東村山市の自然と歴史を訪ねる
2021 年 11 月 26 日（金）
今回の学外研修も東京の窪地とそこに育まれる植物を観察することにし、場所を東村山に移して実施したいと考えて
います。場所は、村山貯水池、都立狭山公園や狭山丘陵の東端にある八国山緑地を中心に久米川の古戦場など
の歴史的施設も回って見ます。

1. 東村山市の地理的位置
東村山市は蔵野台地のほぼ中央に位置し、狭山丘陵の東縁に接する。東西 5.878km、南北 5.240km、面積は
17.14 平方キロメートルで多摩地域の 26 市中 13 番目である。北西部の狭山丘陵の延長線上にある丘陵地域を除
き市域の大半は平坦な土地である。現市域の南側では江戸時代の初めに玉川上水の開削から程なくして、松平伊
豆守信綱が掘らせた野火止用水や空堀川が存在し、北側では狭山丘陵から流れ出している北川などの柳瀬川の支
流が通じ比較的水利には恵まれた土地であったと思われる。
市内に初めて鉄道が通ったのは明治時代の川越鉄道（現在の西武鉄道国分寺線：明治 27 年(1894 年)開業）で、
府中街道に近い久米川仮駅（現東村山駅）が開設され、以来 2 社 8 路線 9 駅が展開し、主に住宅地からなる都市
となっている。市内中央部を南北に府中街道が通じ、久米川辻の交差点で北東方向に志木街道が分岐している。
志木街道はかつては引又街道あるいは河岸街道とよばれ、新河岸川と簗瀬川の合流地点に近い引又河岸へと通じ、
重要な交易路であった。
「東村山」の名称は、桓武平氏の流れをくむ武蔵七党1の一党、村山党が支配した村山郷を地名とし、その最東端に
あたるため「東」を頭に冠し「東村山」と名付けたものといわれている。明治 22 年の市制・町村制施行以来変わることな
く、東村山の名称を使用しており、東村山村に合併時の旧村名、久米川、野口、廻田、（南）秋津、恩多（大岱）が
町名として残り、また、市域が江戸時代尾張徳川家の鷹場であったことに由来する「鷹の道」といった道路名も残ってい
る。さらに、村山貯水池（多摩湖）はほとんどが西隣の東大和市にあるものの、新宿副都心開発により閉鎖された淀橋
浄水場の代替地となった東村山浄水場があり、都民への飲料水供給の重要な拠点となっている。

2. 東村山市の歴史概要
原始時代・古代
市域には旧石器時代からの遺跡が分布し、縄文時代には笹塚遺跡をはじめ縄文中期の集落遺跡が数多く分布し、
縄文後晩期では下宅部遺跡の存在が知られる。弥生時代の遺跡はなく、古墳時代には後期集落は見られるものの、
古墳の存在もない。
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平安末期から南北朝期にかけて武蔵国を本拠として活躍した武士団のうち、主な七つをいう。同族的性格をもち、いずれも武蔵国の国

司の子孫が土着したものといわれる。七党には異説があり、数え方も一定しないが、野与・村山・横山・猪俣・児玉・丹・西・私市(きさい)・
綴(つづき)の諸党の中から挙げられる。大武士団の成長をみない武蔵国ではこれらの小武士団が割拠し、それぞれ源氏の御家人となって
いった。
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律令制下では武蔵国多摩郡に属し、奈良・平安時代の遺跡では完全な形の瓦塔2（東京国立博物館所蔵）が出土
した東村山市 No.2 遺跡のほか、平安時代の池状遺構も見られる。また、律令制の時代の両脇に側溝をもつ幅 12m
の官道、東山道武蔵道の跡が発見されている。律令制初期の時代、現在の府中市に国府が、国分寺市に国分寺・
国分尼寺があった。東山道武蔵道は、武蔵国府と群馬県の上野国府を結んで、ほぼ南北に直線的につくられた道で、
所沢市久米の東の上遺跡にぶつかり、狭山丘陵の東端、将軍塚のやや西のあたりを通っていたと考えられている。宝
亀 2 年（771 年）に武蔵国の東海道への所属替えがあり、上野・武蔵という連絡ルートが、相模・武蔵・下総に変わっ
た。しかし、その後も、天長 10 年（833 年）に多摩郡・入間郡の境に飢えや病気に苦しむ旅人の救護施設「悲田処」
が設置されたという記事が『續日本後紀』にあり、また、武蔵路が 10 世紀代にも機能していたことが明らかになっている
ことから、行政区分の変更後も重要な役割を果たし続けたことが推測される。

中世
平安時代後期には狭山丘陵に武蔵七党の村山党が進出し、一族は鎌倉幕府の御家人となった。鎌倉時代には鎌
倉街道上道が通り、久米川宿を中心とする宿場として栄え、日蓮聖人は佐渡島に流刑される際に宿泊したことが記さ
れている。また、赦免されて鎌倉に帰る際には、児玉党の主、児玉時国が聖人を久米川宿まで見送ったとも言われ、
鎌倉仏教をリードしたこの高僧の話も鎌倉街道に因んで伝えられている。
鎌倉時代末期には武蔵野台地を舞台に新田義貞率いる倒幕軍と幕府軍の間で一連の合戦が起こり、市域では久
米川の戦いが起きている。また、鎌倉幕府滅亡後に成立した建武の新政に対して北条氏残党が蜂起した中先代の
乱における合戦も起こっている。戦国時代には後北条氏の領国に含まれ、後北条氏のもとでは川越街道が整備され
たため、相対的に鎌倉街道の重要性は薄れたといわれている。現在も鎌倉街道跡と考えられる道路が、府中街道に
並行するように、その喧騒をよそに残っていて、要所に由緒ある神社や寺院を見ることができる。

近世から現代
江戸時代は幕府直轄領となり、武蔵野台地の新田開発が進む。また、尾張徳川家の設置した鷹場も存在した。明
治維新後には野口村、廻田村、久米川村、南秋津村の各村は韮山県、次いで品川県の所属となり、明治 5 年
（1872 年）に神奈川県多摩郡の所属となった。明治 11 年（1878 年）には郡区町村編制法により多摩郡北部が北多
摩郡となり、明治 13 年（1880 年）には埼玉県入間郡に属していた大岱村も北多摩郡に編入となった。1889 年 4 月
1 日の市制・町村制施行の際に、北多摩郡野口村、廻田村、大岱村、久米川村、南秋津村が合併して東村山村
となった。
明治 27 年(1894 年)以来 2 社 8 線 9 駅の鉄道が市内に通じ、古道以来の交通の要衝だったところに、近代には周

2

木造高層塔婆を写して焼かれた仏塔の一種で，やや軟質の瓦製から硬い須恵器質のものまで，さまざまのものがある。多くの場合 1.5

～2.0m の高さのものが多く，塔身部，屋蓋，九輪，水煙の各部分に焼き分けられていて，五層塔が一般的である。完全に近い形を示す
ものとして，東京都東村山市廻田（めぐりた）および静岡県引佐郡三ヶ日町宇志出土の復元五層塔がよく知られている。出土分布は宮
城県から熊本県までほぼ日本全域に及んでおり，百二十数例が知られているが，群馬県 30 例，埼玉県 22 例など，関東地方のみで過
半数を超えている。（世界百科事典）
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辺村からの人の流れと物資の集積地としての機能が発生した。鉄道開通による宅地化が進むなかで、現在の栄町一
帯は西武新宿線開通後、東京都内の沿線では田無に次ぐ商業地域となっていく。昭和 17 年(1942 年)4 月 1 日に
東村山町となった。東京府内の隣接自治体では最も早い町制だった。昭和 39 年(1964 年)4 月 1 日に東村山市とな
った。昭和 42 年(1967 年)には新青梅街道、昭和 48 年(1973 年)には鉄道の武蔵野線が開通。ベッドタウンとして開
発が進められ、都営住宅や団地、官公庁住宅の整備が行われ、現在に至る。

3.

東村山市探訪概要

西武多摩湖線多摩湖駅北口に 9 時 45 分に集合し、多摩湖堤頂北端に向けて出発。狭山公園の中を巡り、正福
寺、市立北山公園、八国山緑地、久米川古戦場跡、徳蔵寺、梅岩寺を経て武蔵村山駅前に 15 時
30 分に帰着予定。6 時間弱の市中彷徨。
村山貯水池堤頂・都立狭山公園（0:30）正福寺（0:10）北川公園（0:05）八国山緑地（0:10）勝陣橋（0:10）久米川
古戦場（0:05）将陣橋（0:05）徳蔵寺橋・徳蔵寺（0:10）熊野神社（0:15）梅岩寺（0:35）東村山駅前、総歩行時間：2
時間 15 分、狭山公園：50 分、正福寺：20 分、八国山緑地：1 時間、徳蔵寺：20 分、梅岩寺：10 分、昼食：50 分。

4.

研修の見所

(1) 村山貯水池
狭山丘陵には二つの東京都の水瓶が存在する。村山貯水池（多
摩湖）と山口貯水池（狭山湖）である。東京都と埼玉県にまたがる
狭山丘陵を利用して造られたアースダム形式の貯水池で、村山貯
水池は、上流側の村山上貯水池と下流側の村山下貯水池に分か
れる。山口貯水池は、村山貯水池と連絡管でつながり一体運用さ
れており、小作取水堰や羽村取水堰から取水した多摩川の水を貯
留し東村山と境の浄水場に導水している。堰堤からの眺望は素晴
らしい。
村山上・下貯水池（多摩湖）のうち、村山上貯水池は大正 13 年(1924 年)3 月の竣工で、堤髙は約 24 メートル、堤
頂長は約 318 メートル、有効貯水量は 2,093 千立方メートルである。一方、下貯水池は昭和 2 年(1927 年)3 月の竣
工で、その後平成 20 年(2008 年)11 月に堤体強化工事が竣工している。堤髙は 34.5 メートル、堤頂長は 610 メート
ルで有効貯水量は 11,843 千立方メートルである。山口貯水池は昭和 9 年(1934 年)3 月の竣工で、平成 14 年(2002
年)11 月に堤体補強工事が完了している。堤髙約 34 メートル、堤頂長は 716 メートルで、有効貯水量は 19,528 千
立方メートルである。
村山貯水池と山口貯水池という二つの貯水池はそれぞれ狭山丘陵地内に源流を持つ宅部川と柳瀬川を堰き止める
ことによって作られた。狭山丘陵はもともと古多摩川が流路を南東方向から南西方向に変えていく過程で残した丘陵
地で紡錘形をしていて、武蔵野台地上に取り残された島のような形をしている。狭山丘陵に水源を発する大小の河川
の一部は残堀川に流れ込み多摩川に注ぐが、武蔵野台地の微妙な分水界の北側に降った雨は、宅部川・北川・空
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堀川や柳瀬川の流れとなり、空堀川は柳瀬川に最終的に合流し、荒川の支流、新河岸川に注ぐ。
狭山丘陵は武蔵野台地の西北に広がり、東京都と埼玉県の県境にある。明治時代までは多摩郡と入間郡の境界に
あり、現在、南の東京都側は東村山市・東大和市、武蔵村山市・瑞穂町、北の埼玉県側は所沢市・入間市に属し、
東西１１km,南北４km の広大な丘陵地帯を形成する。 戦前、人口増加による東京都民の水不足を解消するために、
狭山丘陵の中に村山貯水池と山口貯水池がつくられた。二つの人造湖が出来るまでは、狭山丘陵には西から東に並
行して宅部川と柳瀬川が流れ下り、それに沿って両側に集落が連なっていた。 南側の宅部川を堰き止めダムを造った
多摩湖では１６１戸の民家が湖底に沈み、北側の柳瀬川を堰き止めた狭山湖では２８２戸が沈んで、1,720 余名の村
民が移住を余儀なくされた。(写真は村山貯水池取水塔)

(2) 都立狭山公園
堤頂を歩いてその南端に至り、余水を排水する際にその急な流れを防ぐた
めに作られた十二段の人口滝の脇を下ると、都立狭山公園内の宅部池の
畔に出る。村山貯水池からの余水はこの十二段の滝を下った後、宅部池
からの流れをあわせ後川（北川）の流れとなる。川は流水が少ないが、周囲
のコナラなどの冬枯れの雑木林の景観とマッチした趣のある風情がそこにある。
公園内の北には氷川神社が鎮座する。（写真はかいぼり時の宅部池）
神社は小社ながらも立派な佇まいの神社である。境内にはセンダンがあり、
その実はヒヨドリなどの食餌となる。この神社は、正式には「宅部氷川神社」
という。宅部氷川神社の創建年代は不詳とのことであるが、山口領氷川神
明社を分祀して当地に鎮座、明治 6 年（1863 年）村社3に列格していたと
いわれている。「猫の足あと4」に引用された北多摩神社誌による由緒によれ
ば、以下のような記述をこの神社について見ることができる。

北多摩神社誌による宅部氷川神社の由緒

狭山公園内北川の流れ

創⽴年⽉は不詳であるが、⼭⼝領氷川神明の分祀。神域は狭⼭丘
陵南の中腹にくらいし、宅部川をはさみ、北を堺村、南を⽇向村
という。古くよりこの地⼀帯を宅部と称し、三宅⽒の居住せしよ
り⽒の名称が起こった。現に⾥⼈は廻⽥宅部または下宅部と呼ぶ。
上代の屯倉の跡神域の東⽅の丘陵に接続すると伝う。また当社の
枝宮としては、宝暦五⼄亥年（⼀七五五）⼆⽉三⽇名主斎藤九兵
衛が、同郡⼩平村回⽥字上⽔通り百三⼗六番地へ分霊を移し奉り
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明治時代に入ると神社も神仏分離令のもと、再編成が実施された。そして、その社格制度もに見直されることになり、新たな社格が用
いられるようになった。大きく分けて、次の 3 種類の社格に分類される。①官社：官幣社（宮内庁から幣帛を共進した神社）・国幣社（国庫
から幣帛を奉った）の両社をまとめた官国幣社、②諸社（民社）：府県社・郷社・村社をまとめた地域社、③無格社：上記２社に属さない
非常に小さく限定された神社。
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https://tesshow.jp/index.html
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し5などの由緒をもっている古社である。明治六年村社に列せらる。
都立狭山公園内を一巡し、宅部氷川神社を参拝の後、正福寺に向かう。公
園の正門を出て西武線の高架をくぐり、北川の川沿いを暫く歩いた後右折して
北川を横切り広い通りに出る。宅部通りという。宅部通りを直進し、八国山を
左手に見ながら暫く歩くと正福寺である。お寺の墓地の角に大きな庚申塔が建
っていて、享保六年の銘があるので、今から丁度 300 年前の建之である。立派
な庚申塔であったが、青面金剛像がかなり風化してしまっていて残念である。庚
申塔については梅岩寺の所でもでてくるので、そこで詳述する。(写真は北川の流れ)

(3) 正福寺
庚申塔から 50 メートルくらいであろうか。正福寺の山門前に到着する。臨済宗建長寺派
の古刹であるこの寺院の山門前には、「國寶千體地蔵堂」の立派な碑が建っていて、山門
を入って正面にその地蔵堂が建っている。この寺の境内は実に広く、名刹とよばれるに相応
しい威厳と雰囲気を持っている。寺の由緒について、例により「猫の足あと」に引用されてい
る『新編武蔵風土記稿』による正福寺の縁起は以下のとおりである。(写真は庚申塔)

新編武蔵⾵⼟記稿による正福寺の縁起
⼩名中井にあり。⾦剛⼭と号す。臨済宗、鎌倉建⻑寺の末なり。今御朱印 10 ⽯を
賜ふ。開⼭⼼⽉禅師⽂永年中⽰寂す。開基は北条相模守時頼なりと云。今按に下に
出せる佛殿も時宗建⽴なりと云へば、開基は時宗なるにや。本尊観⾳の坐像にて⻑ 1 尺ばかり。本堂 8 間に
5 間半なり。⾨、本堂の正⾯にあり。佛殿、5 間四⽅芽葺きなり。本堂に向て左の⽅にあり。千体地蔵の像を
安す。その⻑或は 7 ⼨、或は 5 ⼨の⼩像にて⽊にて造れり。相傳ふ当寺は昔北条時宗（或は時頼と云）本堂
及び諸堂を建⽴せしが、この堂のみ残りて、⾃余の堂は共に祝融の災にかかりしとなり、其結構のさま普通
の堂とは⼤にことなり。問はずして故ある堂とはしらる。鐘楼。本堂に向て左の⽅にあり。9 尺四⽅、鐘銘の
末に享保 12 年とほれり。稲荷社。本堂に向て左の⽅にあり。2 間に 9 尺東向なり。⽩幣を神体とす。前に⿃
居あり。寮。⾨を⼊て左にあり。
正福寺の創建年代は不詳とのことであるが、心月禅師（文永年中(1264
年-1274 年) 示寂）を請じて、北条時頼（あるいは北条時宗）が開基とな
り創建したと伝えられている。仏殿（地蔵堂）は、北条時宗が罹病した際に
夢中で地蔵菩薩より貰った丸薬により快癒したことから、時宗の寄進により
建立したといわれているが、建築年代はもっと後の 15 世紀初頭である。国
宝に指定されている都内唯一の建築物である。他に仏殿（地蔵堂）本尊、
千体地蔵尊など数多くの文化財を所蔵している。（写真は正福寺本堂）
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小平市回田町との関係については資料 2 を参照。
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正福寺についての記述は東村山市教育委員会による諸々の説明6 があり、初めての参観者にとってもとても充実した
内容となっていると思う。ここにまとめて整理し研修の参考としたい。
①. 正福寺地蔵堂
寺伝によれば、寺の開創については、北条時宗が鷹狩りの折病気
になり、夢枕に黄衣をまとった地蔵菩薩が現れ、その時くれた丸薬を
飲み、眠りから覚めたら病が治ったので、地蔵尊を信仰して、弘安
元年（1278 年）正福寺を開創したといわれているが、先に述べたとお
りである。地蔵堂は、昭和 9 年改修の際発見された墨書銘により、
室町時代の応永 14 年（1407 年）の建立であることが判明している。
開創の時期と地蔵堂の建築の時期は異なるということなのであろう
か。
地蔵堂は火災などで幾度となく危機的な状況に遭遇したことが伝えられているが、応永 14 年（1407 年）の建立当時
の姿を忠実に今日に伝えている。30 年に 1 度実施される正福寺地蔵堂の屋根の葺き替え工事も、 平成 17 年(2005
年)に行われた。こけら葺7 入母屋造の屋根をあげた方三間裳階付の外観から、立体的な内部の構成、装飾細部の
性質まで円覚寺舎利殿とたいへんよく似ており、このことから、室町時代前期の鎌倉地方禅宗仏殿は高度に標準化さ
れ、洗練されていたと考えられている。
外観上の構造細部では、主屋を詰組の三手先、裳階を詰組の三斗とし、側面の扉と窓の位置、および裳階屋根を
目板打ちの板葺（保存上銅板をかぶせる）とするぐらいが主な相違点である。内部の裳階の構造、主屋の虹梁大瓶束
式架構と上部の中央方一間鏡天井にむかって迫り上るような構造と意匠も舎利殿と同様式で、主屋側柱上部の貫
の間を吹き放しにするのも、古い時期の姿を舎利殿よりよく残している。円覚寺舎利殿とともに室町前期の中規模禅
宗仏殿の典型であり、また年代明確な関東禅宗仏殿の最古の例として基準的な価値を持つ。
②. 正福寺地蔵堂修理歴
『新編武蔵風土記稿』によれば、江戸時代後期には既に 由緒ある名建築として知られていたことがわかる。昭和 2 年
(1927 年)10 月 稲村坦元氏（東京府）と田邊泰博士（早稲田大学）が正福寺地蔵堂の存在と価値を発見・認識し、
この時の地蔵堂は、現在のこけら葺とは異なる茅葺であった。いつから茅葺であったかは定かではないが、安政 6 年
(1859 年)の棟札に「屋根組替修覆造営」との記述があることや、天保 13 年(1842 年)生まれの古老の、「同年、扮（そ
ぎ）板葺から草屋根（茅葺）へ葺き替えられた」との話（『国宝正福寺地蔵堂修理工事報告書』東村山市史編纂委
員会 1968 年）から、安政 6 年からだったのではないかと考えられている。
1928 年 1 月 15 日 文部省の委員である関野貞博士（東京帝国大学）が正福寺地蔵堂を視察

6

①から⑥はこれに従う。
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こけら葺は、板葺の一種で「こけら」(薄い木片)を重ねて敷き詰める方法、あるいはその屋根のことをさす。杉、椹、檜葉、栗などの木材
を、木目に沿ってはがしていき、薄い板にしたものを少しずつずらしながら重ねて並べ、竹釘で留める。正福寺地蔵堂屋根葺替は、椹（サワ
ラ）を幅 12 センチメートル、長さ 45 センチメートル、厚さ 4.5 ミリメートル程度の薄い板にしたものを、少しずつずらしながら重ねて並べ、竹釘
で留めている。この屋根を葺く方法は平安時代にはすでに確立されていたようで、 時代は違うが金閣寺や桂離宮もこけら葺である。なお、
こけらよりも厚い板で葺いた屋根を、「木賊葺（とくさぶき）」、木賊葺より厚いものを「栩葺（とちぶき）」と呼ぶ。
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1928 年 4 月 4 日 正福寺地蔵堂、特別保護建造物指定（古社寺保存法）
1929 年 7 月 1 日 正福寺地蔵堂、国宝指定（国宝保存法）
1933 年 2 月 1 日から 1934 年 3 月 31 日 正福寺地蔵堂修理。この解体修理に伴う調査で、建築的観点からも茅
葺にするための変更痕跡やこけら板残片が見つかったため、同時代の建物を参照して上層屋根はこけら葺に復元した。
また、下層はこの修理で保護のため板葺の上を銅板張にした。
1952 年 3 月 29 日 正福寺地蔵堂、国宝指定（文化財保護法）
1954 年 12 月 21 日から 1955 年 2 月 28 日 正福寺地蔵堂、貯水槽・格納庫・ポンプ及び消火栓設備工事
1961 年 正福寺地蔵堂、こけら葺屋根の応急修理
1969 年 3 月 31 日 貞和の板碑、東村山市指定文化財に指定
1969 年 正福寺地蔵堂保護柵設置
1971 年 正福寺地蔵堂、消火栓設備工事
1972 年 3 月 31 日 千体小地蔵尊像、東村山市指定文化財に指定
1972 年 正福寺山門修理
1972 年 10 月 正福寺千體地蔵堂保存会設立
1973 年 3 月 31 日 千体地蔵堂本尊地蔵菩薩立像、東村山市指定文化財に指定
1973 年 3 月 11 日 正福寺山門落慶式
1973 年 9 月 1 日から 12 月 31 日 正福寺地蔵堂、屋根修理
1985 年 4 月から 1988 年 4 月 正福寺本堂建替
1987 年 9 月 25 日から 30 日 正福寺地蔵堂、木格子（花頭窓部）修理
1988 年 正福寺地蔵堂、消火栓設備工事
1994 年 2 月 15 日から 3 月 30 日、9 月 1 日から 11 月 30 日 正福寺地蔵堂防災施設工事
2005 年 3 月 1 日から 9 月 30 日 正福寺地蔵堂、屋根修理、建具・土間部分修理
2005 年 4 月 20 日 山門、東村山市指定文化財に指定
③. 正福寺千体地蔵堂堂内
正福寺千体地蔵堂は、都内唯一の国宝建造物である。地蔵堂本尊は、昭和 48 年(1973 年)の修理のとき文化 8
年（1811 年）、江戸神田須田町万屋市兵衛の弟子善兵衛と書かれた墨書銘が発見された。小地蔵尊像(小さな地
蔵菩薩像)については、江戸時代の地蔵信仰が盛んなとき、多くの小さな地蔵尊の木像が奉納され、堂内の天井に近
い長押に置かれたことから、千体地蔵堂の名もここに由来する。祈願する人は、小地蔵尊像を一体借りて、家に持ち
帰り、願いが成就すれば別に一体添えて奉納するというもので、像の裏側には祈願者の名前や年号が入っており、大さ
さは 10cm から 30cm ほどのもので正徳 4 年（1714 年）から享保 14 年（1729 年）のものが多い。奉納者は、地元を始
め、東久留米・国分寺・小金井などに及ぶ。
④. 正福寺千体地蔵堂本尊
地蔵堂の本尊は、木像の地蔵菩薩立像で堂内内陣の須弥壇に安置されている。右手に錫杖、左手に宝珠をもつ延
命地蔵菩薩で、像の高さ 127cm、台座部分の高さ 88cm、光背の高さ 175cm、錫杖の長さ 137cm。寺に伝わる縁起
には古代のものとされ、一説には、中世のものとも伝えられているが、先述の通り、昭和 48 年の修理の際に発見された
墨書銘によって、文化 8 年（1811 年）に江戸神田須田町万屋市兵衛の弟子善兵衛の作であることが判明している。
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⑤. 貞和の板碑
この板碑8は都内最大の板碑といわれ、高さ 285cm（地上部分 247cm）、幅は中央部分で 55cm。碑面は釈迦種子
に月輪、蓮座を配し、光明真言を刻し、銘は「貞和五年己丑卯月八日、帰源逆修」とあり正平 4 年(1349 年)のもの
である（逆修は生前に自身の死後の供養をすること）。この板碑はかつては前川の橋として使われ、経文橋または念仏
橋ともよばれ、江戸時代からこの橋を動かすと疫病が起きると伝えられていた。昭和 2 年(1927 年)5 月に改修のため板
碑を撤去したところ付近に赤痢が発生したのでこれを板碑のたたりとし、同年 8 月に橋畔で法要を営み、板碑を正福
寺境内に移建した。
⑥. 正福寺山門

昭和 48 年に行われた解体修理の際、親柱柄から「元禄十四辛巳年無神
月吉祥日建□ （者）也、此時住寺号月山（以下略）」の銘文が発見され
たことから、建立年代も元禄 14 年（1701 年）、当山住中興の職月山禅師
の代に建立されたものであることが確定した。この山門の建築形式は、四脚
門で、切妻、昭和 48 年の修理の際に茅葺から茅葺形銅板葺に改修され
た。柱、桁、冠木、束等に朱の痕跡が見られるこ
とから、かつては全体が朱で塗装されていたものと
みられる。禅宗寺院では、伽藍の中門は正式には三解脱門、略して三門と呼んでいるが、
正福寺の門は、単独であり、かつて複数であった痕跡も今のところ認められないので、山門と
している。
正福寺境内は少し時間をかけて一巡したい。その歴史、佇まいといい、素晴らしい寺院であ
る。境内には樹木はそう多くないが、手頃な大きさのダイオウショウが 1 本あり、またマキ（コウヤ
マキ？）の古木が一本ある。ダイオウショウは葉が 3 本、その長さが 30 センチメートルもある北
米原産の松である。東久留米でも目にしたが、この辺りのお寺でよく植えられてものなのであろうか。また、お寺の境内で
よく眼にするタラヨウもある。（写真はコウヤマキ？）

◆タラヨウ
タラヨウは雌雄異株のモチノキ科の樹常緑⾼⽊です。⾚い実が鞠のよ
うに群れを成してつき、冬の季節によく⽬⽴ちます。⽇本では葉の裏
⾯に経⽂を書いたり、葉をあぶって占いに使⽤したりしたため、その
多くは寺社に植樹されています。また、葉の裏⾯を傷つけると字が書
けることから、郵便局の⽊として定められており、東京中央郵便局の
前などにも植樹されています。⽂字を書くことのできる性質が、イン
ドで経⽂を書くのに使われた⾙葉の原料であるヤシ科のタラジュ（多
羅樹）という⽊のようだということで、タラヨウ（多羅葉）の名前の由来となりました。また、葉を⽕であ
ぶると熱で破壊された組織が短時間のうちに⿊く変⾊し、⿊い円のような模様が浮かび上がり、これを円紋
あるいは死環といい、寺社で吉凶を占う際に⽤いられました。
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末尾資料 1 を、また原料となる緑泥片岩を含む結晶片岩については資料 3 を参照。
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葉の裏⾯に傷をつけるとその部分のみが⿊く変⾊し、⻑期にわたって残るため、字を書いておくことができ、
ここから、ジカキシバ、⼜はエカキシバともいわれています。戦国時代にこの葉の裏に⽂字を書いて情報の
やりとりをしたといわれ、これがはがき（「葉書」）の語源になったとされています。葉書の⽊、郵便局の⽊
と呼ばれることもあります。

(4) 北山公園と八国山緑地
正福寺の次は市立北山公園に向けて歩みを進める。正福寺のある場所は若干の高台であリ、北川に向かって下って
いる。
① 北山公園
北山公園の面積は約 29,000 平方メートルの北川と西武線との間には挟まれ
た八国山の麓に広がる公園である。広々とした菖蒲園があり、その時期になる
と見事な菖蒲の開花を見ることができるとが、一見してこの辺りというのは水田
があったのではないだろうかと思われ、実際にやはり水田のあった場所だそうであ
る。1970 年代、宅地開発が進められるなか、不動産業者による開発の手が
及び、東村山市では不動産業者からの買い戻しも行うなど、都市空間におけ
る自然と公園の維持に腐心されたことが述べられていて、当時の人達の努力には大変なものであった。水量の少ない北
川には手入れの行き届かない面もあり、景観上は気になるところもあるが、長閑な自然の姿がそこにある。
② 八国山緑地
八国山緑地の尾根道を通り、久米川の古戦場跡、そして板碑の保存館のある徳蔵寺に向かう。八国山は狭山丘陵
の東端に位置し、その尾根道は所沢市と東村山市を分けるなだらかな丘
陵である。公園の説明板によれば、上野、下野、日立、安房、相模、駿
河、信濃、甲斐の八カ国の山々が見えたと言われるが、村山貯水池の堤
頂からの眺望を思い起こせば、さもありなんと思われる。
丘陵の稜線に沿っては、いくつかの谷戸地形を認めることができ、ふたつ池の
ある谷間ではそれが顕著である。おそらく、谷戸からの湧水をこのふたつの池
で受けて、付近の水田などに利用していたものであろうが、水量も今ではかなり減っている。コナラやクヌギ、ヤマザクラな
どが数多く生育する雑木林のなかの尾根道を進と、コナラなどの萌芽更新の試みをやっている所などもあり、今となって
は公園など限られた場所でしか見ることができなくなった光景も眼にすることができる。しかし、ここ 1-2 年のナラ枯れ病の
大流行で、多くの樹木がそれに冒され、伐採されたり伐採対象になっている。
そうこうしつつ歩みを進めると、将軍塚である。塚は小高く土が盛られたようにな
っていてその上に「将軍塚」の石碑が建つ。新田義貞が鎌倉攻めに際してここ
に陣をはったとも、塚は古い古墳だともいわれているが、丘陵上の小高い場所
であり、戦いに際して陣を張る適地であったものと思われる。また、塚の前には
「元弘の青石塔婆所在跡」の碑が建つ。元弘の板碑は、この後訪れる徳蔵寺
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の板碑保存館に展示されていて、歴史資料としては実証性に欠ける部分が多いといわれる『太平記』の物語を補足す
る重要なことが刻まれている。元弘 3 年（1333 年）、新田義貞の鎌倉攻めの際、分倍河原や相模の村岡の戦いの折、
討ち死にした飽間氏一族 3 人の供養のために立てられたものであることがわかっている。飽間斉藤氏は群馬県安中市
の秋間村の出であるといわれ、そこは新田氏を祖とする里見氏の碓氷郡里見
郷に続き、里見・飽間両氏は早くから新田氏宗家に従っていた。徳蔵寺のと
ころで、再度触れる。
将軍塚を後にして、所沢市内を左手に見ながら坂を下り、本来であれば右に
折れて久米川古戦場跡に向かうべきところを直進し、北川に架かる「勝陣橋」
に向かう。この橋の上流に北川と武蔵大和市に流れを発する前川が合流して
いる。この橋から八国山方面に暫く歩くと久米川古戦場跡である。
（写真は八国山の谷戸風景、ヤマコウバシの冬芽とクヌギコナラなどの雑木林）
③ 久米川古戦場跡
現在の八国山緑地、狭山丘陵東麓から柳瀬川にかけて広がる一帯は、古
代に武蔵国府と上野国府を結ぶ東山道武蔵路が通り、鎌倉時代には鎌倉
から上野国に向かう鎌倉街道上道が南北に縦断する交通の要衝であった。
鎌倉時代末期の戦乱の時代になると、入間川と多摩川の中間の軍事的な
拠点として久米川は重視され、元弘 3 年（1333
年）5 月 12 日に、新田義貞が鎌倉幕府倒幕のた
めに戦った「久米川合戦」、建武 2 年（1335 年）に北条時行が鎌倉幕府再興のために挙
兵した「中先代の乱」や文和元年（1352 年）に足利尊氏ら北朝方と新田義興ら南朝方の
軍勢による「武蔵野合戦」、応永 24 年（1417 年）には「上杉禅秀の乱」などの合戦の舞台
となった。元弘 3 年の「久米川合戦」は特に有名な戦いとして歴史に残り、新田義貞の挙
兵に対し、幕府軍は鎌倉街道を北上、小手指ヶ原で一戦交えた後に久米川へと戦場を
移した。新田義貞は久米川の戦いでの勝利の後、5 月 15 日・16 日の多摩川縁の分倍河
原合戦、5 月 22 日の東勝寺合戦で勝利し、鎌倉幕府は滅亡した。（写真は将軍橋より
望む北川と久米川古戦場跡の碑）
久米川の古戦場跡から北川に架かる「将陣場橋」を、また前川に架かる「徳蔵寺橋」を渡り、徳蔵寺山門前に出る。

(5) 徳蔵寺
徳蔵寺は臨済宗大徳寺派の寺院である。本尊は観世音菩薩であり、
元弘の戦いの折、飽間藤三郎藤原盛貞が守り本尊として安置し、開
基として寄進（回向）したものであるとその過去帳に書かれている。新田
義貞が鎌倉幕府を攻めたのは元弘 3 年（1333 年）である。当時の鎌
倉街道は徳蔵寺の側を通り、そこは人々の往来が多く、久米川宿本
宿や西宿（諏訪町）とその周辺には多くの人々が住み、また街道に沿っ
て 集落も点在したと推測されている。
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徳蔵寺の創建年代は不詳とのことである。鎌倉時代とも室町時代ともいわれるが、「猫の足あと」に引用される『新編
武蔵風土記稿』の記述では、壁英禅師（寛永 12 年(1635 年)示寂)を創建と記し、徳蔵寺の冊子にもそのことが記さ
れている。実際の開山は元和年間(1615 年-1623 年)頃と考えられている。江戸時代中期に永春庵を八国山より境
内へ移し、明治時代に入り正位寺を合併しした。永春庵で所蔵していた板碑が先述の元弘の板碑であり、国重要文
化財に指定され、板碑保存館に保管されている。

新編武蔵風土記稿と徳蔵寺
徳蔵寺について
境内除地。2 段 3 畝 23 部。福寿⼭と号す。⻄宿にあり。臨済宗⼤徳寺派、江⼾⾚坂種徳寺末寺なり。開⼭壁
英禅師寛永 12 年 9 ⽉ 24 ⽇寂す。本堂 7 間に 5 間。本尊正観⾳⽊の坐像⻑ 1 尺 5 ⼨程。寺僧の説に境内の
地、昔は板倉⽒の砦跡なりと云。いかさま掘⼟居の跡隠然として⾒るべし。
永春庵について
桃澤⼭と号す。もと当寺に隷せる庵室にて、狭⼭の中腹にありし
が、50 年前境内にうつし、今は全く徳蔵寺持のごとく⾒ゆれど、
実は別の庵なり。本尊観⾳⽯の⽴像にて⻑ 2 尺許。
古碑（元弘の板碑）について
徳蔵寺境内の奥⽵薮の内にあり、数基たてり。中にも元弘年中の
板碑あり。これは永春庵の持なり。その図左の如し。相傳ふこの庵
狭⼭の中腹にありし⽐、その境内にありしに、当所に移りし時までもこの碑は、そのまま旧地に置しが、⼗
年ほどまへ今の境内に移せりと云。今ももとの地に⽊表をたててあり、狭⼭下の寺跡は今に当寺の持にして、
除地 9 畝 20 歩ほどあり。
① 元弘三年の板碑
元弘の板碑の銘文により小島法師が著したといわれる『太平記』の元弘 3 年
5 月 15 日から 18 日の戦いが裏付けされ、その記述が実証された。銘文には、
新田軍の将士、飽間斎藤氏三人の討死が刻まれている。中世においては戦
場には陣僧が加わり、戦死者の供養（回向）を行い、時には戦いの記録係、
軍使の役目もした。陣僧は、時衆（時宗の僧）が多かったようで、戦死者の菩
提を弔うため、仏事供養を託された。この碑は、時宗の僧「玖阿弥陀仏」が
勧進をし、「遍阿弥陀仏」が銘文を書いている。「玖阿弥陀仏」は鎌倉街道
に面した久米の長久寺9を開山したといわれる「玖阿」と同名である。
この碑は、もと八国山中腹の永春庵にあったが江戸末期には永春庵とともに
徳蔵寺に移された。材質は、緑泥片岩。高さ 147cm。幅 44cm。なお、この
板碑はかつて八国山に建てられていたもので、上部に光明真言の種子を刻

9

長久寺は所沢で唯一の時宗の寺院。開山は、鎌倉時代（元弘元年）です。山門の前を旧鎌倉街道が通っています。約 3,000 坪の敷
地に、山門、本堂、客殿、庫裏などが建つ。
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み、中央に「元弘三年癸酉五月十五日敬白」の紀年銘、左右に飽間斎藤三郎藤原盛貞、生年二十六、武州府
中に於いて五月十五日打死せしむ」、「同孫七家行、二十三、同じく死す。飽間孫三郎宗長、三十五、相州村岡に
於いて十八日に討死」と被供養者の氏名・享年・戦没場所と日付を示している。（東村山市教育委員会・東京都教
育委員会）
② 比翼碑
徳蔵寺の板碑保存館には比翼碑と呼ばれる板碑が保存されている。比翼碑は双式板碑、または連碑などとよばれ、
対になっている板碑で二基一対や、一石で二基、三基彫ったものもある。保存されている比翼碑は二基一組で延文 4
年（1359 年）に造られた。主尊は蓮座に乗った阿弥陀三尊で、「光明遍照一●以ゐ、●ひ満ん、逆修、十万世界、
念仏衆生、摂取不拾」の偈10 があり男女二人（おそらく夫婦）の逆修（生前に供養しておくこと）供養碑で、ともに高さ
97cm、幅 28cm。この碑は久米川町四丁目付近の白山神社墓地にあったものである。（東村山市教育委員会掲示・
東京都教育委員会）
徳蔵寺板碑保存館は、嘗て同寺に保管されていた板碑、石器、土器などを保存し、昭和 43 年に完成した。鉄筋、
校倉造り二階建ての建物で一階には、石器、土器、国分寺瓦、古銭などが展示され、二階には元弘の碑を始めとし
た板碑が約 170 基、宝篋印塔、五輪塔、道標などが展示され、この地域の歴史を知る上で意義深い。
徳蔵寺の後、最後の目的地、梅岩寺に向かう。途中に久米川村の鎮守であった熊野神社があり、境内から見て東側
は高くなっていて西武線に向けて低くなっている。

(6) 熊野神社
熊野神社の創建年代は不詳といわれるが、元弘年間(1331 年-1334 年)久米川の合戦の時に新田義貞が後詰を置
いた所といい、久米川村の鎮守として崇敬を集めた。明治 4 年村社に列格、本殿新築の際に有栖川宮熾仁親王より
直蹟二軸を拝領したといわれている。「猫の足あと」に引用される『新編武蔵風土記稿』、『北多摩神社誌』に従い、そ
の由緒を記す。

『新編武蔵⾵⼟記稿』による熊野神社の由緒
熊野社：⼩名新宿にあり、2 間四⽅の覆屋にて、拝殿は 3 間に 2 間。村内の鎮守なり。例祭は毎年 9 ⽉ 9 ⽇、
⼊間郡難畑村（現志⽊市南畑）本⼭修験、泉岳院（現廃寺）の持。社地凡 2 畝ばかりの地租税を出さず。
『北多摩神社誌』による熊野神社の由緒
旧鎌倉街道の沿道に鎮座し、元弘年間久⽶川の合戦の時新⽥義貞後詰を置いた所。明治四年村社に列せられ
た。明治⼗四年本殿落成の折、有栖川熾仁新王の真蹟⼆軸を賜り、毎年例祭にこれを掲げている。
熊野神社前を右に折れ、久米川辻の交差点で府中街道に出て、左側の広い道に歩みをとり暫くして右に折れると、
梅岩寺の山門前に出る。ケヤキの巨木が並んで立っているのですぐにそれと判る。

10

仏語。経典中で、詩句の形式をとり、仏徳の賛嘆や教理を述べたもの。四句から成るものが多いところから、単に四句ともいう。
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(7) 梅岩寺
梅岩寺の創建年代は不詳であるが、真言宗白華山観音寺として応
永 5 年（1397 年）創建と伝えられ、戦国時代の兵乱で焼失、その後曹
洞宗に改め、芳林山梅岩寺と改号、現在の東久留米市の浄牧院の
1 世阿山呑硯（承応元年 1652 年示寂）が中興したといわれている。明
治時代前後に、大宙山瀧谷寺を合併した。当寺にあった聖観音像
（火災で焼失）は慈覚大師の作で足利尊氏開運の霊佛であったと伝え
られるほか、徳川家より寺領 10 石を受領していたことから、寺紋には足
利家の「丸に二引紋」、徳川家の「葵紋」を用いている。例により「猫の足あと」に引用される『新編武蔵風土記稿』に
記された当時の由緒を記す。

『新編武蔵風土記稿』と梅岩寺４
⼩名野⾏にあり、芳林⼭と号す。禅宗曹洞派、当郡前澤村浄牧院末、寺領 10 ⽯の地を附せらる。本尊正観⾳
慈覚⼤師の作。⽊の坐像⻑ 1 尺許、⾜利尊⽒開運の霊佛と云。当院古へは真⾔宗にて⽩華⼭観⾳院といへる
よし、いつの頃か改宗し、并せて⼭号寺号をも改む。往古の起⽴を傳へず。開⼭阿⼭呑硯承応元年 3 ⽉ 10 ⽇
⽰寂といふ。是改宗の中興なるべし。
本堂：10 間半に 7 間半。南向。
禅堂：衆寮を并せて⼀棟に造、7 間半に 4 間半、本堂に向て左邊にあり。
鐘楼：2 間四⽅、本堂に向て右の⽅にあり。享保 15 年の鋳造、慶安中の古鐘を鋳なえおせしものと云。
⼭⾨：芳林⼭の三字を扁す。周囲 2 丈許の古槻、或は 1 丈 2 尺許の椵樹、⾨に⼊て左右にあり。
① 新四国石仏
山門を入ると本堂に向かう参道の両端に新四国石仏八十八体が並んでいる。江戸期の中頃になると、霊場巡りが庶
民の間に盛行し、坂東・秩父・西国などの観音霊場巡りや四国八十八ヶ所詣でなど巡礼が行われるようになる。四国
への霊場巡りは時間的、経済的にも、また身体的にも容易でないことであり、誰でもが実行できるものではなかった。そ
こで地元に八十八ヶ所の石仏を造立し、四国まで行かなくとも、同じ功徳が多くの人に得られるようにすることが行われ
た。これを新四国石仏といい、高尾山や大悲願寺などでも見ることができる。梅岩寺の石仏は文政 7 年（1824 年）に
久米川村の榎本権兵衛らが建立し奉納したものであり、完全に八十八体として残されていて、信仰史のうえからも大
切なものとされている。（東村山市教育委員会）
② 梅岩寺のケヤキ

山門の両側にケヤキの巨木が数本立っている。その中でも、山門の左手に立
つ大ケヤキは特に眼を引く。目通り幹囲 7.1m、高さ約 32.5m、幹は地上約
3m のあたりから数本の大枝に分かれる。『新編武蔵風土記稿』巻 121、久
米川村梅岩寺の条に「門、芳林山ノ三字ヲ扁ス、周囲二丈許ノ古槻、或ハ
13

一丈二尺許ノ椵樹、門ニ入テ左右ニアリ」と記している。樹勢は旺盛で、都内にあるケヤキ
のうち有数の巨樹であり、とくに樹高が秀でている。ケヤキはニレ科に属し、巨樹となる。春に
は新葉と同時に淡黄色の細かい花を開く。（東京都教育委員会）
③ 梅岩寺のカヤ

梅岩寺の山門右手には見事なカヤの巨木がある。このカヤは都内でも有数のカヤの大木で
目通り幹囲 5m、高さ約 30m。樹令はおおむね 600 年といわれる。上記『新編武蔵風土記
稿』にも記されているとおりである。カヤはイチイ科に属し、常緑樹で枝も多いが成長は遅い
が町名である。芳香を放ち、材質は硬く緻密であるが弾力性に富み、高級な碁盤や将棋
盤にも使われる。（東村山市教育委員会）

④ 梅岩寺の庚申塔
江戸時代、庶民の間に庚申信仰がさかんになり、村々では庚申講がつくられ、その講によって庚申塔が建立された。寛
文年間（1661 年-1673 年）に多く建てられたが、この塔は東村山市内で最も古いものである。延宝 5 年（1677 年）梅
岩寺三世一宣高策和尚（天和 2 年没）が建立し、笠付、上部に日輪・月輪、下に三猿、台石に講中の人名が刻ま
れている。庚申講は 60 日に一度巡ってくる庚申の日の夜に行われた11。その晩眠ってしまうと人体の中の三尸が抜け出
して、その人の悪事を天帝に告げると信じられ、それを防ぐために人々は集まり儀式を行い、飲食をともにしながら寝ずに
過ごした。中国の道教思想に始まる信仰である。
庚申塔は、庚申塚ともいい、庚申信仰に基づいて建てられた石碑・石塔のことで、単に「庚申」と刻まれたものや「庚申
搭」と刻んだもの、あるいは金剛像が刻まれたものなどさまざまなものがある。 庚申の年（最近では昭和 55 年(1980 年)）
や庚申講を 3 年 18 回続けた記念に建立されることが多いといわれている。庚申塔の石形や彫られる神像、文字など
はさまざまであるが、「申」は干支で猿に例えられるため、「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿を彫り、村の名前や庚申
講員の氏名を記したものが多くある。 同様の理由で庚申の祭神が神道では猿田彦命とされ、猿田彦命が彫られるこ
ともある。また、仏教では、庚申の本尊は青面金剛12 とされるため、正福寺近くで見たように青面金剛が彫られることも
あり、良く眼にする。
余談であるが、庚申塔や道祖神などともに二十三夜塔なども眼にすることが多い。 これは、月待信仰に由来するもの
である。月待信仰は、月の出を待って拝む行事。多くは講の形で行なわれ、当日は当番の家に仲間が集まり、念仏を
となえたり、飲食したりしながら語りあう。毎月の行事であるが、正月・五月・九月に限る所もあり、地域によって行なわ
れる月が異なる。十三夜待、十九夜待、二十三夜待などがある。

(8) 梅岩寺から東村山駅へ

11

資料 4「 干支について」を参照。

12

青面金剛は日本の民間信仰である庚申信仰の中で独自に発展した尊像で三尸を押さえる神とされている。庚申とも呼ばれる。中世

以降、庚申といえば阿弥陀、山王権現、帝釈天などであったが、江戸時代に至って、6 臂の像が盛んに造られた。その像の足下に、「見ざ
る・聞かざる・言わざる」の 3 猿が彫刻されたものが多く、2 羽の鶏が、使いとして彫られているものもある。道祖神のように路傍に立って、富
貴安楽を願い、災難を除くための庶民信仰で広くいきわたっていた。
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梅岩寺を終えたら東村山駅に向かう。梅岩時から久米川辻に出て右に折れ、さらに
西武線に沿った狭い道を左に折れる。暫く歩くと久米川白山神社の前に出る。この
神社も、創建年代ははっきりしないが、周辺の出土品の古碑が 14 世紀から 15 世紀
のものがあることから、既にその頃は存在していたものといわれている。
神社の説明板には牛頭天王が祀られていることが記されている。牛頭天王は正福寺
でも出てきた。牛頭天王信仰も民間信仰の一つと考えられる。牛頭天王は、薬師如
来を本地仏とし神道における素戔嗚尊と同体であるとされている。疫病を防ぐ強い力
を持つとされ、牛頭天王に対する信仰は、平安時代末期から中世にかけて広範囲に
広まった。牛頭天王は略して「天王」と呼ばれたが、民衆にとって、「てんのう」とは、天
皇のことではなく牛頭天王のことであった。新たに牛頭天王を祀る社を作るだけでなく、従来からの古社に牛頭天王を
併祀することも多く行われ、いつの間にか、従来からの祭神を押しのけ、牛頭天王を主祭神とするようになるケースも見
られた。明治になると神仏分離令が出されるなか、牛頭天王を主祭神とする神社は、牛頭天王を主祭神からはずすこ
とを求められたり、素戔嗚尊に変えることを求められた。
東村山市教育委員会の説明によれば、この白山神社の牛頭天王像は高さ 67cm 程で、石造丸彫座像としては極め
て珍しく、武蔵野地域には類をみない優れた忿怒相の石仏であるとのことである。胸には「信心者 当病除」と造立者
の願いが彫られ、また台石には「村内安全」の文字とともに文政 2 年（1819 年）に北久保忠蔵が願主となって造立した
ことが刻まれている。 地域の言い伝えによると、この像はもともと白山神社にあったものではなく、明治の初め頃に井戸
の中から発見されたそうであるが、願主の北久保忠蔵の名は近くの普門品供養塔13にもみえており、当時のこの地域の
有力者であったようである。
白山神社を過ぎて久米川少年野球場のあたりに来ると鎌倉古街道の表示が見られる。古の鎌倉街道が残る場所で
ある。鎌倉街道は鎌倉と地方を結ぶ道であったが、上道、中堂、下道の三本の主要道に分かれ、この辺りを通っていた
のは上道とよばれ、鎌倉から町田、府中、恋ヶ窪、久米川、倉賀野、高崎を通り松井田から碓氷峠を越えて信州にヘ
と続く、最も良く知られた道であった。行き交う人馬の数も多かったものと思われるが、古代の官道であった東山道武蔵
道は所沢以北では、鎌倉街道上道の枝道として利用されていたのではないかといわれている。
久米川少年野球場から歩くこと 10 分程で東村山駅に着いた。今日は久し振りの平地歩きであったが、実に今まで知
らなかったことを補足できた一日であった。元々は東村山市の窪地を知ろうとの試みであったが、この地の多様な自然、
文化、歴史に触れることができた一日であった。
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観音経を一定回数読誦したことを記念して作成される供養塔。
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資料１：板碑
石塔の一種で板石塔婆ともいう。埼玉県熊谷市須賀広)にある、嘉禄 3 年（1227 年）銘のものが初見で、南
北朝・室町時代にもっとも盛んとなり、17 世紀には姿を消す。九州・四国から東北・北海道に至る全国各地に
分布するが、関東地方の、秩父産の青石（緑泥片岩）でつくられたものが数も多く、よく知られている。
青石は板状にはがれやすく加工もしやすいことから、厚さの薄い石碑状の石に細かな彫刻が施されるなど芸術
的にも優れた形のものが多い。板碑という名称は、この石碑状の形から近世末に生じたものであるが、板碑は碑
ではなく、両親など亡者の追善供養や生きている者の逆修供養のためにつくられた供養塔であり、板碑のつくら
れた時代には、特別な名称はなく、石塔、卒塔婆、浮図(ふと)などと供養塔を意味する名称でよばれていた。刻
まれている銘文も、その亡者などの名や造立趣旨と、経典の一句である偈と、紀年銘などで、記念碑的な意味
の銘は刻まれていない。
板碑の形態は、頭部を三角形にし、2 条の溝が刻まれ、梵字種子や画像で主尊とする仏（阿弥陀、大日、釈
迦、地蔵、観音など）を表現し、その下に銘文が刻まれているのが一般で、この形態の起源については諸説があ
るが、五輪塔の形態が転化したものとする説が現在もっとも有力である。石材は青石のほか、地方によって安山
岩、花崗(かこう)岩、凝灰岩などが用いられるが、材質の都合で厚手もしくは柱状になったものもある。
板碑に込められた信仰は、偈の出典の経典や主尊から知ることができ、関東地方のものは 8 割まで密教的浄
土信仰に基づくとされるが、宗派まで確定することは一般的にはできない。ただ例外的に、鎌倉時代末期以降
に多くなる「南無阿弥陀仏」と名号を刻む時宗系と、「南無妙法蓮華経」と題目を刻む日蓮宗系とは宗派を知
ることができる。
板碑の造立者は、鎌倉時代には武蔵七党などとよばれるような在地領主層がほとんどであるが、15 世紀後半
以降、とくに関東地方では、月待や庚申待などの民俗行事に伴って農民たちが一結衆を構成して供養塔を造
立する例が多くなる。これらの板碑は、その交名(きょうみょう)14を分析することによって、東国の中世村落のようす
を知ることができる重要な史料である。
板碑は 17 世紀初頭につくられなくなる。その理由としてさまざまな解釈がなされ、徳川家康の江戸入部に伴う禁
止などを指摘する俗説もあるが、そうした政治的理由よりも、位牌)や石碑墓の普及に象徴されるような、家・村
落や仏教の変化など社会的諸条件の変化に伴うものと考えるべきとの説がある。

14

列記された人の名前のこと
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資料２
都立狭山公園内の宅部氷川神社の由緒についての記述に「宝暦五乙亥年（1755 年）二月三日名主斎藤九
兵衛が、同郡小平村回田字上水通り百三十六番地へ分霊を移し奉りしなどの由緒をもっている古社である。」
とある。現在の小平市回田町に宅部氷川神社は分祀され、それが回田氷川神社である。回田氷川神社は、
「回田新田の開発に際し、現多摩湖町15に鎮座する宅部氷川神社を勧請して宝暦 5 年（1755 年）に創建した
といい、回田新田の鎮守であり、明治 4 年村社となった」ことが記されている。武蔵野新田開発は享保年間以
降急速に拡大したが、開発地と開発の基となる親村があり、漢字表記こそ違うが、二つの村はその関係にあり、
当時の新田開発の過程を示す一例として興味深い。
回田新田（小平市回田町）は、狭山丘陵の東南にある廻田村（現・東村山村廻田町）を親村とする新田であ
った。 享保十一年（1726 年）に野中新田（現・小平市花小金井・小平市天神町）から土地を譲リ受けて秣場
として利用された。元文元年(1736 年)に行われた多摩地区における検地では、回田新田の面積は 40 町余で
土地の持ち主は全て廻田村の百姓で、屋敷は一軒もなく、地目が耕作地であったのは全体の３割に過ぎなかっ
た。当時、武蔵野新田の開発が進み、秣場を確保する必要があった。そのため、開発地として土地を確保し、
そこを秣場として村の共有地として利用しようとしたのである。持添新田16 （もちぞえしんでん）で、開発地の取得
形態も広大な新田開発の開発資金に行き詰まりを見せた野中新田からその一部を買い取るという武蔵野新
田でも変わった開発形式をもつ新田であった。
はじめの頃は、家を造って定着しようとする人もいなかったが、幕府の指導もあり、農民の定住が進むと、精神的
支柱として神社建立を要望する声が村人の間に起ってきた。 そこで回田新田の有力者齋藤彌兵衛の持地を
社地として提供してもらい、宝暦五年（1755 年）に武州多磨郡武部の氷川神社と稲荷神社の神霊を勧請した
のがこの氷川神社であり、現在の社は安政六年（1859 年）に再建したと伝えられている。（小平市教育委員
会・小平郷土研究会）

15

東村山市大字回田(めぐりた)の北部地域）にあたり、旧廻り田村の中でも「宅部」「下宅部」などとよばれていた地域で、多摩

湖に沈んだ地域とあわせて、中世の「宅部郷」の範囲であったといわれている。下宅部遺跡や瓦塔出土地があるなど、縄文・古代
から人の活動がさかんな地域であった。多摩湖（村山貯水池）に接する町であることから名付けられた。 南・北境界とも狭山丘陵
の尾根筋であり、狭山丘陵の谷あいにある地域となる。
16

新開地で反高はあるが村居の農民が不在の土地。
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資料３
三波石は群馬県多野郡鬼石町三波川で産する結晶片岩で、庭石として全国的に知られている。埼玉県秩
父郡皆野町の荒川で採取された結晶片岩に秩父石があり、この地域は鬼石町に隣接し、同一の三波川帯の
地層で、両者を併せて三波石と呼ばれている。三波石には、青緑色の緑泥片岩、黄緑系の緑簾石片岩、白
系の石英片岩、赤系の紅廉石片岩、黒系の石墨片岩などがある。
鬼石町神流川の三波石峡、荒川の長瀞は結晶片岩の名勝地で国の天然記念物になっている。これらの結晶
片岩は三波川結晶片岩と名付けられ、中央構造線の南側に沿い、関東から九州まで細長く分布している。関
東地方では埼玉県長瀞〜群馬県鬼石町三波川〜下仁田町青岩まで連続し、その延長は長野県諏訪〜赤
石山脈西縁を経て、紀伊半島、四国、九州へと続く。
この三波川結晶片岩は、古生代後期〜ジュラ紀に堆積した秩父帯秩父中古生層の岩石（泥岩、砂岩、玄武
岩質凝灰岩、チャート）が、プレートの沈み込みにより地下 20〜30km の深さに潜り込まされ、温度 200〜300
度、圧力 600〜700 気圧のもとで変成され、形成されたことがわかっている。この圧力は郵便切手の面積に 10
トンの重さがかかったものといわれている。
このため、三波川帯は高圧低温で形成されたもので、薄く剥がれる片理がよく発達している。この変成作用はジ
ュラ紀後期〜白亜紀前期（約１億年前）に行われたと考えられている。三波石の結晶片岩の色調の相違は原
岩の相違により変成鉱物が異なるためで、三波川帯は北から南（地層の上位）へ向かって変成度が弱くなり、
点紋結晶片岩・無点紋結晶片岩・御荷鉾緑色岩類（塩基性火山岩類等）に分けられている。いわゆる三波
石には御荷鉾緑色岩類や無点紋片岩が多く、変成度の低く片理の発達の少ないものがよく利用されている。
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資料４
干支について
庚申の年あるいは庚申の日は 60 年に一度あるいは 60 日に一度まわってくる。こういうような年や日の表示の仕
方は「干支」と呼び「十干と十二支を組み合わせたもの」という意味である。中国で古くから用いられてきた概念で、
日付を記録したり、年月や時刻、方角を示す役割を持っている。日本でも古くから使用されているが、当てられ
ている動物の種類は、中国のものとは微妙な違いがあるそうである。
「十干」とは「甲（きのえ）」「乙（きのと）」「丙（ひのえ）」「丁（ひのと）」「戊（つちのえ）」「己（つちのと）」「庚（かのえ）」
「辛（かのと）」「壬（みずのえ）」「癸（みずのと）」の十種である。「十二支」は「子（ね）」「丑（うし）」「寅（とら）」「卯
（う）」「辰（たつ）」「巳（み）」「午（うま）」「未（ひつじ）」「申（さる）」「酉（とり）」「戌（いぬ）」「亥（い）」の 12 種類を
指す。
「干支」はこれらを順に組み合わせ、10 と 12 の最小公倍数である 60 個の組み合わせがあり、これが繰り返され
る。例えば「甲子（きのえね）」という場合には、西暦年を 60 で割って 4 余る年を指し、それぞれ年が一つ下る毎
に西暦を 60 で割って余る数は 1 ずつ増え、57 番目の庚申の年ではあまりがゼロとなる。最後の癸亥（みずのと
い）の年は西暦を 60 で割って 3 余る年となる。

19

