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北勢線の魅力を探る報告書 

 
 

お地蔵さんが点在するカーブの多い道を抜けると、 

一転して直線に区画された平成の住宅地となり、 

その先は急にタイムスリップして、昭和初期の酒蔵が迎えてくれます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

開催日： ２００８年２月２４日（日） 

 

主催：北勢線の魅力を探る会 

後援：桑名市、いなべ市、東員町、北勢線対策推進協議会、三岐鉄道株式会社、 
桑員ふれあいの道協議会、桑員まちのファンクラブ、都市環境デザイン会議 

第 10 回 

西別所から桑部に点在する地蔵堂 この地域にただ１つ残る造酒屋 
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西別所駅から桑部橋まで            （報告 集山一廣） 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
夜半からは激しい風と雪が舞い、行事開催が危ぶまれたが、朝の 6時過ぎのテ

レビでは警報も出ていないし、北勢線の運行にも支障にないことが分り、ほっと

した。テレビのデジタル放送はボタンひとつで、この地方の天気をスポット(桑
名市とか)で知らせてくれるし、鉄道や道路などの交通情報もリアルタイムに得

られ、とても便利だ。外に出ると、木漏れ日に路面の白い轍が幾筋もキラキラ輝

き、５ｃｍは積もっただろうか。私は小さい時からこんな光景がとても好きで、

なぜかウキウキした気分に浸ってしまう。それでも身を刺すような冷たい空気を

払いのけるかのように、受付場所である西別所駅までの一駅を、同じ団地の山北

さんと積雪を踏みしめながら急いだ。西別所駅は自転車置場以外には、あまりス

ペースがないので、隣接した辻内鋳物鉄工の工場の軒先をちょっと借りて受付場

所とした。積雪があったせいかやはり参加者は少なく、前回の半数近くとなった

が、熱心な６２名の方々が参加してくれた。９時４０分、西羽副代表の挨拶のあ

と、高橋省吾さんから西別所の濃洲道沿いにある地蔵堂について解説をしてもら

い、いつものように藤野戸さんの先導で出発した。 

    
 
西別所の濃洲道沿いには３つの地蔵堂がある。１番目は桑部方面への分かれ道

（三叉路）の角の石組みの中に小さな地蔵堂がある。これは小林理髪店の仏壇に

祀ってあったもので、交通禍から店を守るために、この場所に御堂を建てて祀っ

たそうである。手のひらに乗るぐらいの小さなお地蔵さんである。以来、この辺

りでの交通災害は無いとのことである。２番目の地蔵堂は西別所川を渡った右側

のところにある。濃洲道の道中の安全を祈願して安永６年(１７７７)に建立され

たもので、石の台座に石橋供養塔と刻まれている。３番目はさらに西へ行った蓮

一面の雪景色             星川駅で電車を待つ      地蔵堂を説明する高橋省吾さん 

第１０回北勢線の魅力を探る～お地蔵さんを巡って、酒蔵へ～ 
参加者：６２名 
説 明：高橋省吾さん、小川恭平さん、西村健二さん、小川通夫さん 
協  力：後藤酒造場（後藤悦夫さん) 
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花寺川に架かる城下橋のたもとにある。このお地蔵さんは西別所の山手にあった

万機庵(万機山白鷺庵)から明治の始めに現在の場所に移されたと伝えられている。 
これらのお地蔵さんの正式な名前は「地蔵菩薩」という名前である。「辞書」によ

ると、釈迦の入滅後から弥勒仏が世に現れるまでの間、無仏の世に住み、六道（地獄・

餓鬼・畜生・修羅・人間・天）の衆生を教え導くことを誓いとした菩薩。中国では唐末、日

本では平安中期から盛んに信仰された。平安時代以降に阿弥陀信仰と結びつき、地

蔵信仰が庶民に広がり、道祖神と同じように村を守る役割も果たすようになった。そして、

地獄の鬼から子供を救うとして子供の守護神ともなり、現在にいたっているのである。 

   
 
 ３番目お地蔵さんからちょっと西へ行った蓮花寺川沿いは、桜の名勝「蓮花寺

の千本桜」と呼ばれ、かつては大いに賑わったそうだ。昭和３４年の伊勢湾台風

やその後の豪雨によって大きな被害を蒙り、河川も大改修（コンクリートの 3 面

張り）が行なわれ、川沿いの桜はほとんどなくなってしまった。 
濃洲道は道幅が狭く、車の往来は少ないが、自参したマイホイッスルが交通安

全に一役買った。路面の雪はかなり融けてきたが、日陰となったアイスバーンに

驚かされながら、北勢線の稗田前駅跡の踏み切りを渡った。ここは、昭和１３年

に北勢電気鉄道の稗田前駅が開設されたが、戦時下の国策による企業合併により、

昭和１９年に三重交通北勢線となり、同年、駅は廃止された。現在もプラットホ

ームらしき土盛りが残っている。 

   

 
国道４２１号線を南に渡り、稗田の地蔵堂を曲がって行くと薬師堂（宝増山薬

王寺）がある。室町時代に天台宗の寺院として建立されたが、信長の北勢侵攻で

１番目のお地蔵さん       ２番目のお地蔵さん          ３番目のお地蔵さんと蓮花寺川 

稗田前駅跡を渡る        ４番目のお地蔵さん         稗田の路地 



 4

焼失し、その後の徳川時代に法華宗に改宗してこの地に移転したと伝えられてい

る。この薬師堂の境内に「史蹟矢部駿河守埋葬之地」という石碑がある。「天保

図録」の著者である松本清張氏の発案で昭和３９年に建立された。江戸町奉行矢

部駿河守定謙は北町奉行遠山左衛門尉景元とならび天保改革に携わった江戸町

奉行であったが、まもなく町奉行を罷免され、桑名藩お預けという重い処罰を受

け、桑名城中のお囲座敷で無念の一生を終えた。遺体は検死のあと、この薬師堂

に葬られた。その後、罪は許されて父矢部定令の墓所(東京深川浄心寺)に改葬さ

れた。薬師堂での解説者は稗田で生まれ育った小川恭平さん（元歴史の案内人）

である。薬師堂のお世話もされていることもあり、分かりやすい解説チラシや碑

文を拡大コピーしたものを用意され、とても上手に話され感心した。また、矢部

駿河守は庄内藩、川越藩、長岡藩の三方領知替えに異を唱え、庄内藩の士民を挙

げた猛烈な抵抗もあって領知替えは中止となった。後に、矢部駿河守は庄内藩の

窮地を救った大恩人として、山形県の遊佐町にある荘照居成神社の祭神に祀られ

た。近年、毎年行われる荘照居成祭には桑名からの参列者もあり、新たな交流が

図られている。 

   
 
薬師堂の南側は町屋川(員弁川)の土手である。近所の子供たちが雪投げをして

いた。その先の桑部橋との間に「荼毘之跡」の碑がある。昭和３４年の伊勢湾台

風の遭難者を火葬した場所である。りっぱな石碑に当時の記憶を留めている。こ

こは遠望するだけで、すこし北へ戻って、春日神社から伊奈利社を眺めながら桑

部橋を渡った。初代の桑部橋は明治１３年（１８８０）に架けられ、それまでは

仮橋であった。二代目は昭和１０年、現在は３代目であり、昭和５７年に架け替

えられた。澄んだ川底には先代の橋脚基礎の跡が見られる。 

   
 

史蹟矢部駿河守埋葬之地         薬師堂            小川恭平さんの説明 

春日神社            桑部橋          昔の桑部橋(桑部城跡を望む) 
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桑部城と大儀須家館            （報告 西村健二） 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
 午前 11 時、桑部橋を渡って東桑部の大儀須(おぎす)家に到着しました。大儀須

家は桑部城主大儀須若狭守直系のご子孫で、私の説明の後、現当主隆寛氏よりご

挨拶いただきました。大儀須家の皆様とは父の仕事の関係で古くからお付き合い

させていただいており、今回はせっかくの機会でしたのでご無理を言って若狭守

の館跡であるご自宅へ伺わせていただきました。挨拶の後には参加者から拍手が

あがり、「桑部城のお殿様」とお会いできたことはとても好評だったようです。 

   
 
 
桑部城は戦国時代に大儀須家の背後にあった城山と呼ばれる標高約 50ｍの丘

陵上に築かれた山城です。北は員弁川、東と南は丘陵で守られた天然の要害で、

西側の麓には城主の館がありました。さらに城には空堀や土塁が巡らされ、員弁

川に面した北側の曲輪は家臣毛利次郎左衛門秀重が守っていました。城主大儀須

若狭守は南側の曲輪に居り、平時は麓の館で過ごしていたと伝わります。若狭守

の生活について、家老として中久木家が仕えていた、日常用いる水は桑部小学校

前の井戸から毎日運ばせていた、城内の掃除役がいたなどとの伝承があります。 
 大儀須家は伊勢国司北畠家に属していたといわれますが、その支配は緩やかで

近隣の国人たちとの小競り合いが絶えなかったようです。しかし、尾張の織田信

長が伊勢への侵攻を始めると周囲の国人や長島一向一揆と結んで抵抗する構え

を見せました。信長勢が桑部城に攻め寄せた時期については諸説あり、伊勢国の

地誌『布留屋草紙』には永禄 11 年（1568）とあり、信長の一代記『信長公記』

には天正元年（1573）10 月に桑部城主が人質を差し出して降伏していることが

記されています。永禄 11 年（1568）の侵攻は伊勢国の軍記物『勢州軍記』に従

えば 2 月のことと分かります。 
 信長が桑名の国人たちへの攻撃を開始すると、若狭守も戦いの準備に取りかか

り、城の周囲に竹の皮を貼って、そのぬめりを利用して城への侵入を防ごうと考

えました。また、水汲み役や掃除役の者たちが戦闘に巻き込まれないよう、あら

若狭守の館跡である大儀須家館     西村さんと大儀須さん       蔵の屋根にある家紋 
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かじめ逃がしたといいます。そのような中、西方に位置する城に煙が上がるのが

見え、その城から落城を知らせる使者が来たそうです。そして信長勢は桑部城に

も押し寄せ、城への攻撃を開始しました。当初は竹の皮の効果もあって防戦でき

ましたが、敵兵は竹の皮を踏んで乾燥させ、そこに火を放ったため城はついに落

ちました。若狭守は「首だけは取られまい」と城内の井戸に飛び込んで自ら命を

絶ち、毛利は落ちのびていったといいます。その後、天正 4 年（1576）に至って

信長が縄生城（朝日町）を攻撃した際に毛利は城主栗田堅物秀賢とともに奮戦し

たことが軍記物『勢陽武鑑』に記されていますが、再び敗れています。その後の

毛利家は秀重の孫にあたる毛利次郎助秀元が元和 7 年（1621）に大福に桑部山了

順寺を開き、桑部の名は山号として残りました。現在も同寺のご住職は毛利家が

つとめてみえます。 
 大儀須家はその後も館跡に屋敷を構えて慶長 3 年（1598）に帰農、桑部の名家

として現在まで 450 年以上にわたって続いています。以前は多くの物が遺されて

おり、石臼にまで丸に五本骨扇の家紋が刻まれていたそうです。しかし、明治に

入ると駐在が交代するごとに挨拶に訪れてはサーベルに手をかけて、半ば強制的

に奪われることなどもあって散逸してしました。現在では蔵や本屋の屋根瓦に刻

まれている家紋に名残を見ることができます。なお、大儀須家の墓は桑部の善徳

寺境内にあり、その側面には大儀須家の由来が刻まれています。また、城山には

昭和 31 年（1956）1 月に桑部城で討死した者たちの供養のために「一白霊位」

碑が建立されましたが、開発にともなう発掘調査のために現在は西金井の桑名砂

利株式会社の敷地内に移されています。 
本稿執筆にあたっては私が中学生の頃に先代正路氏夫人の花代子氏より伺っ

た多くの言い伝えを参考にさせていただきました。また、隆寛氏からも「大儀須

の家を増やすなという教えがある」｢分家がなく 1 軒だけ続いている｣などと興味

深い言い伝えも伺うことができました。末筆ながらここに深く感謝申し上げます。 

 
＜参考文献＞ 
古谷久語著 『布留屋草紙』 三重県郷土資料刊行会 1969 
神戸良政著 『勢州軍記』上巻 三重県郷土資料刊行会 1984 
西村健二著 『桑部城史』 桑名砂利株式会社 1997 

平成７年の桑部城跡 

(桑名市ＨＰより) 
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桑部の地蔵さんと長谷神社          （報告 西羽 晃） 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
 桑部で代々住んでおられる小川通夫さんは西羽と中学時代からの親友であり、

桑名市文化財保護審議会委員を務めておられる。桑部の歴史に最も詳しい方であ

る。小川さんの説明によれば、桑部の集落は東・中・西に分かれる。さらに西の

うちの西の方は篠原と呼ばれ、都合４つの地区に分かれ、それぞれに地蔵堂があ

り、地区ごとに祀っている。地蔵盆は子どもたちが主体となって行われてきた行

事で、昔は男の子のみ参加したが、最近は子どもの数が少なくなったので、男女

とも参加している。昔は菰や縄を子供たちが編んで、それで得た収入で地蔵盆の

経費に当てた。菰や縄は鋳物や陶器の荷造りに使われた。昔の子どもは農繁期に

は学校も休みとなり、農作業の手伝いや、子守りをしていた。 
 地蔵盆は８月２３日，２４日に行われ、イモチの鐘を鳴らした。しかし桑部に

は鐘が１つしかなかったので、半日交替で持ち回った。戦後になってイモチの鐘

を石取祭の鐘４つに鋳直して、各地蔵堂に１つずつの鐘が出来た。２４日には教

専寺と善徳寺が毎年一緒に、４つのお堂をお参りしている。中の地蔵堂がある場

所は小公園になっているが、元は青年クラブのあった場所で、現在でも桑部の共

有地となっている。 

 
 
 
 

  
 
 
 

第５番目（桑部東）のお地蔵さん 第６番目（友三郎宅）のお地蔵さん 第７番目（桑部中）のお地蔵さんと

小川通夫さん 

第８番目（桑部西）のお地蔵さん 第９番目（桑部篠原）の地蔵さん 
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 桑部には地区で祀っている地蔵の他にも個人で祀っている地蔵も多い。今回通

った道路沿いのレストラン「友三郎」の前にも小さな地蔵がある。通らなかった

が近くの個人宅には立派な地蔵堂がある。小川通夫さん宅にもあったそうだが、

今は東の地蔵堂に納めてある由。なるほど、それぞれの地蔵堂には沢山の地蔵や

納められている。また五輪塔の頭部も納められている。 
 小川家では、５代ほど前まで跡継ぎの男子が生まれず、男子が生まれるように

願いをかけて、地蔵を受けて来たそうだ。所謂「子安地蔵」であろう。その他に

も各家庭の事情により、祀っているようだ。 
 桑部には教専寺と善徳寺とがあるが、いずれも浄土真宗本願寺派の大きな寺で

ある。教専寺の方が地元の檀家が多いそうである。 

   
 
 
 長谷神社は延喜式内社で古い神社である。元は丘陵地の谷間である長谷（なが

たん）にあったが、のちに現在へ移った。明治時代に桑部村の各神社を合祀した

が、戦後にそれぞれ分祀した。境内には八天宮も祀っている。現在でも毎年の還

暦の氏子が鳥居や灯篭を寄進していて信仰の深さが偲ばれる。神社の横には戦没

者を顕彰する忠魂碑（昭和１５年建）、日露戦役記念碑（明治４０年建）、五箇条

の誓文碑がある。この五箇条の誓文碑は桑部小学校にあったが、戦後に現在地へ

移された。ちなみに桑部小学校にあった奉安殿は東金井の春日神社の本殿として

利用されている。 

   
 
 
 
 

教専寺               善徳寺         善徳寺にある大儀須家の墓

もうすぐ長谷神社         長谷神社鳥居         説明される小川通夫さん 
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能部神社から後藤酒造場へ       （報告 藤野戸 紘紀） 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
桑部の地蔵堂をめぐり、山沿いの小径を抜けると、やがて現代的で、直線的に

区画整理された東正和団地の外周道路へ出る。正和郵便局を左折し、信号交差点

を右折するとこの団地を東西に貫く道路に出る。深夜から早朝までの積雪がうそ

のように、柔かな陽の光りが当たり始めた道をゆっくり進む。真正面にこの団地

を南北に突き抜ける東名阪自動車道とその直下のトンネルが見えてくる。このト

ンネルを抜けると右側が能部神社である。この神社は、創立不詳で、明治時代に

桑部長谷神社に合祀され、戦後に分祀されたという。昭和４６年の高速道路工事

や昭和５５年の区画整理事業に伴う開発工事にも伐採されなかった鎮守の森が

この神社を護っている。この地域の集落のお年寄りが、よく参拝に訪れるという。 

   

 

 

神社を右に見て、この道をそのまま直進すると、左側には西徳寺墓地が見え、

右側の民家の庭には、枝垂れ梅やモクレンの蕾が大きく膨らんでいるのが見える。

団地の中の比較的大きな道路を越え、一つ目の交差点を左折すると、西正和台公

園である。きれいに整備されているこの公園で、トイレ・小休止タイムをとる。

ベンチ周りに陽だまりが出来て、お茶など一服するものに心地良い。 

 

元気を回復した６２名の集団は再び歩き始める。西正和台団地を抜けて、赤尾

台団地に入る。長く１列になって西側歩道を北に進み、赤尾霊園の角を左に入る。

現代的な団地のはずれに旧来からの集落が残っている。竹林が見えその先に小さ

な道が伸びている。この道を降りてゆくと、古い大きな建物が出現、角を曲がる

と、目の前に広場と高い煙突が見える。最終目的地の後藤酒造場である。代表社

員の後藤悦男氏他数名の方が入り口のテントから出てきて、我々を笑顔で迎えて

くれる。わずかな時間をおいて最後尾のグループが到着し全員集合する。早速、

後藤さんのお話を伺う。 

山沿いの小径１                      山沿いの小径２                       能部神社 
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後藤酒造場は、４代目で大正時代以来、９０年間この地でお酒を作っており、

現在では、桑名市で唯一の酒造場とのこと。恵まれた地下水（一時期、地下水位

が低下しかけたが、伊坂ダム建設により復水したという）を利用し、桑名のおい

しいお米を原料とした銘柄もだしているという。順次、工場見学に入り、お楽し

みの試飲のお酒に舌鼓を打つ。お土産にお目当てのお酒を購入し、母屋の前の日

溜りでお酒の空のケースに腰をかけて、お弁当をひろげ遅い昼食をとる。オプシ

ョン希望の人を除いて、思い思いに解散である。 

   

 
 
 

赤尾霊園の角            後藤酒造場到着         玄関に吊るされた杉玉

後藤悦夫さんの説明           試飲           杜氏さん 



 11

萬古瞭然館と鞆尾神社           （報告 近藤順子） 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
昼食の後、後藤酒造場を発って、午後のオプションコースに出発する。参加者

は１２名。往きに降りてきた坂とは別の坂を一旦上がり、すぐに下り始める。歩

道用の階段があり、その先の車の行き来する道をわたると田んぼの中の道となる。

周りには風除けがなく、体感温度がグッと下がる。最初の目的地である「まちか

ど博物館萬古瞭然館」に着くとホッとする。ここにも２つ地蔵堂がある。 

    
 
萬古瞭然館の中は所狭しと、展示物が並んでいる。館長の岩谷さんが万古焼の

木型や焼き物で作られた鎖など珍しいものを棚から出して見せてくれながら説

明してくださる。焼き物の事など全くの素人なので興味深く聞かせてもらった。

廊下を上がった部屋にも、壷や掛け軸、書が飾ってあった。また、古い昭和初期

の写真集のコピーもあり、皆さんそれに興味を持たれた。本日のコースの先にも

色々と見所があるということで、いつかそちらの方を回る企画を立てたときには、

案内役を引き受けていただけそうである。人と出会うことで活動が次々と広がっ

ていく事を実感できて嬉しかった。 

   
 
萬古瞭然館を後にして、次の目的地である｢鞆尾神社｣に向かう。拝殿の中には

友村子供会が描いた神社の絵が２枚飾ってあった。村の氏神様として親しまれて

いるのが伝わってきた。 
鞆尾神社からなるべく風を避けて家の陰になるように道を選んで歩き、坂井橋

に出た。流石に坂井橋の上は風の避けようもなく、長い人道橋を渡る。平成１７

年に星川駅への移転により廃止された坂井橋駅跡の踏切を越え、北勢線の線路に

沿って進み、星川駅に到着した。朝起きた時は雪が積もっていてどうなる事かと

思ったが、事故もなく無事終了する事ができ、ほっとして帰路についた。 

加藤久米四郎の書          松阪萬古焼            鞆尾神社 

後藤酒造場を後にして        萬古瞭然館前南側の地蔵堂   萬古瞭然館前北側の地蔵堂 
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