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※2021年3月19日に戸田市の有形文化財として指定された上戸田氷川神社の力石及び旧羽黒山句碑・石造物の詳細は、 

戸田市ホームページでご確認いただけます。 

https://www.city.toda.saitama.jp/site/bunkazai/kyo-syogaigaku-prop-kamitodahikawazinja.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目   次 

p.２   創建由来、歴史等について調べる 

       祭神、祭礼について調べる資料も紹介しています。 

p.５   上戸田氷川神社の石造物について調べる 

p.６   上戸田氷川神社の神様について調べる 

「上戸田氷川神社」を調べるためのキーワード 

上戸田氷川神社、上戸田神社、氷川神社、上戸田村、 

上戸田氷川神社の力石、芭蕉句碑、庚申塔、羽黒権現社 

 オンライン目録（OPAC）、インターネット及び各種データベースを検索する際の参考にしてください。 

 テーマの棚に行って本を探す 

●図書館の本は一冊ずつ分類記号が付いており、棚の本は分類記号の番号順に並んでいます。「上戸田氷川

神社」に関する資料には、以下の分類記号が付いているので本を探すときの目安にしてください。                                                             

             「上戸田氷川神社」に関する主な分類記号  ※これがすべてではありません。 

069.9 博物館図録 175.9 神社誌 213.4 埼玉県の歴史 

291.3 埼玉県の地誌 382.1 日本の民俗誌 718.4 石仏 
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〒335-0021戸田市大字新曽１７０７ ℡４４２-２８００  HP https://library.toda.saitama.jp/ 

 

上戸田氷川神社は、１３８２年（永徳２年）戸田城主桃井
も も の い

中務
なかつかさ

大輔
た い ふ

直和
た だ か ず

が武運
ぶ う ん

長久
ちょうきゅう

のため

に大宮氷川神社を勧請して創建したと伝えられています。現在、奉納演芸大会、七五三、初

詣などが行われ、地元の人々の生活に根付いた神社として親しまれています。 

  また、２０２１年３月には上戸田氷川神社の石造物のうち力石と羽黒山に関係する石造物

群※が戸田市の有形文化財として指定されました。 
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https://www.city.toda.saitama.jp/site/bunkazai/kyo-syogaigaku-prop-kamitodahikawazinja.html
https://library.toda.saitama.jp/


 

2 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆                       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

■上戸田氷川神社の創建由来、歴史等について調べたい場合は、戸田市の歴史、地誌、宗教及び民

俗について調べることができる資料を探しましょう。 

【戸田市の歴史を調べるための資料】 
 これらの本は、上戸田氷川神社について基本的な情報を調べる場合にも活用できます。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史』 
通史編 上 

戸田市 1986 T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.617-618「中世創建と伝える寺社」 

創建時期と由来についての記述があります。 

p.1132-1134「上戸田村の神社」 

由来及び歴史について基本的な情報を知ることができます。また、境内にある

庚申塔、力石、芭蕉句碑等上戸田氷川神社に伝わる物についての記述もあります。 

p.1143-1144「新義真言宗の寺々」 

『足立郡
あだちごおり

戸田
と だ

氷川
ひ か わ

神社
じんじゃ

並
ならびに

多福院
たふくいん

縁起
え ん ぎ

』※1に書かれている上戸田氷川神社の別

当寺である多福院の由来について知ることができます。 

『戸田市史』 民俗編 

戸田市 1983 T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p. 962-963 「村の神」内「表１ 神社資料対照表」  

『新編武蔵風土記稿』※2および『武蔵国郡村誌』※3に掲載されている村ごとの

神社とそれぞれの神の名が分かる「神社資料対照表」を紹介しています。 

p. 971-972 

由来については『神社明細帳』※4に書かれている内容を紹介しています。 

p. 1320 「足立郡戸田氷川神社並多福院縁起」 

 上戸田氷川神社の別当寺多福院の由来を知ることができます。 

p.1324-1325 「新編武蔵風土記稿」 

 『新編武蔵風土記稿』の活字版が掲載されています。上戸田村の氷川社の末社、

のちに合祀される羽黒権現社の由来についての記述があります。 

p.1339-1340 「武蔵国郡村誌」 

 『武蔵国郡村誌』の活字版が掲載されています。上戸田村の神社の祭神につい

ての記述があります。 

p.1359-1360「神社明細帳」 

『神社明細帳』の活字版が掲載されています。祭神、由来、社殿、境内にある

神社等の記述があります。 

p.1376「足立郡戸田氷川神社並多福院縁起」 

 『足立郡戸田氷川神社並多福院縁起』の活字版が掲載されています。 

『戸田むかし史ある
記』 

戸田市教育委員会 1983 T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.29-31「氷川神社と羽黒権現社」 

 祭神、由来、歴史、石造物等氷川神社に関する概要を知ることができます。 

のちに氷川神社に合祀される羽黒社についての記述もあります。 
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書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史年表』 

戸田市 1991 T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

『戸田市史 通史編上・下』の内容を年表としてまとめた資料です。 

p.18 1382 年 氷川神社の創建に関する記述があります。 

p.123 1963 年 氷川神社の落成式について記載されています。 

『郷土とだ』 第５号 

戸田市文化財研究会 1987 Ｔ709.1 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.17-18「戸田の神社」 

 江戸末期以降、戸田の神社の歴史の概要を知ることができます。 

p.73-74 氷川神社に関する伝承が手書きで掲載されています。 

 
※1 「足立郡戸田氷川神社並多福院縁起」は『埼玉叢書』第6巻ｐ.461に所収されています。『埼玉叢書』は昭和3年埼玉県

史の編纂にあたり、その予備資料として刊行されました。中世から明治初年までの地誌紀行、史伝、社寺縁起等が収められて

います。 
※2 『新編武蔵風土記稿』は、文化文政年間（1804-1829）に幕府によってまとめられた武蔵国村々の地誌です（『戸田市史』

民俗編ｐ.1317「解説」より）。『新編武蔵風土記稿』第7巻（雄山閣、1996、ｐ.228）、でも内容が確認できます。 
※3 『武蔵国群村誌』は、明治 8（1875）年に各府県が作成し国に提出した地誌です（『戸田市史』民俗編 ｐ.1317「解説」より）。

『武蔵国郡村誌』第1巻（埼玉県立図書館、1954、ｐ.235）でも確認することができます。 
※4 『神社明細帳』は、明治 12（1879）年 6 月の内務省の通達によって、埼玉県が作製した管下の神社の明細帳です。昭和

20年代までの事項が記録されています。【『戸田市史』民俗編 ｐ.1318「解説」より】 

【戸田市の神社を調べるための資料】 
 戸田市の神社について調べる場合は、戸田市及び埼玉県の神社に関する資料を確認しましょう。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉県宗教法人名
簿』 

埼玉県総務部学事課 2000 T160.3 中央２階・郷土資料架 

p.47「戸田市」 

 戸田市内の宗教法人について、刊行時の法人名、代表役員名、所在地などが掲載されて

います。 

『戸田市の寺社』 

戸田市教育委員会 1985 T185.9 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.3「戸田市の寺社」内「神社」 

 戸田市内の主な神社の名称、所在地を知ることができます。 

p.39-41「多福院」 

 『新編武蔵風土記稿』『足立郡戸田氷川神社並多福院縁起』からの引用で、氷川神社の

別当寺である多福院の沿革及び縁起を知ることができます。また、所蔵している建造物、

彫刻、工芸品の一覧も掲載されています。 

p.64「氷川神社」 

 『新編武蔵風土記稿』、『武蔵国郡村誌』、『神社明細帳』、『足立郡戸田氷川神社多

福院縁起』からの引用で、祭神、沿革及び縁起、建造物を知ることができます。 

『埼玉の神社』 

埼玉県神社庁 1998 T175.9 中央２階・郷土資料架 

p.500-501「氷川神社」 

 創建由来（「足立郡戸田氷川神社並多福院縁起」）より）、歴史、年間の行事、氏子等

氷川神社に関する概要を知ることができます。境内配置図、全景の写真も掲載されていま

す。 
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上戸田氷川神社に合祀された羽黒権現社について調べたいときは、当館ホームページ「調べ方案内・戸田」内 

「羽黒権現社について調べるには」（>>トップページ >>調べ方案内・戸田>>神社について調べるには>>）をご覧ください。 

https://library.toda.saitama.jp/pdf/sankou/pathfinder/toda/1/17haguro.pdf 

 

【戸田市の民俗を調べるための資料】 

民俗的な資料では、神社に伝わる祭礼や言い伝えについての詳細が調べられます。 
書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『新曽上戸田の民俗』 

戸田市 1987 T382.1 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

巻頭写真26「上戸田氷川神社（昭和初期）」 

昭和初期の氷川神社の全景が掲載されています。 

p.164-165「神社の概観」 

『新編武蔵風土記稿』、『武蔵国郡村誌』の中の上戸田村の神社に関する記述と解説が載

っています。 

p.166-167「村の氏神」 

 『埼玉県神社明細帳』、『足立郡戸田氷川神社並多福院縁起』に記されている創建の由来

の記述と解説が載っています。 

また、夏祈禱、オヒマチの日の神楽や芝居についての記述があります。 

p.169-170「ホラの神」 

『新編武蔵風土記稿』、『武蔵国郡村誌』にあげられる各ホラの神についての記述やそれ

にまつわる言い伝えが紹介されています。 

p.223-224「神楽」 

 上戸田氷川神社の秋祭りに万作芝居、野火止の芝居、大戸の神楽が奉納されていたとい

う話が載っています。 

p.236-238「万作踊り」 

 氷川神社が万作踊りの舞台であったこと、また、演目やその内容等についての記述があ

ります。 

p.336「伝説」内「氷川神社の力石」 

 石を持ち上げて力を競い合う遊びがあったと紹介されています。 

 

【戸田市の地誌を調べるための資料】 
戸田市の神社について調べる場合は、戸田市及び埼玉県の地誌資料を確認しましょう。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『日本歴史地名大系』 
１１ 埼玉県の地名 

平凡社 1993 Ｒ291.0 中央２階・参考資料室 

p.206「上戸田村」 

 氷川神社の概要を知ることができます。のちに合祀される羽黒権現社についての記述も

あります。 

『埼玉県市町村誌』 
第三巻 

埼玉県教育委員会 1973 T291.3 中央２階・郷土資料架 

p.35「宗教」 

 戸田市内の神社の名称、所在地等についての記述があります。 

 

 

https://library.toda.saitama.jp/
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/index.htm
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/pathfinder/1/index.htm
https://library.toda.saitama.jp/pdf/sankou/pathfinder/toda/1/17haguro.pdf
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆                       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

■上戸田氷川神社に現存する石造物には、明治 40 年の合祀により他より移され保管されているもの

もあります。それら石造物に関する記述は「創建由来・歴史等について調べる」の項で紹介した資料

の中にもあります。ここではそれ以外の資料を見てみましょう。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市の石造物』 

戸田市 1980 T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.52-54 「庚申塔」、p.72「読誦塔
ど く じ ゅ と う

」、p.78-81「出羽三山供養塔」、p.116-117

「歌碑」、ｐ.120-121「力石」、p.150「石灯籠」、p.156「鳥居・付額」、p.161

「幟
のぼり

立石
た て い し

」、p.163-166「手洗石」、p.169-171「狛犬」 

 上記ページに上戸田氷川神社境内にある石造物の紹介があります。 

『戸田の石仏誌』 

金子 弘 1990 T718.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.7-8 「中部地区」内「氷川神社」 

 上戸田氷川神社境内にある石造物（庚申塔、羽黒山塔、力石、狛犬、芭蕉句碑など）の

一覧表及び解説が載っています。 

『戸田市史研究』 
第１号 

戸田市 1977   T213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.52-53 「羽黒権現宮」 

 氷川神社に合祀される前の羽黒社の様子や石造物（芭蕉の句碑、羽黒山社号標）

が紹介されています。 

『戸田市史研究』 
第２号 

戸田市 1978 Ｔ213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.15 「塔型の分類」 

 氷川神社の庚申塔の記述があります。 

p.48 「戸田の庚申塔」内「番号2」 

 庚申塔の建立年、種別、大きさ等確認することができます。 

『芭蕉句碑を歩く』 

さきたま出版会 1983 T911.3 中央２階・郷土資料架 

p.10 「氷川神社の句碑」 

 羽黒権現社から上戸田氷川神社に移設された芭蕉句碑が紹介されています。 

『戸田の文学探訪』 

戸田市 1992 T081 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.28-29 「氷川神社の芭蕉句碑」 

 羽黒権現社から上戸田氷川神社に移設された芭蕉句碑が写真とともに解説、紹介されて

います。 

『常設展示図録』 
リニューアル版 

戸田市立郷土博物館 2020 T069.9 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.6-7 のちに氷川神社に合祀される羽黒権現社が、絵、写真とともに紹介されていま

す。また、芭蕉の句碑がコラムとして取り上げられています。 

『ママチャリが行く  

庚申塔巡歴８』 

吉原 守彦 2009 T387 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.37-38 「上戸田氷川神社」 

 上戸田氷川神社の境内にある庚申塔の建立年、高さ、厚み、彫られている文字等紹介さ

れています。 
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書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史ある記 

マップ』 

戸田市教育委員会 2021 T291.3 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

 戸田市内の歴史にゆかりのある場所や文化財が紹介されています。「上戸田コース」内

では氷川神社にある「羽黒権現社」や別当寺である「多福院」を巡ることができます。 

『石仏地図手帖』  

埼玉篇 

国書刊行会 1988 T718.4 中央２階・郷土資料架 

p.88-89 「上戸田氷川神社力石」 

 上戸田氷川神社の境内にある大鳥居、庚申塔、力石など石造物についての概略が紹介さ

れています。 

p.94-95 「中山道戸田イラストマップ」 

戸田市内にある主な石碑、庚申塔が手描きの地図で紹介されています。 

p.124-125 「戸田石仏地図」 

 戸田市内にある石仏の場所が地図で紹介されています。 

『研究紀要』 
第３０号 

戸田市立郷土博物館 2022 T069.6 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.40-67「「流行神」戸田羽黒山と石造物に関する研究(一)」 

 上戸田氷川神社の石造物の概要などを知ることができます。 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆                       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

【氷川神社で祭っている神の名を調べるための資料】 
 上戸田氷川神社の神様は※明治時代の合祀前と合祀後では神様の数と名前に変化がみられます。    

※氷川神社は明治 40年旧上戸田村にあった羽黒社、道祖神社、山王社、稲荷社などを合祀しました。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『武蔵国郡村誌』 

第 1巻 

埼玉県立図書館 1953 Ｔ291.3 中央２階・郷土資料架 

p.235 「足立郡上戸田村」内「神社」 

 明治初期、合祀前の氷川社（現氷川神社）の神様の名前を知ることができます。 

『戸田市史』 民俗編 

戸田市 1983 Ｔ213.4 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.965-966 「村の神」内「現行神社一覧表」 

p.1359 「神社明細帳」 

 合祀後の氷川神社に祭られた神様の名前がわかります。 

『戸田市の寺社』 

戸田市教育委員会 1985 T185.9 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.64「氷川神社」 

 合祀後の上戸田氷川神社の祭神の名前がわかります。 

『新曽上戸田の民俗』 

戸田市 1987 T382.1 中央２階・戸田市関連郷土資料架 

p.165 「神社の概観」 

 『武蔵国群村誌』の中に上戸田村の神社に関する記述があり、合祀前のそれぞれの社に

祭られた神様を知ることができます。 
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神様の名前の読み方等を知りたいときは、当館ホームページ「調べ方案内」内「神様について調べるには（日本編）」

（>> トップページ >>参考資料室トップ>>調べ方案内の目次「哲学・宗教」>>）をご覧ください。 

https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/pathfinder/1/17kami_ni.htm 

 

 

 

インターネットを使って神社について調べるには 

●埼玉県内の宗教法人一覧（埼玉県） 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0204/shukyo/shukyo-ichiran.html 

 埼玉県内の市町村別に刊行時の法人名、代表役員名、所在地などが掲載されています。 

 

●埼玉県の神社（埼玉県神社庁） 

 http://www.saitama-jinjacho.or.jp/ 

 埼玉県内の神社の所在地やお祭り、行事のカレンダーが掲載されています。 

 

●埼玉の神社を調べる（埼玉県立図書館） 

 https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/docs/shirabe37.pdf 

 埼玉県内の神社の祭神、由緒、社殿などについて調べる時に役立つ資料を紹介しています。 

  

 

 

 

 

～資料の紹介について～ 

●戸田市立図書館で複本資料がある場合は、中央２階の郷土資料を優先して紹介しました。 

●郷土資料は貸出しできません。貸出しできる資料があるか、分館及び分室で所蔵している資料があるか

等複本の確認が必要な場合は、ＯＰＡＣで検索するか、カウンタースタッフにお気軽にお尋ねください。 

https://library.toda.saitama.jp/
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/index.htm
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/pathfinder/1/index.htm
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/pathfinder/1/17kami_ni.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0204/shukyo/shukyo-ichiran.html
http://www.saitama-jinjacho.or.jp/
https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/docs/shirabe37.pdf

