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 道の案内記⑧ 

萱田道Ⅲ 

小竹城址から飯綱権現砦跡へ 

 

【佐倉市小竹中内から飯綱神社まで・道のり約７ｋｍ】 

【見どころ】臼井城址の眺め・小竹城址・小竹三叉路野仏群道標・千手院・井野城址・上

高野毘沙門堂・金乗院・宝喜作の古道・城橋・飯綱権現砦跡 

 

成田街道を東へ走るバスに乗って「手繰橋」

で降り、手繰川の西岸にそそり立つ丘に登る。

ここは臼井城を望む小竹城の台地、ここから西

へ向かう「萱田道」がはじまる。 

小竹から千手院のある井野を経て萱田へ、そ

して吉橋・高本へと続くこの道は、合戦の伝承

や神仏の縁起、そして今なお受け継がれる里の

年中行事に、遥かなる中世を感じさせてくれる

道である。 

 

1 臼井城を望む小竹中内の道標 

臼井城は、戦国の世に千葉氏の一族臼井氏が居を構え、後に同族の原氏が本家千葉氏を

しのぐ勢いで覇をとなえた拠点である。南北２km 東西１km の城域の外にも小竹城、師

戸城などの出城を持ち、北総にその名を轟かせた城だった。 

 

 

 

小竹中内から臼井城址を望む 
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文明 11 年(1479)の太田道灌、永禄９年(1566)の上杉謙信

の攻撃にも耐えたこの城も、秀吉が関東に来襲した天正 18

年(1587)、後北条氏の滅亡と運命をともにし、江戸開府ま

もなく古城祉として歴史の深い眠りについた。 

近世になって、この地方の政治の中心が佐倉城下に移る

と、臼井は「さくら道」の宿場へと衣替えしていく。大水

の後は、両岸に跨る綱を手繰って渡ったという手繰川、そ

の川に架かる橋にも人馬が賑わうようになり、旅人の往来

は「さくら道」に移っていった。 

それでも、その北側の中世の城砦と寺社をつなぐ細道は

残り、里人の行き交いは続いた。道しるべに残るその道の

名は「萱田道」。 

道標のある小竹中内へは、成田街道「手繰橋」バス停か

ら西へ 100ｍ程行った「さくら霊園入口」の看板を右に入

り、霊園のフェンス沿いに急坂を上がる。振りかえると、手繰川の低地、そしてその向こ

うに深緑の臼井城址の丘が一望され、つわもの達がこの低地をはさんで闘った臼井城攻防

の古戦場が眼下にひろがる。 

 この切り立ったこの断崖の上で細い道が分かれる。分岐点の石塔群には２基の道標が

あり、明治 33 年(1900)の秩父巡拝塔(ｻ 08)には「東 臼井佐倉道」「西 井野米本萱田道」

とある。萱田とめざすもっとも東の道標である。その奥の文化 10 年の庚申塔道標(ｻ 09)の

右面にはすばらしく流麗な字で、「右ハあおすぎ先崎」「左ハ井野上高野」の銘文が刻まれ

ている。萱田へは井野上高野を経て行くらしい。 

臼井城址と古戦場の展望を楽しんだら、さっそく道しるべに従ってまずは井野をめざそ

う。 

 

2 小竹城址から小竹三叉路の聖観音道標 

中内の道標の指示で西へ行き、小竹の旧家の墓地と高橋牧場を抜け、成田街道の上座か

ら先崎に通ずるバス道路に出て右折する。50m ぐらい先右側には、「千葉六家之正跡 小

竹五郎之墓」。小竹城のかつてのあるじ小竹五郎高胤の子孫を名のる高橋家が明治 26 年に

建てた墓塔である。この墓の脇の小道は

小竹城址への道だが、お住まいになって

いる方に配慮し、ここは屋敷入り口の「小

竹城跡」の標柱とＳ字上の虎口、土塁の

見学だけで引き返したい。 

その先、小竹幼稚園の 400m ほど北の

分かれ道の真中に、志津郷土歴史同好会

が「小竹三叉路野仏群」と名づけた石塔

群があり、石仏が夏草と競いあうように

ずらりと並んでいる。 

この中でひときわ美しいのが、聖観音

を浮彫りにした秩父巡拝塔(ｻ 10)。文久

 
小竹中内三叉路の道標（ｻ 08.09) 

 
小竹城址虎口と土塁 
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元年（1861）女人講によって建てられたこの石仏は道標も

兼ねていて、そこにはたおやかな字で「右ハ あをすげ ま

つさき みち」「左ハ いのを かやだ みち」と彫られて

いる。あどけない天女のようなお姿で、この石塔群の中を

つらぬく通学路の子供達を見守っていた。 

三叉路の鋭角の角には、昭和 3 年小竹の青年団「小竹修

斌会」が御大典記念に建てた道標(ｻ 12)が、上半分になっ

た満身創痍の姿で、この聖域をガードしている。その「←」

が示すのは、「井野 上高野」。 

そのほかに、寛保 3 年（1743）銘の馬頭観音塔、文化 10

年（1813）の道標を兼ねた庚申塔（ｻ 11）など、石仏好き

には見ごたえのある石塔が林立しているが、ここはまだ、

萱田道の終点まで数キロの地点、先を急ぐとしよう。 

 

3 井野の古刹千手院をたずねて 

小竹三叉路からユーカリが丘五番町ハイツの中の坂を下り、モノレール線をくぐると小

さな田んぼの中に井野千手院へののどかな古道が現れる。現代の街並から急に景観が変化

し、やがて切り通しのような細い坂が行く人を中世の世界へといざなう。 

千手院は創立が天平時代にさかのぼる真言宗豊山派の古刹で、元は臼井の石神にあった。

明徳 3 年（1392）戦禍を避けて井野に遷移、臼井氏家臣高胤は「井野全村を布施田」とし、

以後この仏教文化の中心地となったという。 

明治 6 年の火災で立ち並ぶ伽藍や多くの貴重な史料が焼失、今は樹々の中に、残された

石仏石塔と再建された本堂が静かな聖域をつくっていた。紅葉が降りしきる参道の左側に

は二十三夜塔十九夜塔がずらりと並び、右手には台座の上にお地蔵様が座っていらっしゃ

る。その高い台座には、元文五年（1740）開眼の銘と、「勧化村方」として「保品村神□

村米本村上高野村」など、八千代市内の村名が刻まれてあった。 

萱田の飯綱神社も神仏習合であったころ千手院の傘下にあったというが、末寺は 18 寺、

八千代市内新川以東の真言宗の寺も多くこの末寺であり、臼井と萱田の間にあって井野は

交通上の重要ポイントであった。また中世、この井野を通る古道は、臼井から江戸、小金

へ行く陸路のメーンルートでもある。 

 

 

小竹三叉路秩父巡拝塔 
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道は、城砦の名残を残す小高い丘と、谷津田の

渡渉、切り通しの小さな坂のアップダウンを何度

も繰り返し、最短距離で西へと延びて行く。それ

は細いながらも生活道路として、車社会の到来ま

で生き残ってきた古道であった。 

 

4 失われた萱田への「カチ道」 

千手院からさらに西へ行こう。やがて道はＴ字

に分かれる。その分岐点、ガードレールに囲まれ

た中に、道標（ｻ 13）がある。北は「青菅下高野

道」西は摩滅して判読しがたいが、「上（高野）カ

チ道」であろう。印旛沼とそれにつづく小河川を利用した水運が近世までのメーンであり、

「カチ道」とは、それに対比した陸路を指したのだと思われる。 

このＴ字路の 10ｍ位先右側に、観音像を浮彫りにした秩父巡拝塔（ｻ 02）がある。台座

には変体仮名で「右 かやた たかもと」「左 

大ハた」と彫られてある。右への土道「カチ道」

を行く。道は落ち葉の積もった坂を下り、子の

神公園のフェンスにぶつかってしまう。その先

もモノレール線で通行不能のようだ。大正期の

地図では上高野までの小道の線が入っているが、

現在は宮ノ台団地の造成でもう古道を辿ること

はできない。ここは、北（青菅方向）に迂回し

て上高野への古道の入り口を探すこととしよう。 

 

5 井野城跡の八社大神宮から上高野へ 

Ｔ字路の道標（ｻ 13）から北へ、切り通しの

坂を下って行くと、北部調整池の先にこんも

りとした島のような森が現れる。正面の道祖

神の鳥居から左に回ると、八社大神を祭る神

社へ上がる道があるので、ここはぜひ登って

みよう。神社の左手に中世城砦の跡をとどめ

る遺構がある。虎口、土塁、空掘、腰郭のほ

か、外より中が低い郭があって、戦国前期の

城跡と推定されている。この千手院の裏側の

北部調整池付近は、小竹川の支谷が深く入り

こんだ舟着場に適する入り江のようで、井野

城はその防御ための施設であろうか。 

道祖神から八社大神の下を通り、モノレー

ル線を小さな橋で渡り右折、二つ目の角を左折し、井野中学校の塀沿いに直進、ユーカリ

が丘北公園の北側に沿って坂を登る。坂を登りきりＴ字を右折、道なりに梨園の中の未舗

装のせまい道を行くと、車の往来の激しい勝田台から宮ノ台一丁目行きのバス通りに出る。

 

石仏の並ぶ井野千手院 

 

井野「かやたたかもと」を示す石仏 

 

井野城址の森 
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この通りの向こう側には、もう上高野の毘沙の森と携帯電話用の大きなアンテナが見えて

いるが、さて上高野への古道に入口はどこなのだろう。 

梨園の出口からバス通りの右斜め前方に、「大東建設」と「むつみ産業」の看板に挟まれ

た未舗装の道がある。「むつみ産業」の看板の下をよく見ると、花崗岩でできた角柱型の道

標（ｻ 14）があった。青菅青年団が大正 8 年戦勝記念に建てた道標で、青菅小学校入口（通

称四つ股）のと同じもの、この時期各地の青年団が建てた四囲すべての方向の地名を網羅

した典型的な道標である。この道標が示す西方向の銘は「上高野米本村上萱田方面ニ至ル」。 

地図で見るとこの先は行き止まりらしく、時々建設関係のトラックが駐車していたりし

ているが、一応入ってみよう。道は建材や廃棄物の

集積場の間を通って、斜面林の中の小道を下ってい

く。なんと徒歩ならば、上高野に通じる小竹川沿い

の谷津田へと降りられるのだ。 

辺田道に立つと、開けた水田の右手向こうにはふ

れあいプラザ、左手には白旗神社の岬状の森、そし

て正面には毘沙に抜ける切り通しの道が見えた。田

んぼの真中の小川に架かる四号橋梁と記された橋を

渡る。萱田道はとうとう市境を越し、上高野に入っ

た。 

 

6 上高野毘沙門堂の坂道 

毘沙門堂へ行く道は、昼なお暗い切り通しの坂で、うっそうとした竹林や石の祠が、歴

史を感じさせてくれる。目を上げると、高いイチョウの木の元、石垣の上に毘沙門天をま

つるお堂がみえてきた。 

毘沙門天は四天王のうち北方を護る多聞天のこと。戦の神でもあり、戦国時代千葉氏の

一門も、また足利氏、上杉氏など多くの武将に尊崇された。市内では、村上の正覚院の釈

迦堂にも、また尾崎の吉祥院にも昔から祭られているが、どちらも中世城館の跡である。

だとすれば、ここもその地形とたたずまいからみて、戦国時代上高野・村上への入り口を

守る機能を負っていたのかもしれない。 

今は、江戸時代に作られた邪鬼の上に立つ毘沙門天像が奉られているが、土地の方の言

い伝えでは、なくしたと思っているお金が出てくるというありがたい神様とのことだ。 

 

 

上高野への畔道 
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このお堂の近辺には、藁葺きのりっぱな旧

家があったりして、歴史を感じさせてくれる

たたずまいである。 

 

7 上高野殿台の道標 

毘沙門堂から西へ行き坂を登りきると、白

旗神社への参道と交わる十字路に庚申塔の集

められた塚がある。その中のひとつ、大正時

代の小さな庚申塔(E05)には「井野臼井佐倉」

の道標銘がきざまれている。 

さらに西へ坂を下ると、勝田台から下高野

へ抜けるバス道路にぶつかりるＴ字路に２基

の道標がある。そのうち大正 12 年の庚申塔(E07)には「東井野小竹道」「南井野新田村上

城橋道」と指示があり、毘沙門堂を通る細い道が確かに、小竹－城橋－萱田ルートに相違

ないことの証明してくれている。建立は「殿台講中」、そうここの字名「殿台」とは中世の

城館を意味する。太田道灌臼井城攻めのあった文明 11 年の銘をきざんだの阿弥陀三尊板

碑を、今も大切に伝えておられる旧家もあり、調査すれば中世の遺構や文化財が見つかる

可能性を秘めた土地柄のようである。 

 

8 上高野のムラの行事を伝える金乗院 

ここで、指示どおり南へ行くと、100ｍ先左に上高野公会堂がある。ここは千手院の末

寺で、今は廃寺となった「金乗院」の跡であり、その入口の石柱や、境内の弘法大師像に

その名残を留めており、そして何より上高野に伝わるツジキリなど民俗行事を伝承する場

になっている。 

藁で大蛇を編んでムラの境に飾る「ツジキリ」と、「テントウネンブツ」は早春節分の頃

の行事で、邪を払い太陽といのちの蘇りを願うものといわれている。「テントウネンブツ」

は藁と竹、五色の色紙でボンテンを作り念仏を踊ったのち、ボンテンを出羽三山碑が建て

られたボンテン塚に運び、ボンテンタテをする。北総に多い年中行事とはいえ、都市化の

中で、昨今は伝える地区も少なくなった。上高野のここは訪ねていくと、気軽に仲間に入

れてくださり、作り方も教えていただけるのがうれしい。 

 

9 村上から城橋へ 

金乗院からは、信号を向い側の横断し、殿台の屋

敷の並ぶ間の道を行く。この道はボンテンを運んで

ボンテン塚へ行く道でもある。途中共同選果場の前

のT 字路に庚申塔（E16）があり、「西村上城橋道」

の銘に従い右折する。宮内から上高野十字路へ抜け

る車の多い道なので、要注意だ。すぐ向いにセント

マーガレット病院があり、その右となりのフェンス

にツジキリの大蛇が飾られている。上高野の旧ムラ

の境、そしてこのフェンスの中は、出羽三山碑を奉

 

坂の上の上高野毘沙門堂 

 

上高野金乗院「テントウネンブツ」 
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るボンテン塚である。ここにも道標を兼ねる馬頭観音（E03）が横になって眠っていた。

銘は「村上萱田道」。 

さてここ村上まで来ると、学校などの施設が新

しくできていて、古道はどこにと面食らってしま

うが、千葉英和高校と八千代松蔭高校の間に細い

道が国道 16 号線を横切って残っていた。 

立野台の道標（D10・D11）に導かれ、宝喜作

の斜面を下って萱田道は城橋をめざす。 

米本城の西斜面は、飯綱神社の砦に布陣した太

田道灌軍との最前線だった。臼井城の西の護りと

して米本城が機能していた時代、関東の覇権争い

の渦中にあって、幾たりもの逃げ惑う兵や村人が     上高野「ボンテン塚」  

この急坂を駆けていったであろうか。 

 

10 権現砦跡の飯綱神社へ 

飯綱神社へは、城橋を渡って道なり直進しても、渡った橋の西端で左折して辺田道を行

ってもよい。 

辺田道を行けば、道沿いに米本城攻防戦の伝承地がある。城橋のやや南には、合戦の際

追いつ追われつの激戦を演じた「おんまわし」の地名、その先の水田のあたりには、権現

砦と放ち合った矢が落ちた地という「矢内」の名が残っている。 

やがて辺田道は、権現下で城橋から直進して菅地台の西側を廻ってきた道（萱田道Ⅱ）

と、対岸の宮内から狭い宮内橋を渡ってきた道と落ち合う。ここで右折するとすぐその左

手に飯綱神社の車進入路の鳥居があり、ここ裏参道から飯綱神社境内に入っていくと、左

側に落雷で伐採された巨木の切株が痛々しい姿を見せている。しかし砦跡としての遺構も

またあらわになっているので、ここはじっくりとその地形を観察してみたい。 
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道灌祈願の十一面観音を祭ったというお堂

の跡をまわって、本殿東側の崖上に立つと、

この道のスタート地点、小竹の断崖で見た風

景に重なるような展望がひろがる。この緑多

い斜面林と水辺のおりなす景観は、ここでも

また低地をはさんだ戦いの逸話をほうふつと

思い起こさせるのであった。 

 

11 遥かなる中世に続く道 

さてこの東西の道は、城橋からさらに西へ

と続き、吉橋合戦に由来する「勝坂」を下り、   村上立野台の石塔群（D10.D11） 

吉橋城址、高本へと至る。切り通しの坂を

登り、城砦のある舌状台地をめぐって、また

低地を渡渉するという北総の中世古道独特の

道である。中世のメーンルートの一つ、臼井

－井野－萱田－吉橋をつなぐこの道は、さら

に楠が山の城跡を抜けて高城氏の拠点小金城

下へ、あるいは国府台から武蔵江戸城に続く

道であった。 

この道には近世、城橋をはじめ渡渉点に橋

が架けられ、里人の生活道路へと変わる。萱

田道もまた飯綱権現に集うひとびとの道とな

った。要所には道標も残され、現代まで里の   宝喜作から坂をくだると城橋が見えてくる 

道として生き残ってきたが、この道もた 

どれるのはもう今だけかもしれない。 

蕨 由美 

 


