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日 時：平成 30 年 9 月 6 日（木）午後 1 時 30 分～3：40 分 

場 所：呉羽山みはらし広場付近の観光ポイント 

集 合：豊栄稲荷神社 富山市茶屋町 7511 

駐車場：金尾柳神斉碑横駐車場 

№ 時刻 ポイント その他見所 距離 担当 

 1:15 駐車場 

金尾柳神斉碑横 
民族民芸村から登坂し T 字路の左側 0   

① 1:30 

～1：55 

集合場所 

豊栄稲荷神社 
富山藩社 薬祖社 480ｍ 五十嵐氏 

② 1:55 

～2:15 

旧天文台跡地 安養坊砦跡 記念碑（6） 

呉羽丘陵フットパスコース 

呉羽インクライン頂上駅跡 

250m 木谷 

③ 2：20 

～2：30 

大正天皇詩碑 昭和天皇歌碑 170ｍ 岩瀧氏 

④ 2：35 

～2：50 

みはらし広場 立山を仰ぐ特等席 佐伯有頼像 100ｍ 永井氏 

⑤ 2：55 

～3：00 
金尾柳神斉の碑 明治の武道家 90ｍ 釣谷氏 

⑥ 3：05 

～3：15 

高王白衣観音像 高見之通氏建立  

食事どころ：呉仁館 万里摩理 
100ｍ 山口氏 

⑦ 3：20 

～3：35 

桜の広場展望台 

解散 

桜の名所 ロケ地 尾山三郎銅像 

前田正甫公衣冠束帯銅像 三角点 
250ｍ 中村氏 

計   高低差は 15ｍで、登り下りのなだらかな行程、 

未舗装あり車いすでは難しいポイントあり 

1.2ｋｍ  

  

呉羽山観光協会 平成30年度呉羽丘陵観光ガイド事業 

呉羽丘陵の遺跡や文化施設のあんない人養成講座 

第２回観光ガイド研修会  
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豊栄稲荷神社  旧富山観光ホテル跡地より 50ｍ程北に昇る 

前田正甫公御創建 

豊栄稲荷神社御由緒 

御祭神 宇迦乃御魂神 大宮乃売神 佐太彦神 

摂社薬祖社 小名彦神 前田正甫（まさとし）公 前田利保（としやす）公 

        万代常閑翁（もずじょうかん） 日比野小兵衛（ひびのこへい） 

        松井屋源右衛門（げんうえもん） 八重崎屋源六 

摂社（せっしゃ）成就天満宮 菅原道真（すがわらみちざね）公 

末社呉羽社 伏見稲荷大社創建秦伊呂具（はたいろぐ）公 呉服女（くれはとり） 綾服女（あやはとり） 

 豊栄（とよさか）稲荷神社は宝永元年（280 年前）に富山藩二代の藩主前田正甫公が千石蔵（現在の仙

石町）の隣接地（旧星井町稲荷高）に社殿を造営され伏見稲荷大社の御分霊を祭られ富山藩の五穀豊穣と

殖産振興を祈願され、歴代の藩主が祭られた藩祭の神社です。 

 宇迦乃御魂神は穀物の守神で伊勢の外宮にお祭りする豊受（とようけ）大神と同じ神様です。また大宮

乃売神は宇豆女神（うずめかみ）とも申し上げ、佐太彦神は猿太彦（さるたひこ）神とも申し上げ、天孫

降臨の時に国ゆずりを円満に成立させた功績で商談成立の神として信仰されます。 

 なを現在の社殿は昭和４７年１２月から環境の良い呉羽山頂で ご造営工事を進め、広く富山県内の主

な会社、工場、商店など多くの奉賛によって完成され、４９年１０月御遷座祭（ごせんざさい）を奉仕し、

永遠にこの地に鎮座（ちんざ）されることになりました。 

 なお、摂社薬祖社は医薬の守り神少名彦神と、当神社を創建され越中売薬の始祖と仰ぐ前田正甫公を始

め、富山県薬業振興の始祖達をお祭りしてあります。 

 また、摂社成就天満宮は前田家の祖先で学問の神さまと仰ぐ菅原道真公をお祭りし末社の呉羽社は伏見

稲荷大社と創建された秦ノ伊呂具公（秦始皇帝の子孫）と応神天皇の時に百済（くだら）から帰化して呉

羽山に住み地方の子女に綾絹を織る技術を教えた呉服女と綾服女の三柱を祭り、日本の繁栄に貢献した帰

化人への感謝から お祭りするものであります。 

 祈願祭斎行 

  社運隆昌・労働安全祈願祭り  商売繁盛・家内安全祈願祭 

  交通安全祈願祭  学業成就祈願祭  初宮詣など 

 藩公御成り観桜祭  呉羽山音頭奉納 

  毎年 4 月第２日曜日 午前 10 時から 豪華元禄絵巻 

（※豊栄稲荷神社公式ホームページより写真掲載） 
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旧天文台跡地と歌碑 豊栄稲荷神社から北に 150ｍ程昇り歌碑への案内板がある。 

①富山歌塚 

富山県歌人連盟の創立 30 周年記念事業とし昭和６０年建立。 

「春の苑 久れなゐ匂ふ 桃のは奈 した照る美ちに 出でたつをとめ」 

②小又幸井の歌碑 

小又幸井は県出納長の後、富山市助役になった行政マンで、県歌人連盟の会長も

務めていました。「朱にしみ朱にきはまり夕づく日大立山の峰々照らす」と、立

山の夕映えの美しさを詠んでいます。 

③大伴家持の歌碑 

立山を初めて歌にして書きとどめたのは「万葉歌人」である大伴家持です。家持

は、越中国司としての在任期間中に立山の残雪の美しさに感動して、「立山に降

りおける雪を 常夏に見れどもあかず 神からならし」 

と褒め称えた。 

④佐伯宗義像（1894-1981） 

明治 27 年（1894 年）立山町芦峅寺に生まれる。代々雄山神社の神官を務める。 

昭和 5 年（1930 年）に富山電気鉄道を設立。「富山県一市街化」をスローガンとして

戦前戦後を通じ県内交通の整備と充実に注力。 

昭和 18 年（1943 年）「陸上交通事業調整法」に基き、富山地方鉄道を設立。 

昭和 39 年（1964 年）に立山黒部貫光を設立し、立山黒部アルペンルートを完成。 

昭和 22 年（1947 年）初当選、衆議院議員 8 期。衆議院経済安定委員長を歴任。 

⑤聖徳隆興碑 

大正 12 年 富山市大工組合によって、安養坊倉ケ谷山に建立。呉羽山の開発により、

昭和 51 年当地に移設。 

⑥中田幸吉像 大正 4 年（1915 年）-昭和 55 年（1980 年） 

富山市出身。薬種商・中田清兵衛の五男として生まれ、富山高等学校を経て、 

昭和 15 年（ 1940 年）、東京帝国大学農学部林学科を卒業。農林省に入り 

昭和 27 年（1952 年）、沼田営林署長。長野県林産課長、同林業課長、同林務部長を

歴任。昭和 38 年（1963 年）、林野庁林道課長。 

昭和 41 年（1966 年）、富山県に派遣され農地林務部長を務める 

昭和 44 年（1969 年） 富山県知事に初当選。「愛と繁栄の県政」を掲げ、公害対策、

産業振興に尽力。連続 3 期務め、昭和 55 年（1980 年）在職中に死去した。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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・旧天文台跡地 

昭和 31 年（1956 年）呉羽山に開設。全国の公開天文台では 3 番

目に古い天文台。当時の公開天文台では国内有数の口径 40cm 反

射式天体望遠鏡、口径 25cm のシュミットカメラ、ビデオカメラ

などを備え、天体撮影を全国に先がけて行なってきたが、街の都

市化により周りが明るくなったこと、天体望遠鏡および施設の老

朽化などにより、より市街地から離れた「とやま古洞の森」の野

鳥の園内に、口径 100cm 反射式天体望遠鏡を持つ天文台を新たに

建設し、平成 9 年（1997 年）7 月 19 日に開館した。反射式天体

望遠鏡は昭和 29 年（1954 年）、富山産業大博覧会の「天体の変化

館」に設置され、博覧会閉幕後に前富山市役所屋上にドームと共

に移設、その後初代天文台開設に伴い当地に移設。 

・安養坊砦跡 

佐々攻略のための幻の砦。下の平地とは 60m の比高差。戦国時代

以前には、神通川はこの直下を流れていたと推定されます。丘陵

頂上標高 72m から 40m にかけて、5 つの小曲輪（しょうくるわ）と空堀

（からぼり）を確認。 

A 郭(37m×12m 350 平方メートル)は旧富山市天文台があった場所で、5

つのうち最も高い所にあり。B 郭（5m×6m、50 平方メートル以上）は A

郭と連続する可能性があり。C 郭（6.5m×13m、70 平方メートル）は半

円形状。 

A から C 郭北側には尾根（おね）を切断するように空堀（長さ 40m、幅

8m、深さ 1.65m から 2.5m）があり、砦の北端の境界を示すものと考えら

れる。（富山市埋文センター資料） 

呉羽山インクライン頂上駅跡 

 呉羽山公園が市民の憩いの場として多くの

人々が訪れるようになり、登山用交通機関とし

て大正 14 年（1925 年）４月に設置された。 

当初は多くの利用者で賑わったが、赤字経営に

より昭和 3 年（1928 年）廃業した。インクライ

ン（ケーブルカー）は、斜面に軌道を敷設し、動力で台車を動かし運ぶ装置。

（五福校下歴史マップ 2011/9 より抜粋転載） 

山上駅は御野立所の向かい側付近（富山廃線紀行より） 

呉羽丘陵フットパスコース 

杉谷の御鷹台横から五艘（県道 208 号線）までの尾根を伝った散策コース 
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御野立所 大正天皇詩碑 昭和天皇歌碑 

・大正天皇詩碑 

呉羽山視点場前の丘に「御野立所」がある。 

大正天皇が明治 42 年 10 月 1 日（皇太子・

東宮の時)富山県を訪問され、五福新道の白

壁茶屋から徒歩で呉羽山へ登られ、漢詩｢登

呉羽山｣を詠まれた。 

その後、この場所を御野立所と呼ばれ、昭

和 26 年 10 月（1951）、漢詩｢登呉羽山｣の一

部を歌碑として建立された。現在の歌碑は、平成 14 年 10 月に再建されたものである。 

大正天皇御製「登呉羽山」 

（雨後に風無くして秋気温かく呉羽峻阪にして履痕を留む） 

（維れより昔秀吉進みて旆を征し敵将力窮まりて軍門に降る） 

（吾此地に来りて形勢を見れば中越の全景眼中に存り） 

（立岳空を衝き東に向かいて聳え神通水漲り北を指して奔る） 

（兵営一路城市に連なり海湾直にハア原に接す） 

（眺望かくの如く多く得ること難からん真に是れ北国の好き公 

園なり） 

・昭和天皇歌碑  

またその横に昭和天皇が昭和 33 年(1958)富山国体に来られたのを記念して建てられた歌碑がある。 

碑文は、昭和天皇が大正 13 年 11 月 3 日（皇太子の時）陸軍大演習統監のさいに詠まれた御歌である。 

 

昭和天皇御製｢立山の御歌｣ 

立山の空にそびゆるををしさに 

ならへとぞおもふみよのすがたも 
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みはらし広場 立山を仰ぐ特等席 佐伯有頼像 

呉羽山に視点場がある。この視点場は、｢立山仰ぐ特等席｣のキャッチコピーを事業化したもので、立山

連峰を一望できる。朝焼け、夕焼けに染まる時間に多くのカメラマンが押し寄せるが、その中央部に立山

を開山したとされる佐伯有頼の少年像が今も白鷹を掲げて立山を見入る。（平成 13年に建立） 

立山開山にまつわる物語は、『立山開山縁起』によれば次のとおりとされる。 

大宝元年（701年）、有頼の父、佐伯有若が文武天皇の命を受け、越中守とし

て新川郡字布施の院に居城（布施城）を構えた。 

翌年（702年）、息子の有頼が、父の大切にしていた白鷹をもって鷹狩りに出

かけ鷹を逃がしてしまった。有頼は一人で白鷹を追って奥山に入り白鷹を探し

捕まえた時、突然熊が現れ有頼に襲いかかってきた。有頼はとっさに熊に向か

って矢を射ると矢が熊に命中した。熊は血を流しながら立山山中の玉殿窟に逃

げ込んだ。有頼は熊の血の跡を追って洞窟に向かうと、そこに金色で生身の阿

弥陀如来と不動明王が現れ、そして阿弥陀の胸に有頼の射た矢が刺さっており、

血が流れていた。 

熊の正体は阿弥陀如来で有頼に立山を開山させようと導いたのである。有頼

は仏をあやめた罪を懺悔し自害しようとしたが、その時、薬勢仙人が現れ、それ

を止め、有頼に僧侶慈朝の弟子になることを勧めた。有頼は慈朝の弟子となり、

出家して慈興と改名し、厳しい修行をして立山を開いたとされる。 

トイレ、駐車場 

 

金尾柳神斎の碑 

金尾柳神斎（1847～1896）は、名を栄蔵といい、富山市が生んだ明治の

武道家です。若い時から力が強く、志を立てて上京し、剣術を榊原健吉（将

軍家茂の教授）に学び、また柔道を嘉納治五郎（講道館長）に学びました。 

上達して富山に帰り鹿島町に百畳敷きの道場を開き、柔道と剣道を教え

ました。 数百人の弟子の中から柔道では板坂氏や剣道では近代の名剣

士 中山博道範士も出ています。一人で柔道と剣道の両方を教えたのは 

珍しいことです。 

 柳神斎はとても強い人でしたが 心は優しく子供たちも なつきまし

た。また水泳も達者で神通川で溺れた人を十八人も助け、何度も表彰され

ました。 

 この碑は昭和４年に建立され碑銘は日本柔道の開祖嘉納治五郎の筆

で、裏面には漢学者で（文学博士、東大名誉教授）塩谷温が漢文で柳神斎がどんな人だったかを詳しく紹

介されています。 

 なお前の石柱も塩谷温「号、節山」の筆になるものです。 駐車場 
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高王白衣観音像  

大正時代から昭和にかけて富山県を代表する代議士として活躍された高見之

通（ゆきみち）氏の念願に成る。 

 氏は明治１３年富山市に生まれ、東京帝大を卒業して弁護士を開業。令名

高く郷土の信望を担ってその後国政を志す。当選七回を果たし、政友党領袖

として尾崎行雄（咢堂）、犬養毅（本堂）ら盟友と共に国政に邁進された。 

 郷土にあっては地方発展に貢献され、飛越鉄道（高山線）の開通、紡績工場

の誘致、当時苦境にあった売薬業への印紙税の撤廃に尽力、伝統産業に活路

を開いた。 

 この頃、氏に思いもかけぬ災が降りかかる。政界の松島事件に巻き添えに

され、家族・郷友憂いに暮れ、夫人は病床に臥された。氏は自身の潔白と夫人

の平癒を祈念し、相国寺に入って禅の教えにすがり高王白衣観音菩薩（三十

三観音の一菩薩）の延命十句観音経を日夜唱え続けた。すると天地これに感

応して無罪と健康を与えられたと云う。氏の人生には観音の霊と共に歩んだ

としか思えないいくつもの語り草が今も家人に伝えられている。 

 この仏恩に報いんと、氏はこの呉羽山が聖地と悟りここに観音像が安置成され

たのである。 

 氏は生涯礼節と清廉を貫いた人であり、且つ、時代は軍拡の流れの中にあっても

凛として世界平和を主張したのであった。この姿を知る人達がこの観音を「高見平

和観音」と称する所以である。 

 

桜の広場展望台 ロケ地 尾山三郎像 元前田正甫衣冠束帯像所在 三角点 

桜の広場は標高 71.3m で市の西部に位置し、一帯が公園

として整備されており、残雪の映える立山連峰を背景に、

美しく咲き誇る桜と絶妙なコントラストを作って、市内

を一望できるすばらしい眺めが花見客を魅了する。夜に

は富山市街地の夜景が楽しめる。 

昭和 30 年代に植えられたソメイヨシノが 500 本余り

あり、近くには、民俗民芸館、陶芸館、売薬資料館、五百

羅漢など、富山の歴史と文化にも触れることができる。 

RAILWAYS ロケ地 

三浦友和主演、富山地方鉄道が舞台の映画「RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ(2011 年)」のロ

ケ地となったのがここ、呉羽山公園 桜の広場展望台です。二人の思い出の場所として登場。ちなみに望

遠鏡は映画の美術セット。雄大な北アルプスの立山連峰を望む富山地方鉄道を舞台に夫婦の愛と絆を描

く、RAILWAYS シリーズの第 2 弾。滝島徹（三浦友和）滝島佐和子（余貴美子） 

他のロケ地：電鉄富山駅、富山赤十字病院、南富山駅、稲荷町駅、富山地鉄ホテル、舌山駅、電鉄黒部駅、

延対寺荘（宇奈月温泉）、足峅寺駅、渡辺家（茶処「DO・U・ZO」）、四方漁港、有峰口駅、宇奈月温泉駅、

浦山駅、中加積駅、越中三郷駅、月岡駅 
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尾山三郎像 明治 21 年（1888 年）--昭和 26 年（1951 年） 

富山手伝町（現富山市）で大野清兵衛の三男として生まれ、明治 33 年（1899

年）、富山市千石町の尾山定次郎の養子となる。 

富山市蛯町の (株) 青物市場に入社。同支配人、同社長、帝国館社長、富山鉄道

監査役、富山県食糧営団理事、富山県水産業会副会長、富山消防組組頭、富山警

防団長、大日本警防協会理事などを務める。 

富山市会議員（6 期）、富山県会議員（4 期）に選出され、市

会副議長、同議長も務める。 

戦後、公選初の富山市長に選出され、昭和 22 年（1947 年）

に就任し、戦災の復興に尽力。 

昭和 23 年（1948 年）富山県消防協会の設立に伴い同会長に

就任し、富山市消防団長兼富山市消防長、日本消防協会理事

も務める。 

市長の任期途中、昭和 25 年（1950 年）辞職し、同年第 2 回

参議院議員通常選挙に富山県地方区から出馬して当選し、そ

の後、自由党に所属して活動したが、在任中に死去。 

 

前田正甫衣冠束帯像 

富山藩繁栄の名君、また地場産業である製薬業の興隆の祖として親しまれてお

り、大正 13 年（1924 年）4 月 19 日には、呉羽山桜の広場に衣冠束帯姿の銅像

が建立された歴史がある。この像は、昭和 19 年（1944 年）6 月 16 日金属類回

収令による供出により失われたが、昭和 29 年（1954 年）4 月 10 日、富山博覧

会を契機に、富山城址公園内に新たに小袖姿の銅像が建てられている 

 

呉羽山公園三角点 

三等三角点「呉羽山」：標高 71.22m、呉羽丘陵北部（呉羽山頂より北）の桜の広場に所

在します。元富山市長、尾山三郎の像の遊歩道を隔てた向かいです。標石は土に埋もれ

ており標示杭の前を掘ると上面が現れる。この位置から富山市街、立山方面の山々を望

むことができる。 

 その他呉羽山の三角点 

峠茶屋 稲荷社の北100メールのベンチから少し藪を入ったところに三角点が見られま

す。標石の刻字は南に「四等三角点」（「角」は「々」に「肉」）、西に「地理調」、東に「基

本」とありますが北面には刻字が見当たりません。この標石は 1951 年（昭和 26）設置の

初期の四等三角点です。 

富山白鳥城址 城山の地点には白鳥城址があり本丸跡の中央に一等三角点と天測点が見

られます。 

 

 

呉羽山 

峠茶屋 

白鳥城址 

桜の広場から富山市街夜景 


