘されている。 

      第３次調査で、北端部に地下式坑を葬式に関わる施設と考えられるという意見があったが、墓域を 

      取り込んだ城郭と報告されているが、実際は屋敷内の倉庫施設と思われる。 

      この城址からは、出土遺物はあまり豊富ではありませんが、１５世紀後期から末期のものが多く、 

      瀬戸・美濃地方で焼かれた擂鉢た天目茶碗や中国で焼かれた青磁花生や碗、白磁皿、地元で焼かれ 

      たカワラケなどが発見された。なお、コワラケは、関東足利氏との関連が深い「下総生実城跡」出 

土のものと同じ形状で、政治史の上で繋がりが深いと思われる。 

 

 

 

郡本 （こおりもと） 神社・寺院 ・文化財・ 城址 

           郡本八幡神社・大宮神社・正光院・多聞寺（真言宗豊山派）・古甲遺跡 

 鎌倉期は郡本郷、江戸期は郡本村。天正１９年（１５９１年）の書状に「氷本郡」と記され、その当時は根田 

 村・藤井村・門前村が当村に含まれていたという。 

 地名の由来は、古代市原郡の郡衛所在地であったことに由来。条里制の遺称と推定される字一の町（いちのは 

し）・二泉松町（にのいずみちょう）・三の町（さんのまち）、中世の給田の遺称と推定される加茂給（かもきゅ 

う）・於局給（おつぼねきゅう）などの地名が残る。 

また宇古甲（ふるこう）は古国府の名残とも思われ、上総国国府所在地であった可能性もある。 

 

 郡本八幡神社（郡本大宮神社の祠も移設保管されている） 

  所在地   市原市郡本１丁目４３０番地 

  創建時期  孝謙天皇の御代天平２年（７５８年）に勧請、 

元和７年（１６２２年）に改築された。 

        当時は、伊知波良氷本八幡宮と呼ばれていた。 

  祭神    誉田別命 （ほんだわけのみこと）・八幡大神 

宮司    小田 千里 

  由緒・伝説 歴代領主の崇敬を集め、応永年間（１３９４年～ 

１４２８年）・長禄年間（１４５７年～１４６０年）銘等の神鏡を所蔵していたという。 

江戸期には、井上筑後守が元和７年（１６２１年）に社殿を改築し、郡本・藤井・門前・西野 

谷の４日村（市原郡本郷）の鎮守とされていました。 

主郭に通じていた坂道。現在は社宅に代わる 第３次調査区（北端郭）を西側から撮影 

郡本八幡神社入り口の鳥居と旗竿 
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明治維新後の社格制定に際して村社に列格しています。 

市原郡誌による郡本八幡神社の由来 

境内は八幡宿水田平野を東に過ぐること２０町能満の丘陵起こりて進むこと５６町なれば、 

左方高地を能満台と称し、右方一帯の平坦地は郡本区に属す。地は畑のうねりの僅かなる起伏 

を有するのみにして平坦砥の如く。丘の下遠く東京湾の細波洋々たるを望見し得べし。この平 

坦地の中央は本社境内にして樹木鬱蒼たり、主として松樹なれども杉桜等交錯せり、数年前ま 

では密樹天を摩し昼尚を暮く神気蒼然として人を襲い、社の付近の通行人をして一種捿気に堪 

えざらしという。神社は拝殿と本殿の二棟より成る。昨年修理を加えたるも過去の構造をたが 

えず拝殿間口五間・奥行三間半、本殿は三間に二間半にして社殿は紅に染め本殿は墨き板の扉 

固く閉じ、前方及び左右側の廊下を廻らす、社前に最も古き鐘一つあり、文字摩滅して僅かに 

次の数字を読むべし。 

  例祭・神事 元旦 

春の例祭  ４月１３日 

        秋の例祭 １０月 ９日  

        七五三  １１月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡神社拝殿と左右の狛犬・燈篭 紅色の塗られた流造り本殿 

鳥居に飾られた扁額 

大正１４年に奉納 

延享５年（１７４８年）の狛犬 

元市原小学校付近にあったもの

を移転された大宮大権現の石祠 延享元年の奉納された手水鉢 

稲荷神社・道祖神・権現大明神の祠 出羽三山の供養塚全景 出羽三山供養塚頂上 
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              郡本八幡神社年表 

年 号 西 暦   記    事    備考 

白  鳳 

天平２年 

年代不詳 

 

年代不詳 

応永 ９年 

長禄 ３年 

元和 ７年 

天和 ３年 

 

 

元禄 ３年 

宝永 ２年 

元文 ４年 

延享 元年 

延享年間 

 

延享 ５年 

寛政１２年 

幕末期 

明治２８年 

明治４０年 

大正 ６年 

大正 ７年 

昭和 ２年 

昭和 ４年 

昭和１０年 

昭和２４年 

昭和３９年 

昭和５３年 

 

昭和５６年 

平成 ４年 

平成 ６年 

 

 

 

 

 ７５８ 

 

 

 

１４０２ 

１４５９ 

１６２１ 

１６８３ 

 

 

１６９０ 

１７０５ 

１７３９ 

１７４４ 

１７４４ 

 ～５０ 

１７４８ 

１８００ 

 

１８９５ 

１９０７ 

１９１７ 

１９１８ 

１９２７ 

１９２９ 

１９３５ 

１９４９ 

１９６４ 

１９７８ 

 

１９８１ 

１９９２ 

１９９４ 

「白鳳年中の草創也」守公神の記銘あり 

社伝に孝謙天皇天平宝宇２年秋１２月勧請 

郡本八幡宮「本宮」郡本神社北４００ｍ郡本５丁目２３  

岡本家 家敷内多聞寺入り口 

郡本八幡宮が現在の場所に移築される 

懸佛（胎蔵界大日像）「守公神御正体」収蔵していた 

懸佛（金剛界大日像）「氏神正体」収録していた 

領主井上筑後守 社殿を改築した 

樽型石手鉢奉納、岡本忠左衛門 

大絵馬奉納、江戸表絵師狩野良信（洞雲）里人奉納 

本殿内宮殿造立 

拝殿内八幡宮扁額、紀伊、綱吉の家老重孟奉納 

石燈籠残欠（飯香岡八幡宮燈籠と酷似） 

神輿奉納 

石手水鉢奉納 

この頃に現社殿再建 

 

狛犬奉納（市原市内で２番目に古い狛犬） 

大宮大権現造立（昭和３９年に郡本神社に移築） 

神輿奉納 

郡本八幡神社「本宮」誉田別生尊碑、岡本家裏山に建立 

大宮神社礎石を、郡本八幡神社境内に運ぶ 

上記本宮社殿（一間四方小社）が台風により破壊 

拝殿八幡宮扁額奉納、三山同行者（川上南洞筆） 

春日燈籠一対奉納、岡本多吉氏 

茅葺き屋根を、本殿は亜鉛鉄板葺きに、拝殿は瓦葺きにした 

本殿屋根を銅板に葺き替え、幣殿を継ぎ足す 

三山塚を藤井の元市原中学校敷地より境内に移す 

大宮大権現の碑移設する。公民館建築 

木造の鳥居が老朽したためステンレスの鳥居を建てる。 

屋根を葺き替え、社殿塗装する。コンクリート柵を造る 

子供神輿奉納、元文４年の神輿焼却 

蜮幡（よくはた）基礎石柱を建立 

本宮の碑を岡本家の裏山から現在地に移す。切目縁修理する。 

拝殿屋根瓦新替え。蜮幡新調。前良戸修理。幣殿にサッシ入れ 

 

 

拝殿扁額裏板刻 

郡誌 

里伝 

 

里伝 

郡誌 

郡誌 

郡誌 

手水鉢刻字 

絵馬墨書き 

様式より 

裏板に刻字 

燈篭に刻字 

銘文写真・郡誌 

手水鉢刻字 

様式等により 

 

台石刻字 

里伝・碑刻字 

様式より 

碑刻字 

里伝 

里伝 

扁額裏版刻字 

燈籠刻字、里伝 

里伝 

小屋裏棟札 

里伝 

里伝・公民館記録 

神社記録 

 

神社記録 

神社記録 

神社記録 
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 甘露山 正光院 （かんろざん しょうこういん） 真言宗豊山派 

  所在地   市原市郡本３丁目２５番地 

  住職    岡本 良和  

  本尊    不詳 

  創建時期  延文４年（１３５９年）１１月日銘の武蔵板碑により 

        この頃と思われる。 

   由緒・伝説  正光院は、上総国分寺の塔頭の一つで、主に「お経 

        （光）」を納めたり保管する寺であったようです。 

        延文４年（１３５９年）に造られた板碑が保存されていますが、文字は摩滅しており読めない。 

        本堂は幾度か火災に合い、書類なども焼失しており、現存するものは明治以降の物です。 

        市原郡四国八十八か所霊場の５番札所（四国地蔵寺）となっている。 

 

 

 

 寶集山 多聞寺  （ほうしゅうざん たもんじ） 真言宗豊山派  （現在は廃寺となっている） 

  所在地   市原市郡本５丁目２９番地   

  住職    田中 良和 

  本尊    不詳 

  創建時期  多聞寺敷地内より見つかった五輪塔の携帯から、室町時代中期ごろと思われる。         

  由緒・伝説 保存されている石仏や馬頭観音、市原郡四国八十八か所霊場の６番札所（四国安楽寺）となっ 

ている巡礼塔には御詠歌などが刻まれている。          

正光院の本堂 
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寺号の記された石碑 
舟型勢至菩薩像天和３年 舟型地蔵菩薩延享元年 神社の祠も祀られる 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡本遺跡群 （こおりもといせきぐん）奈良・平安時代 

  市原市は、南北に３５ｋｍと縦長の行政区があり、養老川が南北に縦貫している。その養老川下流域の台地 

  の右岸を市原台地、左岸を袖ケ浦台地と通称される。（資料図１参照） 

  海岸平野に面する市原台地上、大字郡本一帯に分布する遺跡群を郡本遺跡群と言います。（資料図２参照） 

郡本八幡神社周辺は市原群家の比定地とされ、神社参道付近には大型堀立柱建物の礎石とされる石が安置し 

てあります。これに対し北東の国道２９７年付近では、「古甲（ふるこう）」「古光」などの小字から「上総国 

府推定地」の一つとされています。「古甲」とは、古国府（ふるこう）と読め、「古甲地区はかつて国府があ 

ったのでは」と思わせる。遺跡から高級な陶器類や大型の区画溝などが見つかっており、郡本地区の郡本八 

幡神社の西側では、奈良時代以降の堅穴建物跡・堀立柱建物跡・井戸跡・遺構などを確認している。現状で 

は郡衙・国衙などを直接補足したとは言えない状況ですが、何らかの重要施設が含まれることが確実です。 

  出土遺物は古代から中世まで認められるので、古代末期から中世前期にわたる国衙機構の変遷が知れる可能 

  性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市原市内北部の遺跡群位置図 （参考資料図１） 

 

１４ 
郡本国衙跡地と推定される地域 

発掘された人面付き土器（三島台地区） 

弥生時代中期後半の製作と思われる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡本遺跡群発掘調査地図 （参考資料図２）左下が神社付近遺跡群・右上字古甲遺跡群 

 

古甲遺跡の発掘調査中の現地 堀立柱建物跡発掘跡地 

能満から郡本に通じる古道にある江戸期の道標 人市場の住民が奉納した祠 
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能満 （のうまん）  神社・寺院・文化財・城址 

          府中日吉神社・天神社・釈蔵院（真義真言宗）・能満城跡・能満遺跡群 

 能万とも書く。江戸期には能満村。古くは日吉村と呼ばれた時期あった。当地は古くは志久・久保の２地区で 

両地を合わせて能満が成立したとする説がある。国府の推定地とも思われ、東宿・西宿・新宿などの字地名が 

残っている。 

※ 室町期には守護所が置かれていたと思われる。（国府⇒守護所） 

 地名の由来は、当地には釈蔵院にある古書の中に「悉能満波羅密（しくのうまんはらみつ）に由来する説と、 

 マオリ語での（ノホ・マナ）で、権力機構が駐在している土地と いう意味で、上総国府の置かれていた地の  

最有力地と言われていた。地域内には「府中日吉神社」や「府中釈蔵院（江戸期の書面に記されている地名）」  

がある。 

 能満地域内には多くの小字名があり、北は関戸、南は大中貝まで８８の地名があり、市内でも最も広域な地域 

です。その中に２３の町会もしくは自治会が組織されています。 

 

 府中日吉神社 （ふちゅうひよしじんじゃ）県指定文化財        

  所在地   市原市能満５８９番地２ 

  創建時期  天武元年（６７３年）に創建された 

        本殿は１５世紀末ごろに再建された。 

  祭神    大国主命（おおくにぬしのみこと） 

  宮司    小田 千里 

  由緒・伝説 本神社は「府中」の社号を冠する神社で、中世 

における国衙機構との関連が説かれている。 

        神社は、能満川及び下谷によって形成された舌状台地の基部の位置に建っている。この三方に 

よって囲まれた地形内に、単郭の能満城があり、その大手門の所に建てられています。 

        創建時期は、江戸時代の改築で見つかった棟札には「天武天皇白鳳二癸酉歳創建云々」（西暦 

        ６７３年）に創建されたと記されており、また、社殿が室町時代後期の建設であることから、 

        非常に古くからこの地で奉祀されてきた神社です。（千葉県指定重要文化財） 

        江戸時代には「山王権現」あるいは「日吉山王権現」と呼ばれていたが、明治１２年の「神社 

明細帳」には「日枝神社」として登録されていた。その後明治２７年３月に「府中日吉神社」 

と名称変更された。 

 

※ 府中日吉神社の詳細については、別紙資料「能満の歴史探訪 その２ 府中日吉神社編」参照下さい。 

例祭・神事  元旦 

       春の例祭  ４月の二の申の日（最近は前後の日曜日） 

       秋の例祭  １０月 

  七五三   １２月１５日 

 

府中日吉神社の鳥居、奥には拝殿が見える 

参道の石段を上ると狛申と燈篭 銅葺き流れ造りの本殿 江戸期に奉納された手水鉢と建屋 

１６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 能満天神社 （のうまんてんじんしゃ）通称天神様 

  所在地  市原市能満字馬場の内６７９番地 

  創建時期 享保年間（１７６１年～１７３６年）と思われる。 

  祭神   藤原道真 

  宮司   小田 千里 

  由緒・伝説・能満天神社がいつ頃建てられたかは不明ですが、 

境内にある道祖神には「享保？年」と刻まれて 

おり、それより前と思われる。また、府中日吉神 

社の年表に「文政４年（１８２１年）に天満天神 

社再建」と記載されており、現在地より北側 

に「天神台」という字名があるので、創建当時はそこ 

に建てられており、何らかの理由でこの 

地に再建されたと思われる。 

  例祭・神事 府中日吉神社と同じ 

  ※ 能満天神社の詳細については、「能満の歴史探訪」を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法然山 伝燈寺 釈蔵院 （ほうねんさん でんとうじ しゃくぞういん） 真義真言宗 

  所在地   市原市能満５８２番地２ 

  創建時期  養老７年（西暦７２４年）に創建された。江戸期は「上総国府中釈蔵院」と呼ばれていた。 

        創建当時の宗派は不明です。（奈良六宗派） 

        その後、大同元年（西暦８０８年）に真言宗開祖の弘法大師空海により開祖された。 

  本尊    不詳 

  住職    第６３代 岡島 文聖 

  由緒・伝説 釈蔵院は、西暦７２４年に創建された古刹で、其の後大同元年に真言宗の開祖の空海により 

鳥居の扁額、額の筆者は 

熊野大権現など三社を祀る社 商売繁盛を願う稲荷神社 

保護のための建物の中に天神社の社 

入り口の扁額の字は消えている

がある 
建屋の中の本殿。杉皮葺き流れ造り 

１７ 



        伽藍を建てて開創された。延喜元年（９０１年）に醍醐天皇勅願寺となり１５万石の格式を 

        持ち、また、上総国の真言宗の根本道場として３６ヶ寺を従え、徳川家康公が訪れたことが 

        「高野山の西門院」の古文書にも記されている。 

        昭和３６年の火災により、本堂・客殿・庫裏・護摩堂・文庫蔵・念仏堂・長屋門などが焼失し 

        たが、幸いにも太子堂と鐘楼（現在は薬師堂に改築）は焼失をまのがれた。 

        現在の本堂は、昭和４２年に再建され、鐘楼は昭和４９年に薬師堂（公民館にあったが焼失） 

        より移設された。この鐘楼の屋根の頂上部にある飾りには千葉氏の家門が、なぜか？ 

        千葉氏は、室町時代に上総国守護の上総介をしており、家門が残っているのもその証かと思わ 

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釈蔵院山門 

現在の写真と

江戸時代の絵 

昭和４１年に再建された本堂 

天保年間に造立の太子堂 以前の鐘楼を改築し観音堂 

昭和４９年に移築された鐘楼 

屋根の上の宝輪の家門主は 

空海のなんじゃもんじゃの木 

境内に稲荷神社の社と鳥居 

釣り鐘の下になぜか布袋様 

菊間八幡神社の狛犬がここに 

１６ 

１８ 



 

 

能満城址 （のうまんじょうあと）              

 所在地    市原市能満字城山 

 築城時期   戦国期（室町期） 

 築城主    里見義尭の家臣の忍民部少輔と言われている。 

 説明     能満城は、兄弟城の市原城から東南に８００ｍ 

ほどの所にある。比高は１５ｍほどの台地の上 

        の奥にある。府中日吉神社の脇道を入る処が大

手門と思われ、その奥一帯が城域と言われてい

る。北に向かう道を進むと森が見え、その中に土

塁がある。入り口には「史跡能満城跡」の標識が

あり、その奥には虎口がある。虎口の両側には５

ｍほどの土塁があり、その奥に主郭部の 

        ５０ｍ×８０ｍの広さがあるが、あまり大きな

城郭ではない。その周囲にはいくつかの郭があ

ったようです。 

        現状での能満城は、北側に細長く突き出した台

地をその城域として、台地基部にあたる南西側と南側を堀と土塁によって区画した単郭の城で

あったと思われる。現在でも、台地を区画する部分には高さ３ｍほどもある大きな土塁が残存

されている。土塁の外側には堀があったと思われるが、かなり埋められており、堀の形状を見

る事が出来ない。城の南側と西側を通る道は、いずれも切通の道路になって台地下に降りてい

る。西側の角辺りは、道路と郭内との比高差があまりなく、要害性に欠ける感じがする。土塁

は南側に開口部分を持っており、ここが虎口で、西側がやや南側に張り出しており、櫓台のよ

うな形状をしている。 

        郭内は長軸８０ｍほどの規模ですが、東側の一部が１ｍほどの段差で区画されている。この窪

んだ部分が都のように使われたのか不明ですが、もともと窪んでいて全体を削平して郭を造成 

        する際に、やや低い削平地になってしまったとも思われる。 

        このように、能満城は単郭の砦のような城で、形状そのものが城の性格を示している。 

 

弘化２年に奉納に手水鉢 

山門と左右に立つ石像 

石造丸彫勢至菩薩坐像左右２体 

虎口付近には能満城址の標柱 虎口から、主郭方向を見る 南側の切通しの急な下り坂 

１９ 

境内に稲荷神社の鳥居と社 
江戸期に奉納された手水鉢 



能満・郡本にある遺跡（稲荷台古墳の遺跡については、山田橋地区の紹介で示します） 

  能満地域内には石器時代・縄文時代から奈良・平安時代までに至る遺跡が多くみられ、そこから多くの出土 

品が発掘されている。その中には「能満上小貝塚遺跡」からは「イニシシ形土製品」が２体出土し、縄文時 

代晩期のもので、千葉県の重要文化財に指定された。 

 

遺 跡 名  所在地 主 な 時 代 主な遺構・遺物 備 考 

能満上細工多遺跡 能満 

２０３８番地１ 

奈良・平安・ 

室町期初期 

堀立柱建物跡８棟・堅穴式建物

跡１軒・溝６条・土塁状遺構１基 

土師器・須恵器・鉄鍬・鉄くぎ・

鉄滓・宝篋印塔 

堀立柱建物の南側

に区画溝とこれに

伴う門があった。 

能満上新関遺跡 同上 旧石器時代・ 

縄文時代 

縄文時代陥し穴 ６基 

縄文土器・礫（つぶて）・他 

 なし 

能満番面台遺跡 能満 

１４０５番地４ 

縄文時代 炉穴４基・陥し穴２基・土坑４

基・溝４条・縄文土器・土師器 

須恵器・陶器・瓦・鉄製品 

 なし 

能満上小貝塚遺跡 能満上小貝塚 

１９２６－１５ 

縄文時代 堅穴住居多数・土杭・貝層・ 

縄文期中～後期の土器・土製品 

石器・骨角貝製品・円形土版 

イノシシ形土製品・有孔円盤 

亀形土製品・土偶・他 

イノシシ形土製品

は、県の重要文化

財に指定されてい

る。 

千草山廃寺跡遺跡 能満字東千草山 

１４７２－３ 

縄文時代 堅穴住居・土師器・他  なし 

能満地楽寺遺跡 能満字地楽寺 

６０７番地２ 

弥生時代・ 

古墳時代 

堅穴建物２軒・溝・弥生土器・ 

土師器・須恵器・陶磁器 

 なし 

能満二階台遺跡 能満字二階台 

５３７番地７ 

弥生時代 堅穴住居３軒・土師器・須恵器 

紡錘車・陶磁器・銭 ・他 

弥生時代後期及び

古墳時代後期の集

落跡を確認した 

能満天王辺田遺跡 能満１７６番地 弥生時代後期・

古墳時代後期 

中世前期 

堅穴柱建物跡１軒・周溝（方墳か

も）・区画溝１条・縄文土器・石

器・中世期土師器・陶磁器 

鉄くぎ・鉄滓 

中世前期の貿易陶

器の白磁合子や緑

釉鉢が出土。 

能満上大堀遺跡 能満１５３１番

地１７１ 

石器時代・ 

縄文時代 

堅穴建物・縄文土器・須恵器 

石器・他 

 なし 

能満分区遺跡群 能満２１０８番

地１ 

縄文時代 堅穴住居・小堅穴・貝塚・石器 

縄文土器・貝製品・獣骨・他 

 なし 

郡本遺跡群 郡本２丁目 

３８９/３９６ 

弥生・奈良・ 

平安・中世期 

堅穴住居・堀立柱建物・土器 

土師器・須恵器・布目瓦・鉄器 

墨書土器類等が出土 

郡衙の推定地であ

り、出土物も多く

出土している。 

古甲遺跡群 郡本２丁目 

３４６番地 

奈良時代 

平安時代 

堀立柱建物跡・土杭・土器類 

瓦・他 

国府推定地の一つ 

郡本大宮遺跡 藤井３丁目 

１１９－１ 

縄文時代 

古墳時代 

炉穴・縄文土器・堅穴住居 

土師器・須恵器・土師器炉・他 

古墳時代から平安

期の大規模集落跡 

２０ 



 

 

上小貝塚遺跡 

上大堀遺跡 

天王辺田遺跡 

地楽寺遺跡 

遺跡 

釈蔵院 

能満地域内の遺跡群の位置図 

１９ 

２１ 

二階台遺跡 

市原小学校 

市原中学校 中央武道館 

府中日吉神社 

白船城址 

光善寺廃寺・市原城址 

阿須波神社 

能満城跡 

市原八幡神

社 

古甲遺跡 

郡本遺跡群 

郡本八幡神社 

神主院跡 

郡本大宮遺跡 

稲荷台遺跡 

上総国分寺遺跡 

番面遺跡 

番面台遺跡 

千草山廃寺遺跡 

山田橋表面遺跡 

山田橋大山台遺跡 

上細工多遺跡 

上新関遺跡 

上総国分寺跡 

前広神社 

山倉１号墳 

孟地遺跡 

市原緑高校 

市原望洋高校 

白幡小学校 

若宮小学校 



 

 

藤井 （ふじい） 神社・寺院・文化財・遺跡 郡本大宮遺跡・神主院跡（真義真言宗）・大林寺廃寺 

 江戸期は藤井村。万治２年（１６５９年）に郡本村から分村した。字古甲（ふるこう）・在長面（ぜいちょうめ 

ん）は、古国府・在庁免の名残りと考えられる。 

地名の由来は「ふち（縁）・い（川）」の転嫁で、川沿いの地という意味。 

  

 郡本大宮遺跡  

  所在地    市原市藤井３丁目１１９－１ （旧市原中学校跡地付近） 

  説明     縄文時代から平安期の大規模集落跡の遺跡です。１８８９年から数回発掘調査を行い、集落 

         跡や堅穴住居跡・堀立柱建物・縄文土器・土師器・須恵器・土杭・炉穴などが出土した。 

 

 守公山楊柳寺神主王院跡 （しゅこうさん ようりゅうじ しんじゅいんあと） 

  所在地   市原市藤井２丁目２２６番地付近か 

  創建時期  寛文８年（１６６８年）より以前にはあったと思われる（飯岡八幡宮御縁記による） 

説明    江戸時代に藤井地区に「守公山楊柳寺神主院」という「郡本八幡宮の別当寺」としてあった。 

      明治政府の神仏分離政策により廃寺となってしまったが、その寺名の通り「柳楯神事」に繋が 

      りがあり、山号によって国府に関係のある神と言われる「守公神」との関係を暗示され、いま 

だに所在地の定まらない上総国府跡についての有力な手がかりを残している。現在の国府跡の 

推定地として、村上説・市原説・郡本説などがあり、能満は室町期からの守護所と思われる説 

が浮上してきた。神主院の所在地については、藤井地区に「しんじゅいん」という字名が残っ 

ており、其の所は「寺屋敷」または「寺畑」と呼ばれており、天保年間の村絵図と「村鏡明細 

帳」が残っていた。その明細帳によると、「上総国市原郡府中釈蔵院門徒真義真言宗 神主院」 

は、郡本・藤井・門前・西野谷四か村鎮守八幡宮と「大宮大権現」の別当であり、ほかに稲荷 

社・妙見大菩薩・日宮大権現・若宮・岩宝大権現・庚申塔・向原道祖神社・四十八か所水神・ 

牛頭天王宮・などの村内小祠のほとんどを支配し、神主院は村内の大林寺と共に支配していた。 

境内は徐地（無年貢地）であり、毎年領主から初穂として金一分が下されていたことなど、幕 

末期の神主院の基本的な性格を知ることができる。一方、郡本・藤井・門前・西野谷四か村の 

地物を描いた「村絵図」には、跡地と思われる場所に神主院と記載されたものがあり、史料の 

裏付けとなっている。 

なお、大林寺は、大堰の対岸（字向井台）にあり、「門前宝積寺」門徒の曹洞宗寺院で、中村 

国香の「房総志料」（宝暦年間）では、将門尊信の観音古像を安置していると記載されている。 

所在地は、藤井２丁目の旧字「大木地」もこの寺に縁のある土地と思われる。 

大林寺に近い郡本の旧字向原には「井上山玄高寺」という浄土宗の寺があった。 

 

  

文化財指定のイノシシ型土器 天王辺田遺跡出土の緑秞鉢 能満分区遺跡群貝塚地区の現場 

２２ 



天保年間の村地図（木本家所蔵） 

  

２３ 



 

２４ 



門前 （もんぜん） 神社・寺院・文化財・史跡  宝積寺（曹洞宗）・門前貝塚・近世の馬頭観音 

 江戸期は門前村。万治２年（１６５９年）に郡本村から分村。人市場村とも言う。一時郡本村の一部に復し、 

 明治元年（１８８６年）再び分村したという説もある。字一ノ泉町（いちいずみまち）・二ﾉ泉町（にのいずみ 

まち）・三の町（さんのまち）は条里制の遺称。字梶給（かじきゅう）・於局給（おつぼねきゅう）は、中世の 

給田の遺称と推定される。また、字古甲（ふるこう）は古国府の意味とも考えられる。 

地名の由来は、宝積寺（ほうしゃくじ）の門前に立地することによる。 

 

玉泉山 宝積寺 （ぎょくせんざん ほうしゃくじ） 曹洞宗 

 所在地   市原市門前２丁目２２０番地 

 創建時期  延元年間（１３３６年～１３４０年）に関東管領 

足利基氏の開基により開山。 

雲斐瑞大和尚にて創建されたと伝えられる。 

当時は「寶憧寺」と称し、臨済宗の寺院でした。 

  本尊    不詳  

住職    武藤 秀樹 

 由緒・伝説 天正１９年（（１５９２年）中興開山挺庵正宗（秀）禅師の時に徳川家よりの御朱印状を賜った

その中に「憧」を「積」に改め、「宝積寺」となる。また、臨済宗より曹洞宗に改宗された。 

       梵鍾は徳川八代将軍吉宗公の享保１４年（１７２９年）の製作と記載されていますが、戦争の

ため接収され、現在の物は戦後作られたもの。 

       その後１１０年経った天保１０年（１８４１年）に伽藍などが火災で消失したが、鐘楼は消失

をまのがれた。嘉永３年（１８５０年）に中国風の２階建て鐘楼が新築された。鐘楼の左右に

は延享４年造立の六地蔵が安置されています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

門前貝塚 （もんぜんかいずか） 

  所在地   市原市門前字竹ノ内 

  説明    縄文時代中期から後期頃に、字古甲の台地東縁から能満川左岸に位置する処に貝塚がある。 

足利家の家門が屋根の峯にある本堂 

嘉永年間に建てられた中国風鐘

楼 

本堂の入口に掲げられた扁額 本堂には本尊釈迦如来像の安置 

鐘楼の左右に安置される六地蔵 

山門（鐘楼） 

の脇に立つ 

釣り鐘の碑 

寺院の歴史

も記載され

ている 

２５ 



        現状は台地斜面に貝殻の散布が顕著で、南北の帯状に分布する斜面貝殻と思えます。 

        台地上縁・階段状の造成地や谷底の平地・宅地・畑に貝殻も散らばっている。奈良時代から現 

代に至るまで後世の改変で不明です。 

 

 

 

江戸期の馬頭観音 

 所在地   門前交差点から能満に向かう旧道の古甲遺跡入り口付近 

 説明    「安永年間」に建てられたもので、馬頭観音の脇には「北江戸」「東茂原」「南牛久」と刻んであ 

る。この道を東茂原方面に進むと能満の西宿・東宿の中世国府か守護所のあったと思われる馬場 

の内館跡の南側を通り茂原に向かい、上総一宮につながります。上総介としては、関東に下った 

高望王以来の、坂東平家の名門であり、上総権介を代々相伝した上総氏の本拠地と言われている 

場所です。この古道は中世まで遡るとすれば、古き時代を想像できると素晴らしいですね。 

  

 

 山田橋 （やまだばし） 神社・寺院・文化財・史跡 稲荷神社・中和院（真言宗山階派）・養福寺（曹洞宗）  

  江戸期は山田橋村。山田郷ともいわれた。奈良・平安期の官営跡あるいは、祭杷遺跡と推定される稲荷台 

  遺跡や国分尼寺跡などがあるが、その多くは国分寺台土地区画整理事業により消滅。 

  地名の由来は「やまだ（山処）・はし（端）」で、山田郷の端という意味。 

   

 稲荷神社 （いなりじんじゃ）） 

  所在地   市原市山田橋 3 丁目１１－１９ 

  祭神    宇迦之御魂大神 

  宮司    小田 千里 

  創建時期  不明ですが、石仏など年代から江戸期にはあったと思われる。 

  例祭・神事 秋の祭り  １０月１７日 

由緒・伝説 稲荷様は商売繁盛の神ですが、寺院などにも祀られている。山田橋の稲荷神社にも守り神の 

門前貝塚をがけ下から見る 崖の傾斜面に露出した貝殻 蛤やイボキサゴなどの貝殻 

近くの信者が掃除をして感謝の馬頭観音と地蔵様 左右の横面に記された道しるべ 
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        狐の石像が拝殿の左右に鎮座している。また、境内には、大山講供養塔の石祠や、天神宮・ 

        富士浅間宮・初満宮・山神社・天照大神・牛頭天王・道祖神などの祠ら祀られている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐生山 中和院 （きりゅうさんちゅうわいん）（夢観音・水子地蔵尊） 

  所在地   市原市山田橋 298 番地１ 

  本尊    不詳 

  住職    南野 晋教 

  創建時期  創建時期は不詳ですが、夢観音菩薩堂の建立時期と思われる。 

  由緒・伝説 夢観音菩薩の由来の説明書によると、昭和４７年（１９７２年）の冬に浜村汀教尼の夢枕に 

        一体の観音菩薩様がお立ちになり「私は今供養もされず打ち捨てられている。その時期が訪れ 

たらならば私を護持し供養してほしい」と告げられた。その後５年の歳月が流れて、昭和５２ 

年（１９７７年）秋に、突然ある夫人が中和院を訪れ一体の観音菩薩を奉納したいと持参され 

た。汀教尼が拝見すると、まごうことなく夢枕に立たれた観世音菩薩様そのままのお姿に大い 

に驚き、わずか身の丈二寸ほどの観世音菩薩様の御威光に感謝。以来供養を怠らず、中和院の 

守護佛としています。 

昭和５８年（１９８３年）には、中和院開山故浜村蓮教僧正師の発願によって、檀信徒並びに 

鳥居の奥に拝殿が見える 瓦葺きの拝殿、奥には本殿 

瓦葺き流造りの本殿 

出羽三山の供養塚 多くの祠を納められる建屋 本殿前左右の狐の守り神 

左側は疱瘡

神の祠で、 

右側は子安

大明神の祠 
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有志の方々のお力を得て「夢観音堂」の建立落慶もなり、寺院としての伽藍も整い、現在に至 

る。（一部文章を省略してあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 延命山 養福寺 （えんめいざん ようふくじ）（曹洞宗） 

  所在地   市原市山田橋１丁目１６－５ 

  創建時期  元禄から享保年間頃と思われる 

        当時は「延命山 永福寺」と称していた。 

（梵鐘の銘による） 

        その後、天保年間に養福寺と改名される。 

  開祖    心牛鐵印大和尚 

  本尊    不詳 

  住職    大澤 弘一 

  由緒・伝説 江戸中期頃に「延命山永福寺」として開山され、 

其の後、天保年間に門前の宝積寺２８世心牛鐵印    

大和尚により、曹洞宗の「養福寺」として開山さ 

れた。 

        元の本堂は昭和４３年に老朽化により解体新築 

された。その後に客殿を建築している。 

 

 

 

入り口の門から本堂を写す 本堂正面、右に水子地蔵尊堂 水子地蔵尊の石仏 

本堂入り口の夢観音扁額 光明稲荷大神の扁額と８連鳥居 夢観音菩薩の由来の説明看板 

客殿を南側より撮影 

昭和４３年に解体新築された本堂 
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稲荷台古墳群（１号～１３号墳） 

  稲荷台１号墳の「王賜銘鉄剣」が発見されたのは、昭和６２年１１月初めの頃でした。稲荷台古墳群には 

  １号墳から１３号墳まであり、昭和５０年から発掘調査を始めて十年後のことでした。５０年度・５４年度 

  ５６年度の調査では周辺の集落部分を調査し計１２基の古墳を検出された。その後平成１１年度に１号墳か 

  ら北に８０ｍほど処から１３基目の円墳が発見された。 

  古墳群はその立地から、北側の山田橋字稲荷台と字北の海道地区の１号墳を含む１１基の A群と、南側の山 

田橋字宮ノ前地区に離れて位置する２基の B 群に分かれる。 

埋葬施設は、A 群の墳丘が残されていた古墳の１・３・４号墳で木棺直葬の主体部が、B 群では１１号墳で 

凝灰岩質砂岩裁石切組積両袖単室横穴式石室が、１２号墳では木棺直葬の変則的古墳が検出され、他の古墳 

では 2次的な周溝内土擴が調査された。 

稲荷台 1 号墳は、周囲を畑作で削られ、墳頂部には神明神社の祠が祀られていた。このような祠は 3 号墳 

には八幡神社が、4号墳には八坂神社の祠が祀られており、この墳丘か残されていた要因と思われる。 

古墳群の築造時期は、出土土器や副葬品などから A 群は５世紀から 6 世紀前半の古墳時代中期から後期の 

築造で、B 群は 7世紀の古墳時代末期の築造と思われる。 

1 号墳は、稲荷台古墳群の中では最大規模を有し、周溝底面内径間の墳丘径は約２７ｍ、盛土高さ２，２ｍ 

周溝上面積幅５，２ｍ、周溝下底面積２，１ｍ周溝外側上面径３３ｍ、周溝の深さ２ｍ、周溝底面と墳頂部 

の最大比高差４，１ｍを計測し、墳丘は 2 段構築となっている。 

埋葬施設は、墳頂部から中央施設と北施設の二基が検出されている。「王賜銘鉄剣」を出土した中央施設は、 

東側から墳頂部に登る参道と明神神社祠の真下に位置し、業者によって攪乱・削平され部分的に遺存したた 

め、正確な形状や規模を把握できない。中央施設からは、金属類装飾品や鉄剣などが検出されている。 

鉄検類はほぼ副葬されたままの位置を保った状態であったが、他の大部分は散乱した状態で出土している。 

北施設では、鉄刀 1点・鉄鏃 10点以上・胡ろく金具１・捧げ状１・砥石などが検出されている。ほかにも 

周溝から須恵器 5 点、土器類などが出土している。 

 

養福寺入り口の山門 開山心牛鐵印大和尚の墓地と歴代住職の墓地 

安政五年と刻まれた石燈篭 不動明王などの石祠 

延享３年と刻まれた永福寺梵鐘 
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 本資料は、次の資料を参考に作成しました。 

  ・市原市埋蔵文化財センター遺跡ファイル 

  ・ちょっと便利帳（日本の元号・年代早見表） 

  ・全国遺跡報告総覧 

  ・日本の城郭・城址（千葉県版） 

・八百万の神 

  ・市原市・宗教法人一覧 

  ・かずさ国府はどこ？ 

  ・釈蔵院古文書調査報告書 

  ・市原地方史研究第 14 号 

  ・市原の城郭と国府跡をたずねて 

  ・Wikipedia- 市原郡 

  ・市原市歴史と文化財シリーズ（市原市郡本周辺の遺跡と文化財） 

  ・市原市歴史と文化財シリーズ（市原市能満周辺の遺跡と文化財） 

   

  ・そのほかに、紹介した寺院・神社の関係者の方々の協力を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

地名の由来と史跡と文化財 

   発行・編集 市原の歴史を知る会 

   住所 市原市能満 1020 番地１ 
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