“雫石地区の歴史と文化”を訪ねて

その弐

③≪原種農場（げんしゅのうじょう）≫

写真は「雫石町農村青年建設班 20 周年記念誌(昭 52)より」

現在の東町があるあたりには、かつてポツンと一戸だけ「県立工芸作物原種農場」があり
ました。ここには県の技師たちが常駐し――ハッカ、みぶよもぎ、麻類、こうぞ、みつまた、
その他蔬菜、輸出用の球根類――など工芸園芸作物の優良品種の配付と栽培技術の指導を行
っていました。
この施設は昭和２２年の岩手県知事選挙で当選した「農民知事」国分謙吉氏が、選挙の公
約で実施したもので、国分知事は昭和２６年の知事選挙の際に、４年間の実績の一つとして
次のように述べている。
〇換金作物の奨励
本県では売薬だけで年間三億円に達する移入で、この一部だけを自給しても大きい金額に
なる。そこで、原料を栽培し、とくに開拓農家の現金収入にあてた。
こういう政策をとったのは全国で本県のみである。 その結果、中滝製薬会社が盛岡市郊
外に製薬工場をおき、最近では日本新薬が青山町にサントニン加工々場をたてることに決っ
ている。
これも県立薬草園を設けて普及したことが直接原因している。
また雫石町に工芸作物原種農場を設け繊維の自給をはかった。
これが原因となって帝国製麻が県北二ヵ所に工場をたてることに決定している。こういう
試験場の結果が、かく現れている。
原種農場は昭和 27 年に発足した指導研究機関でしたが、その目的を達成したとして昭和
38 年 3 月に１１年間の歴史の幕を閉じました。

原種農場跡地に町農業青年研修所
昭和 38 年 4 月、原種農場跡地に「雫石町農業青年研修所（昭和 32 年、農家の次、三男対
策として発足）
」が、町内柿木＜現在の雫石中学校＞から移転建設されました。希望に燃え
る町内農家の後継者たちが、
「農村建設班」としてここで共同生活をしながら研修に励みま
した。
その後、昭和 50 年に高前田に「農業者トレーニングセンター」が完成し、移転し、
現在は、雫石町消防団第一分団第 4 部東町屯所の横に「記念碑」が残されています。

＜雫石町にとって、未曽有の大事業「御所ダム建設」＞
◆御所ダムは、昭和 16 年に「北上川改修五大ダム」構想の一つとして発表されましたが、
その後周辺住民の不安をよそに“幻のダム”として 25 年間放置されました。
◆昭和 41 年にようやく建設が発表され、47 年着工、発表以来 15 年後の昭和 56 年に完成し
ました。
◆水没面積は６０４ha、盛岡市分（繋地区）が３６％、雫石町分が６４％でした。
この土地は、雫石川の沿線ということで肥沃で、歴史も古く埋蔵文化財の多い地域でした。
◆移転した世帯数は、雫石分が３１８、盛岡市分が２０２、合計５２０世帯にも上りました。
ダム建設は山間部での例が多く、これだけ多くの世帯が水没対象になるケースは全国的に
も少なく、当時話題になるほどでした。
◆昭和４６年８月、水没者移住用の住宅団地「七ツ森団地」が着工。１１４区画が翌 47 年
８月に完工し、移住が開始された。総工費１億３１０８万円でした。
◆昭和５８年１０月から、町の事業として第２次の七ツ森団地１２４区画の分譲が開始され
ました。この区域の分譲に当たって、当初は雫石町葛根田の滝の上からの地熱熱水の供給計
画もありましたが、熱水供給側の問題で、計画はとん挫してしまいました。

④七ツ森

生森（おもり）一里塚

一里塚は藩政時代の陸上交通の里程標として寛永９（１６０４）年に全国で築造されまし
た。雫石街道における築造年代は明らかでは
はありませんが、1604 年から 1629 年の間、
あるいは 1633 年であるとする説、さらには
龍海上人が仁佐瀬に橋を架けた 1640 年だと
する説など、三つの説があります。
いずれにせよ、奥州街道（現国道４号）に
築造されてから３０年ぐらいの間には秋田街
道にも一里塚が造られたと考えられています。
盛岡の基点から３つ目の塚
生森一里塚は、起点の盛岡城下鍛冶丁から
数えて３つ目(約 4.5 ㎞×３＝13.5 ㎞）の一
里塚です。
【途中には、前潟（所在地不明）
、日向の一里塚（一基現存）】
ここは両側の一里塚がほぼ完全な形で残っており、学術的にも貴重な史跡となっています。
片側のみ含めて、３カ所連続存在は珍しい！
この生森一里塚の秋田寄りには「高前田一里塚」が両側はっきりと残っています。他の街
道を見ても「片側にみ残存している」例を含め、連続して３つの一里塚が残っているのは珍
しいとされています。特にこの区間の塚は形状、規模も奥州街道と比べても遜色なしと評価
されており、
「日向（ひなた）
」や「高前田」の一里塚とともに、
“雫石街道の一里塚”とし
て昭和４４年６月に岩手県指定史跡となっています。

◆生森一里塚２基〔雫石町七ツ森・所在土地はいずれも個人所有〕

（昭和 40・12 及び 41.6 調査）
北側塚：東西径 11m50cm、南北径 12m20cm、高さ 2m70cm。
南側塚：東西径 12m70cm、南北径 12m60cm、高さ 2m20cm。

⑤

七ツ森払い下げ顕彰碑

町の＜七ツ森森林公園＞の入り口にある案内看板の横を通って、沢の右側の坂道を登って
行くと５分ほどで、左手に大きな石碑が見えてくる。
これが、明治時代の雫石（当時は雫石村）にとって最大級の出来事であった「七ツ森払い
下げ運動」の成果を記録し、当時の村の功労者たちを顕彰した碑である。
今から１０７年前の明治 41（1908）年、当時の生内琭造（おぼない ろくぞう）村長や
村議会議員の有志が、国家という強大な壁に対して文字通り寝食を忘れ、自己の資産を投
げ打つ覚悟で取り組んだのが「村の財政基盤づくり」としてのもともとは自分たちの村の
入会山林であった七ツ森の払い下げ運動であった。
✿
この碑は昭和 25 年 12 月、雫石町町制施行 10 周年を記念して建立された。高さ 10 尺、
幅 4 尺 3 寸（高さ約 3.3m、幅約 1.4m）の碑で総工費 203,000 円（碑石代 166,080 円、運
搬費 30,000 円、揮毫費 7,000 円）という記録が残されている。）
題字は 太田孝太郎氏＜盛岡市生まれ。
中国古代史専門。金石文の大家として有名。
明治 39 年早稲田大学政治経済学部卒。横浜
正金銀行本店に勤務。大正 9 年盛岡銀行頭
取。盛岡市史文教編執筆、篆隷（てんれい）
の書家をもって任じている。＞
撰文は、雫石町下久保出身の田中喜多美
氏＜町内下久保田中（助左衛門）家に生ま
れる。幼少より読書を好み、屋外で遊ぶこ
とは余りなく、家に閉じこもって読書にふ
けっていた。人は“下久保の座敷わらし”
と呼んでいた。柳田国男の民俗学レポータ
ーとして知られる。岩手県史中世編上下巻
執筆。昭和 46 年日本文化賞学芸部門賞を受
賞した。＞
刻者は陸前稲井（現在の宮城県石巻市稲
井）の三浦源蔵氏。
＜上の写真は建立当時の関係者記念写真＞

顕彰碑文
七ツ森山林は、大森、石倉森、鉢森、稗糠森、勘十郎森、見立森、三角森等の汎称である。古来村
民は此の地を内林と称び村の入会地として柴槇採り秣場として、草刈、牧野にも利用して馬を飼う等、

利用していた。是が為、南部藩政時代は、藩に於いても村民収益に留意し、各種禁制の条文を掲げ、
その保護育成に勤めてあった村民も亦、営農の資として、その保護に任じ、久しい間入会地の恩恵に
浴し、全面的に活用し来たものである。然るに徳川政権崩壊し、日本は国際場裡下の国に列するに際
し、所謂明治維新の変革が行われた其の際、本村より村有入会として所有致し度いと、請願陳情した
にも拘わらず、当時の政閥的条件が禍いし、且民有とする証拠が不十分であるとの理由から、官地編
入になった。村に於いては、明治 15（1882）年官に向かって其の還元を申請したが、再び却下され、
次いで明治 41（1908）年更に特別払下げを請願し、翌年遂に成功を収めた。因って山林立木を伐採
して代金を納付し、永く村有とすることが出来た。茲に 40 年に亘る山内立入禁止は解かれ、村民の
福利に寄与されることとなった。尓来村民一致協力して、植林計画を樹て之を実施し、鋭意防災や看
守に当たり、植林の保護育生に力めた結果、赤松天然造林の範となり、見事なる林相を呈するに至っ
た。今茲に七ツ森山林町有の来歴並びに先覚者達の功績の概要を記し以って記念とする。
明治 40 年当時の代表者
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大久保千代松
雫石町制施行十周年記念
雫石町建

≪参考≫
「志戸前山下げ戻し」と「七ツ森払い下げ」
（前略）もう一つの動きは、旧雫石村での「七ツ森の払下げ」運動である。七ツ森は藩政時
代、村民の入会地として枯れ枝や小柴など、炊事用の薪木類を採り、馬の秣（まぐさ）を刈
る場所であった。それが明治維新後の明治９(1876)年に「山林原野等官民有区分処分法」が
定められ、この基準に従って全国の山林の官民区分を行った結果、七ツ森は官地に編入され
たのである。困り果てた村当局は明治政府に対し明治１５(1882)年、村を挙げて その還元
を申請したが認められなかった。
その２６年後の明治４１(1909)年になって、当時の生内琭造（おぼないろくぞう）村長は、
逼迫していた村の財政を立て直すには村の基本財産が必要と考え、国から七ツ森の払い下げ
を受けようと行動を開始した。尋常の請願では成功が期待できないと判断した生内村長は村
議会を味方に引き入れ、さらに 9 雫石町出身の県議上野広成の人脈を頼り、郷土出身で当
時内務大臣だった原敬と面会し協力を要請。原敬は支援を快諾した。原の意を受けた農商務
省のあっせんで七ツ森が「不要存置」
（注・そのまま残しておく必要がないこと）に指定さ
れ払下げの告示が出された。これをもとに国の山林の管理者である青森大林区署長らと価格
を交渉、曲折を経て明治 42(1909)年３月２９日払い下げが決定した。台帳面積２３９町８
反５畝、実測２２１町９反６畝で立木有形のまま元金 37,000 円、これを 3 年分割での払
下げとなった。当時の雫石村の総予算は 5,559 円 21 銭であった。 なお、この払下げ代金
は、村が初回金 6,000 円を支払って登記後、立木を伐採して東京 の業者に売り渡しその代
金で完済できたので、村の大きな財政負担はなかった。 それから 41 年後の昭和 25
（1950）年 7 月、雫石町町制 10 周年にあたり七ツ森の主 峰生森山の南斜面に払下げ顕彰
碑が建立された。

【経緯】 明治 15 年 県議会議員上野広安の主唱で「下げ戻し（無償）」運動を開始 16 年
願書に対する尋問はあったが、その後回答なし。
（不成功と判断） 明治 41 年 生内村長が
「有償による払下げ」申請を開始 42 年 3 月 払下げの願い許可される。 明治 42 年度
6,000 円、43 年度 12,500 円、44 年度 18,500 円 計 37,000 円の分割で支払い。立木代
金は 45 年 2 月までに総額 38,560 円を受領。大正 3 年 すべての契約事業が終了。同年
1 月 雫石村の基本財産となる。
◆ 官有林下げ戻し申請の背景
では、なぜこの時期にこのような動きが立て続けに起きたのか、その背景を見てみる。明
治新政府は、地所の官と民の所有区分を宅地と田畑については、従来における貢租の事実等
に基づき比較的容易に行ったが、林野については、藩政時代における農民の利用が様々な形
で行われ、一般的には独占して支配する形態が存在するに至っていなかったため極めて困難
なものであった。 そのため政府は、明治９(1876)年に「山林原野等官民有区分処分法」を
定め、この基 準に基づいて官民有区分を行うことになった。さらに明治１８年から、地租
改正による 所有区分の脱落や誤謬の補正、地租改正後の土地の異動等の把握のために再調
査を行った。こうした近代的租税制度確立のための作業の過程において、諸藩の直接支配
していた林野、遠山等を主体として官有地とされた。東北地方においては、特別な利用区
分が示されない部分について、おおむね官有地とされたものであり、これが国有林野の原
形となった。志戸前山、七ツ森の両山についても、この当時は特別な証拠となる資料もな
いままに、
「盛岡藩支配の山林」として官有地に編入されてしまったのである。このため、
これまでこれらの山林を利用してきた地元民は大いに困ってしまったのであった。中には
密かにこの山を犯し盗伐の罪に問われる者も出る事態となった。 その後、明治 32(1899)
年になって、混乱の収拾のために手続きを踏めば土地の下げ戻しもあり得るとする「国有
土地森林原野下げ戻し法」が公布施行された。 こうした法整備により、様々な申請や手
続きにより法的に山林を取り戻そうとする動きが各地にみられるようになってきた。
それが前述の二つの動きにつながったのである。
◆ Ⅰ）でみたように、
「志戸前山」と「七ツ森」では、手法がずいぶん違うことに気づく。
まず、志戸前山は、政府から無償で下げ戻しを受ける方式、一方七ツ森では有償での払下
げによる取得を選択したことである。具体の方法では「志戸前山」は裁判で決着、「七ツ森」
は中央政界への根回しが功を奏したのであった。 また、上記では述べなかったが、「志戸前
山」では裁判のために契約した弁護士や協力者に対する成功報酬が当該山林の立木で支払
われている。一方「七ツ森」ではそれがなかった。生内琭造村長は成功報酬はおろか、村
議会から申し出があった「山林の一部を低額で貸し与える。
」という報償案も固辞した。
「七ツ森」の成功は、明治１５年の１回目の下げ戻し運動での挫折による学習効果が表れ
たものであろう。前回の経験から、無償での下げ戻しは＜七ツ森は村人たちの入会だった＞
という藩政時代の明白な証文でもない限り無理だと判断し、むしろ新政府の役人が“利にさ
とい”ことを見抜き、最初から「有償払下げ方式」を選択し価格交渉に全力投球したことが
よかったと思われる。 一方の「志戸前山」は、下げ戻し申請を開始したのは「国有土地森
林原野下げ戻し法が施行された明治３２年になってからである。
【平成２５年１月１５日発行「滴石史談会報第１９号」
・関敬一

寄稿文より抜粋】

⑥生森山頂への参詣道跡が残っている？
慶応４年の雫石村絵図に七ツ森の生森山山頂にあった「大森子安地蔵尊（堂）の参詣道で
ある御霊坂（おみさか）
」が描かれている。この「御霊坂」については、
「七ツ森払い下げ九

十年史」（雫石町役場発行）に「史跡」として紹介されている。
「御霊坂」は前出の雫石村絵図では秋田街道（現国道４６号）から大森山の南斜面をほぼ
一直線に頂上まで登っている。頂上付近にはお堂の絵と「地蔵堂」の文字が見える。登り口
付近に赤い鳥居が３つほど、頂上付近にも２つの赤い鳥居が描かれている。
頂上付近・「地蔵堂」の表記が見える

雫石街道(上が盛岡方面)

実はこの“参詣道”
、150 年近く経った今でも現地には痕跡が残っています。所々に松の
木などが生えていますが、長年踏み固められた“道すじ”は分かります。生森山の斜面の中
でも傾斜が最も緩い尾根筋を登るように造られています。昔の人の知恵がうかがわれます。
✿
※このことについて、滴石史談会の第 17 回自主研究・成果発表会（平成 23・1・20）における関敬一
会員の発表資料（抜粋）を次に掲げる。

大森子安地蔵尊には、こんな由緒が伝わっている。――江戸で両親を亡くした三姉妹が、
縁を頼って南部の地に来たが訪ねる親類は行方知れず、仲の良い三人は一緒でなければとの
条件で、なかなか職場も見つからず、もっていた金も使い果たし、毎日の食事にも事欠く始
末。何か仕事をせねばと三人で考えたのが、江戸にいた時母の仕事だった“産婆（こなさせ）”
だった。家をかりて産婆の仕事を始めたところ、若い美人の産婆でとても丁寧だと世間から
好評を受けた。これを聞いて遠方からも頼まれるようになったが、無理がたたって、姉は病
気になってしまった。しかし仕事を休むわけにもいかず、姉を助けながら依頼先の花巻に向
かう途中、石鳥谷の松林寺の松の根元で疲れた体を休めた。翌朝、松の根元で姉妹三人が抱
き合って死んでいるのが村人によって発見された。かわいそうに思った村の人たちは三人を
“子安地蔵尊”として祀ったという。
「お姿」として一本の木で三体の地蔵尊を刻み、木の
元の所でできた地蔵尊は松林寺に、中は沢内の貝沢地蔵尊に、末の部分から刻んだものは雫
石の大森の地蔵尊として祀られた。
――（昭和４７年３月号の雫石広報。上野孝二郎氏文）

一方、町教育委員会資料「雫石の寺社」によれば、こうだ。――生森地蔵尊縁起由来書に
よると、今から１１５０年ほど前、第５５代文徳天皇の御代（851～859）に日本全国に疱瘡
が流行し、死者が多く出て国民が多く難渋した。その時天皇の皇子安産を祈願するため、国
内に布令を出して子安地蔵尊を各地に安置させた。古来からの伝承に三姉妹地蔵があり、石
鳥谷の松林寺の門前地蔵尊が大姉、沢内村の貝沢地蔵尊が中姉、雫石の生森地蔵尊が三番目
の妹と伝えられている―― とある。三姉妹地蔵であることは同じだが、時代がかなり遡り、
天皇の勅命祈願で安置されたもの、と話が大きくなっている。
明治３年に下町の永昌寺境内に遷座
ともあれ、この「大森子安地蔵尊」は明治３(1870)年６月の廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）
運動で、下町の石水山永昌寺に移されたとされている。雫石町史Ⅰによればそれまでは雫石
の有力な修験・山伏である円蔵院が別当を務めていたが、明治２年同家が還俗して神道に奉

仕することになったため子安地蔵堂は事実上放棄されたと記している。「七ツ森払い下げ九
十年史」によれば、その時の本尊は、一寸八分（６．７㎝）の金仏子で子を抱いた御姿であ
ったが明治１０年代に盗難にあったと伝えられる。大森にあった頃は、盛岡・紫波方面から
も参拝客が絶えず、大森の大腹（でぇんばら）地蔵といって、安産の地蔵様として厚く信仰
されていたとのことである。
◆

石鳥谷の「天台宗

南勝寺」と雫石の「天台宗

大勝寺」「龍勝寺」

南勝寺は前に述べたとおり松林寺の附属寺院である。「聞き書きいしどりや」による紹介
記事は次のとおりである。
✿
松林寺部落に子安地蔵堂がありますが、この地蔵堂の西側の山手に、明治時代の初めまで「南勝
寺」という修験寺がありました。ここには、今も南勝寺という屋敷名が残っています。南勝寺は、盛
岡にあった大勝寺の末寺で、末寺七カ寺のうちの一つでした。いつ頃創建されたのかは明らかではあ
りませんが、本寺である大勝寺の創建から推測すれば、寛永年間（1624～1643 年）ごろではないかと
考えられています。
南勝寺の本寺である大勝寺は、慶長年間（1596～1614 年）に雫石に創建された羽黒派の山伏寺で
した。それを南部氏 28 代重直の側室「勝山（かつやま）
」が寛永年間に盛岡城下に祈願所として創設
しました。勝山は厚く仏教に帰依し、同寺の第四世でもあった養海上人を中興開基として再興しまし
た。大勝寺は、岩手山の祭日には別当寺として勢力を有し、また、111 石 5 斗の寺領を与えられるな
ど厚く待遇されました。末寺にはみな「勝」の字（勝山の名より）を使って寺号とし、本寺と合わせ
て「八勝寺」と称しました。

(中略)

大勝寺の末寺七ヵ寺には、南勝寺のほか、盛岡に「泉勝寺」
、雫石に「龍勝寺」
、日詰に「熊勝寺」、
遠野に「伝勝寺」
、大槌に「高勝寺」
、宮古に「石勝寺」がありました。

そもそも「大勝寺」と雫石の永昌寺(下寺

しもてら）のかかわりは？

南部藩抱岩鷲山別当寺「大勝寺」については、前述のとおりだが、ここで雫石の永昌寺
とのかかわりを見てみる。
「聞き書きいしどりや」にあるように、
「大勝寺」は雫石に創建されたとある。このこと
について、現在の永昌寺東堂（前住職のこと）藤本徳文師が、かつて「この永昌寺の境内の
一隅に天台寺の僧侶（住職）が庵を結んでいた。
」と語っていた言葉を思い出し、改めて同
師に「かつてこの永昌寺の境内にあった寺は何という寺でしたか？」と尋ねてみた。帰って
来た答えは、なんと「天台宗の龍勝寺でぁんす。
」だったのである。
さらに、享保１５(1730)年『当町御蔵、給所、居敷地小間割吟味書上帳・雫石村』という
絵図面（上町 高橋又助氏 所蔵）を「雫石町史」(422p)で確認したところ、確かに現在の
下寺付近に「大勝寺」と「永昌寺」の土地区割が存在したのである。
しかし、
“雫石が大勝寺発祥の地”とは初耳であった。ところが、それもそのはず、実は、
この「大勝寺」には、次のような創建のからくりが秘められていたのである。それを当町出
身の歴史研究家田中喜多美氏が見破っていた。
以下、田中氏が論文「岩手山の信仰と修験」を寄稿した「東北霊山と修験道」（月光善弘
編著・名著出版社 刊）から、その内容を見てみる――。＜原文のママ＞
✿
三 大勝寺の出現
（前略）南部利直公は、寛永九年八月江戸屋敷に五十七歳で病歿した。在職三十四年とさ

れている。
（
「南部史要」
。
）よって世子山城守重直公は盛岡城主を相続し、寛永十年春、国元
入りをしている。そのお国入りに際して、愛妾である「お勝」なる夫人を伴っている。同時
に羽黒修験を帯同しての入国であった。
伴った羽黒派修験は、同派江戸十人衆と称せられた有力者で、南部領国の霊山、岩鷲山の
別当に補し、三百石まで給するという口約での同伴であったという。愛妾お勝御前は、仏教
の篤信者で、大勝寺創建にあたり同寺へ大梵鐘を寄進しているが、その長文の鐘銘刻文中に
（漢文省略・なお、銘文は「方長老」こと碩学の僧無方規伯である。）とあるごとく、京都
で育った女性であり、仏教帰依のお方であった。故に、御国入りと同時に、（一）岩鷲山別
当創建のこと、（二）寺領設定のこと、（三）お勝御前の名に因み「大勝寺」と命名のこと、
の三点が予約済みであったと知れる。
しかし、岩鷲山については、従来から南東北三方に、それぞれの登山参詣を指導する係の
職があった。木村神主家（南口）
、工藤宮司家（東口）、一方井自光坊家（北口）がそれであ
った。そこで新参の羽黒修験は、厨川工藤宮司家や雫石安楽院家を合法的に縫い合わせてま
んまと別当寺創設に成功した。
工藤宮司家は、鎌倉の頼朝の御家人であり、奥州平泉藤原氏征討戦に従って戦功をたて、岩手
郡等を拝領した工藤小次郎行光の子孫である。そして建久年代（1190～99）以来、その嫡裔の家
（栗谷川城主）は、世々岩手山の神主の大宮司を勤めたと伝えている。（同家系図）それが戦国
乱世に至り、三戸南部氏の盛岡入部と近世大名化の勢力に押しまくられて衰微し、滴石郷つなぎ
湯守安楽院に岩手山祭典の代参を依頼しているいきさつがある。江戸から藩公に随従してきた羽
黒派修験僧は、その安楽坊を大勝寺の開山に仕立てたのである。そして羽黒派修験僧等は、二世、
三世、四世となり澄ましている。
（大勝寺世代 系図 省略）
岩鷲山別当寺は、藩公山城守重直了承のもとにお勝御前が主唱して、盛岡城下仁王小路に寛永
十年(1633)創建された。寺領は１１３石余であるが、１３石余は本来厨川工藤のものであった。
百石は新しく給されたものである。この寺領は慶応四年(1868)まで継承された。藩公愛妾お勝御
前の名に因み、大勝寺が創建されたが、この大勝寺を本寺として次の末寺七ヵ寺が発生すること
となる。
（ 七ヵ寺は前出のため省略 ）この大勝寺末寺は、明治初期本寺大勝寺の廃止にとも
ないことごとく廃寺となった。
寛永十年の大勝寺の出現は、合法的に創建された形式になっていることは、繋湯守を開山一世
としていること、その安楽坊は厨川工藤家から岩手山祭典を委任されていたのを巧みに利用した
工作であった。
（以下 省略）
✿
参考までに、大勝寺世代の系図において、一世は「繋湯守 安楽」、二世は「高海（また

は安楽二代）
」
、三世は「行海（江戸から来住）」
、四世は「養海（権大僧都・高海弟子）」で
ある。
藩政時代の寛永十七年(1640)に秋田街道の難所であった仁佐瀬に橋を架けたのは滴石の
「龍海上人」だと「雫石歳代日記」掲載の南学院本に伝えている。
さらに雫石町史では「南部藩公重直の側室お勝の方が創建した大勝寺八ヵ寺の一つに岩行
寺龍勝寺と称する寺が雫石の下町永昌寺の西隣に明治維新まであった。龍海上人はこの寺の
第一世である。
」と紹介している。
（下町「永昌寺」でもこのことに触れる。
）
七ツ森の主峰生森山の頂上に明治維新頃まであった「大森子安地蔵尊」が、なぜ現在は永昌寺の
境内にまつられているのか、かねてからの疑問であったが、その謎が今回の調査により、ようや
く解けた感がする。どうやら、永昌寺の境内にかつて存在した天台宗「龍勝寺」がそのカギを握
っていることが分ってきたのだ。

伝説のなかで、大森子安地蔵尊の姉とされる石鳥谷・松林寺のお地蔵様。その松林寺
の隣に明治初期まで天台宗の南勝寺という寺があった。実は、この南勝寺と雫石の龍勝
寺は、ともに南部藩公重直の側室お勝の方が盛岡仁王小路に創建した岩鷲山別当寺「大
勝寺」の末寺であったのである。南勝寺や龍勝寺など「大勝寺八ヵ寺」は、いずれも明
治三年の廃仏棄釈によって廃寺となり、それまで管理していた羽黒系修験（円蔵院）の
手から離れた。
そこで、生森頂上にあった「大森子安地蔵尊」を、それまで管理していた龍勝寺から
“三姉妹伝説”の縁によって、隣接していた永昌寺が引き取った、と考えてみたのだが、
どうであろうか。
なお、創建当時から２００年以上もの間、絶大な力を振るっていた岩鷲山別当寺「大勝
寺」が、実は休眠状態にあった滴石郷繋の湯守安楽院を巧みに利用してつくられたものであ
るということを知ったことは、今回の調査の“余録”であった。

⑦クキタナイ川を越えて黒沢川、堀割へ
雫石街道は、生森一里塚を越えると急に視界が開け、正面に駒ケ岳連峰、右手に岩手山と
いった奥羽の山並みが展開する雄大な景色が現れる。街道は生森山の下で「クキタナイ川」
に架かる橋を渡る。前出の「板橋」同様、あまり大きな橋ではなかったと思われる。
クキタナイ川は５万分の 1 の雫石町管内図にもその通りカタカナで表記されている。「ナ
イ」が付くことからおそらく語源はアイヌ語ではないかと考えられている。町内にはもっと
多くのアイヌ語語源地名があっていいと思うのだが、もっともらしい漢字に置き換えられて
いるものも多いのではないだろうか。そうした意味ではカタカナでそのまま残っているこの
「クキタナイ」は貴重な「アイヌ語遺産」である。
アイヌ語で「ナイ」は、一般的に沢とか川、湿地帯という意味らしい。諸説あるようだが
「ク・キ・タ」で「山からの水」の意味、「ナイ」が「川」とすれば、そのままだと＜山か
らの水が豊富な流れ＞となるが、
「飲料にできる川水」、
「あるいは魚が住む川」といった、
「恵
み多い川」という広い解釈もできそうである。
ともあれ、ここは古くから、子安地蔵堂などがある身近な信仰の森と生活の場との境界と
して特別な場所だったのかもしれない。
＜滴石史談会報第３３号より＞平成 27・2・7 付
雫石町が平成 12 年に発行した「七ツ森払い下げ九十年史(121Ｐ）
」に、次のような記載がある。
――あみだ様の日にハダカ参りが行われ、当初は下久保の田中家(助左衛門）から出発

し、クキタナイまで歩き、大久保、和川両酒屋で酒を振舞われたと言われる。――
果たして七ツ森の生森山ふもとを流れるクキタナイ(川)まで歩いたのは何の目的であったのか。
本文の年代は不明だが明治３年の廃仏棄釈まで生森山頂に「生森子安地蔵尊」があったことを考
えるとその地蔵尊にも参詣（遥拝）して願を掛けた時代があったのであろう。その子安地蔵尊は
現在、「雫石町裸参り行列」の終点となる「永昌寺」境内にある。

＜黒沢川＞
黒沢川は、岩手山麓の姥屋敷に近い「笊森」付近に源を発する町内では比較的長く大きな
河川である。
「黒沢川集(部)落」は、この川の流末（兎野～旧元御所）近くにあることから

こう名付けられたと考えられる。雫石街道から少し奥まった所にあったこの集落は生森を下
って雫石盆地に入りすぐの位置にあり、藩政時代（安永９(1780）年）の集落ごとの戸数資
料「封内郷村誌」には「黒沢川五軒」とある。
この集落は、移住者が“就活(？)”などで雫石村の中心部に入る前に一時逗留した場所と
しての〔わらじ脱ぎ場〕でもあったという。

