
調査研究報告書11

熊谷市指定文化財「赤城久伊豆神社本殿」建築概要調査報告

― 埼玉県熊谷市「赤城久伊豆神社本殿」の建築概要と彫刻意匠の特質を主題として ―

2020

山下祐樹

（熊谷市立江南文化財センター）

熊谷市文化遺産保存事業実行委員会・文化遺産研究会





調査研究報告書 11

熊谷市指定文化財「赤城久伊豆神社本殿」建築概要調査報告
あ か ぎ ひ さ い ずじんじゃほんでん

― 埼玉県熊谷市「赤城久伊豆神社本殿」の建築概要と彫刻意匠の特質を主題として ―

山下祐樹
（熊谷市立江南文化財センター）

Architectural material survey of Kumagaya City designated cultural property
"Akagi Hisaizu Shrine main architecture"

A survey on the architectural outline and the characteristics of the sculptural design of
the "Akagi Hisaizu Shrine main architecture" in Kumagaya City, Saitama Prefecture

YAMASHITA YUKI
（KUMAGAYA City KONAN Cultural Properties Center）

目 次

第１節 「赤城久伊豆神社」の概要と文化財指定の意義

第１項 建造物の概要と歴史的背景 ・・・ 2

第２項 調査と文化財指定の経過 ・・・ 2

第３項 文化財指定に関する抄録 ・・・ 3

第４項 赤城久伊豆神社本殿の現況建築図 ・・・ 4

第２節 「赤城久伊豆神社」の歴史と建築彫刻をめぐる考察

第１項 赤城久伊豆神社の歴史と社殿の構成 ・・・ 6

第２項 本殿建築の概要と彫刻意匠の特質 ・・・ 6

第３項 脇障子彫刻の技巧と主題 ・・・ 7

第４項 建築棟札と石原吟八郎の存在 ・・・ 8

資料編１ 赤城久伊豆神社画像集 ・・・ 9

資料編２ 赤城久伊豆神社に関する史料記載 ・・・ 16

資料編３ 文化財指定に関する掲載記事 ・・・ 19

参考文献・資料 例言

- 1 -



第１節 「赤城久伊豆神社」の概要と文化財指定の意義

第１項 建造物の概要と歴史的背景

赤城久伊豆神社本殿は、二間社流造で、確認された棟札に記されている銘から建立年は寛延３年（1750）
であると推定される。向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納

められている。

屋根は銅板瓦葺であり、旧来のこけら葺き（杮葺き）もその下に残る。全体の彫りは簡素であり、側面の

羽目彫刻などは存在していないが、前面左右の虹梁（こうりょう）と呼ばれている撓む部位の組み込み方は

技術の高さを示している。虹梁周辺の彫刻は、深く立体的に彫り上げる籠彫りと呼ばれる技法が施されてい

る。蟇股（かえるまた）と呼ばれる上部横柱中央の仔細な彫刻も残されている。

棟札には、三ヶ尻村（現・熊谷市三ヶ尻）の秋山藤八正勝が棟梁として建立を担ったことが記されており、

歓喜院聖天堂の彫刻にて多くの力量を発揮した石原吟八とその弟子の名も見える。上新田・諏訪神社本殿な

どの彫刻を担った前原藤次郎の他、石原系で主要弟子として名が知られているものの各地で銘が未確認であ

った深沢軍八の名があり、石原系彫物師の系譜に関する新たな情報となり得る。

国宝「歓喜院聖天堂」との関わりとしては、寛保２年（1742）の利根川の大水害から宝暦５年（1755）ま
での期間、聖天堂の工事が中断しており、建立年の銘からもこの時期の寛延３年（1750）、赤城久伊豆神社の
着工と完工がなされたことが分かる。他の社寺建築において石原系彫刻師の参画が明確に記されている棟札

等の事例は少なく、本殿建築の歴史的意義を補完するものである。この点からも赤城久伊豆神社本殿は、秋

山をはじめとする熊谷地域の大工・技術者が研鑽を重ね、石原系彫刻師との協働関係にあった初期の実例を

今に伝える歴史的建造物として、本市文化財にふさわしいと考えられる。

第２項 調査と文化財指定の経過

当該建造物は平成２８年（2016）６月に地元石原地区在住の当社総代組織から、熊谷市の文化財指定に向
けての意識を念頭に置いた建造物概要の調査依頼が熊谷市教育委員会（熊谷市立江南文化財センター）にあ

った。これに応じて同年７月に聞き取り調査を実施し、これを先駆けに関連資料及び建築概要を含む調査検

討を進めた。同年には風雨からの影響を防止するための建造物基礎部の嵩上げなどの措置が取られ、この事

業と合わせて着手業者による建造物測量と図面化が行われた。この情報と合わせて熊谷市教育委員会では建

築及び彫刻に関する調査と、木に書かれた墨字の古文書資料調査などによって得られた知見を集積した上で、

文化財的価値の再認識を進めた。

本調査による上記の評価概要に基づき、平成３０年（2018）３月２２日開催の熊谷市文化財保護審議会（会
長：菅谷浩之）において指定について協議を実施した。その協議において、当該の「赤城久伊豆神社本殿」

及び「常光院本堂」（上中条）の２件について熊谷市の文化財に指定するにふさわしいとの答申が出された。

これに基づき平成３０年３月３０日の熊谷市教育委員会において審議をしたところ、ともに承認され、同日

付で熊谷市の有形文化財（建造物）に指定された。
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第３項 文化財指定に関する抄録

赤城久伊豆神社本殿

①名称 「赤城久伊豆神社本殿」（あかぎひさいずじんじゃほんでん）

②種別・種類 有形文化財・建造物

③所在地 熊谷市石原１００７

④所有者 宗教法人赤城久伊豆神社 代表役員 篠田宣久（宮司）

位置図・概要写真
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第４項 赤城久伊豆神社本殿の現況建築図

図１ 平面図：赤城久伊豆神社本殿
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図２ 桁行断面図：赤城久伊豆神社本殿
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第２節 「赤城久伊豆神社」の歴史と建築彫刻をめぐる考察

第１項 赤城久伊豆神社の歴史と社殿の構成

赤城久伊豆神社（熊谷市石原 1007）は、室町時代後期、忍城主となった成田氏が用水堀（成田用水）を開
削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を建立したが、境内地が水流で浸食されるようになったこと

から赤城神社に合祀、赤城久伊豆神社となったと伝承されている。当地の石原は石の目立つ荒川河岸にあっ

たことに由来する。赤城神社は、群馬県宮城村（現・前橋市）の赤城神社からの勧請したものであり、久伊

豆神社は、忍領・妻沼領・騎西領・本庄領などを支配する豪族、成田氏の崇敬する神社であった幡羅郡成田

郷の鎮守、久伊豆神社（上之村神社）から合祀された経緯がある。

明治４２年（1909）、大字石原字坪井の伊奈利社・諏訪社・琴平社・白山社・字植木・字正天・字宿の各伊
奈利社、字天神の天神社・字天神前の神明社、字町の八坂社を合祀したと伝わる。

社殿は拝殿と中殿が接続し、本殿は独立し建立されている。社殿南側には富士森稲荷、小御嶽山が造形さ

れている。本殿の西側には五間社が、西南側に祭器庫と神楽殿が建立されている。本殿は、昭和４０年（1965）
年頃に最初の覆い屋が設置されたが、平成２６年（2014）２月の大雪被害により大きく毀損し、撤去するに
至った。その際、地面に接していた本殿の下部にコンクリート打設を施工し、かさ上げを行った。それと合

わせて、屋根の銅板葺きの改修が実施された。現在は社殿の改修が行われ、本殿の周囲には風からの防護ガ

ラス壁が設置されている。

第２項 本殿建築の概要と彫刻意匠の特質

本殿は、二間社流造りで、確認された棟札に示されている銘から建立年は寛延３年（1750）であると推定
される。向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められている。

これらの幣帛は、正徳５年（1715）９月２６日、神祇管領吉田兼敬から献じられたものである。棟札には、
三ヶ尻村の秋山藤八正勝が棟梁として建立を担ったことが示されており、歓喜院聖天堂の彫刻にて多くの力

量を発揮した石原吟八とその弟子の名も見える。大きさは正面×側面が、4.1ｍ×5.2ｍである。高さは鬼板
から基壇までを含み 7.0ｍである。
屋根は銅板瓦葺であり、旧来のこけら葺きもその下に残る。側面の羽目彫刻は存在せず、前面左右の「海

老虹梁」の組み込み方は技術的な高さを示している。虹梁周辺の彫刻は、深く立体的に彫り上げる籠彫りと

呼ばれる技法が施されている。上部横柱中央の「蟇股」における緻密な彫刻も残されている。左右の唐破風

側面は弁柄漆が塗られており、現在もわずかに色が残存している。また左右の唐破風奥の彫刻は鹿や植物な

どを題材にしており、木肌に白色化が見られることから、この部分については何らかの彩色が施されていた

ことが推測できる。外回り左右後方の彫刻は、透かし彫の技法が用いられ、人物像と植物を題材にしている。

左右の破風下の「懸魚」と「脇懸魚」についても力強い彫りが施され、装飾性を高めている。鬼板には金色

紋の飾金具が付随し、本殿の外観に存在感を与えている。左右の「大瓶束」は虹梁と接続し、一部精緻な彫

りが施され、弁柄が塗られている。四方における獅子の木鼻や頭貫についても意匠が加わり、独特の力強さ

を表現している。

正面上部の彫刻は「司馬温公瓶割図」を主題としており、国宝「歓喜院聖天堂」（妻沼）や埼玉県指定文化

財「諏訪神社本殿」（上新田）、熊谷市指定文化財「冑山神社本殿」（冑山）においても類似した作例を見るこ
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とができる。これは上州花輪村の石原系彫刻師が得意とした主題であり、関連建造物に多くの事例が確認さ

れている。

屋根の構造については、埼玉県指定文化財「上之村神社本殿」（熊谷市上之）の流造と同様に、重厚な屋根

が前面にせり出し、規模以上の印象を与える。また構造や意匠等に類似した部分も見受けられ、合祀等の経

緯も含めて、双方の建物の影響関係についても検討を要するところである。

明治時代の神仏分離政策により、同地近くに真宗寺（旧名、真宗密寺）が移転した。その寺社は元々、赤

城久伊豆神社の東側に所在していた。その寺社彫刻は、玉井村の名工で、江戸時代後半の同地域での彫刻技

術の伝承を担った小林源太郎によるものとされ、赤城久伊豆神社の本殿彫刻における修復等に際しての関連

を示唆するものと思われる。

第３項 脇障子彫刻の技巧と主題

彫刻師の系譜を踏まえた上で本建築において石原系とも表現し得る技巧派の粋が活かされている部位の一

つが脇障子にあり、本節ではその彫刻技法や主題に着目したい。

本殿においては羽目彫刻の設置が少ない点、または建立以降において彫刻が脱却したなどの状況を踏まえ

た時、正面における「司馬温公瓶割図」とともに貴重な部位として挙げられるのが左右の脇障子に施された

彫刻である。「許由巣父」であり、「許由」と「巣父」という中国古代の伝説上の２人の高士に由来している。

当時の権力者であった聖帝尭が自分の天下を譲るという申し出を聞いた許由は、耳が穢れたといって川の水

で耳を洗い、箕山に隠れたという。一方、川の下流にいた巣父は、穢れた川の水を牛に飲ませることはでき

ないとして、牛を牽いて引き返したといわれている。この伝説が描写され、北側の脇障子には「許由」が、

南側には牛を引き連れる「巣父」が登場している。２人の高士を表情豊かに、川面と牛の動的な様子が生き

生きと彫り込まれている。
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第４項 建築棟札と石原吟八郎の存在

赤城久伊豆神社社殿において保管されていた本

殿建立の棟札（右写真、部分）には、建立年の寛延

３年（1750）の表記と、三ヶ尻村の秋山藤八正勝
が棟梁として建立を担ったことが示されている。

他にも木挽、十六間村の根岸市平や上奈良の篠沢

源吉、小八林の堀忠七などの名が見えるなど、熊

谷地域各村の大工が本殿の建築に関わっていたこ

とが分かる。熊谷宿石工の松井清兵衛については

北関東地域の社寺建築や石碑等の建立を多く手掛

けた名工として知られている。

また、歓喜院聖天堂の彫刻にて多くの力量を発

揮した上州花輪村の石原吟八郎とその弟子の名も

見える。前原藤次郎（上新田・諏訪神社本殿など）

の他、石原系で主要弟子として名が知られている

ものの各地で銘が未確認であった深沢軍八の名が

あり、吟八郎門弟の彫刻師の系譜に関する新たな

情報となり得る。

歓喜院聖天堂との関わりとして、寛保２年

（1742）の利根川の大水害から、宝暦５年（1755）
までの期間、妻沼の歓喜院聖天堂の工事が中断し

ており、建立年の銘からもこの時期において赤城

久伊豆神社の着工と完工がなされたことが分か

る。また、他の社寺建築において石原系彫刻師の

参画が明確に示されている棟札等の事例は少な

く、本殿建築の歴史的意義を補完するものである。

なお、秋山が所在した三ヶ尻村には明和５年（1768）に「三ヶ尻八幡神社本殿」が建立されている。この
本殿は歓喜院聖天堂の棟梁であった林兵庫正清の技術的継承を担い、秋山からの影響を受けたとされる内田

清八が手掛けている。三ヶ尻村の大工棟梁や彫刻師を中心にした社寺建築の建立は、三ヶ尻龍泉寺などにも

その作例が見られ、その最たる好例が三ヶ尻八幡神社本殿であったが、平成時代に入り焼失し、部材及び建

築物資料に関する情報の大半が残存していない。この点からも赤城久伊豆神社本殿は、秋山をはじめとする

熊谷地域の大工・技術者が研鑽を重ねた初期の実例を今に伝えるものとして貴重である。
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資料編１ 赤城久伊豆神社画像集

赤城久伊豆神社社殿正面
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赤城久伊豆神社社殿を西方から望む
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赤城久伊豆神社正面彫刻・海老虹梁
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赤城久伊豆神社本殿正面・上部彫刻「司馬温公瓶割図」
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脇障子右側「許由巣父」

脇障子左側「許由巣父」
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本殿下部構造の木鼻・腰長押

宝暦８年（1758）屋根等「改修棟札」：左側と「建立棟札」寛延３年（1750）：右側
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拝殿から本殿を望む

社殿南側にある富士塚稲荷・小御嶽
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資料編２ 赤城久伊豆神社に関する史料記載

資料１ 『新編武蔵風土記稿』での記載

出典：『新編武蔵風土記稿』

新編武蔵風土記稿による赤城久伊豆神社の由緒

石原村の項目

資料２ 『埼玉の神社 大里 北葛飾 比企』での記載

出典：『埼玉の神社 大里 北葛飾 比企』平成 4年 ６ページ～９ページ

編者 埼玉県神社庁神社調査団

発行者 埼玉県神社庁

（以下、引用。縦書き表記を横書きに変更し収録した。）

赤城久伊豆神社

あかぎひさいずじんじゃ〔おひさえでんさま〕

熊谷市石原 1007（石原字宿）

歴 史

鎮座地は、荒川の左岸から約 300メートルの所にある。当地の地名、石原は、石の目立つ荒川河岸にあっ
たことに由来する。

『風土記稿』には「赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす」と載る。これは戦国末期、古くから当

地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。

赤城久伊豆合社のうち、赤城神社は、当地の人々が信仰の対象として仰ぐ群馬県宮城村に鎮座する赤城神

社を勧請したものである。このため、当社境内北側の鳥居は、赤城山に向けて建てられており、赤城山以外

の方角に鳥居を建てると必ず倒れるという言い伝えがある。また、近年、東側の参道が整備されるまでは、

この鳥居のある所が正参道であった。当地の農民は、古くから赤城山を望んで、神霊の宿る山として信仰し、

これを拝してきたものであろう。

一方、久伊豆神社は、戦国末期、忍領・妻沼領・騎西領・本庄領などを支配する豪族、成田氏の崇敬する

赤城久伊豆合社。赤城明神は村内の鎮守とす。

稲荷社

聖天社。以上三社真宗寺持

天神社

伊勢宮

諏訪社。以上東漸寺持
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神社であった。成田氏が久伊豆神社を崇敬するようになったのは、恐らく本貫である幡羅郡成田郷の惣鎮守

が久伊豆神社（現上之村神社）であったことから、領主である同氏は、民政の安定を図るため、郷民の信仰

する久伊豆神社を保護するとともに、自らもこの神社を崇敬するようになった。

社伝によると、久伊豆神社が赤城神社に合祀された経緯は、忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領

内の濯漑のため、用水堀（成田用水）を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後

に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになっ

たという。

合祀後、当社を赤城様と呼ばずに「おひさえでんさま」（久伊豆様）と呼ぶのは、城主崇敬の神であったこ

とから、特に神威を感じたものであろう。

本殿は、二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣

帛が納められている。これらの幣帛は、正徳５年（1715）9月 26日、神祇官領吉田兼敏から献じられたも
のである。

別当は、京都の真言宗智積院末の羽黒山不動院真宗寺である。

明治期に入ると、神仏分離により真宗寺から離れ、代わって当山派修験大聖院の大塚伊織が復飾して神職

となり、以後、斎藤真澄・里見義延・斎藤宇一・岩井耕作・相馬薫と当社の祭祀を行っている。

明治 42年、大字石原字坪井の伊奈利社・諏訪社・琴平社・白山社、字植木・字正天・宇宿の各伊奈利社、
字天神の天神社、字天神前の神明社、字町の八坂社の計 10社が当社に合祀された。

信 仰

年間の行事には、元旦祭・大祓（6月 30日）・例祭（10月 18日）がある。
元旦祭は、年頭に当たり氏子の繁栄を祈る祭である。近年は、社殿及び境内が整備されたため参詣者も増

加し、社務所で神宮大麻・交通安全の神札・破魔矢などを受ける者も多い。このため、平成元年には、授与

所を新設した。

大祓は、夏越の祭りともいわれ、氏子の体に付いた不浄を祓い、災いを防ぐために行われる。この祭事に

当たり、氏子は、あらかじめ官司が配布した人形に氏名を書き込み当社へ持参する。境内には、荒川の河川

敷で刈った茅で作った茅の輪が設けられており、氏子は、この茅の輪をくぐって拝殿前に人形を納め、災厄

を免れることを祈る。当初、この人形を受けた氏子は、市内にある明神様（高城神社）の大祓が、人が多く

出てにぎやかなことから、そちらの方に納めに行ったが、その後、人形に「赤城久伊豆神社」の印を押した

ところ、当社に納めに来るようになった。なお、この人形と茅の輪は、祭事が終了すると境内でお焚き上げ

と称して燃やされる。

例祭は、秋祭りと呼ばれ、豊かな秋の実りを祝う祭りで、祭典には来賓として石原小学校・荒川中学校の

校長、消防分団長、自治会長、老人会長、婦人会長など地区の役職を務める者が招待される。なお、太平洋

戦争前までは、前日の宵待（宵祭り）に地元の優美団という地芝居の団体が「清水次郎長」などの侠客物を

上演して氏子の好評を博したという。

氏 子

氏子区域は上石原で、氏子数は約 2,000戸である。現在の氏子の生業の割合は、3割が米麦を中心とする
兼業農家、残りが商業と会社勤めとなっている。しかし、『郡村誌』から明治時代の氏子の生業を見ると、水
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田 103町余り、畑 1303町余りで、若干水田より畑地の多い農業地域で、農業用水には苦労する土地柄であ
ったという。また、この畑では、麦・大豆・桑などが栽培されていた。

当地は畑地が多かったため、日照りが長く続くと当社の獅子頭三頭を社殿に祀り、降雨を祈ったものであ

った。幕末のころ、当地に愚禅和尚と呼ばれる名筆の高僧がおり、この僧の書いた「龍」の文字を、日照り

の時に掲げるとたちまち雨になったとの説も伝えられている。また、当社には文政 11年（1828）8月にこの
愚禅和尚によって善かれた幟旗があり、これには「奉献両社御神止舟」とある。

当社の別当であった真宗寺の行事に、蚕影山会と地蔵会がある。

蚕影山会は、4月 15日に行われる養蚕守護の行事である。近年は養蚕を行う家が少なくなったが、昭和
15年ごろまでは、養蚕が主要な現金収入であったため、蚕影山会も盛大に行われていた。同寺では養蚕守護
の護符を出し、農家ではこれを蚕室に貼って蚕の成育を祈っていた。

地蔵会は、8月 24日に行われる子育地蔵の行事である。この日、境内の地蔵堂には、母親が子供の健康を
祈願する姿が見受けられる。かつては、乳の出が良くなるようにと、綿を白布で包んで作った乳房や、地蔵

の姿が措かれた絵馬などを奉納する風習もあった。

【赤城久伊豆神社 配置図】
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資料編３ 文化財指定に関する掲載記事

熊谷市文化財指定記念

「赤城久伊豆神社本殿」解説会

平成３０年（2018）６月２日開催
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例言
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の成果について執筆・編集したものである。

・報告内容は平成２９年度熊谷市文化財保護審議会における文化財指定に関する審査資料を下地として加筆

修正を行い、その他、画像及び関連資料を追加したものである。

・報告書における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によって得た知見を暫定的に記し

た内容も含まれている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。

・報告書の作成にあたり宗教法人赤城久伊豆神社宮司の篠田宣久氏及び篠田孟宣氏、篠田満里氏からの御協

力を頂戴した。調査に際しては赤城久伊豆神社総代各位の御協力、併せてものつくり大学の横山晋一教授か

ら文化財指定に向けた建築工学分野からの御指導を得ることができた。感謝申し上げる次第である。
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