2013 しずくいし少年少女歴史教室
第６回

【

かつての“雫石郷”の東玄関口

☆日
☆場

繋温泉地区を訪ねて

時
所

平成２５年１０月１９日（土）
（午前）盛岡市・繋温泉地区
（午後）雫石・三社座神社、上和野
観音堂、からかさ松

9：30――中央公民館発
9：40

＜山祇神社の姥（うば）杉＞

御所湖広域公園「町場園地」

10：00

湖底となった「萪内(しだない)遺跡」

10：10

藤倉神社と藤倉清水

10：25

温泉街＜猫石～駒繋ぎ石～温泉神社～
湯守安楽院のこと～手つなぎ広場
～道標・南無地蔵大菩薩供養塔＞

11：20

繋の板碑（修験正福院 瀬川家墓地）

11：35

猿田の沢（旧湯坂峠のこと）～ダムサ
イト～北ノ浦集落～鹿妻明神社

11：55

塩ヶ森水辺公園（旧元御所地区）

【繋温泉神社全景】

12：10

昼

13：00

三社座神社

13：25

上和野観音堂

13：50

横欠の「からかさ松」

１４：３５

食

（中央公民館）～12：50

中央公民館に帰着

1

】

今回探訪する場所

①

⑤
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⑥
③
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②

①雫石町役場

②御所湖広域公園「町場園地」

⑥塩ヶ森水辺園地
2

③萪内遺跡

④繋温泉 ⑤北ノ浦集落

１・御所湖広域公園「町場地区園地」
園地の概要
御所湖広域公園は、御所ダムによって造られた湖面とその周辺を活用し、盛岡広域生活圏に
おるレクレーション需要への対応と、環境保全および景観の調和などを目的に整備しています。
その中のひとつである町場地区園地は、平成１５年度の構想案の作成時点から実施設計に至る
まで、住民参加型での公園づくりに取り組んできました。園内からは御所湖と岩手山が一望で
き、展望やぐら、ユニバーサル遊具などのほか炊事棟が設置され、大人から子どもまで誰もが
楽しめる公園です。
町場地区園地の 特色
１．地域住民と行政が一体となって、計画から設計までを行った公園です。
２．岩手県ゆかりの花々が集う公園です。
３．御所湖広域公園の中で唯一、炊事棟を完備した公園です。
同
主な施設
サービスセンター（管理棟）１棟、展望やぐら１棟、イベント広場約７０００ｍ2、サニタリーハウス
（炊事棟・トイレ）１基、休憩舎（東屋）２棟、花丘１箇所、ユニバーサル遊具（ふわふわドーム）１基
コンビネーション遊具１基
＜園地案内版＞

＜展望やぐらからの眺め＞

（

以上

御所湖広域公園

町場地区園地しおり

から）

＜（西安庭）町場地区について＞
町場地区はいくつかの縄文遺跡がある所で、大昔から開けた場所だったと思われます。
南畑方面から西安庭地内（天沼、戸沢）を流れてきた「南川」と紫波町との境の七日休みや
須賀倉山方面が源流の「矢櫃川」
、
「戸沢川」が、中心河川である「雫石川」と合流する地点で、
環境もよく、縄文時代にはすでに大小の集落が形成されていたものと思われます。
◆その遺跡を見てみると、町場地区園地の周辺と西北に次のように分布しています。
「熊野橋遺跡（縄文後期・住居跡）
」 「屋舘遺跡Ⅰ、Ⅱ（縄文前～後期）」
「広瀬Ⅰ、Ⅱ遺跡（縄文後期）
」 「町場Ⅰ、Ⅱ遺跡（平安）」
「田屋舘址」 （上記右の(展望台からの)写真の広場の奥の森一帯。）
これらの遺跡の一部では、昭和４９～５１年にかけて御所ダム建設関連の遺跡発掘調査が行
われ、たくさんの遺物や住居跡が出土、発見されています。

◆町場地区は周辺から道路が集まってきていました。集落の中を東西に盛岡・繋方面から鶯宿
方面に行く県道「盛岡・鶯宿線」（かつては山形街道とも）
」が走り、志和方面から矢櫃集落経
由で通っている県道雫石紫波線がこの町場で盛岡・鶯宿線と交わります。その道は町場集落を
さらに西に進み、南川に架かる熊野橋を渡り対岸の安庭集落に通じていました。
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矢櫃からの通行は、花巻方面～志和～矢櫃～町場～安庭～籬野～黒沢～滝沢～（現・昇瀬橋
付近を渡渉）～赤渕（秋田往来・雫石街道と合流）のルートで秋田方面への通行者の利便にか
なっていたと思われ、利用者も少なからずあったものと推測されます。

塩ヶ森遺跡

尾入筏番所

雫石川

旧元御所

藤倉神社
萪内遺跡
南川

町場園地

◆南川と矢櫃川、戸沢川の合流点となるこの町場地区にはかつて、各川の上流地域で伐採され、
川流し（流送）された木材の集積場があったそうです。地名の「町場」も「流送された木材の
『待ち場』
」だったのかもしれません。この地区には「留場」という屋号の家があります。
（※参考；雫石町史Ⅰの 292ｐに 「橋場・志戸前方面から流送される春木の集
木場があった場所が今の春木場の地である。南畑・鶯宿から南川を流送する春木
も同様、土場は雫石川との合流地点近くに設けられていた。」の記述あり。）

◆御所地区のうち西安庭の中心地域として「町立安庭小学校」が明治 41
（1908）年にここに建てられました。この安庭小学校は、昭和５１年のダ
ム水没対策で、戸沢の元御所中学校跡に移転されました。昭和４６年７月、
全日空機遭難事故の時には犠牲者の遺体安置所となっています。

かつて安庭小学校があった場所には、往時をしのぶ記念碑が建てられています。

御所ダム水没対策による遺跡発掘調査
御所ダムの建設によって、盛岡市と雫石町にまたがる約 6.4 平方キロメートルの土地が湖底
に沈むことになるため、建設省(当時)の出資により「岩手県教育委員会文化課」及び「財団法
人岩手県埋蔵文化財センター」による大掛か
りな発掘調査が昭和４８年７月から約７ヵ年
にわたって行われた。
萪内、塩ヶ森、繋地区など計３７カ所の発
掘調査からは縄文中期～晩期のものと推定さ
れる数多くの貴重な遺構や遺物が発見され、
古代の歴史解明に大きな手掛かりになると思
われる。
＜御所ダム工事事務所刊「御所ダム建設の歩み」より＞
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湖底となった「繋・萪内（しだない）遺跡」
遺跡の位置と立地

遺跡は繋温泉から西方へ約１ｋｍ、雫石川が形成した沖積段丘に位置しています。
標高は１６５ｍ前後で、遺跡の総面積は３０，０００㎡を越えます。
萪内遺跡は、御所ダム
の建設によって湖底に水
没することになり、これ
に先立って昭和５１年と
５２～５５年にかけて２
度の発掘調査がおこなわ
れました。その結果、縄
文時代後期～晩期（ ４０
００年から２３００年前
かつての堰堤
県道鶯宿線
頃）の遺跡であることが
わかりました。
見つかった遺構は、竪
穴住居跡５２、配石墓
壙・貯蔵穴１４６０、木
を使用した遺構（木造遺構）、縄文人の足跡９８個です。住居跡や墓壙・貯蔵穴は比較的標高
の高いところから、一方、木造遺構と足跡は雫石川側の低い湿地部分（旧河道）から見つかり
ました。木造遺構には「えり」や階段状の杭列、水汲み場・洗い場と考えられる施設がありま
す。「えり」とは、川などに設置される、漁のための「わな」で、魚の習性を利用したつくり
になっています。これらの遺構から、萪内の縄文人は川をたくみに利用し、その恩恵を受けな
がら生活していたことが想像されます。

大型土偶頭部

（おおがたどぐう とうぶ）【文化庁所蔵；現在岩手県立博物館に展示】

墓壙群の周辺から、大型土偶の頭顔部が見つかりました。復元されたものは、頭のいちばん
上から顎までの長さが 23ｃｍ、左右の耳から耳までの幅が 22.3ｃｍもあり、実際の人間とほ
ぼ同じ大きさに作られていることが分かりました。
頭部には縄文を施して頭髪を表し、耳は細部にわたるまで
人体の特徴を写実的に表現しています。頭のてっぺんの部分
には、径 0.5ｃｍ、深さ 1.5ｃｍの穴が５つ、十字に並んでい
ます。これは羽毛などを刺し、装飾にするために開けられた
と考えられます。同じような穴は耳から顎にかけてのライン
にも等間隔に並んでおり、飾りを付け、ひげを表していたよ
うです。
調査では、頭顔部の他にも、脚と思われる部分の破片が見
つかっています。本来は全身の像であったと考えると、相当
な大きさであったことが想像できます。手代森遺跡の遮光器
土偶（身長３１㎝）と比べると、大きさの違いは歴然として
おり、表現の仕方にもかなりの違いがみられます。
作られた時期は縄文時代後期と推定されていますが、この
ような大型土偶は縄文時代全体を通しても最大級のものです。縄文時代の風俗や信仰を知るう
えで極めて貴重な資料であることから、昭和５９年、国の重要文化財の指定を受けました。

この萪内遺跡では、縄文人とみられる人の足跡も出土しました。
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ここの発掘調査では、多くの場合腐ってしまってなかなか残らない櫛（くし）や弓、皿など
の木製品も見つかりました。大きな土偶（どぐう）の頭部などたくさんの貴重なものが見つか
りました。さらに興味深い出土品は「縄文人の足
跡」です。今から３０００年くらい前の足跡が見
つかったあたりは、小川の近くで、歩くたびに足
首まで埋もれてしまうような粘土質のぬかるみで
した。近くには魚を取るための仕掛けの跡なども
見つかっていることから、人々はたびたびこのあ
たりを歩き、そのたびに足跡がつけられていきま
した。はっきりわかる形で残ることはめったにな
い足跡ですが、ここではある日のこと、大雨で川
が洪水（こうずい）になり、この足跡のくぼみに
上流から流れてきた砂がたまりました。さらにそ
の後も何回か洪水が起こり、足跡は砂にすっかり
覆（おお）われてしまったため、そのままの形で
発見することが出来たのです。実物は岩手県立博
物館に収蔵されており、レプリカが展示されてい
ます。

＜下の絵をご覧ください。＞

足跡は片足を１コと数えて、全部で９８コ見つかりましたが指の跡まではっきりわかるのは
このうちたったの 1～2 コでした。県立博物館に展示されているのはそのうちの１コで、実際に
発見された足跡のついた土を薬品で固めて切り取ってきた実物資料です。
この足跡は右足で大きさがだいたい２３.５cm、つま先の方の幅が広く、かかとは少し細め。
土踏まずがしっかりしています。小指を除く４本の指の跡が確認されています。全国ではこの
他にも足跡が見つかっていて、群馬県では火山灰に埋もれた足跡が見つかっています。他のと
ころで見つかった縄文人の足跡にも「つま先が広い」「かかとが細い」「土踏まずが発達して
いる」という共通点があります。これらのことから縄文人は現代人より小柄で、少し前かがみ
になりながら、ちょっと早足で歩いていたのではないかと考えられています。足跡からどんな
人だったのか想像してみるのもおもしろいかもしれません。
以上、この項〔公益財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターＨＰから引用〕
遺跡全景航空写真のみ「岩手県立博物館第 63 回企画展『土偶まんだら』」資料から複写。
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戸沢氏の一族「高橋氏」創建とされる藤倉神社
藤倉神社は応永年間(室町時代 1394～1427 年)に戸沢氏の一
族高橋氏の創建と伝えられ、毘沙門天が祀られている。現在の
社殿は後世に再建された建物。建っている場所の地名は繋の舘
市（たてぢ―そもそもは舘が建っていた「舘地」の意味か）で
ある。
＜藤倉神社＞…繋字舘市に鎮座の繋村村社で【一言主命】を祀る。当
初現在地の左上高台の窪地に建っていたが後年、現在地に遷座。明治３(1870)年に繋村村社に。旧繋村
元御所の人々の氏神様でもあり参詣者も多かった。
（岩手郡誌・昭和 16 年刊行より）

神社の境内には、神社名にふさわしく「藤棚」が植えられており初夏には豪華な藤の花を見
ることができる。
この藤倉神社の境内に湧きでている名水が“藤倉清水”だ。奥羽
山脈からではなく、東側の箱が森方面からの水脈ではないかと思わ
れる。ここの水の味はまろやかと評判で、コーヒーやお茶を淹れる
ために汲んで行く人が多い。中には熱帯魚や金魚の水槽の水に利用
している人もいるようだ。かつては、境内にある樹齢 1,000 年近い
桂の古木の根元から湧きだしていたらしいが、最近は石組の水路の
中を通って１５ｍほど離れたところに流れ出している。
≪藤倉の桂≫ …御所村大字繋第 25 地割藤倉神社の近くに在る。根本は一株の如くなれども三株に分
かれ、その大なるもの周囲 30 尺、次は各 24 尺、丈は何れも八、九、十尺と称されている。根本より清
水湧出し付近の飲料に供されてゐる。地方における同樹種の巨木である。享保 14(1729)年には丈 7 尺
と舊記に見ゆる。
（岩手郡誌より抜粋）

❁
舘市（たてぢ）家……「舘市」は繋村地内の地名であり、現在の「石井家」の屋号でもありま
す。同家は平氏の末裔と伝えられる中世滴石城の城主戸沢氏の一族と伝え、応永 27(1420)
年、氏神として藤倉神社を創設しており、天正 12(1584)年、戸沢氏が南部氏に破れ、秋田
の仙北に逃れた際、当主の出雲が人質として三戸に送られ、戦いの終わった翌年、許され
て繋村に帰され、武士を捨てて百姓になり、高橋を氏とし 舘市の久右エ門 を称して繋
村の肝入を世襲としており、初代龍次・出雲・隆久・対馬・藤次・藤定・藤重と続くが、
家訓として墓碑を立てないので以降は不明。善治で明治を迎えるが、その子久米吉の長男
安蔵の才を惜しんだ官選戸長市村矩継の配慮で石井姓を創設。安蔵は御明神財産区の下げ
戻しに力を尽くしたことは町民の知るところである。以降、藤次・一郎と続き、現当主は
幸夫氏である。
繋村肝入 舘市家留書（とめがき）……今から２３０年程前に繋の舘市家（現石井家）の当主藤
次が書いたもので、古い南部藩の様子から始まり、４５０年程前からの雫石の様子が詳し
く書かれており、雫石の歴史を語るに欠くことのできない記録で、雫石歳代日記の原本と
言われるものです。「留書」とは手控え、メモのことであり、特に決まりがなく、年月日、
代官名、事件、関係者、結末等が書かれています。この「留書」は、まとまった記録とし
ては町内で最も古い書きものです。
＜上記２項目は、雫石町教育委員会
繋村肝入

雫石町誌史料(第四集)

舘市家留書【平成 12 年 3 月刊】
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の序文より転写＞

繋村の名の起こりについて
「雫石通 細見路方記 上」より抜粋
官家より東へ小道 五六里を去りて 繋温泉あり 此所に繋舘とて舘あり 山上に清
水あり 往古は八幡太郎義家の居城の由 此温泉は 御馬屋の 馬のすそ湯に用いし湯
の由 駒繋石あり 故に繋の湯と言う 惣名 繋村とも言うよし 今ごみの湯と言う湯
室の脇にあり 平目にして 大いなる石也 穴あり 是へ駒を繋ぎしよし 依て名とす
今は浴室三所にあり 箱の湯 薬師の湯 ごみの湯とて 三つあり 近年普請宜しく
入浴の人も多く 茶屋等出 万物自由也 売人は舛や宗兵衛とて万屋也 客舎より四
十丁計り水上に 荒湯と云うあり
繋温泉欲室を去る事 一丁計り手前に猫石と言う石あり 猫のかがまりたる如し

猫石や 取りまいて咲く 犬子かな
糸ゆうと 立ちくらべけり 温泉の烟

嵐戸
嵐戸

繋石は ごみの湯の脇にある石也 馬の手綱を結付けし穴あり

此石の

名に繋がるゝ

湯浴人

嵐戸

温泉を手前へ去る事二丁余 三尺町という所あり 昔の町の跡地 制札あり 寄坂
と言う坂あり
繋湯より西南の間 五六丁山の上に藤倉明神の社あり 祭神毘沙門天 祭日八月四日
俗別当 舘市久右ェ門 古木立にして杉立ち 大藤の古木にまどい 清水山中より湧き
出 いとごうごうたる御社地かな
御手洗(みたらし)を むすぶや藤の 花香ふ
嵐戸
◆「雫石通 細見路方記 上」…今から 180 年ほど前の文政９(1826)年から同 10 年にかけて
雫石通代官が雫石通全域（雫石町に繋を加えた地域）の記録である。内容は歩いたコー
スを代官所(官家)からの距離・方位を示し、周辺の自然景観、名所旧跡、伝説等を加え
て、さらに和歌、俳句を添えるなどしている。単なる行政視察書にとどまらず幅広い視
野からの藩政後期の「ガイドブック」とも言える書である。俳号【嵐戸】は、当時の代
官の一人【倉舘 久馬】と思われる。原本は岩手県立図書館蔵。
＜雫石町誌・心のふるさとシリーズ（第１１集）平成 10 年・雫石町教育委員会刊行＞

繋温泉街の史蹟等
①猫石（ねこいし）
近くの説明板には「繋温泉は湯ノ舘山の山裾の

湯
の沢に開かれ、温泉の玄関口に『猫石』と呼ばれ
る石
があります。昔は、巨大な猫の形をした大石が両
側に立っていたことから、まねき猫とも呼ばれて
いました。前九
年の役の折、安倍貞任と八幡太郎義家の戦いは激
戦
をきわめ、義家は追われるように湯ノ山に兵を引
きました。食糧に困り果てた義家は「木の実」、
「山のけもの」を
集めて食料にし、骨を山裾に投げ捨てました。投げ捨て
られた骨は、一夜にして猫の形をした石になって義家の
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殺生（せっしょう）を戒めました。
里人はこの大石を猫の霊が宿る「猫石」と呼んで赤
飯を上げておまつりをしました。」とあります。
②駒繋ぎ石
今からおよそ 900 年前、源義家が安部貞任を厨川の冊に攻めた時陣を置いた湯ノ舘(現在の
つなぎ温泉の南方の山麓)にお湯が湧いている
のを見つけました。そのお湯で愛馬の傷を洗う
ときれいに治ったので自分も入ってみた所素晴
らしい効能のある温泉だと分り感動しました。
義家はこの時穴の開いた石に繋いでおいたので
す。それ以来その石はつなぎ石と呼ばれ繋温泉
の名前の由来になりました。
（つなぎ温泉観光協会ＨＰより）

③温泉神社
御祭神

少彦名命

例祭日 9 月 8 日
由 緒
当神社は、康平(1057-1064)の昔、八幡太郎義家が厨
川の柵に安倍一族を攻めたとき、愛馬の傷を癒したと
伝えられるつなぎ温泉地内に鎮斎され、薬師神社とも
称される。医師の神少彦名命を祀り、現在の佐藤敏家
の先祖である安楽院が創建し、約 200 年の歴史を有す
る。温泉地内の氏神として深く尊崇され、難病治癒・
安産・商売繁昌祈願のため、大衆に親しまれている由
緒ある神社である。
✿

神社の説明板には次のように紹介されている。
鎌倉時代、出羽の羽黒山で
修行した山伏「安楽院」が薬
師如来を安置し建立したと言
われています。「安楽院」は
代々湯守として繋温泉の源泉
を管理して現在に至っている。
江戸中期の資料で繋温泉は
「泉質の良さと盛岡城から近
かったことで、藩公一族と上
級士族の湯治場として発展、
殿様はこの温泉で頻繁に湯治
をしており、この地からお城
へ伝達、命令を下していまし
た。
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また上級士族の宴会も当地で行われていました。
」とあります。
当時、湯坪屋根板四側板囲、庭割板敷とあり、
「荒湯」
「滝の湯」
「中の湯」
「薬師の湯」
「古宝
の湯」「眼洗湯」
「込の湯(ごみの湯)」の 7 ヶ所の湧口があり、俗に「繋 7 名湯」と呼ばれた温
泉でした。
（南部領内温泉書上記録より）

〔安楽院(坊)〕の歴史
＜岩手山情報・岩手山の歴史（岩手県観光協会）＞の項に「安楽坊」が登場する
1190（建久元）年

＊ホテル大観の案内資料に

工藤小次郎行光が家臣とともに登拝し、祭祀を行う
1599（慶長 4）年
領主南部氏、岩手山を領国鎮護の総鎮守社とする
1616（元和 2）年
登拝の岩手山祭祀が工藤宮司家から繋村の安楽坊に移される。
1633（寛永 10）年

（※この項のみ別資料）

盛岡に大勝寺創建、岩手山の祭祀権が大勝寺に移される。大勝寺系図に
「一世 繋湯守 安楽」、
「二世高海」
、
「三世行海」
「四世養海」とある。

1644（正保元）年

「盛岡城築城中の 1603
年 10 月 18 日に南部利直
公が 当館先祖の安 楽房
にお泊りになり、湯守を
命ず るとのお墨付 きを
下さいました。 ホテル
大観はその名を「南部湯
守の 宿 大観」と 変え
て、これからもこの名湯
を守り続けていきま
す。」 とあります。

大勝寺住職養海上人、藩主名代として代参、新山別当として登拝

トイレ休憩

④手つなぎ広場
御所湖広域公園の施設の一つで、つなぎ温泉前の広い駐車場のある広場です。トイレやベン
チ、湖岸へと続く園路などがあります。夏～秋期間にはつなぎ温泉観光協会による 朝市なども
行っています。

尾入の筏番所（雫石町史Ⅰ294、394ｐ）
＜筏奉行＞
天然の美林と松、杉の良材を豊富に持ち“山千貫、川千貫”と慶長元
(1596 年)御明神の地頭であった「丹波」をして言わしめた雫石の山林
資源は、竜川、雫石川を利用し容易に城下盛岡まで搬出することができ、
さらに北上川を利用して石巻経由で江戸までも運ぶことができた。南部
（盛岡）藩では早くからこの山林資源の保護を心掛けて木材の搬出を監
視し、川下げの木材を確認するため筏奉行(いかだぶぎょう)を置いた。筏奉
行は御山奉行よりも 30 年早い正保元(1644)年に置かれ、初めは「尾入筏
奉行」として 1 人が配置になり、尾入の越前方を借りていた。次いで川に近い繋村萪内
（志田内・しだない）寄りの禰宜屋敷市兵衛方を、元禄２（1689）年までは無料で、その
後は五石を御免地としてとして借用していたが、元禄８（1695）年に現在の繋大橋の上流
付近に御役屋を建て「尾入御番所」と称して藩政末期まで続いた。
＜極印と確認＞
雫石通りの官山から、正式な手続きを経て伐採された木材には、それを証明する方法と
して木口に墨汁を使用した鉄印を打ちつけた。これを＜極印(ごくいん)＞と称した。この印
形は通りによって、また樹種や用途によって異なるが、雫石通りでは亀甲に正の字が使用
された。このように証明印を打ちつけた木材は筏に組まれ、雫石川を流送され、尾入御番
所前で止められ、御山奉行の手によって確認され、確認書ともいうべき送切手(送り状)が
発行された。この送切手により初めて正当な払い下げ木材と認められた。宝暦３(1753)年
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以来、安庭村の又六家が二代にわたってこの任に就いたことが知られている。

道標・南無地蔵大菩薩供養塔

〔盛岡市指定有形文化財〕

江戸時代、繋の通称三尺町の道の分岐点に一基の追分碑があ
る。安政３(1856)年４月８日の建立で、碑文は――
「南無地蔵大菩薩

右
左

あふしゅく(鶯宿)・さわうち(沢内)、
ゆ(湯)道
施主弥之助 十八坂末吉」

――というもので、貴重な道しるべの交通遺跡である。
種別：民俗文化財／所在地：盛岡市繋湯ノ舘／所有者・管理者：個人／
指定年月日：1989 年 4 年 10 日
＜本資料９ｐ「繋村の名の起こり」の項参照のこと＞

⑥繋の板碑 （つなぎのいたび）

盛岡市指定民俗文化財(有形民俗文化財)

この板碑は，湯ノ館山山麓の，共同墓地の中にある個人の墓地に存在する。この家は
御所ダム建設以前，繋字下禰宜屋敷に所在し，同じところの大宮神社の別当を兼ねた羽
黒修験山伏の末裔で，屋号は正福院（しょうふくいん）である。
この古碑も，元は下禰宜屋敷の当家墓地に存在したもので，昭和 48 年(1973 年)，御
所ダム建設に伴い，他の墓石等とともに現在地に移転した。
石材は雫石町葛根田玄武洞等に産出する玄武
を使用しており，石碑の正面上部に種子(梵字)
を一字刻んだ種子塔で，板碑(石卒塔婆)と呼ばれ
る供養碑である。
大きさは地上部分の高さが 224 センチ，太さは
一辺が 56 センチから 60 センチで角柱状の自然石
である。種子の発音は「ア」で，胎蔵界大日如来
を示す。文字は刷毛書体・薬研彫りで鋭く刻まれ
ており，他に記年銘などは無いが，石碑の形状や
文字の様相から，概ね南北朝時代(1336 年から
1392 年)の造立と考えられる。大形の供養碑であ
り，当時この地域の領主層の造立によるものと考
えるのが自然であろう。
墓地所有者は，繋に江戸時代初期から存在した
旧家である。この地にはそれ以前の中世期に天台
系の寺院が存在し，その寺とこの板碑との関連が
指摘されている(司東 1985)。この板碑がどのよ
うな趣旨で造立されたものか，詳細は不明である
が，近傍に存在する湯ノ館跡，舘市館跡等の中世
山城跡や，繋 III 遺跡等の中世屋敷跡の存在から
も，中世にこの地を領有した有力領主(武士階層)
の存在が推定され，碑の大きさなどからも，この板碑の造立には，地元繋の領主が関係
している可能性がある。
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この石卒塔婆は中世から繋に存在したものであり，盛岡周辺および県北地域では数少
ない中世の板碑である
繋の板碑(石卒塔婆)(つなぎのいたび(いしそとば))
種別：民俗文化財
 所在地：盛岡市繋字湯ノ館地内
 所有者・管理者：個人
 指定年月日：2011 年 3 月 24 日

江戸時代の繋村の図面

湯坂峠

猿田山
猫石
三尺町

沢内道
つるぎ長根

尾入御番所

雫石川

尾入野

側

繋の渡し

湯の道、繋の湯
名湯、繋の湯は城下盛岡の奥座敷である。多くの人々が長期滞在をして疲れを癒す湯治
場であった。
盛岡城下からのルート「湯の道」は雫石街道と太田筋からの往来があった。本道は仙北
町から本宮経由で上太田、そして猪去から湯坂峠を山越えして猿田部落に入り、繋の通称
「三尺町」から各湯場に到達するものであった。
この往還のほかに、同じ太田地内の鹿妻穴口上に「つるぎ長根」越えの経路もあったが、
難所であり、多くは湯坂峠を往来した。（現在の雫石川沿いの県道筋の穴口から大欠地内
は断崖続きの難所で、なかなか往来できなかった。）
また、繋は古来、雫石郷の御所村に属していて、従って雫石側の御所野経由、及び尾入
野からの渡し場があって舟渡しで西北の方から繋の湯に至る道筋が早くから開けていた。
この繋からは、さらに西方に沢内街道の往還があって、安庭地内で道が分岐して、西方
は鶯宿温泉への道があった。
注）【本資料 前ページで見た「道標・供養碑」を参照】
＜以上、「図説盛岡４００年」繋・湯の道より＞

鹿妻穴堰（かづまあなぜき）・鹿妻明神社
鹿妻穴堰は南部藩の建設した最大の用水路であり、現在でも岩手県下最大の用水路です。
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鹿妻穴堰の開設工事は盛岡城の築城と同じ、1597 年(慶長 2 年)に始まり 1599 年(慶長 4 年)
に、繋郷北ノ浦穴口より鹿妻郷まで一応の完成をみています。
南部氏が不来方の地に盛岡城を築城し、武士、商人や職人など 30,000 人の城下町を形成
するためには城下近郊に食料基地を開拓し、城下の経済の安定を図る必要がありました。
しかし雫石川と北上川をはさむ三角地帯は斯波氏所
領の時代から平地でありながら箱ヶ森から流れる沢水
の量が少なく、溜池を造り、田に引水している程度で
米の生産量は極めて少ないものでした。
時あたかも、この繋北ノ浦穴口に現われたのが鎌津
田甚六でした。鎌津田甚六は小本、鎌津田の鉱山師で
用水路を造ることが目的ではなく、当時繋北ノ浦、剣
長嶺は金、銀、鉛の鉱脈があるという噂があり、その試掘のためでした。
＜繋北ノ浦穴口は金、銀、鉛の鉱脈地帯！？＞
慶長の初め頃、諸国巡回の旅の勧進僧、陸坊という者が、繋北ノ浦、大欠山、剣長嶺、
湯坂峠に、金、銀、鉛の鉱脈があると宣伝して歩きました。このため、繋の湯坂峠や北ノ
浦地区に多くの鉱山師が集まり試
掘が始まりました。現在でもこの湯
坂峠や大欠山地区には試掘の跡が
残っています。この鉱山師のなかに
鎌津田甚六もいました。鉱脈はとく
に穴口付近に存在し、穴口の試掘は
鎌津田甚六でした。甚六は小本、鎌
津田村の鉱山師で盛岡紙町の吉田
甚之丞宅に出入りしていました。
そこで甚六は吉田甚之丞を通じ
（現国道 46 号側から北ノ浦、つるぎ長根方向を見る）
藩に採鉱と開田を兼ねて掘ることを
提議しました。つまり採鉱に失敗してもその跡は開田に利用できるというものでした。結
果は金は出ず、金が米に化けたというものでした。
鎌津田甚六に関する記述は繋村古文書「舘市家留書帳」、同繋村安楽院の記録「御領内
記」、同村「瀬川家文書」に記述されています。

＜鹿妻明神社＞
北ノ浦の鹿妻明神社（穴口大明神社）は雫石郷繋村最東端の部落、北ノ浦の鎮守社とし
て往古から崇敬されてきている古い神
祠です。（右の写真）
1759 年(宝暦 9 年)
繋村正福院の調書、書き上げによれ
ば、鹿妻明神社は、北ノ浦部落の鎮守
社であり、羽黒派修験である繋林禰宣
屋敷正福院の支配下にあり鹿妻明神の
祭神を白蛇としている。
1858 年(安政 5 年)
同社の石碑面には 8 人の名が刻まれ、堰守吉田甚之丞が当主となり、用水受益者が鹿妻
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明神に鹿妻堰の無事を祈願し、水上大明神として崇敬している。
その後、この穴口堰用水の受益者たちは、同地の鎮守に用水堰無難を祈願し、五穀豊穣
を願うようになった。

繋地区分町（村）の経緯
これまで説明・紹介してきたように現在は盛岡市区域となっている繋温泉地区は、もと
もとは、雫石郷（通り）御所村の行政区域であった。それが旧雫石町をはじめとする雫石
郷一町三カ村の合併問題を契機に、繋地区住民から同地区は盛岡市に編入を希望するとの
気運が出て、御所村議会等での議論の結果、昭和 30 年 10 月 1 日、同繋地区は盛岡市の区
域に編入された。
その経緯を雫石町史第 2 巻にみてみる。（町史Ⅱ12Ｐ・1 町 3 カ村の合併（2）御所村 ）
（２）御所村
昭和２９年３月、県試案として雫石郷１町３カ村合併の発表があり、当地区においては
合併調査事務局を設けて将来の合併に関する諸問題の調査研究を行ってきたが、たまたま
同年８月末に県知事から県試案に対する当村の意見提出を求められたため、村内各部落に
おいて懇談会を開き、住民の意向を打診することとなった。
繋地区では部落毎の懇談会を拒否され、地区全体の会合を開いたところ、太田村に分村
合併を希望するリーダーの誘導によって、一方的に県試案反対の線が打ち出されたまま閉
会となり、ここに繋分村問題の口火が切られた。部落懇談会の結果は、繋地区を除いては
いずれも県試案に賛成であり、各部落とも期せずして「合併するなら挙村一致で合併すべ
きであり、したがって繋地区の分村は是認し得ない。」という強い要望が付け加えられた。
村当局、村議会及び御所村合併促進会議では、ほとんど連日にわたって会合を持って事
態の円満な解決のため努力を続けたが、容易に繋地区との意見の調整はできなかった。県
試案地区内の合併は挙村一致では不可能な状況となったので、同年９月１５日、議会の議
決を経て「最終的な態度決定を保留する。」旨の意見を知事に提出した。
その後も、当局及び議会は根気強く説得を続け、分村派とも協議を重ねてその意見を聴
き、また、太田村とも議員懇談会を開くなど円満解決に全力を傾けたが、分村派の納得は
得られなかった。ここにきて、ついに分村署名が行われ、分村派、村当局及び分村反対派
の陳情合戦に移って、日一日と複雑な様相を呈するに至った。
村当局としては、本村の合併の態度決定をいつまでも延期することができない客観情勢
となったので、１１月２４日、町村合併

塩ヶ森遺跡

（現在の元御所橋上流左

岸～塩ヶ森水辺園地北側付近）

塩ヶ森遺跡は雫石川と黒沢川によって形
成された段丘上にあり、標高 186ｍ～188ｍ
の緩斜面になっている。遺跡の西側は黒沢川
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に臨み急峻な崖、南側は緩斜面で元御所遺跡を経て雫石川を臨む。周辺の遺跡としては、兎野、
櫻松、元御所Ⅰ・Ⅱがあり、雫石川対岸に萪内遺跡がある。この周辺は御所ダム建設に伴う緊
急調査として昭和 48 年度から発掘調査等が行われた。
塩ヶ森遺跡の発掘調査によって縄文時代の竪穴住居等のほか、石器類や土器等が大量に出土
した。特に、縄文中期（約 5,000～4,000 年前）の板状の土偶（写真左）は当時の縄文人の世
界＜葬送、生への祈り＞を知る上で貴重な資料となっている。

〔大規模集落と板状Ｏ脚土偶〕この項…「岩手県立博物館第 63 回企画展『土偶まんだら』」資料
縄文時代前期後半から中期初めにかけて、東北地方などに大規模集落が現れます。中央広場
を直径 10ｍ以上もある大型住居で囲み、全体の規模が 100m 以上にも達するような大集落も現
れます。集落の発達とともに、土偶の数も増加していきます、足ははっきりしたО脚で表現さ
れ、体は板のように薄い造りになっています。このような特徴を持つ土偶を「板状 O 脚土偶」
と呼んでいます。より新しい土偶には頭部や目の部分、胸の下に正面から背中に向けて貫通す
る孔が開けられています。

〔自立する像、しない像〕この項…岩手日報「いわて未来への遺産『遺跡は語る(旧石器～古墳』」より
縄文時代の終わりごろ(約 5,000 年前)に、土偶は比較的普通にみられる存在になり、顔を持
ち始めた。そして中期（約 5,000～4,000 年前）にはしっかりとした顔を持ち、自立するように
なる。全国的には中期の土偶はこのように特徴づけられるのだが、東北地方北部、岩手県では
自立するのが遅かった。有名な三内丸山遺跡出土の大型板状土偶のように、全体が十字形をし
た土偶がつくられる。東北地方でも、南部三県では、出っ尻で太い脚の安定した下半身で、自
立する土偶が作られるようになる。岩手県と秋田県では、これらの地域の間にあって、中間的
な土偶が作られる。全体として手足は表現するのだが、脚は独立しない。相変わらず板状だが、
下半身は広がって、厚みを増し、安定して自立するものもあらわれる。
岩手県では、自立する土偶が現れるのは中期後半のことで、明確な脚を表現するものも出て
くるのだが、主流にはならない。前述の東北南部の有脚立像土偶も中期前半のもので、後半に
は再び脚を明確に表現しない土偶が主流になってしまう。板状で、脚は必要ない。自立しなく
ても良い。それこそが、土偶の本質なのかもしれない。
（岩手県埋蔵文化財センター 金子昭彦・文）

←現在の＜塩ヶ森水辺園地＞
かつて栄えた「野中集落」
や「元御所集落」が広がっ
ていた一帯は現在は湖底に
ある。

13：00～13：10

三社座神社

（通称

お神明（ おしんめい）さん）

＜由緒＞
元和元（1615）年、郡代宮十郎左衛門、滴石
のほぼ中央に三社座神社を創建し、天照皇大神、
春日大神、八幡大神の三社を祀った、とされる。
元禄三（1690）年、社の一部を改築し、記念
のため御霊代として神鏡を奉納す。
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文化元（1804）年老朽のため本殿、幣殿、拝殿ともに改築。文政８（1825）年、藩主のお召
船材として代官の命により杉の大木８本伐採される。安政２（1855）年、全面改築し、新たに
神楽殿を新築する。
明治３（1870）年、雫石村社となり、同年第１３区（雫石、上野、御明神、橋場）の郷社
となる。
明治６（1873）年には、雫石１０ヶ村の郷社となり大東亜戦争終了まで郷社としての祭典や
産土神としての祭典と年２回の祭典が行われていた。
明治２６年８月、火災に遭い全焼。明治２８年１１月再建した。火災の時、御霊代は誰かが
救い出して無事火難を逃れて再建遷座して本殿深く鎮まっている。
＜町教委・雫石の寺社 より＞

＜境内に各種の石碑がある＞
現 況
青面金剛（せい（しょう）めんこんごう）
周浪獲命記念（しゅうろうかくめいきねん）
湯殿山（ゆどのさん）

古峯山（ふるみねさん）

古畠大明神（ふるはただいみょうじん）
庚申（こうしん）

不動明王（ふどうみょうおう）

神霊石（しんれいいし）

青面金剛

（せい(しょう)めんこんごう）
庚申（こうしん）や二十三夜（にじゅうさんや）と
同じように昔の習俗に起源するならわしの対象。
「マチ」の
習俗が道教の思想によって意味づけられたものが、
「庚申待ち」で、仏教と習合して信仰対象が「青面金剛菩
薩」となったものがこの「青面金剛」である。

13：25～13：40

上和野観音堂

（かみわのかんのんどう）

総欅（けやき）造りの堂宇は町内随一！
＜由緒＞
上和野観音堂について雫石町教育委員会刊行の「雫石の寺社」の説明を紹介します。
✿
所在は、雫石町上野下沢田１０５。祭神は馬頭観世音である。上和野及び岩持西部落の
産土神（うぶすながみ）である。拝殿は宮大工(みやだいく)の建立したものと伝えられ、町内
でも屈指の立派さである。例祭日は、旧４月１７日、旧９月１７日。
(以上引用)
✿
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上記の紹介文にある「宮大工」として名前が挙がっているのが、秋田県中仙町（現大仙市）
豊川出身の「高 橋 円満造（たかはし
えまぞう）」さんという宮大工だ。
明治元（1868）年に生まれた円満造
じいさんは、本名を高橋市蔵（いちぞ
う）といい、大工は１６歳で一人前に
なり、１８歳の時には指し物（さしも
の）から彫刻にまで手を伸ばす器用さ
で、特に彫刻においては、神社仏閣に
多くの優れた作品を残し、“東北の左
甚五郎（ひだりじんごろう）”という
＜写真上はめったに見ることができない観音堂の内部＞

異名（いみょう）
をとるほどの腕前でした。

✿

その円満造さんが作ったのではないかとされるのが、この上和野観音堂の拝殿の左右奥でに
らみをきかせている２体の仁王像（におうぞう）です。円満造じいさんは、かつて、この観音
堂の東のふもとにある旧家上和野與惣右衛門家の小屋に寝泊まりして拝殿の大工仕事に取り組
んだと伝えられています。
この円満造さんには、もう一つの顔があります。「ドンドンパンパン～ドンパンパン」の
歌い出しで始まる全国的に有名な秋田の民謡「どんぱん節」
。この曲の元唄は、円満造さん
が作ったとされる「円満造甚句」だとされています。円満造さんは、元来歌好きで、棟上
げや建前の祝いの席で即興詩人ぶりを発揮して人びとの間で評判でした。
その円満造さんが、秋田甚句の調子を工夫し、何度も歌詞をつくり替えてできたのが
「円満造甚句」で、昭和１０年頃民謡編曲家の手によって大衆向けに変えられてできたの
が今の「ドンパン節」です。

＜お堂の前には駒繋ぎの石も＞
江戸時代、公儀の御馬買衆がやってくるほど南部の馬は評価が高いものでした。盛岡周辺地
域の人々もまた馬神信仰が篤く、馬の霊を慰める馬頭観世音の碑を建て、仏像の馬頭観世音を
安置して崇仰しました。
５７０余坪の境内地を有するこの上和野観音もその一つで、渋民村の芋田、滝沢村の蒼前社
とともに、岩手郡三所の馬神として広く信仰されました。
拝殿の前には馬を繋ぐ鉄の輪が付いた「駒繋ぎ石」が一対置かれています。

＜かつては“雫石七観音詣で”もあった＞
明治維新の頃まで、雫石の風習に４月１７日の早朝から七ヵ所を回る「七観音詣で」が
がありましたが、ここはその一つです。
なお「七観音」は、他に臨済寺の「内堀観音」、下久保の「福崎観音」
、春木場の「新里観音」、
桝沢の「川井観音」
、下御所の「馬頭観世音」、八丁野の「八丁野観音」を指します。
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＜馬産地雫石に建つ華麗な“馬頭観世音”＞
江戸時代前期、将軍家並びに各藩の御馬買衆は、仙岩峠を越えて秋田から岩手に来ました。
玄関口にある雫石も名馬産出の地。人々の馬神信仰は篤く、馬の霊をなぐさめる馬頭観世音の
碑を建て、仏像の馬頭観世音を安置して崇仰しました。570 余坪の敷地を有する御明神上和野
の観音様もその一つ。渋民村の芋田、滝沢村の蒼前社とともに岩手郡三所の馬神として広く信
仰されました。明治維新のころまで、雫石の風習に、四月十七日の早朝から七カ所を回る「七
観音詣」がありましたが、その一つでもあります。
この馬頭観音は明治 3（1870）年、いったんは廃堂になりますが、十四年に再興。
大正初めに再建された堂宇は総欅（けやき）で、正面を飾る彫り物は、東北の左甚五郎と讃え
られた円満造こと高橋市蔵（秋田県中仙町出身・現大仙市）の作です。円満造は奇行の人で名
人肌。たいそう歌好きで、秋田の有名な「ドンパン節」は「円満造甚句」が元唄と言われてい
ます。
馬頭観世音は、九月十七日が縁日。雫石町内の曹洞宗寺院（廣養寺、永昌寺）がお勤めしま
す。
〔岩手のお寺さん（テレビ岩手）〕より
＜その 1＞ （岩持）嘉兵衛家の初代祐助は、ことのほか愛馬精神に富んだ人で、雫石産馬組
合長や盛岡産馬組合の役員なども務めていた。常時二十頭ほど飼育し、預託馬も五十頭ぐらい
有し、長く馬産改良に務めてきた。
所有馬のなかでも馬産岩手の歴史にその名を刻む名馬「進風号」は、大正天皇の乗馬として
献上されたものである。砂壁（しゃっかべ）勇次郎の育成した名馬と伝えられ、後に伊勢神宮
の神馬となった。
大正三年、祐助が特に慈しんでいた一頭の馬が行方不明となり、いくら探しても、何日も帰
って来なかった。祐助は祈願した。昔は上和野三右ヱ門家の敷地内にあったといわれる（「雫石
町史」）観音堂を、
行方不明の馬が無事帰って来た暁には、当代一流の宮大工の手により改築し、
寄進しますと誓った。
ところが、祈りがかない、お馬さんは帰って来たのである。祐助は当時のお金で一千円寄進
し、現存する立派な観音堂を建立したのである。
＜その２＞ 上和野馬頭観音堂に掲額されている「馬頭観世音」の書は、新渡戸仙岳（にとべ
せんがく）の染筆によるものである。
新渡戸仙岳は安政五年（1858 年）盛岡の馬町に生まれた。教育者として名高く、石川啄木は
盛岡高等小学校（現市立下橋中学校）の教え子である。
啄木は「馬町の先生といへば、説明するまでもない。此地方で一番有名な学者で、俳人で、
能書家で、特に地方の史料に就いては、極めて該博精確な研究を積んで居る。
自分の旧師である。
」と小説「葬列」の中で述べている。
仙岳翁に書を依頼したのは初代祐助。馬頭観音の書を「馬町の先生」に頼むなど、祐助もな
かなかのユーモリストであったようだ。
上記２項 ＜岩持静麻「農の心を求めて」
（ＪＡ岩手県五連岩持会長顕彰事業実行委員会 刊）＞よ
り
＜上和野・観音堂＞
雫石盆地では、先人たちが縄文の古より、まわりの山々はもちろんのこと、一本の草や小さ
な虫の果てまで神と崇め、敬虔に生きてきた。その証が、神社や祠、あるいは道端の石仏、郷
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土芸能などになって、いまに数多く残っている。
御明神の上和野にある観音堂も、その一つである。産土の神さんであったり、愛馬の息災を
念じ霊を安んじる観音さんであったり、神仏に渾然一体となって信心を寄せて祭ってきた。別
当さんの岩持家を中心として、氏子の心と力でつくりあげた総欅づくりの風格ある社殿は見応
えがある。
現在の社殿は、大正のはじめに再建されたものだ。馬が盛んだったころには、愛馬を伴って
早朝からお参りする人が絶えなかったといわれる。それが、いつとはなく働き者のシンボル「ひ
るの観音さん」とよばれ敬愛を集めたとのこと。
「ひるの観音さん」がいるとすれば、
「よるの観音さん」もおわすことになるのだが、
尋ねてみると町内にちゃんとおられるとのことであった。
ただし、観音さまのために釈明しておくと、人間の都合で「よる」にされてしまったようだ。
でも観音さんは、そんな人間をおおらかに許しておられるように思う。
＜矢羽々 昭夫編「不思議な気分になるところ・雫石」＞より

上和野観音堂境内の石碑
現 況

鳥海山（ちょうかいさん）
湯殿山（ゆどのさん）
馬頭観世音（ばとうかんぜおん）
氏神に一心（うじがみにいっしん）

13：55～14：20

７・ 横欠のからかさ松

≪杉林の中に巨大な笠松がそびえたつ！≫

樹種 アカマツ
樹齢 約 300 年と推定
樹高
22ｍ、
枝張り 21ｍ
指定 町天然記念物
横欠のからかさ松

平成 17 年 3 月 4 日

雫石神社から南におよそ 2.5 ㎞ほど離
れた横欠行政区の西側の山林内にある。
ここはミズバショウの群落地とともに
「横欠自然愛護の会」が歩行路などを整
備し、管理している。
＜写真は結構古いものです。＞
この「からかさ松」の周囲は杉林である。気をつけてみれば杉林の中に松の木があるのが分
る。近くの人は、
「昔は仁沢瀬（ここから９ｋｍ盛岡方面に行ったところ）からでもそれと分る
ぐらいだったが、周辺のスギが成長し、遠くからは分からなくなった。松の樹勢も減退してき
てしまったようだ。
」と話していた。
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車を停めて２分位歩道を登る。近くに行ってみると木の巨大さが分る。特に幹はひょうたんの
様なふくらみ方で、太いところで５．６ｍ、細いところで５．１６ｍある。幹分れの影響がある
とはいえ、この部分は完全な単幹であるので、アカマツ巨木としては全国有数の存在と言えよう。
✿
天然性アカマツの巨木は、一般的に尾根や稜線など、比較的積雪の圧力を受けにくい平坦地に
限られているものだが、これだけ雪の多いところで、しかも斜面なのに、よくぞここまでの巨木
に成長したものだと自然の力に感銘を受ける。ここまで大きくなるのには、きっと途方もない歳
月を費やしたのに違いない。
また、アカマツは根元から樹冠まで、幹の太さが同じような感じですっと伸びるものであるが、
この「からかさ松」はそうではなく、極端な下太り（専門用語で言えば、超「うらごけ」
）だ。
「からかさ松」という名称からして、その樹冠の形状が特徴的でその名が残っているといると思
われるが、むしろ根元部分のどっしりとした、あたかも瓢箪のような太さが印象深い。
幹には、大きな凍裂痕が幾つか認められ、寒さもかなり厳しかったに違いない。周囲をスギ
林に囲まれているので、他の例と同様に枝先が被圧によって枯れ上がっているが、最近、かさ松
の周囲を伐採し、十分な陽光が受けられるように保護が図られているのは非常に良いことである。
（本文は、ブログ「知られざる自然」（文・丸山さん）から拝借しました。）
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