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第１回ワークショップ 当日出された意見 

「清水町」という大字名は、これまでに数回変更 
されています。 
地元以外の方には少々ややこしい…。 
  
・明治２２年４月～     丹生郡三方村「清水尻」 
・昭和３０年７月２８日～ 丹生郡清水町「清水」 
・平成１８年２月１日～  福井市「清水町」 

その③ 里川 

そのほか 大字名 

A SPECIAL EDITION 
by Teamぶらひがし 

・ Teamぶらひがしとは、清水東公民館の広報部を中心とした有志の集まりです。 
  日々、地区内のおもしろいネタを探しつつぶらついています。 

今回は和田町！ 

和田町の春日神社 

ここが「猿ヶ堂」… 
 ではないんです… 

急な階段です。 

 気をつけてください。 

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト 

① 長尾山 

② 西浦 
③ 堂ヶ谷 

さあ、上ってみよう 

猿ヶ堂 

春日神社の狛犬の寄進者 杉崎郡作 
 春日神社の狛犬の台座には、寄進者が「杉崎郡作」と彫られています。調べてみますと案外有名人で驚き 
です。Ｗｅｂで「すぎさきぐんさく」で検索してみると、貧しい中、北海道函館で一代を築き、社会福祉などの分野 
                       で功績を挙げた方と紹介されています。 
                        さらに、地元の古老の方などから聞いたところ、郡作さんの父親（谷口 
                       岩松さん）は和田町出身で、風巻町（旧天津村→旧清水町。今は福井市。） 
                       の杉崎家に婿養子に入り、その後、杉崎一家は和田町に戻ったとのこと 
                       です。郡作さんは、明治３０年３月、三方村三留尋常高等小学校補習科を 
                                          卒業（満１２才）後、北海道開拓移民として 
                                          両親と３人の弟とともに北海道函館に移住 
                                          するまで和田町で過ごしました。 
                                           狛犬が寄進された大正１１年には、北海 
                                          道で初めて保導委員制度（現在の民生委 
                                          員）が設けられ、郡作さんはその委員に任 
                                          命されています。それを記念して狛犬を寄 
                                          進されたのかもしれません。 

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト 

清水１号墳 

里川 

【１】北堀貝塚 

【２】 足高山 

その① 
その② 

鼓岩 

里川「清水湧水群 

       -大清水」 

その③ 
：円墳 
：前方後円墳 
：前方後方墳 

 春日神社の狛犬の台 

座には、寄進者が彫ら 

れています。調べてみ 

ますと案外有名人で驚 

きです。 

 Ｗｅｂで「すぎさきぐん 

   さく」で検索しては 

   如何でしょうか。 
 
  大正１１年９月 
    寄 進 
   函館区旭町 

   杉崎郡作 

 和田町の住民は、大晦日の夜、除夜の鐘が聞こえはじめる時間になると、蝋燭（ろうそく）を持参し、燈明（※と 

うみょう）を灯します。神社係や村役の方は、元旦朝７時の宮田宮司による祝詞（のりと）をあげるまで夜通しで燈 

明をお守りします。多くのご高齢の方は、祝詞の時間にあわせて参拝しますが、元気な子ども達はこの蝋燭灯し 

をするため、この日だけは夜更かしが許されます。 

 この風習は他の村でもあるのかどうかは定かではありません。少なくとも清水東地区内では行われていないよ 

うです。 

和田町の春日神社 

今回は和田町！ 

清水東地区 “おもしろネタ”コーナー 
A SPECIAL EDITION 

by Teamぶらひがし 

※「和田町の春日神社」については、清水東公民館ホームページで詳しく動画も交えて紹介します。 

※燈明とは神仏に供える明かりの事です。灯明とも記されます。 

Teamぶらひがしとは、清水東公民館の
広報委員会を中心とした有志の集まりで
す。日々、地区内のおもしろいネタを探し
つつ、ぶらついています。 

 和田町の住民は、大晦日の夜、除夜の鐘が聞こえはじめる時間になると、蝋燭（ろうそく）を持参し、燈明 
（※とうみょう）を灯します。神社係や村役の方は、元旦朝７時の宮田宮司による祝詞（のりと）をあげるまで 
夜通しで燈明をお守りします。多くのご高齢の方は、祝詞の時間にあわせて参拝しますが、元気な子ども達は 
この蝋燭灯しをするため、この日だけは夜更かしが許されます。 
 この風習は他の村でもあるのかどうかは定かではありません。少なくとも清水東地区内では行われていない 
ようです。 
         ※ 燈明（とうみょう）とは神仏に供える明かりの事です。灯明とも書きます。 
         ※ 和田町出身の方より、和田町内でのみ通用するこんな格言を聞きました。 
           「賽銭（さいせん）忘れても蝋燭（ろうそく）忘れるな。」 

石切場            和田町の東方北端に大きな石切場跡があります。奥行きは深 
          くてわかりません。和田石は、足羽山の笏谷石（しゃくだにいし） 
と同じ鉱脈の末端にあたり、石質はやや柔らかく霜に弱い欠点がありましたが色 
がよく値段が安かったため近村に売られていました。相当古くから採石されてい 
たようですが、明治時代には笏谷石におされて採石されなくなり、採石穴に水が 
溜り荒れ放題になってしまいました。  記事引用： 清水町史 



ー ２ ー 

第１回ワークショップ 当日出された意見 

 
 大正４年に大正天皇の御即位式が京都御所で行われ 
ました。この御即位式（御大典とよびます。）を記念 
して、清水町では、城山の山頂に記念碑を建立しまし 
た。水田高約１００メートルという急な高い山頂に高 
さ１メートル７０センチという大きな自然石と笏谷石 
（しゃくだにいし）の台石を、山頂まで引き上げるの 
は並大抵ではありませんでした。滑車と太縄で何日も 
村中総出で山頂へ上げたと伝えられています。当時の 
村民の皇室崇拝の篤かったことが偲ばれます。 
 碑には「御即位記念碑」と筆太に彫られ、題字は時 
の丹生郡長 正七位勲６等 鷲田又兵衛でありました。 
なお、昭和２３年福井大地震の時倒壊し放置されてい 
ましたが、昭和５３年昭和会員の手によって再建整備 
されました。 

 
 清水の城山（じょやま）は、かたちのいい美しい山で、富士山によくにているので、清水尻 
の小富士と、呼ばれていたといいます。また山がとがっていて鑓（やり）の先ににているので 
鑓嚙（やりかみ）山ともいわれていました。この山に朝倉氏の家臣、村野源五郎景光（かげみ 
つ）が城を築いたので、その城を「ヤリカミ城」と呼んだ。城が築かれてからは、清水の城山 
というようになりました。 
 この城山は、高さが百二十メートルもある急な山で、たいへん攻めにくく、南の山裾には城 
主村野氏の館があり、武将の守り神「八幡神社」を祭ってありました。 
 この神社のわきから、美しい清水が年中湧き出ているので「清水尻」という地名が生まれた 
といわれています。 
 天正三年（１５７５年）八月、織田信長の大軍が一向一授征伐のため、越前へ攻め入り、そ 
のころ一揆勢に味方していた景光の孫、村野景政の清水尻館へも、信長勢が攻めかかってきま 
した。 
 織田方では、日野川べりの片粕町のアサ畑のアサをくくって、旗や松明（たいまつ）を立て 
大軍が攻めてきたように見せかけたりし、また八幡神社の前では、はげしい戦いがくりひろげ 
られました。キビ畑の中にかくれていた景政の兵士は、キビといっしょに、薙ぎ殺されたと伝 
えられています。それからはこの辺では、キビを作らないようになったとのことです。 
 この戦いの時、城主景政の「奥方」は、家財道具を持って和田町の田中孫四郎家へのがれ、 
かくまってもらいました。この孫四郎家を覚信（かくしん）と呼んでいますが、これは奥方を 
かくしたので、「かくし」がなまってかくしんという屋号がついたといわれています。 
 城主景政は命からがら、日野川を渡り、（対岸の）西下野町へ逃げのびました。そして下野 
のある百姓の家の、モミガラを入れた大きなむしろの「ツト」の中にかくれていました。 
 ところが、織田方にそのことを、密告したものがいて、ツトの中にかくれていた景政は、外 
からの一突きで刺し殺されました。その時、景政は、 
「密告するとは、卑きょうじゃー。末代たたってやるぞー。」 
と、叫んで死んだといいます。 
 それから、この家では正月一日に雑煮をにると、そのたたりで餅がドロドロにとけて、白い 
蛇になって自在鉤（じざいかぎ）の縄をつとうで、つし（二階の物置）へ上ると伝えられ、正 
月二日から雑煮を食べるようにしているとのことです。 
 なお、ヤリカミ城主村野景政の子景宗は、織田方に降参して、清水尻の館に住んでいました。 
その後、天正四年春には、一向一授方に焼かれてしまった竹生の薬師宮（現在の丹生神社）を 
建てなおしたという記録が残っています。 

 竹生（竹生町）の南の方に、猿ヶ堂という山があって、むかしこの山の上に美しい水が湧いていたそうじゃ。 
 「こんな高い山の上に、うつくさい水が湧くんなって、不思議なこっちゃのう」 
ということで、小さいお堂をたてて、水の神様の八大竜王をお祭りしたそうじゃ。 
 ほいて、この山には、猿が何匹もいて水を飲みに来るんで「猿が堂」って言うようになったんや。 
 ところが、いつの頃かわからんのやが、八大竜王さんが盗まれてしもうたんやって。ほいたら、うつくさい湧き 
水も出やんで、山も荒れほうだいになってもたんや。 
 ほれから何年かたって、ちょうと今から（※このむか 
しばなしが編集されたのは昭和６１年です。）十年 
ほど前のことじゃが、竹生のある人に夢のお告げが 
あってなあ……。 
 「猿が堂へ、早う八大竜王を祭りなさい。」 
という、水の神様のご命令があったそうじゃ。 
 その人はびっくりしなして、村のもんに相談かけた 
んや。ほいたら、 
 「そりゃ、区長さんに世話してもろて、こっしょまいか 
のお。」 
と言うことにきまって、さっそく石屋さんに頼んで、神 
様を彫ってもろて、立派なお堂にお祭りしたんやって。 
 ほいて、石段やお手洗いも、ぎょうさん寄付が 
集まったんで、いいもんにできたんやってのう。 
 ほれからは、水をつかう商売のもんに、めっぽうご利益があるっちゅう話がひろがって、料理屋さんやすし屋 
さんが、遠いとこからわざわざ、月参りに来なはるんやって話じゃ。 
 八大竜王さんは、玉子がお好きやそうで、みんなが玉子をもって参るんやって。ほいて、不思議なことに、あ 
くる日には殻ばっかしで、中身がのなっているんやって。 
 「竜王さんがお食べになるっちゅう話じゃが、がてんがいかんのう……。」 
 ほれから、また夢のお告げがあってのう。 
 「山の下の向出（むかいで）屋敷のザクロの木の下を掘って見よ。」 
ちゅうお告げで、さっそく木の下を掘って見たんじゃが、またまた不思議なことに、うつくさい水が卜クッ、トクッ 
と湧き出たんじゃ。 
 ほれで、向出さんでは玉石を積んで、お水汲み場をつくったんや。このお水は、猿が堂のおこぼれ水で、きっ 
とご利益があるっちゅうんで、遠い所からわざわざお水もらいに来るそうじゃ。 
 ほれからまた、猿ヶ堂は「鎌どめ山（かまどめやま）」って言うて、八大竜王さんは鉄の刃物がおきらいで、鎌 
（かま）や鉈（なた）・鋸（のこぎり）をつかうと、たたりがあるそうで、ぞう木が伸びほうだいになっているんやって。 
 ほいて、不思議なことに、ぞう木が蛇のようにクネクネとねじれ曲がってるそうじゃ。 
 この猿ヶ堂の山にはもう一つ、庚申堂（こうしんどう）ちゅうお堂に神様が祭ってあるんや。この神様は、青面 
金剛（しょうめんこうごう）さんちゅうて、青いお顔のおとろしい荒神様やって話じゃ。 
 ほいてなあ、この神様は、人の悪口を言うと、その人の寿命をちぢめてしまうんやって。ほれで六十日目ごと 
に回ってくる庚申の日にお祭りをして、神様のご気げんをとらなあかんのやって。 
 この庚申まつりには、村のもんが当番の家に集って、床の間に青面金剛さんの掛け物をかざって、人の悪口 
を言わんよう、人のいいことを話いて夜あかしするんや。 
 今では、この庚申まつりもすたってしもて、人の窓口を言うもんがふえたんや。 

猿ヶ堂と八大竜王さま 

記事引用： 
 清水町の 
 むかしばなし 

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト 

② おかたん橋付近 

③ 十郷排水路 

みせや堰 
      ④ 古屋の切り通し 

      ⑤ 

① 穴虫 

各地区の田面高などの表示図 

1/2500の清水町基本図(平成3 
年測図)の図化機測定標高点の 
データです。目安として考えてく 
ださい。 

（朝宮町地係付近の日野川） 
（清水山町地係付近の日野川） 

上記標高点データをもとに算定した参考値 
です。目安として考えてください。 

（※例） 

田尻栃谷ふれあい会館付近より南に 
向って小型無人機で撮影しています。 

和田町のおいたち 

※ 昭和 61 年 8 月、旧清水町が発行した「清水町のむかしばなし」 
  の中に収録されている、「民話」をとりまとめました。  
※ 概ね原本のとおりのため、難解な方言もあるかもしれません。  

記事の引用：清水町史 

大正天皇御即位記念碑 

記事の引用：清水町のむかしばなし 

 和田町の村前一帯は、志津川が屈曲していて、昔から水害になやまされていました。大昔はこの辺は沼地で 
大木が茂っていたので、水田の下２メートル位の所に、周り４・５尺の大木が折れ重なって、泥炭化 
（でいたんか）しかかっているとのことです。  
 そのため、大昔は小谷山（※①）の高台や、本堂町地籍の堂が谷（※②）などに住んでいたのではないかと 
思われます。宝暦１１年、今から２５７年前（２０１８年で計算）の村明細帳によると、堂が谷の田地３１５石を 
出作しています。これは３０町歩余りの水田を、和田の者が耕作していたことになり、この堂が谷に和田の者が 
住んでいたのではないでしょうか。 
 この出村には、神社やお寺があって栄えていたが、天正年間織田信長の時代、一向一揆のために焼き払わ 
れ、村人たちは親村の和田へ帰ったので、戸数も９１軒にふえました。 
 その後、この堂が谷の山だけ残して田地は売り払い、下天下町の北の方の田地（※③）と、竹生町の志津川 
べりの田地（※④）１０町歩余りを買い取ったとの言い伝えがあります。 
 なお、江戸時代には細坂町（※⑤）で４０石、羽坂町（※⑥）で５０石、末町（※⑦）で５０石、更毛町（※⑧）で 
５５石も出作していました。堂が谷と合わせて、５１０石も出作していたことは、村前の田んぼが毎年洪水で 
ほとんど水腐れになって、米がとれなかったことを物語っています。 
 和田という地名は、アイヌ語で「葦（あし）の生えている所」という語源であるともいわれ、県内の和田という所は 
湿地帯で奥まった所が多いようです。また、村ばなの下天下境に「さる屋」という地名があり、猿がたくさん 
すんでいたので「猿和田」といっていました。昭和３０年町村合併によって清水町（旧清水町）が誕生した時 
「猿」の字をとって「和田」と改められました。 
                                                  記事引用： 清水町のむかしばなし 

各地区の田面高などの表示図 

③ 下天下の 
 北の方の田地 

④ 竹生の 
 田地 

        ※ 旧福井市地籍 
         の山中に和田町 
        地籍の飛び地があ 
      ります。場所は目安です。 

和田町地籍や過去の出作などの位置図 

地形図の出展：国土地理院ウェブサイト 

文中記事のおおよその場所 

現在の和田町地籍 （ 目安 ） 

① 小谷 

② 堂が谷 

⑥ 羽坂町の田 

⑤ 細坂町の田 

⑦ 末町の田 

※⑦ こちら側の末町の田には 
 地勢上、出作していなかった 
 のではないでしょうか。 

⑧ 更毛町の田 

里川（大谷川） 
 和田町の大谷川は、西側上流にある大谷池というため池から 
町内を流れているいます。魚が泳ぎ、川沿いには昔ながらの 
石積みや笏谷石の石垣が残っています。昔ながらの風景を今も 
残しています。 
 平成２９年１月、福井市の里川「大谷川」として認定されました。 和田町の大谷川  

※ 右側が上流です。 


