
- 1 - 

日 時：平成 30 年 10 月 4 日（木） 

場 所：富山市民俗民芸村とその周辺 

集 合：民俗資料館 

駐車場：民族民芸村東側駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 3 回観光ガイド研修会  
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見所一覧 

№ 時刻 ポイント その他見所 備考 

  駐車場 

民俗民芸村東側駐車場 

  

 1：00 民俗資料館 江戸時代後期の建物  

２  売薬資料館 売薬に関する資料 休館中 資料 

３  篁牛人記念美術館 水墨画家  

４  民芸合掌館 山田村 合掌造りの建物  

５  民芸館 神岡町の板倉 民衆的工芸品  

６  佐々成政剃髪址の石碑 長光寺 成政愛妾小百合墓石 加藤氏 

７  陶芸館 全国各地の暮らしの焼き物  

８  考古資料館 富山市の埋蔵文化財の展示 

番神山横穴古墳群 

資料館館長 

加藤氏 

９  富山土人形工房 伝統郷土玩具土人形の制作工房  

10  茶室円山
えんざん

庵 円山より移築 呉羽山古墳  

11 3：00 長慶寺 五百羅漢 筆塚 志留丸塚 

山田孝雄
よ し お

墓碑 

長慶寺 

 

  民芸村管理センター （観光ガイド進め方について協議）  

12  佐伯則重の石碑 富山工業高校北側より移設 釣谷氏 

13  円山
まるやま

八幡社 今井四郎兼平 戦勝祈願 

安養坊坂 

山口氏 

14  呉羽山礫層 呉羽山断層 

富山市呉羽老人福祉センター横案内板 
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佐々成政剃髪址の石碑 

天正 13（年 1585年）、富山城主佐々成政が、豊臣秀吉の先鋒前田利家の軍に敗れ、 

その時、成政がこの地で髪を剃り僧衣を着けて服従の意思を示したとされます。当地の字名を道

心山（仏道を信仰する）といっているのは、それに由来するものと思われます。 

その後、成政は肥後（熊本県）に国替えされ、天正 16年（1588年）秀吉の逆鱗に触れ、摂津（兵

庫県）尼ケ崎の法園寺で切腹を命じられました。  

「何事もかわりはてたる 世の中に 知らでや 雪の白く降るらん」  成政 

（富山市 観光案内板）平成元年 

成政は、越中国内三十六の諸城塞から順次兵を引き揚げ、富山城に集中配備し、秀吉の来襲

に備えた。8月 19日加賀国津幡から越中に入った秀吉軍は、富山城を包囲した。成政は衆寡敵

せずと、8 月 26 日には織田信雄を仲介に降伏を申し入れ、倶利伽羅峠に陣する秀吉の元を訪

れ、成政はこの際、髪を剃り僧衣を身に着け恭順の意を示したとされる。 

 

佐伯則重の碑 

呉羽山東側、民俗民芸村の入口に佐伯則重の碑がある。則重は、正宗の十哲の一人と言われ鎌倉

時代の正応 2年（1289）婦負郡呉服村で鍛冶屋の子として生まれました。30歳のとき郷
ごうの

義弘
よ し ひ ろ

（越

中国、新川郡松倉郷出身、現在魚津市）に入門、その後相模の国へ行き、岡崎五郎正宗に師従し相

州流の秘伝を受け 40歳で帰郷した。 

多くの名刀を残し「呉服郷」と称せられたが正平 21年（1366）78歳で亡くなくなりました。 

以前、工業高校の北側に刀を鍛えた泉や宅跡が残っていましたが都市化が進んだことから、こ

の地に石碑のみが移されました。 

（呉羽丘陵とその周辺ぶらりみどころ 呉羽山観光協会） 

 

佐々成政の愛妾・早百合姫が

その下で斬られたと伝わる

「磯部の一本榎」跡 

佐々成政が剃髪して羽柴秀吉

に降伏したという地に立つ

佐々成政剃髪阯 

「佐々堤」は霞堤（不連続

堤防）で、常願寺川の流勢

を川の中央に押し戻した 
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円山八幡社 

 平安時代末期、信濃に兵を挙げ、都に攻め上がろうとしてい

た木曽（源）義仲は加賀での敗戦で援軍を乞う知らせを受け、

直ちに越後から今井四郎兼平の軍勢を先発として越中に指し

向けました。その兼平が寿永２年（１１８３）５月、御服山（呉羽

山）に陣をとったとき、安養坊の坂を上がる途中、馬から降り、

平氏との決戦の勝利を祈願した場所と伝えられています。 

（「商工とやま」H17年 10月号参照） 

安養坊坂 

「帰りたい 帰れない ここは無言坂」で知られる歌謡曲「無言

坂」は、八幡社の境内を裏に回り込むと、安養坊坂がつづい

ており、作詞のモチーフになった坂です。作詞：市川睦月（久

世光彦）作曲：玉置浩二 うた：香西かおり。久世光彦は、両

親の故郷富山市に疎開し富山高校を卒業。演出家、著作家。

参照（HP「無言坂」は語る ― 久世光彦の世界） 

長慶寺 

曹洞宗長慶寺は天明６年（１７８６）、新川郡塩野よりこの地に

移し開山されました。当山一帯は桜谷と呼ばれ、風致に富

み、城下の人々の行楽の地でした。花の頃には「山いき」と称

する行楽の人々で賑わいました。山号の任羅陀山（地蔵菩薩

の浄土の名）に示されるように、かつては「桜谷の大仏」といわ

れた金銅の地蔵大仏が建立され、その後に境内に設置され

た五百羅漢石像とともに信仰を崇めました。大仏は明治の廃

仏毀釈により失われましたが、現在は信者より寄進された大仏頭が本堂内左側に安置されてい

ます。（「商工とやま」H17年 10月号参照） 

五百羅漢 

長慶寺の境内、山腹を背に富山の町を見守って立つ五百有余

の五百羅漢像があります。江戸時代後期、富山で米穀商と廻

船問屋を営む黒牧屋善次郎という豪商は信仰心が篤く、長慶

寺へしばしば詣でました。仏恩に報いたいと思い立ち、佐渡の

石工に羅漢像を彫らせ、北海道へ米を運んだ帰りに持ち帰り、

木町の浜で陸揚げしてここまで運びました。元禄以来の町人の

台頭は経済圏を拡大し、いつの時代も共通する人々の信仰心

が五百羅漢の建造を可能にしたものと思われます。なお五百羅漢は昭和４６年３月、富山市指定

文化財に指定されています。 

（「商工とやま」H17年 10月号参照） 

 

  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1537272376/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9kaWN0aW9uYXJ5Lmdvby5uZS5qcC9qbi84MTQwMy9waWN0dXJlL20wdS8-/RS=^ADBuv100faAG1IS_bT6q2A4AfcgXyQ-;_ylt=A2RCA9m3mJ9b8lIAzwOU3uV7
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筆塚と人丸塚 

長慶寺のやや奥に「志留丸塚」と「筆塚」があります。かつてこ

こは、妙意が峰と呼ばれ見晴らしのよい場所でしたが、現在は

竹薮で視界が遮られています。寛政８年（１７９６）に石見国の

人麻呂大明神（歌聖柿本人麻呂）の社殿の土をこの桜谷に移

して祠が作られ、当時の文化人が尊崇したといわれています。

寛政１０年、８代藩主前田利謙の生母自仙院佳子がこの桜谷

長慶寺で遊び、桜谷八景の歌を詠んで、人麻呂の祠に奉納し

たという記録があります。明治３年（１８７０）の合寺令でこの祠はなくなりましたが、現在「志留丸

塚」（柿本人麻呂）と筆塚が残っています。なお、祠に安置してあった人麻呂像は、今は長慶寺

に安置されています。（「商工とやま」H17年 10月号参照） 

山田孝雄
よ し お

墓石 

明治8年（1875）富山市総曲輪に生まれ、富山県内の小学校や兵庫、

奈良、高知などの中学校で教員を勤め、独学により国語学・国文学を研

究。 

明治35年「日本文法論」により、文学博士の学位。日本大学教授、東

北大学教授を歴任し、国語文法・国文学に関する著作が多く、その功績

は顕著であります。 

昭和32年文化勲章を受章。富山市名誉市民となられた。昭和33年

（1958）仙台市にて永眠。富山市呉羽山長慶寺の五百羅漢横に葬られ

ました。 

「山田孝雄文庫」 遺族から博士の旧蔵書の寄贈を受け、平成11年11

月「山田孝雄文庫」として専用の文庫室に別置し、富山市図書館に当文

庫を開設しています。 

番神山横穴古墳群 

番神山横穴墓群は、呉羽丘陵から延びる一丘陵（通称 番

神山、基盤は砂泥互層）の斜面にあります。昭和 3年の土砂採

取工事中に 8基の横穴墓が発見され、調査されました。また昭

和 40年にも工事で 7基の横穴墓群が確認、調査されました。 

横穴墓は、丘陵の斜面に横穴を掘って墓室を作るもので、

古墳時代中期から終末期（飛鳥時代）の墓制の一つです。富

山県内では、横穴式石室をもつ古墳は少なく、横穴墓が盛行

します。 

横穴墓は、奥行が 2.1 から 2.6m、幅 1.5 から 1.9m、高さ 1.0 から 1.2m の縦長・方形で、天井は

かまぼこ形になっています。墓室には、高さ 0.7 から 1m、幅 0.6 から 0.8m の入口と通路がつい

ていました。入口前方の前庭には天井がなく、長さ 1から 2m、幅 1.5から 2mで山腹の外に開い

ていました。4から 5体分の遺骨が残っていた横穴墓もありました。 

墓室からは、須恵器、大刀、刀子、管玉、耳環などが出土しましたが、戦災により失われまし

た。その後採集等された須恵器や鉄製品の年代から、この横穴墓群は 6世紀後葉から 7世紀後
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葉にかけて造営されたと考えられます。 

横穴墓群は 2 つの支群があります。これらといっしょに墳丘・横穴式石室をもつ呉羽山古墳が存

在しています。豪華な遺物から、横穴墓群に葬られた人々より階層の高い人の墓とみられます。 

（富山市埋蔵文化財センターHP より） 

 

呉羽山礫層について （福寿荘横富山市案内板） 

 福寿荘から尾根まで、崖際に分布している。石ころ（礫層）

を呉羽山礫層と呼んでいます。 

この層」は射水丘陵から呉東に広く分布しています。普通石

ころは、河床や扇状地に分布していますが、呉羽丘陵の東側

は、北北東、南南西方向の直線状の急崖になっており、これ

に沿って呉羽山断層があります。 

地盤は、1 回大地震で１～２メートル隆起することがありま

す。呉羽山が出来るためには何回の地震があったものでしょ

うか。川の石がなぜ高さ約７０ｍの丘陵にかたむいて分布するのえでしょうか。 

呉羽山礫層のできた年代は７０万年前と考えられています。この礫の中に腐った礫があります。 

どんな礫が腐ってどんな礫が腐らないか。又、礫の並び方からどちらの方向から流れてきたか。又、大

きさや丸さから河口近く、あるいは山麓で堆積したかなどもわかります。呉羽山礫層はだまっていま

すが、あなたたちが話しかけると答えてくれます。 （富山市） 

 

※呉羽インクラインの山上駅の位置について 

 前回 9/6 観光ガイド研修会において、「五福校下歴史マップ」

の引用として“現在呉羽山旧天文台跡地周辺には、当時の山上

駅跡と斜面にもコンクリート残骸が見受けられる。”と転載さ

せて頂きました。 

しかし、その後の調査で、誤解を招く曖昧な掲載でありました

ので、「富山廃線紀行」の地図の引用をもって正確な記載とさせ

ていただきます。福寿荘の後ろを通り御野立所の道路を挟んだ

向かい側に山上駅はありました。ただ、大正２年の呉羽運体器

（ロープウエイ）の設置場所については不明です。 

 


