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『多摩のあゆみ』第 145 号（平成 24 年２月 15 日、たましん地域文化財団）ホームページ公開資料 
 
 米崎清実「「新編武蔵国風土記稿」にみる多摩の寺院」付表（表６～表８）、参考表 
 

表６ 三田領における創建記事 
名称 創建記事 宗派 本末関係 村  名 

華藏院 中興ノ僧宥賢、元禄 15 年４月 11 日示寂 真言宗 塩船村塩船寺末 友田村 

永福寺 開山古渓梵誓、文明 15 年正月２日寂 臨済宗 村内玉泉寺末 

玉泉寺 開山ハ建長寺第 17 世國一禅師、元亨元年９月 25 日示寂 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 

宝林寺 開山夢窓國師ナリト云、高僧ナレハ小寺ヲ開キシト云ハ疑フヘシ （臨済宗） 村内玉泉寺末 

如意寺 開山僧高室、文禄３年５月 12 日寂 （臨済宗） 村内玉泉寺末 

瑞龍院 開山権師威、慶長８年 11 月 21 日寂 （臨済宗） 村内玉泉寺末 

宝珠院 開山功甫、慶長 12 年９月 14 日寂 （臨済宗） 村内玉泉寺預り 

長淵村 

寿香寺 開山九山整重和尚、天正８年７月 13 日示寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

廣濟寺 開山峻嶺、文明３年正月５日化 臨済宗 長淵村玉泉寺末 
駒木野村 

地藏院 開山貴安、永正元年２月 15 日寂 臨済宗 長淵村玉泉寺末 畑中村 

徳昌寺 開山ハ真山和尚、文明３年３月 28 日寂 臨済宗 長淵村玉泉寺末 日影和田村 

天澤院 開山天江東岳、天正 18 年７月 27 日示寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

清圓寺 東岳カ開キタル地ナリト云 （曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末 
下村 

正覺寺 
開基金色院殿國謙居士、建長元年２月 11 日卒、開山ハ徳光禅師、慶長 18 年７月

27 日示寂、禅師ハ後ノ中興開山ナルヘシ 
曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

世尊寺 開山ノ僧源教ハ建久８年３月 14 日寂 真言宗 山城国醍醐三宝院末 

御獄村 

文殊院 開山ハ梅意ト云僧ナルヨシ 真言宗 御獄村世尊寺末 御嶽村端村中野村 

宝珠庵 開山天顔、慶長 12 年４月 13 日示寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 龍壽寺村 
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長福寺 開山秀慶、慶長４年 11 月 17 日示寂 真言宗 御獄村世尊寺末 丹三郎村 

寶林寺 開山栄芝、天正 11 年起立セリト云 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

向雲寺 開山大古禅梁、永禄９年化 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 
海澤村 

光德寺 開山ヲ璧雲守全トノミ伝ヘ 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 

寶福寺 開山随順、３月 10 日遷化 （臨済宗） 相模国鎌倉建長寺末 
留浦村 

浄光院 弘安５年ノ草創ナリトイヘトモ、開山開基ノ人ヲ伝ヘス 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 川野村 

普門寺 開山物外、正応２年ニ起立スト、貞和年中、足利尊氏開基セリトモ 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 河内村 

門覺寺 開山ヲハ槃慶トノミ伝へ、中興開基ハ原生院長岩永壽、慶長４年 10 月２日死ス 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 原村 

祥安寺 
開山ハ本山ノ第２世松澗禅師、大永４年 11 月 12 日寂、過去帳ニ開基境峰軒天岩

遊仙 
曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 境村 

周慶院 開山桂順祖全、文明 11 年ニ起立 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

慈眼寺 開山水庵長淳、天文元年ノ起立 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 
氷川村 

德藏寺 開山天光、慶長 18 年７月 27 日示寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

瑞雲寺 開山ハ東秀トノミ伝 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 
氷川村枝郷日原 

本源院 開山天江、慶長 19 年遷化 曹洞宗 （二俣尾村海禅寺末） 白丸村 

正法院 開基ハ山宮氏ノ女、法諡ヲ瑞操貞亀大姉ト云 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

法正院 開山ハ本寺第７世徳光禅師、慶長 18 年８月 27 日示寂 （曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末 
棚澤村 

西光寺 
開山藝室慈俊ト云、天文 15 年６月 26 日寂、開基ハ村ノ名主藤兵衛カ先祖丹三郎

ナリト云 
曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

丹叟院 
開山ヲ天江東岳ト云、本寺第７世ニテ、慶長 18 年８月 27 日寂、開基ハ百姓市郎

兵衛カ先祖ナリト云 
（曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末 

福壽院 開山上（丹叟院）ニヲナシ （曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末 

小丹波村 

輪光院 開山ヲ天江東岳ト云、本寺第７世ニテ、慶長 18 年８月 27 日寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 大丹波村 

蟠龍院 開山藝室慈俊ト云、天文 15 年６月 26 日示寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 川井村 



 - 3 - 

萬松院 開山天江東岳ト云 （曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末  

雲慶院 開山ヲ整重九山ト云、天正 14 年７月 13 日示寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 澤井村 

海禪寺 開山ヲ一州正伊ト云、長享元年 11 月４日示寂 曹洞宗 上野国白井双林寺末 

長泉院 開山ヲ雪庵ト云、本寺ノ第３世、大永３年４月８日示寂 曹洞宗 村内海禅寺末 

髙源寺 開山ヲ家山東伝ト云、本寺第 10 世 （曹洞宗） 村内海禅寺末 

慶德寺 開山前寺（高源寺）ニヲナシ （曹洞宗） 村内海禅寺末 

二俣尾村 

明白院 
開山天江東岳ト云、慶長 18 年８月 27 日示寂、開基ハ松月良永ト云、村民彌四郎

カ先祖野口刑部丞カコトナリ、寛永６年２月 12 日没 
曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 日向和田村 

常保寺 開山吹峯宗蔭、嘉吉元年８月朔日遷化 （臨済宗） 長淵村玉泉寺末 

延命寺 開山春峯 （臨済宗） 長淵村玉泉寺末 
青梅村 

宗徳寺 開山一庵光林ハ永亨５年寂セリト 臨済宗 長淵村玉泉寺末 西分村 

慈雲院 開山雲長、天正元年寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

保福院 開山原寮、寛永２年示寂 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

蜆澤院 開山ハ了寶、寛永２年入寂 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

正澤寺 開山徳光禅師、慶長 18 年寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

大泉院 開山良雲、元和３年寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

北小曾木村 

聞修院 
開基ハ黒澤内蔵介ト云モノ、開山ハ天寧寺ノ３世霊陰宗源、天文 11 年６月３日

寂 
曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

龍雲寺 開山星訓説翁ハ天寧寺４世 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

萬藏院 開山ハ星訓説翁 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

黒澤村 

慈眼院 開山順冨、天正 10 年示寂、開基ハ村内ノ里正次右衛門カ祖先木崎治部 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

長全寺 開山良積、寛文 17 年寂 曹洞宗 高麗郡下直竹村長光寺末

長藏寺 開山守島、天文 10 年７月 15 日寂 （曹洞宗） 高麗郡下直竹村長光寺末

大泉院 開山宿慶、万治元年寂 真言宗 下成木村安楽寺末 

上成木村 
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髙岩寺 良積ノ開山 曹洞宗 高麗郡下直竹村長光寺末

柏清院 開山本岳、慶長 18 年寂 曹洞宗 二俣尾村海禅寺末 

慈福寺 開山源密、寛永 12 年入寂 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

新福寺 開山順冨、天正 10 年寂 （曹洞宗） 二俣尾村海禅寺末 

 

紫雲院 開山庭庵桂徹、寛永６年 10 月寂 曹洞宗 高麗郡下直竹村長光寺末

安樂寺 
行基菩薩開基セシトノミ伝ヘ、鐘銘ニハ足利尊氏暦応年中ノ草創ナリトアリ、天

正ノ初ニイタリ僧賢能ナルモノ、再興ナリト、因テコレヲ中興開山トス 
真言宗 山城国御室仁和寺末 

下成木村 

石倉院 開山ハ本山ノ４世説翁和尚、永禄６年３月 24 日示寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

高德寺 開山ハ本山ノ 10 世了室、寛永２年６月６日寂 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 
南小曾木村 

常秀院 開山ハ本山ノ 10 世了室、寛永２年６月６日入寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 

常福寺 開山ハ本山ノ５世大室良積、寛文９年７月朔日示寂 真言宗 高麗郡下直竹村長光寺末
富岡村 

正福寺 開山ハ阿王一遍上人知心、正応２年８月 23 日寂 時宗 相模国当麻無量光寺末 今井村 

塩船寺 開山憲深僧正、弘長３年９月６日遷化 真言宗 山城国醍醐報恩院末 塩船村 

宗泉寺 開山本寺４世説翁星訓、永禄６年３月 26 日寂 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 吹上村 

東禪寺 開山秋厳、開基ハ吉野織部、コノ寺ヲ草創セシハ慶長 19 年ナルヨシ 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 

鈴法寺 開山養風、慶長 19 年吉野織部起立ト云 普化宗 触頭 
新町村 

龍寿寺 開山ハ天寧寺２世松間玄秀、大永４年 11 月 12 日寂 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 

萬慶庵 開山ハ本山 11 世行室源寮 （曹洞宗） 根ケ布村天寧寺末 
上師岡村 

妙光院 開基月桂妙光ト云、此月桂ハ師岡山城守某カ妹 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 下師岡村 

天寧寺 
文亀年中此地ノ領主三田弾正平政宗起立ト云、開山ヲ一華文英ト云、永正６年６

月６日化 
曹洞宗 甲斐国中山廣厳院末 根ケ布村 

乘願寺 寺伝ニハ開山真教、開基ハ三田弾正綱秀 時宗 相模国当麻無量光寺末 乗願寺村 

宗建寺 開山一翁祖蓮、宝徳２年３月 11 日寂 臨済宗 長淵村玉泉寺末 千ケ瀬村 

林川寺 開山ハ本山天寧寺５世廣庵 曹洞宗 根ケ布村天寧寺末 河辺村 
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一峰院 
応永年中ノ起立ト云、開山玉英、応永 34 年 11 月 15 日寂、開基平将門ノ後胤三

田雅楽助将定ト云 
（臨済宗） 相模国鎌倉建長寺末 

深林寺 開山春覚 （臨済宗） 村内一峰院末 

禪福寺 開山ヲ無二和尚ト云 臨済宗 長淵村玉泉寺末 

羽村 

註１：主に開山・開基の記事を取り上げた。 

註２：堂の創建記事は除いた。 

註３：創建記事については「風土記稿」の記載そのままではなく、適宜略記し、数字も算用数字に改めた。 

註４：「風土記稿」に記載が見られなくとも推定される内容については（  ）を用いて記した。      

註５：誤りと見られる内容についても「風土記稿」の記載をそのまま用いた。 

お詫び：本文の寺院の数値と上記表の数値と異なります。本表を正しいものとします。 

三田領で創建記事を持つ寺院総数は 85、三田領総数の約 38％。うち曹洞宗は 35（52）で三田領の曹洞宗寺院の約 84％。臨済宗は 13（22）。二俣尾村海禪寺の

末寺が 26、根ケ布村天寧寺の末寺が 20、長淵村玉泉寺の末寺が 13、相模国鎌倉建長寺の末寺が８となります。 

 

 
表７ 日野領における寺院の創建記事 
名称 創建記事 宗派 本末関係 村  名 

髙西寺 開山ノ僧超岩、寛永 10 年７月６日示寂 曹洞宗 寺方村壽徳寺末 蓮光寺村 

真照寺 開山頼瑜、永仁５年正月朔日示寂 真言宗 高幡村金剛寺末 

観藏院 古ハ真言宗、曹洞ノ門ニ入シ僧含室日秀ト云モノ寛文４年２月 22 日化スト云 曹洞宗 寺方村壽徳寺末 
関戸村 

大福寺 開山ハ起厳伝秀、寛永 17 年７月６日寂 曹洞宗 寺方村壽徳寺末 貝取村 

髙藏院 
天正ノ比、此所ノ地頭タリシ山中新右衛門某ガ基ヲ開キシ地ナリト、サレド今開山スル所ノ

僧慶秀ハ延宝７年２月 27 日ノ示寂ナレバﾞ、中興開山ノ僧ナルベシ 
真言宗 高幡村金剛寺末 上和田村 

壽福寺 
古ハ真言宗ニテ、明徳元年、僧念阿ト云モノ草創セリ、ソノ後シバラク廃寺トナリシニ、佐

伯一助道永再建シテ日舜宗栄ト云僧開山トナセリト、宗栄ハ天正８年 12 月 15 日示寂 
曹洞宗 小山田村大泉寺末 寺方村 
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松連寺 

起立ノ年歴ハタシカナラザレド、保元ヨリ建久ノ比マテハ勇山弁豪堯尊ナト云僧相続テ当寺

ニ住シ、中興ノ開山慈光北宗、享保６年再造セリ、中興開基ハ大久保加賀守忠増ガ室寿昌院

慈岳元長尼トイヒシ人ナリ 

黄檗宗 江戸白銀瑞松寺末 百草村 

石田寺 康安元年、開山慶興ノ草創 真言宗 高幡村金剛寺末 石田村 

安養寺 田村安栖ガ開基セシニヤ、中興ノ開山法印慶深、正保２年７月 22 日示寂 真言宗 高幡村金剛寺末 下田村 

普門寺 応永５年、僧義雲ガ草創 真言宗 高幡村金剛寺末 

大昌寺 文禄３年僧讃誉ガ起立、慶長 10 年６月 12 日化 浄土宗 山城国京都知恩院末 

欣浄寺 
元和６年ノ起立ナレト、正保年中、増上寺ノ長老超誉中興シテ一寺トナシ、ハジメ草庵ヲム

スヒシトキ、碩伝ト云僧居住セシニヨリ今是ヲ開山ノ人トシ、超誉ヲ中興ノ開山トナセリ 
浄土宗 八王子瀧山大善寺末 

寶泉寺 開山曇芳周応、応永８年示寂 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 

藥王寺 慶長 10 年僧覚心ノ起立 真言宗 高幡村金剛寺末 

萬福寺 天正 14 年開山心峰良益ノ草創ナリト云 臨済宗 相模国鎌倉建長寺末 

成就院 開山永海、慶長 16 年ノ起立ナリ 天台宗 高月村円通寺末 

西明寺 僧良忍ナルモノ慶長 13 年草創セシ地ナリ （真言宗） 高幡村金剛寺支配 

日野本郷 

真福寺 開山ノ僧良慶、亨禄３年寂 真言宗 高幡村金剛寺末 宮村 

註１：主に開山・開基の記事を取り上げた。 

註２：堂の創建記事は除いた。 

註３：創建記事については「風土記稿」の記載そのままではなく、適宜略記し、数字も算用数字に改めた。 

註４：「風土記稿」に記載が見られなくとも推定される内容については（  ）を用いて記した。 

註５：誤りと見られる内容についても「風土記稿」の記載をそのまま用いた。 

お詫び：本文の寺院の数値と上記表の数値と異なります。本表を正しいものとします。 

日野領で創建記事のある寺院は 18。最も多い真言宗の寺院は７（８）となります。 
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表 8 寺宝記載寺院分布 

郷・領名 寺院数 
地域内で

の割合％ 
内：朱印地を

持つ寺院数 
木曽郷 2 7.7 1 
府中領 10 11.6 4 
柚木領 5 6.3 4 
日野領 1 2.4 0 
由井領 19 8.3 15 
小宮領 15 5.7 10 
三田領 9 4.0 7 
拝島領 1 3.2 0 
山口領 2 3.5 2 
野方領 2 2.0 1 

世田ヶ谷領 2 6.5 1 
合 計 68  45 
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参考表 多摩郡の郷・庄・領と現在の市町村域 
郷・庄・領名 現在の市町村域 

木曾郷・小山田庄 町田市 
府中領 国立市・府中市・稲城市・国分寺市・小金井市・調布市・三鷹市・川崎市 
柚木領 町田市・多摩市・八王子市 
日野領 多摩市・日野市・府中市 
由井領 日野市・八王子市・町田市 
小宮領 日野市・八王子市・あきる野市・羽村市・福生市・日の出町・檜原村 
三田領 青梅市・奥多摩町・羽村市 
拝島領 福生市・昭島市・立川市・八王子市 
山口領 瑞穂町・武蔵村山市・立川市・東大和市・小平市・東村山市・清瀬市・所沢市 
野方領 清瀬市・東久留米市・西東京市・杉並区・中野区・武蔵野市・三鷹市 

世田ヶ谷領 三鷹市・調布市・府中市・狛江市・世田谷区 
武蔵野新田 三鷹市・小金井市・武蔵野市・小平市・国分寺市・西東京市・東久留米市・立川市・日野市・瑞穂町 

間宮士信等編、白井哲哉解説『新編武蔵國風土記稿』（文献出版、平成 7 年 7 月～9 年 11 月）各巻所収の「この巻に収録した村名一

覧」に基づき作成 

 
 
 


