
妙義町菅原地区コース
妙義神社＆

ふるさと歴史ウォーク 

富岡市教育委員会 文化財保護課  

平成 28 年 11 月 23 日 



妙義神社配置図

平成大修理竣工記念パンフレット





1 

＊＊＊ 日 程 表 ＊＊＊ 

8:45 道の駅みょうぎ トイレ 出発

9:00～ 9:30  妙義神社御殿 

9:35～ 9:45 ウラジロガシ・波己曽社(旧本社) 

10:00～10:20 随神門・唐門・本社 

10:30～10:50 銅鳥居・銅灯籠・総門・石垣 

11:00  道の駅みょうぎ 到着 

自家用車で移動 

11:15～11:30 菅原稚蚕飼育所説 11:30～昼食

12:15  菅原稚蚕飼育所 トイレ 出発 

12:20～12:35 十一面観音菩薩像碑・女神像碑 

12:45～13:00  菅原城(麓から)・石造物 

13:05～13:10  石造物(巨大庚申塔) 

13:25～13:30  石造物(天神の道しるべ) 

13:40～14:20菅原神社および大ヒノキトイレ 

14:35～14:45  川後石 

15:25 菅原稚蚕飼育所到着 15:35 解散(予定) 

************************************** 

希望者は自家用車で郷土館へ 

15:50～16:50  郷土館 観覧・解説    17:00 閉館 
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波己曽
は こ そ

社殿
しゃでん

・神楽
か ぐ ら

殿
でん

（旧本殿・拝殿）

<県指定重要文化財> 

波己曽社の社殿は、明暦２年(1656)に建立された建物です。

『波己曽大明神』と呼ばれたかつての妙義神社の本社殿とも

伝えられ、現在の本社がある位置の隣に建立されたと考えら

れています。もとは権
ごん

現 造
げんづくり

の建物でしたが、宝暦～安永

年間（1764～1781）に行われた境内の大造営によって現在の

本社が建立された際、本殿は本社北側に波己曽社として、拝

殿は本社南側に神楽殿として分離され、本殿と拝殿をつなぐ

幣
へい

殿
でん

は失われました。 

その後も永く分離したままの状態が続きましたが、昭和

44～45 年に移築復原工事が行われ、幣殿を補った創建当時

の姿で、現在の場所に復原されました。平成９～13 年には、

彩色・金具等の修理が行われました。 

波己曽社殿（旧本殿） 

 桁行３間（約 5.4m）、梁間３間、入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

で屋根は銅板

葺きです。身
も

舎
や

は桁行２間（約 3.6m）、梁間３間で柱は丸く、

幣殿と接続する部分には角張った柱が建っています。 
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装飾は、ほとんど社殿の上側に集中していて、 蟇
かえる

股
また

に

は草花や動物の彫刻が施され、組物
くみもの

などは極彩色で彩られ

ています。 

神楽殿（旧拝殿） 

 桁行３間、梁間２間、入母屋造で、正面には千
ち

鳥
どり

破
は

風
ふ

が付

き、屋根は銅板葺きです。背面中央は幣殿と接続しています。

装飾は本殿と同様の極彩色に彩られているほか、建物内外の

柱には、龍や唐
から

花
はな

、唐草
からくさ

文
もん

などを用いた豪華な金襴巻
きんらんまき

が

施されています。 

妙義神社のウラジロガシ <県指定天然記念物>

 ウラジロガシ（裏白樫）は、ブナ科の常緑高木で、温暖で

湿気の高い山地に自生しています。蝋
ろう

状の物質が分泌され

ることで葉の裏側が白くなることから、こうした和名が付け

られました。このウラジロガシは群馬県内でも最大級の樫で、

樹齢は推定 400 年、高さは約 23m、幹全体の太さは約 21m、

地上から 1.2m の高さでの幹の太さを示す「目通り」は、3.78m

を測ります。 
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本殿・幣殿・拝殿 <国指定重要文化財>

 宝暦７年(1756)建立の建物で、過去に数回の修理を経たあ

とで、昭和 60 年から平成元年にかけて大修理がおこなわれ

ました。本殿・幣殿・拝殿は、明治時代以降は「御本社」と

総称していますが、棟札には「大権現社
だいごんげんしゃ

」と書かれ、江戸

時代から建物全体を指す呼び方があったようです。建物は日

光東照宮などにみられる、本殿と拝殿を幣殿でつなぐ「権現

造」の形式をとっています。 

唐
から

門
もん

<国指定重要文化財>

 本社と同じ宝暦７年(1756)に建立されました。屋根は胴瓦

葺きで、壁などは彫刻で埋められ、彩色が施されています。

内部の鏡天井には、狩野派の絵師による龍の絵が描かれてい

ます。 

随神門
ずいしんもん

<県指定重要文化財>

 随神門とは、神社の境内に邪悪なものが入らないように門

の神を祭るためのものです。旧本社である波
は

己
こ

曽
そ

社
しゃ

と同時期

（明暦年間：1655～57）の建設と考えられています。表間に
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随神（門の神）、裏には風神雷神の彫刻を置いています。頭
かしら

貫
ぬき

より下は朱塗りになっています。 

石垣 <県指定重要文化財> 

 大石垣は始点が銅鳥居脇にあり、階段に沿い東に向かい下

りきり、総門の建つ面で北に折れ再び東に向かいますが、こ

の部分が最も高く積まれ、都合３回北に折れて旧宮様御殿と

社務所が建つ平坦面を造っています。その長さは 183ｍ、最

も高い所で 9.1ｍ、使用石材は妙義山を形成する凝灰角礫岩

の通称コブ石とも呼ばれるもので、その表面を平に、石相互

の縁を隙間無く削り組み合わせ、法面勾配は寺勾配状を成

し、角は崩れにくい算
さん

木
ぎ

積
つ

み、北東側では橫矢掛
よこやかか

りの折れ

を意識させる張り出しを設けるなど、その石積技術は近世の

城郭石垣に共通しています。 

 二抱えもする石を中心に、さらに大きいものでは高さ 70

㎝、長さ３ｍ近い石材を随所に用い、最も大きなものは、長

さ５ｍ、高さ 1.5ｍの巨石を削り巧みに組み合わせ積み上げ

た県下随一の石垣です。 
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青銅製燈籠 <市指定重要文化財> 

 総門の上の段に建つ一対の燈籠で、八角形の石製台座上の

銅製燈籠は、竿部
さおぶ

に右回りに振り向きつつ走る唐獅子、牡丹、

蓮台、組直線文、雷文、３本爪の龍、笠部内側に鳳凰、笠軒

先には口から水のようなものを吐く龍、そのあごに風鐸
ふうたく

が

下げられ、火袋と笠、伏鉢にはそれぞれ菊紋と天狗の団扇を

配し、頂部には火炎を持つ宝珠など瑞祥模様で被った装飾性

の高い燈籠です。竿部には元治元年(1864)に養蚕家、諸商人、

糸繭商人による養蚕業の盛隆と商売繁盛の願文、発願者や関

係役人、江戸の鋳物師名を、台座には２両、５両、10 両の

寄進額とともに寄進者名が記されていて、その総人数は 215

人、寄進総額 1125 両、地元はもとより関東周辺の人々によ

るものです。 

 人々が、さらに養蚕が盛になることを望んだこの地に、燈

籠建立８年後、富岡製糸場がつくられることになりますが、

その製糸場誕生前夜の貴重な絹関連文化財です。   

銅鳥居 <県指定重要文化財> 

 正面に寛文８年(1668)銘の良尚親王筆『白雲山』の神額を
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掲げ、束
つか

には「日光御門跡御内奉行妙義住喜多條平太夫則

重 荒木清右衛門豊孝 享保四年(1719)己亥三月吉日」とあ

ります。柱根方はコブ石２石で構成する八角形根巻石状礎石

に 
ほぞ

で差し込んだ、その高さは 6.13ｍ、柱間 5.4ｍ、柱径

0.5ｍで、柱の下部には獅子が尾を立て広げたかのような藁
わら

座
ざ

飾りがあり、そこには阿
あ

と吽
うん

の表情をした３匹の獅子が前

足を踏ん張るようにして柱を支えています。この鳥居は基礎

から笠部まで一本の通し柱に見えますが、よく見ると概ね

20 ㎝の輪切りの筋が何段にも見えることから、輪状に鋳造

した部品を鋳
い

継
つ

ぎし柱にした様子がうかがえます。貫や笠に

も継ぎ目が見えることから同じ様に作られたことを知るこ

とができます。南側柱の藁座部分に江戸神田の鋳物師、山本

民部源徳敏作の銘が刻まれています。 
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総門 <国指定重要文化財> 

 一辺 1.2ｍの正方形のコブ石の中央に、径 90㎝と 65㎝の

円形柱座を二段に削り出した礎石の上に立てられた、間口三

間、奥行き二間単層の切妻造の建物です。 

 門の正面左右に仏敵を退散させる武器金
こん

剛
ごう

杵
しょ

を持つ阿

形と、右手を広げ突き出した吽形の守護神金剛力士像が並び

立つ、安永２年(1773)に建立された白雲山石塔寺の仁王門で

した。 

 日本では 10 世紀初めころから起こった神仏習合の考え方

が江戸時代まで続き、明治の廃仏
はいぶつ

毀
き

釈
しゃく

により各神社内か

ら寺院関係施設の排除が急激に進みましたが、幸いになこと

に妙義神社では神社の総門として引き継がれ、現在に伝えら

れてきました。 

 門を入ると仁王が立つ手前１間分の天井には南北軸の棟

が、その奥にも同じ棟を付け、大屋根も含め３棟造りとなっ

ています。また、各柱には波を籠彫りした縣鼻を付け、蟇
かえる

股
また

の組物を置き、軒は二軒
ふたのき

繁
しげ

垂木
たるき

、柱の間には牡丹の花を配

し、妻は虹
こう

梁
りょう

に大瓶束
たいへいづか

を立て笈
おい

形
がた

を付け、中桁の上に

唐獅子を置き、内外ともに黒漆や朱漆が塗られた規模が大き
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く建が高い江戸時代後期の八脚門の代表的な建物です。 

菅原稚蚕共同飼育所 

稚蚕共同飼育所は、昭和 30年代から 40年前半に市内各地

域に建設された施設です。菅原稚蚕共同飼育所は昭和 41 年

に建てられました。稚蚕共同飼育所では掃立
はきたて

から三令まで徹

底した飼育管理を行い、病気の蚕の発生を防ぎ、健康な蚕を

育てることによって養蚕の安定に寄与しました。特に晩秋蚕

期の飼育は難しいとされてきましたが、この稚蚕共同飼育所

のおかげで病気の蚕の発生は皆無となったということです。 

稚蚕共同飼育所における稚蚕の飼育は飼育主任、採桑主任

等の役員以外は地域の婦人の手で行われたところが多く、地

域婦人たちのコミュニケーションの場ともなり、蚕の飼育技

術の向上にもおおいに寄与しました。 

十一面観音菩薩碑 <市指定重要文化財> 

観音菩薩が人々の苦悩を見逃すことなく救済するため、十

一の顔をつけているので十一面観音といわれています。 

富岡市では富岡地区に１基、妙義地区に３基確認されてお
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り、この十一面観音菩薩は菅原の波己曽神社跡地にあるもの

です。 

高さ117cm、幅40cmの板状の自然石に線で刻まれており、

鎌倉時代末期から室町時代初期の中世的特色を持っていま

す。面長の顔をやや右に向け、鼻筋の長さと高さを表し、像

の中心部は小さくなで肩で、観音の優しさを表現しています。

観音菩薩は一切の衆生（しゅじょう）を救ってくれる現世利

益の仏ですが、この十一面観音菩薩碑は養蚕の神様として、

地域の人々の信仰をあつめていました。 

妙義の七
なな

波己曽
は こ そ

かつて妙義山麓を中心に「七波己曽」

と呼ばれる神社がありました。現在は合祀先の菅原・諸

戸・妙義と、現存の神社が行沢にありますが、残り三カ

所の詳細な場所は分かっていません。 

女神像碑と十一面観音菩薩碑がある場所は、菅原の波

己曽社跡地です。

女神像碑 <市指定重要文化財>

菅原の波己曽社跡地にあります。 
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高さ 77 ㎝、幅 31 ㎝、厚さ 17 ㎝の自然石に、やや粗雑で

単純な線彫りの女性の合掌像が刻まれています。裏面には

「永徳二年 大才 壬戌 八月廾二日」「□御前」の文字が

刻まれています。「永徳二年」は 1382 年で、南北朝時代の石

造物です。また、「永徳」は北朝の年号であることから、こ

の地域が北朝の勢力下にあったことがわかります。 

 碑について地域に伝承などは残されていませんが、この像

は「巫女」ではないかという見方もあります。

路傍
ろぼう

に 佇
たたず

む石仏
せきぶつ

（庚申塔・青面金剛・馬頭観音など） 

   古来より石を材料として様々な石造物が造られまし

た。その中には神や仏を表現したものがあり、一般的に

「石仏」と呼ばれます。江戸時代になると様々な種類が

登場し、神仏の姿形が精巧に表現されて芸術的に見える

もの、あるいは簡略化されて愛嬌の感じられるものなど、

表現の多様さは見ていて飽きることがありません。 

一方で、文字だけで神仏を表現する文字塔があります。

姿形のあるものと比べると見劣りするようにも思えま

すが、石に彫り込まれた文字には独特の迫力があります。
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どちらの表現にせよ、そこに込められた造立者の願いに、

違いはなかったはずです。 

   菅原稚蚕飼育所から菅原神社へと向かう道を歩くと、

その 傍
かたわ

らに多くの石仏があることに気がつきます。そ

れらの中から、主なものを紹介します。 

庚
こう

申
しん

塔
とう

「庚申」とは干支による日・年の呼び方です。

「こうしん／かのえさる」と読みます。干支には 60 通

りの組み合わせがあるので、60 日（年）を表すことが

でき、60 日（年）で一巡します。60 日に一度巡ってく

る庚申の日の夜に眠ると、体の中から「三尸（さんし）」

という虫が飛び出して天帝にその人の悪事と告げる、と

信じられていました。この夜には「三尸」が体から出な

いよう、皆で集まり飲食しながら徹夜するということが

行われました。これを記念して庚申塔は建てられました

が、60 年に一度の庚申の年の建立が多いようです。庚

申塔には様々な形、大きさがあり、文字塔の文字の字体

にも種類があります。 
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青
しょう

面
めん

金
こん

剛
ごう

 青い体で手が２～６本、三つの赤い目を持

ち、髪の毛が逆立つ容姿の仏教の守護神で、怒った形相

をしています。庚申信仰の仏教的な本尊として信仰され

ます。ちなみに神道的な主尊は猿
さる

田
た

彦
ひこ

神です。石仏とし

ての青面金剛は姿形を表現したもの以外に、文字だけの

文字塔も多く造られました。 

道
どう

祖
そ

神
じん

 悪い「こと」や「もの」が村の中に入ってこな

いように、村境などに建てられました。そして交通安全

や道路を守る意味も加わったようです。姿形を表現した

ものでは、２体が並ぶ「双体道祖神」があります。群馬・

長野県に多いと言われています。もちろん文字だけの文

字塔も存在します。 

庚申塔 庚申塔 青面金剛
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馬
ば

頭
とう

観
かん

音
のん

 頭に馬の顔があり、怒った形相の観音菩薩で

す。姿形は様々ですが、顔が１つで手が２本の姿や、顔

が３つで手が６本の姿が多いようです。文字だけの文字

塔もあり、今回見学するのは文字塔です。見所は道しる

べを兼ねていることで、「右 天神道菅原」と刻まれてい

ます。天神道とは、南蛇井から菅原神社の脇を通り妙義

山へと至る古道です。馬頭観音を兼ねた道しるべは、こ

の道を案内したことものです。「寛政壬子歳」・「四月」・

「石井佐平次」と刻まれた文字から、寛政壬子の年の４

月に、石井佐平次によって建てられたことがわかります。

「壬子」が干支による年の表記で「じんし／みずのえね」

と読み、この年は寛政４年(1792)にあたります。「馬頭

観音は馬と人の道中を守るとされていたことから道し

るべと結びついた」という考えがあります。 

道祖神 馬頭観音の道しるべ
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菅原城 

 麓からの比高差は約 90 メートル、細長く伸びた尾根の先

端にある中世の城です。馬の背中のような尾根を複数の「堀

切」でたちわり、あるいは平坦に地ならしした「郭」をつく

っています。これらは敵と戦う時の防御が考えられて配置さ

れ、一方で攻め込む敵に対しての攻撃も考えられているよう

です。菅原城は高田氏の城といわれています。最近の研究で

は、高田氏は永禄４年(1561)以降に高田城から菅原城に移っ

たという見解があります。 

菅原城の縄張り （飯森康広「戦国期の富岡市妙義町菅原城と高田氏」より）
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菅原
すがわら

神社
じんじゃ

<市指定重要文化財>

かつての菅原村の村社の一つで、天暦４年(950)の創建と

伝えられます。祭神は菅原道真公で、25 歳の時に自ら彫っ

たとされる木像が伝えられています。 

本殿の構造は三
さん

間
げん

社
しゃ

流
ながれ

造
づくり

の形式で、屋根は身
も

舎
や

に千
ち

鳥
どり

破
は

風
ふ

、向
ご

背
はい

軒
のき

唐
から

破
は

風
ふ

が付き、現在は銅版葺ですが、もとは茅
かや

葺
ぶき

であったといわれています。また、身舎と向背は海老
え び

紅
こう

梁
りょう

で

繋がれています。本殿の建物は寛政８年(1796)に落雷のため

に焼失し、その後、領主松平氏により再建されました。内部

に架けられている錦旗には、文政５年(1822)の墨書銘があり、

建物の細部の様式からもその頃の建立と考えられます。 

千鳥破風鬼板の鬼面彫刻は、類例の少ない珍しいものです。

鬼板の背面には、延享４年(1747)の銘があることから、焼失

前の鬼板を再利用したと考えられます。また、外部板壁の彫

刻は「波間に扇」で、妙義神社本殿の影響を受けていると見

られ、類似建築としての価値があります。彫刻や細工がしっ

かりしており、江戸後期の神社建築様式をよく表している貴

重な文化財です 
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菅原
すがわら

神社
じんじゃ

の大ヒノキ <県指定天然記念物>

樹齢は推定で 800～900 年で、樹高約 35ｍ、樹幹約 22ｍ、

目通り 5.75ｍ、樹勢旺盛です。県下最大で、ヒノキとして

は唯一の群馬県指定です。古来より、天神様が降臨し、神の

宿る木といわれ、天神様のご神木として長寿祈願の信仰を受

けています。 

川
かわ

後
ご

石
いし

地名の由来となった川後石は、県道が妙義町の北山から下

仁田町との境となる杉の木峠へ向かう菅原の宿から、緩やか

な坂を上り城山（菅原城）を大きく迂回する東側の高田川右

岸にあります。地名の由来となった川後石は天神様がお駕篭

に乗ってきて休んだので篭石、また天神様が子供の頃に石の

上へ籠を置き遊んだので籠石といい、のちに川後石となった

との伝承があります。 

菅原神社元宮司の中沢成年氏によれば、「子供の頃に川後

石の上で遊んだ。両脇に夫婦松と呼ばれた巨木があったが虫

枯れにより切り倒された。川後石は神が降臨する磐座（ｲﾜｸ

ﾗ）で夫婦松に注連縄が張られ、禊
みそ

ぎなどの神事が行われた
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のであろう」とのことです。 

荒れた杉林の中を丁寧に歩いてみると、川岸の近くに上面

が平らで縦約２ｍ、横約 1.4ｍ、厚さ 70 ㎝以上、やや斜め

に傾いた川後石とも思われる大きな石があり、その北側に朽

ち果てた大木の切り株がみられます。 

川後石は神が籠もる神籠
こうご

石が転訛
てんか

したともいわれ、菅原天

神を祭る菅原神社やその西北方にそびえ立つ金鶏山との関

わりが考えられます。 

・図版用      

・写真用      

城山（菅原城）

川後石（推定）の位置

0 200ｍ

川後石と思われる石
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クイズに答えて缶バッチをもらおう

答えに〇をつけてね！ 

第一問 

『妙義神社の本殿の裏には、ある神様をお祀りするお社があります。

さて、そのある神様とは、いったい誰でしょうか？』 

①ヘビの神様   ②天狗様   ③トイレの神様 

第二問 

『菅原神社の社殿を彩る彫刻のなかには、妙義神社本殿の彫刻と同

じデザインのものが施されています。さて。そのデザインとは、い

ったい何でしょうか？』 

①虎と龍    ②波と扇    ③サルとカニ 

第三問 

『菅原稚（ ）共同飼育所では、とある生き物を育てることで、人

間にとって有用な天然素材を生産していました。さて、飼育所で育

てられていた生き物とは、いったい何でしょうか？』 

① ミツバチ   ②カイコ    ③イナゴ



20 

＊＊＊ メ  モ ＊＊＊   



文化財愛護シンボルマーク

文化財愛護シンボルマークは、文化財愛護運動を全国に推し進め

るための旗じるしとして、昭和４１年５月に定められたものです。

 このシンボルマークは、ひろげた両手の手のひらのパターンによ

って、日本建築の重要な要素である斗 （ときょう＝組みもの）の

イメージを表し、これを三つ重ねることにより、文化財という民族

の遺産を過去、現在、未来にわたり永遠に伝承してゆくという愛護

精神を象徴したものです。

文化財防火デー（法隆寺金堂罹災の日） １月２６日

文化財保護法公布記念日        ５月３０日

文化財保護法施行記念日        ８月２９日

文化財保護強調週間       １１月１日～７日


