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がんじゅ

巌鷲の残雪
岩鷲の高根に残る雪の面

夏の暑さを忘るる涼しさ

岩手県のシンボルである岩手山の別名を巌鷲
山（がんじゅさん）という。本来「いわわしや
ま」と呼ばれていたものが「岩手」の音読み
「がんしゅ」と似ていることから、転訛したも
のだとも言われる。春、表岩手山に現れる雪解
けの形が翼を広げる鷲の形に見えることから、
これが山名の由来になったと伝えられるが雫石
側からはよく見えない。
玉山方面から見ると円錐形で富士山に似てい
るものの、盛岡・雫石側からはその西片側がなだらかに奥羽山脈に続いていることから
「南部片富士」とも呼ばれる。古名に「霧山岳（嶽）または霧隠山」「大勝寺山」、俗
称に「お山」。田村麻呂伝説にもたびたび登場する。古来から信仰の山で、雫石地方で
も戦前まで＜お山懸け＞行事が盛んだった。陸中国の総鎮守社として崇められており、
信者たちによって奥宮のある山頂外輪を取り囲むように三十三の石仏が置かれている。
山麓の滝沢市と雫石町、盛岡市に岩手山神社遥拝所が祀られている。
江戸時代にはたびたび噴火して人々を驚かせた。貞享３(1686)年の噴火の際にはこれ
を鎮めようと盛岡藩では巖鷲山へ神位を与えることを要請、京都吉田家より「正一位巌
鷲山権現」との宣旨があり、同年１０月３日に盛岡に達せられている。このようなこと
で火山の噴火を鎮めようというのだから、まさしく神がかり的な対応であった。

まがき の

籬 野の月
幾人もおなし詠満籬野の

月の光りぞ照り渡るらむ

ここは月を愛でるのに最適の地とされる。添えられた歌も、
「何人もの人が歌を詠んで
も同じような感嘆の歌になるほど、月明かりに照らされた籬野の広い野面の美しさは何
とも趣がある。
」とほめたたえている。ＪＲ田沢湖線雫石駅の南、雫石川の河岸段丘上の
広野が籬野である。北正面に岩手山が大きくそびえ、目を転じると奥羽の山並み、和
賀山塊、須賀倉連山、紫波三山、そして小岩井山地と鞍掛山に囲まれた雫石盆地をぐ
るっと見回すことができる。いわゆる３６０度のパノラマだ。
「籬（まがき）
」は「馬垣」にも通ずることから、かつては馬の放牧地であったの
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ではないだろうか。江戸時代に雫石通りの絶景５カ所を綴ったいわゆる「五絶の賦」
（天保 13（1842）年の年号あり）にも「籬野の月」が次のように紹介されている。
“野形平らにして草花を植えたる籬野、星月明らかなる夜は、心ある人に見せれば欲しく
なる処なり。あの心ばせ、山見ゆる鶯宿温泉もほど近き処なり。とこの台地から見える夜
の月を讃えている。
もうひとつ、やはり江戸時代の文政９(1826)年に編集された「雫石通細見路方記上」に
は、
「御明神村の南東の大野を籬野という 躑躅（つつじ）一色の野也 頃は卯月中旬
なる籬野のつつじ 今や春辺と咲き乱れ 野は一面に錦を織なしたる風情なり」
とある。やはり月夜の晩に訪れてみたいところである。
この籬野をかつて二本の道が通っていた。秋田街道から分岐して下町の臨済寺横を
通った沢内街道は、南田んぼの中を通り現在の雫石大橋の下流付近で雫石川を渡り
(根掘の渡し・徒歩渉)、籬野の台地に登っていた。その沢内街道の西側が御明神村、
東が阿庭村域であった。雫石町史Ⅰの年表・天保４(1833)年の項に「御明神村の日陰
堰が原直記によって籬まで通される。」とあり、１６年後の嘉永２(1849)年の項に
「籬野に新田が開かれ家が四軒立つ。」と書かれている。当時、田舎では稀な逆サイ
フォンなど高い土木技術で開削された用水路がこの籬野を変えていったのである。
もう一本の道は、紫波方面から山越えしてきた道が矢櫃～町場～(熊野橋)安庭を通
って、籬野から黒澤～滝の沢経由で、赤渕まで伸びて秋田街道と合流していた。
展望がよく、日中は花が咲き、夜は月が美しい籬野の景観は、この道を通る人々の
旅情を慰めたに違いない。
（上記の写真は秋の籬野（御明神区域）である。奥の山は繋温泉・箱ヶ森だ。）

きはん

御所の帰帆
軽々と走りし舟や水の面

帆懸けて帰る御所の村人

昭和４７年ごろに御所ダム工事が始まってからは当然
のことであるが、それ以前の川の様子を知る者のひとり
として、かつて雫石川に舟運（しゅううん）があったと
聞いてもにわかには信じ難い。藩政時代、山から切り出
した木材を川を利用して下流に流送したり、御所湖に架
かる繋大橋付近の尾入地区の雫石川畔にかつて筏奉行所
があったことは知っていても、運搬用の舟が行き交った
歴史をご存じの方はそう多くはないと思う。
【 ▲イメージ参考のために、北上川舟運で活躍した平田舟の復元写真をお借りしました。
】

雫石川の舟運について雫石町史は次のように説明している。 ――県は、陸上交通以外に、
藩政時代から物資の交易や搬出に利用されてきた河川航路の延長を図る方針を定め、明治５
年８月、航路区域を指定して、航路内の簗簀留（やなすどめ）の撤去を命じている。雫石川
の航路は、内陸部における舟艇航路の幹線であった北上川の、盛岡東中野村の新山河岸から、
雫石町の南郊外落合までの間である。
この計画に基づいて工事は官営で行われることになった。その後、同１３年上野沢炭坑
（御明神）を県第二課直営で試掘を行うことによって、石炭搬出のため航路に当たる所の邪
魔になる大きな石などは爆薬で砕かれたり、石工の手で割られて航路が開かれたと伝えてい
る。これらの水上交通は、県が地租としての年貢米回送の利便を考えて、官営で航路を開い
たものである。しかるに明治７年、地租条例の公布によって、すべての納税が物納から金納
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に変えられることになり、次第に官営としての存在価値がうすれ、舟航関係が民間に移行す
るようになった。
雫石川の場合でも、明治９年２月西安庭村の儀俄常衛が、前記盛岡から雫石間に回船問
屋を開業したい旨を戸長組総代の添印で県に願い出ている。県はこれに対し、就業に当た
っては、北上川筋回船規則によることと、川の改修工事や橋梁等の妨害にならないように
注意して、これを許可した。
しかし、この事業は水量も足りず採算も合わないことから、成功することなく終わった
ようである。――
この“御所の帰帆”について、別な資料では、
「帆かけ舟」ではなく「渡し船」の情景
等を愛でて取り上げていることにも注目したい。先の＜籬野＞でも資料として紹介した
雫石通り「五絶の賦」の第四に「御所の川船」がある。そこにはこう書かれている。
――いにしえの何かなる人住みて、最（おおかた）の人家を御所村と呼ぶゆえに、御所の
舟渡という。雫石南北の川を一つにして、清き流れなり。左のみ賞すべき程の気色に見え
ねども、御所という名にめでて、おわりに筆を投じぬ。――
このように、今では御所湖の湖底に沈んだ元御所から繋に渡す川舟を取り上げている。
“御所の帰帆”の着想も案外、この景色から得たものかもしれない。

駒木野の雨
万々と草葉に伝う駒木野の

雨の景色ぞ詠め尽きせず

駒木野集落は雫石町西根の篠崎集落と
葛根田集落の間に位置する。明治３
(1870)年５月盛岡藩解体に伴う士族の帰
農により、この駒木野の地に一挙に 101
戸（明治５年には分家等もあり 104 戸に）
もの元藩士たちとその家族が入植してき
た。これに伴って開拓出張所が建ち、西
根小学校の前身である「仁恵学校」が建
てられたりしてにぎわいを見せ、西根地
▲写真はイメージです。
区最大の集落となった。
しかし、雫石八景が選定された安政年間の頃はさびしい所だったようだ。雫石町史Ⅰ
記載の（江戸時代）村別戸数調書によれば、安永９(1780)年の「封内郷村誌」には、西
根村 5 集落 66 軒とあるが、「駒木野」という集落は出てこない。23 年後の享和３(1803)
年の「内史略」では、西根村 96 軒となり「駒木野４軒」と、ようやく名前が出てくる。
あるいは４軒の家も点在していたかもしれない。まさに八景の序文にあるように＜寂然
たる駒木野＞だったようだ。撰者たちは地名の「駒」には「雨」が似合う、と考えたの
であろう。
「駒木野」の地名について「雫石盆地の地名」（町教育委員会発行・心のふるさと第
10 集）には次のように説明されている。――駒木は駒柵（木偏に「册」
・コマキ）の意
で、柵を立てて馬を飼育した野原であった所から、集落名を「駒木野」としたものであ
ろう。――
蛇足になるが、それではこの場所で馬を飼育した人とは誰なのかと考えてみた。むろ
ん盛岡藩の藩営牧場があったはずもなく、場所的にみて地元農民ではない可能性が高い。
となるとこの西根に知行地を持っていた藩士の誰かか？と思い町史を調べてみた。藩政
初期の頃は、藩の諸士で 150 石以上の者は騎馬出陣の義務があり、軍馬飼養が常例であ
った。その後は 100 石以上の士が軍馬飼養を命ぜられていたが元禄８（1695）年の大凶
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作による飢饉のため、制度を緩和し、以後は 300 石以上の者か物頭など高級武士のみが
軍馬を飼養するとされた。（滝沢村誌から）
藩政時代、西根村に知行所を持っていたのは３名であった。
（雫石町史Ⅰ・200Ｐ）
このうちの一人は大宮神社神主の「円蔵院」、もう一人は矢幅肇なる人物である。三人
目は平沢正伯という盛岡城の御典医（上士格・100～150 石）であった。しかし、ここから
先の絞り込みはできなかった。この中に牧場の主がいるかもしれない。今後の宿題である。

ふな ら ざ わ

舟原沢の紅葉
秋風の染め舟原の山紅葉

龍田にまさる錦なるらん

雫石は渓谷も多く、紅葉の名所は数多くある。その
中からこの舟原沢(通称；ふなら）が選ばれたのは、そ
の美しさが群を抜いていることに加え、秋田街道沿い
であることも考慮されたのではないかと思う。添えら
れた和歌では、龍田にまさる（勝る）と、古来我が国
の紅葉の名所である奈良県斑鳩の里にある龍田川渓谷
と比べているところが面白い。（もちろん「龍田に勝る」
は紅葉をほめる常套句ではあるが…）
ここは街道沿いで目につくことから、多くの資料にその美しさが書かれている。先に
出てきた資料、天保三年の“五絶の賦”には次のように紹介されている。
――舟原口の紅葉 “橋場の駅所より三丁程東の方、竜川の水辺なり、舟原沢という松
柏条を交えたる間より、橙の残照漂うて、常盤木はいよいよ青く霜葉はますます紅なり。
その気色日に映じ水に輝き誠に当所の佳なり”――
この名勝も、平成 25 年 8 月の豪雨災害で大きな被害を受けた。船原沢は上流からの
土石流で埋まり、渓谷の壁面も豪雨に洗われて木々も一部流失した。それでも今年の秋
も鮮やかな紅葉を見せてくれた。自然の強さ、健気というほかない。

うば や し き

姥屋敷の落雁
名にしおふ姥屋敷に訪ね来て

四方の音つれ落る雁かね

姥屋敷集落の東、
鬼越峠の近くにある
灌漑用ため池「新鬼
越池」
。
雁など渡り鳥の休憩
池ともなっている。

姥屋敷は滝沢市の北西部、岩手山のゆるやかな南麓に位置する小さな集落であるが、
近くの姥屋敷小中学校のある「安達」やその東の「鬼越坂」、さらには「春子谷地」周
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辺も含めて「姥屋敷」と呼ぶこともある。旧姥屋敷小学校跡地に建つ案内板によると、

「前九年の役で安倍貞任が源義家に敗れ、貞任の姥（異母妹）が落ちのびて住んだこと
から姥屋敷という地名が生まれた。」という。
「姥屋敷」は雫石八景の中で唯一、滝沢市の管轄地にある。なぜだろうか。土地の古
老の話では、実は明治 22(1889)年の「全国市町村制」の発足に当たり、姥屋敷集落では、
鵜飼村（現滝沢市）に入るか、雫石の長山村に入るかの議論があったという。
現に、長山村を中心に、雫石町の地域から姥屋敷に嫁に行ったり、婿をもらったりと
いった付き合い（姻戚関係）があった。これは昭和に入っても続いているということだ。
さらに、昭和３０年代まで、姥屋敷の農家の人の一部は、小岩井農場の山林の中（岩
手山神社の下方）を通って、極楽野開拓の十文字長根に出て、篠川原に下り、「旧なかゆ
商店（通称；ぼんけ）
」の前からバスに乗って雫石の町まで出て、野菜の種や苗などを買
い求めることもあったという。
（雫石町内の商店の方の話）
このように「姥屋敷地域」は、地理的にも、人的交流においても古くから長山村とのつ
ながりが深かったようだ。したがって、昔の雫石の人たちは、姥屋敷には特に親近感を
持っており、あるいは、わがエリアに属する所とでも考えていたのかもしれない。
姥屋敷の落雁の「落雁」は、雁（ｶﾞﾝ・ｶﾘ）が一列に連なって、水辺のねぐらに舞い降
りる様子を表わす言葉で晩秋から冬にかけての夕暮時の風物詩である。
前出の古老はいう。「戦後の開拓でずいぶん様相が変わりましたが、かつて姥屋敷地区
には、いたるところに湧水や沼沢(しょうたく)がありました。春子谷地もその一つです。
晩秋の夕暮れ、岩手山を背景に空から連なった雁の群れが沼に舞い降りる様子は、もの
さびしく、まさしく岩手山麓の晩秋の風物詩であったに違いないと思います。」と語る。

廣養寺の晩鐘
山畑におとつれ伝ふいりあいの

鐘を聞きつつ帰る人々

曹洞宗・浄居山廣養寺は俗に「上寺（かみてら）」
と呼ばれ、かつて雫石郷唯一の鐘楼があった。
雫石町史Ⅰによれば――天正年間(1592～1591）
報恩寺五世鳳庵存竜和尚を開山第一世に勧請し、第
二世厳翁広鷟和尚により浄居山興陽寺と号した。寛
延元(1734)年、寺号を廣養寺と改称した。これは、
当寺が二度の火災の後、三度あってはならないとい
う願いから七世田外大龍和尚の代に寺号を、陽(ひ)
を興(おこす)寺から、同じ音の「廣養寺」に改めた
廣養寺の山門。大鐘楼は山門の右
ものである。
裏手に建っていた。
大檀家高嶋屋市左エ門、米沢半兵エ両人によって
享保１９ (1734)年に寄進された大鐘楼があったが、梵鐘も応召され今はない――とある。
大鐘楼は近年になって解体されたようだが筆者は子どもの頃そこで遊んだ記憶がある。
梵鐘については太平洋戦争のさなかの昭和１６年、橋場線のレールなどとともに戦争資
材として徴用されてしまった。その鐘銘が岩手郡誌に全文記録されているが、紙面の都
合でここに記載できないのが残念である。鋳工は「及川十右エ門重利」とある。水沢・
羽田の人であろうか。
梵鐘の「梵」は「清らかな、神聖な」というサンスクリット語に起因する。寺では明
け六つ・暮れ六つ（朝と晩６時ごろ、季節により時間は微妙に異なる）に鐘を撞いた。
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明け六つの鐘を合図に里では農作業が始まり、商店を開けたという。暮れ六つの鐘は仕
事の終わりを告げた。殷々（いんいん）たる鐘の音を聴いてみたいと、いま思う。
✿
江戸時代の一時期、町内では、高嶋屋と並んで同じ酒造業の「(米沢)半兵エ家」が栄
え、廣養寺の発展に大きく寄与した。高嶋屋については紹介の機会が別にもあると思わ
れるので、ここで少し「米沢半兵エ」について触れてみる。資料は雫石町史Ⅰである。
✿
五・米沢家（半兵衛）――雫石村
…雫石町史第四編・第九章（707ｐ）より
半兵ェ酒屋は藩政時代雫石村で酒造業を営み、
「籬野の崖(はぶ)が崩れても半兵ェ酒屋は滅び
ない」といわれる程の大富豪として語り継がれ、また土中に黄金の埋蔵金が隠されていると伝
えられ、数回も掘り探られたことはあまりにも有名である。しかし、半兵ェ酒屋についての記
録は、酒造業で述べた以外は何もなく、また埋蔵金のことについても半兵衛の直系及び近親の
者以外に書類を見た者がなく＜一、七右はつぼまえのきり、かすみの下に埋め置き候事＞と伝
えられている。言い伝えを主に同酒屋のことに触れれば次のとおりである。
羽後（山形県）米沢の城主上杉氏の一族と伝えられる半兵衛酒屋の先祖の幼い時、家庭争議
がおこった。一家の乗っ取りを策謀する奸臣のため、幼主の生命に危険を感じた一党は、幼主
を奉じ同家に伝わる日の丸おどしの鎧を持ち、夜陰に乗じて米沢を逃れ、道なき道に入り奥羽
山脈の峻険を越え、辿りついた所が御明神の志戸前山であった。しばらくこの地に居住し、追
っ手を逃れるため、上杉の名を捨て故郷米沢の地名を名乗って、軍資金の蓄積に努め、米沢に
帰り上杉に復帰する機会を狙っていた。埋蔵金とは、この軍資金を七つの甕に入れて土中に埋
めたと語り継がれているものである。
この七つの甕に入れて埋められた黄金の発掘は有名で、当主半兵衛と先代の二代にわたって
御明神滝沢の旧屋敷跡と廣養寺の境内、旧役場向かい字町裏の一区画など数回にわたって掘り
返しているが、埋められた黄金は発見されずに終わっている。
御明神村から雫石村に進出し（旧役場前で）酒造業を営んだ享保１９(1734)年には、同じく
酒造業の高嶋屋と協力して廣養寺に梵鐘（ぼんしょう）を寄進し、宝暦５(1755)年の飢饉には
飯米を提供して困窮者を救うなどの富豪ぶりを示している。
明治初年まで雫石に居住していたが、先祖の施しを語るところから世間によく思われず西根
に移り、次いで、下閉伊郡小川村（現岩泉町）に移転した。当主は半兵衛を名乗っている。

え しょうざん

恵 照 山 の納涼
恵照なる山の台なに登り来て

暑さ忘るる夏の涼風

「雫石八景」の紹介、最後の場所は八景選定の
舞台となった町内下町の寺院「臨済宗・恵照山
臨済寺」である。八景の名称にはこの山号を用
いた。
雫石町史Ⅰによれば――この寺の開山は万治
元(1658)年とされる。当時興陽寺の丹道和尚が
檀家とのいざこざから本寺報恩寺から勘当され
た。檀家代表がお詫びに行ったが許されず、東
禅寺の桃谷和尚を中興開山として独立したという。当時は、その場所にかつて天台宗
の寺があったと伝えられ、墓地内には寛文年間の墓石もある。――としている。
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現在ははるか南側を流れる雫石川が、かつては寺の下を流れていた。寺はその流れ

によってできた河岸段丘の上にある。高さはおよそ３０ｍ。眼下の南田んぼから吹き上
げる風は冬は強く冷たいものの、夏は爽やかであり、まさしく「暑さ忘るる涼風」であ
る。前ページの写真は臨済寺本堂であるが、南側の座敷と廊下からは雫石駅前と南田ん
ぼ、そして雫石川の清流、籬野の台地まで見渡せて四季を通して絶景である。
雫石町史Ⅰでは、この寺の“寺宝”として十一面観音像を次のように紹介している。
―この十一面観音は、雫石七観音の一つで、内堀観音とも呼ばれており、郷中の人たち
から厚く信仰されている。以前下町のお堀跡にあったが、明治三年当寺に移された。―
この雫石八景が選定されてわずか９年後の慶応４（1868）年、東北地方は薩長新政府
による会津討伐の波紋が広がっていた。この年の６月、明治維新をめざす奥羽鎮撫総督
九条道孝公が盛岡から秋田転進の際にこの臨済寺に立ち寄り、本陣として一泊された。
寺の本堂に九条公が泊まった「御成り座敷」があったが昭和２６年の雫石大火で焼失し
てしまった。
時は移り昭和３５年９月、現在の本堂再建がなり御成り座敷も復元され、そこには寺
宝の内堀観音も安置されている。

結びに
今から１５５年前に雫石の三人の碩学の手によって選ばれた ＜郷土雫石の八つの佳
景・雫石八景＞について、私なりにその選定経緯やそれぞれの持つ八景にふさわしい魅
力を追求してみた。もちろん現地は熟知しているつもりだ。説明資料の参考にしたのは
基本的には雫石町史Ⅰである。ほかに私がこれまで各種郷土史教室などのために書き溜
めておいたものを用いた。改めて八景の中身に触れてみて、選考の目の確かさ、眼力に
は驚いた。雫石村という草深い田舎にいて、盛岡や近江をも視野に入れ、時にはそれら
の“向こうを張って”八景の対象を練り上げた洞察力にはただ敬服するのみである。
さて、この「八景」の持つ意味を町史などを参照しながら私なりに考えてみると、こ
の三人の中でも、特に言えば文人としての諏訪歌随の存在に注目したい。
歌随の生まれた諏訪家は、南学院と称し、岩手山禰宜、雫石年行事円蔵院の役僧であ
り、雫石神楽の座元としても知られている。
雫石地方では江戸時代の文化文政の頃から明治時代の末期、さらに大正の時代まで多
数の俳人が活躍している。当地方は盛岡の城下町に近いことによる人々との交流、秋田
街道を往来する旅人との接触は、雫石の文芸とりわけ俳諧に大きな影響を与えた。こう
した中で諏訪家は、藩政後期から明治初年の学制施行の頃まで、雫石の教育の中心的役
割を果たしている。また、俳諧の上では、11 代歌随・12 代成人・13 代囲浪の親子三代
にわたって、大正時代までの一世紀の長い間、その指導的存在として多くの俳人育成に
その力を注いだことは、まことに、驚嘆に値するものがある。（雫石町史 1148Ｐ）
この諏訪家のことについては、今後史談会としても取り上げなければならないと考え
る。それだけの価値は十分にあり、ひろく町民とともにこれを分かち合いたいと思う。
それにしても、今回の自主研究を通じて私は雫石町史Ⅰの内容の充実ぶりを改めて実
感し、その価値の高さを深く認識させられた。昭和 54 年 1 月発行であるから悠に 35 年
を経過しているがその価値は色あせず、むしろ重要性を増しているかのように思う。何
といっても時代に偏らない項目編集、平易な文章、豊富かつ詳細な資料が魅力だ。歴史
研究の分野では新たな史実の発見などに一喜一憂の向きもあるようだが、そうした世界
とは別に、郷土史愛好の先輩たちが丁寧に収集したご苦労などに思いを馳せながら資料
に向かう楽しみをこの「雫石町史」は教えてくれる。会員の皆様にも雫石町史の愛読、
活用をお勧めしながら今回の拙文「雫石八景と周辺諸事」の筆を擱く。
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寄稿文（Ⅳ）

享和元年(1801 年)の洪水について
盛岡藩政時代の最大の水害記録
会員 髙 橋

繁

１・はじめに
「雫石町史」の第四編藩政下の雫石 第五章社会と生活 第九節災害と生活の中に
「河川と洪水」の詳しい記録が記載されている。
その中で最も大きな洪水、水害は享和元年(1801 年)の洪水である。
盛岡藩はこれらの水害にどのように対処したのかは、よく分かっていない。たまた
ま横川良介という人が書き残した記録「内史略」を読むと、享和の洪水記録が生々し
く記されている。
ここでは、その記録の全貌を紹介しようとするものである。

２・雫石町の洪水の記録
「雫石町史」には寛永 6 年(1629 年)の白鬚水から、安政４年(1857 年)の洪水までの
１８回の記録が一覧表にまとめられている。
これらの洪水災害の最大の記録は享和元年(1801 年)6 月 19 日から 20 日にかけての
洪水である。

３・享和元年(1801 年)大洪水
まずは【雫石町史の記録】である。
『享和元年六月十九日七ツ時（午後四時)頃より大雨が降り始め、二十日も止まずに
降り続け、二十一日の昼頃まで雷雨が続いた。沢という沢は水に溢れ大洪水となった。
この時の水量の記録の一つに、
「其の節、御上様へは一丈六尺(約５．５㍍)位の洪水と
申し上げ候」とある。勿論これは誇大した表現ではあろうが、前代未聞の大洪水とい
われる。その概況は表(二)のとおりである。
この時の被害総額は次のとおりである。
千六百六十四石七斗 三合
「注：表(二)には橋場村・御明神村・西根村・雫石村・安庭村・繋村の各村の被害状
況がまとめられている。この表は雫石歳代日記・髙橋六兵衛橋場洪水記録をもとに作
成されたもので、詳細にわたってまとめられている。ここでは省略させていただく。
」
(別紙資料１)

三百十九石三斗五升五合 御蔵高
千二百六十五石三斗 八合 御給所高
右は水押高、当毛荒、水堀高、永代荒 五つ通に書分書上仕候
(雫石歳代日記)
(計算不合、八十石余の差)
この損害額は、雫石通総高六千六百八十石余の約二五㌫にあたる。
8

殊にも被害の大きかったのは橋場で、全戸が壊滅状態に近い損害を受け生計が成り立
たず、藩から表(三)のような援助を受けている。(別紙資料２)
この大被害に、御明神村、上野村の御蔵御給所御百姓一同からつぎのような嘆願書が
がだされている。
《乍恐奉願上候事
当六月二十日洪水に付、上野村、御明神村、御田畑水損じ相い成り候より、去年委細
申し上げ仕り候通り、御蔵御給所にて水損じ高は、八百三十二斗九斗一升の内、川欠並
びに永代荒・石砂押込高・当毛荒の四口にて、御蔵入高七十三石一斗九升五合、御給所
高二百六十九石二升四合、右の御場所は流水、川並びに石川原、又は石砂、木の根押し
上げ、当毛一同御座無く候御場所に御座候に付、乍恐奉願上候。実に以て毛もこれ無き
処より、諸役仕り候ては銘々土地の相残る御田畑苗代等の石砂取り除き、仕付相続仕り
候儀も相い及び兼ね可く申すと存じ奉り候に付、乍恐奉願上候。御憐愍を以て、当秋暮
両度の御定役御金銭並びに諸郷役銭・御買米・御村御人足並びに右御高の分御免成し下
し置かれ度、御蔵御給所水損御百姓一統、右段々肝入連中を以て、乍恐奉願上候。以上》
(雫石歳代日記―雫石郷由来記)
このように、御明神、上野の両村で、約四一㌫の損害を訴え、諸役金銭、人足等の該
当損害分を免除して貰いたいと願い、更に加えて、決壊した部分の修復、用水路の復旧
を藩に願い出ている。
この百姓からの嘆願が代官を動かし、同年十月、雫石通代官から復旧工事の場所と必
要な人足及び材料の見積書、絵図面を藩の勘定方に提出し、藩でこの復旧作業を進めて
下さるよう願い出ている。その内容は次のとおりである。(雫石通代官所が盛岡藩勘定方
に提出した内容は

別紙資料３)

この時は、中津川も決壊し、その復旧の人足には一日一人百二十文の賃金が支払われ
ている。したがって雫石の場合もこれに準じて賃金が算出されたと見れば、この工事の
人夫賃は、三千十一貫四十文となる。
今迄あげた主な洪水は、主として駒ヶ岳周辺が、集中豪雨に見舞われて起きた洪水で
ある。したがって、橋場地区の被害が最も大きく、竜川、雫石川沿いの耕地や家屋が被
害を受けている。
』
以上が「雫石町史」に掲載されている享和元年(1801 年)の洪水記録である。
次が【
「内史畧」の記録】（第四巻 310 ページ・中の橋懸替・盛岡城下洪水の記録）

である。

『同年(享和元年)中の橋御懸かへ下の橋の如し 奉行者頭黒川専左衛門 両岸石垣并真
中石垣共に出来 いまた懸渡不申御普請半に 六月二十日昼頃より大雨
迄小止なき大雨にて晩七つ時頃より中津川
に至て中の橋川中の石垣崩落

翼二十一日暁

北上川 雫石川共に次第に大水と成 暮頃

悉く流失 仮橋共に流る 下の橋真中の石垣―（此時水

嵩 川原小路下の橋通りの土手に等し 既に土手を水の越へき躰にて危く 川原小路住
居の諸士悉く立ち退く 然れとも遂に土手を越へす

此時往昔阿野兵部左衛門築所のは

ね出し石垣 悉く流 今其跡斗有)―上より一二段崩

流失して橋中たるむといへとも橋

不落―（此時夕顔瀬并上の橋不落)―其後石垣取崩し

如元柱并水切柱等建御普請有
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中

の橋共如元御懸替也 其節の両岸石垣中下共に今に存す。
此水暮前より御厩尻土手を越へ 御厩桜馬場へ溢れ入

夜子の刻過に至ては 馬場丁

下通 杉土手 多賀の土手越て 次第に馬場丁 鷹匠小路 上衆小路諸士丁洪水 居宅
へ水溢れ入こと下も通四五尺

諸士家内家具を打捨

居宅明放にして悉く手寄親類へ引

退く 夜半過に至て馬場の裏門―(馬場丁に有)―下た土手をつき抜
場丁の横丁より鷹匠小路 上衆小路へ流出

多賀反畝へ押入

流失す 大川大水故 是に押れて此水逆流し 川原町

大水大急に流出

馬

河原町土橋向際町家三軒

鉈屋町通筋へ溢入 土橋落るゆ

へ川原町の者共は円光寺へ逃入 鉈屋町 十文字の者共は寺の下寺々大慈寺へ逃込 別
て川原町辺危しといへとも怪我人なし 深更に及んで八幡坂の下辺より 水溢れて寺々
境内より流出 永泉寺前組丁寺の下迄大水流来り寺の下堀破

石町宗門向へ流出土橋へ

流入 此水堀深きこと五六尺是か為往来不叶 十文字先組丁は新山館高崩へ逃上り怪我
なく 穢多共居宅悉流失す

然共早く新山館の方へ立除怪我なし 逃遅れし者一両人屋

上に上り家の儘流れ 幸にして鹿渡山の居宅流れ懸り

山に逃上りて死せす

仙北丁辺

は徳田屋 亀屋の両酒屋へ逃込 組丁は格別の水にも無之油断せし所に 深更に至て新
小路先破れ 大急流御組丁へ流来り

水浅しといへとも 大急にては組丁中の石橋落

立除へき様なく 石橋より此方悉く居宅流失し 是弱の者共初人多く死す 橋の向は居
宅流れす 鹿妻の橋々落て街道筋水溢れ逃へき道なく枡形に上りかろふして助命すと云
々 此大水にて三川筋水辺の損失 怪我 田畑の水損押計り知るへし いまた暮ぬ内に
宅其儘屋上に人四五上り流れ来る 頻りに助け船を召喚といへとも

船を乗出すへき様

もなく 皆見物するのみ 又小児をいぢめに入れたる儘にて流れ来りしを見る
上にいかにして上りしや 馬の跨りて其儘流れ来る有

是等大方三ッ谷町辺なるへし

分て大変なるは三ッ谷町屋家大方流失し 足弱老少は柾町 材木町へ逃退き
多く死すといふ 水面破家
春木 材木

或は屋
逃残る者

大小生木根の儘 家具雑貨 長持 箪笥 櫃 戸棚 雫石

長木の類流来る

是二十日暮れ前なり

夜中の大水にては猶押計るへし

此時新道の百姓万九郎川前の立林に夥敷長持 箪笥の類か々りて水退て後 思ひも寄
らぬ大なる徳分を得 是より万九郎身上大に経上たりと専風説す 都て川下の者とも水
退の後 居垣に種々の家具

雑具懸り 田畠の中 山の端にて存も不寄 結構なる品々

を取上け 箪笥 長持 櫃の内金銀の入有しを得たる者 多く有しと云々 御厩既に川
中同前と成 夜半過て御馬共

新町諸店へ水退く迄配当御預け也 六日町より上十三日

町 馬場 肴町辺地高の場所

紺屋町 鍛冶町辺迄ヶ程の大水なるへし共思はす 曾て

深更に至ての益々大水成る故

皆快く寝沈んて知る者少く 夜明て初て仰天す

分て新

町辺深更に至て 御馬を御預けにて大に周章す 舟霊明神堂流れて十文字町裏に懸り止
る 赤御船大慈寺前反畝へ引上 此時多賀別当山田伊豆老人足弱の女共は引退若者共斗
居たりしに 次第に大水と成逃退こと不叶

二階へ上り水ひたしと成て 頻りに助舟を

乞叫へとも深更の事ゆへいまた助舟も不来、馬町 十三日町辺 禰宜 若者共横丁入口
迄来り集れとも』 手を束ねて見物

其内に心き々たる若者共二三人川原町辺へ欠付助舟

を持来るといへとも 舟を扱ふ者一人もなく 彼是する内暁近く 御家老新渡戸丹波殿
寺社奉行伊藤所左衛門見分の為来懸り 御舟奉行へ下知有り

御水主共駈来つて舟を二

階際へ漕付 格子を破り助出す 深更に至て益大雷大雨黒暗夜にて

水辺の者男女老若

歎叫ひさまよい 頭に落ちかかるかと思ふ程の大雷なれ共 生死の堺に至りて敢て恐る
ゝ者もなく

却て隙なき電光を足元の便りとして蓑笠著たる者もなく 頭よりひた濡に

ぬれて東西に逃まとふ 分て子を背に負或は抱きかへし女 大雨にぬれたる有様不憫言
語に絶す 漸暁方に至て雷止

雨晴れて四方目の及所見渡すに 下の橋辺御城内迄水流
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入大沢川原 新土手下迄 川向は三ッ谷町裏 鵜飼 滝沢辺の山根通迄 きつふし川原
向中通辺街道筋
下犬飼部屋の辺迄

小鷹の辺より千日川原土手の上下
鷹匠小路

上衆小路右に准 馬場丁中程より上は水浅く床迄不上と

云々 大清水丁庭前向御会所場並
水入 高崩土手下迄 見石村

坂下迄

石町惣門際迄

安庭村田畝迄 鹿渡村

す 乙部村水不入平一面の川中と成
馬場尻多賀の土手を越へ入水

川の此方は馬場丁 下の橋土手
大慈寺下た了源寺軒下迄

手代森村山際迄 黒川村右に准

然共川原町 鉈屋町 十文字辺大水といへとも

大川の大水に隔られ逆流して

流れ急ならす

水いかつ

て怪我なし 大沢川原より三戸町 長町 上田丁大方は如此なるへし 厨川下も通 鬼
懲山の辺より大水流入 沢々の水溢れ 堰

小川皆大川の大水に隔てられて逆流し 土

淵村殊に大水なりしと云 屋中に土砂押入厩に入置し馬 漸く頭斗土砂の中より出して
死せすして有しを掘出して助しと

二十一日朝より御台所御炊出し握飯 二つつゝ紙

に包 大長持数挺にて御賦らせ 水辺の者共賜之 昼又斯の如し 諸人涙を流し感拝す
御慈悲の御愛隣の程を奉拝

二十一日昼頃迄に居宅へ押入し水悉く引退 悪水 泥土

糞汁の不浄井へ押入 差当り是に迷惑し

先家内掃除を差置 湧水に遠き所は是を先

とす 水退て床の上に泥ある事七八寸 是を取除るに怪き悪臭鼻を穿つ 宅中を洗ひ流
すといへとも 暫くの間悪臭除かす

湿気強く床に臥すこと叶はす

別に床を釣上て是

に臥す 水辺の者共水退くといへとも 其騒動言語に絶す 老人の云 往昔の白鬚水に
増れりと 只一昼夜の大雨にて是程の大水奇事とすへし 二十日大沢川原住矢羽々小助
嫡子十陸 古川中道を通り中程の石橋落たるを不知

油断して陥入溺死す 同町橋本与

一兵衛娘 誤て岸より落入同日溺死す 平山丁 帷子丁 三戸町 長町 上田辺怪我
なし。
』

４

まとめにかえて

以上が「雫石町史」と「内史畧」の「享和元年の大洪水」の記録である。
「内史畧」は読み下した文章をそのまま記したものであるので、読みにくい。その要点
概要のいくつかを現代文にまとめてみた。
１・享和元年(1810 年)盛岡中津川の下の橋・中の橋のかけ替え工事があった。この橋
の工事半ばの六月二十日昼頃より大雷雨があり、次の日の二十一日早朝まで止め
どなく大雨が降り続いた。
２・夕方四時頃より中津川・北上川・雫石川が大水になった。中の橋・下の橋の石垣
等は崩され流された。この時の水位は下の橋の土手の高さと同じで、やがて土手
を越える水位であった。なお、上の橋、夕顔瀬橋は落ちなかった。
３・夜中の十二時過ぎになると、御厩尻の土手を越え、杉土手、多賀の土手を越え、
馬場丁・鷹匠小路・上衆小路等の諸士(侍)の住居まで水が流れ入り、諸士は住居
を離れ、親戚等へ逃げ出した。
４・川原町・鉈屋町・寺の下など、城下盛岡の南通りは、橋の決壊などで交通が出来
なくなった。人々は右往左往し、泣き叫び逃げ惑った。
５・この大水で北上川・中津川・雫石川の損失・怪我・田畑の決壊等押し計るだけで
も大変なものだ。
６・まだ暮れない内に、居宅がそのまま屋上に人が四五人乗ったまま流れてくる。一
生懸命に助けてと呼び叫ぶが、舟を出すこともできず、見物することしかできな
かった。また幼児がイヂメに入れられたまま流されていくのも見えた。あるいは、
屋上にどのようにして乗ったのか馬が屋根にまたがってそのまま流されていくの
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もあった。これらは大方三ッ谷町方面からのものである。(注：三ッ谷町＝三ツ家
町と思われる。したがって、雫石川の洪水によるもので、雫石の人々の家や馬で
あることが想像される)
７・分けても大変なのは三ッ谷町家屋大方は流失。足の弱い老人、子供は柾町・材木
町に逃げたが、逃げ遅れた者は多くは死んだという。
８・水面は壊れた家の材や大小の生木か根・家具雑具・長持・箪笥・櫃・戸棚・雫石
の春木・材木・長木の類流れ来る。これは二十日の暮れ前のことである。
９・この時、新道の百姓である万九郎は、川前の立林におびただしい数の長持・箪笥
などが架かっていたので、水が引いてから思いも寄らぬ儲けをし、これにより万
九郎は豊かになったという噂である。すべて川下の人々は水が引いた後、家の垣
根に種々の家具・雑具かかり、田畠の中、山の端にて結構な品々を取り上げ、箪
笥・長持・櫃の内金銀が入っているのを見つけた者が多いという。
１０・多賀別当山田伊豆老人と足弱の者たちが、逃げ遅れ二階に上がって助けを求めた。
舟を運んで来た若者達が居たが、操作ができず、見分に来た御家老新渡戸丹波殿
と寺社奉行伊藤所左衛門が御舟奉行に知らせ、舟漕ぎが来て二階の格子を破って
助け出した。
１１・夜更け(二十日)になって、雷雨は益々激しさを増し、暗黒のよるであったので、
老若男女は歎き叫びさまよい続けた。頭に落ちるかと思うほどの大雷であったが、
生死の堺にあるためか恐れる者はいなかった。かえってひっきりなしにひかる稲
妻の光を便りに蓑笠も着けず、ずぶ濡れになって東西に逃げ惑う。子供を背中に
負い、幼児を抱きかかえた女が、大雨に濡れたままさまよう様は不憫で、言語に
絶するものであった。
１２・二十一日明け方ようやく、雷が止んだ。雨が晴れて四方目の及ぶかぎり見渡すと、
城下のあちこちの町に入水、冠水があることがわかった。
(一々の町名等は省略した)
１３・小川皆大川(北上川)の大水にふさがれ逆流して、土淵村は特にも大水であったと
いう。屋中に土砂が流れ込み、馬屋の馬が頭ばかり出していたのを助け出したとい
う。
１４・二十一日朝より、藩の御台所より炊き出しがあり、握り飯二つずつ紙に包み、大
長持ち数挺で運び分け与えた。被災者は涙を流して感拝した。昼も朝と同じよう
に炊きだしのお握りがあった。
１５・二十一日昼頃までに居宅に入った水は引いた。しかし、悪水、泥水、糞尿の不浄
水が井戸に入り、差しあたりこの水に迷惑する。先ず家内掃除は後にして、湧き
水に遠い場所の者はこのことを先にした。
１６・水は引いても、床の上には七八寸(約・２３㎝)泥があり、これを取り除いても嫌
な臭いが鼻をつく。家中を洗い流しても、暫くは悪臭を除くことができなかった。
湿気が強く床に臥すことができなかった。別に床を吊り上げて臥した。害に遭っ
た人々は、水が引いたといつてもその困惑混乱は言葉に表せないものであった。
１７・老人が云うには、大昔の白鬚水に増さる大水であると。ただの一夜の大雨でこの
ような大洪水は珍しく希なことであると。(以下略)
このような、詳しい記録は盛岡藩の記録にはないように思われる。
「内史畧」の記録者
である横川良助は武士であったと思われ、藩の役人もされたか、相当身分の高い役人等
に知己があったと思われるが、身分等は明かになっていない。ただ大慈寺に居住していた
と云われていることから、この大水害の体験者であったに違いないと思われる。
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この記録から考えれば、
「雫石町史」にあるお上への報告、水嵩(水位)一丈六尺
(５．５㍍)も誇大表現とは言い切れないように思われる。
また、「雫石代官所から出した、災害復旧嘆願書」の回答はどうなったかは「家老席
日誌」等で調べなければならないが、この時の藩主は盛岡藩１０代利敬公であった。こ
の時代藩の財政はかなり逼迫していたという。天明の大飢饉・百姓一揆の続発・松前警
備の命等があり財政は困難を極めたと思われ、「雫石代官よりの嘆願状」の対応処理も
相当困難であつたと思われる。
雫石の町民は、このような災害の歴史を乗り越えて来たことを思うにつけ幸せな今が
あることに、感謝せずにはいられない。
以上
資料１
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資料２

資料３

14

雫石町史（Ⅰ）からの情報提供

長山地区の行政区に＜五～八区＞があるが、
＜一～四区＞もあるんですか？

質 問

去る１１月５日に実施した西山地区の郷土史教室で「篠ケ川原念仏剣舞供養塔」
（五区行政区）を訪ねた際、参加者の方から上記のような質問を受けました。
その時は「そのことは雫石町史に載っていますから、改めて何らかの形でご紹
介します。
」とお答えしました。質問者には別途回答いたしますが、会員の皆様
にもこの紙面でお知らせいたします。どうぞ参考になさってください。
✿
【答え】 一 ～ 四区もかつてはあったんです。内容は次のとおりです。
✿
雫石町史Ⅰ・
【第５編 明治以降の雫石 第一章 近代雫石四ヵ村の行政 第三節 昭和時代】
第二 行政区画と区長（750Ｐ）より
村行政の事務処理上から、四ヵ村とも行政区画を定め、区長を置いて納税の通知、義
務人足の割り付け、その他諸調査や連絡の機関としている。
（１） 西山村
西山村では、明治３０年組合村を解散して単独の行政に入った時から行政区画を上長
山区、下長山区、西根区の三区に分け、各区に区長、区長代理を置き、その選出は村会
で議員の銓考によって行われ、昭和１４年まで続けられた。
昭和１５年、村条例の改正によって、行政区画を１２に区画し、各区に区長１名を置
くことに改められ、区画は次のように第１区から第１２区までの番号を付した行政区名
となった。現在では、旧上長山区内の第５区から第８地区までは、そのまま番号の区名
を称しているが、他は部落名を主に呼んでいる。
区

名

区

第一区

篠崎部落

第二区

上西根部落

〃

第三区

八丁野・谷地部落

〃

第四区

駒木野・葛根田部落

〃

第五区

篠ケ森・篠ケ川原部落

第六区

岩井花・西寄内部落

〃

第六区

〃

第七区

林ノ沢・高八卦・中村部落

〃

第七区

〃

第八区

矢筈・猿子部落

〃

第八区

〃

第九区

野中部落

第十区

小松部落

〃

第十一区

林崎部落

〃

第十二区

谷地・晴山部落

〃

摘

要

域

備

考

現在は番号区名を用いない

現在も第五区と称す

現在は番号区名を用いない

区長の報酬は年額１５円以内、予算の範囲内で。

ちなみに、雫石村は１～７区、御明神村は１～3 区、御所村は１～9 区に分けられ、この状
態がおおむね昭和３０年の一町三ヵ村の合併時まで続きました。雫石村の区分も見慣れない地
名なども出て来て興味深いものです。このことは機会を改めてご紹介したいと思います。
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講座１

盛岡藩の藩校「作人館」の運営費は雫石通り６カ村の年貢米のうちから三千石
を割いて充てられました。また、その米をつくる作人館領「学田」の農民たちに
は、
「領百姓心得」を守り、他の百姓の模範となるよう指示が出されました。
当時の「作人館」を取り巻く諸情勢を資料から読み解きます。
期日；

平成２７年２月１４日（土）午後２時００分から３時３０分

会場；

町立中央公民館

講師；

近世こもんじょ館館長

入場無料

２階視聴覚室

工藤

利悦

氏

本講座は一般町民にも公開します。

講座 ２

平成 11 年から、大きく３次にわたって発掘調査が実施されてきた＜小日谷地Ⅰ
Ｂ遺跡＞。これまでに竪穴住居 50 棟、貯蔵穴（or 落とし穴）200、柱跡 1700～
1800 カ所が発掘された。石器の材料となる黒曜石も出土している。まぎれもなく
当町最大級の縄文遺跡である。これまでの長年にわたる調査の成果から見えてく
る縄文時代の雫石人の暮らしぶりについて、発掘担当者が語ります。
期日；

平成２７年３月１５日（土）午後１時３０分から３時

会場；

町立中央公民館

説明者；
入場無料

柴田

慈幸

２階大会議室
氏 〔 雫石町教育委員会社会教育課主任 〕

本講座は一般町民にも公開します。
どうぞお知り合いの方もお誘いください。

＜業務日誌＞
26・11・ 5 26 年度町教委と共催第２回郷土史教室「西山地区・岩手山信仰の道、芸能と伝
説の里を訪ねて」19 名参加。内容のあらましは会報 31 号に掲載。
26・12・18 当会理事杉村祐一氏の葬儀〔於・臨済寺〕会長、副会長ほか会員有志参列。
26・12・19 26 年度第 3 回役員会〔協議事項 ①会報第 30、31 号発行について②第 21 回自
主研究・成果発表会の開催について ③2015 新春懇話会の開催について ④会報
32 号発行について⑤26 年度２,３月の歴史講座の開催計画について
【あとがき】新年明けましておめでとうございます。さぞや良いお年を迎えられたこととお慶び申
し上げます。
今号は会員の寄稿文を中心に 32 ページ建てとなりました。テーマは藤原文化から江戸
時代、そして昭和までの幅広さ。これがまた当会の活動の特徴です。
一方インターネット上の当会のホームぺージも新年になってグッと閲覧者数が伸びて
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います。町出身者の郷愁譚、雫石の年中行事と行事食、少年少女歴史教室の状況など多
様な話題が関心を呼んでいるのではないかと思います。
未（ひつじ）の漢字は、未来、未熟、未明、未満など「いまだし」の意味に使われま
すが、考えようではまだまだ「伸びしろ」があるということ。今年は「雫石町史のすき
間をうめていこう。
」との気持ちで気負わず羊のように穏やかに、かつ着実に活動をして
いきたいと思います。(S)
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