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富岡市教育委員会 文化財保護課



＊＊＊ 日 程 表 ＊＊＊

9:00 一ノ宮公民館 トイレ 出発

9:10～ 9:20 光明院

9:30～ 9:40 太子堂塚古墳 芭蕉句碑

9:50～10:20 北甘変電所

10:30～10:40 阿曽岡の碑 阿曽岡・権現堂遺跡トイレ

10:55～11:05 甘楽用水 山下堰

11:20 社会教育館 トイレ 見学・昼食 12：30 出発

12:35～13:05 貫前神社 宝物館 トイレ

13:10～13:15 お女郎坂 駒寄井戸

13:30～13:40 堂山稲荷古墳

13:45～14:00 一ノ宮４号古墳 本宿・郷土遺跡

14:20～14:30 薬師寺

14:40～15:00 宮崎公園 旧茂木家住宅 トイレ

15:10～15:20 宮崎神社

15:30～15:35 龍光寺

15:50 一ノ宮公民館 到着(予定)





光明院
こうみょういん

天徳４（９６０）年の創建といわれる、千年以上の歴史を

持つ古いお寺です。貫前神社の祠官
し か ん

であった尾崎志摩守光明

によって開かれ、その名を取って尾崎山光明院といいます。

光明院は昔から貫前神社の別当寺であったと考えられて

います。天正１９（１５９２）年に徳川家康から３０石を受

けました。

本尊は木 彫
もくちょう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

坐像（市指定重要文化財）で、高

さ６６cm、幅は膝の部分で６７cm の寄木作りです。南北朝

～室町時代の作と思われ、市内でも稀有な中世の仏像です。

高さ６.５cm の金銅製十一面観音懸仏
こんどうせいじゅういちめんかんのんかけぼとけ

も、同じく室町時代

頃に作られたものとみられます。

太子堂塚古墳（市指定史跡）

芭蕉句碑・雲裡房句碑（市指定重要文化財）

一ノ宮古墳群は約２０基の古墳で構成されていました。そ

の中でも中心となるのが太子堂塚古墳、堂山稲荷古墳、一ノ

宮４号古墳で、甘楽の谷の最も西端に立地する前方後円墳で

す。この３基の前方後円墳は一ノ宮４号古墳が６世紀初め、

堂山稲荷古墳６世紀中頃、太子堂塚古墳は６世紀後半に作ら

れました。これまでの発掘調査の結果から、この地域は、５



世紀末から６世紀初め頃に突然大きなムラができます。その

一角には古墳時代後期の豪族居館跡も見つかっていて、これ

らはこの地域を治めた３代の豪族の居館と墓と考えられま

す。

豪族居館から最も離れた位置にある太子堂塚古墳は、後円

部が道路で大きく削られ元の大きさは不明ですが、残された

前方部からの形状と大きさから推測すると、墳丘は２段に築

かれ、全長７０ｍ程で埴輪も配置されていたと思われます。

墳丘には句碑があり、寛延４（１７５１）年 地元の俳人

一ノ宮本宿・郷土遺跡と古墳群 ３つの古墳の大きさを比較



達が芭蕉を顕彰して立てたもので県下では最も古いものと

いわれています。

花の蔭 諷
うたい

（うたい）に似たる 旅寝かな 松尾芭蕉

もう一基の句碑は、芭蕉句碑建立の中心となり尽力した雲
うん

裡
り

房を顕彰し、宝暦１２（１７６２）年に立てられたもので

す。

初雪や 世に散る物乃 絶えて後 雲裡房

北甘変電所（国登録有形文化財）

大正８（１９１９）年に、西毛
せいもう

電気
で ん き

株式会社一の宮変電所

として、富岡地区への本格的な電力普及開始にあわせて建設

されました。

当時の最新建築技術だった鉄筋コンクリートを使用した

建物となっています。かつ、現存する鉄筋コンクリート建物

としては県内最古と思われます。大正時代の歴史を語る代表

的な建造物として、平成１５年９月１９日に市内で初めての

国の登録有形文化財に登録されました。

通常は公開されていませんが、近代化
きんだいか

遺産
い さ ん

全国
ぜ ん こ く

一斉
い っ せ い

公開
こ う か い

２０１４の趣旨に賛同いただいた東京電力株式会社高崎支

社の協力により、今回、特別公開されます。



阿曽岡の万葉歌碑

上毛野安楚農万所舞羅

加幾舞多伎寝禮登安可奴遠

愛東可吾駕勢舞

「上毛
かみつけ

野
の

の阿蘇
あ そ

の真
ま

麻
そ

むらかき抱
いだ

き

寝
ね

れど飽
あ

かぬを あどか吾
あ

がせむ」

万葉集の東歌に収められているこの歌は「麻の束を抱きか

かえるようにおまえを抱いて寝たが、飽きることがない、ど

うしたらいいのか」という愛の歌です。

上毛野阿蘇は、現在の栃木県安蘇郡（現佐野市）があてら

れるという説がありますが、阿曽が同音であることや、この

あたりは古くから麻の産地であったことから、昭和１１（１

９３６）年にこの地に碑が建てられました。土地改良事業に

より阿曽岡は削平されましたが、碑は元の位置に戻されまし

た。

阿曽岡・権現堂遺跡

平成６年、ほ場整備のために一部が発掘調査されました。

縄文時代中期の土坑、弥生時代中期・後期の竪穴住居跡や堀

の跡、古墳時代前期・中期・後期から奈良・平安時代にかけ



ての竪穴住居跡などが発見されました。住居跡が合わせて約

２９０軒となり、大規模な集落が営まれていたことがわかり

ました。

また、古墳時代前期の方形周溝墓１基、前方後方墳２基、

古墳時代後期の円墳も発見されました。

甘楽用水 山下堰

甘楽用水は当初青倉川や栗山川から取水していましたが

その後鏑川本流からの取水に変わり、現在使われている下仁

田頭首工
とうしゅこう

（取水口）は昭和５４（１９７９）年に完成しまし

た。用水は馬山地区を通り、不通
とうらず

では水道橋で鏑川を越え吉

田地区に入り神成山の手前で分岐し、片方は蚊沼川に入り小



林、神農原、田島から高瀬に至り、もう一方が神成山を隧道

でぬけ丹生貯水池（丹生湖）に至り、その後は丹生川に流し

入れています。

山下堰は、昭和３０（１９５５）年に丹生川の最流末に近

い貫前神社北側宇田地区に設けられた取水堰で、その受益地

は一ノ宮、七日市、富岡、田篠、福島、新屋、吉井町におよ

んでいます。

山下堰が作られる以前、この付近には農業用水、防火用水

のために江戸時代に作られた浅岡堰があり、その維持管理を

七日市の人々が任されていました。山下堰完成で浅岡堰は廃

止されました。

甘楽用水が引かれる以前の一ノ宮や七日市、富岡地域では

高田川、丹生川の水を利用していましたが周囲の山は低く保

水性に乏しいことから安定した水確保が困難で、江戸時代の

水争い記録も残っています。一方、鏑川には豊富な水がある

のですが川床が低く農耕地への利用はできませんでした。長

年の人々の望みであった慢性的水不足は、昭和１０（１９３

５）年に甘楽用水の元となる組織が発足し、昭和２７（１９

５２）年竣工で解消されたのです。

用水の支線は富岡製糸場内の発掘調査でも見つかりまし

た。物資の不足した戦時中に作られた直径６０㎝のセメント



管は、劣化も進み一部破損していましたが往事の姿をそのま

まに留めていました。生糸生産に欠かすことのできない水の

供給に山下堰も一役果たしていたのです。

富岡市社会教育館（国登録有形文化財）

昭和９（１９３４）年１１月に昭和天皇が貫前神社に参拝

されたのを機に官民一体となった建設運動が進められ、昭和

１１（１９３６）年３月に「東国
とうごく

敬神
けいしん

道 場
どうじょう

」として建設さ

れた建物です。完成後は群馬県に移管され、広く県民一般の

精神修養の場として活用されました。戦後は宿泊型の社会教

育施設として利用され、平成１７年からは「富岡市社会教育

館」として活用されています。

設計は、明治末から戦前を代表する建築家である大江新太

郎が主催した設計事務所「大江国風
こくふう

建築塾」によるものです。

東西およそ１２０ｍに及ぶ細長い建物で、玄関・事務室棟

正面入口の車寄せや式台
しきだい

、建物の雁行型
がんこうがた

の配置、庭園との一

体化、書院造や数寄屋
す き や

造
づくり

など、日本の木造建築における建

築要素と伝統技術を各所に用いた和風のデザインです。和風

を強調する一方、椅子座の空間や小屋組のキングポストトラ

スなど洋風の良さも採用しており、機能に応じて和洋の要

素・技術を使い分けた当時の近代和風建築の様子を示す貴重



な建物といえます。

平成２０年７月８日、国の登録有形文化財に登録されまし

た。

()

貫前
ぬきさき

神社

国指定重要文化財：本殿、拝殿、楼門

白銅
はくどう

月宮
げっくう

鑑
かん

、桧垣
ひ が き

梅
ばい

雀
じゃく

文
もん

鏡
きょう

、竹
ちっ

虎
こ

文
もん

鏡
きょう

県指定無形民俗文化財：貫前神社の鹿
しか

占
うら

習 俗
しゅうぞく

（国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財）

市指定重要文化財 ：貫前神社奉納鏡、貫前神社唐
から

銅製
かねせい

燈
とう

籠
ろう

（ぐんま絹遺産）

市指定天然記念物 ：貫前神社のスダジイ

平安時代以前の創建と伝えられる１４００年以上の歴史

を持つ神社です。国指定の本殿・拝殿・楼門は寛永１２（１

６３５）年に徳川家光が再建したもので、江戸時代初めの建

築様式を伝えています。本殿・拝殿は、平成２１～２５年度

東国敬神道場平面図



に実施された檜皮葺
ひわだぶき

屋根の葺き替えと漆塗・彩色の修理によ

り、色鮮やかによみがえりました。

古くから奉納された銅鏡が１６０面以上保存されており、

そのうち３面は国指定重要文化財になっています。

県の重要無形文化財に指定されている鹿占神事、申年
さるどし

ごと

に行われる式年
しきねん

遷宮
せんぐう

など、神事にも特異なものが多くみられ

ます。

総門前の左右には、慶応２（１８６６）年に養蚕や生糸生

産の繁栄興隆を願って建てられた市指定重要文化財の唐銅

製燈籠があります。

お女郎坂の駒寄
こまよせ

井戸

一ノ宮は古来より栄えた地で、古い資料にも鎌倉から遊女

が来ると書かれたものもあります。また、一説に江戸時代の



はじめに貫前神社の大造営が行われた際に、諸国より造営に

かかるあらゆる職人が集められ、このときに娼屋が置かれた

のが通称お女郎坂だともいわれます。

駒寄井戸は、『平家物語』宇治川合戦の先陣争いに登場す

る源頼朝の愛馬で、「磨
する

墨
すみ

」という名馬に関する伝説のひと

つが駒寄井戸の由来となっています。

名馬磨墨を祀った磨墨神社（妙義町下高田馬之宮）の由緒

によると、磨墨は大桁山
おおげたさん

の生まれで、年老いて鎌倉街道を故

郷に逃げ帰ってきたときに、途中喉の渇きを癒した泉が一ノ

宮の通称お女郎坂の駒寄井戸（磨墨の井戸）といわれます。

堂山
どうやま

稲荷
い な り

古墳（市指定史跡）

一ノ宮古墳群の中央部に位置する、全長４８ｍの前方後円

墳です。年月を経て全体的に形はやや変更を受けていますが、

古墳の形や２段築

造の様子がよく観

察できます。これ

まで２度の発掘調

査が行なわれ、二

重の周堀を持って

いたということが



分かりました。堀の内側には葺
ふき

石
いし

が積まれ、盾持人
たてもちびと

埴輪や馬

形埴輪を含む多量の埴輪片が出土しました。

埴輪の様相などからみて、古墳時代後期に当たる６世紀の

中ごろに築かれたものと考えられます。この古墳は、「一ノ

宮４号古墳」の次に葬られた首長の墓と考えられます。

一ノ宮４号墳（市指定史跡）

一ノ宮４号墳は、群馬県富岡合同庁舎建設事業に伴い、平

成１０年から１１年にかけて発掘調査されました。墳丘の大

部分が削平されており、当初は円墳と考えられていましたが、

調査によって古墳の周囲を巡る堀が発見され、全長４８ｍの

前方後円墳である事が分かりました。埋葬施設は無袖型
むそでがた

の

横穴式
よこあなしき

石室
せきしつ

と推定されるもので、幅は約１ｍと狭いのですが、

入り口からの長さは１２ｍ以上あったと考えられています。

石室の天井に据えられた石はほとんど無くなっていました

が、壁の石積みは良く残っており、全面に赤い色が塗られて

いました。

また、石室や古墳の周囲の堀からは、遺体と共に葬られた

鉄の 鎧
よろい

や太刀
た ち

の破片、土器や埴輪の破片などが多数発見さ

れています。



この古墳は、隣接する本 宿
もとじゅく

・郷土
ご う ど

遺跡で発見された古墳

時代の豪族居館跡や、堂山
どうやま

稲荷
い な り

古墳、東に所在する太子堂
たいしどう

塚
づか

古墳との関連も深く、地域の歴史を紐解くうえで、重要な手

がかりを与えてくれるものです。

一ノ宮４号墳全景（発掘調査中） 一ノ宮４号墳石室実測図

一ノ宮本 宿
もとじゅく

・郷土
ご う ど

遺跡

一ノ宮本宿・郷土遺跡は、国道２５４号バイパスの敷設工

事に伴い、昭和５４年から５５年にかけて一部が発掘調査さ

れました。縄文時代から近世にかけての遺構・遺物が出土し

ました。古墳時代から平安時代にかけての２４９軒もの竪穴

住居跡、全国で初めて古墳時代の豪族居館跡が発見され、こ

の地域の中心的なムラがあったことが分かりました。居館跡



は、周囲を東西約１００ｍ、南北約７４ｍに堀で区画してい

ると考えられています。堀の幅は最大約５ｍ、深さは約１．

５ｍで、内側に石垣を積んで補強していました。区画内部は

すでに耕作などによって大きく削平されており、具体的な内

容を把握することは出来ませんでしたが、堀から出土した土

器から、６世紀の初め頃から後半頃まで首長の生活の場とし

て機能していたとみられます。

先に紹介した一ノ宮４号墳・堂山稲荷古墳・太子堂塚古墳

などの前方後円墳に埋葬された３代の首長が暮らした居館

跡とみられ、墓と居館及びムラの関係が具体的に捉えられる、

貴重な遺跡です。

本宿・郷土遺跡の豪族居館の堀跡 堀から出土した多数の土器



薬師寺の奪
だつ

衣
え

婆
ば

昔、一ノ宮から宮崎に入ったところにあったものを宮崎の

人が薬師寺に持ってきたもので、地元の人からは「ショウズ

カバアサン」と呼ばれ親しまれています。以前は、２年に一

度「ショウズカバアサンの春祭り」が行われていました。ま

た、頭が痛いときなど「ショウズカバアサンの頭をなでると

治る」と言われ、地元の人から信仰されてきました。「ショ

ウズカバアサン」は通称で、石仏の分類上では「奪衣婆」と

いい、三途の川を渡ってくる罪人の衣服を奪い取る鬼婆のこ

とです。富岡市ではこのほかに６例の奪衣婆石仏が確認され

ていますが、薬師寺の奪衣婆が最も大きな像です。

旧茂木家住宅（国指定重要文化財）と宮崎公園

旧茂木家住宅はもと神農原地内にあった建物で、石置きの

板葺き屋根、屋根まで達する棟持ち柱、多角形で手斧仕上げ

の柱材、曲がりくねった梁材など、江戸時代の民家にはみら

れない力強さが感じられます。

茂木家に残された古文書や柱材の墨書きなどから戦国時

代の大永７（１５２７）年に建てたと伝えられ、わが国に残

る民家の中で最古の建物とみられています。

昭和４５（１９７０）年国の重要文化財に指定され、昭和



５０（１９７５）年に市の所有となり現在の宮崎公園内に移

築されました。

宮崎公園は明治２０（１８８７）年この地の豪商鈴木城作

氏が築庭したもので、起伏に富んだ１０万㎡に及ぶ敷地には

各種のツツジやモミジを中心に多くの樹木が収集・植栽され

ています。庭園は明治３０（１８９７）年に一般公開され、

その後、昭和３０（１９５５）年に富岡市が所有し市立公園

としました。

なお園内の六角堂（しののめ堂）では句会・茶会などが催

され、市民の皆さまに利用されています。

宮崎神社の大杉（市天然記念物）

宮崎神社の境内にある大杉は目通し周７．６ｍ、樹高２５

ｍあり、樹齢は８００年と推定されます。言い伝えによると

この大杉は、貫前神社に

ある「藤
とう

太
た

杉」と同年代

と言われ、市内では類を

みない巨木です。

現在の宮崎神社は同地

区内にあった諏訪神社、白山神社、広鉾神社三社を合祀
ご う し

した

ものです。明治４０（１９０７）年、この大杉があったこと



から、この地に三社を祭ったといわれるほど地域の歴史と深

い関係をもつ貴重な古木で、昭和５９（１９８４）年３月に

市の天然記念物に指定されています。とみおか名木１０選に

もなっています。

龍光寺

龍光寺は、長 禄
ちょうろく

年間（１４５７年～１４６０年）に、上 野
こうずけの

国
くに

綾目
あ や め

荘
そう

宮崎村管領
かんれい

であった奥 平
おくだいら

美 作
みまさかの

守
かみ

龍 光
りゅうこう

によって宮

崎村（現在の富岡市宮崎）に創建され、慶 長
けいちょう

１７（１６１

２）年から元和
げ ん な

３（１６１７）年にかけて富岡町（現在の富

岡市富岡）が創設された際に、宮崎村から七日市へと移され

ました。

境内には『とみおか名木十選』に選ばれたしだれ桜の古木

があり、毎年春には、龍光寺を訪れる人々の目を楽しませて

います。



＊＊＊ 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栱（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


