
２７．総持院
そ う じ い ん

 

 真言宗智山派の名刹。天正５年

(1577)創建。４月下旬から、境内を

埋め尽くす色とりどりの牡丹が見

事。 

２８．鷲
わし

神社
じんじゃ

 

 ５月と１０月に市指定文化財の

南部領辻の獅子舞が奉納される。 

２９．埼玉スタジアム２００２ 

 収容人数６３，７００人の国内最大

級のサッカー専用スタジアム。TO 

３０．足立神社 

 家を出る人を止め、出た人をもど

す願掛けの紐が巻かれた「足止めの

狛犬」が見られる。 

３１．萬
ばん

年寺
ね ん じ

 

 曹洞宗の名刹。鎌倉時代中期の作

とされる木造釈迦如来坐像は市指

定文化財。境内には、見沼干拓の指

導者「井沢弥惣
い ざ わ や そ

兵衛
べ え

」の顕彰碑があ

る。 

３２．さぎ山記念公園 

 江戸時代以来、サギの繁殖地とし

て知られた「野田のサギ山」の跡地

を記念公園とした。現在は、サギ山

記念館、釣り池・アスレチック・広

場等もあり、憩いの場である。TO 

３３．見沼自然公園 

 人と自然のふれあいの場として、

芝生広場・観賞池等のリクレーショ

ンゾーンと、トンボ・ホタル等の自

然観察ゾーンがある。広場には、井

沢弥惣兵衛の銅像が立つ。TO 

３４．旧坂東家住宅見沼くらしっく

館 

 代々この地の名主をつとめた坂

東家の母屋を復原・保存している。

安政４年（１８５７）に建築された建

物は、寄棟造り茅葺。農家の暮らし

や、年中行事等を再現し、「生きて

いる民家」を体験できる施設。TO 

３５．附島氷川女体神社 

 本殿は江戸時代初期の一間社見

世棚造り。 

３６．見沼通船堀公園 

 見沼通船堀に沿い、遊歩道と竹林に

囲まれた公園。 

３７．鈴木家住宅（国指定史跡） 

 見沼通船の船割を担った役宅で、江

戸時代後期の建築。建物の重厚さから

は、通船の繁盛と八丁堤の往来の賑わ

いが偲ばれる。建物奥には、見沼通船

に用いられた二分の一の船も復元され

ている。      ※公開日注意 

３８．水神社（国指定史跡） 

 見沼通船堀が開通した翌年（１７３

２）、通船の安全と繁栄を願い創建され

たと伝えられる。 

３９．八丁堤 

 寛永６年（１６２９）伊奈氏が見沼溜

井を造る際に築いた土堤。附島から木

曽呂までの八丁（約８７０ｍ）あり、

赤山道として人々の往来がたえない。

４０．木曽呂の富士塚（国指定史跡） 

直径２０ｍ、高さ５．４ｍ。寛政１２

年（１８００）、富士講の信者が築造。 

４１．見沼代用水 

 元禄年間、浅間山の噴火、利根川・

荒川の洪水で幕府財政は困窮していた。

また、見沼溜井も機能が滞り、新たな

水源を模索していた。享保１０年

（1725）８代将軍吉宗は、井沢弥惣兵

衛に見沼干拓を命じる。周辺の農民か

らは反対の声が上がるが、享保１２年

工事は開始。６０km離れた利根川から

水路を掘り、地盤の強固な崖下を選び、

漏水を防ぎ、堤を工夫し、工期の短縮

と経費節減を図り、翌１３年見沼代用

水路が完成。見沼溜井の水の代わりに、

利根川の水を用いることから「見沼代

用水」と呼ばれる。 

４２．見沼通船堀（国指定史跡） 

 享保１６年（１７３１）に完成した木

造閘門式
こうもんしき

運河
う ん が

遺構
い こ う

。江戸蔵前から荒川

をさかのぼり、芝川門樋から八丁堤ま

で航行した船を、落差３ｍの急流を越

え、見沼代用水東縁水路と西縁水路へ振り分ける施設。当初は利根川の下中条

村まで行けたが、宝暦９年（１７５９）柴山の掛
かけ

渡井
ど い

が壊れたため、以後、白岡

町が終点となった。 

 通船期間は、灌漑用水として水を必要としない時期（旧暦１２月からおよそ

２ヵ月間）で、江戸へは年貢や農産物、薪
まき

等を運び、帰路は肥料や燃料、茶、

小間物等が運ばれた。船は百俵積の「なかひらた船」。 

見沼通船堀は、利根川周辺の物資と武蔵国内の物資を、安全な内陸を通り蔵

前まで運ぶという大プロジェクトであった。TO 

※「井沢
い ざ わ

弥惣兵衛
や そ べ え

為永
ためなが

」（１６６３～１７３８） 

井沢弥惣兵衛為永は、寛文３年、紀伊国溝口村（和歌山県海南市）に生まれ

る（墓碑）。元禄初年、紀州藩主「徳川光
みつ

貞
さだ

」に登用され、以後 綱
つな

教
のり

・頼
より

職
もと

・

吉宗
よしむね

・宗直
むねなお

までの五代に仕える。享保１０年（１７２５）幕府勘定吟味役となり、

見沼代用水路の開削と新田開発の指導者となる。この年６２歳（墓碑）。井沢弥

惣兵衛の偉業は、武蔵国の開発及び幕府財政の立直しに大きく貢献したこと、

併せて、大小の沼・湿地を干拓し、灌漑、治水に加え、利根川から江戸蔵前ま

での大運河構想をもつ総合的土木事業を行ったことである。 

なお、江戸時代の呼名は「井沢
い ざ わ

弥惣兵衛
や そ べ え

」。当時の慣習で「為永」という諱
いみな

を

呼ばれることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３．四本
し ほ ん

竹
だけ

遺跡
い せ き

 

 見沼の中ほどで行われた氷川女體神社の御船祭では、四本竹で結界がつくら

れ神事が行われた。県第一調整池工事に際して行われた発掘調査では、田圃の

底に四本竹の跡が発見されている（埼玉県埋蔵文化財調査事業団）。 

 

 

TO はトイレが利用できます。 

  ※ 散策マップに記載されている文化財等には、常時公開されていない 

ものや、公演日・奉納日が限定されているものもあります。見学の際 

には、マナーを守り、文化財の所有者、周囲の見学者等の迷惑になら 

ないよう お願いいたします。 

    また、道路が狭く、車両等の進入が困難な場所もあります。無理な 

運転、交通事故等に注意してください。 

※この印刷物は 3,000 部作成し、1 部あたりの印刷経費は 6 円です。

 

 

 
浦和くらしの博物館民家園 

〒３３６－０９２５ 

さいたま市緑区下山口新田１１７９－１ 

ＴＥＬ ０４８－８７８－５０２５ 

ＦＡＸ ０４８－８７８－５０２８ 

凡例 



１．さいたま市立浦和博物館 

 浦和博物館の建物は、明治１１年に 

建てられた埼玉県師範学校校舎「鳳翔 

閣」の正面外観を復元している。館内

には、原始・古代から近代に至る歴史

資料、民俗資料、美術資料等が展示さ

れている。TO 

２．氷川女體
ひかわにょたい

神社
じんじゃ

（県指定文化財） 

 県内屈指の古社。高鼻の氷川神社と

共に「武蔵一宮」と称される。祭神は

クシナダヒメ。社宝の多くは指定文化

財。県ふるさとの森でもある社叢は市

指定天然記念物。 

３．磐
いわ

船
ふね

祭
まつり

祭祀
さいし

遺跡
いせき

（市指定史跡） 

 氷川女體神社が見沼の中央で行って

いた御船祭が、およそ２８０年前の見

沼干拓で出来なくなったため、神社先

に柄鏡形の祭祀場を造り、明治に至る

まで磐船祭が行われた。現在は祭祀跡

として保存されている。 

４．見沼氷川公園 

 水と緑につつまれた公園。地元出身

の武笠 三氏作詞の唱歌「かかし」の像

と顕彰碑がある。TO 

５．寛保二年の庚申塔
こうしんとう

（市指定文化財） 

 さるまん塚に立つ庚申塔は、１７４

２年に造立。講中の健康を願い、さま

ざまな像が刻まれている。側面には、

「東ハ赤山道」、「西ハ大宮道」と彫ら

れ、赤山道が向かう方向で呼び名が変

わる庶民の道であることがわかる。 

６．旧高野家離座敷（市指定文化財） 

 幕末の蘭方医「高野隆仙」が建てた、

茶室を取り入れた数奇屋造りの離れ。

師である高野長英が、幕府から逃れ、

一時滞在したと伝えられる。 

７．大熊家表門（市指定文化財） 

 江戸時代後期の建築。中山道「浦和

宿」本陣の表門であったものを移築。 

総ケヤキ造りで、軒の鬼瓦には本陣で

あった星野家の家紋「細川九曜」紋が

見られる。 

 

８．吉祥寺
きちじょうじ

 

 慈覚大師「円仁」が、天長６年（829）

に開山したと伝えられる天台宗の古刹。

市指定文化財である山門は、江戸時代

前期の建立。 

９．赤
あか

山道
やまみち

 

 寛永６年（１６２９）関東郡代「伊奈

忠治」が赤山（川口市）に陣屋を構え、

市場町であった与野とをつないだ間道。 

１０．清
せい

泰寺
た い じ

 

 慈覚大師「円仁」が開山したと伝え

られる天台宗の古刹。境内には３５１

基の庚申塔（市指定文化財）が見られ、

墓所奥には武田信玄の息女「見性院」

の墓（県指定旧跡）がある。 

１１．大間木氷川神社（市指定文化財） 

 本殿は、寛文７年（１６６７）大宮氷

川神社の旧本殿を移築したと伝えられ

る。村人だけでなく、赤山道を往来す

る人々の信仰を集めた。 

１２．大牧氷川神社（県指定文化財） 

 本殿は、桃山時代の様式を伝えてい

る。寛永１３年（１６３６）の建立。 

１３．浦和くらしの博物館 民家園 

 市内の伝統的な建物（市指定文化財

等）を７棟移築復原し、公開している。

昔のくらし体験や建物を活用した講座

等もあり、７月は古代ハスが園内に彩

りを添える。TO 

１４．見沼ヘルシーランド 

 大浴場、温水プール等もある保養施

設。 

１５．大崎公園 

 子供動物園、ミニ遊園地、広場等が

あり、親子で憩える施設。隣接する「園

芸植物園」では、四季折々の樹木や熱

帯植物が観察できる。TO 

１６．木傘神社 

 神社の名は、日本武尊が大木の下で

降雹をしのいだという伝説にちなむ。 

１７．太子堂 

 鰐
わに

口
ぐち

は市指定文化財。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８．長福寺跡（間宮自治会館） 

 歴代住職の墓所の中にある文永七年

銘板石塔婆(1270)は、市指定文化財。 

１９―１．大門宿脇本陣表門（市指定

文化財） 

 木造カヤ葺きの長屋門で桁
けた

行
ゆき

１６ｍ。

西本陣と称し、明治以降は通称「赤門」。 

１９―２．大門宿本陣表門（県指定史

跡） 

 木造カヤ葺きの長屋門で、格子窓の

ある番所が付属している。元禄７年（１

６９４）に会田平左衛門俊久により建立

された。通称「黒門」。 

２０．大門神社 

 大門宿の鎮守。長い参道の奥に龍の

彫刻がみごと。 

２１．日光御成道 

 徳川将軍家の日光東照宮参詣のため

につくられたバイパス。 

２２．大興寺
だいこうじ

 

 真言宗の古刹。境内には、市指定文

化財の徳本上人念仏供養塔・来迎阿弥

陀三尊板石塔婆、市指定天然記念物の

ウメ・ヒイラギ等がある。 

２３．重
じゅう

殿社
どのしゃ

（市指定文化財） 

 本殿は江戸時代中期の建立。 

２４．明照寺
みょうしょうじ

 

 小田原北条氏配下の岩槻太田氏家臣

で、中野田村領主を勤めた春日氏一族

の墓所（市指定史跡）がある。また、

貞和３年（１３４７）銘及び康暦３年（１

３８１）銘の板石塔婆も市指定文化財。 

２５．中野田不動堂（市指定文化財） 

 松源寺の末堂。天明６年（１７８６）

の建立。浅間山噴火で村を捨てた工匠

の手によると伝えられる。 

２６．国昌寺 

 曹洞宗の名刹。山門は市指定文化財。

欄間に龍の彫刻があり、当寺の伝説で

は「門下を通る棺は、中身を喰われる」

として「開かずの門」と称されたとい

う。TO 

          


