
○ 特集 旧村保品の総合研究 そのⅡ 

 

１ 八千代市保品庚申塚群の石造物 

蕨 由美 

はじめに 

八千代市郷土歴史研究会では、2019年度「旧村保品の総合研究」として、八千代市保

品の「郷」の南方、米本へと通じる古道脇に位置する保品庚申塚群の石造物調査を行っ

た。この塚群は、20年前の道標調査以来、久しぶりに 2019年１月の当会見学会で探索

したところ、鬱蒼とした森の中に、古道とともに聖域として残されていた。 

調査は、同年６月６日保品地区の担当者に立ち合っていただき、当会員総出で、倒木

を除け、藪を払い、倒れて埋没した石塔を立て直す環境整備作業から始まった。 

続いて６月７日と13日に研究部石造物調査グループにより、計測と写真撮影を行い、

銘文などを記録カードに記入・整理し、さらに庚申塚群の構成と特徴を示す模型を制作

し、調査カードや景観の写真とともに 12月の「ふるさとの歴史展」で展示した（注１）。 

本稿は、以上の調査研究の成果を報告するものである。 

 

１．庚申塚群の概要 

保品の「郷」地区の香取神社の左約 100ｍ手前から畑道を南へ 400m程行くと、大正

４年銘の「十九夜塔」（No.17 注２）の立つ十字路に出る。この十九夜塔には道標が刻

まれていて、道標銘の「南 米本 大和田」の案内に従って右手の森の中の細い道を 50m

ほど進むと、地元で「カネ塚」と呼ぶ庚申塔が祀られた塚群が両側に見えてくる。 

この細い道は、道標が示すように米本を経て大和田へ出る里道で、現在はゴルフ場で

行き止まりとなり廃道となっているが、西側は「庚塚」（かのえつか）、右側は「間谷」

（まやつ）の小字の境の道であり、また保品への入り口として重要なポイントでもあっ

た。 

簡易な測量により確認された塚は５基、高さは目視で１ｍ以下から２ｍ以上のものも

あり、うち、道の南側の円形の塚Ｂには、安永４年銘の庚申塔（No.７）が単独で祀られ、

現在も「庚申様」として信仰されている。 

道の北側の土手状の塚Ｃには、近世・近代の 12基の庚申塔があるが、草木に覆われ、

倒れているものもあるのが現状であった。この塚Ｃの左横の裾には４基の石塔が整然と

設置されていて、移動され据えられたものと推定される。またそのさらに左奥の塚Ｅに

は、上部本体を欠く「講中」銘の高さ 35cm以上・幅奥行 60cm角の大型の台石（No.21）

がある。この周りには埋没した石塔類も見られ、藪と樹々にさえぎられていて詳細は不

明であるが、この塚にも複数の石塔があったとみられる。 

庚申塔は、村の境に塚を一基だけ築いて庚申塔を複数建てる風習が近隣では一般的で



あるが、保品ではこのように複数の塚群からなる聖域を構成していることから、当会で

はこの塚群を「保品庚申塚群」と呼称することとした。 

 

図１ 保品庚申塚群の位置地図 （作成：荒川好弘） 

 

図２ 庚申塚群の見取り図 （作成：荒川好弘） 

 



表１ 庚申塔一覧  （「市史 No.」は 注３の番号） 

 

 

No.
市史
No.

造立年月日 西暦 像容 形状 銘文（年月日略） 法量（㎝）

1 一-33
享保11･11･

庚申
1726

六臂合掌型
青面金剛像

駒型
〔ウーン〕奉新造青面尊像現當安穏祈所／保品村　講
輩十七人／享保十一丙午霜月庚申日

H108×47×23（台石を

欠く）

2 一-46

享保18･10･

吉 1733 青面金剛
笠付角柱型
（台石は別
物）

奉造立庚申講中十七人／（台石）郷講中／世話人／清
宮金吾　伊藤三□　清宮榮吉　山﨑元吉　清宮清記
仝 米造　仝 仙松

総高99　本体78×39×

26　台石21×48×41

3 一-59 元文5･11･吉 1740
六臂合掌型
青面金剛像

笠付角柱型 奉造立青面金剛童子[　　]（「面」「剛」は異体字） H66×49×37

4
一-66

延享3･11･吉 1746 三猿
笠付角柱型
（笠は別
物）

青面金剛尊／保品邑講中　小林権十郎　金子傳四郎
中嶋傳七郎　小林清次郎　小林権三郎　今井傳藏　清
宮傳□郎／清宮傳三郎　清宮文次郎　清宮紋之焏　大
網庄次郎　山﨑宗次郎　相沢庄五郎　清宮伊三郎　山
﨑甚五郎

H96×42×40

5 一-77
宝暦元･11･

吉
1751 笠付角柱型 〔カーン〕奉造立庚申青面金剛／保品村講中三拾人 H109×56×38

6 一-90
宝暦11･11･

吉
1761 笠付角柱型 〔ウーン〕庚申／南無青面金剛／保品村講中惣若者中 H129×50×44

7
一-

109
安永4･11･吉 1775

六臂合掌型
青面金剛像

笠付角柱型 講中廿七人
総高118　本体98×45

×36　台石20×46×36

8
一-

128
寛政6･11･吉 1794 日輪に種字

駒型（台石
は別物）

〔ウーン〕青面金剛尊／講中安全／保品村
総高120　本体93×33

×17　台石17×49×36

9
一-

136

寛政12･11･

吉
1800 三猿

駒型
庚申／保品村　村中安全／(台石）講中

総高102　本体80×32

×19　台石22×47×37

10
一-

157
文化6･11･吉 1809 三猿

駒型
〔ウーン〕保品村安全

総高120　本体95×33

×24　台石25×56×55

11
一-

337

明治15･10･

吉
1882 三猿 駒型

庚申塔／（台石）當村郷講中／願主　大網七郎右エ門
伊藤五左エ門　清宮八郎兵エ／セハ人　山﨑庄兵エ
清宮五郎左エ門　同  清右エ門　同  太良兵エ　藤縄喜

兵エ　清宮善兵エ　石井七右エ門　伊藤重右エ門　同

甚五兵エ　清宮惣兵エ　大網清兵エ　伊藤平右エ門
清宮清左エ門　同  紋兵エ　藤縄三郎兵エ　渡邊市兵

エ　藤縄伊兵エ　同  喜三郎

総高95　本体74×30×

28　台石21×50×50

12

一-

365 明治31･10･1 1898 駒型
庚申塔／(台石）郷講中／清宮與四郎　清宮辨之介

清宮倉次　清宮米造　清宮三造　山﨑初太郎　（他は
隣と接近していて読み取り不可）

総高99 本体75×30×29

台石24×53×53

13

一-

371 明治34･10･1 1901 自然石

庚申塔／世話人　小林重介　仝仁助　清宮吉五郎／講
中連名　今井重太郎　仝  利三郎　仝 幸助　清宮億太

郎　仝 浪太郎　石井藤太郎　清宮八造　仝  権造　仝

佐治良　中島準／(台石）南講中

H108×92×39

14
一-

378
明治41･10 1908 角柱型 庚申塔 H83×24×18

15
一-

424

文□□･11･

吉
駒型 青面金剛□ H30×29×12(下部欠損)

16
一-

430

不明（17世

紀後半か）
1670前

後

三猿（三面
に一匹ず
つ）

(破損)

□諸願成就二世安樂攸／星名村郷願主廿六人敬白／勘
右衛門　久左衛門　□左衛門　□右衛門　春□　□兵
助／六右衛門　左傳次　源七郎　藤左衛門　長兵衛
権左衛門　長左衛門　□□衛門　傳左衛門　□□衛門
□左衛門（他7名以上読み取り不可）

H34×24×18（上部欠

損）



表２ その他の石造物 

 

 

２．特徴ある庚申塔 

（１）保品最古の三猿三面彫庚申塔の残欠（No.16） 

塚Ｃの左裾に半ば埋まった状態で見つかった角柱型庚申塔の下部残欠には、左右正面

に各一猿が浮彫りされ、「諸願成就二世安楽攸／［  ］ 月吉日／星名村郷願主廿六人

敬白」と二十数名の人名が列記されている。上部が欠損しているので年銘は不明である。 

地名「星名」は、中世に使われた郷名で、文

和２年（1353）「二階堂成藤奉書」と寛永２年

（1625）の遠山氏への「知行宛行状」で確認で

き、また江戸時代初期の寛永から延宝期は「保

科」とも記された（注４）。文献では慶長７年

（1602）の「保品村古水帳田畑」、石造物では、

年銘のある正徳４年（1714）銘の十九夜塔以降

すべて「保品」となっている。 

この三面下部に三猿を一匹ずつ浮彫りする

庚申塔の形式は、八千代市内最古の吉橋の高本

八幡社の万治３年（1660）銘の笠付角柱型の庚

申塔の系譜をひく。 

近隣でこの形態を継ぐのは、佐倉市新町嶺南

寺の寛文３年（1663）銘塔、印西市浦部原新田

庚申塚の寛文７年（1667）銘、八千代市 萱田飯

綱神社下の延宝元年（1673）銘などの庚申塔で

ある（注５）。これらの像容と銘文を比較すると、当石塔の建立時期は寛文期（1661～

1672）と推定され、保品の庚申塔群の中では最古の庚申塔である。 

No. 種　類
市史
No.

造立年月日 西暦 像容 形状 銘文（年月日略） 法量（㎝）

17 十九夜塔
二-1-

103
大正4･7･12 1915

角柱型

〔サ〕十九夜塔／西神野平戸　北保品中
央／東先崎臼井　南米本大和田／セハ人
郷講中　伊藤鴻作　清宮栄吉　藤縄ナミ
（他女性名25人）／南講中　清宮ウテ

（他女性名10人）

H76×31×19（下

部埋没）

18 二十三夜塔
二-2-

23
文化9･2･吉 1812 駒型

二十三□□□菩薩／東さくらみち　左ハ
神ノ村ちんほう道／右ハ吉田村きをろ志
ミち

総高87　本体67

×29×19　台石20

×53×47

19 手洗石
九-3-

15
文政8･8･吉 1825 手洗石

奉納　万人講／願主　三郎兵衛　清左エ
門　定右エ門　七右エ門

H65×75×42

20 馬頭観音塔 明和2・3・吉 1765
馬頭観
音坐像

舟形光
背型

奉建立　保品村講中 H54×28×16

21 台石 不明 方形 講中 H35×58×59

 

No.16 三猿三面彫庚申塔残欠 



表３ 特徴ある庚申塔 写真 

 

No.１ 享保 11年（1726） 

 

No.２ 享保 18年（1733） 

 

 

No.３ 元文５年（1740） 

  

No.４ 延享３年（1746） 

 

No.７ 安永４年（1775） 

 

No.10 文化６年（1809） 

 

（２）中期の巧みな彫りの青面金剛像庚申塔４基（No.１、No.２、No.３、No.７） 

北総における中期（享保 1716～享和 1803）の庚申塔は、青面金剛像を浮彫りした像

塔最盛期となるが、保品の庚申塚群でも、中期の９基の庚申塔のうち４基が精巧な青面

金剛像塔である。像容は、市内では合掌型六臂像のほか剣持型六臂像も見られるが、こ

の塚群では４基とも合掌型六臂像である。 



享保 11年（1726）銘の駒型青面金剛像塔（No.１）は、前へ倒れ、三猿部分が埋もれ

ていたが、立て直してみると、ふくよかな丁寧な彫りの像塔であった。 

享保 18年（1733）銘の庚申塔（No.２）は、笠付きの角柱型で、端正な彫りの像塔で

ある。「郷講中」銘の台石は、「清宮金吾」など７人の世話人の名前が近代以降の氏名で

あることから、本体と台石は入れ違っていると思われる。 

元文５年（1740）銘塔（No.３）も笠付き角柱型の青面金剛像塔である。像の胸まで

土中に埋まっていたので、土を除けてみると、像の足元より下の部分が欠損していた。

右面の銘は、「奉造立青面金剛童子（以下欠損）」、左面は「元文五庚申十（以下欠損）」

で、庚申のこの年は、北総全体でも庚申塔が多く建てられた年である。青面金剛像の姿

は雄渾な力強い彫りで、特に頭部の怒髪は山型に三裂に外反して大きく広がるユニーク

な表現である。中期のこのような豪快で力感あふれた像は、市内では、延享２年（1745）

銘の勝田字新山の庚申塔や、寛延４年（1751）銘の吉橋寺台字西芝山の庚申塔へと継承

されていく。 

安永４年（1775）銘の庚申塔（No.７）は、塚Ｂに単独で建てられ、「庚申様」として

注連縄で結界されて、今でもオビシャ当番により祭祀が行われている。青面金剛像は、

再び小ぶりになり、端正ではあるが力強さはない。左面に「講中廿七人」とあるが、台

石は無銘で建立主体者などはわからず、この塔だけが特別に礼拝対象になっている由縁

については謎である。 

 

（３）三角形状に配置した三猿が特徴の庚申塔 

延享３年（1746）銘庚申塔（No.４）は、塚Ｃの裏側の裾に再建された４基の石塔群

にあり、中央前向き、その下に左右内向きに、大きな三角形△状に配置した三猿が特徴

である。 

この三猿のデザインは、享保期から宝暦期に印西市域など北総で流行した青面金剛像

庚申塔と像のない文字塔の三猿に画一的にみられる形である（注６）。後者の類型は、印

西市物木庚申塚や同市角田などにあり、北総では 17基以上を数える。 

また石塔の笠部は、他の石塔の蓮弁の台座を逆さまにしたものである。さらに本体の

左右に 15 名の記名があるが、近現代の氏名であることから、別石の台座を笠として付

けて再建した際の追刻と考えられる。 

 

（４）主尊が種字「ウーン」の庚申塔 

文化６年（1809）銘の庚申塔（No.10）は、上に日月と下に三猿、中央に瑞雲の上に

乗る大きな日輪に青面金剛の種字である梵字「ウーン」を一字刻んだ瀟洒なつくりの駒

型の塔である。 

保品を含めて、江戸中期終わりの天明期（1780年代）ころからの庚申塔は、青面金剛



像塔から三猿付文字塔に替わり、後期はほぼすべてが単調な駒型の文字塔の時代になる。

そのような風潮の中、自然石型や文字の書体などの意匠に凝る個性的な石塔も各地で見

受けられるが、種字一字を強調する庚申塔は他に類を見ない。日月と三猿、瑞雲の彫り

も優れていて、文化期の珍しい庚申塔である。なお、台石にも三猿が彫られているが、

これは別の庚申塔の台石であろう。 

 

表４ その他の石塔写真 

 

No.18 二十三夜塔 文化９年 

 

No.19 手洗石 文政８年 

 

No.20 馬頭観音塔 明和２年  

No.21 台石 

 

３．庚申塔以外の石造物 

文化９年（1812）銘の二十三夜塔（No.18 注７）は、正面の主尊名「二十三夜□□

菩薩」のほか、右面に「東さくらみち／左ハ神ノ村ちんほう道」、左面に「右ハ吉田村き

をろ志ミち」道標付きで、道標の指示する方向と地名から推測すると、他所から移動さ

れたと思われる。 

塚Ｂの裾には、文政８年（1825）銘の手洗石（No.19）がある。正面に「奉納／万人

講」、左面に「願主／三郎兵衛 清左エ門 定右エ門 七右エ門」の銘がある。幅 75㎝

とやや大きめの手洗石で、おそらく明治 15年の『千葉縣神社明細帳』に「無格社、庚申

塔、祭神：猿田彦命、由緒：不詳、社殿間数：間口三尺奥行一間、境内坪数：百三拾六

坪」と記載されている神社（注８）が塚Ｂに建てられてあり、その奉賽物であったと推

定される。 

明和２年（1765）銘の馬頭観音像塔（No.20）は塚Ｅの裾に埋没していた状態で見つ

かった新発見の馬頭観音塔である。保品のソーマンド（馬捨て場）は、十九夜塔のある



十字路を直進したすぐの場所（字間谷）にあり、安永６年（1777）銘から昭和16年（1936）

銘の 23 基の馬頭観音塔が立ち並んでいる。No.20 の馬頭観音塔はそれらより古く、お

そらく塚Bに安永４年（1775）銘庚申塔（No.７）を建て神社として祀った以降に、聖

域としての庚申塚群とは区別して、現在の位置にソーマンドが整備されたと考えられる。 

 

おわりに 

かつて里道沿いに塚と石塔が立ち並んでいた保品の庚申塚も、道が廃れるとともに、

人気のない森の中の塚群となっていた。 

今回、その塚群の草木を払い眠っていた庚申塔 16基と、新発見の馬頭観音塔など 21

基の石造物を調査した。16基の庚申塔には、江戸中期の威風堂々とした青面金剛像塔や、

江戸前期と推定される三面に一匹ずつの猿像を浮き彫りした石塔もあり、また馬頭観音

塔は明和２年（1765）に「保品村講中」が建てたものであった。 

これらの庚申塚群の形成の過程や、江戸時代から近代にかけての祭祀の状況などは、

未解明であるが、里道とともに昨今の開発による改変を受けていない点で、民俗資料と

して貴重である。 

最後に、庚申塚群調査でお世話になった保品の今井茂様に厚く御礼申し上げます。 

 

注 

１．石造物調査は、筆者および村田一男・畠山隆・菅野貞男・菅原賢男・青田博之・藤

村誠枝が、塚群の簡易測量と図の作成は、荒川好弘・松柴慎吾が行った。また調査

前の環境整備作業には、田中巌・鈴木康彦・宮井雄二ほか多数の会員が参加した。 

２．『ふるさと発見 八千代の道しるべ』 八千代市郷土歴史研究会 2001年 F07 

３．「石造文化財」『八千代市の歴史 資料編 近代現代Ⅲ 石造文化財』八千代市 2006年 

４．地名「星名」は、文和２年「二階堂成藤奉書」*1と寛永２年遠山氏宛「知行宛行状」

*2に、「保科」は寛永２年松平氏宛「知行宛行状」*2と延宝２年「村上正覚院釈迦

如来縁起」*1に、「保品」は慶長７年「保品村古水帳田畑」*3以降で使われている。 

出典：*1 鎌倉国宝館所蔵神田孝平旧蔵鎌倉文書（『八千代市の歴史 資料編 原始・

古代・中世』では「室町幕府御教書」）、*2菅野貞男「保品村の江戸初期の領主「知

行宛行状」にみる」『史談八千代』第 44 号 八千代市郷土歴史研究会 2019 年、*3

『八千代市の歴史 資料編 近世Ⅰ』八千代市 1989年 

５．蕨由美「高本の万治三年銘庚申塔とそのスタイル「三猿三面彫塔」の広がり」本誌 

６．石田年子「利根川中流域の石工某工房と生首持型庚申塔」『日本の石仏』№171 日

本石仏協会 2020年 

７．『ふるさと発見 八千代の道しるべ』 F08 

８．荒川好弘「保品の神社と寺院」『史談八千代』第 44号 2019年 
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