
明　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

№ 形態 彩色 碑高幅（㎝） 銘・碑文 備考 未確認

1 矢の沢 下村 文字 嘉永2年 1849 91-42-17 嘉永二酉四月吉辰

2 矢の沢 双体 不詳 52-40-20 風化

3 矢の沢 双体 大正12年 1923 60-62-40 大正十二年一月拾四日（資料より） 下半身土中判読困難

4 矢の沢 出水 双体 不詳 58-28-24 山ノ神坂の上　風化

5 光 上海渡 握手 明治21年 1888 82-70-40 明治廿一年一月大吉日　上海戸中

6 光 北村公民館東 握手 天保2年 1831 84-65-46 天保二辛卯年正月吉日　光北村御柱連中

7 光 南北村 文字 安政3年 1856 59-39-27 安政三年十月吉日　講中

8 光 北村巾 双体：笏扇 嘉永7年 1854 82-60-26 嘉永七寅三月吉日　氏子中

9 白牧 橋ﾉ久保旧道 文字 大正6年 1917 98-57-22 大正六巳年一月吉日　白牧中

10 塔の原 町公民館 握手 万延元年 1860 87-69-45 万延元庚申年九月吉旦　塔原邑北耕地中　帯代金百両 男神は大黒様、女神は稲荷姫

11 塔の原 中耕地押手 握手 明治6年 1873 95-95-60 明治六酉年八月吉旦　塔原中耕地　帯代百円

12 塔の原 宮本 双体 文化5年 1808 70-43-26 文化五辰十一月吉日

13 明科 龍門寺南 握手 嘉永5年 1852 110-64-20 嘉永五子八月日　両講中

14 明科 龍門寺 双体 不詳 43-40-20 

15 吐中 宮大門 双体：御幣 文化12年 1815 68-42-20 文化十二亥年九月吉日　村中 女神は繭玉を持つ

16 清水 文字 不詳 70-38-22 □□十年十二月　村中

17 清水 双体 不詳 45-30-10 風化

18 清水 双体 安政6年 1859 68-64-31 安政六己未正月吉日　帯代金三十両

20 大足 内くね旧道 双体 不詳 58-31-12 大足「平」バス停

21 平・南堀平 かまぶた旧道 文字 嘉永6年 1853 88-73-45 嘉永六丑年　釜蓋中

22 平・南堀平 南堀平道上 文字 不詳 80-48-30

23 平・南堀平 水穴道端 双体 不詳 38-30-17 二つ折風化(道祖神という)

24  潮 橋の爪 握手 彩 元治2年 1865 76-53-28 茲時元治二稔乙丑正月吉祥　潮村橋詰中

25  潮 神明宮南 文字 享和3年 1803 80-84-36 享和三亥天八月吉日　惣村中 和→口禾

26  潮 大日堂 双体 文化14年 1817 52-36-25 文化十四天丑□□

27  潮 裏田農道 双体：笏 不詳 74-80-40 帯代五拾両　潮北村中

28  潮 橋の爪 双体 彩 不詳 39-40-10 （上部に）道祖神 裏田農道にあったもの

29  尾沢 尾根道 双体 文化13年 1816 50-39-20 文化十三年子八月吉日 右側風化

30  尾沢 蓬久保 文字 昭和16年 1941 43-22-16 昭和十六年建立　滝沢氏 未

31 天田 文字 文政5年 1822 50-46-16 壬文政五年午十月吉日 風化苔むしている 未

32 天田 公民館東 握手 安永7年 1778 50-32-16 安永七戌天八月吉日

35 山中 祝言・酒器 不詳 52-22-17

36 山中 文字 不詳 75-36-24 「神」が欠損

37 山中 土橋上 祝言・酒器 万延元年 1860 65-50-27 万延元年庚申正月吉日　帯代廿五両

38 山中 尾沢登り道右 文字 不詳 46-21-14 縦に割れる　行方不明 未

41 小日向 文字 嘉永2年 1894 96-48-21 嘉永二年十月建立 木下三峰城道上にあったもの

42 小日向 祝言・酒器 不詳 48-32-17 安□□□四月廿七日

43 小日向 祝言・酒器 不詳 66-34-14

44 花見 花見堂下 握手 嘉永2年 1894 70-34-24 嘉永二年 男女の区別困難

45 庄部 庚申塔下山の神 握手 不詳 82-75-33 菖蒲中

46 庄部 入庄部 文字 安政5年 1858 95-44-33 安政五戌午正月吉日　上勝貟中 未

47 松庄 横合道端 文字 昭和7年 1932 79-45-14 昭和七年五月建之

48 松庄 大木の道祖神 文字 不詳 35‐12‐12 判別困難 二つ割れ風化 未

49 松庄 海道 祝言・酒器 文久3年 1863 68-40-28 文久三癸亥正月吉日　海道

50 松庄 松留上 握手 寛政4年 1792 53-35-14 寛政四子年五月吉日

52 柏尾 文字 慶応2年 1866 79-23-17 慶応二年丙寅正月吉日　柏尾

53 柏尾 双体：抱擁 不詳 48-30-16

54 柏尾 自然石 大 不詳 18-13-30

55 柏尾 自然石 小 不詳 8‐9‐10

所在地 年代

観音堂北道上

旧道北畑

梨子登り口

旧秋葉社二本松
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明　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

56 柏尾 文字 慶応3年 1867 77-45-13 慶応三丁卯年十一月吉日　杏氏

57 柏尾 漆久保への道 双体：御幣 文化9年 1812 50-28-20 文化九申天 旧鉄道トンネル下

58 名九鬼 あそう 自然石 不詳 20-8-45 大小細長い石2個 未

59 名九鬼 双体 不詳 55-31-18 風化

60 名九鬼 自然石 不詳 21-23-17 

61 名九鬼 双体：御幣 文化12年 1815 54-30-17 文化十二天十一月吉日

62 名九鬼 穴坪 祝言・酒器 安永6年 1777 54-42-14 安永六酉年四月吉日 未

63 名九鬼 穴坪 文字 万延元年 1860 59-33-11 万延元庚申歳 未

64 矢越 堂下 祝言・酒器 明治13年 1880 73-76-35 明治十三年辰年正月日　矢越氏子八人

65 矢越 堂前 祝言・酒器 不詳 60-41-20

66 池桜 祝言・酒器 安政6年 1859 53-34-18 安政六未正月日 女神が男神の背後に隠れる

67 池桜 双体：接吻 不詳 55-45-26 舌を出している

68 池桜 双体：接吻 不詳 44-39-18 抱擁している

69 池桜 土合旧道端 文字 大正10年 1921 44-22-11 大正十年正月十五日 屋敷の下旧道端 未

70 矢下沢 長の尾曲り角 握手 寛政8年 1796 61-35-22 寛政八丙辰年正月十四日　村中 未

71 矢下沢 入矢下道上 文字 明治41年 1908 74-42-22 明治四拾一年拾二月吉日　矢下内山氏子中　石工西条小一郎 未

72 矢下沢 中矢下登坂 握手 文久3年 1863 93-67-30 文久三癸亥年六月吉日　矢下中　帯代三両 未

73 矢下沢 李けや木平 握手 寛政8年 1796 55-36-22 寛政八辰年八月吉日 未

74 矢下沢 自然石 不詳 29-15-18 未

75 矢下沢 自然石 不詳 42-18-12 未

76 矢下沢 ふとう旧道上 文字 不詳 30-17- 未

77 矢下沢 新名庄 文字 不詳 52-30-14 角板で風化激しい

78 峰方 握手 不詳 50-45-30 風化傘松の根の中

79 峰方 双体：笏扇 弘化5年 1848 55-33-10 弘化五申天　竹ノ惣　桂枝

80 峰方 西久保峯 文字 大正11年 1922 45-23-17 大正十一年一月

81 峰方 長畑新道上 双体 文化年間 54-28-13 文化□□ 風化

82 峰方 才の神道上 双体 不詳 52-27-19 風化

83 竹の花 堂登り口 文字 明治25年 1892 65-63-47 明治廿五年一月十五日　竹ノ花中

84 荻ノ久保 公民館西旧道 握手 不詳 67-41-21

85 荻ノ久保 祝言・酒器 安永7年 1778 63-38-19 安永七戌年七月吉日 右女神？

86 荻ノ久保 文字 不詳 72-36-23 帯代拾五両　穴沢中

87 荻ノ久保 双体・御岳参詣者 明治6年 1873 79-99-30 明治六年十二月二十九日　村中百両 男神が御嶽参詣者像　穴沢より移転

88 荻ノ久保 餅の川尾根 双体 明治7年 1874 75-70-25 明治七年一月　帯代五拾圓 互いに頬を寄せている

89 梨子 文字 不詳 60-26-15

90 梨子 握手 不詳 60-51-30

91 梨子 握手 不詳 58-30-22 帯代金二十五両　梨子耕地 互いに手を袖の中

92 小芹 祝言・酒器 安永4年 1775 58-37-19 安永四□四月吉祥日 男女の位置が逆

93 小芹 文字 天保8年 1837 58-36-18 天保八申年十一月吉日 ８年は丁酉?

94 木戸 旧木戸橋手前 文字 安政4年 1857 70-63-40 安政四巳歳七月　喜登中 「道」が大きい

95 大久保 大久保堂下 握手 天保14年 1843 56-42-40 天保十四卯四月大久保村中 (右横に)帯代五両 中区がほぼ四角形

96 上生野 文字 昭和5年 1930 60-53-24 昭和五庚午年三月吉日　宮原南中

97 上生野 双体 不詳 82-43-26 寅拾二月　上生野邑　宮原南中 「神」が地中

98 上生野 札場 文字 天保14年 1843 78-54-50 天保十四癸卯年　上生野

99 明賀 堂平曲角道上 文字 大正9年 1920 58-24-17 大正九年七月吉日　堂平中

100 明賀 文字 嘉永2年 1849 120-52-35 嘉永二酉年　明賀本村

101 明賀 文字 嘉永3年 1850 90-56-15 嘉永三年八月吉日　清水村 清水より持ち来る？

103 明賀 三嶽様 文字 大正14年 1925 83-56-20 ( 近くに175cmの御岳大権現碑あり）

104 黒坪 文字 明治6年 1873 92-53-38 明治六年癸酉正月　黒坪 未

105 黒坪 双体 不詳 49-32-19 判別困難 未

107 上押野 堂木戸 握手 文化2年 1805 140-150-40 文化二丙寅年二月吉日　施主村中 丙寅は3年？

大小細長い三角石2個李けや木

竹の惣堂上

本村

下杉林道下

梨子堂入り口

堂の前

アルプス食品前

堂平曲角道
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明　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

108 上押野 祝言・酒器 昭和34年 1959 55-45-15 昭和三十四年建之 女神は跪座　転居と共に不明 未

109 上押野 陽石（左） 不詳 八幡宮西の広場

110 上押野 陰石（右） 不詳 八幡宮西の広場

111 下押野 川口商店 文字 慶応3年 1867 51-37-28 慶応三卯年三月吉辰　矢花姓

114 下押野 文字 天保7年 1836 83-55-40 天保七申年八月吉日　下里中

118 下押野 上野道端 文字 安政元年 1854 76-70-24 甲寅　幸神　帯代千両　高田姓中 帯代は松本平で最高

119 下押野 上野道端 握手 安政3年 1856 88-73-36 安政三年辰二月八日　帯代百両　上埜中

120 塩川原 握手 嘉永7年 1854 120-85-40 嘉永七寅天　帯代百両　塩川原村中

121 塩川原 握手 明治2年 1869 55-45-10 明治二巳年正月□□ 下半分欠損

122 塩川原 お天狗様欅下 自然石 不詳 55-50-15 ｶﾘﾔｽの屋根

123 塩川原 才宮南道上 自然石 不詳 65-60-25 ｶﾘﾔｽの屋根

124 荻原 荒井道祖神 握手 文政11年 1828 87-65-30 文政十一戊子年三月　帯代金百両　荻原荒井講中

125 荻原 飼育所前 自然石 不詳 55-35-25 未

126 荻原 城が平宮沢宅北 握手 文政9年 1812 73-37-25 文化九申三月日　荻原新田中

127 荻原 押手道北 祝言・酒器 彩 明治2年 1869 64-70-25 明治二年己巳歳春二月吉日　荻原村押手耕地　帯代金二十五両

128 荻原 高鼻沢端 握手 天保4年 1833 59-31-20 天保四年巳正月日　□□連中　中村

129 荻原 下村 祝言・酒器 明治40年 1907 68-70-34 明治四十年建立　帯代金百円　下村氏子中

130 荻原 北村つむじ 握手 明治3年 1870 72-53-35 明治三庚午二月　荻原北村中　帯代□□

131 中村 大巳社 右1 文字 天保8年 1837 73-40-32 天保八丁酉年三月吉日　上手村中 明治43年上手村神谷口より移転

132 中村 大巳社 右2 祝言・酒器 安政3年 1856 76-70-45 安政三辰歳五月吉日　中村本郷 男神瓢、女神盃　　せいの神より

133 中村 大巳社 右3 握手 安政6年 1859 58-46-12 安政六未年□年吉日　帯代三両　中邑遠藤丈右ｴ門 明治43年せいの神より移転

134 中村 大巳社 右4 握手 不詳 100-86-45 帯代五十両　中村南木戸 南門より移転

135 中村 大巳社 右5 双体 不詳 47-38-25 遠藤氏 互いに袖の中に手を入れている

136 中村 大巳社 文字 不詳 20-15-10 「文化」とあるが真偽は不明 手水鉢の中にある

137 金井沢 郷坂 文字 嘉永4年 1851 56-33-23 嘉永四亥四月日　郷坂中

138 金井沢 金井沢神社 祝言・酒器 明治10年 1877 62-40-20 明治十年十二月大安の日　金井沢村中

139 小泉 和泉神社参道1 握手 宝暦2年 1752 70-37-24 宝暦申三月吉日　施主氏子中

140 小泉 和泉神社参道2 握手 安政3年 1856 73-46-24 安政三歳辰正月吉日　大蔵村　帯代金拾五両　船戸 棚平中 大蔵から持参

141 小泉 和泉神社参道3 文字 天保12年 1841 74-42-27 天保十二丑六月吉日　巡田中

142 小泉 和泉神社参道4 握手 宝暦2年 1752 62-35-22 宝暦二水申天 水は壬

143 小泉 和泉神社参道5 陽石 不詳 70-30-26

144 小泉 和泉神社参道6 握手 天保13年 1842 73-29-12 天保十三寅正月日　遠藤氏

145 小泉 和泉神社参道7 文字 不詳 47-58-20 「神」が土中

146 小泉 和泉神社参道8 握手 天保年間 58-34-22 天保□□

147 塩川原 握手 平成16年 2004 58-50-18 平成十六年三月吉日　菅田氏子中

148 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園① 握手 昭和63年 1988 61-44-13 藤繩　澄男

149 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園② 握手 昭和63年 1988 57-54-23 小出　昌明

150 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園③ 文字 昭和63年 1988 72-56-10 藤原　明

151 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園④ 握手 昭和63年 1988 53-39-11 降幡　松次

152 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑤ 文字 昭和63年 1988 76-47-9 矢花　幸利

153 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑥ 祝言・酒器 昭和63年 1988 63-46-16 小林　光昭

154 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑦ 握手 昭和63年 1988 74-54-9 道祖神　塩入　富夫

155 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑧ 双体 昭和63年 1988 43-33-16 八十二銀行明科支店 わらべ像

156 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑨ 握手 昭和63年 1988 60-40-16 昭和63年　　飯沼　由美刻之 唯一造年を明記

157 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑩ 握手 昭和63年 1988 72-41-95 道祖神　松本信用金庫　明科支店

158 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑪ 握手 昭和63年 1988 73-46-95 道祖神　宮下利夫

159 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑫ 文字 昭和63年 1988 80-45-9 小笠原　正人

160 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑬ 双体 昭和63年 1988 床屋道祖神　亀三郎　沖　亀三郎 ハサミと櫛を持つ

161 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑭ 文字 昭和63年 1988 68-44-19 金子　経嘉

162 ﾃﾞｲﾗﾎﾞｯﾁ広場 句碑公園⑮ 文字 昭和63年 1988 74-53-9 宮川　辰巳

火の見櫓下
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明　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

163 明科 龍門淵公園 双体：接吻 昭和62年 1987 98-74-55 昭和六十二年六月建之 池桜のレプリカ

164 上押野 押野集会所横 双体：笏扇 平成15年 2003 70-72-27 平成十五年　高橋建之
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穂　高　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

№ 形態 彩色 碑高幅（㎝） 銘・碑文 備考 未確認

201 矢原 握手 彩 元治元年 1864 90-80-42 元治元甲子四月足日　矢原村仲間中

202 矢原 文化負保存館前 握手 明治30年 1897 80-90-30 明治三十年酉二月吉日　東村中

203 矢原 神明宮内 握手 文政2年 1819 93-80-30 文政二己卯三月吉日　村中

204 矢原 祝言・酒器 彩 明治25年 1892 90-90-28 明治廿五年辰二月吉日　中木戸中

205 矢原 祝言・酒器 彩 元治元年 1864 98-95-30 甲元治元年 子四月吉日　西村中

206 矢原 握手 不詳 41-30-21

207 矢原 祝言・酒器 安政5年 1858 97-90-40 安政五午年正月吉祥日　北村中

208 白金 泉柳堂西 握手 文化3年 1806 65-40-25 文化三丙寅正月

209 三枚橋 握手 天保２年 1831 74-40-30 文政十四年正月吉日　三枚橋町内中　帯代五拾両 天保２年（文政は１２年まで）

210 三枚橋 文字 文政4年 1821 60-35-20 文政四巳十一月吉日

211 神田町 祝言・酒器 彩 慶応2年 1866 75-65-32 丙慶応二寅三月吉日　穂高八軒上町仲間中

212 神田町 しまや薬局北 握手 彩 天保12年 1841 90-80-35 天保十二辛丑年閏正月吉日　等々力邑新町中

213 等々力 祝言・酒器 文政2年 1819 87-60-28 文政二己卯年二月吉日

214 等々力 東光寺前 握手 文政2年 1819 105-82-35 文政二卯年二月吉祥日　内堀若者中

216 等々力 文字 不詳 37-15-17

217 等々力 握手 天保2年 1831 70-70-24 天保二□□　等々力邑 不明字□□は辛卯か？

219 等々力 握手 明治18年 1885 90-65-36 明治十八年乙酉八月建之　等々力耕地仲間中　帯代金五拾円

220 等々力 握手 天保10年 1839 80-65-35 天保十己亥年正月吉日　仲間中

221 等々力 握手 彩 天保12年 1841 90-75-35 天保十二丑　等々力西村中

222 等々力町 出光GS北路西角 文字 不詳 54-36-33

223 等々力町 文字 不詳 24-20-10 

224 等々力町 文字 不詳 28-19-13

225 等々力町 ﾎﾝﾀﾞﾓｰﾀｰｽ西井口方 祝言・酒器 天保8年 1837 68-90-28 天保八年酉十二月吉日　保高井口氏

226 等々力町 握手 不詳 81-52-28 保高　近江屋

227 等々力町 握手 不詳 67-45-28 保高油屋 丸栄呉服店北角

228 穂高町区 駅通り信金隣 握手 明治19年 1886 60-45-24 明治十九年八月日　下里

229 穂高町区 文字 明和8年 1771 85-37-25 明和八卯三月　小平氏

230 穂高町区 文字 天保２年 1831 60-35-22 文政十四年正月吉日 天保２年（文政は１２年まで）

231 等々力町 丸山菓子舗南 握手 寛政10年 1798 100-75-42 寛政十戊午年三月　下連中

232 等々力町 握手 不詳 40-35-24 □高油屋　 不明字□は保か？

233 等々力町 文字 不詳 37-20-16

234 等々力町 文字 不詳 47-32-22 両側に徳利様線刻あり

235 貝梅 握手 天保12年 1841 155-90-78 天保十二丑年　貝梅中　帯代二十五両

236 穂高町区 グレイスホテル前 文字 不詳 59-53-18 　白沢氏

237 本郷 穂高神社禁礼舎南 文字 不詳 90-80-26 歳次癸巳八月吉羊　大門中 祥

238 本郷 穂高神社西宗徳寺入口 握手 彩 安政5年 1858 85-75-36 安政五戊午年二月吉日　道下中　上原中

240 本郷 第九分団第二部詰所前
けつ

握手 彩 天保4年 1833 137-100-43 天保四巳年　貝梅中

241 本郷 握手 彩 安政5年 1858 80-85 安政五午年三月吉祥日　上手村中

242 本郷 穂高神社 握手 不詳 80-45-15 穂高神社へ移転

243 田中 握手 彩 文政7年 1824 85-75-40 文政七甲申年二月日　田中村中

244 上原 握手 彩 文政7年 1824 110-110-56 文政七申正月吉祥日　保高上原中　帯代拾五両

245 上原 文字 文政元年 1818 40-25-23 文政元寅年

247 柏矢町 南中屋南 握手 元治元年 1864 90-80-35 元治元甲子二月吉祥日　木戸中

248 柏矢町 南中屋南 文字 不詳 35-35 行方不明 未

249 下柏原 柏矢町駅南踏切前 笏扇 文政10年 1827 100-90-30 文政十亥年二月吉日　下柏原

250 柏原中下 握手 天保13年 1842 125-130-33 天保十三年寅正月吉日　中下中

251 柏原長野 長野集会所前 祝言・酒器 安政6年 1859 98-110-37 安政六未年正月吉祥日　長野中　帯代十五両

252 柏原長野 田舎料理小幡西 文字 文政4年 1821 83-70-25 文政四辛巳年十二月日

253 柏原中村 双体不明 不詳 83-45-32 握手？　像碑欠損

所在地 年代

上原農業センター前
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穂　高　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

254 柏原倉平 祝言・酒器 安政5年 1858 100-85-28 安政五午年三月吉祥日　上蔵平中

255 柏原倉平 握手 安政2年 1855 89-98-40 安政二卯年正月吉祥日　下蔵中　帯代金拾両

256 柏原倉庭 倉庭集会所西 握手 寛政8年 1796 140-93-78 寛政八丙辰年二月吉祥日　村中

257 柏原神田 握手 天保13年 1842 90-80-26 天保十三年寅正月吉日　陳田中

258 原畦 原畦集会所西 文字 大正3年 1914 80-80-26 大正三年二月原畔中

259 久保田 握手 彩 天保12年 1841 120-130-50 天保十二年丑正月吉日　久保田村中

260 久保田 文字 彩 天保13年 1842 98-75-30 天保十三年寅正月日　松下中

261 久保田 文字 嘉永6年 1853 51-62-20 嘉永六丑年十月吉祥日　塚原　小林仲蔵

262 松下 文字 彩 明治6年 1873 124-110-36 明治六癸酉天壱月足日　帯代拾五両

263 塚原 文字 明治35年 1902 88-90-18 明治三十五年二月吉日　塚原下木戸中　帯代拾円

264 塚原 塚原集会所北東 笏扇 文政10年 1827 130-90-45 文政十年亥二月吉日　塚原中

265 塚原 文字 明治13年 1880 75-65-27 明治十三辰年一月吉日　塚原上村中

266 塚原 文字 安政4年 1857 50-50-20 安政四巳正月日　塚原上村中

267 牧 文字 慶応元年 1865 86-100-15 元治二年正月 慶応元年

268 牧 握手 享和元年 1801 90-55-34 享和元辛酉年十一月吉祥日　牧村

269 牧 文字 天保11年 1840 55-44-20 天保十一子十一月

271 牧 文字 明治15年 1882 65-66-22 明治十五年午八月足日　古旗氏

272 牧 文字 明治10年 1877 80-75-22 明治十丁丑仲春日　牧村上手中

273 牧 文字 不詳 30-21-10

274 牧 握手 彩 文化2年 1805 90-80-34 文化二乙丑年十月吉祥日

275 牧 荒神堂集会所 握手 彩 明治5年 1872 70-65-25 明治五壬申二月吉日　帯代十両

276 牧 草深万願寺入り口南 文字 明治24年 1891 100-110-30 元碑享和之焼毀再建　明治二十四年八月良辰　草深中

277 牧 草深西部集会所 握手 享和元年 1801 75-60-21 享和元年酉年十一月吉祥□　牧村

278 牧 握手 天保12年 1841 180-145 天保十二丑五月吉祥日　山崎中　帯代十五両

279 狐島 下木戸公民館西 握手 文政4年 1821 85-80-35 文政四巳八月吉日　狐島中村中 女神が男神の肩組み

280 穂高神社 (御船会館) 握手 文政2年 1819 90-70-30 文政二己卯天三月吉日　狐下村 穂高神社へ移転

281 狐島 祝言・酒器 明治元年 1868 100-100-35 明治元戊辰年十二月吉日　狐島薊中　帯代五拾両

282 狐島 文字 不詳 40-40-20

283 狐島 握手 文政5年 1822 100-95-45 文政五歳次壬午正月吉祥　狐島上村中

284 青木花見 郷蔵跡 双体：拱手 文化3年 1806 65-50-35 文化三寅年

285 青木花見 高山税会事務所南西 握手 文化3年 1806 100-40-40 文化三丙寅三月日

286 島新田 握手 不詳 75-50-40 正保元年甲申天二月廿日（1644)とあるが像容から判断し疑わしい

290 島新田 文字 不詳 46-33-23

291 島新田 追分団地北 握手 不詳 75-65-50 

292 橋爪 公民館東 握手 天保13年 1842 95-80-41 天保十三寅年　橋爪村中　帯代金十五両

293 耳塚 祝言・酒器 慶応2年 1866 70-70-24 慶応二寅三月吉日　耳塚村木戸中　帯代五拾両

294 耳塚 握手 文政10年 1827 90-100-42 丁文政十年亥四月吉日　耳塚村中

295 耳塚 握手 明治12年 1879 100-100-35 明治十二年十一月吉辰　郷本中

296 香取神社 文字 不詳 16-15 耳塚氏 行方不明 未

298 耳塚 祝言・酒器 彩 慶応元年 1865 63-57 元治二乙丑三月十六日みみつかむらかみきど中　帯代二十五両 慶応元年

299 新屋 握手 文政6年 1823 105-110-59 文政六癸未歳仲春吉辰　邑中

300 新屋 祝言・酒器 明治2年 1869 65-55-30 明治二己巳八月日　新屋村中　帯代

301 新屋 握手 宝暦9年 1759 52-35-18 宝暦九年四月日　帯代九両富田村　帯代九百両新屋村中

302 矢村 公会堂西 握手 文化7年 1810 65-60-32 文化七午十月吉日　村中

303 宮城 有明山神社入り口 祝言・酒器 慶応元年 1865 70-70-17 慶応元丑年八月吉日　宮城

304 宮城 内山立夫宅前 文字 不詳 64-70-23 大五両

305 富田 握手 嘉永4年 1851 50-40-22 嘉永四亥年四月吉祥日

306 富田 握手 慶応元年 1865 55-40-30 元治二乙丑年正月吉祥日　帯代拾五両 慶応元年

307 富田 文字 天保6年 1835 38-33-16 天保六年九月吉日

408 富田 無銘 不詳 43-26-28 （赤みがかった石で道祖神として祭られてきた）

下木戸公民館西

倉平集会所北

香取神社

公民館前

庚申堂
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穂　高　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

308 富田 祝言・酒器 寛政5年 1793 60-35-35 寛政五癸丑十月吉日　会田氏

311 嵩下 文字 不詳 32-17-15

312 嵩下 舘宮神社境内 祝言・酒器 嘉永2年 1849 140-140-38 嘉永二己酉年八月十九日　嵩下村

313 嵩下 西方上木戸集会所南 祝言・酒器 明治15年 1882 65-75-25 明治十五年　西方中　帯代

315 小岩岳 公民館前 握手 文化7年 1810 57-40-23 文化七午十月吉日　小岩岳村

316 古厩 祝言・酒器 明治2年 1869 70-70-20 神戸榛葉氏子中　正保甲申年　奉祭尊神□四代目　明治二巳年十月造立　帯代三拾五両
松川由緒

317 古厩 祝言・酒器 彩 慶応3年 1867 77-66-28 慶応三丁年卯三月吉辰　古厩原村中　帯代金拾弐両

318 古厩 祝言・酒器 嘉永4年 1851 70-70-23 嘉永四亥年九月吉日　古厩新知中

319 立足 祝言・酒器 万延元年 1860 65-55-13 安政七庚申年閏三月吉日　立足村木戸　帯代二十五両 万延元年（安政は６年まで）

320 立足 立足公民館西 握手 不詳 60-40-30

324 立足 文字 大正13年 1924 64-60-25 大正十三年二月一日　御成婚記念原木戸中

325 立足(土場) 握手 不詳 85-40-35

326 牧 草深西部集会所西 文字 文久4年 1864 44-41 文久四甲子年二月吉日

329 富田 庚申堂西 握手 不詳 84-77-28

330 道祖神公園 握手 昭和54年 1979 62-35-18

331 道祖神公園 握手 昭和54年 1979 42-20-14

332 道祖神公園 文字 不詳 26-30-12

333 穂高神社 塩の道道祖神群① 祝言・酒器 不詳 70-54-42 間羽中　□□弥寿永（外三名刻名）　帯代三拾圓 八坂村間羽より移転

334 穂高神社 塩の道道祖神群② 双体不明 大正9年 1920 70-54-42 大正九庚申年四月拾日 八坂村南桑梨より移転

335 穂高神社 塩の道道祖神群③ 握手 不詳 70-37-18 八坂村谷洞より移転

336 穂高神社 塩の道道祖神群④ 握手 不詳 65-26-17

242 穂高神社 塩の道道祖神群⑤ 握手 不詳 78-45-15 本郷より移転

337 穂高神社 塩の道道祖神群⑥ 餅つき 平成6年 1994 73-80 松本めとば　石匠宮下和作 群馬県安中市の神を模倣

338 穂高神社 文字 寛政8年 1796 39-26-16 寛政八丙辰年五月天吉辰　新野氏

339 穂高神社 握手 昭和57年 1982 83-53-16 木製（御船会館開館紀念）

280 穂高神社 握手 文政2年 1819 90-70-30 文政二己卯天三月吉日　狐下村 狐島下木戸より遷座

340 本郷 穂高支所 握手 昭和60年 1985 140-143-45 　寄贈黒岩石材

341 本郷 穂高支所角西 握手 不詳 71-95-41 民芸店「樹間暮」

342 穂高町区 駅前ロータリー 握手 昭和60年 1985 115-104-34 昭和六十年丑四月吉日　穂高町中　帯代金壱百万円也（但当町福祉用）

343 穂高町区 駅舎前 握手 不詳 113-104-16 

344 穂高町区 握手 昭和48年頃 1973? 48-32-17

345 穂高町区 肩組 昭和48年頃 1973? 67-67-29 乳探り風

346 穂高町区 握手 昭和62年頃 1987? 77-75-30 松本　田辺組彫

347 穂高町区 上月歯科医院前 握手 平成17年 2005 70-60-33 2005(平成十七年十月一日）安曇野市誕生記念

348 穂高 中村製作所 握手 昭和60年 1985 104-97-50 昭和六十年六月吉日　中村製作所株式会社建之

349 柏矢町 思い出酒「都」前 接吻・和合 不詳 130-89 平成十四年一月　等々力義人建之　　黒岩石材

353 等々力 大王わさび農場① 握手 不詳 106-42-21 入口　　格子戸

354 等々力 大王わさび農場② 祝言・酒器 不詳 75-85-25 左から1番目(中区を駒形）

355 等々力 大王わさび農場③ 握手 不詳 107-118-45 左から2番目

356 等々力 大王わさび農場④ 祝言・酒器 不詳 208-121-72 左から3番目

357 等々力 大王わさび農場⑤ 合掌 不詳 98-86-54 左から4番目

358 等々力 大王わさび農場⑥ 握手 不詳 92-78-30 左から5番目

359 等々力 大王わさび農場⑦ 祝言・酒器 不詳 76-103-32 左から6番目

360 等々力 大王わさび農場⑧ 握手 文化四年 1807 64-104-42 文化四年五月 明科側の境界にあったもの

361 等々力 大王わさび農場⑨ 握手 不詳 144-155-24 園内に入って南側

362 等々力 等々力大橋(南西角） 祝言・酒器 平成6年 1994 83-83-37 竣工平成６年９月

363 等々力 等々力大橋(南東角） 握手 平成6年 1994 96-86-32

364 等々力 等々力大橋（北西角） 握手 平成6年 1994 100-86-50

365 等々力 等々力大橋(北東角） 握手 平成6年 1994 104-78-49 とゞりきおゝはし

366 等々力 安曇野大橋（南西角） 握手 平成8年 1996 96-110-29 竣工平成八年十二月

御船会館

田舎屋

水色の時道祖神
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穂　高　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

367 等々力 安曇野大橋(南東角） 祝言・酒器 平成8年 1996 101-84-30 あづみのおおはし

368 等々力 安曇野大橋(北西角） 祝言・酒器 平成8年 1996 92-92-44 安曇野大橋

369 等々力 安曇野大橋(北東角） 握手 平成8年 1996 104-94-33 穂高川

370 等々力 等々力家庭先 合掌 不詳 23-14-9 風化し苔むしている

371 等々力 東光寺境内 子連れ 不詳 81-55-16 子育て道祖神

372  等々力町 レストラン榑木野 握手 平成4年 1992 58-59-30 平成四年六月吉日ふくらい家建立そば処榑木野 そば処榑木野

373  等々力町 ふくらい家 握手 平成10年頃 1998? 117-116-43 ふくらい家建立レストラン笑福 レストラン笑福

379 立足 諏訪神社西 握手 平成6年 1994 112-90-40 竣工平成六年五月 安曇野のこの良き大地に永遠に幸あれ　昭栄建築庄司　尊

381 立足 カラオケモリ 丸石 不詳 20-28-29 石台の上に丸石が祀られている

382 青木花見 祝言・酒器 昭和55年 1980 61-32-15 昭和五十五年七月吉日　松尾氏 戸隠神社西

383 島新田 三枝石材 握手 不詳 72-48-38 

385 小岩岳 アザレア 握手 昭和62年頃 1987?  45-30-10

386 豊里 喜土藍楽 握手 不詳 69-55-15 店舗移転につき不明 未

389 狐島 その他 不詳 62-30-30 道祖神碑（無銘）

393 塚原 烏川橋南空地 握手 昭和62年  77-42-28 昭和六十二年八月

394 塚原 烏川橋南西角 祝言・酒器 昭和62年 116-82-43 烏川橋

395 塚原 烏川橋南東角 握手 昭和62年 114-80-63 烏川

396 塚原 烏川橋北西角 祝言・酒器 昭和62年 111-92-30 昭和６２年８月（竣工）

397 塚原 烏川橋北東角 祝言・酒器 昭和62年 107-90-45 　からすがわばし

398 久保田 握手 平成16年頃 42-34-15 

399 牧 離山公民館 文字 昭和58年 110-86-50  昭和五十八年十一月吉日建立

402 牧 穂高悠生寮前 祝言・酒器 平成3年 134-140-55 平成三年八月吉日　ふれあい道祖神　牧老人クラブ・穂高悠生寮自治会奉建　施工黒岩石材

405 塚原 文字 不詳 67-58-33  (線彫りで）道祖神

8



豊　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

№ 形態 彩色 碑高幅（㎝） 銘・碑文 備考 未確認

501 真々部 梓橋駅南 文字 明治34年 1901 116-45-32 明治三十四年第十月建之　真々部梓橋講中　白堂謹書 行書体

502 真々部 求信安曇野工場北 文字 不詳 108-66-32 上真々部　信山民書

503 真々部 白石のお墓道 文字 不詳 不詳 72-40 真々部中邑

504 真々部 真々部信号北西 文字 文化元年 1804 85-40 文化元甲子歳九月吉日　真々部北邑

505 真々部 金龍寺西 文字 不詳 80-50-17 真々部村殿村中 行書体

506 真々部 旧千国街道沿い 文字 不詳 81-58-36 真々部村上町中

507 真々部 千国道北小路辻 文字 天保6年 1835 90-50-45 天保六未正月吉日　真々部中町 行書体

508 真々部 千国道火の見櫓下 文字 文政13年 1830 75-44-38 文政十三庚寅年　真々部村下町中 天保元年

509 真々部 立石旧道南 文字 文久2年 1862 78-50-28 文久二壬戌年　十二月建之　真々部下村講中

510 真々部 蔵久西辻 文字 弘化4年 1847 77-70-23 弘化四年丁未正月之吉　真々部村田中　隋庵尾花成彦謹書 篆書体　　三角に配置

511 真々部 上飯田 文字 元治元年 1864 85-40-29 元治元甲子年十一月吉祥日　飯田巽新田講中　盈文敬書

512 飯田 上飯田観音堂 文字 寛政8年 1796 75-38-40 寛政八丙辰天冬十月吉日　上飯田村 行書体

513 飯田 中飯田分岐 文字 寛政8年 1796 67-40-30 寛政八丙辰十一月吉日　中飯田村

514 飯田 文字 文化11年 1814 50-40-24 文化十一年戌正月日　中飯田 行書体

515 飯田 文字 明治18年 1885 100-100-20 明治十八年十月日　飯田倉村中　雲松 行書体

516 飯田 中飯田公民館北 文字 文政3年 1820 68-43-34 文政三庚辰年正月　伊々田諏訪村

517 飯田 勘左衛門橋北 文字 文政5年 1822 80-58-23 文政五年歳次壬午造立之 「道」が異体字

518 飯田 飯田グラウンド東 祝言・酒器 弘化4年 1847 65-60-21 干時弘化四年春三月吉日飯田村新町中　帯代金五両 青字部分は土中に埋まっている

519 飯田 諏訪神社内 文字 文政7年 1824 90-65-28 文政七甲申年臘月吉日　下飯田邑 篆書体

520 飯田 文字 不詳 60-40-33

521 飯田 文字 天保13年 1842 90-56-30 天保十三壬寅歳正月吉晨　下飯田村

522 飯田 小海渡 文字 天保13年 1842 74-58-24 天保十三壬寅歳正月吉日　小海渡村

523 熊倉 山田稲荷神社 握手 天保14年 1843 90-75-31 天保十四癸卯歳正月吉祥日　二本木村　帯代金拾五両 隣の石も道祖神？(63-34-30)

524 熊倉 上手 文字 不詳 90-56-63 宮崎西村中 「衜」

525 熊倉 上出集会所東 文字 不詳 90-90-70 「衜」

526 熊倉 ｱﾙﾌﾟｽ霊園 文字 不詳 110-80-47 寺村中 供物石もかつての道祖神

527 熊倉 土屋稲荷北 文字 天保14年 1843 66-45-32 天保十四卯年正月吉日 「衜」

528 熊倉 南反所北 文字 不詳 55-40-35

529 熊倉 文字 不詳 54-38-23

530 熊倉 中村南 文字 不詳 74-40-33 南中邨 「衜」

531 熊倉 中村 文字 天保年間 1830 86-70-29 天保□□月□日　西中村

532 熊倉 東村 文字 天保15年 1844 90-60-25 天保十五辰正月吉日　東中村中 弘化元年　　「衜」

533 熊倉 文字 不詳 103-90-35 「衜」　　右上部破損

534 熊倉 文字 明治20年 1887 100-110-32 明治二十年六月吉日　町村花見在家中 行書体　　三角形に配置

535 熊倉 握手 不詳 55-35-20

536 熊倉 文字 文政11年 1828 25-20 文政十一□五月吉日　小児中 行方不明 未

537 熊倉 川原田 文字 不詳 85-72-37 川原田中

538 熊倉 文字 明治27年 1894 70-35 明治廿七年十二月吉日　大原中

632 熊倉 握手 平成15年 2003 80-65-22 平成十五年一月　山田　修　石原武義建之

539 熊倉 大天白十二社 文字 不詳 75-50-27 柳原中 「衜」

540 中曽根 南部公園北 文字 明治13年 1880 98-77-32 明治十三年二月十五日上中曽根耕地中　小林卓蔵拝書

541 中曽根 薬師堂西 文字 明治10年 1877 92-80-37 明治十年二月吉日　上中曽根耕地　帯代金十五圓　義務謹書

542 中曽根 豊科南中東 握手 天保3年 1832 80-55-40 天保三辰年正月吉日　中曽根邑夫領中

543 中曽根 こども病院東 文字 不詳 85-60-42 中曽根村一丁田 行書体

544 中曽根 祝言・酒器 明治2年 1869 74-75-36 明治二己巳年花見月大安吉日　信陽松府城西　中曽根上手東講中　帯代拾五
両545 中曽根 握手 安政2年 1855 70-80-33 安政二卯年正月吉祥日　下中曽根連中　帯代十五両

546 中曽根 文字 不詳 52-28 子供中

633 中曽根 握手 不詳 47-45 比較的に新しい像

547 中曽根 祝言・酒器 安政5年 1858 125-100 安政五午年正月吉祥日　下中曽根連中　帯代金廿両

所在地 年代

元町

飯田砦跡東

下飯田公園

町村集会所西

大原
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豊　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

548 上鳥羽 文字 文久3年 1863 176-100-30 文久三癸亥夏初吉且建立之　上鳥羽西村講中　石工藤原政重郎蜀山恵珉拝書（好風皆来諸縁吉祥）

549 上鳥羽 文字 嘉永7年 1854 100-55-30 嘉永七甲寅上鳥羽南邑中　三雅佛 安政元年　　行書体

550 上鳥羽 握手 不詳 30-28 住吉□ 上部欠損

551 上鳥羽 鳥羽城址西 文字 安政6 1859 150-97-56 安政六己未年蘭秋吉旦　上鳥羽講中　小幽谷

552 上鳥羽 南部保育園西 文字 文政5年 1822 85-46 文政五午年十一月日　上鳥羽村北西講中 「道」が異体字

553 上鳥羽 立石信号北 文字 明治24年 1891 70-42-30 明治二十四年十一月吉日　立石中　上鳥羽美鳥町中

554 下鳥羽 上手集会所隣 祝言・酒器 文政7年 1824 80-70-29 文政七申十二月吉日改　下鳥羽本郷

555 下鳥羽 寺村 祝言・酒器 不詳 85-66-30 正月吉日　下鳥羽本郷

556 下鳥羽 下鳥羽信号東 握手 文政4年 1821  100-80-40 文政四巳年　鳥羽中村中 互いに手を袖の中に入れている

557 下鳥羽 文字 不詳 60-35-20 

558 下鳥羽 南中信号西 握手 文政4年 1821 80-50 文政四巳年三月二十八日　下鳥羽太子村中

559 下鳥羽 勘左衛門堰脇 握手 大正8年 1919 87-82 大正八年五月　下鳥羽甲子講中

560 下鳥羽 集会所 握手 文化4年 1807 70-55 文化四丁卯二月吉日　鳥羽新切中

561 吉野 文字 安政7年 1860 55-40-16 文政七甲申天正月吉祥日

562 吉野 中村集会所 文字 天保7年 1836  93-100-50 天保七丙申年二月吉日　吉野町中 三角形に配置

563 吉野 中村堰東 文字 不詳 75-65-37 中村中

564 吉野 大岩不動明王北 文字 元治2年 1865 140-120 元治二乙丑年暮春之吉且建之　中原中　華風皆来講中安全　蜀山恵珉謹書 慶応元年

565 吉野 文字 文政7年 1824  68-43 文政七年申正月吉日　祝神　丸山太傅二

566 吉野 文字 天保3年 1832 45-30-16 天保三辰年正月吉日

567 吉野 荒井集会所 握手 天保14年 1843 86-70-33 天保十四年卯正月吉日　扇町中　吉野村荒井中　帯代五両 扇町は堀金

568 吉野 梶海渡 握手 弘化3年 1846  115-134-42 弘化三丙午年二月吉日　吉野村梶海渡中　帯代十五両

569 本村 南豊科駅東 文字 文化4年 1807  68-43-27 文化四卯正月

570 本村 文字 弘化四年 1847 205-180-63 弘化丁未秋改建成相本村　極盤書

571 本村 祝言・酒器 弘化3年 1846  117-130-39 弘化三午正月吉日　本村　帯代十五両集会所

572 本村 文字 不詳 50-50-23 本村中 神代（阿比留）文字

573 本村 祝言・酒器 弘化3年 1846  150-160-46 弘化三午二月吉日　本村西村中　帯代三十両 １６弁の菊紋

574 本村 文字 弘化2年 1845 75-80-33 弘化二巳二月日　本村反甫中

575 本村 文字 嘉永4年 1851  170-160-44 嘉永四亥年五月吉祥日　本村

576 成相 郷土博物館 文字 弘化4年 1847 67-57-30 弘化四正月吉日　光郎木中 旧上川手村蛼から移転

577 成相 握手 不詳 95-90-26

578 成相 握手 不詳 65-50-29

579 新田 文字 文政2年 1819  87-44-35 文政二己卯年十二月吉祥日　新田町中丁

580 新田 握手 天保10年 1839 80-70-27 天保十己亥正月日　下堀金村下村中 堀金から

581 新田 文字 文政5年 1822  97-57-34 文政5年1822 97-57-34 文政五壬午天」正月吉　新田下町 「衟」　篆書体

582 新田 握手 天保12年 1841  95-75-33 天保十二辛丑年正月吉日　下堀金下村中 堀金から

583 新田 除沢橋 文字 不詳 38-34-15 森本氏

584 新田 東原団地 握手 安政6年 1859  60-56-35 安政六未年正月吉祥日　柏矢両村中

585 寺所 辛子田 握手 享和2年 1802 90-50 享和二壬戌四月吉日

586 寺所 ノジマ西 文字 文政5年 1822 90-70-25 文政五壬午如月　四ッ谷中

587 寺所 文字 不詳 54-24-20

588 寺所 笏・扇 文政9年 1826 113-100-36 文政九戌十月吉日　木戸中花見

589 寺所 観音堂東 文字 文政2年 1819 100-80 文政二己卯春造立

590 寺所 公民館北 祝言・酒器 彩 明治2年 1869 105-85-34 明治二巳年正月吉日　寺所西之側中　帯代拾五両

591 寺所 握手 文化2年 1805 90-65 文化二乙正月日　寺所村田甫中

592 寺所 文字 文化2年 1805  65-65-40 文化二乙正月吉日　當村

593 寺所 握手 明治3年 1870 100-90-27 明治三庚午年二月之吉旦　寺所村原村中　帯代五拾両

594 踏入 郵便局北 笏・扇 彩 慶応3年 1867  130-130-40 慶応三卯年踏入村　看之人延命　帯代金百両

595 踏入 文字 不詳 65-15-20 帯代金壱両

596 踏入 文字 明治31年 1898 83-75-26 明治三十一年七月上旬川恵中　帯代十五圓

597 踏入 北踏入稲荷神社 文字 享和4年 1804  90-60 享和四甲子年正月吉日　昭和三十六年二月再建 文化元年

集会所

八幡神社

新田神社

花見

松尾神社

恵光院
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豊　科　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

598 細萱 新屋墓地 握手 文政5年 1822  95-65 文政五壬午二月吉日　新屋中

599 細萱 洲波神社 握手 天保12年 1841 120-110 天保十二辛亥丑歳春睦月吉旦　細萱町中

600 細萱 殿村 文字 不詳 45-37 細萱氏

601 細萱 文字 文政5年 1822  130-65 文政五壬午正月吉日　東邑中

602 細萱 握手 天保12年 1841  90-70 天保十二丑年正月日　松下中　帯代八両

603 細萱 殿村 握手 嘉永2年 1849 47-53-15 嘉永二酉年四月吉日　□月氏 望月？

604 細萱 田屋集会所 握手 享和元年 1801  87-53 享和元酉天十一月日

605 重柳 公民館隣 祝言・酒器 天保11年 1840 95-80-30 天保十一庚子年正月吉日　等々力村新町中

606 徳治郎 エプソン南 文字 文化元年 1804  90-60 文化元甲子三月日　上花見中

607 徳治郎 文字 明治33年 1900 103-105-36 維時明治三十三年庚子年十二月　徳治郎区中花見中 「衜」

608 徳治郎 文字 昭和61年 1986 77-50 昭和六十一年九月吉日　中花見中 以前有った文字碑は不明

609 徳治郎 文字 不詳 105-70 徳治郎下花見中

610 徳治郎 文字 不詳 70-40 下徳治郎子供中

611 田沢 19号ローソン南 文字 天保3年 1832 100-90 天保三辰年二月吉祥日

612 田沢 田沢駅南 文字 不詳 95-60 □□九戌正月吉日 ９年で戌年は文政か天保

613 田沢 虚空蔵堂入口 文字 寛政10年 1798 107-60 寛政十戊午歳二月吉日

614 田沢 文字 不詳 120-55

615 田沢 文字 大正11年 1922 90-90 大正十壹年七月

616 田沢 文字 不詳 100-88 幅下

617 田沢 文字 不詳 60-45 下田中

618 田沢 文字 不詳 50-50-32

619 田沢 文字 不詳 75-61-38

620 田沢 文字 元治2年 1865 90-64-26 元治二丑年正月吉日　　中段 慶応元年

621 田沢 中谷 祝言・酒器 不詳 70-73-43 女神の足元に注目

622 光 文字 大正年間 30-25 大正

623 光 笏・扇 彩 明治3年 1870 80-60 庚明治三午年正月吉日　南耕地中　看之人延命　帯代金五十両

624 光 野田公民館東 握手 文化5年 1808 90-70 文化五戊辰十一月日　野田中

625 光 祝言・酒器 明治26年 1893 105-100 明治二十六年巳二月吉日　野田北耕地　帯代百圓

626 光 握手 文化9年 1822 85-75 文化九壬申年冬十一月吉日踏入村中　　文政十亥二月光原村中 二村の銘あり

627 光 文字 文化5年 1808 80-60 文化五辰天十一月

628 光 握手 弘化5年 1848 107-85 弘化五申年四月吉日　南邑中□中 彳首

629 光 文字 昭和9年 1934 150-125-70 昭和九年三月吉辰日　氏子中

630 光 文字 ( 文化4年) 1807 71-70-54 丁文□□□卯十月吉日 丁卯から文化４年と思われる

631 田沢 ｱﾙﾌﾟｽ団地 文字 昭和58年 1983 102-68 昭和五十八癸亥年六月　ｱﾙﾌﾟｽ区子供育成会

634 重柳 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ道入口 祝言・酒器 昭和63年 1988 昭和六十三年三月吉日　寄贈山本組　渡辺建設　渡辺工務店　　開道記念

635 寺所 柳原公園 握手 昭和63年 1988 80-86-47 昭和六十三年二月吉日　氏子中　柳原西班

636 新田 市庁舎 握手 昭和61年 1986 90-83-34 昭和六十一年三月三十一日　南安曇地方事務所閉庁時在職員一同

637 成相 警察署入口 握手 平成2年 1990 113-116 平成二年十月吉日　平成道祖神　豊科警察署新築記念

638 成相 長野銀行 握手 平成4年 1992 158-125-38 ながぎん　1992年11月 開行記念

639 細萱 ソニー前 握手 未

640 重柳 ﾋﾞﾚｯｼﾞ安曇野 握手 昭和63年 1988 118-83-45 重柳新農業構造改善事業竣工記念　昭和63年3月吉日　松本(有）田近石材本
店刻641 細萱 無銘碑 不詳 60-62-12

殿村公民館

近藤商店北

白鳥飛来地西

上川手保育園北

小瀬巾JA北

大口沢公民館西

野田

明科境
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堀　金　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

№ 形態 彩色 碑高幅（㎝） 銘・碑文 備考 未確認

701 岩原 握手 文化14 1817 97-70-39 文化十四丁丑正月吉日　岩原上邑中

771 岩原 文字 平成2 1990 60-45-25 平成二年　八十八夜

702 岩原 祝言・酒器 文久2 1862 95-70-31 文久貮壬戌年三月火吉日　岩原村中村中

703 岩原 握手 文化3 1806 90-60-44 文化三丙寅正月　中村中

704 岩原 新屋 祝言・酒器 文久2 1862 120-90-44 文久二壬戌正月吉日　岩原新屋中　當村石師千代吉 上に松竹梅の線彫り

705 倉田 岩清商店南西 祝言・酒器 文政11 1828 90-80-36 文政十一子正月吉日　倉田北邑中

706 倉田 上村 握手 天保13 1842 95-95 天保十三寅年二月吉祥日　倉田上村中 造年は円窓の左右に

707 倉田 豊科インター堀金線 文字 文政11 1828 95-70 文政十一戊子稔十一月吉日　中邑中 文字は黒色

708 上堀 豊科インター堀金線 文字 弘化2 1845 80-75 弘化二乙巳年正月吉祥日　岩ノ神中 行書体　下に左から祖神

709 上堀 文字 嘉永2 1849 60-25 嘉永二酉正月吉祥日 行草書体

772 上堀 握手 平成11 1999 53-50-18 平成十一年　北村幹男 茂晴 秀明 昇 秋男建之 5名連名

710 上堀 百瀬商店北 握手 嘉永2 1849 90-100-43 嘉永二酉年正月吉祥日　上堀北村中

711 上堀 百瀬商店北 文字 明治2 1869 108-80-28 明治二巳正月吉日　曲りと中　をび代十両

712 上堀 安曇富士南 文字 安政7年 1860 75-70-24 安政七庚申正月之吉旦　上堀金村平木中 万延元年　蜀山珉の書

713 上堀 自性庵西 祝言・酒器 彩 文政11 1828 100-75-36 文政十一子九月吉日　西小路中

714 上堀 中学東 文字 不詳 84-52-26 正月廿三日 「道」が「衟」　禾の下に且

715 上堀 諏訪神社西角 文字 不詳 103-96 行書体

716 上堀 堀金支所西 文字 文政10 1827 77-77 文政十丁亥季弐月吉日　幅下

717 上堀 大庭公会堂北 握手 寛政12 1800 80-80 寛政十二庚申年三月吉日　大庭村上堀金中

718 上堀 祝言・酒器 文政12 1829 117-80-28 文政十二己丑拾二月吉日　上堀金南原

719 上堀 上堀 祝言・酒器 明治20 1887 68-69-24 明治廿亥年二月大安日　上東原中 造年は円窓の左右に

720 中堀 信号北平松方前 文字 不詳 40-38-18

721 中堀 中堀信号南角 祝言・酒器 天保2 1831 108-90-23 天保二卯二月日　中堀下村

722 中堀 勘左衛門堰手前 文字 明治15 1882 88-84-29 明治十五年正月吉日　四ﾂ屋中

723 中堀 小林木工前 文字 天保5 1834 98-80-40 甲天保五年午　中堀東邑

724 中堀 神明社西 祝言・酒器 天保4 1833 80-80-32 天保四巳正月　中堀中村中 女神跪座

725 中堀 文字 文化5 1808 80-60-24 文化五辰正月吉日　中堀新田村連中

726 中堀 祝言・酒器 嘉永2 1849 120-110-38 嘉永二酉年正月吉祥日　中堀村連中

727 中堀 文字 天保4 1833 82-66-29 天保四巳二月　中堀上村中

728 下堀 諏訪神社東 文字 不詳 98-70 下堀北村中

729 下堀 集会所西 文字 天保12 1841 100-115 天保十二辛丑年吉祥日　下堀金村下村中 行書体　三角形に配置

730 下堀 八千代橋東辻 文字 天保9 1838 132-100-38 天保九戊戌年正月吉日　下堀金中村中 堀金で最大

731 下堀 文字 嘉永2 1849 75-48 嘉永二酉九月吉日　山田氏 行書体

732 下堀 田屋村集会所北 文字 文政12 1829 95-95 文政十二己丑天十一月吉日　田屋邑中

733 下堀 田甫集会所東 祝言・酒器 天保元 1830 90-80 文政十三寅正月日　下堀金反甫村中

734 下堀 田甫集会所南 文字 昭和26 1951 75-65 昭和廿六年八月吉日　木戸中

735 扇町 文字 寛政8 1796 95-80-43 寛政八丙辰年二月吉日　川口中

736 扇町 祝言・酒器 彩 安政4 1857 190-100-47 安政四巳二月吉日　川口村中 郡内最大

737 扇町 岩清商店北 文字 明治12 1879 44-38-16 明治十二卯五月足日立

738 扇町 上木戸 握手 天保14 1843 92-95-24 天保十四癸卯正月吉日　扇町中　帯代八両

739 扇町 文字 寛政8 1796 95-75-35 寛政八丙辰年二月吉日　扇町中

740 扇町 握手 天保14 1843 120-100-39 天保十四癸卯年二月吉祥日　帯代拾両 扇型に彫った中に像

741 扇町 文字 不詳 15‐10‐9 「道」の字欠落

742 扇町 握手 文政6 1823 80-60-36 文政六未五月　扇町中

743 小田多井 庚申堂南 祝言・酒器 文政7 1824 85-100 文政七年申仲秋　下邑中

744 小田多井 [公民館」信号角 双体：笏扇 文政7 1824 95-100 文政七甲申正月吉日　中村中 瑞雲に乗っている

745 小田多井 八幡神社南 文字 明治10 1877 120-100 明治十年丁丑八月　上手村中 行書体

746 田尻 文字 文政8 1825 80-52 文政八酉年正月吉良日　町村中

747 田尻 祝言・酒器 明治12 1879 80-90 明治十二年一月吉日建之　町村　帯代金十円

年代

山口家東

岩原公民館南

マルマツ南

川口集会所西北

所在地

中木戸

下木戸

板花商店東の辻
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堀　金　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

748 田尻 板花商店東の辻南 握手 文政6 1823 90-80 文政六未天二月吉日之立　田尻下村

749 田尻 南木戸集会所南 握手 文化9 1812 90-50 文化九申三月日　田尻下村

750 田尻 田尻分館 文字 不詳 90-75 田尻中邑 「道」が「衜」

751 田尻 握手 不詳 100-55

752 田尻 文字 天保9 1838 60-50 戊天保九年戌正月吉日　田尻村 行書体

753 田尻 MITA西火見櫓 文字 天保元 1830 63-55-23 文政十三庚寅年十一月吉良日　古町中

754 田多井 寺村稲荷神社西辻角 祝言・酒器 文化13 1816 90-60-43 文化十三子年　田多井村

755 田多井 山麓線北村 握手 文化13 1816 90-80-47 文化十三子年　北村中

756 田多井 寺村消火栓隣 文字 弘化元 1844 83-80-30 天保十五甲辰年三月吉日　寺村中　　(天保15年は弘化元年） 右に「道祖」、左に「神」

757 田多井 山麓線 文字 天保9 1838 95-73-35 天保九戊戌正月吉日　田多井 「道」が「衜」

758 田多井 田屋木戸 文字 不詳 66-50-27

759 田多井 握手 文政12 1829 70-50 文政十二己天正月吉日　惣仲間中

760 田多井 祝言・酒器 慶応元 1865 120-110 元治二乙丑年正月吉日　田多井講中 元治2年は慶応元年

761 田多井 握手 文化5 1808 95-70 文化五辰正月日　田多井村中村中

762 田多井 文字 大正8 1919 85-75-28 大正八年二月吉日　和合中

763 田多井 原屋敷 握手 安政3 1856 70-77 安政三丙年正月吉祥日　田多井原屋敷中　帯代壹両

764 田多井 下村 握手 文政7 1824 90-70 文政七甲申正月吉日　田多井村

765 田多井 鹿川宅南 握手 明治13 1880 80-85 明治十三年辰一月吉日　本原中　帯代十五円

766 歴史民族資料館 握手 文政9 1826 98-55 文政九戌年　新屋中 岩原新屋より移転

767 扇町 祝言・酒器 平成3 1991 65-60-27 平成三年五月吉日

768 扇町 祝言・酒器 不詳 90-75-42 常念道祖神　じようめぐさの会

769 下堀 除沢橋西方 祝言・酒器 平成10 1998 95-80-39 交通安全　平成十年十一月吉日　猿田建設株式会社寄贈

770 扇町 ベイシア辻角 祝言・酒器 平成4 1992 71-105 烏川工業団地関連道路完成記念　常念岳を望む

771 岩原 文字 平成2 1990 60-45-25 平成二年　八十八夜

772 上堀 握手 平成11 1999 53-50-18 平成十一年　北村幹男 茂晴 秀明 昇 秋男建之 5名連名

猿田商店前

田尻上木戸
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三　郷　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

№ 形態 彩色 碑高幅（㎝） 銘・碑文 備考 未確認

801 北小倉 祝言・酒器 明治元 1868 113-80-22 慶應四とせといふ辰卯年吉辰小倉村上手中

802 北小倉 中村 握手 慶応２ 1866 110-60-33 長尾組小倉郷慶應二丙寅二月吉日　中村氏子中

803 北小倉 下村向い戸北 祝言・酒器 寛政４ 1792 94-87-40 寛政四子年　小倉村下村氏子中

804 北小倉 塚田商店入口 握手 天保２ 1831 60-50-34 天保二卯年　八月吉日　上条氏

805 北小倉 鳴沢橋北 握手 不詳 68-42-28 □□年

806 南小倉 大室 祝言・酒器 寛政７ 1795 85-60-45 　　南小倉村　大村中

807 南小倉 林業研修センター西 祝言・酒器 昭和３ 1928 73-70-36 昭和三年十一月十五日　古原中

808 南小倉 南小倉旧道 文字 文政６ 1823 110-59-47 文政六未年　小倉村

809 東小倉 向原上区 祝言・酒器 昭和10 1935 110-65-23 昭和十乙亥年二月建之　東小倉上區氏子中

810 東小倉 押出 文字 昭和23 1948 112-57-27 昭和二十三年二月十四日　室山組合中

811 東小倉 なかた整骨院入口 文字 大正13 1924 64-49-18 大正十三年一月十三日　小倉村東區

812 東小倉 信号角 文字 大正11 1922 111-103-38 大正十一年二月十五日　東小倉氏子中

813 東小倉 ｱﾙﾌﾟｽ学園入口 文字 昭和11 1936 109-77-33 昭和十一年一月　小倉村東區氏子中

814 室町 室町集落センター西 祝言・酒器 大正13 1924 86-85-56 大正十三年五月十八日建立　南安曇郡小倉村字室町　彫刻人務台文蔵

815 野沢 巾下集会所前 祝言・酒器 嘉永元 1848 97-90-45 　　帯代十両 造年は資料による

816 野沢 野沢分館前 握手 天明元 1781 106-46-40 風化激しく判読困難

817 野沢 本村 握手 文化12 1815 78-59-28 文化十二亥天十一月吉日　野沢本村中

818 野沢 瑠璃光寺前 握手 寛政９ 1797 83-44-30 寛政九年巳十月吉日　下野沢邑

819 上長尾 東村 握手 寛政７ 1795 105-77-40 寛政七卯十月吉日

820 上長尾 平福寺西 握手 寛保元 1741 80-36-32 寛保元年酉正月吉日　西村中 三郷地区で最も古い

821 上長尾 諏訪神社西 握手 不詳 80-59-35

822 上長尾 北屋敷 文字 天保13 1842 70-68-29 天保十三年寅正月吉日　弥五良　上屋敷中

823 下長尾 「下長尾」信号東 握手 寛政８ 1796 85-84-42 寛政八辰年九月吉日

824 下長尾 握手 寛政５ 1793 94-46-38 寛政五丑年二月八吉　仲間中

825 下長尾 握手 寛政10 1798 82-62-49 寛政十年　下長尾村大原

826 下長尾 下長尾小原常会所前 握手 天保３ 1832 63-80-34 天保三辰年八月吉日　下長尾小原中

827 下長尾 下長尾公民館 握手 寛政８ 1796 105-60-44 寛政八辰九月 八と月の下は土に埋もれている

828 下長尾 小学校南辻先 文字 寛政８ 1796 150-62-37 寛政八丙辰年八月吉日

829 下長尾 温堰橋手前 握手 寛政９ 1797 65-68-30 寛政九年巳十一月下長尾村

830 下長尾 握手 不詳 117-62-30

831 下長尾 文字 文化９ 1812 98-56-34 文化九申年十月吉日　下長尾村栗木下

832 楡 上手 文字 文政４ 1821 87-70-30 文政四年□次辛巳 □は歳？　篆書体「衜」

833 楡 大上手 祝言・酒器 明治31 1898 103-109-14 明治三十一年十一月再建　大上手中

834 楡 楡公民館前 文字 文政４ 1821 94-76-30 「文政四辛巳年三月十日鎮座中村中　平成六甲戌年四月十八日　覆屋復元新
築」と説明有り835 楡 文字 不詳 67-44-38 　　小路村

836 楡 祝言・酒器 明治13 1880 104-106-33 明治十三年辰二月仲春　楡小路中　石工山田伊重

837 楡 北村 握手 彩 文化４ 1807 90-65-38 文化四丁年卯十一月ニレ下□中

838 楡 丁田 文字 不詳 75-55-28 　　丁田中 三角に配置

839 住吉 原村集会所 文字 昭和22 1947 94-67-28 昭和廿二年四月日　住吉原村中

840 住吉 上手 文字 天保７ 1836 100-105-30 天保七丙申年正月吉日　住吉邑 三角に配置

841 住吉 住吉公民館前 祝言・酒器 天保６ 1835 93-86-28 天保六乙未年正月吉日　住吉村

842 住吉 小住吉集会所前 文字 文化元 1804 90-50-28 文化元甲子天　小住吉中

843 七日市場 藤ノ木馬口 双体・抱肩 寛政11 1799 88-48-50 寛政十一己未年　横澤　藤木村(二村併記）

844 七日市場 藤ノ木 握手 寛政10 1798 88-62-33 寛政十午天　七日市場村 藤沢組三郷営業所西

845 七日市場 観音原 握手 寛政12 1800 103-54-48 寛政十二年庚申年　七日市

846 七日市場 宮下商店前 双体・合掌 文化２ 1805 89-58-44 文化二乙丑年三月吉且

847 一日市場 上町集会所西 文字 昭和23 1948 110-72-52 昭和二十三年三月吉辰建之　一日市楽（場）町

848 一日市場 握手 文化６ 1809 79-50-45 文化六巳年一日市場上町中 右上から左下の割れ目

849 一日市場 握手 嘉永元 1848 85-76-30 嘉永元申年五月吉日　帯代十五両　西木戸中　彫刻之石工某

所在地 年代

ｳｲﾝｸﾞｽ三郷前

栗の木下

小路

西ノ木戸
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三　郷　地　区 ※連番はマップ記載の番号です。欠番は個人宅内の道祖神です。

850 一日市場 文字 彩 天保10 1839 100-50-45 天保巳亥四月八日　一日市場東丁家内安全　　（文字を赤く塗ってある）

851 一日市場 握手 不詳 48-29-14

852 一日市場 子育て観音堂 握手 寛政10 1798 106-60-40 寛政十年　下町中

853 一日市場 白山神社前 文字 昭和12 1937 125-100-48 昭和十二年三月吉日建之　子供中

854 一日市場 西村 文字 不詳 54-38-21 十一月吉日　西村

855 二木 集会所東 握手 寛政10 1798 83-66-37 寛政十年　二木中　　　（寛政は判読困難）

856 二木 地蔵堂 握手 不詳 58-67-28 　　二木村

857 二木 宮村 握手 寛政10 1798 65-70-35 寛政十年　宮村御柱（基壇の前面に「宮村御柱」と彫ってある）

858 及木 東村 握手 不詳 66-65-30 　　東村中

859 及木 集会所西 握手 文化８ 1811 74-56-34(20 文化八辛未年　西及木村

860 及木 北村 祝言・酒器 嘉永５ 1852 84-86-36 嘉永五子年二月吉祥日　及木北村中

861 中萱 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ藤東 握手 彩 天保12 1841 110-90-38 天保十二年丑年正月吉日　中萱不動神邑中 薄紅色の彩色

862 中萱 祝言・酒器 明治12 1879 86-89 明治十二年正月吉日　帯代金拾円　町村

863 中萱 文字 不詳 40-36 風化激しく判読困難

864 中萱 東村(上） 文字 不詳 100-46-43 　　上中萱東村

865 中萱 祝言・酒器 明治14 1881 60-50 明治十四年三月戊辰　上中當社中

866 中萱 握手 不詳 46-32-20

867 中萱 西中萱(上） 文字 文化５ 1808 92-62-36 文化五□歳次戊辰　西中萱村 不明字□は年？　　「衜」

868 中萱 貞享記念館北社西 文字 天保12 1841 64-61-27 天保十二年丑年正月吉日　中萱村

869 中萱 原村南(下） 文字 不詳 92-50-31

870 中萱 歓喜寺北 文字 文化２ 1805 76-56-33 文化二年　丑正月日 原村中

871 中萱 握手 天保12 1841 97-70-30 天保十二年丑正月吉日　中萱東　中（東と中を併記）村中

872 中萱 祝言・酒器 明治10 1877 60-60-30 明治十年十二月　中萱耕地　上西村中

873 中萱 宮村集会所北 祝言・酒器 不詳 77-86-27

874 中萱 西村(下） 文字 明治10 1877 95-60-36 明治十年十二月建日　中萱耕地西村中　帯代十圓 行書

875 中萱 握手 天保12 1841 102-80-30 天保十二年　帯代□□

876 七日市場 文字 平成12 73-44-33 文政久丙戌年　真々部村

877 七日市場 文字 不詳 26-15-10

878 住吉 握手 平成12 2000 175-106-57 平成十二年七月七日

879 住吉 握手 不詳 104-100-40

880 住吉 握手 不詳 66-64-28

881 住吉 握手 不詳 56-52-23 山野草棟の中

ハマフラワーパーク

東村

東原(上）

貞享記念館北

ﾄｸﾃﾞﾝ産業西
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