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3. 古墳・遺跡等

1. 今自治区の古墳・遺跡
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（1）今町遺跡（今町 8丁目）
今町遺跡は、第 2 東名高速道路建設の敷地内で平成 10 年と平成 12 年に発掘された、

今町元屋敷地区に所在する縄文時代から江戸時代までの複合遺跡です。現在の矢作川西
岸に近接する碧海台地の東端部に立地しています。矢作川はすぐ南で足助から流れる巴
川と合流し遺跡の南方には大谷川が流れています。

今町遺跡　遺構配置図（「今町遺跡Ⅱ」より）
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（イ）縄文時代
竪穴住居１棟と土坑数基が確認されています。約 4,000年前と思われる土器、石器
類が出土しており、縄文時代からこの地に人々が生活していたことが確認されてい
ますが、出土遺物が少ないため時期を特定するまでには至りませんでした。

（ロ）古代
竪穴住居と思われる遺構も含め、竪穴住居 97 棟、溝状遺構一条が確認されています。
特に、竪穴住居が多く検出され、古代の時期（約 1,300年前）にこの地に集落が展開
していたことが確認されました。一部の住居で主柱穴・貯蔵穴・周溝・カマド等の
施設が確認されています。遺物としては、須恵器（すえき）・土師器（はじき）、製塩
土器や土錘（どすい）等が確認されています。

【用語解説】
須恵器：古墳時代中期以降に日本で生産された陶質の土器で、朝鮮半島より伝わっ
　　　　たとされています。
土師器：弥生土器の流れをくむ土器で、古墳時代以降に使用されたものです。
土　錘：漁網・釣り針用の土製のおもり

（ハ）中世
掘立柱建物が 12 棟確認されています。時期が確認できた建物は、中世 3 棟、江戸時
代後期 1 棟で、残り 8 棟は時代の特定ができませんでした。土坑墓は 25 基確認され
ています。比較的矢作川に近いところに集中しており、本遺跡の南西に位置する渡刈
の水入遺跡においても 380 基におよぶ土坑墓が確認されていることから本遺跡との関
連があるのではないかと考えられ、この地域に墓域が広がっていた可能性が高くなり
ました。標高が比較的高い場所で遺構が確認されています。僅かですが、古代に続い
て中世においても、この地で人々が活動していたことが確認されています。

【用語解説】
掘立柱建物：地面に直接柱を立て屋根を葺きかけたもので、底部に小石や平石を
　　　　　　置くものもあります。　
土　坑　墓：地面に穴を掘って遺骸を埋葬した墓

（ニ）戦国時代～江戸時代前期
出土遺物の大半は土器・陶磁器類で、他に瓦類、石製品、金属製品が見られます。
しかし、戦国時代・江戸時代と遺物を分類することはできませんでした。

（ホ）江戸時代後期
掘立柱建物が 1 棟、溝十数条、道路状遺構 4 条、井戸 5 基、池状遺構 1 基、土坑等
が確認されました。「今村絵図（グラビア参照）」に見られるように、屋敷地とその周
辺には水田が広がっていた情景が確認されています。出土遺物は土器・陶磁器類が
大半を占め、他に瓦類・木製品・石製品・金属製品が確認されています。
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今町遺跡　０６A・B 区全体（北東から見る）

掘立柱建物跡（戦国時代）

素掘り井戸（室町時代）　

　０６C 区２面全体（南西から見る）

　石敷遺構（時期不明）

石組井戸（江戸時代後半）

今町遺跡【遺構】（「今町遺跡Ⅱ」より）
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溝（戦国時代）　

土坑（戦国時代）

打製石斧

溝（江戸時代後期）

土坑（江戸時代前期）

ナイフ形石器

今町遺跡出土品（「今町遺跡」より）

今町遺跡【遺構】（「今町遺跡Ⅱ」より）
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製塩土器

高杯（たかつき）

　　　小皿　　

内耳鍋

《古代～中世》出土品　（「今町遺跡」より）

《戦国時代～江戸時代前期》出土品（「今町遺跡Ⅱ」より）

土錘

𤭯（はそう）（酒器と考えられる）

片口鉢

茶釜

　鉢

天目茶碗

《戦国時代～江戸時代前期》出土品（「今町遺跡」より）
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腰錆茶碗（こしさびぢゃわん）

徳利（とっくり）

灰落とし

鎧茶碗（よろいぢゃわん）

灰釉猪口（かいゆうちょこ）

仏飯具（ぶっぱんぐ）

灰釉丸碗（かいゆうまるわん）

練り鉢

《江戸時代後期》出土品（「今町遺跡Ⅱ」より）
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（2）今町宮之後遺跡（豊田市今町 4丁目）
神明社の北側に位置する遺跡で、矢作川の西岸段丘面の標高 28 ｍ前後の平坦面に立地

していました。この遺跡は安永川の改修工事に伴い発掘調査が行われました。その結果
古代から江戸時代まで続く遺跡であることが確認されました。

古代では、緩やかに傾斜する段丘面に竪穴建物が 15 棟確認されています。竪穴建物は、
方形で壁溝（へきこう）を巡らし、北辺か西辺にかまどを設けていました。竪穴建物のう
ち大型のものは一辺 6 ｍ以上、小型のものは一辺 4 ｍ程のものが確認されています。一
方、矢作川が運んだ土砂で作られた自然堤防の微高地には 2 間× 2 間（約 1.8 ｍ× 1.8 ｍ）
の総柱の掘立柱建物が 2 棟確認されています。この掘立柱建物と竪穴建物の間には柵列
と考えられる柱穴列が確認されています。この柵列の総延長は確認されているだけで 53
ｍ以上の規模となり、両者の間を区画するようなものであったと思われます。掘立柱建
物と柵の関係を考えると居住地域と隔離させた矢作川に面した倉庫群などが存在してい
たとも想定されます。

出土遺物としては、須恵器の杯身・杯蓋・高杯・盤（ばん）、土師器の甕（かめ）、土錘
などが出土しています。これらの遺物の中心時期は 7 世紀後半から 9 世紀前半と考えら
れることから、この時期に集落が営まれていたと推測されます。

中世の状況は、古代に比べ遺構は非常に少なく、調査区南部で井戸や柱穴、塚の可能
性を示す溝などが確認されおり、近くに集落が展開していた可能性が考えられます。

出土した遺物としては山茶碗や小皿、常滑焼の甕や片口鉢などがあります。これらの
遺物から中世の主体となる時期は 13 世紀後半であると考えられます。

江戸時代中期以降、低地であったこの遺跡は、矢作川の洪水などによる土砂が厚く堆
積する土地へと変貌を遂げています。こうした土地に新しく溝を開削して石積を施して
畑などを作り出し、生産域を広げていたと考えられます。調査の結果、度重なる洪水と
区画の細分化を繰り返した様子が確認されています。

調査の結果を 3 期に区分して追ってみます。
1 期では調査区中央を東西に走る溝が東寄よりで南に蛇行しており、この溝の北側に

南北に走る溝が東西の溝にぶつかる形で存在しており、調査範囲では 7 区画に仕切られ
ていました。

2 期になると中央の溝の幅が広げられ、溝の南にも南北に走る溝などが作られ、区画
は 8 区画となっていました。

3 期にはさらに溝が開削され区画の細分化が進み 12 区画が確認されています。
出土した遺物は天目茶碗（てんもくちゃわん）・丸碗・碗・馬の目皿・皿・向付（む

こうづけ）・仏餉具（ぶっしょうぐ）・擂鉢（すりばち）・薬壷の蓋・甕・平瓦などがあ
ります。これらの遺物から江戸時代の主体となる時期は 18 世紀前半から中頃と考え
られています。
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今町宮之後遺跡　遺構配置図（古代）（S＝ 1/500）（「今町宮之後遺跡」より）
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1：甕（かめ）　2：高杯　3：土錘　4：土錘　5 ～ 7：杯身　8：甕　9 ～ 12：杯身

今町宮之後遺跡出土品（古代の遺物）（「今町宮之後遺跡」より）

今町宮之後遺跡（近世の石積と溝）（「今町宮之後遺跡」より）
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（3）河合遺跡（河合町 1丁目 11）
豊田大塚古墳の南に緩やかにのびる斜面地約 2 アールに広がる遺跡で、ナイフ形石

器や細石器（さいせっき）・石鏃（せきぞく）・石錘（せきすい）等の石器に混じり多くの剥
片（はくへん）が発見されました。これらの出土した石器から旧石器時代から縄文時代中
期頃の遺跡と考えられますが、現在は宅地開発などにより遺跡の大部分は削られ消滅し
ています。

（4）豊田大塚古墳（河合町 1丁目）
豊田市の旧市街地は矢作川沿いでも低い方に位置しています。この部分を取り巻くよ

うにいくつかの台地があり下林・下市場・長興寺のある台地、さらに１段上のトヨタ自
動車の本社のある台地などです。豊田大塚古墳はこのトヨタ自動車本社のある台地南端
の肩の部分に位置しています。

 　 

第 11 代垂仁天皇（西暦元年頃）の第 1 皇子大碓命（おおうすのみこと）の御陵が猿投神
社西宮にあり、その第 12 皇子の弟落別王（おちわけのみこ、三川之衣君祖）の系統をひく
豊田大塚古墳は、この地域最古のものと考えられています。　　

この地域の古墳時代は文化の栄えた地で、末野ケ原、花園山（村積山）に近く古代皇族

ナイフ型石器（S ＝ 2/3）

豊田大塚古墳

細石器（S ＝ 2/3）

河合遺跡出土品（「豊田市史」一巻、第 2章、図 2-7,9 より）
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の鷹狩の地でもあったと伝えられています（伝説によれば三河王朝時代があったとさえ伝
えられる地です）。

近くの村積山の麓の奥殿には天皇の御手植え桜があり、桜の名所となっています。

この豊田大塚古墳上に安政 4 年（1857）頃に忠林行者が木曽御嶽神社（長野県御嶽山）よ
りご神体の分体を運び御嶽神祠を祀りました。その頃古墳の上部横穴式石室は一部荒ら
されていました。西山室、長興寺秋葉山あたりの古墳は同時期には見るかげもなく荒ら
され、昭和 22 年（1947）頃には石鏃（せきぞく：石で作ったヤジリ）が畑で拾われるほど
でした。豊田大塚古墳が荒らされずに保存されたのは、この忠林行者とその頃の御嶽講
信者の人々の功績と言えます。

豊田大塚古墳は昭和 38 年（1963）に発掘調査され、5 世紀前半の当地の主的豪族の円
墳と推定されました。

 （昭和 44 年（1969） 6 月 23 日愛知県指定史跡に指定されました）

発掘調査の結果次のようなことがわかっています。
豊田大塚古墳の墳丘は二段築成の円墳で残存規模は直径約 30 ｍ、高さ約 3.4 ｍ（上段

約 2 ｍ、下段約 1.4 ｍ）で、墳丘には須恵器の円筒埴輪が置かれていたと考えられていま
す。石室は二つ存在しており、竪穴式石室と横穴式石室が確認されました。竪穴式石室
は残存していた規模で長さ約 1.4 ｍ、幅約 0.4 ｍ、高さ約 0.7 ｍとなっており、床面には
40cm 程の平石が敷かれ隙間に小石と青白色の粘土が詰めてありました。横穴式石室は平
面形が撥形をとり、規模は長さ 8.7m（玄室 4.95m、前室 1 ｍ、羨道 1.5 ｍ）、幅は最大
で 2.47 ｍ、最狭で 1.75 ｍ、高さは奥壁周辺で 1.5 ｍとなっていました。石室の天井部
分には石はなく木材などを組んで天井を作っていたと考えられています。また奥壁と側
面の石には赤色顔料での彩色が施されていました。床面は白砂を 1cm 程度敷き詰めた上
に 4 ～ 6cm 程度の小礫を 2 段に敷き詰めてあり、棺を置いたと考えられるあたりに大ぶ
りな平石が置かれていました。

副葬品は種類も多く、装身具類（変形獣文鏡 1・勾（まが）玉 3（ヒスイ製 2、メノウ製 1）・
管（くだ）玉 24・棗（なつめ）玉 10・丸玉 164・小玉 107・耳環（じかん）（銀環 3、銅環 1、
天冠 1、鉄地金張帯状金具 1）・利器類（直刀 6（太刀 4、小刀 2）、刀子（とうす）4・鉄鏃（て
つぞく）多数）・馬具類（鉄製轡（くつわ）金具一式 1、金銅張鏡板（こんどうばりかがみいた）

豊田大塚古墳石室 豊田大塚古墳傍の御嶽神祠
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（銜（はみ）・引手付属）2・引手壺 2・鉸具 4・鉄地金張雲珠（てつじきんばりうんじゅ）1・
脚金具 5・責金具 5・飾り鋲 3・鋲 3・座付金具 1・縁飾り金具若干）・生産用具（土製紡
錘車（どせいぼうすいしゃ）1）・須恵器（すえき）（蓋坏（ふたつき）（蓋 6、身 14）・器台
付四連蓋坏（きだいつきよんれんふたつき）3・提瓶 1・𤭯（はそう）1・小型坩（こがたか
ん）1・長頸坩（ちょうけいかん）1・脚付坩（あしつきかん）1・脚付有蓋短頸坩（あしつ
きゆうがいたんけいかん）2・器台付有蓋短頸坩（きだいつきゆうがいたんけいかん）1）・
土師器（坩 2、碗 1、高坏 8）・埴輪（蜂ノ巣状多孔丸頭円筒埴輪（はちのすじょうたこうま
るがしらえんとうはにわ）1）・水銀朱などが出土しており、豊田市内の古墳としては最
も豪華ものでした。

こうした豪華な副葬品や古墳の位置から南東 1.1km には巴川と矢作川の合流点がある
地理的環境を考えると、古墳の被葬者は交通あるいは文化のルートである矢作川の制航
権に関わりのあることを強く示唆していると言えるでしょう

横穴式石室前景（東から）

石室奥壁前の遺物群（西から）

豊田大塚古墳（「豊田大塚古墳発掘調査報告書」より）

石室奥壁東南隅の遺物群（北西から）
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蜂ノ巣状多孔丸頭円筒埴輪

器台付四連蓋坏

小型坩 𤭯

豊田大塚古墳出土品（「豊田大塚古墳発掘調査報告書」より）

蓋坏

脚付坩

器台付四連有蓋短頸柑

長頸坩

脚付有蓋短頸柑
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勾玉・管玉・棗玉・及び小玉

豊田大塚古墳出土品（「豊田大塚古墳発掘調査報告書」より）

耳環・鉄地金張装身具類変形獣文鏡
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直刀

轡一式

豊田大塚古墳出土品（「豊田大塚古墳発掘調査報告書」より）

鉄鏃鋲類・紡錘車・刀子
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（5）薬師山（やくしやま）古墳（今町 3丁目 7）
現在、今町 3 丁目の住宅地になっている部分にあった古墳で、矢作川の河岸段丘（かが

んだんきゅう）端に立地していました。昭和 38 年（1963）2 月にブルドーザーによる開
墾作業により削られ消滅しています。消滅する前に簡単な調査が行われたことで記録が
残されていました。

古墳の形状は円墳で、墳丘（ふんきゅう）の規模は残存している状態で直径約 6 ｍ、高さ
約 1 ｍ。調査当時の状況は、墳丘の下部に石室の天井石などが散乱し、中にたまっていた
土の状態などからかなり古い時代に盗掘が行われた後埋め戻されたものと考えられていま
す。石室については、墳丘の中央部に石室の両側壁（そくへき）をつくる石がひとならび程度
残っていたため形状と規模が確認されています。石室は東向きの横穴式石室で長さ約 3.6 ｍ、
幅は奥壁部で 1.25 ｍ、奥壁から中央へ 1.6 ｍのところが最も広く 1.35 ｍ、それより両側壁
とも緩やかに幅を狭め、東端部においては 1 ｍとなっていました。

遺物については、盗掘を免れたと考えられる石室の奥壁付近から発見されています。
奥壁の左右両隅に、須恵器（すえき）の提瓶（ていへい）が 1 個ずついずれも奥壁に口縁部
を向けて斜めにもたせかけた状態で発見されました。南隅のものが小型で、北隅のもの
が大型のものでした。そして奥壁の反対側には支え石が置かれていました。この２個の
提瓶の中間に須恵器の蓋（ふた）をきせた杯（つき）が２つ並んで見つかっています。この
杯の間に鉄製品がかたまって発見されたようで、その内訳は鉄鏃（てつぞく）が 15 点、刀
子（とうす）が 2 点となっています。須恵器は 6 世紀前半のものと考えられ、古墳の築造
時期もおおむねこのころであると考えられます。またこれ以外に中世に属すると考えら
れる小皿が 4 点出土してします。

豊田大塚古墳出土品（「豊田大塚古墳発掘調査報告書」より）

馬具類その他鏡板・雲珠・縁飾り金具
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薬師山古墳出土品（「池ノ表古墳」より）
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（6）池ノ表古墳（今町 1丁目 82）
現在、マンションの広場部分の下にあった古墳で、矢作川を望む河岸段丘が東に延び

る舌状台地の先端標高約 40 ｍ付近に立地していました。平成 4 年にこの付近の開発に伴
い発掘調査が行われ古墳の残存部分はそのまま埋設されています。

墳丘は、外護列石（がいごれっせき）に囲まれた二段築成の円墳となっています。一段
目は直径が 17 ～ 18 ｍ、高さが最大で約 1 ｍ、一段目から二段目の立ち上がりの間に幅
約 1.5 ｍの平坦な部分があり、その上の二段目は直径が約 12 ｍ、高さは残存高で 0.5 ｍ
程となっていました。墳丘全体の高さは残存している状況では約 2 ｍでしたが、石室の
奥壁の高さが 3.22 ｍあることを考えると築成時はそれ以上の高さがあったものと考えら
れます。

墳丘の周囲には溝があり、規模は幅が約 2 ｍ、深さが約 0.25 ｍとなっていました。確
認できたのは石室後背部から墳丘東側の部分のみでしたが、もともとは古墳全体を溝が
巡っていた可能性が考えられます。

石室は主に花崗岩を使用した横穴式石室で、構造は遺体を安置する玄室（げんしつ）、
内部通路となる羨道（せんどう）、入り口部分にあたる前庭（ぜんてい）からなる単室構造
で、それぞれは側壁から立柱石（りっちゅうせき）をせり出させることで区分されていま
す。玄室は全長 5.1 ｍ、幅は中央部が胴張りで膨らんでいるため奥壁部と玄門（げんもん）
部で約 2 ｍ、中央部で 2.6 ｍ。奥壁は高さ約 1.1 ｍ～ 2.1 ｍの巨石を組み合わせて構成
しており、石室床面からの高さは約 3.2 ｍとなっていました。羨道部の規模は長さ 1.96
ｍ、幅 1.5 ～ 1.72 ｍ程でした。前庭部は側壁を有しており、石室主軸における長さは 2.47
ｍとなっています。前庭の側壁部は墳丘一段目に巡る外護列石につながっていたものと
考えられますが、その周辺がかく乱を受けていたため確認はされていません。羨道部か
ら前庭部にさらにその前方へは墓道と考えられる幅広の溝が延びており、規模は長さ 4.43
ｍ、最大幅 1.65 ｍ、深さ 0.2 ～ 0.36 ｍとなっています。

古墳から出土した遺物としては、石室内部から須恵器の高杯（たかつき）・平瓶（へいへ
い）・提瓶（ていへい）・脚付長頸壺（あしつきちょうけいこ）・直口壺（ちょっこうこ）など、
装身具の耳環（じかん）・勾玉（まがたま）、馬具の轡（くつわ）・鐙靼（みずお）・飾金具な
ど、鉄製品として鉄鏃などが見られます。羨道部からは須恵器の高杯・横瓶（よこべい）・
提瓶・直口壺などが出土しています。前庭からは杯蓋（つきふた）・杯身（つきみ）・高杯・
提瓶など、装身具の金環（きんかん）、馬具の鞖（しおで）などが出土しています。墳丘裾
部からは、須恵器の杯蓋・杯身・高杯・短頸壺（たんけいこ）などが出土しています。

これらの出土遺物の作られた時期などから考えると池ノ表古墳は 6 世紀中葉に築造さ
れ、7 世紀中葉まで追葬あるいは祭祀が行われていたと考えることができます。
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池ノ表古墳　石室開口部（「池ノ表古墳」より）

池ノ表古墳　全景（「池ノ表古墳」より）
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池ノ表古墳出土物（「池ノ表古墳」より）

墳丘出土遺物

羨道出土遺物

玄室出土遺物

前庭出土遺物
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1　環状鏡板付轡（かんじょうかがみいたつきくつわ）
　   1-1、1-2　引手（ひきて）　　1-3、1-4　鏡板（かがみいた）
2　鐙靼（みずお）
3　鞖（しおで）
　   3-1 鋲脚部（びょうきゃくぶ）　3-2 円環部（かんじょうぶ）　3-3・4 鉄棒部
4　飾金具

装身具

池ノ表古墳出土物（「池ノ表古墳」より）

馬　具
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（7）小猿投（こさなげ）遺跡（今町 1丁目 50）
　私立大和幼稚園付近から南斜面にかけて広がる遺跡で、細石刃

（さいせきじん）や石鏃・有舌尖頭器（ゆうぜつせんとうき）等の石器
に混じり多くの剥片が発見されました。出土したこれらの石器から
旧石器時代後期から縄文時代早期頃の遺跡と考えられますが、現在
は宅地開発等によりその大部分が削られ消滅しています。

有舌尖頭器（S＝ 2/3）
小猿投遺跡出土品

（「豊田市史」一巻、第 2章、図 2-8 より）

その他の今村の遺跡（「豊田市の遺跡」より）

遺跡名 所在地 時　代 概況・備考

8 大谷古墳 水源町３丁目２１ 古　墳 須恵器出土、開発により消滅

9 寄畔遺跡 水源町４丁目１ 縄　文 打製石斧・凹み石・石鏃等出土

10 萱野古墳 水源町６丁目５ 古　墳 須恵器出土、開発により消滅

11 水源山南古墳 水源町６丁目３ 古　墳 径１４m程の円墳、須恵器・鉄鏃等出土、開発により消滅

12 水源高根古墳 水源町２丁目４８ 古　墳 開発により消滅

13 水源山北古墳 水源町６丁目３ 古　墳 須恵器出土、開発により消滅

14 平子山古墳 水源町７丁目５ 古　墳 径１０m程の円墳

15 平子山北古墳 水源町７丁目１２ 古　墳 径１０m程の円墳、開発により消滅

16 新切３号墳 平和町６丁目４７ 古　墳 径１４m程の円墳、須恵器・鉄鏃等出土、開発により消滅

17 岩鼻古墳 平和町７丁目５６ 古　墳 径１６m程の円墳、埴輪出土

18 天王山古墳 平和町７丁目４７ 古　墳 径２０m程の円墳、須恵器出土

19 新切５号墳 平和町６丁目４７ 古　墳 開発により消滅

20 新切遺跡 平和町５・６丁目 先土器・縄文 ナイフ形石器・細石刃・石鏃等出土

21 新切４号墳 平和町５丁目３３ 古　墳 径１２m程の円墳

22 新切２号墳 平和町５丁目１７ 古　墳 開発により消滅

23 新切１号墳 平和町５丁目１７ 古　墳 径１０m程の円墳、開発により消滅

24 長田南古墳 平山町５丁目２０ 古　墳 開発により消滅

25 長田古墳 平山町５丁目１４ 古　墳 径１５m程の円墳、開発により消滅

26 根中１号墳 平和町２丁目５８ 古　墳 開発により消滅

27 根中２号墳 平和町２丁目２５ 古　墳 　

28 平山古墳 平山町４丁目１０ 古　墳 開発により消滅

29 初吹遺跡 平和町４丁目７１ 先土器・縄文 石鏃・尖頭器・細石刃・縄文土器等出土

30 平山遺跡 平山町４丁目１０ 先土器・縄文 細石刃・石鏃等出土

31 明治用水旧頭首工 水源町６・７丁目、室町７丁目 明　治 明治用水の導水施設
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2. 石仏・石碑・石塔

（1）岩神さん（塩釜神社・粟島神社）
伝説の項に出てくる天の夫婦岩が現在の神明社（八王子社）参道の途中左側にある畑の

中に北側と南側に大きな自然石で出来た岩神さんです。南側にあり北側を向いている岩
の神様が仙台の塩釜神社、北側にあり南向きの岩が粟島神社です。塩釜神社については
奥州仙台まで村の人が交代で代参をするという習わしがあったと言われています。また
北の岩を男神さん、南の岩を女神さん、一対で “ いそ神（いそがめ）さん ” と呼び、安産の
神として祀られているとの話しもあります。

昭和 15 年（1940）頃までは岩神さん周辺に幟が立てられて神明社の祭礼の時や塩釜神
社の７月の祭礼には近在のみならず遠方よりも多くの参拝者があったということです。

塩釜神社 塩釜神社（祠内部） 粟島神社

種　類 名　称 場　所 設置年代 設置理由

石　仏 塩釜神社（いそ神） 神明社門左横 　 安産の神（宮城県）

石　仏 粟島神社（いそ神） 神明社門左横 　 女性の病気回復、安産、子授け（紀伊か四国か？）

石　仏 御嶽神社 大塚古墳敷地内 　 木曽御嶽信仰で児玉氏が設置

石　仏 御鍬社 大塚古墳敷地内 　 五穀豊穣の豊受大神を祀り三重県、愛知県に多い

石　仏 不動明王 大塚古墳敷地内 　 不明

石　仏 役行者 集荷場 昭和初期 常行院西、個人設置

石　仏 六仏塚 ローソン周辺 江戸末期 死亡していた6人の浮浪人を１間四方に葬った場所

石　仏 六部塚 清徳、水田中 江戸初期 昔、六部さんが納経した塚

石　碑 忠林行者碑 児玉秀吉宅内 明　治 講中、個人設置

石　塔 庚申塚 成瀬司宅内 江戸時代 成瀬家個人設置庚申講を3年に渡って18回実施した記念に
塚の上に建てる

常夜燈 秋葉山常夜燈 常行院西 寛政11年
（1799） 秋葉講中、現在も継続されている
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塩釜さん　
海幸彦を助けた潮流の神様で東北鎮座・陸奥国一ノ宮として朝廷を始め、庶民の崇
敬を集めている鹽竈神社がご神体です。創建は明らかでないが平安初期には嵯峨天
皇の御代に編纂された “ 弘仁式 ” に “ 鹽竈神を祭る料壱万束 ” と記されており、かな
りの高額な祭祀料が奉納されていた事がわかっています。主祭神は鹽土老翁神（しお
つちおぢのかみ）、左宮に武づちの神（たけづちのかみ）、右宮に経津主神（ふつぬし
のかみ）、主祭神を別宮で祀っています。別宮は塩の神、安産の神として庶民の信仰
を集めました。

粟島さん
粟島神社―和歌山県和歌山市にある淡島神社で全国の淡島神社、粟島神社、粟嶋神
社の総本宮とされています。ご祭神は少彦名命（すくなひこなのみこと）、大己貴命（お
ほなむじのみこと）、息長足姫命（おきながたらしひめのみこと＝神功皇后）です。神
功皇后（170 年～ 269 年）は仲哀天皇の后で西暦 200 年に仲哀天皇が急死後、西暦
201 年から 269 年まで天皇代行となられました。お腹に子供（のちの応神天皇）を妊
娠したまま海を渡り朝鮮半島に出兵、新羅、高句麗、百済に遠征、三韓征伐として
有名。少彦名命は医薬の神様、神功皇后の息長足姫命は特に女性の病気回復や安産・
子授けなどに霊験あらたかとされて信仰されています。

（2）役の行者　
役の行者とは、奈良時代に大峰山などの山岳を舞台に活躍した修験者役小角（えんのお

づぬ）を言います。役小角は孔雀明王経法の秘法により不老不死と空中飛行の秘術を会得
して一切の悪病、災いを除く神通力を持っており、修験者の開祖とされています。豊田
市内には挙母地区、高橋地区を中心にして役の行者の石像が 65 体あります。その内の一
つが今町の行者像です。医療が発達していなかった頃、病気の平癒や、雨の無い年には
雨乞いの祈祷を行うなど役の行者信仰が盛んに行われてきたと言われています。

　

かつてはどの地区でも行者講を組織して大峰山へ代参していたようですが、時代と共
に講は終り、行者さんの祭りやお祈りのみとなってきたようです。

役行者堂と役行者像



48

（3）六仏塚
現在ローソンのある北側の道路周辺の地名が六仏塚（ろくぶつか）と呼んでいたそうで

すが、こんな話があります。
昔この周辺に 6 人の浪人（浮浪者）の死体を発見し、身元がわからないこの人たちを１

間四方の場所に葬り塚を作ったということです。それ以来六人の仏の塚として六仏塚と
呼ぶようになったそうです。また、この道路の先には応無所（焼き場とお墓のあった場所）
があったため、墓への道の案内者としての六地蔵がたてられていた場所でもあったと言
われています。

参考
（イ）六仏塚

昔、6 人の浮浪者がこの周辺で亡くなっていたため、正方形の塚を造り 6 つの石仏
を建てた、これを “ ろくぶつか ” と呼んでいたと言われています。

（ロ）応無所
応無所住而生其心（おおむしょじゅうにしょうごしん）を省略して呼んでいたものと
思われます。これは金剛経にある、応（まさ）に住（とど）まる処なくして其心（ごしん）
生ずると読む。捉われる事のないところに無碍（むげ）に自在の心の働きが現れる＝
何物にもとらわれない心で全てに当たれ、という意味です。

（ハ）六地蔵
①地獄道、②餓鬼道、③畜生道、④修羅道、⑤人間道、⑥天上道、人は死ぬと①～
⑥のどこかに行くが死んでから仏になるまでの道案内をそれぞれの地蔵さんが案内
してくれるというものです。六体からなる地蔵菩薩は弥勒菩薩がこの世に現れるま
での無仏の間、六道への救いの手を差し伸べるとされ各道に各地蔵が派遣されてい
るという考えに基づいています。

（ニ）六部塚
鎌倉幕府を開いた源頼朝や北条時政は、生まれてくる前すなわち前世には回国納経
をした六十六部であったと言われ、その善い報いによって立派な人に生まれ変わっ
たという信仰が流行したそうです。これに基づき江戸時代前期の元禄年間（1688 年
頃～ 1704 年頃）日本国中の六十六ヶ国を回り、その国の有名な神社・寺院に法華経
を書き写して奉納する風習が生まれました。その納経して回る行者のことを六十六
部、又は六部さんと呼んでいました。その六部さんが納経した場所、死んだ場所等に、
塚や石塔や地蔵さんを建てて供養したそうです。その場所を六部塚と呼んでいます。
今村の清徳橋周辺の水田の中に地蔵さんらしき石が建っていましたが、昭和 30 年代
に称念寺に移されました。
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（4）忠林行者の碑
伝説の項に述べた忠林行者を祀った碑はもと

もと河合町 6 丁目 93 番地にありましたが、市
道堤 ‐ 梅坪線の道路が平成 7 年に新設された
ため、現在は河合町 6 丁目 21 番地の 1 に移設
されました。

3. 灯籠

（1）秋葉山常夜燈
今町 8 丁目、常行院西にある秋葉山常夜燈は

江戸幕府第 11 代将軍、徳川家斉の時代、寛政
11 年（1799）に建てられたものです。

江戸時代 264 年の歴史の中、江戸の町に発
生した大火と呼ばれる大きな火事が 100 回以上
も発生しました。中でも被害の大きなものを江
戸の三大大火と呼んでいます。

① 明暦 3 年（1657）、本郷丸山の本妙寺な
ど 3 ケ所から出火し、死者 10 万 7 千人
の被害を出した “ 明暦の大火 ”。

② 明和 9 年（1772）、目黒行人坂の大円寺
から出火し、死者 14,700 人の被害を出
した “ 目黒行人坂の大火 ”。

③ 文化 3 年（1806）、芝高輪の車町から出
火し、死者 1,200 人の被害を出した “ 丙
寅の大火 ”。

このような江戸の大火の影響は当然地方にも
及び、地方の人々も火災による意識が高まり、
特に遠州、三河の地方では秋葉山信仰が盛んに
なったと言われています。秋葉詣や秋葉講が組
織され、秋葉山に参詣する人も多く見られました。当初、秋葉山常夜燈は秋葉山参詣の
街道沿いにある道しるべとして建てられていましたが、その後道しるべのみでなく、人々
の火伏せの神の信仰や地域の人々の火災安全を願って建てられたものが多くなってきま
した。そして現在も人々によって守られています。

参考
（イ）	秋葉山常夜燈

現在確認されている全国の秋葉山常夜燈の数は約 1,800 燈で遠州、三河に集中して
います。ちなみに豊田市は約 170 燈あります。この豊田市の秋葉山常夜燈に限って

忠林行者の碑

秋葉山常夜燈
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見てみると、建てられた時期は寛延 3年（1750）頃から大正 9年（1920）頃です。尚、
全国に存在している常夜燈のうち、遠州、東三河、西三河以外の地域にある常夜燈
は秋葉山の常夜燈ではなく、地神様はじめ他の神社、仏閣、商店街、等々色々なも
のがあります。

（ロ）秋葉山本宮秋葉神社
静岡県浜松市天竜区春野町にあり、標高 866 ｍの秋葉山を御神体山としています。
大寶元年（701）行基によって寺を創建とありますが、寺社の堂が建立されたのは和
銅 2 年（709）とされています。寺の名は秋葉寺と呼ばれていたそうです。その後、
鎌倉時代とも室町時代とも言われるが時期は定かではありませんが、三尺坊という
修験者がここで修行して後に秋葉大権現と呼ばれるようになったそうです。この三
尺坊大権現を祀る秋葉社と観世音菩薩を本尊とする秋葉寺が同じ境内にある神仏混
淆となっていました。明治 5 年（1872） 修験宗廃止令に伴い廃寺となりました。し
かし、地元の人々の強い要望から翌明治 6 年（1873）秋葉神社を再建し、祭神は火之
迦具土大神（ひのかぐつちのおおかみ）を祀りました。昭和 61 年（1986）現在の社殿
が再建され秋葉山本宮秋葉神社と言うようになり、全国に約 800 社あると言われる
秋葉神社の総本山です。

4. 汐差神社（糟目春日神社）

昔むかし、碧海の国の一番奥に 1 つの村がありました、隣の国、加茂の国と額田の国
の三郡が矢作川と巴川の交流点で三つの国に分かれている国境でありました。

三河の海の一番奥、河岸間（糟目）にあ
る、海水が満潮になるとここまで潮が来
たということで潮差というところの舟着
き場が入り口でした。

そこには海と川と山が交わるため暖
かな気候と山からの清らかな水、海の
塩水、そして山の鳥、野生動物、更に
は平野の山菜など食べ物も豊かなとこ
ろでありました。

ここに潮差の舟着き場があったという
ことは、現在の渡刈地区まで三河湾が来

ており、大潮の時には潮差しの舟着き場まで潮が満ちてきていたことを示しています。
伊勢地方からの三河への海産物の物流は舟で行われ三河湾の一番奥にある潮差しの舟着
き場に運ばれ更に巴川の上流へ、また矢作川を上って平戸橋方面へ送られて行ったとい
うことです。

ここは重要な到着点であったため海と人々の安全を祈願して神社が建てられ、その名
が潮差しの港の守り神として潮差し神社と呼ばれたようです。それ以後名前が塩差し神

汐差神社跡
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社、汐差神社、と変わってきたと言われています。

汐差神社跡の説明書きには次のように書かれております。
「矢作川畔の汐差神社　渡刈町で祭られている汐差神社は、昔三河の海（碧南）が満潮に

なると、川下から舟が上がってくる程汐が差してきたと言います。これを「汐差」と言い、
満潮・干潮の自然現象を利用して、農作物や味噌・醤油などを舟で運ぶ、物流の大動脈
に利用されていました。反面、水害にあう事もしばしばで、水難除け・商売繁盛のため
この神社が建てられたといい伝えられています。（渡刈町）」

延喜 5 年（905）第 60 代醍醐天皇により延喜式に正式に載せられることとなり、正位
糟目神社、三河国　碧海郡　鎮座　が当時の正式名でしたが、勝女大明神、塩指大明神、
糟目大明神とも呼ばれていました。糟目は地域の名称です。明治 5 年（1872）7 月に旧
額田県より「春日」の文字をもらい「糟目春日神社」となりました。

糟目春日神社は明治用水が完成した時も矢作川と明治用水の間にありましたが、矢作
川が大雨で氾濫するといつも被害にあっていたので、大正 3 年（1914）矢作川に沿って南
へ約 1km 下流の現在地に遷座されました。これが現在渡刈町にある糟目春日神社です

糟目春日神社（渡刈町）


