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北国下街道図屏風（部分）                                        （石川県立歴史博物館蔵） 
 この絵図は、江戸時代に金沢から江戸までの北国街道（２組立て）を描いたものの部分図である。 
富山湾を下に高岡町から小杉新町、下村、東岩瀬、滑川、魚津、そして浦山、舟見を通る山側のルートと

入膳を通る海側のルートが描かれている。また小杉新町から富山城を経て北国街道（水橋）につながる富山
往還も描かれている。歴史性を感じると同時に美術的価値の高い屏風である。 
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金沢江戸道中絵巻（部分）                                       （石川県立歴史博物館蔵） 
 この図は、江戸時代後期に加賀藩の江戸までの参勤交代道を中心に沿線の街道筋を描いたものの部分図

である。宿駅間の距離が書かれており小杉戸破から富山町に至る富山道も２里３町１２８分と書かれ安養坊
が赤く枠どられている。   
 
 

 

下通山川駅路分間之図（部分）                                   （金沢市立玉川図書館蔵） 
この絵図は、江戸時代中期宝暦 10年（1760）沢田員矩が描いたものの部分図である。 
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「旧北陸街道を歩く」発刊にあたって           

「旧北陸街道を歩く」実行委員会 

                        会 長 田  畑  宏  継 

旧北陸街道は、呉羽山の麓に住む五福、桜谷及び呉羽地区の住民にとって古くから文

化や生活を支えてくれた貴重な歴史の道であります。 

とくに呉羽山を越える峠には、いまも峠茶屋と言う地名が残り七面堂や馬頭観音など

の史跡も多く歴史的価値の高いところであります。また沿線にも、かつての道標や一里

塚跡などが点在し、古くからの神社や寺院なども数多くあります。 

 しかし近年、旧北陸街道の各史跡は、都市化の進展に伴って忘れ去られ、やがて朽

ちていくような気がしております。 

このようなとき富山市では、富山城址の石垣の修復や千歳御門の移築などの再整備が

なされ、また呉羽山の散策路や旧北陸街道の整備、そして北と南を結ぶ夢の架け橋など

を実現されようとしております。 

呉羽山観光協会は、呉羽丘陵のすそ野に住む住民で組織した任意団体で、呉羽丘陵の

観光振興を目的に活動してきております。いま私たちは、新たなる富山城址とそれにつ

ながる旧北陸街道を一体的に考え、広がりを持つ観光地として蘇らせて後世へ受け繋げ

ていきたいと考えております。 

このため本協会では、先ずは住民の方々と一緒に旧北陸街道を歩き、歴史的価値を再

認識する事が最も重要と考え、関係者による実行委員会を平成１９年１２月に組織する

とともに、下記の方々からの資料提供や指導を受け「旧北陸街道を歩く」（富山船橋～峠

茶屋～追分茶屋～小杉手崎）をまとめたところであります。 

 何とぞ、このガイドブックが旧北陸街道の歴史をひもとくきっかけとなり、多くの

方々の理解と協力のもとで旧北陸街道が守られていくよう願っているところでありま

す。 

おわりに、このガイドブックを発行するにあたり多大のご協力を頂きました関係者の

皆様に心よりお礼を申し上げ挨拶といたします。 

 

（地元郷土史家）       （富山市役所）          

五十嵐顕房         上谷  修（田中 隆義）観光振興課長 

須山 盛彰         橘 真理子（井黒 成人）生涯学習課長 

舟竹  孝         加藤 達行（野入  潤）郷土博物館長 

保科 齊彦                    （ ）内は、前任者 

正橋 剛二  (五十音順） 

（富山市日本海文化研究所研究員） 

武内 淑子   

                              （敬称略） 
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 知るは楽しきかな                   

            富山県郷土史会常任理事・相談役 須山 盛彰 

 

本書は不思議な経過で世に出ることになりました。本書の基になる活動として、呉羽

山観光協会が企画された「旧北陸街道を歩く」の大イベントがあります。この事業は、

田畑会長の刊行のことばにあるような趣旨で実行委員会が組織され、歩行会の実施が準

備されてきました。 

 ところが、呉羽丘陵の東西を横断するこのような組織は初めてで、人数も多く、旧

街道に関する意識にも、人により微妙な違いがみられました。例えば、「北陸道なのか、

北陸街道なのか」、「なぜ“旧”をつけるのか」、「北陸街道のルートは海岸ぞいにもある

ではないか」などなど様々な声が寄せられたのです。 

これらの疑問には、江戸時代を中心に研究されている保科齊彦氏を中心に相談員が対

応したのですが、さらに理解を深めるため事務局によっていろいろの資料が集められ、

そして事務局長の山口五十一氏がパソコンに入力し資料集の形で会員に配布されまし

た。 

これらの多くは、かなり以前に県や市の教育委員会などから刊行された書物から採ら

れたもので新しいものはありませんでした。 

なかでも県教育委員会が昭和５５年に刊行した『歴史の道調査報告書－北陸街道－』

は、沿道の史跡や遺物を調査した貴重な資料でしたが、現在はその当時と道路状況がま

ったく変わっていることがわかりました。 

「街道を歩くには新しいガイドブックが必要だ」と、多くの実行委員の方々から声が

上がり、事務局の資料を現実に合うよう手直しすることになりました。つまり、昭和５

０年代中ごろに調査された北陸街道沿道の記述を調べ直し、書き改める作業でした。つ

いでに、今回のウオーキングのコースに合わせて富山城から西へ向かうコースとし、誰

にでも親しんでもらえるように、写真や地図を多く入れることにしました。さらに、各

相談員の日ごろの研究の成果や富山市の郷土博物館・埋蔵文化財センターからの新しい

情報もできるだけ盛り込むことになりました。 

 さて、改めて調査をしてみて実行委員の方々や地域住民の方々から教わることが多

くありました。一個の「道しるべ」、一躰の「地蔵」といえども、それぞれに詳しい来歴

があります。「以前には向こうの角にありましたが、後に反対側に置かれ、道路拡幅のた

め宮の前に移されました……」などと説明される。中には「関係者がみんないなくなっ

て、何にもわかりません」というものもありました。知れば知るほど、歴史のみでな

く、地域の変容や住民生活との関連などいろいろなことがわかり、興味が尽きなくなる

のです。 

それにしても北陸街道のこと一つとっても、知らないことがあまりにも多く、誤って

解釈していることも多くありました。私たちの身近にある歴史街道、旧北陸街道のこと

を少しでも知るために、現地を歩き史跡・遺跡を見て楽しんでもらいたいものです。そ

の伴侶として本書が役立てば幸いです。また、本書の誤りや新しい情報があれば、遠慮

なく、呉羽山観光協会まで知らせてください。
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 １．旧北陸街道（北陸道）のあらまし          

江戸時代の越中の町と街道   （石黒信由原図、『富山県史』史料編などより作図） 
 

江戸時代の北陸街道  
旧北陸街道は、北国街道とも、また古代・

中世の呼称に由来して北陸道とも呼ばれ、越

中を東西に横切る江戸時代の幹線街道のこと

である。しかし前田氏の越中支配の状況によ

って街道の働きや道筋に変遷があった。 

 文禄４年（1595）越中全域は加賀前田氏

の支配となり、慶長２年（1597）前田利長が

富山町に居城し、越中支配の拠点とした。利

長は、翌年家督を継いで金沢に移ったが、同

１０年隠居して再び富山城に戻った。 

この頃の北陸街道は、富山町‐船橋‐五福

‐茶屋‐水戸田‐中田‐今石動‐加賀金沢町

の経路であった。  

利長は、同１４年（1609）の富山町大火に

よって高岡に城を築いて移ったため、高岡を

中心とした交通路が整備されるようになっ

た。 

東方への街道として高岡から浜往来など北

寄りの道を通って魚津町に行く道が開発さ

れ、従来の北陸街道の機能は減少した。 

 加賀三代藩主前田利常は、元和２年

（1616）に富山町・水戸田・中田・今石動・

高岡など２１カ所を宿駅に指定し役屋高を定

めた｡ 

現在の富山市域で宿駅に指定されたのは富

山町のほか東岩瀬･千原崎・草島の計４ヵ所で

あった。 

寛永１６年（1639）富山藩が支藩として誕

生して前田利次（利常の次男）が富山城（加

賀藩から借城）に入城し富山町が越中交通路

の要となった。 
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従加州金沢至武州江戸下通山川駅路之図（富山～高岡）      正徳２年（1712）有沢永貞作図 
（富山県立図書館蔵） 

この図は、江戸時代の初期に金沢から江戸までの山、川、宿駅の様子を描いたものから富山高岡間を抜
粋したものである。 
 

この頃の北陸街道は、正保４年（1647）の

「越中道記」に「大道」と記され、越後から

越中新川郡境村（現朝日町）に入り、泊町、

横山町（現入善町）、入膳町、三日市（現黒部

市）、魚津町、滑川町、東水橋（現富山市）、

西水橋、町新庄を経由して富山町に入り、神

通川の船橋を渡って左岸の婦負郡愛宕村から

五福古城道、花木新、黒河村、三戸田（現射

水市水戸田）を経て今石動町（現小矢部市）

を通り倶利伽羅峠を越えて加賀へ入る経路で

あった。 

全長は、越後境の堺川から倶利伽羅峠まで

２０里１９町余（80.7km）、道幅はいずれも２

間（3.6m）と記されている。 

この「越中道記」には高岡と魚津を東岩瀬

経由で直結する道は記載されていない。 

富山藩は、婦負郡百塚に築城する計画であ

ったが財政難などのために断念し､万治３年

（1660）新川郡西部の加賀藩領と新川郡東部

（現在の黒部市辺）の富山藩領とを交換し、

富山町と共に富山城も加賀藩から譲り受け

た。 

加賀藩は、寛文２年（1662）に交通制度を

整備し、新川郡舟見、浦山、三日市、射水郡

下村、小杉新などを新たに宿駅（宿場）に指

定して、富山町を通らない三日市‐魚津町－

滑川‐束岩瀬‐下村（射水市）‐小杉新（射

水市）‐高岡町‐今石動町の新しいルートを

確定し、加賀藩主の参勤交代路とした。以

後、この経路が正規の北陸街道とされた。 

街道筋の東岩瀬町に新川郡奉行所、小杉新

町には砺波・射水郡奉行所を置いた。寛文５

年には道番を定め、同６年各宿の駅馬数を指

定し、延宝元年（1673）に街道調査を行って

翌２年４月に街道の補繕をした。そして街道

の管理を各郡十村
と む ら

（他藩の大庄屋に相当）の

責任とした。
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越中四郡村々組分絵図（部分） 文政８年（1825）石黒信由、測量作図（射水市高樹文庫蔵）※上が南 
この図は、江戸時代後期に加賀藩測量家・石黒信由が越中の全土を測量し絵図としたものの富山藩近郊

の部分図である。描かれている内容は、藩境・群境（黒線）、街道・往来（朱色）、村名、所属十村組（漢
数字）などである。因みに富山藩の一は、西村組、二奥田組、三北押川組、四任海組である。 
 

富山往還・富山道 
新しい北陸街道の小杉新町から戸破（射水

市）を経て、大手崎で別れ二俣、願海寺を通

って追分茶屋で従来の北陸道に交わる道を石

黒信由編著「増補大路水系」（天保７年、

1836）では「富山往還］（地元では富山道と呼

ぶ）と記している。この富山往還は、さらに

中茶屋、峠茶屋で呉羽丘陵を越え、五福、富

山船橋を経て富山城下に達する。 富山城下

から東は、新庄新町、西水橋、東水橋を経て

滑川町に至るまでを指し、小杉新町からの総

距離が７里２７町１６間（18.4km）であっ

た。 

富山往還は、富山町で飛騨海道や東岩瀬往

来、四方往来、立山道などと交叉し、また西

は、水戸田から砺波へ向う道などもあって各

宿、各地と結ぶ越中の中心街道で両宿伝馬と

旅人、人足が行き交って大変賑わった。 

「増補大路水系」では、この富山往還に対

し加賀藩主の参勤交代路を「北陸道」つまり

「北陸街道」と記しているが、同じ時期に書

かれた加越能文庫「五街道之外往還宿駅人足

継立候ケ所書上申帳」には富山往還も「北陸

道往還］と記している。
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越中国富山古城之図（部分）                       （金沢市立玉川図書館

蔵） 

この絵図は、正保４年(1647)藩から幕府に提出された絵図の控えである。江戸時代初期の富山城は、慶
長１０年（1605）加賀藩２代藩主前田利長が隠居に伴い築城した。しかしわずか４年後に大火で焼失して
しまい、利長は高岡城を築城し移った。この絵図は、それから４０年後の正保時代に描かれたもので慶長
時代の富山城と城下町を知る唯‐の資料となっている。平成２０年の富山市埋蔵文化センターの調査で、
この時の富山城は豊臣秀吉の聚楽第をモデルにしたのではないかと推測されている。 
 

広い意味での北陸街道  
高岡町の成立、加賀藩交通制度の確立によ

って、追分茶屋から西方の水戸田・中田を通

る北陸街道の機能は減少したが、徳川将軍の

代替わりのおり廻国する巡見上使の通る道で

あったことから巡見使街道（巡見上使道）と

呼ばれるようになった。巡見使街道は、富山

町、新庄新町を経て西水橋を通ったからその

経路は富山往還でもあった。 

当時の街道の名称は、古くからの名称やそ

の機能、地域名などから複数の呼び名が存在

した。 

前述したように呉羽丘陵を通る街道は、越

中大道、富山往還、巡見使街道、北陸道など

と呼ばれたが、加賀藩主参勤交代路を正規の

北陸街道とするが一般的には富山往還を含め

て広く北陸街道とする理解がなされている。
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 ２．富山城と城下町                  

大手町付近から見た現富山城  

 
（１）富山城                         
 

現在の富山城は戦災復興のシンボル
昭和 29（1954）年、富山市の戦災復興事業

の完了を機に、富山城址一帯で富山産業大博

覧会が開催された。それを記念して建てられ

たのが現在の富山城である。彦根城・犬山城

など、全国の現存する城を参考にデザインさ

れた。その後は富山市郷土博物館として、郷

土の歴史や文化を紹介する施設となり、平成

15（2003）年から耐震工事が行われ、富山城

の歴史を詳しく紹介する専門博物館として平

成１７年１１月にリニューアルオープンし

た。平成１６年には、戦災復興期を代表する

建築物として国の登録有形文化財となった。 

 

 

 

 
 

 
 
 
古写真・明治初期の二階櫓門 

（富山市郷土博物館蔵） 
二階櫓門は、本丸に通じる二之丸に造られてい

た富山城最大の
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古写真・旧本丸御殿                             （富山市郷土博物館蔵） 
藩政の中心であり、藩主の住居であった本丸御殿。正徳 4年（1714）に焼失、天保 4年（1833）に再建

された。藩主の公務に使われた部分と居住に使われた奥向きの部分があり、明治の廃城まで使われた。廃
城の際、奥向きのスペースが壊され表部分が県庁として使われていたが明治 32年（1899）に焼失した。 
 

「浮城」と呼ばれた富山城     
現在、神通川の本流は、城の西方約８００

メートル付近を流れているが、明治 36

（1903）年の直線化工事（馳越工事と呼ばれ

る）以前は、富山城の直ぐ北側を東方へ流

れ、大きく蛇行していた。その名残りが松川

として残っている。富山城は旧神通川右岸の

川縁に立地していた。川縁は自然堤防と呼ば

れる小高い地形が川に沿って帯状に発達して

いた。富山城本丸と松川の水面とは５メート

ル以上の比高差があり、周囲からひときわ高

く感じられた。しかし、現在の松川の川幅は

９メートルに過ぎず、江戸時代の神通川は約

２００メートルもあり、川の北岸から眺める

と水の上に浮かび上がっているように見え、

「浮城」と呼ばれたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



富山城と城下町 

 

富山城と神通川の位置 
富山御城下町絵図 （部分）                    （富山県立図書館蔵） 
 富山町をお城中心に描いた精図。城中が白色、侍屋敷が緑色、寺院、船橋が黄色など色分けし描かれ

ている。 
 

４００年間の盛衰        
富山城は、越中守護代の神保長職が天文 12

（1543）年に、新川郡を支配していた椎名氏

などに対抗する拠点として神通川を越えた東

側に築城したとされる。         

しかし、永禄 3（1560）年、富山城は上杉

謙信勢に攻められ、長職は増山城に逃れ、そ

の後は椎名氏、神保氏、一向一揆勢との攻防

により城の支配者はめまぐるしく変わった。 

天正 9年（1581）織田信長により派遣され

た佐々成敗が富山城に入り、ここを拠点とし

て越中を平定した。同１３年、成政は、豊臣

秀吉の越中攻めにあい、成政は戦わずして秀

吉に降り富山城を開城、秀吉が富山城を破却

させた。 

 越中が前田家の所領となり、慶長 2

（1597）年には前田利家の嫡男利長が入城し

たが一度金沢に戻り、同１０年に隠居して再

び富山城に入った。その際、大規模な改修を

行い、近世城郭として整備した。 

しかし、慶長１４年３月の大火により焼失

し、再建されることなく、元和元年（1615）

に一国一城令により廃城となった。 

その後、寛永 16年（1639）に前田利次が加

賀藩より１０万石を分与されて初代富山藩主

となってから、富山城は本格的に整備され

た。以後、明治時代に至まで約２００年間、

富山前田家１３代の居城となった。 

 明治 6年（1873）、明治政府により廃城令

が出され、全国の多くの城郭と同様に廃城と

なった。堀は埋め立てられ、土塁は崩され、

建物が解体されていった。本丸跡には富山県

庁が置かれ（昭和５年焼失）、一部は城址公園

となり、他は市街地に組み込まれていった。
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富山城縄張状況比較図            （富山市郷土博物館編集『富山城ものがたり』を参考に作図） 
この図は、江戸時代後期における富山城の縄張りを現在の地図と重ねたもの。 
 

富山城の縄張 
現在の城址公園だけを見ると、富山城は小

さく感じるかもしれない。しかし、江戸時代

に整備された富山城は高岡城よりも大きく、

大坂城や金沢城に比べて決して小さな城では

なかった。  

現在市街地になっている部分が多いので、

その規模は分かりにくいが、現在の城址公園

は元の城域の６分の１程度しかないと推測で

きる。 

城の中核的な郭は３つあり、藩主御殿があ

る「本丸」、その西側に堀と土橋をはさんで

「西之丸」が並び、この２つの郭を堀が取り

囲んでいる。 

本丸の南側には「二之丸」が設けられ、二

之丸と本丸は土橋でつながれていた。 

この二之丸の回りにも堀が巡っており、こ

れらが城の中核部を守る内堀であった。 

これらの回りをコの字形に取り囲んで「三

之丸」がある。ここは家老や上級藩土の住ま

いや蔵・厩などがおかれていた。  

この三之丸を囲んで外堀が巡らされてい

た。城の中心部への入口は、二之丸西辺の二

階櫓御門から二之丸内へ入り、土橋を通って

本丸南の大手升形石垣の鉄御門を抜けて藩主

御殿に至った。 

南側からの入口が正面となるので、南側を

大手（正面）といった。 



富山城と城下町 

14 

移築された千歳御門  
 

残っていた御門          
江戸期には富山城内に多くの建物が建てら

れたが、ひときわ目を引くのが千歳御殿であ

る。 

嘉永２年(1849)に１０代藩主前田利保が隠

居所として造ったものであるが、能舞台も設

けられ、豪華で個性的な建築であった。完成

からわずか６年後に大火で焼失してしまっ

た。 

 廃城の際、民間に払い下げられた建築物

のいくつかは現在も市内に残っている。 

そのうちの一つ、市内米田の豪農、赤祖父

家に移されていた「千歳御門」が市へ寄贈さ

れ、平成 20年（2008）3月、城址公園に移築

され市の文化財に指定された。 

この他、現在も富山城の遺稿が残っている

ものを合わせて列記する。 

 

①二階櫓御門の礎石  富山城址公園内 

②富山城二之丸の石垣 松川に架かる舟橋の

下 

③大手門外の石橋   富山市於保多神社 

④千歳御殿の門    米田から移動 

⑤富田兵部屋敷の長屋門 富山市本郷町中田

家 

⑥山田嘉膳屋敷の門   富山市塚原の教順

寺 

 

 

 

富山市内に残されている遺稿の所在（①から

⑥）
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（２）富山城下町                      

富山城配置図       （富山市郷土博物館編集『富山城ものがたり』より） 

富山城現況比較図に城下町を通る旧北陸街道のルートをしめしたもの 
 

城下町は中世からあった      
神保氏や佐々成政の時代から富山城のまわ

りに城下町があったことが、「富山之記」とい

う書物に書かれている。それによると町並み

は西の金屋の渡し場から東のイタチ川まで約

１里（４キロ）あり、城の南には武家屋敷、

その南に町人が住み、南東に寺町があったと

記している。  

その後、前田利長が城下町の整備を行った

様子は「越中国富山古城之図」（前出）で推定

される。町は城を中心に、西側と南側に次第

に拡張されていった。また新庄から柳町を経

て富山城に至る旧北陸街道沿いと、城から大

田口を経て南へ延びる飛騨街道沿いが古くか

ら開けていた様子にうかがえる。 

これらを総合すると、近代に入る以前から

すでに現在の富山城を中心に、東はイタチ

川、南は山王町、西は諏訪川原町あたりまで

が、実質的な城下町であったと考えられる。 
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富山城下絵図  江戸時代後期（部分）                     （富山県立図書館蔵） 
 

近世の城下町と街道   
前田利次入城以降、寛文元年(1661)ころか

ら城の改修と並行して本格的な町割がなされ

た。 

城下は、神通川右岸からイタチ川を越え

て、その右岸にまで延び、北は木町、南は現

富山地方裁判所の近くを東に流れる四ツ谷川

付近までであった。それまでの城下の南限は

越前町から古鍛冶町の延長線上であったが、

これを一挙に四ツ谷川付近までとしたこと

で、町域を３倍も拡大したことになった。 

旧北陸街道は、町域拡大により神通川左岸

の船頭町から船橋によって七軒町にわたり、

平吹町・旅籠町・壱番町・弐番町・西町・中

町・東四十物町・片原町.向川原町･柳町へと

富山城の南を東西に走ることになった。 

 武家屋敷は三の丸に藩主と関係の深い重

臣や小姓が居を構え、富山城の外堀に沿って

上級の武家屋敷があり、一般の武家屋敷は城

下の南西部、足軽鉄砲組は城西の鉄砲町から

平吹町にかけてあった。 

町人町は富山城の東側を中心とし、そこか

らイタチ川に至る間は旧町で、寛文の町割に

よって旧北陸街道・飛騨街道沿いに新規の町

ができた。 

なお、富山市埋蔵文化財センターでは現

在、富山城址公園や市内各所で発掘を行い、

城下町の排水路遺構などの調査を実施してい

る。それにより武家屋敷や町屋敷の跡で井戸

跡や陶磁器・漆器などの生活用品が多数出土

している。 

これらの分析により城下町の様子や人々の

暮らしが明らかになると期待される。 
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３．旧北陸街道を歩く                                 

富山市街における旧北陸街道 
  

主な見どころ 

 名 称 場 所 こ    と    が    ら 

① 富山城 本丸 
富山城は､天文 12年(1543)神保長職が築城した。その後寛永 16年(1639)前

田利次が藩主となり以降､前田の居城となる｡そして 13 代で明治を迎える 

② 高札場跡 西町 飛驛街道と接する交通拠点で高札場があった 

③ 門柵跡 神田町 門柵が設置されていた 

④ 藩の蔵 千石町 藩の米蔵があった場所が地名に残る 

⑤ 旅籠 旅籠町 ｢木屋｣｢菊屋｣などの旅籠が軒を並べていた。大正 15年の大火で焼失 

⑥ 鮎の寿司 七軒町 舟橋の南詰で鮎の鮨店などがあった 

⑦ 南詰常夜燈 七軒町 ｢越中富山の船橋｣の常夜燈で当時から現在の地に建っていた 

⑧ 船橋 舟橋南 慶安 2年(1649)に架けられ明治 15年(1882)まで利用された 

⑨ 北詰常夜燈 舟橋南 南詰常夜燈との間（約 200ｍ）が神通川の川幅であった 

⑩ 船橋向・橋北 舟橋北 船橋の北一帯をいう。文政 2 年(1819)、正式に富山城下町に組み入れられた 

⑪ 
明治天皇 

御休所址 
愛宕町 

明治１１年北陸巡幸の際、富山船橋を板輿で渡られた天皇は、橋北の大間知

家で御小休され、お茶を召された。この井戸を「御膳水井戸」と言う 

⑫ 愛宕神社 愛宕町 境内には､芭蕉翁塚や西南役戦死者の石碑がある 

⑬ 乗光寺 愛宕町 元禄 5年(1692)富山藩主から現在地を拝領し建立された建立された。 
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（１）富山城下での旧北陸街道               

大手町からの富山城 
 

城下を東から西へ 
富山城下での旧北陸街道は、東の加賀藩領

新庄から赤江川を渡って富山の町に入る。  

そして稲荷町、柳町、上り立町を経てイタ

チ川を越え繁華街の東四十物町、中町、西町

へと続き、西町の太田口で南からの飛騨街道

と接続していた。 

さらに西へは、現在の平和通りを二番町、

一番町、越前町、旅籠町へと進み、旅籠町か

らは、北に折れ富山城の三の丸の西側を外堀

に沿って船橋へ通じた。 

この七軒町までの街道（現在の県道諏訪川

原通り）を昼道と呼んでいた。  

七軒町では、鉄砲町から神通川に流れ込ん

でいた助作川に助作橋が架けられ、そして富

山城下の治安を守るため門が設けられてい

た。この門は、助作門と呼ばれ木戸（柵門）

で日の出に開けられ日没に閉ざされる事にな

っていた。 

夜間の通行は、この門の北側で助作川に沿

って西へ迂回し鉄砲町、平吹町を通って旅籠

町に至っていた。この道を夜道と呼び昼道に

並行していたが旅人には判りにくく作られて

いた。 

 

西町交差点（飛騨街道と接続していた中心交差点付近） 

七軒町通りの旧北陸街道筋（鱒のすし店が並ぶ） 
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北詰常夜燈   県森林水産会館隅に立つ       南詰常夜燈  現船橋のたもとにある    
 

船橋をしのぶ  
船橋の南橋詰には、やや広い場所があった

ことが江戸時代の城下町絵図で見ることが出

来る。 

ここに鮎の鮨を商う茶店などがあって賑わ

っている様子は、当時の版画や十返舎一九の

文の記すところである。一九は「名物の鮎の

鮨とて旅人のおしかけてくる茶屋の賑はひ」

と書いている。今もあたりに鱒の鮨の看板を

あげ、鮨を圧する黒石を並べた川魚店があり

独得の景観である。 

南詰の常夜燈は、現在も昔とほぼ同じ場所

で道路の東側に立ち「両宮伊勢大神宮」と刻

まれている。伊勢と金毘羅が船橋の守護であ

った。船橋の北端の常夜燈は、現在道の東側

の森林水産会館側に建っているが、もとの位

置は道を挾んだ西側にあり、両岸の灯台が筋

違いに対峙していた。両常夜燈ともに富山大

空襲の火をかぶったため、所々損傷している

が、一応の原型を保ち、北陸道の旧観をしの

ばせてくれる。この船橋北詰の常夜燈には

「金毘羅大権現」「寛政十一未歳初春」と刻ま

れている。 

その隣に頼鴨厓
らいちょうけい

が嘉永元年(1848)に詠じた

船橋の漢詩の碑が立ち、説明板が建っている。 

漢詩碑の建立は昭和 30年である。ここに船

橋を架け、64艘の舟を鎖でつなぎ、舟の上に

板を並べて人を渡したあとである。規模壮

大、景観雄大、日本第一の船橋と天下に伝え

られた。 

船橋は、前田利家によって慶長年間、木町

地先に架設されていたものを富山藩主前田利

次が万治年間に城下町割りの一環として、こ

の他に移したという。明治 11年（1878）、明

治天皇の御巡幸も船橋を通過されたが明治 15

年至り木橋に架け換えられ、神通橋と名づけ

られた。ここに船橋は３００年の歴史を閉じ

た。その後、神通川は、明治 24年の馳越工事
は せ こ し こ う じ

によって流路を変えたが、旧河道も残り新旧

二川に分流する形となった。明治 32年官設北

陸鉄道は、敦賀から富山までが開通したが、

当時の富山駅は神通川左岸の田刈屋地内に設

けられ、富山市へ入るにはこの神通橋を渡ら

ねばならなかった。 

神通川旧河道の埋め立ては、約 40年かかっ

たが土地区画整理事業で整備（昭和 3年～昭

和 9年）された広大な神通川旧河道の土地

に、県庁や市役所、電気ビルなど大型建築物

が建ち、県都富山市の発展に大きく寄与し

た。 

これらの工事の完了を記念して日満産業大

博覧会が昭和 11年（1936）に開催された。 

歌人の川田順（1882～1966）も「埋め立て

し神通川の川床にひろがる街や時雨ふりつ

つ」と歌っている。 

残った松川は、旧神通川の名残りをとどめ

ているが、繋がれていた神通川の川漁などに

使う舟も数少なくなり、今では観光用の舟が

見受けられ親水都市の観光利用に期待が寄せ

られている。
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コラム（１） 越中富山の船橋                 

富山城下神通川船橋図            富山藩絵師、山下守胤筆  （富山市郷土博物館蔵） 

 神通川船橋の水墨画で両岸に常夜燈が描かれている。現在、松川べりと県森林水産館前に残っている

常夜燈である。 
 
神通川は、明治 36年(1903)の馳越線新設工

事の完成により富山城の西側の流路の一部を

直流にした。神通川は本川と馳越線に分かれ

て流れるようになったが、次第に馳越線に移

っていった。 

 大正 10年(1921)馳越線と本川の間が締め

られ、旧神通川の流域は廃川地となった。 

 江戸時代以前は、旧神通川は富山城の北

側を流れていて、富山町に入るには船で渡ら

なければならず、船渡りは主要な北陸街道の

一部であった。最初は木町に渡船場があった

が、この時代の天正年間(1573～1591)に｢神通

川渡船の掟｣が定められている。慶長元年

(1596)、常時渡ることができる橋として船を

並べ鎖で繋いで流されにくい船橋を架設し

た。元和３年(1617)の船橋に使った船数は 32

艘、寛永８年(1631)につくり替えた時は 52艘

であった。万治２年(1659)、富山藩と加賀藩

の領地替えが行われたが、この頃に 64艘を使

った船橋が架け替えられ、管理も富山藩が行

うことになった。 

 越中の名勝と言われた｢神通川の船橋｣は、

多くの絵画に描かれ俳諧の題材となった。 

 

 

 

 

 

 

 

船橋が架かっていた旧北陸街道筋 
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（２）橋北での旧北陸街道                   

旧北陸街道の様子を残す明治 43年測量の地形図 

 かっての神通川本流は廃川地となり馳越線が本流になっている。旧街道は南側の市街地から船橋に代

わって架けられた神通橋を渡って愛宕へ。ここで街道は、左折し家並みの密なところを通り新しい神通川

でいったん分断されて五福へと続いている。 
 

橋北というところ  
船橋の北詰、神通川の左岸一帯を「船橋

向」、又は「橋北」と言い、文政２年（1819）

正式に富山城下に組み入れられた。 

船橋
ふ な ば し

向
む け

には、船頭
せ ん ど

町
ま ち

、藤井
ふ じ い

町
ま ち

、手伝
て で ん

町
ま ち

、

愛宕
あ た ご

町
ちょう

、船橋
ふ な ば し

今
い ま

町
ま ち

、船橋
ふ な ば し

新町
し ん ま ち

、船橋散地
ふ な は し ち り ち

町
ま ち

、

御福新町が旧北陸街道に沿うように連なって

いた。街道は、船頭町から藤井町の郡役所の

手前で左折し、西へ手伝町、愛宕町へと続い

た。 

明治政府は、県と町村の中間的な行政機関

として明治１１年（1878）から大正２年

（1923）までの間、各郡に郡役所を置き中央

から派遣した官選の郡長に郡役所を統括させ

ていた。その婦負郡の郡役所が明治１１年、

富山愛宕町に置かれた。最初の位置は分から

ないが、その後、明治１６年（1883）に旧北

陸街道の沿線、藤井町に新築移転をした事が

分かっている。その場所は、旧北陸街道を船

頭町から北へ向かって突き当たったところ

（現在の極性寺参道の出入り口）の県道小竹

‐諏川原線の道路上で３２年間あり、大正４

年（1915）五福に移転し、大正１２年

（1293）の勅令で廃止となった。 

 沿線の極性寺は、浄土真宗大谷派の寺院

で、「遺徳法輪集」では、「昔より越中には、

三坊主とてあり。聖人（親鸞上人）御直弟子

なり、願海寺、持専寺、極性寺これなり」と

ある。山号を館定山といい、古く鎌倉時代に

富山市水橋の館（たち）に寺院を創建したと

伝える。真宗教団ができあがる前から越中に

浄土真宗を根付かせた歴史ある寺である。県

内各地を点々と移った後、寛永元年（1624）

に安田町の現在地に移転した。 

明治時代の地図を見ると、旧北陸街道から

北へ参道が付けられていたが、現在民家が建

ち並び、東側の県道小竹‐諏訪川原線から出

入りするよう参道が付け変えられた。 
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愛宕通りの旧北陸街道筋 
 

愛宕町通り
明治１１年（1878）１０月１日、明治天皇の

北陸御巡行の一行は、総勢８３５人、乗馬１１

９頭の大行列で、御供をされた重臣は、右大臣

岩倉具視、筆頭参議・大隈重信、参議・井上

馨、徳大寺実則、宮内大書記官・山岡鉄太郎、

内務少輔・林友幸、陸軍少輔・大山巌、内務大

書記官・品川弥二郎等が各省から参加してい

た。秋風さわやかな快晴のもと、 東
ひがし

四十物町
あいものちょう

の中田清兵衛家を、中町、西町、越前町、旅籠

町、平吹町、諏訪川原の南から七軒町へと旧北

陸街道を馬車で進まれた。 

船橋詰にある茶屋蔵本屋の前で板輿に乗り

換えて船橋を渡られ船頭町、手伝町をへて愛

宕町の大間知荘平家へ到着された。 

明治天皇の愛宕の御休所跡の東側に北へ向

かう小路がある。こ道を鍋屋小路という。 

この道に面して西側に旧大間知家が使用し

ていた井戸があり、明治天皇御小休の際、こ

の井戸の水を沸かしお茶にして差し上げた御

膳水井戸である。 

また北陸巡幸の時、御休憩所の周辺の家々

は随行された人々の御休所に当てられ、各家

では街道に面した戸を外し、紋服を着て接待

にあたった。誰がどの家との指定なく、各自

が行列の止まった所の近くの家で休憩をとら

れたようである。大間知家の筋向いの家に随

行員の山岡鉄太郎が休まれ、その時のエピソ

ードが残っている。山岡鉄太郎は鉄舟と号

し、戊辰戦争の時に勝海舟の使者として駿府

（政府軍の本部）に行き、西郷隆盛と会見し

て勝と西郷の「江戸城明渡し会談」の道を開

いた人である。 

畳の上に赤ケット（毛布）を敷き高杯
たかつき

に奉

書紙を敷き、竹林堂の饅頭を載せ茶の接待を

した。山岡は、饅頭を引き裂いて口にし、「あ

あ、酒饅頭だな」と言って賞味し、間もなく

「お立ち」の合図で素早く天皇のもとへ駆け

つけられた。と伝えられている。 

ここを通り過ぎて、北に向かって８０メート

ル程進むと安田公園にいたる。この公園の一部

南側の一帯が安田善次郎の生家が建っていた所

である。安田善次郎は、天保９年（1838）に生

まれ、大正１０年（1921）に亡くなっているが

江戸に出て両替商に奉公、のちに両替店安田屋

を開業した。その後、明治９年（1876）、第三

国立銀行の創設に参加し、のちに頭取となり、

第百三十銀行等多くの銀行の救済や設立に関わ

るなど金融界での地位を確立した。明治、大正

期の実業家で安田財閥の祖で晩年、社会事業に

も尽くし、日比谷公会堂、東京大学安田講堂な

どを寄贈した。 
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愛宕小路にある愛宕神社 
 

由緒ある愛宕神社 
旧北陸街道を西へ進み、南側に入る愛宕小路

を７０メートル程進むと愛宕神社にいたる。 

愛宕神社は、室町時代には富山市石坂にあっ

たと伝えられている。石坂のある桜谷地区は、

室町時代に万見郷（まみのごう）と呼ばれてい

た。当時万見郷を流れていた神通川は、天正８

年（1580）の大洪水で流路を現在の松川の流れ

に大きく変った時、神通川流域が大変な荒廃地

となったことは容易に想像できる。その後、神

通川の流路が定まって、富山城下も徐々に整備

される中で、愛宕神社は石坂から遷座されたも

のと思われる。 

愛宕神社の本社は、丹波国の式内社にもなっ

ている古い神社で、京都市左京区嵯峨愛宕町に

鎮座されている。この神社の御分霊を勧請して

創建されたと伝えられている。 

御祭神は、火之加具土命を主祭神とし、武南

方命（諏訪神）、倉稲魂命（稲荷神）の神々が

合祀されている。藩政時代には、富山藩の鎮火

守護の神として崇敬されていたが、明治時代に

なって、この神社の旧御神体が地蔵菩薩像であ

った事から、政府の神仏分離、廃仏毀釈政策の

対象となった。当時の神関係者が相談の上、近

くにある船頭町地蔵堂に緊急避難されることに

なった。この地蔵菩薩は、僧形で、身丈３６セ

ンチの木像、半跏趺座で錫杖を持った延命地蔵

のお姿で、体内には「長禄元年（1457）夏、愛

宕大権現、越中国婦負郡万見郷、五十嵐次郎左

衛門敬白」と明記されている。船頭町地蔵堂

は、戦後の都市計画整備で移転し、現在芝園町

２丁目の公民館に収められ毎年８月２４日の地

蔵盆会に近隣の人たちが集まって手厚く法要を

営まれている。 

旧北陸街道を愛宕小路と反対の北に向かう小

路が御蔵道である。この道は、富山藩の年貢米

を収納する愛宕の御蔵に通じていた。 

愛宕の御蔵の位置は、旧愛宕小学校の所で、

この東側に年貢を納入できなかった農民などを

拘束する百姓牢もあったという。藩政時代に

は、神通川を利用した年貢米の輸送だけでなく

色々の物資の輸送が盛んで、船橋の北詰である

神通川左岸の船頭町で陸揚げされた物資が、旧

北陸街道を通って各地に輸送された。愛宕町通

りには、これらの物資を取り扱う有力商人が多

く居住していて、通りは商店街としてにぎわっ

ていた。御蔵道を少し西に進むと左手に乗光寺

がある。乗光寺は元禄 5年（1692）富山城主よ

り愛宕村紅葉ヶ池を埋めた用地をもらい、寺堂

を建立したのが始めとされ、今も幼稚園の名前

に地名が残っている。 
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舟橋今町の旧北陸街道筋  神通川に向かう 
 

舟橋今町通り 
旧北陸街道は、けや木通りをわたって西へ

進み左右に別れる三叉路に突き当たる。 

この三叉路を左に折れると弥五兵衛坂とい

う緩やかな坂にさしかかり、鴨島から八尾に

向かう道になっていた。   

旧北陸街道は、右へ曲がって５０メートル

程進む。また突き当たりになっていて左角に

角清（かどせい）という名の衣服および雑貨

の店が、明治時代まで通行客に湯茶の接待を

していた。 

ここから船橋今町となり旧北陸街道は、現

在の神通川右岸堤防に当たるが西へ真直ぐ五

福新町へと続いていた。 

現在の神通川の中で、右岸から数十メート

ルの所に婦負郡第一小学校が南向きに建って

いた。 

明治６年（1873）２月１５日に開校された

愛宕小学校の創立期の学校で、富山県で第２

番目に誕生した学校といわれている。 

この小学校は富山藩士であった森田家の経

営する寺子屋を借用して創設され、教育内容

は、寺子屋時代の引き続きで、読み、習字、

算術が中心であった。 

わずか１０か月で小学校は現在の愛宕神社

の境内地に新築され履新
り し ん

小学校と名付けられ

た。 

この学校の卒業生の中に文化勲章を受賞さ

れ、富山市の名誉市民第一号となられた国文

学者山田孝雄博士がおられる。 

先生のお墓は、呉羽山桜谷の長慶寺の五百

羅漢の横にあリ富山市街を見下ろすように建

っている。 

また神通川の馳走工事の結果、川底になっ

た村がある。旧北陸街道沿いの船橋今町、御

福新町、畠中村の大半で、ここに住んでいた

人たちは神通町、新富町、富山駅前の方へ移

り住むことになった。このようにして出来上

がった町は移転地と呼ばれていた。 
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コラム（２） 呉羽山の旧北陸街道沿いから引越した石碑     
 

 鬼頭崎岩右衛門の石碑     

熊野神社へ移された鬼頭崎岩右衛門碑 
 
以前、五福 10区（字名藤子）の飯田庄一郎

氏の敷地に、越中勧進相撲の開祖、鬼頭崎岩
お に き ざ き い わ

右
う

衛門
え も ん

の石碑が建っていた。この碑は昭和 30

年頃、五福の熊野神社へ移されている。 

飯田氏のところに建っていた時は、石碑に

記されている鬼頭崎の文字までが地面から出

ていたとのこと。移動のため掘り出してみる

と、大変な大きさだったので仰天してしまっ

たと当時のことを話された。 

昭和の初め、富山で東京大相撲興行が行わ

れた時、１人の紋付き袴の力士が鬼頭崎の墓

へお参りにきて、そのあと飯田家に立ち寄っ

た。当時 4、5歳だった飯田氏は、お相撲さん

に強い印象を受けられたようで、座敷の縁側

で「相撲取りと一緒にスイカを食べた」こと

を鮮明に覚えておられる。鬼頭崎は、明和８

年(1771)に弟子 6、7人を連れて越中に来てい

る。努力の結果、地方相撲の発展に大きく貢

献し越中勧進相撲の始まりとなった。現在の

石碑は鬼頭崎が亡くなったあと、のちの大

関、掛尾出身の劒 山
つるぎざん

谷右衛門が、天保５年

(1834)に建立したものである。 

建立の２年前の天保３年、劒山がまだ鰐石

と名乗っていた頃、越中巡業に来た時、鬼頭

崎の墓石がお守りにしたり煎じて飲むと力強

くなるとの風評で、形のなくなるくらいに削

り取られてしまっていた。これを見た鰐石

は、愛宕の小三味線という相撲取りと、大濱

屋(彦)四郎という人物に墓石の再建を託し

た。この二人の名前が石碑の側面に世話人と

して刻銘されている。 

江戸大相撲一行が、鬼頭崎の墓前を通る

時、敬意を表し必ず馬や前で手を合わせて通

ったという。この事が富山で勧進相撲が行な

われる時、鬼頭崎の墓に詣でることを作法と

して引き継がれていった。 
 

 中田文敬塚          

極楽寺（梅沢町）へ移された中田文敬碑   
 

中田文敬の碑は、呉羽山の北陸街道沿い

「足立塚」の並びに建てられていた。 

文敬は、加越能三州関流算学の元祖で『算

学訓蒙』を著した。文敬は、富山藩士の息子

であったが、六代藩主利與公の勧めにより江

戸の山路主住の門人となって学問を修めた。 

安永８年(1779)、郷里へ帰って私塾を開

き、富山を中心として北陸一帯に関流算学を

広め、田地の測量、地図の作成等国土開発の

発展に力を尽くした。文敬の門人は 500～600

人ともいわれ、石黒信由、高木広當等の優れ

た人物を数多く輩出した。文敬は享和２年
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(1802)64歳で亡くなり、翌３年、門弟たちに

よって石碑が「足立塚」の並びに建てられ

た。その後、昭和になってから中田家の菩提

寺である極楽寺へ移された。  
 

 芭蕉塚(はせを翁墓)        

愛宕神社へ移された芭蕉塚  
 

芭蕉塚は、呉羽山の北陸街道沿い足立塚、

中田塚の近くに建てられていた。 

 松尾芭蕉は、元禄７年(1694)10月 12日、

大阪(当時は大坂)で亡くなり、近江国義仲寺

に葬られた。亡くなった後に芭蕉の功績を称

え石碑、追悼墓が各地に建てられた。 

富山でも俳名の高かったノ
へ つ

乁
ほ つ

庵
あ ん

二世玉斧
ぎ ょ く ふ

が

寛政５年(1793)に芭蕉の百回遠忌追善(墓碑の

側面に刻銘)として呉羽山の北陸街道沿いに建

てた。玉斧は、父のノ乁庵麻
ま

父
ふ

（富山藩士で

越中の俳人として名を馳せた。加賀の千代女

も麻父の教えを受けている）が芭蕉を敬慕し

ていた意思を継いで建てたといわれている。

その後、明治以降に愛宕神社の境内へ移され

た。 

 富山市内の芭蕉碑は、愛宕神社のほかに

は真興寺(梅沢町)と水橋神社に建てられてい

る。 
 

 花乃知里塚             
 足立塚、中田文敬塚、芭蕉塚の近くに

「花乃
は な の

知里
ち り

塚
づ か

」という、大変優雅な名前の石

碑があった。現在は千石町の西福寺境内に移

動されている。この石碑は越中の華道、茶

道、盆景の基礎を築いた「鳥山
とりやま

紫山
し ざ ん

」を讃え

て、門人たちが建立したものである。旧北陸

街道から移動した時は、西福寺近くの満浄寺

境内に置かれたが、同寺の堂の改築のため西

福寺へ動き落ち着いた。  

紫山は江戸在住の幕府の臣であったが、寛政

の頃富山藩主の要請に応じて越中へ移った。 

富山藩主 12代利声公は、優れた人格者であ

った紫山のもとで古今流華道を次男の頼母に

学ばせた。同時に藩内にも奨励したため門人

となった藩士も多かった。 

紫山は華道のみならず、藪の内茶道、細川

流盆景、竹垣流香道にも堪能で、熱心に指導

したため皆伝を受けたものも多く天保の頃に

は藩内全盛を極めた。 

紫山が伝授した流儀は、前田頼母公をはじ

め藤井屋常山、茶道では妙巌寺住職中島善

行、盆景と香道では典医であった和田淳石等

が受け継ぎそれぞれに隆盛を誇った。特に細

川流盆石では名手も出た。紫山は富山におけ

る精神文化の基礎を築いたのである。その

後、紫山は富山藩を辞して越前へ赴いた。紫

山は三国で亡くなったため、藩内の門人たち

は師の徳を偲び、文化６年（1809）9月に呉

羽山の旧北陸街道沿いに「花乃知里塚」を建

立した。当時、「花乃知里塚」がある西福寺の

住職（現住職の祖父）情水流芳氏は「古今

流」の家元を継がれていて、「盆石細川流」の

流儀も継いでおられた。 

西福寺境内にある「花之知里塚」  
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（３）五福から峠茶屋・中茶屋へ                

五福から追分茶屋までの旧北陸街道 

 

主な見どころ 
NO 名  称 場 所 こ    と    が    ら       

13 長光寺 五福 佐々成政の愛妾早百合姫が祀られていると伝えられる墓がある 

14 地蔵堂 五福 三体の地蔵尊があり､中央一体に慶応四辰年(1868)の刻銘がある 

15 石碑、石仏群  五福 道筋にあった石仏や石碑などを集めたもの 

16 皇恩軒跡 五福 明治 11年、明治天皇御巡幸の御休所跡､ただし現在はない 

17 牛ヶ首用水橋 五福 橋の下流に｢義太夫師､大坂 6 代目･竹本内匠太夫｣の石碑がある 

18 五福新道 五福 明治天皇の御巡幸にあたり､呉羽山を開削して新道が設けられた 

19 足立塚 
城山 

公園 

見日流柔術の元祖｢足立正保｣の石碑｡門弟たちが天保 13 年(1842)に建

立した 

20 
七面堂 

長久院  
峠茶屋 

藩主から五時谷を拝領した奥村蔵人が七面大明神を祀る七面堂を建立

した。七面造の七面堂､神門､三重塔などがあり大変賑わったが明治 3

年､神仏分離により取り壊された。 また明神山には、二代藩主正甫が

建立した長久院もあり、歴代藩主の祈願所であった。現在の七面堂に長

久院の本尊も祀られている 

21 峠の地蔵 峠茶屋 
昭和 39年に峠のすぐ東下にあった地蔵尊を頂上に移し堂の中に安置し

た 

22 村境の地蔵 中茶屋 
峠茶屋と中茶屋の境界に置かれた地蔵。ここから街道の傾斜が違って

くる 

23 馬頭観音  中茶屋 五福新道の峠で荷馬車を牽いていた馬方衆が感謝して建立したもの 

24 新道の地蔵 中茶屋 五福新道の峠に安置されていた地蔵 

25 
明治天皇 

御休所跡 
中茶屋 

明治 11年北陸御巡幸のさい島崎家で御小休され、「呉羽茶」を賞味さ

れた 
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五福の住宅地を通る旧北陸街道筋 

 

五福での旧北陸街道 

神通川左岸の旧北陸街道は、上水道管が架

かっている地点（神通大橋の約 100メートル

上流）から旧射水線の跡地（現在市道となっ

ている）を渡って西へ向かう。 

道筋は住宅地なっているが古い道のおもか

げをとどめており、やがて南側に長光寺があ

る。長光寺は、山号を「呉服山」といい真宗

大谷派の寺である。その由来は、およそ 900

年余前呉羽山の八幡社付近に真言宗の「延命

安寧坊」を建立したのがはじまりとされてい

る。また宗派替えの時期についてはさだかで

ないが、寺宝として教如上人（東本願寺１２

世上人）の手紙が保存されていることなどか

ら、教如上人が存命中の慶長 19年（1614）ま

でに行われたのではないかと言われている。

また境内には佐々成政の愛妾早百合が祀られ

ていると伝えられる墓がある。 

長光寺を後にした街道は、西へ 100メート

ルほど進むと左手、県道富山高岡線の市電停

留場、富山大学前から来る道路とのＴ字路に

出る。 

この交差点を左に少し行くと右手に熊野神

社がある。熊野神社には、先ほど紹介した越

中勧進相撲の開祖といわれる「鬼頭崎岩右衛

門」の石碑がある。（２4頁参照）この付近一

帯は、富山大学五福キャンパスがあることか

ら学生街として栄え、アパートやマンション

などが多く、新旧入り混じった住宅地であ

る。 

街道は、さらに西へ進むと牛ヶ首用水から

分水する用水の村西橋を渡って県道西富山停

車場線に出る。  

辻に地蔵堂があり、石地蔵３体が安置さ

れ、そのうち中央１体は「慶応四辰年」

(1868)と刻まれている。 

 

呉服山長光寺の御堂 
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明治終り頃の旧北陸街道松並木（五福地内）         （『富山縣写真帳』明治 42年） 

昭和の 10年代まで残っていた松並木。富山県写真帳では、「安養坊道」と説明されているから五

福新道の入口の方であろう。 
 

五福の松並木 

旧北陸街道は、県道西富山停車場線を横断

して西へ進むと道端の左側に石碑・石仏群が

ある。 

付近の道ばたに散在していたものを一個所

に集めたものと思われ石仏３体、常夜燈の残

欠１基、「読誦三千部法華塔」１基などがあ

る。 

旧北陸街道は、西部中学校の北西角で南西

に折れ牛ヶ首用水へ向っていたが、現在、そ

のルートを通る事が出来ない。 

明治 11年の明治天皇、北陸行幸に先立って

整備された五福新道が呉羽山を越えて中茶屋

に向かうことが出来るようになったため機能

が廃止されたものと思われる。また、この付

近に明治天皇が五福新道を通って呉羽山を越

えられる時に御小休された「皇恩軒」と名づ

けた尼寺があったが今はない。 

今まで郷土史などの中で「皇息軒」と記述

されたものもあったが正しくは「皇恩軒」で

ある。 

途切れた旧北陸街道へ行くには、少し五福

新道を通って牛ヶ首用水沿いから迂回するこ

ととなる。 

旧北陸街道は、江戸時代の絵図にも直線的

に描かれ、道の両側に松並木が描かれてい

る。 

昭和 10年代までその松並木の一部が残って

おり街道に風情を添えていたが、戦中戦後伐

採され今は一本も残っていない。 

街道沿いに集められた石碑
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明治終り頃の牛ヶ首用水（五福地内） （『富山縣写真帳』明治４２年） 

 

牛ヶ首用水との交叉 
途切れた旧北陸街道へ出るため五福新道を西

へ進み牛ケ首用水まで行く。五福新道に架か

る橋下の東側のたもとに義太夫師「大坂六代

目 竹本内匠太夫」の明治１４年の碑があ

る。 

旧北陸街道へは橋を渡ってすぐ左に折れ川

沿いに暫く行くと道が右に曲がり、やがて県

道富山‐高岡線（旧国道８号）と交叉する。 

これが旧北陸街道で県道富山‐高岡線を斜

めに渡り市民病院五福分院跡地（平成 20年、

五福地区センター、公民館、児童館が建てら

れた）と自動車学校の北側を通って右に直角

に折れＪＲ高山線へと向かう。 

このあたりは、地元で藤子と呼ばれる地域

で圃場整理のため旧街道が多少違ったらしい

が、「往来絵図」でも、この曲りかたは直角的

である。また前述した越中勧進相撲の開祖

「鬼頭崎岩右衛門」の石碑は、この近くの飯

田家敷地に建っていたものである。 

この地域は、五福の桃林と呼ばれ桃の栽培

が盛んなところで、以前に富山市の園芸試験

場もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の牛ヶ首用水と五福新道の橋下にある義太夫師

の石碑 
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生まれ変わる城山公園       呉羽丘陵多目的広場基本計画  （富山市 2008年 2月 5日現在） 

 

城山公園内の街道 
富山市は、呉羽丘陵を都市近郊の自然型レクリェーションの場として活用及び環境保全から各種の計画

を進めている。特に県道富山‐高岡線からの入り口部分をＪＲ高山線西富山駅からの流入機能を持つ多目

的広場として整備している。 
 
やがて旧北陸街道は、呉羽丘陵である城山

公園に近づくが、境界の山裾にＪＲ高山線と

神通川の支流である馬渡
まわたり

川
がわ

が南北に通ってい

る。数年前までは、踏切と橋があったが、現

在は通行止めとなっている。ここで旧北陸街

道をたどるコースは中断されるが線路を越え

るには、①西富山駅まで迂回し駅の傍の踏切

を渡る。②県道富山‐高岡線から城山公園に

入って戻ると言う二つの方法がある。 

 現在、城山公園は、富山市が平成 20年度

から整備中で旧北陸街道の位置も分からない

状況となっている。 

公園整備の「基本計画」では、ＪＲ高山線

西富山駅を公共交通からの玄関口と位置づ

け、隣接する公園部分にビジターセンターや

多目的広場などが計画されている。また県道

富山‐高岡線の横断歩道橋も建設される事な

っており呉羽山や北代遺跡公園、八ケ山など

と結ばれることになる。工事は、平成 20年度

から着手されており完成の暁に旧北陸街道も

装い新たな姿になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、工事中の城山公園  旧北陸街道部分 



旧北陸街道を歩く 

32 

峠へ向かう旧北陸街道筋 自動車道下のトンネルを出たところ 

 

城山公園からの再スタート 
ＪＲ高山線を迂回して旧北陸街道に戻ると、

以前公園整備工事が始まる前まで山裾に足立

塚があった。足立塚は、峠茶屋周辺で唯一元

の場所に残っていた石碑であるが、現在公園

工事で外されている。足立塚は、富山藩の

見日流
けんじつりゅう

柔術の元祖足立正保の石碑で、天保 13

年(1842)、門弟によって建立されたものであ

る。正保は、天和年間(1681～1683)に飛州高

山から富山へ来て見日流の柔術を教え多くの

門弟を育てた。元禄６年(1693)門弟の一人渡

邊繁正は、その秘伝を授け受けて富山藩の柔

術を指導した。 

以前の足立塚の石碑  

峠へ向かう坂道 
旧北陸街道は、工事中の城山公園内で姿を変

えているが、呉羽ハイツなど山頂へ向かう自

動車道路下のトンネルをくぐり抜けると階段

状の坂道となる。もとの古道は、足立塚あた

りから南側に入り峠に向かっていたが急な山

道であったため大坂と呼ばれた。しかし寛政

10年（1798）頃になだらかな現在の道に付け

替えられた。坂道を登りきると街道はＴ字路

に当たり道案内が立っている。右手は、七面

堂・常夜燈、左は、稲荷神社・白鳥城跡と書

かれている。北陸街道は、左手に進み、登り

切ったところが呉羽山の峠である。 

T 字路の案内板 
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再々建された七面堂 

 

現在の七面堂  
Ｔ字路を右手へ入っていくと現在の七面堂

の参道に出る。 

江戸時代の七面堂は、現在の稲荷神社が建

つ明神山にあり七面造の荘麗な建物であっ

た。（江戸時代の七面堂については 35頁参

照）他に寺院などもあったが明治維新の神仏

分離で破却された。 

その後七面堂は、現在の場所に再建された

が、昭和 19年若者の失火で焼失した。 

堂は、戦後すぐに７年間をかけて地元峠茶

屋をはじめ多くの方々の浄財で再々建された

ものである。  

七面堂の参道下には江戸時代の題目塔があ

る。 

これは明神山の中腹にあったものが現在地

へ移されたもので、左側の石塔には「南無妙

法蓮華経 七面大明神」「顕壽院妙常日貞 文

化二丑正月十一日」「文化四丁卯七月大吉日 

世話人中茶屋長右衛門」と刻名されている。 

右側の石塔は天保八年(1837)の建立である。 

 現在の七面堂裏側の高台には常夜燈・法

華塔各１基が並でいる。 

常夜燈には「天保九□戌年十月吉辰日」「孝

存代」と刻まれている。明神山の山上にあっ

た時は富山湾沖からも灯火が望見され、舟人

のよき目印であったという。 

法華塔には「奉七面大明神」「南無妙法蓮華

経」「法華塔」「施主 白翁貞昌」と刻銘され

ている。 

七面堂の裏側にある常夜燈
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 コラム（３） 五福新道                  

昭初期の五福新道 

 五福新道（安養坊新道）は、明治 11 年の明治天皇北陸巡幸の折、峠茶屋の急坂を避けるため安養坊

から造成された北陸街道の新道。写真は昭和初期のもので馬車が荷物をつけて呉羽山を越えていく。この

新道の峠近くには、白壁茶屋と呼ばれた茶屋があり往き交う人達の憩いの場であった。 

 
旧北陸街道は左折するようにして南へ向か

っているが、真っ直ぐ呉羽丘陵へ向かってい

る道が「五福新道」である。 

この道は「安養坊新道」とも呼ばれ、明治

11年（1878）、明治天皇の北陸巡幸された折

に急いで整備されたもので、この新道を

「輿
こし

」に乗って越えられたのである。 

天皇行幸に際し北陸街道の呉羽山峠が最大

の難所と思われ、新たに安養坊地内の山麓を

開いて傾斜を緩くし、峠茶屋を経由しないで

直接、中茶屋方面へ通じる約 1.2キロメート

ルの道を新設した。                    

その後何度も拡幅改修され荷車や荷馬車が

通行できるようになり、この道が呉羽山越え

の本道になった。大正 8（1919）年の大改修

の様子を記した「呉羽修路の碑」が、山麓の

高崎公文宅の横に建立されている。  

 

 

 

 

 

国道８号で分断された五福新道（赤線部分） 
昭和３０年修正測量図、五福新道は旧北陸街道

（黄色）の峠部分を迂回した。
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「呉羽修路の碑」の碑  

五福新道は、次第に荷車などの交通量が多くなり通行が困難となったので、大正８年に幅 5.5ｍ、延長

833ｍにわたって山を削り大改修を行った。その中心となって活動した県議会議員角島吉明氏（寒江村出

身）を顕彰する石碑である。 

 

また、この新道を頻繁に利用するようにな

った荷馬車の馬方でつくる婦負郡北部荷馬車

組合が大正の道路改修の後、中茶屋に馬頭観

音を建てた。愛馬の冥福と、交通の安全を祈

るものであった。しかし、昭和 10年代に入っ

て旧国道 8号線（もとの番号は 11号線）が富

山聯隊前から整備され、呉羽山切り通し工事

によって五福新道が切断されたため新道が北

陸街道として利用されたのはおよそ５０年間

のみであった｡旧国道 8号線は全通したのが昭

和 16年である。

国道８号線、呉羽峠茶屋切下げ工事 明治 11年頃の写真  中茶屋に立つ馬頭観音 
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 コラム（４） 明神山の七面堂（七面宮）            

妙法山立像寺に伝わる七面宮複写絵図 

上記絵図は、明治３年(1870)神仏分離の際の合寺令で打ち毀される前の七面宮である。絵図を描かれた

方は、実際に七面宮をご存知だった 91 歳の五十嵐さとさんという方の口述をそのまま描き、これでよいと

確認してもらったと絵の上部に記されている。  

梅沢町の立像寺に納められていたが、のちの調査で豊栄稲荷神社五十嵐顕房宮司の父精一氏が、おばあ

様から生前に詳しく聞かれ描かれたことが判った。 

 

今から約 350年前の万治年間(1658～1660)、

富山藩士奥村蔵人が、藩主前田利次公から呉羽

山中の、五時谷という谷のある山を拝領した。 

蔵人はここに七面堂を建て、甲州身延山の

七面大明神と同型の木像を祀った。そのため

この山は明神山と呼ばれるようになった。 

七面宮は、技術的に大変高度な七面造(二階

の楼を流造
ながれづくり

とした浅間造
せんげんづくり

から変化したもの

で、入母屋
い り も や

造平入
づくりひらいり

の主屋の屋根の上に四面と

も入母屋造の屋根の楼をのせた特異な様式)の

建物であった。(建物解説は、職藝学院教授上

野幸夫氏)。 

正面の神門は、左右に随身である左大神、

矢大神を祀り、中央には最高の格式である軒
の き

唐
か ら

破風
は ふ

を付けている大変壮麗な建物が建立さ

れていた。 

近くには二代藩主正甫公建立の武運山長久

院、九代藩主利幹公建立の妙見堂もあった。 

山上には三重塔が高く聳え、富山沖かちも

望見できたという常夜燈が置かれていた。 

建物群は、現在の峠茶屋稲荷神社前の広場

(以前は山)を含む一帯に建てられていた。 

呉羽山の中では、環境が整えられていた明

神山は、立山連峰が一望できる景勝の地であ

り憩いの場ともなっていたようである。 

当時の賑わいの様子は、記録や絵馬から伺う

ことができる。昼夜を問わず訪れる人々が絶え

なかったという明神山に突然終末がきた。 

明治初期、廃仏毀釈思想が全国に広まり呉

羽山にも押し寄せてきた。 

明治３年 10月 27目、富山藩庁は合寺令を

出し、寺院一派に一寺とした極端な合寺が強

行された。七面堂、寺院、三重塔等は悉く打

ち殿されてしまったのである。 
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峠頂上の地蔵堂と稲荷社の石碑 

中央が旧北陸街道、右の階段を上がると、かって七面堂があった場所で、現在は稲荷神社が建っている。
 

峠に立つ 

先程のＴ字路に戻って、右が竹やぶ、左が

谷で急傾斜の道を上がって峠へ向かう。  

やがて左手に稲荷神社へ行く道が見え、そ

して峠に出る。峠は、海抜５０メートル程度

で上り着いたところに地蔵堂がある。  

峠の集落は、西方から峠まで家が両側に建

ち並んでいる。北側の一番峠に近い家の屋号

が「アメヤ」、その一軒おいて隣が「マンジ

ュウヤ」と昔から呼ばれている。 

この峠が旧北陸街道の要所として栄えてい

た頃は、両側に休み茶屋があって繁盛してい

たものであろう。 

しかし、明治１１年に明治天皇行幸のため

の「五福新道」が出来てからは、峠茶屋は街

道の機能が離れたため人の往来が遠ざかり、

次第に静かな農業集落へとかわった。 

現在は道が舗装され車が上がれるようにな

ったが行き止まり状態で、これがかっての旧

北陸街道の峠とは思えないくらい静かであ

る。 

峠を越えた旧北陸街道は、昔の面影を残し

た急な坂道を西へ下っていく。すこし下がっ

た地点に村境の地蔵堂があり、ここが峠茶屋

と中茶屋の境界になっている。ここがまた、

北東から斜めに来る五福新道と旧北陸街道と

交叉する三叉路ともなっている。 

峠を下る旧北陸街道筋 
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婦負郡五福村・安養坊村・吉作村・住吉村・北代村・小竹村絵図 （部分） 略して「三茶屋絵図」

 

三茶屋の由来 
「茶屋」の名がつく集落は、峠茶屋・中茶

屋・追分茶屋で順に西に向かってつながり総

称として「三茶屋」とも言われてきた。 

三茶屋の中で最も古いのが峠茶屋で、寛永

10年(1633)清左衛門が１町四方の山を拝領

し家立てが許されたのがはじめである(｢内山

家文書｣)。 

追分茶屋は、承応元年(1652)久右衛門・伝

吉・彦兵衛・忠右衛門の４人に家立てが許さ

れ、中茶屋は、追分茶屋が成立してから８年

後の万治 3年(1660)に家立てが許された。 

村名は、峠茶屋がその地形に由来し、追分

茶屋は道の分岐点、つまり「追分」に位置し

たことから生まれた。 

これらに対し中茶屋は、両者の中間にあ

り、中間茶屋とも言われたという。(三茶屋

の江戸時代の状況については、上の｢三茶屋

絵図｣参照)  

 

 

峠茶屋と中茶屋の村境、地蔵堂がある交差点  

左手が五福新道で右手が峠茶屋から下ってくる旧

北陸街道
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中茶屋の旧北陸街道筋 

 

中茶屋を行く  
峠茶屋と中茶屋の村境地蔵堂の前から西に

向かって旧北陸街道を歩く。地蔵堂前からほ

どなく左手に茶屋町公民館がある。このあた

りが中茶屋の中心で、かつて野菜作りが盛ん

なときは、集荷場として賑わっていたところ

である。そこから少しいくと右手斜めに下る

道があり、呉羽小学校前を経て高木、大塚、

下村方面へ行く重要な道路であった。道の脇

に地蔵があったが、交通の支障になったた

め、現在は少し西へ移動し島崎家の敷地内に

地蔵堂が建てられている。地蔵堂に続く広い

敷地が島崎家である。 

 

明治の歴史跡 
明治 11年（1878）明治天皇行幸の折り、五

福の皇恩軒で小憩されたあと初めて休憩され

たのが、この島崎家である。以前の島崎家は

道路に面した大きな葛屋根の家であったが、

今は敷地内の後ろで建て替えられている。 

道路に面して「明治天皇中茶屋御小休所」

の石碑と案内板が立っている。天皇行幸を記

念して昭和 10年に当時の文部省が立てたが、

石碑と案内板が風化したため、平成 14年に地

元住民がもとの形に準じて建て替えたもので

ある。 

旧北陸街道は、さらに西へ進み、追分茶屋

に向かうが、中茶屋を出てから家の途切れて

いたところが続いていた。この間、街道松が

植えられ、ずいぶん風情があったと伝えられ

ている。先に掲げた「三茶屋絵図」やその他

の江戸時代の絵図にも、街道の両側にぎっし

り松並木が描かれている。 

明治天皇御小休所跡の石碑と説明
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（４）追分茶屋から願海寺へ                  

追分茶屋から願海寺までの旧北陸街道 

 
主な見どころ 

NO 名  称 場  所         こ    と    が   ら 

26 道標地蔵 追分茶屋 
巡見上使道との分岐点。台坐に「右ハ金沢道、左ハミと田道」と刻

まれた地蔵が祀られている 

27 
道標（自然

石） 
追分茶屋 

巡見上使道との分岐点。「西ミとたみち、向かゞみち、東とやまみ

ち」の道標 

28 道標・石柱 追分茶屋 

巡見上使道との分岐点、神明社前に建つ石柱道標で東面に「立山

道」南面に「小杉道」西面に「城端水戸田道」北面に「□中建立」

と刻まれている 

29 
飾り瓦の 

旧商家 
吉作 

東京町と呼ばれた吉作の道筋。旧商家などの棟瓦に七福神などの飾

瓦が載せられている 

30 三界萬霊塔 吉作 
東京町と呼ばれた吉作の道筋。「天保二年三月□日」「三界萬霊」の

石塔 

31 
夢に現れた

地蔵 
吉作 

東京町と呼ばれた吉作の道筋。「近くの杉原の川にお地蔵さまが埋

まってる」という夢に現れた地蔵 

32 杉原橋 西高木 
小竹用水（牛ヶ首用水の分水）に架かる橋で江戸時代の「往来絵

図」にも杉原橋と記されている 

33 三界萬霊塔 野口 
野口の村はずれに残る「天保四年三月」の三界萬霊塔 

34 
願海寺七曲

り 
願海寺 

「願海寺城」へ向かう七曲に屈曲した道。 
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追分茶屋の三差路   
真っ直ぐ西は、上使道で水戸田方面へ。右は、旧北陸街道で小杉手崎を経て高岡へ通じる。 
 

追分茶屋と言うところ 

中茶屋の集落が終わったところで、右手か

ら県道富山‐高岡線から分岐した広い道が入

っている。また旧街道を少しゆくと左手に、

城山方面へ登る道路が分かれている。 

追分茶屋の集落は比較的に長く、右手にお

寺、その斜め向かいにお茶屋などが見える， 

明治天皇行幸の際、土壁の塀がある家に対

し、「見苦しくないようにせよ」と県から命じ

られ、紅がらを塗ったという話も古老から伝

えられている。 

さらに進むと、右へ分かれる道があり、三

叉路となっている。 

ここが追分で小杉・高岡方面への道（富山

往還）が江戸時代に通じると、これが旧北陸

街道の本道となった。 

分かれないで真っ直ぐ西の方へ向かうのが

古代からの北陸街道（巡見上使道）である。 

追分茶屋の分岐点付近には、現在３か所に

道しるべが残っている。過去にはもっとあっ

たかもしれないが長い時間的な経過の中で、

何回も立て直されたと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道標地蔵                                         台座の文字



旧北陸街道を歩く 

42 

追分茶屋の分岐点、旧北陸街道筋   道標が立つ神明社前から三叉路を見る 
 

三つの道しるべ（道標）と四つ目   
追分茶屋の分岐点には、現在 3か所に道し

るべが立っている。 

現在の三つにしても、容易に見られるのが

１か所のみである。39ページの地図および表

に番号で示されているので、その番号により

説明しよう。 

26の道標地蔵は、三叉路の左手（山側）に

ある地蔵堂で、中に大２体、小２体の石地蔵

が安置されている。右の石像の光背に享保２

年（1717）とあり、台座裏に「右ハ金沢道、

左ハミと田道」と刻まれている。これは見る

ことが困難だが現地で確認している。 

27の自然石道標は、個人宅の敷地内に入っ

ているので、自由に見ることはできない。石

には「西ミとたみち、向かがみち、東とやま

みち」と書かれていることがわかっている。 

現在、見学できるのは、28の石柱道標で、

神明社前の鳥居脇に据えられている。 

元はここにあったのではなく、三叉路の縁

にあったのが移設されたのである。  

その道標には東側面に「立山道」、南側面に

「小杉道」、西側面に「城端水戸田道」と刻ま

れている。 

また、その脇に仮置きされた四つ目の石柱

道標がある。これは、三叉路から西へ少し行

った巡見上使道で道路工事が行われたとき地

中から出てきたと言う道標で四つの表面に

「左 富山」右回りに「右 京ノ国」「左 井

波」「中嶋六兵衛」と刻まれている。（平成 24

年 10月、高源寺前から神明社へ上る細い道の

入口に安置された）この他、巡見上使道に面

した高源寺前の地蔵も道しるべ地蔵であると

言う人もいるが、現地で確認したところ石仏

には、行き先の地名などが刻まれていなかっ

た。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

神明社前の道標（奥に仮置された道標が見える） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

四つ目の道標（平成 24年 10 月に立った場所）
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東京町と呼ばれた旧北陸街道筋 
 

吉作へ  

旧北陸街道は、道幅が狭くなって坂をゆる

やかに曲りながらつづく。 

左右は、民家と竹やぶ・柿畑などが断続し

て続くが、なかでも昔の商家と思われる家の

軒瓦や鬼瓦に七福神などをあしらった飾り瓦

があり独得のたたずまいを残している。 

このあたり一帯は、江戸時代、大変賑わっ

た場所で両側に、お茶屋、酒屋、そば屋、桶

屋、風呂屋、牛鍋屋、豆腐屋、床屋、瓦屋、

油屋、よろず屋等の店が建ち並び活気あふれ

る町並みであった。賑やかな町を表現する言

葉として、近代に入ってから「東京町」とい

う言葉が使われ、現在もこの地をそのように

呼ぶ人がいる。   

また道ばたには石仏像が刻まれた「三界万

霊」の碑があり「天保二卯年三月□日」と読

まれる。 

さらに西のはずれに風化した地蔵が祀られ

ている。以前、近くの杉原の川(現小竹用水)に

お地蔵様が流されてきて埋まっているという

夢を見た人がいた。すぐに川にかけつけ川底

からお地蔵様を救い出し家の横に地蔵堂を建

て祀られた。 

この区間は、街道の面影を色濃く残す静か

な古道である。 

やがて道は、ＪＲ呉羽駅へ向かう県道吉作

‐小竹線を横切って梨畑に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

大黒様の飾り瓦 
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飾り瓦が設置された旧商家 

 

                                      道端にひっそり佇む供養塔「三界万霊塔」 

 

 

 

 

飾り瓦 

    

 

 

 

夢に現れた地蔵尊 
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吉作から野口へ向かう旧北陸街道筋 

 

富山藩の藩境・野口へ  

旧北陸街道は、梨畑の中を西に進むとやが

て水路に当たる。この用水が牛ケ首用水の分

水、小竹用水で「往来絵図」にも記載されて

いる。またこの用水にかかる橋を、同絵図、

また「三州地理志稿」でも、杉原橋と記して

いる。用水のこの地点に一本松があったこと

が、江戸時代のいくつもの絵図に描かれてい

る、今はない。 

 道は、新興住宅の中を通って医療法人呉

陽病院の北側の水田地帯に出る。これから先

は、圃場整備のため旧北陸街道が部分的に寸

断されている。       

野口の村はずれの一角に古い地蔵尊（高さ

１．７メートル）がブロック塀に囲まれて立

っている。天保４年(1833)3月の造りで台石

に「三界萬霊」と刻まれている。地元の人

は、この地蔵尊がある道を「往還」と言って

おり、昔からこの道筋にあって旅人の道中の

安全と道標の役目をもっていたものと思われ

る。    

道は、圃場整備され形を変えて直線的に西

へ進み県道新湊‐平岡線を横断してＪＲ北陸

本線へ向かう。  

野町の踏切は、昭和初期まで官舎があり、

番人が遮断機を操作していた。今は踏切の跡

もなく、線路の両側に 5本の石柱（高さ 1メ

ートル幅 10センチ）が 1メートル間隔で立て

られ、太目の鉄線で上下二 

か所を結わい厳重に人々の通行を遮断して

いる。旧北陸街道は、この遮断された踏切り

で北陸本線を北へ渡るが、水田を隔てて右手

に野町集落が望まれ大きな屋敷も見えてい

る。この付近がかっての射水・婦負郡境で同

時に加賀・富山藩境でもあった。 

村外れにある三界萬霊の碑 
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（５）願海寺から小杉手崎まで                 

願海寺から小杉手崎の旧北陸街道 
 
主な見どころ 

 

    

 

NO 名  称 場 所 こ    と    が    ら 

34 
願海寺・ 

七曲り 
願海寺 願海寺城へ向かう七曲に屈曲した道 

35 願海寺城跡 願海寺 
戦国時代の武将寺崎民部左衛門が築城したとされる平城址。今

は石碑のみたっている 

36 道標地蔵 願海寺 光背に「右 小杉道、左 とやまちか道」と刻まれた道標地蔵 

37 
勅使御小休

所跡 
願海寺 慶応 4 年３月、高倉勅使が御小休された舟竹家 

38 
明治天皇御

小休所跡 
願海寺 明治 11 年 10 月 1 日、明治天皇が御小休された佐崎家 

39 長福寺  西二俣 
明応 6 年（1497）開山と伝わる山号「白鳥山」の寺、西二俣

の交差点近くにたつ 

40 
集められた

石碑群 
西二俣 街道筋にあった石碑が集められてたつ 

41 手崎の道標 小杉手崎 
「加賀往還道」との分岐点。「右 とやま、左 いわせ」「判読

不明」の２基がたつ 
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旧北陸街道の様子を残す明治 43 年測量の地形図 

 この図は、江戸期から明治 43 年頃までの北陸街道の様子を表している。車馬通行のための拡幅や鉄道

の敷設、河川改修などにより多少の変更はあったが、「願海寺の七曲り」などの特色ある道路形態が残され

ている。 
 

願海寺七曲りの名残り  
旧北陸街道は、圃場整備された中を西へ願

海寺へ向かうが、所々で名高い「願海寺の七

曲り」古道の面影を見せる。                       

石動の俳人、宇白が元禄 13 年(1700)撰の『

草庵集』に「願海寺の七まがりといふ処にて

」と題して「よけて行く稲つけ馬や沼田道」、

また加賀の句空も「秋の日にまがりかかるや

願海寺」の句を収めている。 

集落の中の圃場整備された道は、再び北陸

本線（舘本踏切）を南に渡るが、手前に「往

還道路の願海寺の七曲」（呉羽山観光協会）の

説明板が立っている。   

地元ではここらを「七軒町」と言い「往

来」とも言っている。道は、西に折れて県道

東老田‐白石線を渡ると右手の奥、水田の中

に「願海寺城址」の石碑が立っている。  

戦国の武将で、織田信長に謀殺された寺崎

民部左衛門の城の跡である。湿地の真った中

にあって沼田を要害とした平城であった。 

 

 
 

 

 

願海寺集落の中の古道「願海寺の七曲り」の面影           願海寺城址の石碑 
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願海寺の旧北陸街道筋で茶屋と言われたところ 

 

願海寺の茶屋 

旧北陸街道は、県道「東老田・白石線」を

渡って通称「茶屋」と呼ぶ集落に入る。今も

道の両側に十数軒の民家が立ち並び、往年の

街道の面影を残している。 

左手に滝脇家があり入口に地蔵堂がある。

堂内に安置された石地蔵の両側に「右 小杉

道」「左 とやまちか道」と彫られている。こ

の石地蔵は

もと邸内に祀られていたが、お告げによって

外に堂を建てたものだと地元の人が説明して

くれた。道標を兼ねた地蔵で刻まれた案内か

ら見ると元の場所は現位置よりもっと東寄り

館本集落の東端であったものと思われる。 

当時茶屋には、放生津方面へ流れる砂川が

横断しており舟着場があって船が荷を運びこ

んで、この地蔵前で売買されたと言う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道筋に安置され道標              地蔵地蔵前の市場 （富山市教育委員会発行  

                      「富山市ところどころ」より）  
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明治天皇の御小休所跡の石碑 

 

史跡の数々
瀧脇家の隣が舟竹家で、その門には「明治

元年三月勅使高倉三位永祐御泊遺跡」「明治七

年三月順徳天皇神霊御還遷二付御小休遺跡」

と読める表札が貼られ注連縄がかかってい

る。  

慶応 4年(1868)1月、鳥羽伏見の戦いで勝

利した新政府軍は、徳川慶喜追討令を発し北

陸道鎮撫使総督の高倉永
な が

祐
さ ち

が北睦各地の藩主

21人に勅書に対する請書を差し出すことを求

めて、同年 1月 20目京都を出発し、3月 10

日に舟竹家に着いている。総勢 1500名に及ぶ

大部隊であった。舟竹家には、今も高倉勅使

が休憩された座敷が残されている。 

次の家が佐崎家で「明治天皇願海寺御小休

所」の石碑及び説明板が立っている。瓦葺の

黒い堅牢な木門が明治 11年当時のまま立ち、

庭も行幸当時のまま保存されている。また御

小休された「御座所」がそのまま保存されて

おり明治初頭の史情が濃厚にただよう一角で

ある。また江戸時代には、両家の間に砂川が

流れ射水郡放生津潟の加賀藩米蔵へ年貢米を

運んだ舟着き場があり「茶屋」と呼ばれた地

域である。腰掛け茶屋、宿屋、店などがあり

大変賑わったところであるが昭和５２年

（1977）排水路工事で川が埋められ舟場も消

滅して面影を無くした。 

街道は、集落を抜け西へ進むと北陸本線に当

たる。ここに昭和 10年頃まで小さな官舎があっ

て一人の番人が土福踏切の遮断機を操作してい

た。今は小さな踏切と成っているが、これを渡

って北側に出る。やがて新堀川の土福橋を渡る

と西二俣の集落に入る。江戸時代の絵図では西

二俣の集落のそばを鍛冶川が流れており、橋に

願海寺二俣境橋と書かれている。現在、鍛冶川

は北陸本線の南側で砂川などと合流して新堀川

となっており、この間も圃場整備によって街道

の面影を無くしている。 

高倉勅使が入られた門に掲げられる表札 
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西二俣の旧北陸街道筋で茶屋と言われたところ 

 

西二俣の茶屋
 旧北陸街道は、集落にかかると道筋が明確

である。地元では「二俣の茶屋」と呼び１０

軒余りの民家がある道筋に入る。 

 ここにも鍛冶川に舟着き場があって天明

年代（1781～88）の頃、１２艘の舟が発着し

ていたと言われ、中老田の加茂社に「三十石

船」の絵馬が奉納されている。 

道は、西へ進み県道富山‐小杉線と交又す

る。「往来絵図」にも「中老田村道」と記載さ

れ、北は下村、南は中老田へ向かう道であ

る。 

交差点には旧北陸街道を挟んで日枝社と長

福寺とがある。長福寺は浄土真宗本願寺派で

山号を白鳥山といい、明応 6 年(1497)順正が

蓮如の弟子となって開いた寺と伝え、境内に

「蓮如上人旧跡」の碑が建っている。 

 西二俣はもと二俣村と称したが、昭和４

０年富山市編入に際し、同名の他集落と区別

するため西二俣と改称した。              

旧北陸街道は、集落を抜け北陸本線に沿っ

て西へ進むと道ばたに地蔵堂のほか「二本松

九平の碑」、「日露戦役戦死者碑」などが建

つ。 

そしてやがて射水市へ入るが「往来絵図」

によると、このあたりに「道番」が記載され

ている。 

 

交差点の角にある長福寺 

 

集められた石碑 
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小杉手崎の旧北陸街道筋 

 

加賀往還道・大手崎 
射水市に入ると北陸本線沿いが工場地帯と

なって昔の街道筋が分からなくなっている。 

さらに街道は、西へ進み県道富山‐高岡線

（旧国道８号）と出あう。これを斜めに横切

り、手崎の集落に入り約 300メートル歩くと大

手崎の辻に出る。この間は、道幅も狭く両側に

旧家や屋敷林を望み街道の面影を色濃く残すと

ころである。 

辻には、加茂社があり戦国時代から江戸時代

にかけて市が立ち大変繁盛した所で、加賀往還

との分岐点でもある。 

天保 10年(1839)の「射水、婦負、新川三郡

御廻往来絵図」では、この地点を起点として描

かれている。  

この辻に道標が二基並び立つ。一基は四角

柱状で風化磨滅して「□□□菩薩」「□□み

ち」「□□みち」とかすかに読める程度である

が、いま一基は自然石で、「右 とやま」「左

いはせ」と明確に読むことができる。道標の

とおり北は、下村を経て東岩瀬に至り、西は

小杉から高岡など経て加賀に向かう「加賀往

還道」である。 

 

手崎の加賀往還道との分かれ道の道標 
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 ４．旧北陸街道（巡見上使道）を歩く          

追分茶屋から中老田までの巡見上使道 
 

 

主な見どころ 

NO 名   称 場  所 事         項 

1 高源寺 追分茶屋 
文久年間に呉羽茶の役所「茶会所」が置かれ、また明治

時代は小学校ともなった寺 

2 道標・石柱 追分茶屋 

巡見上使海道で東山保育所付近の道路工事で出てきた道

標。現在、追分茶屋神明社の鳥居わきに仮置きされてい

る 

3 
土池弥次郎の石

碑 
吉作 「呉羽梨」の生みの親と言われる「土池弥次郎」の石碑 

4 吉祥寺 吉作 

曹洞宗立山寺の下寺で約５５０年前に開山される。境内

には、大蛇がいた池や藩主を相撲で負かし、戒めた小男

の石碑がある。 

5 
太刀山峰右衛門

の石碑 
吉作 怪力で「一月半」の異名をとった第 22代横綱の生誕地 

6 
城山（白鳥城

址） 
吉作 

呉羽丘陵の最高峰に築城された戦国時代の山城、豊臣秀

吉も陣を張ったとされる城跡 

7 一里塚址 吉作 

吉作の一里塚は、跡形がないが昭和 30年代まで残ってい

た。また「三州地理志稿」にも「黒川村より一里六町二

十七間ばかり」と記されている 

8 筆塚 中老田 

２基の筆塚が立つ。中老田が生んだ田中可成と真野成次

の筆塚は当時寺小屋で学んだ子弟らが恩師の死後、建立

したもの。 
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（１）追分茶屋から吉作へ                  

追分茶屋での分岐点  真っ直ぐ西へ巡見上使道、右手へ曲がると旧北陸街道、小杉手崎 

 

巡見上使道とは、江戸幕府が寛永 10年

（1633）第３代将軍家光の時代、全国を６ブ

ロツクに分け、３人１組で国廻りをさせ道路

状況や周辺村落の治安等について視察した時

に使われた街道のことである。富山には複数

の指定路があるが、ここでは、旧北陸街道

（県道富山‐戸出‐小矢部線）追分茶屋から

中老田まで約 4.2キロメートルの道程を紹介

する。追分茶屋で旧北陸街道（富山往還道）

と別れ西へ進むと直ぐ左手の高台に高源寺が

あり参道の脇に地蔵堂が建っている。高源寺

は、曹洞宗の寺で富山藩時代に茶の役所であ

る「茶会所」が置かれ、また明治に入ってか

ら小学校も置かれた、地域と深いかかわりを

持つ寺である。巡見上使道は、さらに西へ緩

く登ってまた下る。右手に住宅団地が見えて

くるが以前に大きなため池（赤嶋池）があっ

たところである。街道沿いには多くの灌漑用

の溜池があって呉羽丘陵からの雨水を受けて

いた。現在大部分が埋められ付近で残ってい

る溜池は、ファミリーパーク前の六泉池と北

陸電力呉羽試験農場の下にある池のみであ

る。追分茶屋から吉作交差点までの約 700メ

ートルの区間は､標高 20～10メートルの起伏

が続き、左手に呉羽丘陵の山頂（城山・145

メートル）が見え隠れをする。なかでも一番

高い山が中世期に築かれた白鳥城跡のある城

山で越中平野の東西を見渡せる軍事上の要衝

であった。戦国時代、豊臣秀吉が越中平定

（佐々成政討伐）の際、本陣を設けたことで

よく知られている。他に、源義仲（木曽義

仲）の部将今井四郎兼平が呉服山に陣をした

とか、また神保長職が天文元年（1532）上杉

謙信の越中進攻に備えてここに築城したこと

などが伝えられ慶長４年（1599）頃まで存続

していたという。昭和 51～57年にかけて、富

山市教育委員会が城跡を発掘調査して、弥生

時代末期・古墳時代初頭の土器、住居跡（竪

穴遺構）などを検出している。その結果県内

初の「高地性集落」の存在を確認している。 
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高源寺の参道と脇に安置された地蔵堂 

右手に見えるのが吉祥寺の裏門 

 

吉作での巡見上使道筋    
巡見上使道は、再び緩い上り坂となる。の

ぼると右手に吉祥寺の裏門が見えてくる。吉

祥寺は、曹洞宗で立山寺の末寺で約 550年前

吉作に開山し村名の「吉作」と深い関わりを

持つ寺である。 

門前に街道沿いの石地蔵が建ち並び、また

裏門は、加賀の豪商木谷藤右衛門の門を移築

したものである。また透かし彫りの夫婦龍

は、木谷家の大庭の門として使用されていた

門で野田山宝円寺（前田利家の菩提寺・住職

は吉祥寺を兼ねておられる）の庵にあったも

のである。 
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吉祥寺の裏門 

 

坂道を下ると JR呉羽駅からの県道吉作‐小

竹線の交差点に出る。この交差点を北へＪＲ

呉羽駅に向かって約 100メートルほど入ると

右手に「太刀山生誕の地」石碑がある。第 22

代横綱太刀山峰右衛門の生家もすぐ裏にあ

る。 
太刀山峰右衛門、出生の石碑 

梨の花が白いじゅうたんのように広がる呉羽丘陵西斜面  呉羽ハイツ下の畑から見た春の梨畑 
 

梨畑を眺めて 

 街道に戻って吉作の交差点の左手には、

呉羽梨生みの親「土池弥次郎」の頌徳碑が立

っている。 

土池弥次郎が日本梨の導入に専念したの

は、明治 30年～40年頃である。特に関東方

面（東京・埼玉・千葉）の農村視察に出か

け、吉作の地に適する作物の苗、７種類を持

ち帰った。 

何回となく試作した結果、長十郎梨の栽培

が良いと村人に推奨した。   

長十郎梨を「呉羽梨」と命名したのは昭和

９年（1934）頃という。 

頌徳碑の隣に「呉羽梨第一選果場」（昭和

43年設立）と「梨会館」（多目的梨研究会

館・昭和 55年創立）がある。 

「呉羽梨第一選果場」の西手に呉羽ハイツ

へ上る道がある。 

この道は、白鳥城址や呉羽ハイツへのアク

セス道路として利用されているが県道富山‐

高岡線へ下り車窓から眺望を楽しむことがで

きる。 

頂上付近にはテレビ塔や展望台などがあり

遠く立山連峰から日本海までが一望できる。

また、呉羽梨の開花時期には白い花が山裾か

ら平地までを埋め尽くし呉羽丘陵に彩りを添

えている。        
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呉羽梨生みの親「土池弥次郎」の石碑 

街道筋から見た城山   尾根沿いに建つＴＶ塔、呉羽ハイツ。右手のいただきが城山 
 

城山を眺めて 
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巡見上使道は、住吉、花木へと緩やかに下

り視界が一変する。右手の北西方面は、梨畑

が一面に広がり、遠く射水平野を眼下にでき

る。また吉作の村はずれに江戸時代慶長９年

（1604）に造られた一里塚の跡があり呉羽山

観光協会の案内板が立っている。  

左手は、城山を眺め、また南西方面に北陸

電力の研修場と試験農場が目に入ってくる。 

周囲には、呉羽青少年自然の家・ガラス造

形研究所・ガラス工房・富山ファミリーパー

クなどがあり、新しい文化施設に出合うこと

ができる。 

また呉羽丘陵周辺には多くの古墳の存在が

明らかになっており古い文化の足跡にも触れ

ることができる。特に富山大学医学部敷地周

辺は「杉谷古墳群」といわれ、いろいろな形

の古墳が存在する。 

中でも、「四隅突出型古墳」は古墳時代の初

期のもので日本海沿岸の出雲（島根県）との

関係が強い。このような古墳群から弥生人の

使用した石器土器などが数多く出土してい

る。 

また、６世紀後半から須惠器づくりが始ま

り、 

その窯跡が 13基確認されている（西金屋セ

ンガリ山古窯跡、金草 1～3号、吉作１・２

号、古沢１・２号など）。 

この地域の小字名には、金草、金屋、金糞
か な く そ

などがあることから製鉄の仕事も行われてい

たようだ。 

 

 

一里塚の跡に建つ案内板 

花木での巡見上使道筋   花木の交差点、左手に曲がると古沢、平岡を経て八尾へ通じる 
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二つの花木 
 巡見上使道筋には、花木が富山市花木と富

山市東老田（字花木）と東西にある。 

昔は、婦負郡と射水郡の郡境で「元和８年

（1622）花木新村一村建許可状」（海内家文

書）によると、この郡境付近に新村を立てる

こととなり、周辺の射水・婦負各村の協力を

得て花木が開発されたものとみられる。 

寛永 16年（1639）以降は、富山藩領・加賀

藩領に分かれている。 

 古代越中国の北陸道には、平安時代の

「延喜式」によれば、坂本一
さ か も と

川人
か わ と

一亘理
わ た り

一

白城
し ろ き

一磐瀬
い わ せ

一水橋一
み ず は し

布勢
ふ せ

一佐味
さ み

の８駅が置か

れていた。 

８駅のうち白城駅の場所がはっきりしない

部分もあり、射水市白石と富山市花木の２説

がある。 

「白城」の白は自
は な

（鼻）の誤字から来てい

ると思われ「はなき」と呼ぶことが出来る。

従って「白城は、富山市花木の地とみたい」

と言う説である。（「富山史壇第２巻１０号」） 

もしそうだとすれば、古代の道は、高岡伏

木の駅から小杉・黒河・花木を通り、小竹の

姉倉比売神社の北に出て岩瀬（磐瀬）駅に向

ったと想像される。 

花木の西隣りは東老田の南部にあたり、旧

街道の道端に小さな地蔵堂と草相撲力士の石

碑３基が立ち並んでいる。また北側の若干離

れた集落周辺に梨畑が集中している。 
東老田の街道筋に建つ 

 

 

中老田での巡見上使街道筋 

 

中老田での巡見上使道 

巡見上使道は、町境の砂川を渡ると中老田

に入る。旧街道と新道（バイパス）に分かれ

るが、両道に沿って「呉羽梨第二進果場」が

建っている。  
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昭和 54年の建設だがそれ以前は、吉作の選

果場（現呉羽梨第一選果場）へ出荷し選果の

労務を集中していた。時代の進展に伴ない老

田地区の栽培面積の増加、他地区の生産量の

増加、吉作選果場処理能力の問題等を検討の

上、老田地区に第二選果場が作られた。当選

果場を利用する生産者は、中老田、東老田、

古沢、池多、射水市黒河、同櫛田にまたが

る。 

 

巡見上使道と県道富山‐小杉線の交差点の

手前南側に、馬頭観音碑・草相撲力士碑、そ

して北側梨畑の一角に、有名な筆塚が２基立

っている。 

１基は田中可成
た な か か な り

の碑である。彼は文政 11年

（1828）から弘化４年（1847）の 19年間、初

めて寺子屋を開設して子弟の教育に当たっ

た。他の１基は真野成次
ま の な り つ ぎ

の碑である。彼は嘉

永元年（1848）から明治元年（1868）の 20年

間、その指導に携わった。当時の寺子屋は 10

歳～15歳の男子が読み、書き、算盤を習得し

た。その子弟らが恩師の死後、使い古した筆

を埋めて築いた墓碑が筆塚である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
田中可成の筆塚                 真野成次の筆塚
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鍛冶川を渡る巡見上使道筋  （橋の向う西側が小字「道番」地域である） 

 

射水市との境  

明治６年８月、中老田に菁莪
せ い が

小学校（現富

山市立老田小学校）が開校した。 

その創立の提唱者は海 内 果
うみうちはたす

、寺子屋の出

身者である。 

菁莪とは「人材を育てる」という意味で寺

子屋の教育目標であった。 

巡見上使道を更に西へ進むと、庚申様と呼

ばれる健康長寿を願う石仏堂がある。ここを

通り過ぎると右側に西南戦争、日露戦争戦役

者の石碑が立っている。西南戦争の石碑は珍

しい。 

鍛冶川を渡ると道番という小字がある地

域に出る。 

寛文６年（1666）加賀藩が道番２人（長兵

衛・間兵衛）を置いて往来する人々の安全を

見守った処である。 

道番を過ぎると巡見上使道は、射水市黒河

へ向かい、そのあと西へ太閤山、水戸田、さ

らに戸出を経て石動、加賀へと続く。 

今回、紹介した巡見上使道は、富山市追分

茶屋の旧北陸街道（富山往還道）との分岐点

から、射水市黒河までの約 4.2ｋｍであった

が、呉羽丘陵から日本海に広がる富山平野の

山側の街道で日本海沿いにある浜街道と趣を

異にしている。 

山裾の梨畑や田とともに海沿いまでが見え

るとても贅沢な街道であった。 

 

 

巡見上使道筋に並ぶ石碑   
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 ５.旧北陸街道の足跡                 

（１）北陸路―旅人たちの踏みあと              
 
およそ３２０年前、芭蕉が北陸路を辿った

ことはよく知られている。越中国を通り抜け

たのは元禄２年７月のことであった。それ以

前にも、またそれ以降にも、どれだけの旅人

たちがこの国を通り過ぎたことか、その数を

知るべくもない。 

しかし、この旅人たちのうち、幸いにして

旅日記や道中記を残した人たちがいた。これ

らの記録のうち、特に富山（県東部）・高岡

（県西部）間をどの経路で移動したか、この

点に焦点を絞って調べてみると次表の結果が

得られた。 

中世・近世における越中の国を旅行した主な記録表 

NO 筆者 タイトル 年月・時期 
出発

地 
旧越中国内での経路 

目的

地 

道路

番号 

１ 
法印 

堯恵 

善光寺 

紀行 

1465年 7月 

（寛正 6年） 

加賀 

鶴来 
→利波山→二上山→布施海→奈古浦→

水橋→早月川→四十八ヶ瀬→親不知→ 

善光

寺 

②①

② 

２ 
准后 

道興 
廻国雑記 

1486年 6月 

（文明 18年） 
京都 

→石動山→練合→岩蔵川→大森→立山

禪定→地獄→宮崎→さかい川→ 

諸国 

廻遊 

①⑦

② 

３ 
冷泉 

爲広 

越後 

下向記 

1491年 3月 

（延徳 3年） 
京都 

→倶利伽羅→蓮沼（遊佐館）→石動→佐

加野→六渡寺→放生津→練合→奈古浦

→海老江→足洗→四方→岩瀬→日方江

→村椿→宮崎→ 

越後 

国府 

②①

② 

③ 
冷泉 

爲広 

越後 

下向記 

1491年４月 

（延徳 3年） 

越後 

国府 

→宮崎→魚津（椎名館）→（舟）放生津

→ 

蓮沼→竹橋→ 
京都 

②①

② 

４ 
大淀 

三千風 

日本行 

脚文集 

1683年 6月 

（天和 3年） 
仙台 

→境川→愛本刎橋→片貝川→魚津→藤

橋→ 

材木坂→室堂→岩瀬野→富山→高岡→ 

埴生八幡→倶利伽羅→ 

諸国 

廻遊 

②①

⑦②

④② 

⑤ 
松尾 

芭蕉 
奥の細道 

1689年 7月 

（元禄 2年） 
江戸 

→市振→四十八ヶ瀬→入善→那古浦→

高岡→卯花山→倶利伽羅→ 
大垣 

②③

② 

⑥ 
河合 

曽良 

曽良 

旅日記 

1689年 7月 

（元禄 2年） 
江戸 

→市振→四十八ヶ瀬→入善→那古浦→

高岡→卯花山→倶利伽羅→ 

伊勢

長嶋 

②③

② 

７ 
今枝民

部直方 
壬申紀行 

1692年 10月 

（元禄 5年） 
金沢 

→埴生→高岡→大門→小杉→草島→岩

瀬→ 

滑川→魚津→三日市→境川→ 
江戸 ② 

８ 
今枝民

部直方 

甲戌旅日

記 

1694年 12月 

（元禄 7年） 
金沢 

→竹橋→今石動→高岡→大門→小杉→

下村→四方→草島→岩瀬→滑川→魚津

→入善→泊→ 
江戸 ②③ 

⑧ 
今枝民

部直方 

甲戌旅日

記 

1695年 2月 

（元禄 8年） 
江戸 

→市振→入善→滑川→岩瀬→布目街道

→小杉→大門→高岡→倶利伽羅→ 
金沢 ② 

９ 
今枝民

部直方 

越年使役 

日記 

1713年 12月 

（正徳 3年） 
金沢 

→立野→小杉→布目街道→岩瀬→滑川

→ 

三日市→市振→ 
江戸 ②③ 

⑨ 
今枝民

部直方 

越年使役 

日記 

1714年 2月 

（正徳 4年） 
江戸 

→市振→相本→三日市→魚津→富山船

橋→ 

呉服町→安養坊→小杉→高岡→今石動

→ 

金沢 
②④

② 

10 
今枝民

部直方 

庚子・享

保東武使

役志 

1720年 4月 

（享保 5年） 
金沢 

→倶利伽羅→立野→高岡→小杉→布目

街道→岩瀬→魚津→相本橋→泊→親不

知→ 
江戸 ②③ 

⑩ 
今枝民

部直方 

庚子・享

保東武使

役志 

1720年 5月 

（享保 5年） 
江戸 

→市振→長沼→魚津→相本橋→三日市

→滑川→岩瀬→小杉→高岡→倶利伽羅

→ 
金沢 ③② 
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⑪ 橘三喜 
一宮 

巡詣記 

1696年 7月 

（元禄 9年） 
越後 

→（舟）魚津→滑川→下田→芦峅→立山

→ 

富山→船橋→六渡寺→氷見→能登鹿島

→ 

全国

巡詣 

③②

⑦① 

12 
摩詰庵

雲鈴 

摩詰庵入

日記（上） 

1700年 5月 

（元禄 13年） 
明石 

→今石動→井波→氷見→放生津→富山

→魚津→ 糸魚川→ 
越後 

②①

② 

⑫ 
摩詰庵

雲鈴 

摩詰庵入

日記（下） 

1700年 3月 

（元禄 13年） 
佐渡 （舟）出雲崎→魚津→高岡→金沢 関西 ② 

13 句空 
越中大岩

山紀行 

1703年５月 

（元禄 16年） 
金沢 

→今石動→有磯→雨晴→奈古浦→富山

→ 

大岩山→西田国泰寺→布勢の湖→唐島

→高岡→安居寺→ 

金沢 
②④

⑤⑦ 

14 磯一峰 越路紀行 
1704年 9月 

（宝永元年） 
姫路 

→石動→高岡→二上山→船橋→富山→

水橋→滑川→魚津→片貝川→黒部川→

泊→ 
越後 

②④

②③

⑦ 

⑮ 
加賀御

殿女中 
美知能記 

1754年 4月 

（宝暦 4年） 
江戸 

→市振→舟見→相本橋→浦山→魚津→

滑川→東岩瀬→草島下村→小杉→高岡

→ 
金沢 ② 

⑯ 
加舎 

白雄 
北越紀行 

1770年 4月 

（明和 7年） 
江戸 

→境川→刎橋跡→富山船橋→高岡→石

動→倶利伽羅→ 
京都 

②④

② 

17 
高山 

彦九郎 

乙未の春

旅 

1775年 3月 

（安永 4年） 
京都 

→竹橋→猿が馬場→源氏ヶ峰→卯の花

山→今石動→和田→高岡→蓮花寺→大

門→小杉→二俣→峠茶屋→船橋→水橋

→滑川→魚津→愛本→泊→宮崎→境川

→ 

諸国 

廻遊 

②④

② 

18 菊舎尼 手折菊 
1782年 5月 

（天明 2年） 
長門 

→金沢→津幡→（高岡～富山間・不詳）

→相本橋→親不知→ 

諸国 

廻遊 

②④

② 

19 橘南谿 東遊記 
1785 年 12 月

（天明 5年） 
京都 →金沢→小杉→富山→魚津→ 

諸国 

廻遊 

②④

② 

20 
石崎 

古近 
立山禅定 

1797年 7月 

（寛政 9年） 
福光 →富山→芦峅→立山禪定→岩峅→ 福光 

⑤②

④⑦ 

21 
仙果亭

嘉栗 

北国路 

之記 

明和・天明期

3月 
江戸 

→舟見→相本刎橋→魚津→滑川→富山

→ 
金沢 

②④

② 

22 
石崎 

古近 

文化壬申 

紀行 

1812年 2月 

（文化 9年） 
福光 

→今石動→高岡→四方→魚津→片貝川

→浦山→相本橋→親不知→ 

諸国

漫遊 
② 

23 
野田 

泉光院 

日本九峯 

修行日記 

1815年 8月 

（文化 12年） 
金沢 

→能登（気多神社・総持寺）→穴水→石

動山→宇波→伏木→八幡→富山→楡原

→飛騨→ 
飛騨 

①④

⑧ 

23 
野田 

泉光院 

日本九峯 

修行日記 

1816年 6月 

（文化 13年） 
越後 

→市振→魚津→大岩→岩峅→立山禪定

→富山→魚津→泊→ 
越後 

②⑦

② 

 

24 

 

銭屋 

五兵衛 
東巡紀行 

1821年 2月 

（文政 4年） 
金沢 

→倶利伽羅→小矢部（舟・国府、西岩瀬、 

滑川、魚津）→三日市→相本→市振→泊

→ 

善光

寺 

②舟

② 

25 
尾張 

藩士某 
三の山廻 

1823年 6月 

（文政 6年） 
尾張 

→竹橋→猿が馬場→石動→舟（高岡）→

伏木→六道寺→堀岡→百塚→船橋→大

森→芦峅→室堂→立山→地獄→藤橋→

上市→三日市→ 

刎橋→越後→ 

越後 

②舟

①④

② 

26 
加賀 

藩士某 

越の 

海っと 
天保期 2月 金沢 

→倶利伽羅→石動→高岡→大門→八塚

→下村→打出→草島→岩瀬→滑川→魚

津→生地→ 
江戸 ② 

㉖ 
加賀 

藩士某 

越の 

海っと 
天保期 2月 江戸 

三日市→魚津→常願寺川→千原崎→草

島→ 
金沢 

② 

③ 
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打出→定塚→高岡→今石動→卯の花山

→竹橋→ 

㉗ 真龍院 
東都より

御紀行 

1838年 8月 

（天保 9年） 
江戸 

→市振→泊→四十八ヶ瀬→滑川→東水

橋→千原崎→下村→小杉→高岡→今石

動→竹橋→ 
金沢 ② 

28 
金子 

盤蝸 
立山遊記 

1844年 6月 

（天保 15年） 
金沢 

→高岡→小杉→安養坊→富山→大田村

→善名村→芦峅村→立山三山→多枝原

温泉→日石寺→立山寺→富山→安養坊

→北野村→高岡 

金沢 

②④

⑦④

② 

29 
山本 

渓山 
入越日記 

1851年 7月 

（嘉永 4年） 
高岡 

→大門→小杉→安養坊→船橋→大森→

芦峅→立山三山→岩峅→富山→高岡 
高岡 

②④

⑦④

② 

『表の見方』 
（１）旅日記の番号は年代順に配列した。 

（２）ＮＯの番号のうち、黒数字は越中の国を西から東へ、白抜きの数字は東から西へ通り抜けた記録

である。 

（３）アンダーラインを付した数字は越中の国内で折り返した記録である。 

（４）○で囲んだ道路番号は、次ページの図中に示した道路番号である。 

 

当然のことながら旅の道筋は、時代的に道

路・往還の有無に大きく左右されるし、その

旅の目的によっても大きく影響を受け、さら

に人は場合によっては殊更に回り道をするこ

ともいとわないものである。 

 旅立には、何らかの目的があったであろ

うし、その目的によって旅の区分を試みると

次の通りとなる。 

（１）宗教的な志向・目的による旅行（巡礼、

抜け参り） 

（２）俳諧、その他の門流一派の影響力拡大の

ための旅（使命感の旅） 

（３）知的、好奇心あるいは勉学・修行のため

の旅（他国修行の旅） 

（４）全く気ままな遊覧の旅行（風来坊の旅） 

（５）大名の行列、又は重臣・奥方などの多数

の家臣、従者を従えた旅（公務、公用の旅） 

（６）その他、旅の途上、状況の急変に伴う道

順の変更等など。 

このほかにもまだまだある。 

中世・近世において越中国を旅行した主な

記録を列挙し表に掲げる道順を次ページの図

に配置し整理してみると次のような結論が得

られた。 

（１）15世紀までの旅日記には、富山町も高

岡町も登場しない。もっぱら富山湾沿いの浜

街道が利用されていたようである。 

（２）16世紀、17世紀前半の記録に調査の手

が届かなかったが、17世紀の終わり以降にな

ると富山町の記述が現れる。（④大淀三千風以

降）同時に峠茶屋、安養坊、さらに船橋など

が見られるようになる。 

（３）金沢藩前田氏の参勤交代の道は、富山

城下を通らない経路で宿駅が整備されたた

め、その奥方（○2７）や重臣今枝民部（⑦～

⑩）加賀藩士某（〇26）などは富山町を通る

ことはなかった。頻回に金沢・江戸間を往復

した今枝であるが、富山城下を通過したのは

正徳 4年 2月「越年使役日記」（⑨）の 1回の

みであった。 

（４）一部に舟（海路）を利用しているもの

もある。 

ア）冷泉爲広・橘三喜（越後→魚津間） 

イ）銭屋五兵衛（小矢部→魚津間） 

（５）越中国守として在任した大伴家持の頃

（746～751年）の国内の道路網については、

全く調  査が及ばなかった。 

（６）木曽（源）義仲の挙兵後、（1180年、

治承 4年）倶利伽羅の戦いに向け、軍勢をど

のように越中国内を進めたのか、これも不明

に属する。現在の高岡市常国には「旭将軍弓

泉碑」があり、この碑は巡見上使道（呉羽・

中田間⑤）に面して設置されており、確から

しい伝承で彩られている。 

（７）愛本（相本）の刎橋は貞享年間に架設

され、四十八ヶ瀬の満水期（旧暦２～６月

頃）にのみ使用された。越中路にかかる頃の

芭蕉主従は、旅立ってからすでに４カ月目に

かかっており、折柄の炎暑続きで相当疲れて

いた。そのうえ芭蕉は能生を過ぎたあたりで

徒渉中に転倒してずぶ濡れになり、しばらく
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河原で衣類を乾かすと言う椿事があった。市

振りの後は馬を求めて入膳へ向かったが生憎

馬がなく人夫を雇って荷を持たせて旅を続け

た。従って芭蕉は、愛本刎橋を通っていない

と見られる。なお曾良は日記に「雨ツツク時

ハ山ノ方ヘ廻ルヘシ。橋有。壱里半ノ廻リ坂

有」（７月１３日の条）と書いているが、これ

は途中で耳にした情報を書き留めたものであ

ろう。 

およそ以上のようであるが、旅行記を通読

して複数の筆者が富山町の各戸に掲げる「表

札」が他国にはない珍しい風習として書き留

めている事が印象に残る。 

前掲の表および図で、およその見当をつけ

て頂けたかと思うが、以上が明治前までの北

陸路の概略である。なお表中に掲げたうち末

尾の 2編の紀行文は、従来ほとんど知られて

いないものと思われるので、その富山・高岡

間の記述を中心に関係部分を以下に示す。 

中世・近世における街道名と道路番号 
越中国内の道路は、便宜上、富山県教育委員会編集「富山県歴史の道調査報告書―北陸街道―」（昭和

57 年）に掲載される図（同書Ｐ．１2,13）による事とした。なお、この図は「加越能三州地理志稿」の図

を原図としている。
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 ◆金子盤蝸 

『立山遊記』 
 

多枝原温泉の図と「立山

遊記」の原稿図 

この図は、金子盤蝸

が天保 15年に同じく加

賀藩士であった榊原三郎

兵衛のむすこ思斉と連れ

だって立山三山、その外

を巡ったときに描いたも

の。 

また原稿図は、金子

盤蝸の「立山遊記」（部

分）である。 

なお、金子盤蝸

（1863年没、享年 71

歳）は代々加賀藩の儒学

者の家に生まれ、登山を

好み、若いころには富士山や浅間山

にも登っている。この立山登山の

後、58歳で白山にも登ったから、江

戸期盛んに行われた三山禅定（富士

山・立山・白山の三山）を達成した

人と言える。著書には『白岳遊記』

『直海谷遊記』などもある。
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以下の分中のひらかなの表記部分は、読みやすくするため編者が追加した送り仮名である。

（天保十五年六月の条） 

【往  路】 

二十三日（新暦八月六日） 

［高岡高峯宅発］  

晴天、昨日ノ如シ。早朝ヨリ村鶴来たる。

五ッ時朝食。半村砂糖 并梅干ヲ贈ラル。五

ッ半時高峯氏ヲ出ス。村鶴同道ニテ熊野権現

祠ニ遊ブ、大社也。村鶴喬居ヲ訪フ。此の節

野村ト云フ処ノ画馬ヲ画ク。 

 板ニテ二間半ニ五尺也。賤ケ嶽七本鎗ノ

図ヲ極彩色ニテ画ク。半ハ出来也。門前ヨリ

桜ノ馬場ヲ望ム。甚だ静閑也。 

［小杉］  

小杉ニ至ル。此の辺並木ニテ松蔭風涼シ。

小杉ヲ過ぎテ東へ分ル。富山道ナリ。此ヨリ

並木ナク、炎暑堪え難し。沃野極目良田美

地、三州第一ノ地ナリ。路ノ傍ニ廃筆塚有

リ。碑面廃ノ字疒ニ従ヒ、廃ノ字畫壊れ誤ま

りて読む可からず。土人ニ問いテ廃ノ字ナル

事ヲ知ル。村人の作字往々此の如し。 

追分ニ至り午飯ス。此レハ安養坊嶺下ニ在

リ。井波ト小杉トノ追分ナリ。茶店二軒有

リ。井波ハ西北八里斗りニ当ル。此ヨリ富山

ヘハ一里也。追分ヨリ少シ東ニ進ミ、二丁上

ル嶺也【安養坊峠ト云う】。 

嶺上望佳也。此の小嶺ハ西北ニ邐迤トシテ

三四里斗りモ連ル。富山城ノ南ニ至リテ止

ム。嶺上ニ鬼子母神ノ寺有リ。嶺ヲ下レハ途

廣ク、松ノ並木有りテ馬場ノ如ク、甚だ平ナ

リ。涼風習々タリ。 

［旅籠町菊屋泊］  

七ツ時富山ニ至ル。旅籠町菊屋清次郎方ニ

泊ル。楼上風爐ニ雲龍釜ヲ飾り、茶人ノ様子

ニテ、庭上モ甚だキレイ也。庭ノ後ハ竹藪有

リテ、其の後ハ青木、寺西抔云う武家也。小

鼓ノ声ヲ聞ク。今夕藪ノ内ニ数千ノ雀来たリ

栖みテ其の声嘖々トシテ喧シ。〈……〉甚だ

シ。夕食、汁豆腐煮物センマイ、湯波焼物年

魚タラズ。余持参ノ茶ヲ煎レテ主人ニ進ム。

今日七里ナリ。 

 

二十四日 

[富山発] 

晴天、熱甚だし。八ッ半時ヨリ曇ル。昨日

今日四方雲起リテ終日立山見ず。朝飯菜汁豆

腐瓜ノナマス。六つ半時宿ヲ出ズ。一里斗リ

ニテ太田本郷村ニ至ル。此辺広原ニテ太田ノ

村ノ名、其の内ニ本郷西太ト云フ小名アリ。

村ノ東南ニ石原有リ。此ノ辺又不毛ノ地多

シ。蓋シ地多リ人少なキ故ナリヤ。茶店一軒

有リ[又宿屋モスルト云]。門外ニ稺松多ク植

ユ、不毛ノ地故松ヲ植ユルナルベシ。又古松

一株有リ、富山ノ領界ナリ。此ノ辺ヨリ田間

ハ皆ナ糸スゝキニテ見事也。常ノスゝキハ見

ず。路上ニ多ク刈リテ乾かス。之ヲ問うニ曰

ク馬ノ飼料ニスルト。一里過ぎテセンナ村

也。家数十軒斗リ、此の辺都テ人家少なシ。

此の辺ニテ横井村仁右衛門ト云う百姓立山中

語ニ傭う也。凡富山辺ヨリ立山導夫ニ傭ヒ呉

トテ百姓四五人モ出テ迎フ也。但シ導夫ノ

事、富士山ニテハ先立ト云い、白山ニテハ彊

力ト云い、立山ニテハ中語ト云う。三山ニテ

導夫ノ名ヲ異ニスレ共、其実ハ一ナリ。太田

村ヨリ能美群中嶋百姓孫右衛門、伝右衛門、

長右衛門ト云う三人ノ者同道シテ五人組トナ

リ中語ヲ一人傭フ。代六百文ト定ム。依テ此

ノ処ヨリ五人ノ荷物ヲ長右衛門ニ負わスナ

リ。 

帰路足峅村吉祥房ノ僧云ウ。凡ソ登山ノ者

当村ニ止宿スルモノハ旅人ヲ三十四房ニ順還

ニシテ止宿スル也。其の故ハ房ニ好シ悪シ有

ル故、好キ房ニノミ多ク泊ルトキハ悪シキ房

ハ難儀ニ及フナリ。登山ノ人モシ金沢ヨリ好

キ房ノ方ヘ知音有ラハ其の方ヨリ紙面持参ス

ベシ。左スレハ房ヨリトガムル事ナシ。其の

時、中語途中ヨリ傭ワベカラズ。途中ニテ傭

ヒ来ルトキハ当村ニテ邪魔ノ事有ル故、泊リ

ノ坊ヨリ中語ヲ扶ミ出ス事ナレバ、ソマツナ

キ也。(中略) 

[中の番村] 

又、一里過ぎテ中ノ番村茶屋アリ。此の辺

広原ニテ不毛ノ地多シ。又進ム。大石以テ造

リタル長堤有リ、是成願寺川ナリ。堤ノ御普

請ハ驚目ス。広大ノ事ナリ。此の川大河ニテ

河幅広シ。川ハ二瀬ニナリテ舟渡ナリ。舟賃

六文也。川ヲ渡レハ山麓ニ入ル。路傍ニ六尺

地蔵尊アリ。樹々ニテ風涼シ。此処ニモ中語

ノ者多ク集まリ客ヲ迎フナリ。 

[岩峅寺村] 

此ヨリ半里斗リニテ岩峅村也。(中略)二十

四坊ニ百姓十軒斗リモ有ベシ。貧村也。中語

案内ニテ多賀坊ニ入ル。貧家ナリ。岩峅、足

峅二村ノ坊ハ皆天台宗ナリ。去れ共皆妻子有

リテ俗家ノ如シ。此れ又一種ノ僧ニテ他ニナ

キ事也。住僧ハ三十才斗リニテ、妻ナル者此

のセツ乳巌ヲ病ミ甚だ難儀ス。手飯ス。僧ヨ

リ素麺酒ヲ出ス。カタ瓜ヲ水ニ浮カシテ肴ニ

進ム。何レモ食ニ堪ヘズ。茶代トシテ五人ヨ

リ三百五十文贈ル。僧ヨリ半切ニ血盆経ヲ印

シタルト、又小符一紙ヲ渡ス。代十二文也。
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此ハ地獄谷ニテ血ノ池ヘ収ムル事也。又山銭

一人に百五十文ヲ出ス。 

僧ヨリ講取ヲ渡ス。文ニ曰ク、 

覚   

一御山銭 金沢五人分 右ハ於当境致囗留候

也  辰六月廿有四   

 御役僧中   立山別当岩峅寺  印   

右ノ請取ハ室堂ニテ僧ニ渡ス事也。若シ此

ノ請取書誤マリテ紛失スル時ハ室堂ニテ又一

人ニ百五十文ツツ可出約束也。(中略) 

 

【復  路】（立山下山後、大岩不動か立山寺を

参詣、利田村六右衛門を訪ねて帰路につく） 

七月朔日 

［利田村発］  

晴天。五ツ時辞しテ発ス。猶三郎両三日逗

留イタシ玉ヘト留むレ共、強いテ発足ス。主

人村外れ迄送ル也。此れヨリ富山ヘ一里三十

丁也。村ヲ出スレハ成願寺川也。此の節ハ廣

原ニテ、水ナシ。 

秋水俄かニ至ル頃ハ時々人損シ在リ、心得

ヘキ也ト云う。此の辺ハ沃野良田ナリ。 

土人云う、成願寺川上流東ノ方へ分ルゝ用

水二十七道、西ノ方へ分ルゝ用水九道ナリ。

此の如き故ニ下流夏日ハ水無シト云う。田地

ヲ養う事知ルベシ。  

一里ニテ新庄村家数四百軒、足軽三人、富

山へ三十丁也。村ノ入口ニ神社有リ。好キ宿

也。此の宿ハ家数多シ。去れ共富山へ近ケレ

ハ諸村ヨリ直ニ富山ニテ用ヲ弁ス、故ニ此の

宿ハ寂寥タリ。富山迄ハ途平廣ナリ。三十丁

余ノ間、途上へ藍ヲ干シ人馬ニ踏マシム。此

の如くスレハ早ク乾キテ色ヨシト云う。 

［富 山］    

富山舟橋ノ茶屋ニテ中飯ス。卵ノフワ煎、

焚鮎也。二品共に風味甚だ悪シ。廓ヲ出テ一

二丁斗りニテ西へ回リ、桜谷ニ遊フ。 

此レ安養坊峠ノ連キ也。一丁斗り田間ヲ往

キ山ニ倚り小寺在り、法羅田山長慶寺ト云

う。此の寺ニ古木ノ桜一株在リ。八重一重ニ

咲キ分くト云う。 

山上ニ伊豆石ニテ長さ三尺斗りノ五百羅漢

在リ。二十年前ヨリ初めテ作リ、一両年ニテ

全ク具ルト云う。此れ迄山嶺に列べ置タレト

モ、春秋遊山ノ人多ク、旦ツ風雪ニ損スル

故、此の頃ハ日々人夫ヲ出シ、皆寺ノ後へ移

ス也。    

和尚ヲ瑞芝ト云う。金沢ノ人ニテ、松月寺

先住ノ弟子ニテ、余ヲ見知ル。余ハ面ヲ知ら 

ずト雖モ、先人ノ旧ヲ話シ、茶ヲ煎れ、菜

ヲ進ム。三十餘歳斗りノ人也。寺ヲ出で山上

へ上レハ、丈一丈斗りナル銅ニテ座像ノ地蔵

尊有リ。見事ナリ。山嶺ニ釈伽佛ノ三尊石像

在リ。嶺上風景甚だ美ナリ。東南ヲ望メハ富

城眼下ニ在リ。神通川洋々トシテ南ヨリ東ニ

流ル。 

後ヲ顧レハ、正面ニ能州諸山黛ノ如ク横わ

り、正北ハ大海ニテ境辺迄遥かニ見ユル。又

濱海ノ諸村海道並木ヲ見ル。一里斗り外ナル

ヘシ。安養坊峠ハ西南ニ在リ。今日暑強シト

雖ど、嶺ヲ渡ルニ風甚だ涼シ。 

嶺上赤土小松在リ。二丁斗り往きテ安養坊

峠ノ茶屋ノ前ニ出ル也。小杉ヲ過ぎテ大門駅

ニ至ル。 

［折橋宅］  

北野村折橋甚介ヲ訪フ。北野ハ大門ヨリ二

三丁北ニ在リ。甚介ハ十村役ニテ御扶待人

也。僧仁鳳ノ知己故ニ轉書ニテ訪う也。時ニ

七ツ時也。甚介号清狂山人、春琴門人、画ヲ

能くス、詩モ少シ作ル也。年四十餘歳。伜ハ

養子小右衛門ト云う也。三四日モ逗留スベク

由ニテ留ラル。席上酒肴素麺ヲ出ス。今日、

能州寺口惣持寺家老江尻邑左衛門、号蓊松、

當時隠居ニテ頼門ノ儒者、年四十餘歳也。今

日叉此の家ニ来たリ宿ス。色々話有リ。 

二日 

折橋宅滞在 暑甚だシ。八ツ時雷鳴。夕方

涼気有リ。今日蓊松ハ川口谷昌寺隠居雪荘和

尚ノ方へ趣ク也。終日書画ヲ見、詩ヲ作ル

也。壁上ニ明人絹地山水掛ル。讃に曰く。 

晴雲淑気満人寰  晴雲淑気人寰に満つ 

樹色花枝照両間  樹色花枝両間を照す 

策枝堂臨聊試屨  枝を策し堂に臨みいささ

か履を試みる 

春光正在屋頭山  春光正に屋頭の山にあり 

書画ノ体、萬暦以上ノ人ナルヘシ。今朝主

人庭砌ヲ洒掃シ、床ニ古銅ノ花器ニ百合ノ花

ヲ挿ミ、香ヲ焚き茶ヲ煎ル。甚だ情致有リ。 

三日 

［北野村発］  

暑昨日ノ如シ。主人則重ノ刀ヲ示ス。長さ

二尺三寸、刀ノ形細シ、ニホヒ甚だ深ク、

所々ニ飛アリ。星光ノ如ク、甚だ見事ナリ。

唯恨むラクハ中子ヲ磨リタリ。主人曰く、小

杉辺ニ寺林清一郎ト云う者有リ、行平ノ太刀

ヲ所持スト云う。夕方主人同道イタシ川辺へ

納涼ノ約在レ共、長逗留故ニ辞す。(下略) 
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 ◆山本渓山『入越日記』（抄）                

山本渓山の「越中立山採薬行・布勢円山探訪」原稿図]  

山本渓山は、京都の本草家山本亡羊の六男、25歳の時、祖父の生家高岡の日下家を訪問し、立山で薬草

などを採取した。その旅行記の原稿図である。約四十日間かけて能登半島を一周し、七月十四日夕刻、高岡

日下家に戻った渓山は数日を休養にあて、この間に瑞龍寺の曝書など鑑賞したが、席のあたたまる間もな

く、七月二十二日朝、高峰元稑（高峰譲吉の父）・下僕与二郎と三人で、微雨の中、立山採薬に出立した。

下山後は祖父封山撰文の碑を布施円山に訪ねる。 

（嘉永四年七月の条） 【往  路】 

二十日（新暦八月十六日） 

高峰元稑来タリ、立山へ登ルノ期ヲ定ム。 

廿一日 

日下氏母、余ノ為メニ麨ヲ製シ、并セテ塩茄、

白梅ノ類ヲ具シ、以テ山中艱食ノ備ヘトナス。 

廿二日 

立山へ出立 微雨、黎明ニ高岡ヲ発ス。元稑ト

ー僕与二郎ト曰ウヲ倶ニス。大門ニ至レバ長橋

アリ。大水ノ柱ヲ毀ツヲ以テ、別ニ小舟アリテ

人ヲ済ス。  

小杉ヲ経テ手先村ニ至レバ、新穀スデニ登リ、

家々瓏米ノ声アリ。安養坊ニ至リ、茶店ニ憩

ウ。店ノ倚小ナリ。北冨山下瞰スレバ、神通川

ノ舟橋ハ連娟トシテ横タワル箸ノ如シ。然レド

モ人其ノ上ヲ過グル者小ナルコト蟻ニ啻ナラ

ズ。冨山ニ至リ民家ニ宿ス。  

高岡ニ比ベテ更ニ繁ナリ。高岡ハ六千余戸ニ止

マレドモ、冨山ハ則チ一萬戸ヲ過グ。而シテ

往々丸散ヲ散ツヲ以テ業ト為ス。 

船橋ハ舟ヲ用ウルコト六十四艘、前ノ森田ノ者

ニ比べテ更ニ大トナス。 

商賈ノ家、小木片ヲ刮リテ己ガ名字ヲ題シ、之

レヲ戸外ニ釘スモノ、戸ヲ比ベテ皆ナ然リ。菜

店ノ鬻グ所ハ均亭李多シ。 

客舎ノ楼ハ街ニ臨ミ、魚菜ヲ売ル者ノ朅来絶エ

ズ南瓜ヲ売ルノ児数輩来タリ、高ク叫ビテ南瓜
なんくわん

南瓜
なんくわん

ト言ウ。余初メ倦臥シテ之レヲ聞キ、蹶然

トシテ起キ、耳ヲ竦ダツルコト久シクス。以テ

洛賈ノ及バザル所トナスナリ。 

市声嘖々不堪譁 市声嘖々譁シキニ堪エズ 

午夢醒来且喫茶 午夢醒メ来タリ、且ツ茶ヲ喫

ス 

誰憶賈児亦知字 誰カ憶ワン賈児モ亦字ヲ知ル

ト 

直将漢語売南瓜 直ニ漢語ヲ将ッテ南瓜ヲ売ル

廿三日 

［至芦峅］ 

与二郎ヲシテ舂米三升、艸鞋十雙、酒一瓢ヲ具

ェシム。新庄ヲ経テ、常願寺川ノ渡シヲ過ギ、

湶村ニ至ル。漸ク異草多ク、猿猴草ヲ得タリ。

大森ニ至飲ス。一千銭ヲ以テ中興一人傭ウ。負

担シテ先導スル者之中興ト謂ウ。岩峅寺ニ至リ

此ヨリ山路ニ入ル。一院ニ詣デ、紙引ヲ乞イ、
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以テ山ニ登ル。横江村ヲ経テ、広原里許リ、

下、正明川ニ臨ム。水ノ傍ニ石灰砿多シ。血流

村ヲ経テ禿山ヲ越エ、足峅ノ宿ニ至ル。此ノ地

ハ山嶺ヲ距ツコト尚九里八町ト云ウ。紅花、蛍

袋、甘遂、山蓼、木本呴吻、般之木、斑葉鶏腿

児ヲ得タリ（中略） 

【復  路】 

廿六日 

［地獄谷］風雨未ダ已マズ。早起シテ地獄谷ニ

赴ク。道ヲ挟ミ池有リ。一ハ曰ク三繅ヶ池、一

ハ曰ク緑池。或ハ之レヲ八寒地獄ト謂ウ。並ビ

テ雲霧ノ晦冥ナルヲ以テ水涯ヲ知ル能ワズ。行

ク事数町、此レヨリ満山皆ナ是硫黄、硫赤、或

ハ細白砂ニシテ処々黄暈ヲ作リ、緑塵ノ如シ。

然シテ臭気鼻ヲ撲シ、此レニ至リテ雲霧モ亦起

ル能ワズ。草木モ亦生ズル能ワズ。平地皆熱

ク、以テ久シク立ツ可カラズ。 

杖ヲ以テ土ヲ穿ツニ尽ク沸々トシテ気ヲ出ス。

地獄ハ其ノ名ノ有ル者ハ状、野池ノ如シ。小ナ

ルハ二三間、大ナルモ亦四五間ニ止マル。其ノ

奇ハ言ウニタウベカラズ。只称号ノ雅馴ナラザ

ルヲ恨ムノミ。一ニ曰ク間男地獄、二ニ曰ク等

活地獄、三ニ曰ク八幡地獄、湯熱猛烈、其ノ沸

上スルモノ高サ五六尺、声モ亦タ壮大ナリ。四

ニ曰ク、紺屋地獄、水色青碧ニシテ染戸ノ帛ヲ

浸ス水ノ如シ。五ニ曰ク糕屋地獄、乳花ノ沸上

スルモノ団子ノ如ク然リ。六ニ曰ク油屋地獄、

水色灰白ニシテ面ニ油暈ノ如キ者有リテ、黄褐

冉々タリ。七ニ曰ク鍛屋地獄、此ノ最モ畏ル可

キ状ヲ為ス。竈突ニ類シ、気内ヨリ生ズル者鼓

鞴然ト響クコト轟雷ノ如ク、或ハ奔流ノ巨巌ニ

激スル如ク、湯気直上シテ猛火方ニ上ニ揚ルニ

似タリ。硫黄ノ凝結スル有リ。其ノ色正黄ナ

リ。人敢エテ近ヅキ視ル者ナシ。八ニ曰ク百姓

地獄、池稍ヤ広潤ニシテ四五間アルベシ。湯ノ

沸リ所三四並ビ起リテ農ノ水ヲ争ウ如シ。最後

ニ血ノ池ナル者アリ。水色ハ淡赭、復タ沸キ起

ラズ。其ノ余ノ小ナル者其ノ数ヲ知ル能ハズ。

地ノ稍ヤ窪下スル処、尽ク皆ナ沸々トシテ乳花

ヲ生ズ。小祠多シ。擲銭ハ宿ヲ経テ皆ナ青鑡ヲ

生ズ。 

帯刀ノ者皆ナ之レヲ室堂ニ留メ、敢エテ佩ビズ

シテ去ル。然ラザレバ、皆硫黄ノ熏敗スル所ト

ナル。地獄谷ハ既ニ遍ク見タリ。乃チ下山ス。

少シク旧路ヲ改メ、一ノ谷ニ至ラズ、姥懐ヨリ

径ハ弥陀ヶ原ニ出ズ。姥ヶ石ナル者ヲ観ル。路

ハ尚オ険隘ナリ。此ノ日陰雨ニシテ一山皆泥濘

ナリ。余足ヲ失イ、転仆スルコト幾度ナルヲ知

ラズ。幸イニシテ傷ツクル所ナク、只趾爪ヲ脱

スルノミ。峻坂ヲ下ルガ如キハ最モ懼ルベキト

ナス。孝子ハ高キニ登ラズ、危キニ臨マザルナ

リ。今日ノ行ハ余怍ズル無キ能ハズ。奇奔眼ニ

満ツト雖モ、采摘ニ暇ナシ。薦ヲ擁シ、杖ヲ扶

ケ、顛覆スルコトナキヲ希ウノミ。此ノ夕足峅

ニ宿ス。 

二十七日 

岩峅を経テ常願寺川ニ至ル。水分カレテ三道ヲ

為シテ航ス。其ノ一ハ馮ニ、其の二ハ大場村ヲ

経テ富山宿ニ至ル。 

二十八日 

五更ノ頭、富山ヲ発シ、舟橋ヲ過グ。水清ク、

魚躍リ、鈎月東ニ在リ。杖ヲ奮ウノ声戞々トシ

テ相和シ、凉意椈スベシ。巳牌、高岡日下氏ニ

還ル。(下略) 

なお渓山は、「立山ニテ得シ所ノ草木、併セテ

此レニ録ス」として以下の 40 種の植物名と採

取地を記している 

（1）鬼臼■サンカヨウ［姥懐］ 
（2）登休■キヌガサソウ［姥懐］ 
（3）刺款冬［二谷、姥懐］ 
（4）大葉花石菖［弥陀ヶ原］ 
（5）金光花［弥陀ヶ原］ 
（6）御蓼［室堂］ 
（7）衛須蘭土勢茂須［浄土山］ 
（8）凍蕈［浄土山］ 
（9）金梅草［御前］ 
（10）銀梅草［御前］ 
（11）三葉黄連［桑谷］ 
（12）苔桃［獅子鼻］ 
（13）峯針・一名、恩能札 
（14）楓唐松［二谷、姥懐］ 
（15）田内草 
（16）菊款冬［二谷］ 
（17）御前橘［桑谷］ 
（18）舞鶴草 
（19）豆菜・一名、岩一葉［弥陀ヶ原］ 
（20）珍車・一名、児舞 
（21）嶽樺 
（22）通賀松・一名、通賀桜 
（23）黄花通賀松［室堂］ 
（24）葱菅藜蘆・シュロウソウ 
（25）蒜藜蘆・バイケイソウ 
（26）岩金梅［室堂］ 
（27）唐松草［一谷］ 
（28）白花地楡 
（29）白花龍胆［御前］ 
（30）鹿子草・一名、草下毛［二谷］ 
（31）立山龍胆［室堂］ 
（32）粘魚鬚・ヤマカシュウ 
（33）雪笹 
（34）大雪笹 
（35）五葉莓 
（36）鬼頭檠 
（37）観音蓮・ミズバショウ［桑谷］ 
（38）白山桔梗・一名、岩桔梗［御前］ 
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（39）覆盆子一種［一谷］ （40）臼木一種 

（２）北陸鎮撫軍の進行                    

高倉勅使休憩の間（賜金堂）
 

慶応 4年(1868)1月、鳥羽伏見の戦いで勝利

した新政府軍は、徳川慶喜追討令を発して東

征軍を組織した。大総督は有栖川宮熾仁親

王、北陸道鎮撫使総督は高倉永祐である。高

倉は、北睦各地の藩主 21人に勅書に対する請

書を差し出すことを求めて、同年 1月 20日京

都を出発した。総勢 1500名に及ぶ大部隊であ

る。 

予定より大幅に遅れて 3月 9日高岡に到

着、一泊後大門・小杉を経て手崎から富山道

に入り二俣（西二俣）・願海寺に向う。その富

山道に入った鎮撫使一行の進軍状況を、野口

村に待機していた富山藩士の一人、森田三郎

が日記（鎮撫使御使添日記）に次のように記

している。「私どもは、十日、早朝から領境の

野村まで出て、そこの願念寺という寺で待っ

ていた。九つ時（十二時頃）になって物見の

足軽が駆けつけて、ただ今小杉にお着きにな

ったと報告、続いて願海寺の御小休所をお立

ちになったとの報告が入った。領境の下座場

で控えて待っていると、鎮撫使の先鋒は赤地

に白丸の菊の御旗を真っ先に押し立て、随従

の諸侯の家々の馬印の旗が続くのが村の中に

見え出した。…中略」（『富山市史』通史下

巻） 

願海寺の御小休所とは、通称七曲りに沿っ

た舟竹家である。今も高倉勅使のとおった

「勅使門」や休憩の間（賜金堂）が当時のま

ま保存されている。舟竹家から約１キロ東へ

進むと富山藩に入る。領境というのは、勿論

加賀藩と富山藩の藩境で野口村は富山藩領で

あった。旧北陸街道（富山往還道）は、この

両藩を跨ぐ歴史的に価値ある街道だが、何の

遺蹟も標示もないのが残念である。だがこの

街道－願海寺七曲りを、菊の御旗を先頭に諸

候の旗を立て、総勢 1500名の大部隊の行進は

さぞかし豪華絢爛、勇壮であったろう。 





旧北陸街道の足跡 

 

70 

（３）明治天皇の北陸巡幸                  

中茶屋での明治天皇御小休所、島崎家（昭和 30 年代） 
島崎家は旧北陸街道に面した農家であった。写真左手の石碑と立札は、昭和 10年に建てられたものであ

るが、家自体は明治 11年の行幸時とあまり変わっていない。 
 

明治天皇は即位後の明治 5（1872）年から

18年までに、６回にわたって全国を巡幸され

た。広く民情を視察するとともに地方の人々

に新しい時代の到来を知らしめるためであっ

た。 

その第３回目が北陸・東海道巡幸で、明治

11年８月 30日から 11月９日までの 74日間

という長期にわたるものであった。 

主な供奉員（政府高官）は、右大臣岩倉具

視、筆頭参議・大隈重信、参議・井上馨、宮

内卿・徳大寺実則ほか、侍従、各省書記官、

将校、そしてこれらを警護する騎兵や警察隊

など総勢 800名を超える大行列となった。 

 明治天皇が呉羽丘陵を御通過になる明治

11年 10月１日は、秋風さわやかな快晴であ

った。 

天皇は午前７時に、行
あ ん

在所
ざ い し ょ

の富山市東四十

物町中田清兵衛邸を出発され、袋町・西町・

平吹町を経て諏訪川原に出られた。神通川畔

に差しかかり、七軒町の蔵本屋前で馬車から

板輿に乗り換えられ、越中の名所の一つとい

われた神通川の船橋を渡られた。 

船橋は、長さ 690メートル、64艘の舟を鉄

の鎖でつないだものだが、橋上にさらに縦板

を増し並べ板と板との合わせ目に青竹を横に

挟み、しゆろ縄でしっかり結びつけ動揺のな

いよう手配されていた。 

船橋を渡って橋北地区に入られた天皇は、

愛宕町の大間知荘平邸で休憩された後、馬車

に乗り換えられて、船橋今町・五福新町を経

て五福の皇恩軒（尼寺、今は無い）で少憩さ

れた。 

その後、再び輿に乗り換えられて、呉羽山

越えの五福新道を経て、中茶屋村の島崎七右

衛門邸に到着された。島崎家では奥座敷でお

休みになり、同家で精製した煎茶をお勧めし

たところ、「味よし」とお褒めの言葉を賜っ

た。 

天皇はここで馬車に乗り換えられ、追分茶

屋で右折し、吉作・高木出村・野口を経て、

いわゆる願海寺七曲りを通り９時半、佐崎伊

作邸に着かれた。 

途中折しも収穫時であったので、街道沿い

では、村人が稲刈り、稲扱き、籾摺りなどを

実演し天覧された。佐崎邸の庭園には、小川

が流れ、あちらこちらにカキツバタが見事に

咲いていて、天皇は、わざわざ庭園にお出ま

しになり鑑賞された。 

９時４０分、同家を出発され、小杉の寺林

清憲邸で御少憩ののち高岡へ向かわれた。
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 明治天皇御小休所の表札が掲げられた門 （願海寺、佐崎家） 

 

明治天皇北陸巡幸順路図  

天皇は９月２８日、夕刻新潟県境を越え、泊・魚津・富山・今石動と越中で４泊され、１０月２日に加

賀に入られた。 
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 ６．沿道ところどころ                 

（1）呉羽丘陵                        

呉羽丘陵の地形図  （国土地理院 ５万分に１ 地形図 平成１８年修正測図） 

 

越中平野の小さな高まり、呉羽丘陵 

旧北陸街道は、古くから明治の初め、五福

新道ができるまで、呉羽峠を難所としてき

た。また、近代の鉄道交通の時代になっても

トンネルをうがち、切り通おしを開かねば通

行がかなわなかった。そして、時代により高

地性集落や城郭、宗教的施設などがつくら

れ、観光地ともなってきた。越中平野のほぼ

中央の小突起、呉羽丘陵は人びとにどのよう

な影響を与えてきたのだろうか。 

呉羽丘陵とは？  
「呉羽丘陵」という呼び名は、呉羽山で代

表される丘陵という意味で、正しくは「呉羽

山丘陵」である。ここでは全体統一のため呉

羽丘陵を使うことにする。 

呉羽丘陵は富山市西部に位置し、南西から

北東方向に斜めに走っている。その延長は、

南の友坂から北の百塚まで約 8km、最大幅は

2km足らずである。県道富山‐高岡線の南側

に広がる城山（標高 145.3m）、北側に位置す

る呉羽山（標高雅 71.3ｍ）、さらに牛ケ首用

水を越えた北側の八ケ山（標高 35.0m）の三

つのピークをもつ。 

呉羽丘陵の特質  
呉羽丘陵の高さは、100ｍ前後に過ぎないけ

れども、丘陵より西を「呉西」、東を「呉東」

という呼び名があるように境界、または障壁

として受け止められる場合がある。確かに交

通の障害は、昔も今もあることは冒頭に述べ

たとおりである。また、方言や風俗・習慣、

商圏などにおいて西と東で異なることが指摘

されている。それならば呉羽丘陵を挟んで呉

西と呉東でかなりの地域性の違いがあり、そ

れがこの丘陵の障壁性によるものなのだろう

か。しかし、そうとも言いがたく、両地域に

共通するものも多い。大体、「呉西・呉東」の

用語の使用は、比較的新しく昭和の初めから

のようである。 

藩政時代は加賀藩領・富山藩領で区分され

たため、呉羽丘陵で東西を分ける観念はなか

った。むしろ婦負郡の範囲は呉羽丘陵を含

み、更にその西方の呉羽・寒江地区に及んで

いた。呉羽丘陵はその位置といい、高さとい

い、実に適度で自然の賜物と言う他はない。

先人たちがこの地に神聖なものを感じて社寺

や廟所、記念碑などを設けた心を尊しとしな

ければならない。 
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そして親しみやすいがため、みだりな開発

や利用を抑え、越中平野に残された唯一のグ

リーンベルトとしての重要性が高い。多くの

遺跡や史跡、公共施設があるほか、豊富な動

植物も見られ、丘陵全体が都市計画公園とし

て整備されている。 

呉羽丘陵地質図（『アーバンクボタ 31号』1992年、藤井昭二氏原図） 

呉羽丘陵の生い立ち  
呉羽丘陵は、東斜面が急な崖で、西斜面は

緩やかな斜面である。東斜面は平野との境目

が直線的になっており、呉羽山断層が考えら

れるが、断層の証拠を示す露頭(岩石が地表に

露出しているところ)が見つからず、その後の

調査で山麓線より約 1km東に、呉羽山断層が

あることが明らかにされた(平成９年富山県活

断層調査の調査により)。 

呉羽丘陵の地層は、上図のように層をつく

って堆積している。地層は水平でなく、下層

では大きく西に傾いている。これらの古い地

層の上に新しい層が堆積し丘陵を形づくって

いる。 

地層が観察できる露頭は、丘陵の随所にみ

られる。 

東側の安養坊付近では、今から百万年ほど

前、海で堆積した層があり、山頂付近から西

斜面にかけては砂や小石、場所によっては人

頭大の石が一定方向で堆積しているので、川

によって流されてきたことがわかる。つまり

かっては海であり、その後、隆起して陸とな

り、その上に大きな川が土砂を運んで堆積さ

せた。  

その川は現在の神通川よりはるか西方の友

坂‐境野新のコースをたどり、現在の射水平

野へ流れていたと考えられる（古神通川）。 

その後、丘陵部および境野新付近が隆起し

たため、河道が東へ移り、丘陵の東側を流れ

るようになった。 

「呉羽」の地名の起こり   

江戸時代に書かれた「越中志徴」という本

には、呉羽山の山名は機職業を伝えた渡来人

クレハトリに由来すると書かれている。 

ＪＲ呉羽駅の南方に姉倉比賣神社が鎮座す

るが、祭神の姉倉比賣は機織の神であるとさ

れ、クレハトリ伝承とかかわりがあろう。 

「源平盛衰記」巻 28に、寿永２年（1183）

木曽義仲の武将今井兼平の軍勢が「御服山」

に陣取ったとある。 

この場合、クレハトリに呉服の字があてら

れ、これが音読されてゴフクとなり、さらに

御服・五福などの字が宛てられるようになっ

たと考えられる。 

天明３年(1783)以前に成立した堀麦水の｢三

州奇談｣という随筆に「くれはの宮」と書かれ

ているのがクレハの形での文献初出とされ

る。 
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小竹貝塚は、日本海側最大級の貝塚。今回の発掘で住居址が発見された。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

小竹貝塚の住居跡 （富山県の発掘調査現地説明会、平成２１年６月 6日） 

 

埋蔵文化財の宝庫  
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呉羽丘陵およびその周辺には、数多くの遺

跡が分布している。富山市埋蔵文化財センタ

ーのホームページに富山市の主な遺跡５５件

が紹介されているが、そのうちの２４件が呉

羽丘陵とその周辺に属するものである。それ

らを時代順に掲げる。 

なお、城山白鳥城の本丸を中心とする場所

に「高地性集落」が発見されている。昭和 55

年の白鳥城跡発掘の折、弥生時代終末期から

古墳時代初頭の土器や竪穴遺構が検出され

た。弥生時代の終末期に動乱の時代があり、

防禦的な性格の集落が存在したのではないか

と推量される。 

時代／遺跡名 特    徴 

【旧石器時代】 

境野新井関・向野

池遺跡 

東西旧石器文化の交流

がみられる 

【縄文時代】 

蜆森貝塚 

小竹貝塚 

平岡遺跡 

開ヶ丘中山Ⅲ遺跡 

開ヶ丘狐谷Ⅲ遺跡 

古沢遺跡 

北代遺跡 

長岡八町遺跡 

伝説の貝塚 

日本海側最大級の貝塚 

縄文時代中期の集落跡 

縄文時代の大規模集落

跡 

縄文時代のドングリ発

見 

遺跡公園に整備 

縄文時代後期～晩期の

遺跡 

【弥生時代】 

杉谷古墳群・杉谷

Ａ遺跡 

 

四隅突出型、山陰と北

陸の交流 

【古墳時代】 

百塚住吉遺跡  

呉羽三ツ塚古墳 

古沢塚山古墳 

番神山古墳群 

県内最古級の前方後円

墳 

呉羽丘陵北西部の古墳 

時代／遺跡名 特     徴 

【古代】 

(飛鳥時代) 

金草第一号古窯 

(奈良時代) 

栃谷南遺跡 

西金屋窯跡 

長岡杉林遺跡 

 

開ケ丘中遺跡 

開ケ丘ヤシキダ遺跡 

花の木Ｃ遺跡 

古代の瓦・須恵器生産

工房 

須恵器を焼いた窯 

奈良～平安時代にかけ

ての集落遺跡 

山寺を奉る工人の拠

点集落 

平安時代の工人集落 

古代婦負郡の祭祀場

か 

【中世～近世】 

白鳥城跡 

願海寺城跡 
呉羽丘陵の最高峰に位

置した山城 

堀跡から木簡出土 
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呉羽丘陵の最高峰・城山 

城山付近では、昭和３３年「富山国体」の開催に対しＮＨＫのＴＶ塔が建設された。その後テレビの普

及により民放ＴＶ塔が建ち、また余暇時間の利用促進から勤労者の福祉施設である「呉羽ハイツ」も進出

した。 

 

歴史時代以降の呉羽丘陵  
歴史時代に入ってまず問題になるのは、古

代の官道がどのように通っていたかである。

「延喜式」記載の越中八駅のうちまだ場所が

明確になっていない「白城」駅が、呉羽丘陵

西麗の花木に比定されれば、丘陵の近くを通

ったことになる。そうではなくても、水戸田

‐黒河‐花木‐茶屋と通じる道の歴史は古

く、江戸時代には巡見上使道とも呼ばれ、丘

陵を東西に横切った。戦国時代の天正 13年

(1585)羽柴秀吉が白鳥城に本陣を進め、富山

城主佐々成敗を降伏させた。｢三州志｣には、

白鳥城やその支城とされる大峪城とは別に、

呉服山陣跡・呉服北代山・安養坊山・道心山

の四つを一跡として記している 

近世の呉羽丘陵  
江戸時代に入って、北陸街道は本文で述べ

ているように、高岡から小杉新町を経由し、

大手崎で分かれて願海寺を経て追分茶屋で旧

来の北陸道と交わる｢富山往還｣ができた。産

業面では、寛永元年(1624)、農民の訴願を加

賀藩が許して牛ケ首用水の開削が始まった。

呉羽丘陵の東側から北部へ水を送り、婦負郡

北部から射水郡を潅漑するものであった。古

沢用水は、宝永３年(1706)、古沢屋仁右衛門

によって自普請を行ったが成らず、富山藩が

引き継いで完成した。丘陵西部の境野新扇状

地を広く開発するものであった。呉羽山東側

の桜谷は、一目千本桜といわれた桜の名所に

なり、ここに自仙院(富山藩 8代藩主前田利謙

の生母)が人丸堂をつくり、藩文芸の一中心地

となった。丘陵最北端は、百塚といい富山藩

が築城計画を変更して、近くに歴代藩主の墓

地を築いた。のちに富山市民の墓地もその周

辺に営まれ現在の長岡墓地になった。江戸時

代の儒学者で漢詩人の南部南山(1658～1712)

はしきりに呉羽山を歌い、俳書｢多磨比呂飛｣

では俳諧名所として呉羽山を取り上げてい

る。大伴家持の立山の歌碑をはじめ多くの文

学碑が山中に建っている。本文中でも述べた

が、近世の北陸街道が呉羽丘陵を越える地点

にあった七面堂は、江戸時代の名所に数えら

れ参詣の人びとでにぎわった。 
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呉羽丘陵を切開いて通る県道富山‐高岡線（旧国道８号） 
東西の交通を遮っていた呉羽丘陵では旧北陸街道の峠茶屋を中心に荷馬車から自動車へと時代の変遷に

伴って五福新道、国道８号などの切り割工事がなされた。 

 

 近代の呉羽丘陵   

これも本文に記したが、明治 11年(1878)北

陸行幸の折、五福新道(安養坊新道とも)が新

造された。この道は従来の急傾斜の呉羽峠(峠

茶屋)を上るよりよほど楽で、荷車や荷馬車の

通行が可能となった。それゆえ、旅人が峠の

道から新道へ移り、峠の道が寂れたのは明治

の比較的早い時期でなかったかと思われる

が、状況を知る資料がない。なお、呉羽山観

光ホテル東崖下の五福新道沿いに｢呉羽修路

碑｣があり、大正 10年(1921)に拡幅修理が行

われたことがわかる。北陸本線は明治 32年に

高岡‐富山間が開通したが、呉羽丘陵の北側

を迂回し、富山駅も神通川の左岸、現田刈屋

地内に仮設したものであった。明治 41年に呉

羽丘陵にトンネルをうがち、神通川鉄橋を建

設して富山駅が現在の場所に建設された。昭

和 10年代、北陸街道のやや北を切り開いて広

幅道路(旧国道８号、現富山‐高岡線)が建設

された。このため五福新道は寸断され、旧北

陸街道はつながらなくなってしまった。その

後の変化や現況については、紙面の都合で省

略する
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（２）桜の名刹、長慶寺                   

呉羽山中腹にある長慶寺 （東側斜面） 

 

呉羽山の東斜面にある法羅陀山
き ゃ ら だ さ ん

長慶寺は、

もと貞観年中（895～877）に塩野（現富山市

大沢野）で創建された真言宗の寺院、のちに

曹洞宗に改宗した。 

 天明６年（1786）、長慶寺の開山日輪當午

大和尚は、富山の売薬業、河上屋六右衛門を

通じて前田利
とし

謙
のり

公から呉羽山杉坂一帯の寄進

を受け、塩野から呉羽山へ移転した。 

和尚は、山や谷に多くの桜を植えた。 

桜の中には一枝に八重と一重が咲くという

珍しい「如意桜」もあり、名所となり一帯を

「桜谷」と呼ばれるようになった。 

また日輪當午は、丈六（約５メートル）の

延命地蔵を建立した。延命地蔵の大きさから

「桜谷の大仏」として人々から親しまれた。 

しかし廃仏毀釈の際、この桜谷の大仏は毀

されてしまった。 

長慶寺境内の如意峰に人麿堂の址があり、

「筆塚」、「志留丸塚」（柿本人麻呂塚）があ

る。ここは、寛政８年（1796）に石見国高見

山人麿大明神社殿の土をこの地に移し、７体

つくられたと言われている人麿像を譲り受け

て堂に安置した場所である。 

富山藩八代藩主前田利謙の生母、佳子（号

自仙院）は和歌を好み、桜谷の景観に魅せら

れていた。  

寛政 10年（1798）2月、自仙院は「桜谷八

景の歌」を詠み、人麿堂の奉納している。当

時各地で人麿信仰が盛んになり人麿堂には多

くの人々が訪れた。 

この頃、呉羽で栽培された呉羽茶に「人丸

茶」と付けられていたものがある。人丸の人

麿のことであり、人々に浸透していたようで

ある。 

明治 3年の合寺令の際、名前は人々に浸透

していたようである。桜谷人麿像は長慶寺内

に移され安置された。 
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 （３）五百羅漢                       

長慶寺に安置されている五百羅漢 
 
越中城下で廻船問屋と米穀商を営む黒牧屋

善次郎は、寛政 11年(1799)五百羅漢の寄進に

ついて米穀商志甫屋新四郎、井澤屋八兵衛と

話し合った。そして長慶寺の裏山にある自分

の持山に羅漢像を 14体、志甫屋と井澤屋は 1

体づつ、併せて 16体を安置した。これが黒牧

屋善次郎五百羅漢建立発願の始まりである。

（長慶寺古文書・故舘盛秀夫氏調査による） 

３人の十六羅漢像に続いて多くの人々から

の寄進が始まり、次第に越中国以外からの寄

進も多くなっていった。善次郎は、岩瀬から

北海道松前まで船で米を運び、帰りに佐渡へ

寄港、石工が彫った石像を次々と持ち帰り、

桜谷の麓から山上にかけて道の脇に安置して

いった。 

全部の寄進が終ったのは、約 60年後の安政

５年（1858）、二代、三代に渡っての建立とな

り、十六羅漢、五百羅漢、十大弟子合わせて

526体（五百羅漢施主名簿記録上の数）とな

った。その後も安政 5年（1858）まで寄進が

続き、全部で 535体となった。 

 明治の廃仏毀釈の際、羅漢像は毀されな

かったものの、その後倒れたりして土に埋も

れてしまった像もあった。昭和 2年から 3年

にかけて、埋もれた羅漢像を掘り出し、破損

していた蔵は修復され、全体の羅漢像が整備

されて現在地へ安置された。 

今は富山市指定文化財となっている。 

 羅漢像の前方に、修復に尽力された石川

日出鶴丸博士の「羅漢石像修復記」（昭和 3年

建立）がある。碑文には五百羅漢建立と修復

の内容が記されている。 
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（４）安養坊八幡宮、佐々成政剃髪跡             

木曽義仲の先陣（兼平）が祈願した八幡社 
 

安養坊は武将たちの因縁の地  

呉羽山の東側、「富山市民俗民芸村」に隣接

して安養坊の八幡社がある。 

この八幡社に伝説が残っている。 

「信濃に兵をあげた木曽義仲は、平氏を追

って京都に攻め上がる時、加賀の戦地から援

軍を要請され、直ちに先発として今井四郎兼

平を遣わした。兼平は、寿永２年（1183）５

月、呉服山（呉羽山）に陣をとった。この

時、安養坊の坂を上がる途中、馬から降りて

平氏との決戦の勝利を八幡社に祈願した。」と

される。 

また、同じく富山市民俗民芸村の一隅に

佐々成政剃髪址の石碑が建っている。 

にあった七面堂は、江戸時代の名所に数え

られ参詣の人びとでにぎわった。 

富山城主であった佐々成政は、天正１３年

（1585）８月、豊臣秀吉の越中攻めにあい、

城山の白鳥城に本陣を張った豊臣秀吉に許し

を乞うため呉服山に陣を取っていた前田利家

のもとで髪を剃り、僧の服装になった。 

その場所が、安養坊で現在も石碑が建って

いる。 

 

 

 

 

佐々成政剃髪址の石碑 
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（５）越中の国呉服庄、刀鍛冶・佐伯則重          
 

 

民俗民芸村に移された現在の佐伯則重石碑       「鍛冶屋井」にたっていた時の石碑 
 

正宗の十哲  
佐伯則重は、鎌倉時代の正応２年（1289）

に婦負郡呉服村で生まれた。家は代々鍛冶を

業としていて、則重は父の仕事を手伝ってい

た。 

文保２年（1318）、則重 30歳の時に父の許

しを得て刀鍛冶として名高い郷義弘の門に入

った。 

数年後、義弘は病で亡くなってしまったた

め遺命に従い相模の国へ行き岡崎五郎正宗の

門を訪ねた。 

正宗は、厳しい修業を耐えた則重を見て、

則重こそ郷義弘のあとを継ぐ者と認め、

相 州 流
そうしゅうりゅう

の秘伝を残らず授けた。 

則重は嘉暦３年（1328）40歳で帰郷、刀剣

の道に精進を重ねた結果、次第に則重の名は

広く世に知られるようになっていった。以後

約 40年、則重は多くの名刀を残し、世に「呉

服郷」とも言って郷義弘の作とならび称され

た。  

正平 21年（1366）78歳で亡くなった。 

 以前、県立富山工業高校の北側の田圃の

中に泉があり、則重が刀を鍛えた宅の跡と伝

えられていた。 

現在、富山市民俗民芸村の入り口に、則重

の刀を縦に拡大した珍しい石碑があるが、元

はここに建てられていた。石碑の刀身には

「嘉暦三年八月日則重作」と刻銘されてい

る。則重が帰郷して呉服で初めて作った名刀

だろうか。 

 当時この石碑は、大きな台石上に天空を

仰いで立っていて、台石の正面には刀匠「身

にしむや利剱鍛へし水やこれ」香洲 と刻ま

れていた。 

香洲翁のこの俳句は、現在地ヘ移動した

時、もう一方の石碑「則重鍛刀碑」の台石に

はめ込まれた。現在石碑は、元の高い台石で

はなく低い台石の上に建っている。 

 鍛冶屋井の近くでは、現在五福小学校の

場所に戦国時代の「大峪
おおがけ

城
じょう

」があった。神保

長職によって築かれたとされている。天正 13

年（1585）秀吉の越中攻めで佐々成政が降伏

した後、片山伊賀守延高が城主となった。大

峪城は別名「伊賀城」と呼ばれているが、伊

賀守に因んでいる。 
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（６）願海寺城と寺崎民部左衛門                

願海寺城景観イメージ図 （老田郷土史より） 
古文書等（「越中四郡古城跡略記」「越登賀三州誌」「上杉家文書」「富山市史」）の願海寺城の記述を参考

にイメージした。 
 

願海寺城は、平城で近くの川や周囲の田ん

ぼを活かして周りに堀をつくり、そして近傍

の道（富山道）に人工的な屈折（七曲り）を施

すなど、「守るに易く攻めるに難し」の堅固な

城であった。 

城内には、二
に

の廻
く る

輪
わ

（二
に

の丸
ま る

）と実
み

城
じょう

（本丸
ほ ん ま る

）が実在したことも明らかになってい

る。（上杉家文書）現在、小字館本
こ あ ざ た ち も と

の角に城址

碑が建っている。（昭和 50年 5月宮崎家建

立） 

願海寺の地名は、越中三坊主（親鸞の弟子）

の一人「願海坊」が開基した寺の名（願海

寺）をとって名付けられたという（坊号を実際

に「願海寺」と命名したのは、第五代信誓ともい

われる）。  

戦国の頃、第十四代願海寺住職「了性」

が、水橋の小出から射水郡開発村（現富山市願

海寺）館本に移住し「願海寺」という一宇を

建立した。熱心な布教活動により寺勢は大い

に振るい下寺、三十八ケ寺を得、本願寺番銭

（五〇〇文）の最高負担額を納めていた（「富

山市史」通史）。しかし、本願寺派に属する願

海寺は、当時同じく館本に城を構えていた寺

崎氏の夜討ちにあい寺は焼失し他郡へ移っ

た。そのして「願海寺」の寺名が地名として

残ったという。願海寺という寺が住民にとっ

て非常に大きな存在感をもっていた有力寺院

であったというべきであろう。願海寺は、現

在、富山市清水町にあり、寺歴 800年を有し

ている。 

現存する円楽寺は、願海寺城の一家老「蔵

地孫之進」が、城主寺崎民部左衛門、一族郎

党の霊を弔うため一宇を開いたことに始ま

る。嫡男「富太郎」の時代に浄土真宗本願寺

派に属し、慶長 19年(1614)倉地山円楽寺とし

て再発足し、今日にいたり寺暦 390年余であ

る（「円楽寺」縁起）。 

まさに地名と寺院と城との縁由浅からぬも

のがある。 
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 ≪付録≫ 第１回「旧北陸街道を歩く」実施記録    

 ◆ふるさとの道・歴史探訪（富山城址～峠茶屋）の実施要領   
 

実施日   平成２０年１１月８日（日） 

天 候   くもり時々晴れ 

参加人員  総数 ２６０名 

内訳  大人 ２５３名 

小人   ７名 

受付場所  富山城址公園   ５４名 

富山観光ホテル ２０６名 

参加費  

大人      ：１０００円／人 

小人（小中学生）：５００円／人 

お土産など  

 ペットボトル（５００ｍｌ）１本 

呉羽梨のお菓子１袋、豚汁 

入浴券、買い物割引券 

コースガイド 

 

 

主な日程                   

９：３０   開会式、コース説明  

（富山城址公園、松川茶屋広場） 

１０：００ スタート地点（富山城址公園） 

１０班編成で順次歩行開始 

１０：１５ 主な通過地点（富山船橋） 

１０：３０     （船橋向、橋北） 

１１：００      （五福長光寺） 

１１：２０ （牛が首用水、五福新道） 

１１：４０        （足立塚） 

１２：００        （七面堂） 

１２：１０        （峠茶屋） 

１２：２０        （中茶屋） 

１２：４０ ゴール地点（富山観光ホテル） 

 ◆準備状況                         
①実行委員会の発足   

平成１９年１２月２０日      

（総数：５４名） 

②実行委員会の構成 

・自治振興会及びふるさとづくり推進協議 

五福、桜谷、呉羽、長岡、 

寒江、老田、古沢、池多 

・富山商工会議所、呉羽商工会、 

・北日本新聞社、富山市、呉羽山観光協会 

③協賛団体および会社数 

団体：１７、企業：８６、個人：１２ 

④ＰＲ用広報誌の発行  

 ・配布枚数 全戸所帯（１６、０００戸） 

五福、桜谷、呉羽、長 岡、 

寒江、老田、古沢、池多地区 

・配布時期 ９月、１０月、２回配布 

⑤北日本新聞の掲載  

 開催内容を２回掲載 

 

「実行委員会」の発足を記する新聞紙 

（Ｈ19.12.20）
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 ◆記録写真                        

会長のあいさつ 

「旧北陸街道を歩く」事業についての目的や

計画などを説明し参加者へお礼を述べる。ま

た事業について来年度以降も継続して行うの

で支援と協力を願う。 

城祉公園広場へバスで移動 

富山観光ホテル受付者がバスでスタート地点

に送られる。 

列ができた受付  

受け付けの開始前から列ができスタートまで１

時を間以上待つことになり疲れたと不満が出た。    

祝辞を述べる来賓 

富山市、北日本新聞社、富山県ウォーキング協会

より祝辞頂く。 

受付を終えた参加者 
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開会式までの長い待ち時間をもっと利用した方が

良いと苦情が出る。 

 

スタート前の班編成 

１班３０人の１０班編成。各班長さんは、約３時

間のコース全体をエスコートする。 

いよいよスタート 
 いよいよ１０時、スタート開始。 

まず最初に、開会式で説明を聞きいた「千歳御門」

に行き、その後船橋に向かいます。 

 

「富山船橋」南常夜燈で説明に耳を傾ける参加者 

解説者から「越中船橋」は、「アユの寿司」と共

に全国的によく知られていたと聞く。 

橋詰の広場に常夜燈があり、すし屋と共に賑わい

を作っていた事がわかる

 

説明案内板に見入る参加者 (愛宕地区) 

愛宕通りで解説者から、神通川が大きく蛇行し

ていたため現在の愛宕地区は、川の北側で「橋向

い」などと呼ばれ船橋で行き来をしていたと聞

く。また神通川が蛇行している絵図などを見る。 

五福長光寺で説明案内板を見入る参加者(五福) 

長光寺で解説者から約９００年余り前の開山と

聞く。呉羽山にあって長慶寺や各願寺などと同じ

く古い寺で、境内に「早百合姫伝説」の早百合姫

が祀られていると言う墓がある。 

 

「足立塚」で説明に聞き入る参加者    解説者から、呉羽山の街道筋に残る唯一の

石碑「足立塚」について聞く。 
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富山藩で柔術を教えた「足立正保」を讃え弟子

たちが建立したとされる。 

子供に牽かれて峠茶屋へ向かう 

足立塚をすぎていよいよ峠にかかる。 

元気な子供が先導してくれた。

七面堂で解説を聞く参加者     
 解説者から七面堂が大変賑わっていたことを聞

く。七面堂は、現在の稲荷神社が建つ明神山一帯 

に神門や三重塔などを持つ壮麗な建物であった。 
 
峠に向かう参加者 
峠へは竹が生い茂った中を歩く 

 

峠の広場で説明を聞く参加者     

峠には、地蔵堂と稲荷神社の石碑が建っている。解

説者から峠、中茶屋、追分茶屋の三茶屋について

話を聞く。 

 

 

中茶屋の三叉路で説明を聞く参加者 

五福新道と交わる三叉路には地蔵堂が建ってい

る。解説者から、明治天皇の御巡幸などの話を聞

く。これよりゴールの富山観光ホテルへ向かう。 

赤十字奉仕団「白菊会」から豚汁が提供  ゴール一番い暖かい豚汁を提供され、ホーッと一

息を入れる参加者 
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豚汁に舌つづみをする参加者 

最後の登りが疲れた。でもこの豚汁で癒され

た。と好評でした。

 

 

ゴール受付でお土産を貰う 

お土産は呉羽梨を使ったクッキーと飴が提供され

る。 

 

 

広間でくつろぐ参加者 

昼食、入浴や買い物をするなど帰りのバス時間

までくつろぐ参加者。 

 

 ◆参加者の感想       

参加者に好評だった「参加証」 

  

富山市呉羽東町         村尾幸夫  

 

北陸街道を歴史探訪すると言う広報誌が家

に配布されてきた。 

以前から呉羽の地区を通っていることから

北陸道については興味があった。まして地元

の体協などの世話をしていた事から、知識や

情報もあり、いつかイベント企画が出来ない

かと思っていた。 

今回の企画は、呉羽丘陵に接する地元自治

振興会が参加する呉羽山観光協会の主催で、

実行委員会を組織して準備を進められたと聞

いていた。 

昨今、健康ブームで歩行会が多く開催され

ているが各家庭にまで PR 広報誌を配布して

の案内はあまりないものと思う。 

それだけに多くの参加者が集まるものと思

っていた。定員３００人の歩行会は、世話を

する方が大変だと思う。 

８日は、天候にも恵まれてまずまずの成果

だったかと思うが来年以降も継続的に開催さ

れるのであれば県内はもとより県外まで歴史

探訪ができれば望ましい事でないか。多くの

人と交流できることを楽しみにしている。 
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当日配布された案内マップを見入る参加者 

 

富山市呉羽町在住        山口美子 

 

北陸街道は、私が住む呉羽の地を横断し、

今も沿線住民の生活に利用されている。しか

し、その佇まいは県道となっている区間を除

けばひっそりと生き続けている感じで存在を

忘れてしまう。ましてや車が多く行き交う区

間が街道であったことすら記憶にない。今回

配布されたＰＲ広報誌が、この北陸街道の果

たしてきた役割を沿線の名所旧跡と合わせて

紹介したことから、街道を歩いて肌で感じた

いと思い参加を決めた。１１月８日は、曇り

空ながら風もなく歩行会に相応しい日となっ

た。今回の歴史探訪の区間は、富山城址から

呉羽山峠茶屋までの約６ｋｍ。呉羽に住む者

にとっては、富山城下町を歩く事など滅多に

ない、気分が逸るなか城祉公園へバスで移動

した。城址公園では既に多くの参加者が集ま

っており開会式を待っていた。実行委員会か

ら県内は遠く氷見、砺波、朝日町などからの

参加者もあり総数３００人と説明があった。

予定の１０時に歩行会がスタートしたが私の

班は第４班。少し待たされたが順調に歩き始

めた。平生富山城を見ても何ら気に掛けなか

ったが、今回は富山城の説明を聴いての歴史

探訪。移築されたばかりの「千歳御門」もあ

り目新しい富山城であった。街中は、新しい

ビルが建つなど近代化が進み、市電の工事や

公園整備も一体的に行われており新たな息吹

を感じた。一方区画道路に入ると表の華やい

だ幹線道路と違い生活の臭いがした。特に七

軒町から富山船橋に至る区間は「鱒の寿司」

店が並ぶ通りで、何度か車で買い物に来てい

た。また船橋の常夜灯では、今まで立ち止ま

って見たことがなかったので今回説明を聞き

ながらの観察は、歴史の重みを感じた。さら

に愛宕通りに入ってからは、神通川を挟んで

の川向い、そして神通川の付け替えによる街

づくりについて知り、一大事業の先見性を感

じた。現在、大きな神通川も流れは穏やかで

あったが昔は交通の難所であったことが頷け

る。やがて五福に入り北陸街道は拡幅がなさ

れているものの道筋が残っており、途中長光

寺に立ち寄った。呉羽山周辺の長慶寺、各願

寺らと同じく古い寺で開山約９００年を過ぎ

ている。なかでも戦国時代の武将、佐々成政

が越中富山城主であった時の愛妾早百合姫の

墓があると説明を聞き胸が轟いた。墓は大き

く風格のあるものであった。街道は、街並み

の中を直線的に進み幾重かに折れて呉羽山峠

に向かうが、歩行ルートは外れて県道富山高

岡線（旧国道８号）でＪＲ高山線を渡り、呉

羽山・城山公園に入った。  

公園内の街道は、狭く階段状の坂道になって

いるが峠へ向かう気分を味わえた。 

登りきる手前に七面堂が建っており、説明さ

れた方は、当時神門や楼閣を持つ七面造の御

堂、三重塔などがあって大変賑わった場所で

あったと説明された。今は稲荷社が建ってい

るだけで全く面影がなく途中はうっそうとし

た森となっている。しかし東側で新たな公園

工事が始まっており再び賑わいが戻ってくれ

ばと思った。峠は、民家が迫っており地蔵堂

が祀られている。説明の方がおられ、峠茶

屋、中茶屋、追分茶屋の三茶屋の話を聞い

た。僅か標高５０ｍくらいの峠であったが、

東側の道は急坂で交通の難所であったことが

わかる。明治天皇の御巡幸の際に新たな道が

作られ馬車や荷車が行き交うようになった。

役目

を終

えた

旧北

陸街

道の

峠茶

屋は

ひっ

そり

と残

って

い

た。

峠を

過ぎ

た街

道は、西へ坂道となって下っている。下りき

ったところが五福新道と交わる中茶屋にな
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る。辻に地蔵堂があり説明の方がおられた。

明治天皇の御巡幸や、御小休所跡の話があっ

たが今回の歴史探訪は、ここで終わり富山観

光ホテルへ帰った。ホテルでは、豚汁やお土

産を頂き、さらに入浴もできた。来年以降

は、中茶屋から西へ追分茶屋、願海寺、小杉

手崎へと歴史探訪があると聞いている。今回

の区間と合わせて「富山道」と呼ばれた旧北

陸街道がどのように生き続けているか、ぜひ

期待したい。 

 

イベントを盛上げるのぼり旗 

〈資料提供者および協力者〉 

 富山県立図書館 

 富山県埋蔵文化財センター 

 富山県公文書館 

 富山市埋蔵文化財センター 

 富山市郷士陣物館 

 富山市日本海文化研究所 

 富山市観光振興課 

 富山市公園緑地課 

 射水市新湊博物館 

 石川県立歴史博物館 

 金沢市立玉川図書館 

(財)日本地図センター 

立像寺 

西福寺 

極楽寺 

長慶寺 

七面堂 

愛宕神社 

熊野神社 

上野幸夫 

岩城 肇 

舟竹康二 

佐崎亮史 

正橋剛二 

舟竹 孝 

武内淑子 

保科斉彦 

須出盛彰 

五十嵐顕房 
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 ◆あとがき 

 昭和 45 年 2 月に設立された呉羽山観光協

会は、平成 21 年度に 40 周年目を迎えまし

た。この節目を迎えるにあたり記念事業を何

にするか、平成 19 年度より事務局を担当し模

索しておりました。 

 当時は、街道を歩くイベントが各地で行わ

れテレビ等でも報道されていましたし、また

富山でも「ノーベル街道」や「ぶり街道」な

どのイベントが行われていました。 

このようなとき日光へ旅行して「日光街

道」が持つ歴史のエネルギーを実感し、また

以前に箱根街道でも味わった事を思い出しま

した。 

二つの街道は、日本を代表する街道で保存

されるのが当たり前かも分かりませんが、し

かし都市化が進展している中で守り通して来

たエネルギーを想像した時、富山での取り組

みも必要な気がしました。 

しかし「言うは易く行うは難し」で、第 1

回目の「旧北陸街道を歩く」歩行会を平成 20

年 11 月に実施しましたが、その成果は半信半

疑の状況であります。 

今回、「街道に歴史ロマンを求めて」『旧北

陸街道を歩く』のガイドブックを発行する事

が出来ましたことは、大変な成果と思ってお

ります。 

この成果を得るまでに平成１９年 12 月に設

置した実行委員会の先生方から情報提供をし

ていただき、ガイドブックの骨組みを作り、

そして何回も作り変えて 2 年近くの時間を要

して来ました。この間、現地での全線調査を

２回実施するとともに、問題のある場所を個

別調査するなど精査してまいりました。 

このように取り組んだことにより多くの

方々にお世話になり、また、ご迷惑もかけま

したまた。 

この本書は、単なる沿線の名所や史跡を案

内するだけでなく、沿線地域に残る伝説や暮

らしをも紹介しております。きっと本書を手

にされた方々にも、本書を執筆、編集された

先生方の熱意と愛情、さらに沿線地域の生活

の知恵とこだわりを感じられるものと思って

おります。ここに改めて本書の発行に携わっ

て頂いた多くの方々及び資料提供を下さった

関係機関等に心より感謝とお礼を申し上げま

す。 

呉羽山観光協会事務局 山口五十一 
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