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 道の案内記 

萱田道Ⅰ 

飯綱権現に出会う道：大和田宿から飯綱神社まで 

 

【成田街道「大権現道」道標から飯綱神社まで・道のり約 2.2ｋｍ】 

【見どころ】大和田宿のたたずまい・萱田上「かやた道」道標・萱田山長福寺 

・萱田下石塔群・弁天堂・飯綱神社境内（鐘楼・新川村上方面の眺め・本殿） 

 

碑のある角を曲がる。碑には、闊達な字

で「可やた山いつ奈大権現道」と標されて

いる。 

道の名は「権現道」またの名を「萱田道」。

ここから一本道のこの先「十二町」行った

先に、萱田の誇る飯綱権現の社がある。 

数十年前まで多くの人々が、成田街道大

和田宿からこの路地のような細い道を入っ

ていった。飯綱権現の月並祭の市が立つ日、

うきうきとはずむような足取りの子供たち、

そして大人たちも、はやる心でこの角を曲

がる。 

「萱田市」とよばれた毎月 24 日の市と、

年 2 回の大市には、近郷近在からたくさんの人でにぎわい、必要な

ものはここでなんでも調達できた。 

飯綱の権現様は、ふしぎな神様だ。お稲荷さんだとか、お不動さ

んだとか、観音様だとかくちぐちにいうが、市の来る人も、熱心に

御祈願に来る人も、その正体を知らない。とにかく霊験あらたかな

神様だという。 

珍しいことにこの神社のいわれには、「太田道灌」という日本中だ

れでも知っている武将の伝説が秘められている。 

まずはこの道の先の飯綱神社をめざし、スタートしてみよう。神

様の正体も人々の生活の歴史もきっと見えてくる、そんな予感がす

る道である。 

 

 

1「可やた山いつ奈大権現道」の道標のある街角 

「大権現道」の道標（B03）は、大和田駅から来る「大和田街道」

が成田街道にぶつかって、左へ数メートル先の河野電器店の横にあ

る。神仏習合だった江戸時代の天保 4 年（1833）、別当寺であった

長福寺が建てた道標である。昔の道の習いで、道は決してクロスせ

 

道標のある街角 

 

「いつな大権現道」 

道標(B03) 
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ずクランク状に交差する。この角もごた

ぶんにもれず、クランクしていてわかり

にくい。 

萱田道入り口の左側のＡ家は、成田街

道沿いにまだ宿場の店構えのおもむきを

残したたたずまいだ。 

入った道は車 1 台がやっとの細さ。こ

れでもずいぶん拡張したのだという。

「大権現道」の道標も、その工事の度に

埋没したり、行方不明になったりしたが、

今はほぼ元の位置に健在である。 

Ａ家の萱田道沿いのモチとマサキの生け垣はずっと奥まで続いている。細い道を行く車

や歩行者の安全を考えて石塀にせず、常に短く刈りそろえているという、そんな心遣いが

うれしい。成田街道沿いの間口に比べ、奥行きが数倍ぐらい長いのは、宿場の旧家の特徴

である。Ａ家は農業を営みながら、江戸時代の初めごろより大和田宿とともに多角経営で

生きてきた。戦前は養蚕をやったり、フォードやクライスラーのトラックを持って運送業

をしていたこともあったが、今は梨の生産にいそしみ、今年の品評会では賞をもらった。 

 

 

 
「A」家の長い生垣 

 



 3 

生け垣がとだえた先、右側にお蕎麦や

さん、そして左は畑が広がっている。道

幅も拡張されて、高台ののどかな道であ

る。 

じつはこのひなびた道も、大正 15 年

（1926）の千葉郡睦村では横戸柏井から

桑納を通って島田に至る唯一の郡道で、

萱田の人々が稲毛の浅間神社に子供の健

やかな成長祈願に行く道であり、横戸の

人々が萱田市に買い物に来る道であった。

ちなみの県道は、成田街道と木下街道の

2 本だけ。16 号線が南北交通の役割を果

すようなる昭和 34 年まで、とにかく主

要な道路の一つだったらしい。 

やがて市民会館が見えてくるころ、道は右にややカーブし、五差路に出る。 

 

2 村上との分かれ道 

五差路の左、木陰に萱田町の庚申塚があり、庚申塔９基が整然と並べられていて、その

中の１基（B04）に道標が刻まれている。銘は「右むらかみ 左かやだ道」。 

ここから斜め右前方に東北方向の村上へ分かれてい

く道がかつてあった。この道標はその分岐にあったの

だろう。この分かれ道は市民会館の敷地内を通り、ブ

ロンズ像のある方の村上橋につながる。村上駅から新

村上橋を通る都市計画道路はなく、警察署の裏には「池

の谷津」という用水を兼ねた水田があり、そこから新

川へかけては約 20 町歩ほどの地質のよい水田が広が

っていた。 

印旛沼の治水整備が竣功される以前、蛇行する小川

が新川流域を細々と流れていて、萱田の子供たちは長

い竿を棒高跳びのように操って、川を飛び越して遊ん

でいたという。村上橋といってもそんな川に板を渡し

た程度の橋だった。 

そんな風景も大水の後は一変した。田は胸の高さに

達するほどに水没し、水はなかなか引かなかったとい

う。昭和 43 年（1968）に大和田排水機場ができる以

前の話である。 

 

3 萱田上から長福寺へ 

都市計画道路を渡り、市民会館と警察署の間の坂を下り、信号を渡ると、左側にうっそ

うと茂る木々の下に萱田上地区の石塔群がある。その中の斜めに倒された二十三夜塔(B06)

には「左大和田駅ヨリ千葉道」「右舟橋道」と刻まれている。建立は明治 12 年（1879）、 

 
萱田町石塔群の道 

 

「左かやた道」庚申塔 B04 
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鉄道の開通する五十

年前なので、この

「駅」とは宿場の意

である。石塔群の右

の細い土道がかつて

は南西方向に続いて

いたのだろうか。 

もう１基無造作に

置かれた道標(B05)

は「南城ばし舩はし」

を指していて、これ

は明らかに方向が違

う。道路整備の度に

路傍の石仏、石塔が

ここに集められたの

だろうか。それでも

まだ先の道端には、

残された馬頭観音塔

がひょこんと顔を出

している。この懐か

しい風景の道を北へ

行く。 

やがて東葉高速線のガードをくぐると、立派な長屋門の旧家の並ぶ村の中に入っていく。

屋敷林のけやきは天をつくばかりだ。家並みの間、右側に萱田山長福寺があり、この寺を

境にムラも萱田上から萱田下になる。 

 

4 萱田山長福寺 

黒光りする仁王様、真っ赤な門、そし

て六地蔵がやさしく迎えてくれる萱田山

長福寺、またの名を「萱田の赤寺」とい

う。ここは、神仏習合だった江戸時代の

終わりまで、別当寺として飯綱権現をお

守りしてきた寺である。 

開基は長享元年（1487）に遡るだけあ

って、境内には優れた石塔石仏が多い。

中でも寛文９年（1669）建立の三層塔は

二十三夜塔と日記念仏塔を兼ねた珍しい

もの。特に二層目に浮彫りされた勢至菩

薩像は気品に満ちた美しさで、思わず合掌したくなる。 

江戸初期から明治大正まで、数多くの子育観音や二十三夜塔に女性達の連帯のきずなと

信仰心が伝わってくる。 

 

 

長福寺本堂 
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これらの苔むした石像群の並びには、新しい

寿老人像が立っている。平成元年、八千代市郷

土歴史研究会の提起で安置された八千代八福神

のひとつで、陽春のハイキングを兼ねた順拝コ

ースとして市民に親しまれてきた。 

寿老人像のバックは、ゆりのき台の超高層ビ

ル。時代とともに、この寺もまた新しい歴史を

重ねていく。 

 

萱田下から飯綱神社へ 

さらに北へ行く。まもなく信号のある三叉路

にでる。船橋方面から入ってくるもう一つの萱

田道がここで合流する。 

逆に行くと、成田街道を横切って「けみ川み

ち」。かつては千葉市の畑などに行く人来る人で

にぎわったそうだが、今はゆりのき台の区画整

理で寸断され、もうたどることはできない。唯

一、途中の八千代霊園の角の石仏（A12）が「か

やたみち」の銘を刻んで、かつての古道の存在を教えてくれるのみである。 

三叉路の先に、左側に花島家の墓地がある。大きな石の阿弥陀坐像と地蔵立像、その後

ろには亡き人を供養した石仏が並ぶ。ひとつひとつ見ていくと、かわいらしい童子のよう

なお地蔵さま、銘は「寛文十三年」。子を偲ぶ親心が込められているのだろうか。 

墓地の右隣は、萱田下の公民館。敷地内には、さまざまな種類の石塔群、出羽三山碑、

その奥に「うぶすな様」の時平神社、角の大木の下には道祖神の祠があり、民俗信仰のす

 
長福寺日記念仏三層塔 

 
飯綱神社前の弁財天 

 
萱田下「寛文 13年」石仏 
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べてがひとそろい集まっている感がする。 

さらに北へ。ゆるいカーブの先にめざす飯綱神社

の森が見えてくる。左手前には、池があった名残り

の弁天様の祠。中には天女のようにあどけない弁天

様の浮彫り像が奉られていた。 

 

6 飯綱神社境内散歩 

斜面林の緑の中、そそり立つように急な飯綱神社

の石段。見上げると 5８段の石段の上に、鐘楼の入

母屋の屋根がせまっている。この石段を登りきると、

左にこのりっぱな鐘楼、正面に本殿がある。 

鐘楼は、長福寺が領していた神仏習合の名残りで、

その棟札から、末寺長福寺に対する本寺吉橋貞福寺

とともに、井野千手院の住職が大導師を勤めて 文化

11 年（1814）に再建されたことがわかる。以来二

百年間、戦争中供出された梵鐘も昭和 40 年（1965）

の「三十三年祭」の時に再鋳されて、正月には今も

その鐘の音を響かせている。 

ちなみに「三十三年祭」は 飯綱神社で 33 年目ごとに行われるお祭りで、前回は平成 8

年 11 月に行われた。 

本殿は安正 3 年（1856）の建立、それを取り巻く玉垣には、中国の故事「二十四孝」の

優れた彫刻がある。 

またほかにも神仏習合の名残りか、本殿の右にはもう忘れられたかのように不動明王の

石仏があったり、本殿の後ろにもお地蔵様が立って

いる。実は昭和の初め頃まで、ここ本殿の後ろに観

音堂があった。戦国時代、太田道灌が臼井城攻略の

際、ここの砦に陣を張り、十一面観音に戦勝祈願し、

埋納した。それから 140 年後の元和元年（1622）白

狐に飯綱権現の神託があり、地下を掘ると観音像が

現われたので、お堂を建て安置したと、神社の縁起

は伝えている。この伝説のお堂、昭和の始めごろの

火事でなくなってしまったらしい。とても残念なこ

とだ。 

境内西側には、八千代市の文化伝承館が 1996 年

にオープンし、伝統芸能の継承や市民の憩いの場に

なっている。 

境内といっても昔からそんなに広いわけではない。

この敷地いっぱいに常設の貸し店舗と露店二百軒余

が店開きする「萱田市」が、年 14 回開かれていた

というからおどろきだ。「ありんぼう萱田」といわれ

るほど人波が続き、また 12 月 10 日の「奉公人市」

 
飯綱神社の森が見えてきた 

 

飯綱神社石段 
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は今でいう職安（ハローワーク）の役割もはたしたのだという。この境内での催しも、十

年ぐらい前まで開かれていた春の苗木市すら今はなく、秋に菊花展が開かれるだけになっ

てしまった。 

境内右側は切り立った崖で、新川を挟んで東対岸の森を

望む。米本城址に続く七百余所神社の森である。冬至のこ

ろの夜があける前、「かぎろいを見る会」が伝承館の主催で

行われる。新川流域は一面の雲海、東の空には「ひんがし

の野にかぎろいのたつみえて」の歌にある美しい「かぎろ

い現象」が見られるという。 

 

7 飯綱神社拝殿に上がってみよう 

正月や祭礼の際、拝殿が開いていたら、氏子の役員さん

におことわりし登殿させていただこう。鴨居の上にはさま

ざまな絵馬が奉納され、それぞれの時代を伝えている。 

江戸時代後期の彩色の絵馬として、「雨乞い祈祷の絵馬」

「神馬の絵馬」。双方とも市の民俗文化財だ。 

びっしりと俳句が書いてある句額は、明治 23 年（1830）

年の奉納。そのころ農村の文芸として俳句がさかんで、地

元では萱田の隨楽さん、麦丸の可昌さん静麿さん、上高野

の三省さんなど、遠くからは白井村や豊富村、船橋町など

から総勢 78 人が俳句を競い、その成果を額にして披露し

ている。 

繭玉を並べて、「飯綱神社」の文字を作った絵馬もある。養蚕が盛んだったころがしのば

れおもしろい。 

さて、正面の鴨居の上には天狗の面が飾られているが、いったい奥の本殿にはどんな神

様がまつられているのだろう。 

最近お願い事を書く小絵馬が社

務所で売られているが、このデザ

インは高尾山に奉られている「飯

綱権現像」から拝借して作ったそ

うである。火焔と手に持つ剣と縄

はお不動様のよう、長い鼻は天狗

のよう、翼はカルラ天のよう、そ

してもし高尾山の像のとおりだと

すると、白狐の上に乗っているは

ず。これが飯綱権現のお姿で、こ

れによく似た像が御神体としてお

まつりしてあるという。 

飯綱権現は信州の飯綱山の神様

で、戦国時代、上杉謙信などの武

将には敵を倒し闘いに勝つ強い力

 
飯綱境内不動明王像 

 

飯綱神社境内 
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を持つ神様として信仰され、萱田の飯綱神

社では江戸時代からお稲荷さんとして親し

まれて、とてもご利益があったそうだ。ち

なみに太田道灌は上杉軍の武将である。 

道灌伝説とこの飯綱権現、そして米本城

とここ権現砦との戦い。 

戦国時代の英雄がムラの伝説に生きてい

る。そんなフォークロアの世界にしばし遊

んで見よう。 

 

蕨 由美 

 

 

 

 

飯綱神社菊花展 

 


