
嵐山町石造物目録
2013.12作成

地区 整理番号 石造物の分類（名称） 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

菅谷 菅̶造1 門柱 東昌寺入口 昭和52年 建主　中島高治 完形

菅谷 菅̶造2 門柱 東昌寺入口 昭和35年 関根天津建之 完形

菅谷 菅̶造3 御詠歌 東昌寺入口 昭和47年12月 大願成就願主　中嶋喜市郎 完形

菅谷 菅̶造4 石燈籠（右） 東昌寺入口 昭和55年 長谷川澄子 完形

菅谷 菅̶造5 石燈籠（左） 東昌寺入口 昭和55年 長谷川澄子 完形

菅谷 菅̶造6 記念碑（本道再建） 東昌寺入口 昭和38年4月8日 完形

菅谷 菅̶造7 殉職碑 東昌寺墓地 昭和50年8月22日 完形

菅谷 菅̶造8 挽歌碑 東昌寺墓地 昭和49年 嵐山町長　関根茂章 完形

菅谷 菅̶造9 白山妙理大権現 東昌寺墓地 昭和30年9月 施主　岡村定吉 完形

菅谷 菅̶造10 地点標 嵐山三差路 埼玉県 完形

菅谷 菅̶造11 防火水槽 岩沢商店東（菅谷16-1） 不明

菅谷 菅̶造12 防火水槽 東昌寺東（菅谷9） 不明

菅谷 菅̶造13 防火水槽 東昌寺自治会館北（菅谷9） 不明

菅谷 菅̶造14 防火水槽 嵐山郵便局西（菅谷7-1） 昭和34年2月10日

菅谷 菅̶造15 歌碑　春の雪… 根岸医院庭内 不明 完形

菅谷 菅̶造16 多田堂由来 多田家墓地 寛政9年 多田一角英貞輔誌 完形

菅谷 菅̶造17 記念碑　菅谷第一尋常高等小学校跡 岡松屋北 完形

菅谷 菅̶造18 防火水槽 金田金次郎宅南東 不明

菅谷 菅̶造19 防火水槽 活き活きふれあいプラザなご
み

不明

菅谷 菅̶造20 防火水槽 菅谷小学校正門

菅谷 菅̶造21 防火水槽 菅谷中学校校庭南

菅谷 菅̶造22 防火水槽 東原公園内 嵐山町

菅谷 菅̶造23 防火水槽 国立女性教育会館寮北 嵐山町

菅谷 菅̶造24 庭石 菅谷小学校 昭和50年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造25 観察池 菅谷小学校 完形

菅谷 菅̶造26 夢カプセル2007埋設地 菅谷小学校 昭和62年4月 完形

菅谷 菅̶造27 標柱 菅谷小学校 平成9年10月 将来の夢カプセル2017 完形

菅谷 菅̶造28 幡台 菅谷小学校 昭和43年度卒業記念 完形

菅谷 菅̶造29 日時計 菅谷小学校 昭和60年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造30 寄贈記念碑 菅谷小学校 昭和55年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造31 寄贈記念碑 菅谷小学校 昭和56年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造32 像 菅谷小学校 完形

菅谷 菅̶造33 像 菅谷小学校 完形

菅谷 菅̶造34 滑り台 菅谷小学校 昭和34年8月 中島長吉 完形

菅谷 菅̶造35 卒業記念碑 菅谷中学校 昭和57年度卒業生　台石金子
石材寄贈

完形

菅谷 菅̶造36 幡台 菅谷中学校 完形

菅谷 菅̶造37 幟旗土台 菅谷中学校 完形

菅谷 菅̶造38 断片 菅谷中学校 菅谷中学校長 部分

菅谷 菅̶造39 断片 菅谷中学校 熊□□　石工　長沼武男 部分

菅谷 菅̶造40 卒業記念 菅谷中学校 昭和37年度卒業生 完形

菅谷 菅̶造41 門柱 菅谷中学校 贈　平成10年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造42 門柱 菅谷小学校 完形

菅谷 菅̶造43 門柱（左） 菅谷小学校 大正11年1月 寄贈者　遠山　杉田百之助 完形

菅谷 菅̶造44 門柱（右） 菅谷小学校 大正11年1月 寄贈者　遠山　杉田百之助 完形

菅谷 菅̶造45 校歌碑 菅谷小学校 寄贈　昭和51年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造46 学校の位置標 菅谷小学校 寄贈　昭和61年度卒業生一同 完形

菅谷 菅̶造47 日本農士学校舊蹟 郷学研修所内 平成13年11月22日 完形

菅谷 菅̶造48 記念碑 郷学研修所内 平成3年12月1日 安岡正篤記念館建設委員会 完形

菅谷 菅̶造49 鳥居 郷学研修所内 平成5年11月18日 石工　浅見建材 完形

菅谷 菅̶造50 手水石 郷学研修所内 昭和10年3月 第三期生 完形

菅谷 菅̶造51 燈籠 郷学研修所内 不明 完形

菅谷 菅̶造52 狛犬（右） 郷学研修所内 昭和62年11月18日 金鶏神社奉賛会 完形

菅谷 菅̶造53 狛犬（左） 郷学研修所内 昭和62年11月18日 金鶏神社奉賛会 完形

菅谷 菅̶造54 金鶏神社本殿 郷学研修所内 完形

菅谷 菅̶造55 菅谷荘の歌 郷学研修所内 昭和50年8月2日 旧日本農士学校第十一期・第
十二期生一同

完形

菅谷 菅̶造56 灯明 郷学研修所内 昭和62年11月18日 金鶏神社奉賛会 完形

菅谷 菅̶造57 門柱 郷学研修所内 昭和20年3月 第十四期卒業生一同 一部欠損

菅谷 菅̶造58 記念碑 安岡正篤記念館 平成7年7月17日 伊藤千春先生記念碑建設委員
会建立

完形

菅谷 菅̶造59 記念碑 安岡正篤記念館 昭和辛亥二十日(昭和
46年)

高橋昭忠寄贈 完形

菅谷 菅̶造60 石祠 郷学研修所内 不明 完形

菅谷 菅̶造61 （石柱）菅谷館跡 菅谷館跡 昭和48年5月26日 文化庁・埼玉県教育委員会 完形

菅谷 菅̶造62 （石柱）菅谷館跡 菅谷館跡 昭和46年3月31日 嵐山町教育委員会 完形

菅谷 菅̶造63 石祠 菅谷館跡内（土手上） 弥七稲荷 完形

菅谷 菅̶造64 石祠 菅谷館跡内（土手上） 弥七稲荷 完形
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菅谷 菅̶造65 案内板（台） 菅谷館跡 昭和61年10月20日 完形

菅谷 菅̶造66 歌碑 菅谷館跡 昭和●年新嘗祭之朝 完形

菅谷 菅̶造67 基準点 菅谷館跡（本郭） 不明 完形

菅谷 菅̶造68 畠山重忠菅谷館跡史蹟保存碑 菅谷館跡 大正12年4月22日 菅谷館趾保存会長山岸徳太郎 完形

菅谷 菅̶造69 畠山重忠像 菅谷館跡 完形

菅谷 菅̶造70 重忠公冠題百字碑文 菅谷館跡 昭和4年6月22日 東京本郷林町　小柳通義撰文
併書

完形

菅谷 菅̶造71 重忠公冠題百字碑文 菅谷館跡（重忠像下） 昭和4年8月8日 一部欠損

菅谷 菅̶造72 標柱 菅谷館跡（重忠像そば） 不明 畠山重忠公像 一部欠損

菅谷 菅̶造73 記念碑 菅谷館跡 平成3年2月 山岸専一・山岸照欣・細井勝
代・山岸忠雄寄附

完形

菅谷 菅̶造74 燈籠（右） 菅谷館跡 一部欠損

菅谷 菅̶造75 燈籠（左） 菅谷館跡（土手上） 昭和十年四月吉日 根岸常吉 一部欠損

菅谷 菅̶造76 標柱 菅谷館跡（土手上） 大正7年6月22日 山岸章佑・高橋喜久 完形

菅谷 菅̶造77 台座 菅谷館跡 不明 部分

菅谷 菅̶造78 忠魂祠 菅谷館跡 昭和2年8月 菅谷村 完形

菅谷 菅̶造79 忠魂碑 菅谷館跡（忠魂碑） 完形

菅谷 菅̶造80 忠魂碑 菅谷館跡 大正4年5月 陸軍大将伯爵寺内正毅書 完形

菅谷 菅̶造81 標柱 菅谷神社 昭和15年11月10日 青年團菅谷支部 完形

菅谷 菅̶造82 幡台（一対） 菅谷神社 平成2年11月 完形

菅谷 菅̶造83 社標 菅谷神社 明治45年1月 完形

菅谷 菅̶造84 鳥居 菅谷神社 完形

菅谷 菅̶造85 石灯篭（右） 菅谷神社 昭和十五年一月吉日 奉納者　根岸周吉 完形

菅谷 菅̶造86 石灯篭（左） 菅谷神社 昭和十五年一月吉日 奉納者　根岸周吉 完形

菅谷 菅̶造87 手洗石 菅谷神社 平成元年拾月吉日？ 奉納者　中村文雄 完形

菅谷 菅̶造88 手洗石 菅谷神社境内 なし 完形

菅谷 菅̶造89 菅谷神社一級社昇格日吉大社特別参拝
記念碑

菅谷神社 昭和57年8月29日 (株)日本内外旅行 完形

菅谷 菅̶造90 山王菅谷神社勧請八百年記念碑 菅谷神社 平成元年拾月吉日 完形

菅谷 菅̶造91 皇紀二千六百年紀念事業貴寄附者芳名 菅谷神社内 完形

菅谷 菅̶造92 皇太子殿下御成婚記念 菅谷神社 平成5年10月 完形

菅谷 菅̶造93 記念碑 菅谷神社 皇紀二千六百年四月三
日

菅谷村伊勢講同人建之 完形

菅谷 菅̶造94 石灯篭（右） 菅谷神社 昭和38年4月15日 神社委員長岡村三吉,宮司高
坂奥 他

完形

菅谷 菅̶造95 石灯篭（左） 菅谷神社 昭和38年4月15日 神社委員長岡村三吉,宮司高
坂奥 他

完形

菅谷 菅̶造96 狛犬（右） 菅谷神社 昭和二十年六月吉日 奉納者　根岸周吉 完形

菅谷 菅̶造97 狛犬（左） 菅谷神社 昭和二十年六月吉日 奉納者　根岸周吉 完形

菅谷 菅̶造98 菅谷神社改修記念碑 菅谷神社 昭和61年10月17日 完形

菅谷 菅̶造99 鳥居 山王公園（菅谷公園内） 不明 完形

菅谷 菅̶造100 橋　欄干（一対） 菅谷公園内（山王公園） 不明 寄進　須藤富雄 完形

菅谷 菅̶造101 徴発軍馬大昭号記念碑 菅谷小学校側 昭和 中島喜一郎建之 完形

菅谷 菅̶造102 弥陀仏（井戸再堀供養） 寛政六甲八月 関根武七・中嶋藤左エ門 一部欠損

菅谷 菅̶造103 馬頭観音 西側墓地（山岸松次家墓地
内）

安永六丁酉歳十一月十
一日

武刕比企郡菅谷村 完形

菅谷 菅̶造104 記念碑 オオムラサキ公園入口 昭和33年4月 志を同じうする者八十餘名 完形

菅谷 菅̶造105 公園標石 蝶の里公園入口 不明 完形

菅谷 菅̶造106 水神塔 へび坂 文化五戌辰天秋七月吉
祥且

一部欠損

菅谷 菅̶造107 庚申塔 稲荷塚古墳傍 天明8年11月 菅谷村講中 完形

川島 川̶造1 道標（鬼神道） 鬼鎮神社境内 不明 願主・柿屋長三 一部欠損

川島 川̶造2 道標（きじん道） 鬼鎮神社境内 不明

川島 川̶造3 道標（きじん道） 鬼鎮神社境内 不明

川島 川̶造4 玉垣の門柱（左右） 鬼鎮神社境内 昭和２３年１月（１９４８）

川島 川̶造5 玉垣 鬼鎮神社境内

川島 川̶造6 社号標柱（鬼鎮神社） 鬼鎮神社境内 昭和４５年１月（１９１２） 氏子 完形

川島 川̶造7 鳥居 鬼鎮神社境内 不明

川島 川̶造8 石灯籠（右） 鬼鎮神社境内 安政２年５月（１８５５） 願主・表近之助 一部欠損

川島 川̶造9 石灯籠（左） 鬼鎮神社境内 慶應３年９月（１８６７） 願主・上野村中 一部欠損

川島 川̶造10 御神灯（右） 鬼鎮神社境内 弘化４年１月（１８４７） 不明 完形

川島 川̶造11 御神灯（左） 鬼鎮神社境内 弘化４年１月（１８４７） 不明 完形

川島 川̶造12 寄進塔（大門敷石奉納） 鬼鎮神社境内 昭和３４年１１月（１９５
９）

氏子 完形

川島 川̶造13 伊勢神宮参拝記念碑 鬼鎮神社境内 昭和３７年１月吉日（１９
６２）

講中 完形

川島 川̶造14 筆子塚 鬼鎮神社境内 慶應２年3月（1800） 筆子 完形

川島 川̶造15 手洗石 鬼鎮神社境内 嘉永3年11月（1850） 山田半兵衛 一部欠損
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川島 川̶造16 手洗石 鬼鎮神社境内 明治18年1月（1885） 氏子中・當祠堂小講義　小川
喜六

川島 川̶造17 寄進塔（大願成就） 鬼鎮神社境内 昭和31年1月吉日
（1956）

和田家一同

川島 川̶造18 地名復活記念碑 鬼鎮神社境内 昭和16年10月15日
（1941）

完形

川島 川̶造19 大工祖神 鬼鎮神社境内 不明 完形

川島 川̶造20 改修記念碑 鬼鎮神社境内 平成4年12月吉日
（1993）

氏子？ 完形

川島 川̶造21 鬼神大神 鬼鎮神社境内 不明 不明 完形

川島 川̶造22 寄進塔１（五拾円） 鬼鎮神社境内 昭和3年4月25日（1928） 権田浅吉 完形

川島 川̶造23 寄進塔２（五拾円） 鬼鎮神社境内 昭和15年2月4日（1940） 石井幸作 完形

川島 川̶造24 寄進塔３（山林一畝廿六歩） 鬼鎮神社境内 昭和14年10月15日
（1939）

権田浅吉 完形

川島 川̶造25 寄進塔４ 鬼鎮神社境内 不明 不明

川島 川̶造26 寄進塔５（二十五円） 鬼鎮神社境内 大正8年5月7日（1919） 新井吾助 完形

川島 川̶造27 寄進塔６（幟竿壹対） 鬼鎮神社境内 大正13年12月19日
（1924）

岡部竹次郎 完形

川島 川̶造28 寄進塔７（百円） 鬼鎮神社境内 不明 不明 一部欠損

川島 川̶造29 寄進塔８（五拾円） 鬼鎮神社境内 昭和16年1月3日（1941） 中澤辰五郎 完形

川島 川̶造30 寄進塔９ 鬼鎮神社境内 不明 不明 部分

川島 川̶造31 寄進塔10（百円） 鬼鎮神社境内 不明 不明 完形

川島 川̶造32 寄進塔11（三拾五円） 鬼鎮神社境内 昭和3年3月吉日（1928） 瀧澤宗八 完形

川島 川̶造33 寄進塔12（三拾円） 鬼鎮神社境内 昭和２年7月1日（1927） 瀧澤久五郎 完形

川島 川̶造34 寄進塔13（貳拾五円） 鬼鎮神社境内 大正7年10月1日（1918） 講中 完形

川島 川̶造35 寄進塔14（参拾円） 鬼鎮神社境内 大正2年2月24日（1923） 小山茂十郎・ふさ 完形

川島 川̶造36 寄進塔15（貳拾五円） 鬼鎮神社境内 明治26年5月15日
（1893）

新井吾助 完形

川島 川̶造37 寄進塔16（貳拾円） 鬼鎮神社境内 大正2年3月15日（1923） 松澤関五郎 完形

川島 川̶造38 寄進塔17（五拾円） 鬼鎮神社境内 大正13年10月5日
（1924）

吉田宇三郎 完形

川島 川̶造39 寄進塔18（壹百円） 鬼鎮神社境内 大正12年5月10日
（1923）

富岡？太郎 完形

川島 川̶造40 寄進塔19（四拾円） 鬼鎮神社境内 明治22年1月15日
（1889）

小川喜三郎 完形

川島 川̶造41 天沼改修記念碑 天沼脇 昭和36年4月（1961） 天沼整理組合 完形

川島 川̶造42 池改修記念碑 字長山池脇 昭和57年4月（1982） 嶋崎竹雄 完形

川島 川̶造43 ★長山稲荷大神 長山稲荷内 昭和15年10月吉日
（1940）

世話人

川島 川̶造44 灯籠 県道脇島崎家裏 文化12年11月10日
（1815）

講中 完形

川島 川̶造45 賽銭箱 長山稲荷内 昭和7年3月吉日（1932） 講中

川島 川̶造46 石祠 長山稲荷内 不明 不明

川島 川̶造47 標石（志賀二区第一公園） 公園入口 不明 不明

川島 川̶造48 川島薬師再建記念碑 薬師堂内 昭和55年9月7日（1980）

川島 川̶造49 石仏（地蔵） 安永3年5月31日（1974） 権田氏

川島 川̶造50 石仏(地蔵） 文政5年（1822） 喜八

川島 川̶造51 市野川改修記念碑 昭和26年4月（1951）

志賀 志̶造1 標柱 字殿ケ谷戸 大正8年3月

志賀 志̶造2 本堂再建記念碑 字殿ケ谷戸 昭和39年4月5日

志賀 志̶造3 柏翠観音 字殿ケ谷戸 平成十一年十二月吉日

志賀 志̶造4 手洗石 字殿ケ谷戸 明治十年三月吉日

志賀 志̶造5 社名石碑 字淸岩 大正八年十二月

志賀 志̶造6 鳥居 字淸岩 平成九年十月吉日

志賀 志̶造7 石段 字淸岩 昭和5年

志賀 志̶造8 石灯籠（右） 字淸岩 明治十三年十月吉良日

志賀 志̶造9 石灯籠（左） 字淸岩 明治二十四年苐九月

志賀 志̶造10 参宮記念碑（皇紀二六〇〇年） 字淸岩 昭和15年

志賀 志̶造11 大国主大神 字淸岩 大正十三甲子歳四月三
日

志賀 志̶造12 奉納記念碑（特別昇殿） 字淸岩 昭和五十八年一月二十
四日

3／15



嵐山町石造物目録
2013.12作成

地区 整理番号 石造物の分類（名称） 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

志賀 志̶造13 地籍調査記念碑 字淸岩 平成二年三月吉日

志賀 志̶造14 記念碑（改築） 字淸岩 平成10年3月吉日

志賀 志̶造15 石神 字淸岩 大正９年春

志賀 志̶造16 手洗石 字淸岩 明治２８年秋

志賀 志̶造17 記念碑（再建） 字淸岩 昭和40年4月3日

志賀 志̶造18 愛宕神 字淸岩 不明

志賀 志̶造19 愛宕神社 字淸岩 不明

志賀 志̶造20 愛宕神社移転記 字淸岩 平成三年二月吉日

志賀 志̶造21 手長男神社 字淸岩 不明

志賀 志̶造22 四等三角点 字淸岩 不明

志賀 志̶造23 山の神 字津金沢 明治四十一年十月吉日

志賀 志̶造24 山の神 字津金沢 昭和六拾年貮月吉日

志賀 志̶造25 摩多羅神 字津金沢 昭和六拾年貮月吉日

志賀 志̶造26 記念碑 字津金沢 平成12年12月吉日

志賀 志̶造27 地籍調委碑 字津金沢 平成10年12月吉日

志賀 志̶造28 賽銭箱 字津金沢 明治41年

志賀 志̶造29 観音堂再建記念碑 字津金沢 昭和57年

志賀 志̶造30 若宮八幡宮 字津金沢 昭和15年3月

志賀 志̶造31 石灯籠（大山講） 字津金沢 明治45年4月

志賀 志̶造32 延命地蔵尊石標 字深沢 不明

志賀 志̶造33 石灯籠（大山講） 字南町裏 昭和十三年四月吉日

志賀 志̶造34 コンクリート橋（振興橋） 字南町裏 昭和八年三月

志賀 志̶造35 芭蕉句碑 字久保前 不明

志賀 志̶造36 石灯籠（大山講） 字仲町 昭和12年4月吉辰

志賀 志̶造37 鳥居 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造38 招魂祠 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造39 灯籠（右） 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造40 灯籠（左） 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造41 靖国神社 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造42 町道改修記念碑 字向イ 昭和56年1月

志賀 志̶造43 従軍碑 字向イ 不明

志賀 志̶造44 石祠（金神） 字仲町 明治41年1月吉日

志賀 志̶造46 卒業記念碑 字金平 昭和56年

志賀 志̶造47 水野倭一郎顕彰碑 字松原 明治15年11月3日

志賀 志̶造48 防火水槽 字北町裏 不明

志賀 志̶造49 防火水槽 字仲町 不明

志賀 志̶造50 防火水槽 字一町田 不明

志賀 志̶造51 防火水槽 字東町裏 不明

志賀 志̶造52 防火水槽 字南町裏 不明

志賀 志̶造53 井戸枠 字大木ヶ谷戸 不明

志賀 志̶造54 防火水槽 字小原 不明

志賀 志̶造55 防火水槽 字本竹 不明

志賀 志̶造56 防火水槽 字本竹 不明

志賀 志̶造57 防火水槽 字辻 不明

志賀 志̶造58 防火水槽 字金平 不明

志賀 志̶造59 石橋 字尾崎 不明

志賀 志̶造60 御獄山大神 明治15年4月

志賀 志̶造61 神武天皇 不明

志賀 志̶造62 朝日大神 字遠ノ平 不明

志賀 志̶造63 三笠山大神 字遠ノ平 不明

志賀 志̶造64 八海山大神 字遠ノ平 不明

志賀 志̶造65 天之香土命 不明

むさし台 む̶造1 区画整理竣工記念碑 新田沼公園 平成11年3月吉日 嵐山町駅東土地区画整理組合 完形

むさし台 む̶造2 区画整理竣工記念碑 新田沼公園 平成11年3月吉日 嵐山町駅東土地区画整理組合 完形

平沢 平̶造1 平沢コミュニティーセンター・平沢一区集
会所完成記念碑

平沢コミュニティーセンター 平成15年5月 平沢コミュニティーセンター建
設委員会

完形

平沢 平̶造2 門柱 白山神社 昭和29年4月 内田愛作　仝かく　内田茂　仝
政子　内田誠次　仝米子

完形

平沢 平̶造3 記念碑 白山神社入口 不明 不明 完形

平沢 平̶造4 鳥居 白山神社 昭和3年 氏子中 完形

平沢 平̶造5 幡台 白山神社 昭和50年3月 氏子中 完形

平沢 平̶造6 山の神？ 白山神社 不明 不明 完形

平沢 平̶造7 燈篭 白山神社 昭和37年1月25日 伊勢参宮世話人 完形

平沢 平̶造8 燈篭 白山神社 昭和4年1月末日 内田芳三郎　西喜三郎　村田
仙之助　大野和市　河井信太
郎

完形

平沢 平̶造9 伊勢参宮記念碑 白山神社 昭和9甲戌年10月 平澤伊勢講中 完形
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平沢 平̶造10 大田資康詩歌会阯 白山神社、桧林内 昭和15年4月3日 史蹟保存会 完形

平沢 平̶造11 句碑 白山神社、石段の下 昭和61年10月 氏子　米壽　内田豊作 完形

平沢 平̶造12 平沢地区地籍調査事業記念碑 白山神社下 平成10年12月 平沢地区地籍調査事業推進委
員会

完形

平沢 平̶造13 門柱 平澤寺入口 昭和36年11月 栄建設株式会社取締役社長東
京都加藤未治

完形

平沢 平̶造14 宝筺印塔 平澤寺墓地 不明 施主奥平治武右門 完形

平沢 平̶造15 稲荷 平澤寺前 不明 不明 完形

平沢 平̶造16 赤井水道新設碑 赤井の井戸 昭和33年9月 平沢地区 完形

平沢 平̶造17 門柱 不動尊 昭和36年11月 栄建設株式会社取締役社長東
京都加藤未治

完形

平沢 平̶造18 石段 不動尊 宝暦10?年12月 ○○○村 一部欠損

平沢 平̶造19 筆子中 不動尊 明治30年9月24日 孝子奥平榮冝 完形

平沢 平̶造20 三僧祇権大僧都法印栄州金剛位 不動尊 嘉永六年十一月二十八
日

関左小(?)儒 完形

平沢 平̶造21 地蔵尊 大野操家墓地内 明治三十一年二月 大野氏 完形

平沢 平̶造22 地蔵大菩薩 村田富次家墓地内 延宝元葵丑年八月 村田忠次良 完形

平沢 平̶造23 防火水槽 内田博資宅（平沢9-3）北 不明 不明 完形

平沢 平̶造24 防火水槽 平沢児童公園南（平沢74） 昭和37年 不明 完形

平沢 平̶造25 防火水槽 平沢団地山崎宅（平沢656-
24）西

不明 不明 完形

平沢 平̶造26 防火水槽 県営平沢団地内 不明 不明 完形

平沢 平̶造27 防火水槽 嵐山自動車西50ｍ 不明 不明 完形

平沢 平̶造28 防火水槽 内田製作所（内田通信機器、
平沢607)東

不明 不明 完形

平沢 平̶造29 防火水槽 内田製作所（内田通信機器、
平沢607）入口

不明 不明 完形

平沢 平̶造30 防火水槽 利幸土木庭（平沢507） 不明 不明 完形

遠山 遠̶造1 燈篭(石) 字蛇跡 昭和拾三稔拾月吉日 久留田久治

遠山 遠̶造2 八幡宮堦成就 字蛇跡 宝永六巳丑年十二月六
日

遠山村惣氏子

遠山 遠̶造3 従軍之碑 字蛇跡 昭和五十六年十一月吉
日

遠山従軍者一同

遠山 遠̶造4 地籍調査記念碑 字井上 平成八年十二月吉日 遠山地区地籍調査事業推進委
員会

遠山 遠̶造5 土地改良記念碑 字井上 昭和六十二年十月吉日 遠山土地改良組合

遠山 遠̶造6 地蔵菩薩碑 字寺山 不明 不明

遠山 遠̶造7 燈篭(石) 字井上 不明 不明

遠山 遠̶造8 燈篭(石) 字寺山 不明 不明

遠山 遠̶造9 筆子中 字寺山 不明 筆子中

遠山 遠̶造10 石灯籠（下） 字蛇跡 安政三丙辰年九月吉
日)

不明

遠山 遠̶造11 鳥居 字蛇跡 昭和48年4月 吉野賢治

遠山 遠̶造12 石灯籠(中) 字蛇跡 大正十三年四月三日 高橋得太郎

遠山 遠̶造13 石灯籠(中) 字蛇跡 大正十三年四月三日 高橋得太郎

遠山 遠̶造14 社名標柱 字蛇跡 昭和十四年五月 久留田與市

遠山 遠̶造15 奉納額 字蛇跡 不明 山下重治

遠山 遠̶造16 納札所 字蛇跡 不明 不明

遠山 遠̶造17 防火水槽 字宮前 昭和３５年１２月 菅谷村消防団

遠山 遠̶造18 筆子中 字寺山 明治１２年４月 廿世　全龍代

遠山 遠̶造19 筆子中 字寺山 明治１２年４月 廿世　全龍代

遠山 遠̶造20 筆子中 字寺山 明治１３年４月 十七世　全龍代

遠山 遠̶造21 標柱(左) 字寺山 昭和10年4月20日 廿一世隋龍代

遠山 遠̶造22 標柱(右) 字寺山 昭和10年4月20日 廿一世隋龍代

遠山 遠̶造23 筆子中 字坂下 不明

遠山 遠̶造24 石灯篭（左) 字蛇跡 昭和１５年１２月（皇紀
二千六百年十二月）

遠山 遠̶造25 石灯篭（左) 字蛇跡 昭和１５年１2月（皇紀二
千六百年十二月）

遠山 遠̶造26 境内拡張記念碑 字寺山 平成十三年四月吉日 不明

遠山 遠̶造27 筆子碑 字寺山 不明 筆子中

遠山 遠̶造28 筆子中 明治12年3月 杉田啓三郎

千手堂 千̶造1 馬頭観世音 字小千代山 不明 不明

千手堂 千̶造2 馬頭観世音 字小千代山 昭和2年10月吉日 高橋喜十郎 完形

千手堂 千̶造3 供養塔 字小千代山 昭和54年春彼岸 高橋昭忠 完形

千手堂 千̶造4 土地改良記念碑 字谷 平成１年５月 土地改良組合 完形

千手堂 千̶造5 門柱 字比丘尼山 昭和38年（1963） 内田明成 完形

千手堂 千̶造6 供養等 千手院 不明 不明

千手堂 千̶造7 改修記念碑 昭和41年5月（1966） 完形

千手堂 千̶造8 祠（雷電神社） 大平山山頂 昭和51年7月

千手堂 千̶造9 手水鉢？ 大平山山頂 不明 不明 完形
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千手堂 千̶造10 石造群（山ノ神） 大平山中腹 平成5年2月吉日 不明

千手堂 千̶造11 鳥居 大平山中腹 昭和10年2月 不明

千手堂 千̶造12 石段 大平山中腹 昭和10年2月 不明

千手堂 千̶造13 祠（稲荷神社） 大平山中腹 不明 不明

千手堂 千̶造14 狛犬（きつね） 大平山中腹 不明 不明

千手堂 千̶造15 道標 光照寺前十字路 大正8年1月吉日 千手堂青年部

鎌形 鎌̶造1 手水鉢 字清水 享保十五年庚戌正月吉
日

西村多右門

鎌形 鎌̶造2 幡台（一対) 字清水 大正十年九月 氏子中

鎌形 鎌̶造3 幡台（一対) 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造4 標柱 字清水 昭和二年八月一日 不明

鎌形 鎌̶造5 鳥居 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造6 二の鳥居 字清水 昭和三十七年九月 不明

鎌形 鎌̶造7 三の鳥居 字清水 昭和三十七年九月 不明

鎌形 鎌̶造8 燈篭(一対) 字清水 昭和二十九年十一月三
十日)

不明（遺族一同）

鎌形 鎌̶造9 燈篭(一対) 字清水 大正八年八月

鎌形 鎌̶造10 台石？ 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造11 燈篭(右) 字清水 明治四十二年九月十五
日

菅谷村大字鎌形　願主小林芳
三郎　長男仝市太郎　孫仝三
郎

鎌形 鎌̶造12 燈篭(左) 字清水 明治四十二年九月十五
日

菅谷村大字鎌形　願主小林芳
三郎　長男仝市太郎　孫仝三
郎

鎌形 鎌̶造13 狛犬(右) 字清水 平成五年四月 小峯嘉喜知　仝つる

鎌形 鎌̶造14 狛犬(左) 字清水 平成五年四月 宮司前原将雄

鎌形 鎌̶造15 ？ 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造16 歌碑 字清水 明治六年十一月 小林芳三郎

鎌形 鎌̶造17 参道奉納記念碑 字清水 昭和32年11月 小林博治　岩澤俊郎　簾藤惣
次郎

鎌形 鎌̶造18 鎌形地区地籍調査事業記念碑 字清水 平成7年7月 鎌形地区地籍調査事業推進委
員会

鎌形 鎌̶造19 石段 字清水 元文二丁巳六月 施主惣氏子

鎌形 鎌̶造20 木曽義仲産湯清水 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造21 台風災害復旧記念碑 字清水 昭和37年10月 氏子

鎌形 鎌̶造22 神域復興記念碑 字清水 昭和43年4月 鎌形八幡神社災害対策委員会

鎌形 鎌̶造23 燈篭 字清水 不明 贈清水小一

鎌形 鎌̶造24 燈篭 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造25 燈篭 字殿ケ谷戸 不明 不明

鎌形 鎌̶造26 門柱(一対) 字殿ヶ谷戸 平成四年 施主簾藤賢治　造立者当寺二
十三世代

鎌形 鎌̶造27 木曽義仲公誕生之地 字殿ヶ谷戸 平成二年十二月 木曽義仲公記念碑建設委員会

鎌形 鎌̶造28 燈篭 字塩沢 昭和五十八年七月 昭和組一同

鎌形 鎌̶造29 供養塔 字馬場 昭和三十九年四月 菅谷村大字鎌形県道改修促進
委員会

鎌形 鎌̶造30 筆子中 字馬場 弘化三年七月 惣筆子中

鎌形 鎌̶造31 門柱 字馬場 昭和五十五年七月 玉川村小倉杉田善平　當山四
十五世日芳代

鎌形 鎌̶造32 明福白珠大善神奉句 字馬場 明治三十七年十一月三
日

願主杉田源太郎　経王山四十
世眞理院日研代

鎌形 鎌̶造33 本堂改築記念之碑 字馬場 昭和43年4月 本堂屋根改築委員会　当山45
世文雄院日芳代

鎌形 鎌̶造34 燈篭 字辻ヶ谷戸 昭和五十八年十月 小峯組講中

鎌形 鎌̶造35 祠  平成八年二月一日 大里郡上恩田　堀重明

鎌形 鎌̶造36 祠 字女久保 不明 不明

鎌形 鎌̶造37 祠 字女久保 不明 不明

鎌形 鎌̶造38 燈篭 字西上原 昭和五十六年七月 山際組講中

鎌形 鎌̶造39 筆子中 字東上原 弘化五年戊申天二月廿
四日

筆子中

鎌形 鎌̶造40 南無阿弥陀佛 字東上原 不明 不明

鎌形 鎌̶造41 燈篭 字東上原 昭和五十五年七月 上原組講中

鎌形 鎌̶造42 記念碑 字東上原 平成三年十月 不明

鎌形 鎌̶造43 門柱 字東上原 不明 昭和４３年度卒業生一同

鎌形 鎌̶造44 水準点 字東上原 不明 埼玉縣

鎌形 鎌̶造45 道立地蔵尊 字上宿 平成元年十二月 長島義一

鎌形 鎌̶造46 南無阿弥陀佛 字上宿 不明 小林吉●●

鎌形 鎌̶造47 燈篭(一対) 字上宿 昭和六十三年十二月 根岸一治　根岸美代子

鎌形 鎌̶造48 南無阿弥陀佛 字上宿 不明 施主杉田作右衛門

鎌形 鎌̶造49 植木山花見堂 字北宿 昭和63年5月 奉祭氏　嵐山町根岸宣男　滑
川町木村平八

鎌形 鎌̶造50 達磨像 字北宿 平成十四年秋彼岸 植木山花見堂

6／15



嵐山町石造物目録
2013.12作成

地区 整理番号 石造物の分類（名称） 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

鎌形 鎌̶造51 地蔵菩薩建立の由来 字北宿 昭和63年12月 植木山花見堂

鎌形 鎌̶造52 嵐山南部土地改良竣工記念碑 字北原 平成三年三月 嵐山南部土地改良区

鎌形 鎌̶造53 農林水産大臣賞受賞記念碑 字北原 平成五年九月 嵐山南部土地改良区

鎌形 鎌̶造54 辞世の歌碑 明治十五年三月 有志同胞

鎌形 鎌̶造55 竣工記念碑 字南門 平成十二年十二月 嵐山南部土地改良区

鎌形 鎌̶造56 顕彰碑 字殿ヶ谷戸 平成二年十二月 木曽義仲公記念碑建立委員会

鎌形 鎌̶造57 南無阿弥陀佛 不明 不明

鎌形 鎌̶造58 防火水槽 字塩原 不明 不明

鎌形 鎌̶造59 防火水槽 字前谷 不明 不明

鎌形 鎌̶造60 防火水槽 字東上原 不明 不明

鎌形 鎌̶造61 防火水槽 字清水 不明 不明

鎌形 鎌̶造62 防火水槽 字南中島 不明 不明

鎌形 鎌̶造63 防火水槽 字南中島 不明 不明

鎌形 鎌̶造64 防火水槽 字下宿 不明 不明

鎌形 鎌̶造65 防火水槽 字上宿 不明 不明

鎌形 鎌̶造66 防火水槽 不明 不明

大蔵 大̶造1 史蹟大蔵館跡 御所ケ谷戸、大蔵神社境内 昭和9年3月6日 不明 完形

大蔵 大̶造2 邨社大蔵神社社名碑 大蔵神社 大正7年10月 不明 完形

大蔵 大̶造3 幟台（右） 大蔵神社 大正8年1月 山下庫次郎　金井又作　山下
與平

完形

大蔵 大̶造4 織台（左） 大蔵神社 大正8年1月 山下庫次郎　金井又作　山下
與平

完形

大蔵 大̶造5 鳥居 大蔵神社　字御所ｹ谷戸 不明 不明 完形

大蔵 大̶造6 石燈篭（右） 大蔵神社　字御所ｹ谷戸 不明 不明 完形

大蔵 大̶造7 石燈篭（左） 大蔵神社　字御所ｹ谷戸 不明 不明 完形

大蔵 大̶造8 大蔵地区地籍調査事業記念碑 大蔵神社境内 平成5年3月 大蔵地区地籍調査事業推進委
員会

完形

大蔵 大̶造9 記念碑 大蔵神社境内 平成12年7月 大蔵区民一同 完形

大蔵 大̶造10 記念碑 大蔵神社境内 平成元年5月 大蔵氏子一同 完形

大蔵 大̶造11 手洗石 大蔵神社境内、御所ｹ谷戸 昭和9年4月 當所　山下興平 完形

大蔵 大̶造12 愛宕社 大蔵神社境内 大正十一年露月吉日 當所堀之内　山下一族中 完形

大蔵 大̶造13 庚申仙元大日神 大蔵神社境内 大正九庚申年長月吉 先建訓導　脇　金井正行美山
新藤幸行志山

完形

大蔵 大̶造14 防火水槽 字御所ｹ谷戸山下由一宅（大
蔵５４６）西

不明 不明 完形

大蔵 大̶造15 門柱 向徳寺、字堀之内 昭和49年4月 願主四十七世大恵　施主関口
喜三郎

完形

大蔵 大̶造16 寄進碑 向徳寺、字堀之内 昭和56年4月 信徒有志　四十七世米山 完形

大蔵 大̶造17 筆子 向徳寺、字堀之内 明治24年12月12日 野州小野寺村筆子 完形

大蔵 大̶造18 圓阿弥陀仏 向徳寺、字堀之内、成澤正墓
地

明暦3年2月23日 不明 完形

大蔵 大̶造19 井戸 向徳寺、字堀之内 不明 不明 完形

大蔵 大̶造20 燈篭（一対） 向徳寺、字堀之内 平成三辛未年三月吉日 嵐山町菅谷根岸宣男 完形

大蔵 大̶造21 第37世墓の台石 安養寺、字堀之内 不明 不明 完形

大蔵 大̶造22 防火水槽 字大東　金井佐中宅東(字大
蔵582)

不明 不明 完形

大蔵 大̶造23 防火水槽 字大東　高橋公男宅(650-1)
東

昭和37年10月竣工 不明 完形

大蔵 大̶造24 鳥居 字地尻　新藤家 平成天十三巳年四月吉
祥日

当所　新藤正則　志け子代 完形

大蔵 大̶造25 常夜灯（一対） 字地尻　新藤家裏 平成天九丁丑年四月吉
祥日

當家当主新藤正則　志け子
幹大

完形

大蔵 大̶造26 浅間大神 字地尻　新藤家 大正元年8月15日 新藤幸行志山 完形

大蔵 大̶造27 祠 字地尻　新藤家 不明 不明 完形

大蔵 大̶造28 霊祭大日如来尊 字地尻　新藤家 昭和3年10月 新藤家 完形

大蔵 大̶造29 火の見櫓（台石） 字地尻 昭和3年11月 菅谷村消防組第八部 完形

大蔵 大̶造30 埼玉育児院発祥之地 字坊ノ上　安養寺 昭和59甲子年5月24日 発願主行光院日世大澤霊明 完形

大蔵 大̶造31 當院三十八世大阿闍梨賢者法印旭順墓 字坊ノ上　安養寺 明治三年午天正月初六
日

不明 完形

大蔵 大̶造32 当山爲歴代先師各霊菩提 字坊ノ上　安養寺 昭和五十八年天ノ亥十
一月二十四日

行光院月曲　大澤霊明　伊三
郎　光良

完形

大蔵 大̶造33 筆子塚 字坊ノ上　安養寺 不明 筆弟子 完形

大蔵 大̶造34 祠 野口家（行者堂） 不明 不明 一部欠損

大蔵 大̶造35 不動坂改修記念碑 （不動坂） 不明 （不動坂改修後援者） 完形

大蔵 大̶造36 仙元大日神 不動坂上 平成八丙子年刻二月吉
祥日

大澤霊明　金井當恒　仝哲男
金井宗夫　仝敏明

完形

大蔵 大̶造37 縁切橋 字地尻 明治三十四年三月 不明 完形

根岸 根̶造001 道祖神 字道上 不明 不明 完形

根岸 根̶造002 念仏供養 子育観音 享保4年11月 不明 完形

根岸 根̶造003 根岸地区地積調査事業記念碑 根岸集会所（東裏） 平成5年3月 根岸地区地積調査事業推進委
員会

完形

7／15



嵐山町石造物目録
2013.12作成

地区 整理番号 石造物の分類（名称） 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

根岸 根̶造004 防火水槽 子育観音南 不明 不明 完形

根岸 根̶造005 石段 吾妻神社 昭和10年4月 不明 完形

根岸 根̶造006 吾妻神社改築記念碑 吾妻神社 昭和50年10月 吾妻神社氏子 完形

根岸 根̶造007 皇太子殿下御降誕記念 吾妻神社 昭和10年4月3日 氏子中 完形

根岸 根̶造008 根岸源治郎墓 根岸家墓地内 明治32年11月10日 施主　孝子根岸直次郎 完形

根岸 根̶造009 防火用池 字道上　秋山商店（根岸75-3）
南

不明 不明 完形

将軍沢 将̶造001 歌碑 加藤家墓（重太郎） 平成12年７月吉日 加藤六雄 完形

将軍沢 将̶造002 明光寺歴代墓地改修 明光寺境内 平成元年八月十五日 檀徒一同 完形

将軍沢 将̶造003 鳥居 日吉神社内稲荷神社 平成七年一月吉日 小久保貞作　鯨井初男　福島
睦夫

完形

将軍沢 将̶造004 門柱 日吉神社 大正十年十月 氏子中 完形

将軍沢 将̶造005 鳥居 日吉神社境内将軍神社 平成七年一月吉日 小久保貞作　鯨井初男　福島
睦夫

完形

将軍沢 将̶造006 田村将軍入口 日吉神社入口 不明 不明 完形

将軍沢 将̶造007 坂上田村麻呂将軍塚 日吉神社前 平成巳天十三年十一月
吉祥日

大行院小主　大澤霊明　光明 完形

将軍沢 将̶造008 鳥居 日吉神社 平成元年十月 氏子中 完形

将軍沢 将̶造009 燈篭【一対】 日吉神社 昭和十五年十月

古里 古̶造001 石祠（★） 字中内出 完形

古里 古̶造002 石段（１） 字中内出 昭和４５年 完形

古里 古̶造003 石段（２） 字中内出 大正十三年一月廿六日 完形

古里 古̶造004 石段（３） 字中内出 大正十三年一月廿六日 当所氏子中 完形

古里 古̶造005 石祠（明敵明神） 字中内出 嘉永四年辛亥九月吉日 古里村中 一部欠損

古里 古̶造006 礎石（石積寄進者）● 字神伝田 平成元年十月吉日 当山廿五世代 完形

古里 古̶造007 社寺号標柱（曹洞宗古里山重輪寺） 字神伝田 平成元年 安藤公二 完形

古里 古̶造008 石像（道元禅師） 字神伝田 平成十年十一月吉日 当山廿五世代 完形

古里 古̶造009 筆子塚 字神伝田 一部欠損

古里 古̶造010 無縁塚 字神伝田 昭和五十九年九月吉日 當山二十五世佛心晃州和尚 完形

古里 古̶造011 手洗石 字神伝田 明治十九年六月吉日 西古里村女人講中 完形

古里 古̶造012 六地蔵 字神伝田 昭和５８年８月吉日 完形

古里 古̶造013 ○○鳥居 字藤塚 平成十年二月吉日 高波花 完形

古里 古̶造014 社寺号標柱（右） 字藤塚 昭和十年十一月 講中 完形

古里 古̶造015 社寺号標柱（左★） 字藤塚 昭和十年十一月 講中 完形

古里 古̶造016 鳥居（二の鳥居） 字藤塚 西暦二〇〇〇年二月二
日

御嶽教尾元三津本講講中 完形

古里 古̶造017 霊神碑（王心行者） 字藤塚 昭和四十八年五月 講中 完形

古里 古̶造018 霊神碑（淸心行者） 字藤塚 昭和四十年四月 講中 完形

古里 古̶造019 霊神碑（大講義冨心姫霊神…） 字藤塚 昭和三十四年二月十八
日

講中 完形

古里 古̶造020 霊神碑（■心霊神…） 字藤塚 昭和十三年三月 講中 完形

古里 古̶造021 霊神碑（一心霊神） 字藤塚 明治三十年十二月 完形

古里 古̶造022 神号碑（十二大神） 字藤塚 明治三十一年十二月 石商願主長嶋金助 完形

古里 古̶造023 神号碑（大江権現） 字藤塚 完形

古里 古̶造024 霊神碑（普寛霊神） 字藤塚 明治三十年十二月 完形

古里 古̶造025 神号碑（清瀧大神）● 字藤塚 明治三十年十二月 完形

古里 古̶造026 霊神碑（■心霊神） 字藤塚 大正十二年一月  完形

古里 古̶造027 霊神碑（篤心霊神） 字藤塚 昭和三十四年二月十八
日

完形

古里 古̶造028 賽銭箱 字藤塚 昭和十五年二月 飯島茂一 完形

古里 古̶造029 神号碑（十二大神） 字中内出 長嶋金助

古里 古̶造030 新嘗祭献粟祈念碑 字中内出 昭和五十四年十月二十
二日

千野久夫、千枝子 完形

古里 古̶造031 安藤翁頌徳碑● 字尾根 大正元年 完形

古里 古̶造032 安藤忠孝碑● 字尾根 明治二十一年三月 完形

古里 古̶造033 柏木沼改修記念碑 字蟹沢 昭和三十二年一月二十
八日

村長青木義夫他 完形

古里 古̶造034 筆子塚 字内出 中村森吉

古里 古̶造035 鎌倉稲荷神社参道道標 字向井 明治十三年三月三十日 枩本和三郎 完形

古里 古̶造036 剣術記念碑 字内出 平成15年11月22日 中村信夫　光男　進 完形

古里 古̶造037 社寺号標柱(兵執神社) 字中内出 大正6年4月 古里村中 完形

古里 古̶造038 伊勢参宮記念碑（1/2） 字中内出 昭和16年2月 完形

古里 古̶造039 伊勢参宮記念碑（2/2） 字中内出

古里 古̶造040 養蚕記念碑 字中内出 昭和2年4月 古里養蚕組合 完形

古里 古̶造041 鳥居● 字中内出 明治33年9月 完形

古里 古̶造042 幟枠（右） 字中内出 明治12年9月 当所氏子中 完形

古里 古̶造043 幟枠（左） 字中内出 明治12年9月 当所氏子中 完形

8／15



嵐山町石造物目録
2013.12作成

地区 整理番号 石造物の分類（名称） 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

古里 古̶造044 石灯籠（右） 字中内出 文化十二己亥九月 当所施主大塚藤左衛門紀重 上部欠損

古里 古̶造045 石灯籠（左） 字中内出 元禄十四年十一月 安藤長左エ門 完形

古里 古̶造046 手洗石 字中内出 安政三丙辰春 寄進者二十三名 完形

古里 古̶造047 標柱（神武天皇遥拝所） 字中内出 明治二十四年十月吉辰 當古里庶民中 修復

古里 古̶造048 参宮記念碑 字中内出 昭和三十年三月二日 完形

古里 古̶造049 参宮記念（石垣奉納） 字中内出 昭和三十九年九月 完形

古里 古̶造050 手洗石 字中内出 明治十五年七月吉日 一部欠損

古里 古̶造051 敷石沓石献進記 字中内出 大正十四年十月 古里戊甲耕作組合 完形

古里 古̶造052 石段献納の碑(奉祝紀元二千六百年) 字中内出 昭和十六年二月吉日 當所 完形

古里 古̶造053 石灯籠（右） 字中内出 明治三十五年一月四日 完形

古里 古̶造054 石灯籠（左） 字中内出 完形

古里 古̶造055 参宮記念献石華表記 字中内出 明治三十三年九月吉日 伊勢参宮講中 完形

古里 古̶造056 地籍調査記念碑 字中内出 昭和六十二年四月吉日 　 完形

古里 古̶造057 重修兵執神社之記 字中内出 明治二十三年十一月 完形

古里 古̶造058 防火水槽 字内出 昭和38年1月17日 完形

古里 古̶造059 植樹記念碑 字中内出 昭和五十五年十二月 財団法人日本宝くじ協会　財団
法人日本さくらの会　埼玉県嵐
山町

完形

古里 古̶造060 神狐（右） 字中内出 昭和４８年（５１年改
修？）

一部欠損

古里 古̶造061 神狐（左） 字中内出 明治十三年八月 完形

古里 古̶造062 北田土地改良記念碑 字林合 平成四年三月吉日 北田土地改良区 完形

古里 古̶造063 軍神碑 字中内出 明治二拾九年十一月 中邨清介 完形

古里 古̶造064 駒形大神 字中内出 明治四十四年三月 中村茂三郎 完形

古里 古̶造065 霊神碑 字林合 一部欠損

古里 古̶造066 霊神碑 字林合 完形

古里 古̶造067 霊神碑 字林合 明治39年9月 官幣中社金鑚神社宮司従六位
金鑽菅守護

部分

古里 古̶造068 霊神碑（国常立命…） 字藤塚 御嶽教管長従四位鴻雪爪 一部欠損

古里 古̶造069 神号碑（大江大神） 字林合 完形

古里 古̶造070 神号碑（清瀧大神） 字林合 完形

古里 古̶造071 社号碑（八幡神社） 字林合 完形

古里 古̶造072 道標 字馬内 安永九庚子八月吉日 千野孫左

古里 古̶造073 先祖碑 字馬内 昭和55年4月 安藤専一 完形

古里 古̶造074 神号碑（明敵大明神） 字中内出 昭和62年5月20日 千野一男 完形

古里 古̶造075 馬内土地改良記念碑 字藤塚 平成10年7月 馬内土地改良組合 完形

古里 古̶造076 石段 字駒込 昭和12年 一部欠損

古里 古̶造077 幟枠（右） 字駒込 完形

古里 古̶造078 幟枠（左） 字駒込 完形

古里 古̶造079 水神●？ 字駒込 完形

古里 古̶造080 敷石（石臼） 字駒込 一部欠損

古里 古̶造081 石灯籠 字向井 完形

古里 古̶造082 井戸枠 字中ノ下 昭和9年2月 完形

古里 古̶造083 墓石（安道松仙沙弥） 字駒込 昭和七年三月 完形

古里 古̶造084 防火水槽 字尾根 昭和40年3月 完形

古里 古̶造085 防火水槽 字駒込 完形

古里 古̶造086 防火水槽 字馬内 完形

古里 古̶造087 防火水槽 字内出 昭和40年3月31日 完形

古里 古̶造088 防火水槽 字中内出 昭和36年12月 完形

古里 古̶造089 防火水槽 字向井 一部欠損

古里 古̶造090 成田不動尊 字中ノ下 昭和10年1月19日 千野久良 完形

古里 古̶造091 筆子塚 字駒込 嘉永7年7月2日 飯島苗米蔵 完形

古里 古̶造092 諏訪石 字上耕地

古里 古̶造093 石柱 字尾根 昭和13年5月 前庵主岩田孝参　安藤寸介 完形

古里 古̶造094 防火水槽 字馬内 昭和36年4月 完形

古里 古̶造095 防火水槽 字尾根 昭和36年4月 完形

吉田 吉̶造001 破損社号額 手白神社 明治３２年９月吉日 小林はる 破損

吉田 吉̶造002 石段 手白神社 明治３０年（１８９７）昭和
９年２月２８日改築

氏子

吉田 吉̶造003 舊石段奉納記念碑 手白神社 明治３０年吉日（１８９７） 神沢千代吉 一部破損

吉田 吉̶造004 石灯籠（右） 手白神社 大正２年４月 完形

吉田 吉̶造005 石灯籠（左） 手白神社 大正２年４月 完形

吉田 吉̶造006 幟枠（右） 手白神社 明治２５年１２月 完形

吉田 吉̶造007 幟枠（左） 手白神社 明治２５年１２月 完形

吉田 吉̶造008 社号標柱（邨社手白神社） 手白神社 大正十二年四月三十日 氏子中
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吉田 吉̶造009 鳥居 手白神社 明治３２年１月吉日 小林はる

吉田 吉̶造010 石灯籠（右） 手白神社 大正２年５月（１９１３） 講中 補修（一部抜
け）

吉田 吉̶造011 石灯籠（左） 手白神社 大正２年５月（１９１３） 講中 補修（一部抜
け）

吉田 吉̶造012 狛犬（参宮記念）（右） 手白神社 昭和１６年１１月３日
（1941）

講中 完形

吉田 吉̶造013 狛犬（左） 手白神社 昭和１６年１１月３日
（1941）

講中 完形

吉田 吉̶造014 手洗石 手白神社 嘉永５年９月吉日 小林礒三郎/島田宇八

吉田 吉̶造015 天水桶（右） 手白神社 昭和１５年１１月１０日
（１９４０）

講中

吉田 吉̶造016 天水桶（左） 手白神社 昭和１５年１１月１０日
（１９４０）

講中

吉田 吉̶造017 賽銭箱 手白神社 大正６年３月１５日（１９
１７）

講中 完形

吉田 吉̶造018 伊勢神宮参拝記念碑 手白神社 昭和53年10月吉日
（1978）

講中 完形

吉田 吉̶造019 伊勢神宮参拝記念碑 手白神社 昭和４９年１月吉日（１９
４７）

講中 完形

吉田 吉̶造020 伊勢神宮参拝記念碑 手白神社 昭和３０年２月１６日（１
９５５)

講中

吉田 吉̶造021 合祀記念碑 手白神社 大正１２年４月15日
(1923)

氏子中 完形

吉田 吉̶造022 吉田地区地籍調査事業記念碑 手白神社 昭和６３年5月（１９８８） 推進委員会 完形

吉田 吉̶造023 合祀以前之氏子碑 手白神社 大正１２年４月(1923) 氏子中

吉田 吉̶造024 手洗石 手白神社 昭和６年3月15日
（1931）

氏子中 完形

吉田 吉̶造025 新川・滑川竣工記念碑 平成14年3月吉日 改良区 完形

吉田 吉̶造026 七里北部土地改良事業完成記念碑 昭和５４年４月建立
（1979）

建碑委員会 完形

吉田 吉̶造027 小林政市君顕彰碑 旧農協倉庫脇 昭和57年7月1日（1982） 有志 完形

吉田 吉̶造028 演習記念碑 昭和14年1月吉日
（1939）

島田丑松 完形

吉田 吉̶造029 七郷北部土地改良区地籍調査事業記念
碑

平成13年３月吉日
（2001）

委員会 完形

吉田 吉̶造030 幟枠 峯神社跡地 明治２５年１月（１８９２） 氏子中 破片

吉田 吉̶造031 破損幟枠 峯神社跡地 明治２５年１月（１８９２） 氏子中 破片

吉田 吉̶造032 破損幟枠 峯神社跡地 明治２５年１月（１８９２） 氏子中 破片

吉田 吉̶造033 破損幟枠 峯神社跡地 明治２５年１月（１８９２） 氏子中 破片

吉田 吉̶造034 門柱（右） 宗心寺 大正３年３月１日（1914） 檀家 完形

吉田 吉̶造035 門柱（左） 宗心寺 大正３年３月１日（1914） 檀家 完形

吉田 吉̶造036 石灯籠（右） 宗心寺 大正３年３月１日（1914） 藤野文八/藤野桂太郎

吉田 吉̶造037 石灯籠(左） 宗心寺 大正３年３月１日（1914） 檀家

吉田 吉̶造038 ★（伊勢講記念）（右） 宗心寺 明治４５年２月４日
（1912）

講中 破損（文字破
損）

吉田 吉̶造039 ★（伊勢講記念）（左） 宗心寺 明治４５年２月４日
（1912）

講中 破損（文字破
損）

吉田 吉̶造040 本堂庫院改修記念碑 宗心寺 昭和４６年４月吉日（１９
７１）

檀家 完形

吉田 吉̶造041 鳥居（豊川稲荷） 宗心寺 昭和35年1月(1960) 講中 完形

吉田 吉̶造042 神狐（右） 宗心寺 昭和42年8月吉日 寶華/薫順寶/薫祐子 完形

吉田 吉̶造043 神狐（左） 宗心寺 昭和42年8月吉日 寶華/薫順寶/薫祐子 完形

吉田 吉̶造044 神狐（右） 宗心寺 昭和42年8月吉日 寶華/薫順寶/薫祐子 完形

吉田 吉̶造045 神狐（左） 宗心寺 昭和42年8月吉日 寶華/薫順寶/薫祐子 完形

吉田 吉̶造046 神狐（右） 宗心寺 不明 日活会社 完形

吉田 吉̶造047 神狐（左） 宗心寺 不明 日活会社 完形

吉田 吉̶造048 幟枠（右） 五龍神社跡地 明治44年11月吉日（１９
１１）

氏子 完形

吉田 吉̶造049 幟枠（左） 五龍神社跡地 明治44年11月吉日（１９
１１）

氏子 完形

吉田 吉̶造050 五龍神社礎石 五龍神社跡地 昭和31年4月18日（１９５
６）

氏子 完形

吉田 吉̶造051 吉田第一区公民館建設記念碑 平成12年3月吉日（２００
０）

建設委員会 完形

吉田 吉̶造052 社号碑（天満天神宮） 昭和59年１月吉日
（1984）

舩戸敏治 完形
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吉田 吉̶造053 天神様建設記念碑 平成9年5月5日（1994） 氏子 完形

吉田 吉̶造054 鳥居 六所神社跡地 明治24年11月（1891） 氏子 完形

吉田 吉̶造055 石灯籠（右） 六所神社跡地 明治38年1月（1905） 藤野文 破損

吉田 吉̶造056 石灯籠（左） 六所神社跡地 明治38年1月（1905） 藤野文？ 風化破損

吉田 吉̶造057 道標 嶋田敏雄宅下三叉路 昭和8年1月（1933） 青年団吉田支部 完形

吉田 吉̶造058 石段改修記念碑 金比羅神社 昭和36年4月10日
（1961）

檀徒 完形

吉田 吉̶造059 石橋 吉田第二集会所 天保8年（1837） 完形

吉田 吉̶造060 四等三角点 タカトウ山 昭和46年6月26日
（1971）

国土地理院 完形

吉田 吉̶造061 中吉田道路改修碑 昭和54年6月（1979） 福島銀三

吉田 吉̶造062-1 幟枠（右） 六所神社跡地 明治24年11月（1891） 氏子一同 完形

吉田 吉̶造062-2 幟枠（左） 六所神社跡地 明治24年11月（1891） 氏子一同 完形

吉田 吉̶造063 記念碑（旧七郷村役場跡） 七郷小学校前 不明 不明 完形

吉田 吉̶造064 石段（復興記念） 三角堂 昭和7年4月（1932） 不明 一部欠損

吉田 吉̶造065 門柱（七郷小学校）（右） 七郷小学校 大正8年4月１日（1919） 寄付者 完形

吉田 吉̶造066 門柱（七郷小学校）（左） 七郷小学校 大正8年4月１日（1919） 寄付者 完形

吉田 吉̶造067 道路元標 鶴巻コミュニティ公園 昭和11年（1936） 卒業生一同

吉田 吉̶造068 七郷中学校跡記念碑 七郷地区農業構造改善セン
ター入口

平成5年3月（1993） 嵐山町

吉田 吉̶造069 破損記念碑★ 七郷小学校校庭 不明 不明 一部欠損（他
の破片か？）

吉田 吉̶造070 植樹記念碑 七郷小学校校庭 昭和52年3月（1977） 卒業生一同 完形

吉田 吉̶造071 卒業記念石（学校の位置） 七郷小学校 昭和59年（1984） 卒業生一同 完形

吉田 吉̶造072 旗台 七郷小学校校庭 昭和８年3月（1933） 卒業生一同 一部欠損

吉田 吉̶造073 石像（二宮金次郎） 七郷小学校校庭 不明 不明 一部欠損

吉田 吉̶造074 米寿記念植樹碑 七郷小学校 平成４年4月（1992） 大正6年卒業生有志 完形

吉田 吉̶造075 栗原先生頌徳碑 七郷小学校校庭 昭和10年９月（1935） 完形

吉田 吉̶造076 ★寄附 七郷小学校校庭 不明 栗原慶次郎/久保三源次

吉田 吉̶造077 還暦記念植樹碑 七郷小学校 平成４年4月（1992） 発起人 完形

吉田 吉̶造078 方位盤 七郷小学校 平成1年3月25日（1989） 卒業生一同 完形

吉田 吉̶造079 石祠 不明 不明 完形

吉田 吉̶造080 神号碑（小御嶽大神） 手白神社北 明治41年7月（1908） 小林孫右ヱ門 完形

吉田 吉̶造081 神号碑（冨士浅間大神） 手白神社北 明治41年7月（1908） 講中 完形

吉田 吉̶造082 石祠（雷電神社） 不明 不明 完形

吉田 吉̶造083 石祠（三峰神社） 不明 不明

吉田 吉̶造084 旧峯神社跡記念碑 昭和7年1月（1932） 氏子中 完形

吉田 吉̶造085 石祠（三峰神社） 不明

吉田 吉̶造086 ★（金毘羅？） 金比羅神社 不明 不明

吉田 吉̶造087 谷戸沼改修記念碑 谷戸沼畔 昭和42年3月（1967） 沼下耕作者 完形

吉田 吉̶造088 水準基標 七郷小学校前 不明

吉田 吉̶造089 防火水槽 昭和34年3月 菅谷村

吉田 吉̶造090 井戸枠 小林保夫宅 不明 （小林家）

吉田 吉̶造091 防火水槽 鶴巻コミュニティ公園 不明 小川地区消防組合

吉田 吉̶造092 防火水槽（無蓋） 船戸製作所北 昭和34年3月 菅谷村

吉田 吉̶造093 防火水槽 福島商店北 不明 菅谷村

吉田 吉̶造094 霊神碑（小林孫行霊神） 手白神社北 不明 講中

越畑 越̶造001 合祀改築記念碑 字日向 大正14年10月 八宮神社氏子 完形

越畑 越̶造002 幟枠（右） 字社宮司 明治40年3月 願主・舩戸礒右エ門 補修

越畑 越̶造003 幟枠（左） 字社宮司 明治40年3月 願主・舩戸礒右エ門 補修

越畑 越̶造004 石祠（三弧神） 字社宮司 昭和36年4月再建 社宮司氏子 再建

越畑 越̶造005 神号碑（冨士山浅間大神） 字社宮司 明治28年3月 完形

越畑 越̶造006 社号碑（三嶋神社） 字後谷 昭和16年4月9日 田島謙治 完形

越畑 越̶造007 石祠（天王社） 字日向 完形

越畑 越̶造008 石段 字大堂 明治40年10月

越畑 越̶造009 先祖顕彰碑 字大木 平成8年4月 加藤紋太郎

越畑 越̶造010 沼改修碑 字台山 昭和9年3月 久保三源次 完形

越畑 越̶造011 三等三角点 字台山 明治35年9月9日 完形

越畑 越̶造012 礎石（越畑第一公民館竣工記念） 字大堂 昭和59年10月 完形

越畑 越̶造013 越畑城址之碑 字城山 昭和18年9月 完形

越畑 越̶造014 旅行記念碑 字小栗 昭和13年5月1日 久保三源次 完形

越畑 越̶造015 寺号碑（観音寺） 字船久保 平成6年4月 完形

越畑 越̶造016 奉納石柱（右） 字大堂 明治45年3月 當寺廿七世活龍代 完形

越畑 越̶造017 奉納石柱（左） 字大堂 明治45年4月 當寺廿七世活龍　代 完形

越畑 越̶造018 灯籠 字大堂 大正14年3月 廿八世高橋倊道　代 完形

越畑 越̶造019 ほ場整備記念碑 字北ケ谷戸 平成11年3月 嵐山中部土地改良区 完形
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越畑 越̶造020 社寺号標柱（曹洞宗金泉寺） 字大堂 平成14年3月29日 高橋俊道 完形

越畑 越̶造021 本堂改修記念碑 字大堂 昭和41年3月29日 本堂改築委員会 完形

越畑 越̶造022 幟枠（右） 字大堂 明治40年1月 當山佳壹三省 完形

越畑 越̶造023 幟枠（左） 字大堂 明治40年1月 越畑信徒中 完形

越畑 越̶造024 破損手洗石 字大堂 木市良右衛門 破片

越畑 越̶造025 手洗石 字大堂 完形

越畑 越̶造026 石祠（★） 字大木入 完形

越畑 越̶造027 石祠（★） 字大木入 完形

越畑 越̶造028 正観世音菩薩 字台山 平成11年 久保千尋 完形

越畑 越̶造029 歌碑 字台山 昭和54年 久保茂男 完形

越畑 越̶造030 歌碑 字台山 昭和51年5月17日 軒星 完形

越畑 越̶造031 海外旅行記念碑 字小栗 平成10年10月10日 久保寅太郎 完形

越畑 越̶造032 石灯籠（参宮記念）（右） 字日向 明治23年11月23日 伊勢太々講中 完形

越畑 越̶造033 石灯籠（参宮記念）（左） 字日向 昭和35年3月15日 伊勢太々講中 完形

越畑 越̶造034 石灯籠（参宮記念）（右） 字日向 大正15年1月 講中 完形

越畑 越̶造035 石灯籠（参宮記念）（左） 字日向 大正7年2月3日 講中 完形

越畑 越̶造036 石灯籠（参宮記念）（右） 字日向 文政12年9月 舩戸悟兵衛 完形

越畑 越̶造037 石灯籠（参宮記念）（左） 字日向 文政12年9月 久保仁兵衛 完形

越畑 越̶造038 鳥居 字日向

越畑 越̶造039 伊勢太々講記念碑（被神息恩頼皇威） 字日向 明治45年2月5日 七郷村大字越畑 完形

越畑 越̶造040 伊勢大廟参拝記念碑 字日向 昭和15年 久保三源次 完形

越畑 越̶造041 日清日露戦役記念碑 字日向 明治40年11月 七郷村大字越畑 完形

越畑 越̶造042 越畑地区地籍調査事業記念碑 字日向 平成2年3月 越畑地区地籍調査事業推進委
員会

完形

越畑 越̶造043 幟枠（右） 字日向 明治23年11月3日 完形

越畑 越̶造044 幟枠（左） 字日向 明治23年11月3日 完形

越畑 越̶造045 奉納石柱（右） 字日向 大正5年3月14日 市川兵藏 完形

越畑 越̶造046 奉納石柱（左） 字日向 大正5年3月15日 市川兵藏 完形

越畑 越̶造047 社号碑（邨社八宮神社） 字日向 大正13年10月13日 市川兵蔵　久保三源次　舩戸
啓輔

完形

越畑 越̶造048 狛犬（右） 字日向 昭和17年4月3日 伊勢太廟奉仕團 完形

越畑 越̶造049 狛犬（左） 字日向 昭和17年4月3日 伊勢太廟奉仕團 完形

越畑 越̶造050 手洗石 字日向 完形

越畑 越̶造051 参宮記念碑（石段改修） 字日向 昭和11年3月 伊勢参宮講中 完形

越畑 越̶造052 本殿改築記念碑 字日向 昭和44年4月3日 本殿改築委員会 完形

越畑 越̶造053 新道記念碑 字日向 大正8年2月 完形

越畑 越̶造054 従軍之碑 字日向 完形

越畑 越̶造055 手洗石 字日向 完形

越畑 越̶造056 防火水槽 字日向 昭和35年3月 完形

越畑 越̶造057 防火水槽 字穂切谷 完形

越畑 越̶造058 防火水槽 字宮前 完形

越畑 越̶造059 井戸 字幟巻 昭和16年10月 船戸栄吉 完形

越畑 越̶造060 居宅移転碑 市川治右エ門平正盛 完形

越畑 越̶造061 石祠 (2062番地) 完形

勝田 勝̶造001 鳥居（明神系） 淡洲神社 不明 不明 完形

勝田 勝̶造002 石段 淡洲神社 昭和九申戌年三月 不明 完形

勝田 勝̶造003 手洗石 淡洲神社 文化八年二月 不明 完形

勝田 勝̶造004 天神社 淡洲神社 平成四年三月 不明 完形

勝田 勝̶造005 鹿島神社 淡洲神社 平成四年三月三十一日 氏子 完形

勝田 勝̶造006 ★ 淡洲神社 不明 不明 部分

勝田 勝̶造007 歌碑 淡洲神社（北） 昭和５８年(秋) 重道 完形

勝田 勝̶造008 完成記念碑 花見台工業団地第一公園 平成７年３月 埼玉県 完形

勝田 勝̶造009 歌碑 字西新井 昭和58年秋 当主徳重 完形

勝田 勝̶造010 灯籠（右） 字西新井 文化七年九月 施主　問口陸右エ門 完形

勝田 勝̶造011 灯籠（左） 字西新井 文化九年三月 勝田村女人講中 部分

勝田 勝̶造012 庚申塔移設記念碑 字花見台 平成3年3月 （地権者？18名） 完形

勝田 勝̶造013 防火貯水池 田村利治宅東勝田３２４ 昭和35年10月 不明 完形

勝田 勝̶造014 地籍調査碑 字菅原台 平成4年11月吉日 勝田地区地籍調査事業推進委
員会

完形

勝田 勝̶造015 石祠（弁才天） 字西新井 昭和15年 祭主　田中武夫 完形

勝田 勝̶造016 石祠★ 字前耕地（草薬師） 元文６年？ 田中■■■ 破片

勝田 勝̶造017 防火水槽 淡州北神社（勝田179） 不明 不明 完形

勝田 勝̶造018 防火水槽 田畑忠造宅南 昭和34年9月 不明 完形

勝田 勝̶造019 防火水槽 小久保俊博宅西（勝田801） 昭和35年10月 不明 完形

勝田 勝̶造020 馬頭尊 字高倉(花見台) 昭和8年7月 田畑正義 完形

広野 広̶造001 標柱 広正寺入口 大正６年９月

広野 広̶造002 門柱(右） 広正寺 昭和３１年８月 栗原侃一 完形

広野 広̶造003 門柱(左） 広正寺 昭和３１年８月 栗原侃一 完形
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広野 広̶造004 灯籠 広正寺（門前） 昭和５２年５月 井上清 完形

広野 広̶造005 山門橋 広正寺 昭和６年 杉田とめ　杉田きち 完形

広野 広̶造006 釈尊成道之図 広正寺 平成１２年１２月 高木正好 完形

広野 広̶造007 石灯籠（右） 広正寺 平成１５年９月 井上清 完形

広野 広̶造008 石灯籠（左） 広正寺 平成１５年９月 井上慎一郎 完形

広野 広̶造009 本堂改築庫裏新築記念碑 広正寺 昭和４２年 門徒 完形

広野 広̶造010 奉納石 広正寺 平成 不明 完形

広野 広̶造011 参拝記念碑 広正寺 昭和６３年１１月 久保茂男 完形

広野 広̶造012 戦没者供養塔 広正寺 昭和４１年４月 田畑稔次 完形

広野 広̶造013 聖観音菩薩 広正寺 昭和８年春 永島榮 完形

広野 広̶造014 お祈り地蔵尊 広正寺 平成８年 武藤石材 完形

広野 広̶造015 献灯（右） 広正寺 平成８年 浅見石材 完形

広野 広̶造016 献灯（左） 広正寺 平成８年 浅見石材 完形

広野 広̶造017 井戸枠 広正寺 昭和９年５月 不明 完形

広野 広̶造018 一級水準点 広正寺 不明 不明 完形

広野 広̶造019 駐車場碑 広正寺（駐車場入口） 不明 不明 完形

広野 広̶造020 石灯籠 広正寺高木家墓地内 不明 不明 完形

広野 広̶造021 石灯籠 広正寺高木家墓地内 不明 不明 完形

広野 広̶造022 万福開山暦住之塔 広正寺高木家墓地内 不明 不明 完形

広野 広̶造023 童子地蔵尊 広正寺 完形

広野 広̶造024 六地蔵 広正寺 平成１６年１月吉日 井上清/井上慎一郎 完形

広野 広̶造025 中部東地区地籍調査事業記念碑 (県道嵐山深谷線脇）中郷交
差点

平成四年三月吉日 地区地籍調査推進委員会 完形

広野 広̶造026 広野上中郷延命子育地蔵尊再建碑 中郷八宮神社向い側(県道嵐
山深谷線脇）

昭和五十八年七月吉日 大字廣野地区 完形

広野 広̶造027 鳥居（明神鳥居系両部鳥居） 八宮神社 不明 不明 完形

広野 広̶造028 社号標柱（八宮神社） 八宮神社 大正14年5月10日 不明 完形

広野 広̶造029 石灯籠（伊勢講）（右） 八宮神社 不明（弘化３年９月）？ 氏子中

広野 広̶造030 石灯籠（伊勢講）（左） 八宮神社 弘化３年９月 氏子中

広野 広̶造031 伊勢参宮記念石段寄付者連名簿 八宮神社 大正８年１１月 講中（世話人）

広野 広̶造032 灯籠 宮本家 1862（文久２年６月 不明

広野 広̶造033 手洗石 八宮神社 明治４０年３月 講中（世話人）

広野 広̶造034 八宮神社再建記念碑 八宮神社 平成９年３月吉日 氏子中 完形

広野 広̶造035 墓石 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明

広野 広̶造036 墓石 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明

広野 広̶造037 墓石 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明

広野 広̶造038 墓石 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明

広野 広̶造039 墓石 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明

広野 広̶造040 石神（山神） 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明 完形

広野 広̶造041 石仏（地蔵菩薩） 字広野ヶ谷戸（山ノ神下)杉田
五九宅裏

不明 不明 完形

広野 広̶造042 板碑 山神の下 不明 不明 破片

広野 広̶造043 板碑 山神の下 不明 不明 破片

広野 広̶造044 ★その他 山神の下 不明 不明

広野 広̶造045 ★その他 山神の下 明治３１年１０月１４日 不明

広野 広̶造046 ★その他 山神の下 不明 不明

広野 広̶造047 ★その他 山神の下 不明 不明

広野 広̶造048 ★その他 杉田家敷地内 不明 不明

広野 広̶造049 ★その他 杉田家敷地内 不明 不明

広野 広̶造050 ★その他 杉田家敷地内 不明 不明

広野 広̶造051 ★その他 杉田家敷地内 不明 不明

広野 広̶造052 ★その他 山神の傍 不明 不明

広野 広̶造053 道祖神 字大下三叉路角 不明 不明 一部破損

広野 広̶造054 霊魂塔 杉田家前山 不明 畠山源藤原政長建立（？） 完形

広野 広̶造055 石祠（稲荷社） 字大野田字中郷の中間 町道
脇斜面上

大正９年５月 井上萬吉 完形

広野 広̶造056 石祠（榛名山） 関越道際、沼畔 昭和５２年６月再建 氏子中

広野 広̶造057 歌碑（休猟区となりて……） 宮本家前庭 平成１４年１０月吉日 宮本敬彦 完形

広野 広̶造058 神明天神 杉田五九宅裏自宅裏 　古道
上

不明 不明 完形

広野 広̶造059 ★（伊■諸尊……） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造060 ★（豊川稲荷……） 杉田五九宅裏自宅裏 明治３１年１０月１４日 廣義 完形

広野 広̶造061 ★（戌戊亥若宮……） 杉田五九宅裏自宅裏 明治３１年１０月１４日 杉田菊壽良 完形

広野 広̶造062 ★（源氏鎮守……） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造063 ★（丑寅叡山……） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形
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広野 広̶造064 ★（八幡宮） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造065 ★（三皇神） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造066 ★（三宝荒神……） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造067 ★（冨士山仙元宮……） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造068 ★（大社　榮尊） 杉田五九宅裏自宅裏 不明 不明 完形

広野 広̶造069 ★（東西南北……） 杉田五九宅前山 不明 不明 完形

広野 広̶造070 ★（三條通……） 杉田五九宅前山 不明 不明 一部破損

広野 広̶造071 ★（三條宮前戻橋……） 杉田五九宅前山 不明 不明

広野 広̶造072 ★（？）所在確認できず ★

広野 広̶造073 不動明王 杉田家裏 不明 不明

広野 広̶造074 大日如来 杉田家裏 不明 不明

広野 広̶造075 ★（清和天皇……） 杉田家裏 不明 不明 一部破損

広野 広̶造076 ★（応神天皇……） 山神下 不明 不明 完形

広野 広̶造077 庚申塔移設記念碑 県道側 平成５年８月吉日 廣野上郷 完形

広野 広̶造078 山の神 永島彦次郎宅裏山 不明 不明

広野 広̶造079 石橋 永島彦次郎宅庭 不明 不明

広野 広̶造080 弁才天 字大野田、弁天沼堰堤上 不明 不明

広野 広̶造081 歌碑(夏の風……) 宮本敬彦家庭 平成１４年１０月吉日 宮本敬彦 完形

広野 広̶造082 奉納大乗妙典経 栗原家墓地内 文化５年８月 不明

広野 広̶造083 馬頭観音 栗原家墓地内 天明７年２月８日 栗原佐茂七

広野 広̶造084 道祖神 太郎丸、広野境（旧道）脇 不明 不明

広野 広̶造085 防火水槽 田村利治宅東（勝田内、広野
地番）

昭和３５年１０月 菅谷村

杉山 杉̶造001 社号標柱（八宮神社） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造002 石段（下） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造003 石灯籠（右） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造004 石灯籠（左） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造005 鳥居社号額 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造006 明神鳥居 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造007 石段（上） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造008 灯籠台（右） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造009 灯籠台（左） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造010 手洗石 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造011 手洗石 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造012 筆子塚（退筆塚） 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造013 石祠 大字杉山 字清明 八宮神社

杉山 杉̶造014 地籍調査記念碑 大字杉山 字玉ノ岡 杉山公民館前

杉山 杉̶造015 ★（緯度・経度） 大字杉山 字玉ノ岡 杉山公民館前

杉山 杉̶造016 冨士嶽浅間大神 大字杉山 字峯 浅間神社（内田敬宅裏山）

杉山 杉̶造017 小御嶽大神 大字杉山 字峯 浅間神社（内田敬宅裏山）

杉山 杉̶造018 ★石祠 大字杉山 字峯 浅間神社（内田敬宅裏山）

杉山 杉̶造019 歌碑 大字杉山 字薬ノ峯 内田敬宅庭

杉山 杉̶造020 標柱（天台宗積善寺） 大字杉山 字上城ケ谷戸 積善寺入口

杉山 杉̶造021 改造記念碑 大字杉山 字上城ケ谷戸 積善寺

杉山 杉̶造022 灯籠 大字杉山 字上城ケ谷戸 積善寺

杉山 杉̶造023 供養塔 大字杉山 字上城ケ谷戸 積善寺

杉山 杉̶造024 標柱 大字杉山 字雁城 杉山城跡

杉山 杉̶造025 杉山城跡之碑 大字杉山 字雁城 杉山城跡

杉山 杉̶造026 灯籠台石 大字杉山 字雁城 杉山城跡

杉山 杉̶造027 ？台石 大字杉山 字雁城 杉山城跡

杉山 杉̶造028 稲荷祠 大字杉山 字雁城 杉山城跡

杉山 杉̶造029 開山塔 大字杉山 字豊岡 早川信良宅裏山墓地跡

杉山 杉̶造030 巡礼記念碑 大字杉山 字豊岡 久保千尋宅路傍

杉山 杉̶造031 標柱 大字広野 字六丁 嵐山町役場

杉山 杉̶造032 植樹記念碑 大字広野 字六丁 嵐山町役場

太郎丸 太̶造001 社号標柱（村社淡洲神社） 淡洲神社 昭和13年（1938） 中村茂十郎/中村嘉十郎 完形

太郎丸 太̶造002 幟枠（右） 淡洲神社 明治29年9月(1896) 氏子 完形

太郎丸 太̶造003 幟枠（左） 淡洲神社 明治29年9月(1896) 氏子 完形

太郎丸 太̶造004 幟枠（国威宣揚） 淡洲神社 昭和28年4月（1953） 太郎丸支部 完形

太郎丸 太̶造005 灯籠（右） 淡洲神社 明治34年12(1910) 氏子 完形

太郎丸 太̶造006 灯籠（左） 淡洲神社 昭和9年１２月（1934） 氏子 完形

太郎丸 太̶造007 鳥居 淡洲神社 不明 不明 完形

太郎丸 太̶造008 石鳥居奉献記 淡洲神社 大正１３年４月（１９２４） 講中 完形

太郎丸 太̶造009 石神（大国主大神） 淡洲神社 大正１３年10月12日（１
９２４）

氏子 完形

太郎丸 太̶造010 鳥居 淡洲神社 大正１３年４月（１９２４） 氏子 完形

太郎丸 太̶造011 手洗石 淡洲神社 明治25年1月（１８９２） 講中 完形
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太郎丸 太̶造012 石祠 淡洲神社 寛政10年１１月（１７９８） 講中 完形

太郎丸 太̶造013 石祠 淡洲神社 不明 完形

太郎丸 太̶造014 石祠 淡洲神社 昭和４年７月１５日（１９
２９）

氏子 完形

太郎丸 太̶造015 記念碑（内谷開発道路改良） 淡洲神社 昭和４１年４月５日（１９
６６）

中村保蔵 完形

太郎丸 太̶造016 記念碑（参宮記念） 淡洲神社 昭和４１年４月５日（１９
６６）

大沢利一/中村重蔵 完形

太郎丸 太̶造017 石祠 御堂山頂 不明 一部欠損

太郎丸 太̶造018 石祠 御堂山頂 不明 一部欠損

太郎丸 太̶造019 石祠 御堂山頂 不明 一部欠損

太郎丸 太̶造020 道標 田幡喜代子宅南東十字路傍 大正１４年８月（１９２５） 青年団 一部欠損

太郎丸 太̶造021 防火水槽 大沢英男宅（太郎丸52）南 不明

太郎丸 太̶造022 防火水槽 鈴木市平宅（太郎丸10）南 昭和２９年５月（１９５４） 七郷村

太郎丸 太̶造023 地藏 字子 不明 不明
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