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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 

桑員まちのファンクラブ、都市環境デザイン会議中部ブロック 
桑名歴史案内人の会、ふるさといなべ市語り部 

 
 
 

第１７回 

  

諸戸水道貯水池遺構 

初代諸戸清六が、明治 37 年(1904)自費で桑名

市東方丘陵地の地下水を集めた貯水池を築き、

上水道を普及 

三崎跨線橋から近鉄線、ＪＲ線、北勢線を望む 

幅の違う三線路（近鉄 1435ｍｍ、ＪＲ1067ｍｍ、北勢

線 762ｍｍ）が一度に会するのは世界でも珍しい 



  
 

西桑名～桑名神明社～諸戸水道貯水池遺構    伊藤 通敏 

出発時間の９時が近付いてくると狭い西桑名駅前は俄に混雑してきた。今回はスタート

の挨拶は最初の目的地である桑名神明社で行うため早々に出発。北勢線の線路に沿って南

進、途中北勢線、JR、近鉄の３種類の軌間の異なる線路を渡る日本に一つ、いや世界に一
つの踏切を横目で見ながらその先の三崎跨線橋の階段を昇る。この跨線橋の歩道には背の

高いフェンスが張られていて眼下の線路の様子を眺めるにはなんとも目障りな存在である。

そう思いながら跨線橋の階段を降り、信号を渡るともう桑名神明社である。 
 境内で近藤代表の挨拶があり、その後小生が少し上がり気味で神社の説明を始めること

となった。 

   
  西桑名駅            北勢線の線路に沿って歩く    三崎跨線橋の階段を降りる 

   
  代表挨拶               桑名神明社           桑名神明社の説明をする筆者 
 
桑名神明社 
 江戸時代の桑名城下町の西は三崎新田と呼ばれ、人家のない田地であった。その後次第

に人々が住みつき集落を形成したのが本郷と呼ばれるこの地である。この神社は本郷の人

たちによって文化 11 年（1814）に勧請されたといわれる。祭神は天照大神である。三崎
新田は明治８年（1875）に桑名村と改称して独立した村となった。そのためこの神社は桑
名神明社と呼ばれる。桑名村には現在の本郷・中央町・寿町・常盤町・末広町・三栄町・

北浜町・蓮見町・駅元町・有楽町など現在の桑名の中核部分を含む広い地域が含まれる。 

第１7回北勢線の魅力を探る 
「再発見！魅力ある北勢線沿線 西桑名駅～星川駅」 

参加者：８1名（内子ども 2名） 
協 力： 桑名歴史案内人、延寿院奉賛会 
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 鳥居をくぐった直ぐの参道両脇に灯籠２基がある。この灯籠は初代諸戸清六の奉納にな

るもので、右（東）の灯籠の西面には明治 35年１月、左（西）の東面には明治 36年１月
の年記が刻まれている。この明治 35～36年（1902～3）は清六が独自に始めた水道事業の
拡張のために水源を求めていた時期にあたり、なんらかの関連性があるものといわれてい

る。 
 
 神社前の県道を横断し、高層マンションの脇の細道を南へ入ると大きな古井戸が見えて

きた。これが明治 34 年（1901）に諸戸清六が太一丸の自邸（現諸戸氏庭園）まで最初に
敷設した自家用水道の水源井である。ここは道が狭く立ち止まって大勢への説明は困難な

ので、坂道を昇りその後建設された貯水池遺構へ急ぐ。 

    
 水源井               坂道を昇る      諸戸水道貯水池遺構の説明をする筆者 
 
諸戸水道貯水池遺構（県指定文化財） 
 桑名は海に近く、昔から良い水に恵まれなかったので初代諸戸清六は、独力で上水道敷

設を計画した。最初に先の水源井からの自家用水道を完成させたが、さらに多くの人に水

道の恩恵が行き渡るよう、水量の豊富な水源を確保して、明治 37 年（1904）本格的な水
道施設を竣工させた。これを諸戸水道と呼び、ここがその貯水池遺構である。 
 この貯水池は煉瓦造りで、東西約 13.4ｍ、南北約 23.2ｍの長方形、深さは約 3.6ｍ、953
立方メートルの水を貯めることができる。水源は丘陵地下の湧水を何本もの集水管で集め、

西壁下部の導入口から取り入れている。水は櫛の歯状に設けられた導水壁の間をゆっくり

と蛇行しながら東壁下部に設けられた流出管に向かって流れ、その間に砂等の不純物が濾

過される仕組みになっている。また貯水池の平面形状が左右対称になっており、清掃など

のメンテナンス作業が交互に行われるように配慮されている。 
 貯水池に集められた水は、延長約 14ｋｍにおよぶ給水管で桑名町およびその周辺（給水
区域：旧桑名町・旧赤須賀村・旧益生村、旧大山田村の一部）に配水され、市中に設置し

た共用栓（55 ヶ所）と消火栓（24 ヶ所）によって、住民に無償で提供された。当時の日
本では上水道の施設はまだ珍しく、全国で７番目であった。この諸戸水道は大正 13 年
（1924）当時の桑名町に寄贈され昭和４年（1929）まで使用された。なお、古写真による
とこの貯水池には上屋が付いており、三角状に積み上げられた煉瓦の上にその礎石が確認

できる。 
 

2 



徳成邸～養泉寺～益生ガード～善龍寺    岡本 浩平 

徳成邸 
 諸戸水道貯水池遺構のすぐ西側に２代目諸戸清六の徳成邸がある。２代目諸戸清六邸と

いえば、六華苑が知られるが、大正末期に息子の中学への通学などを考慮して徳成町に新

しい邸宅を建築し、昭和２年(1927)頃移住した。そして旧邸宅を図書館として桑名町に寄

付しようとしたが、町は財政上の理由で辞退して実現しなかった。 
 この屋敷は２代目諸戸清六氏の妻てる夫人が亡くなった昭和 61年(1986)以降使われて

おらず、老朽化している。邸宅は敷地面積7,702㎡、建物敷地1,050㎡で主屋、離れ、茅

葺茶室、大蔵、北蔵、事務所、物置、ボイラー室、管理人住居の９棟の建物からなってい

る。屋敷の中は拝見できないので、外から眺めただけで、諸戸水道貯水池遺構脇の細い坂

道を下って養泉寺に向かった。 

   
 諸戸水道貯水池遺構            徳成邸               細い坂道を下る 

 
蓮華山養泉寺 
 蓮華山養泉寺は浄土真宗本願寺派の寺院である。長島の願証寺の侍大将だった下間（し

もつま）氏が、天正２年（1574）の一向一揆で織田信長軍に敗れて寺が焼失したあと、桑

名の伝馬町に再興されたとき、その末寺として創建した。しかし、願証寺が正徳５年（1715）

高田派に転派したのに反発し、他の末寺とともに独立して最勝寺に移り寓居した。 

  
 養泉寺             養泉寺の説明をする筆者 

 現本堂は明治28年(1895)鍛冶町で再築し、昭和４年(1929)この地に移転した。梵鐘は昭

和31年の作である。寺内には野村増右衛門の位牌と過去帳を安置している。 
 野村増右衛門は才気に富み、元禄から宝永にかけて下級武士から郡代へと破格の出世を

して、家老を凌ぐいきおいとなった。その間、元禄の大火後の城の再建、街の復興、宇賀

川改修による梅戸井、大長、久米の新田開発、阿下喜の鎌田川の工事など多大の功績があ

ったが、宝永７年(1710)に藩費の使途不明などを問われて一族44人が処刑された。時の藩
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主・松平（久松）定重は藩の失政をとがめられて越後の高田へ移封された。その後文政６

年(1823)に久松家が桑名へ戻った際に野村の名誉は回復された。墓は生地・島田の共同墓

地内に、播磨の大正寺に供養塔が建つ。事件の真相、詳細は記録の一切が失われて不明で

ある。やり手には落とし穴があり、権力者にとって都合の悪い資料が処分されるのは、現

在と同じである。いや、今も昔と少しも変わっていないというべきだろう。 
寺内に保育園があるが、先々代の園長は大正時代ハワイで布教活動を行い、その後帰国

して昭和５年(1930)にここで託児所を開設。以来80年以上保育園が続いている。 

 養泉寺をあとにして北勢線がＪＲ、近鉄をまたぐガードで西羽先生の説明を聞く。

ＪＲをまたぐガードは大正３年(1914)の開通の際の石造、近鉄をまたぐガードは昭和

４年(1929)開通のコンクリート造。タイミングよく北勢線の上り電車がガードにさし

かかり、ブレーキをきしませて坂を下り急カーブを曲がって行った。 

 そのガードをくぐって濃州道に入った。区画整理事業が始まったため、古い建物が

消えて空き地が目立つのは寂しいかぎりだ。 

    
 益生ガードを北勢線が通る       説明する西羽さん    ガード下をくぐる 

 

善龍寺 
善龍寺は 浄土真宗本願寺派。明応４年(1495)の開基と伝えられる。法盛寺の末寺であ

ったが、明治14年(1981)に萱町から現在地に移った。戦災で本堂と庫裏が焼失、山門と鐘

楼は燃えずに残った。現本堂は昭和35年(1902)に東京の築地本願寺を模してコンクリート

で再建された。梵鐘は昭和48年(1973)の作。山号は阿耨山（あのくさん）。般若心経など

に「阿耨多羅三藐三菩提（あのくたらさんみゃくさんぼだい）」とあり、梵語（サンスク

リット）で最高の悟りを意味するそうだ。 

   
善龍寺                善龍寺本堂             庭先の白い彼岸花 
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上野御膳水～上野神社         西村 健二 
 
上野御膳水 
 桑名藩主が日常の水に用いたことから御膳水と呼ばれており、最近まで筧から湧水が流

れ出していました。現在は駐車場として整備され、往時の面影はまったく見当たりません。

『久波奈名所図会』には「上野村東山際にあり。此水清冷にして四時増減なく湧出す。御

城主日用の御膳水に汲取り、水汲場所井垣の内にあり。此辺石菖ありて名産なり。」とあり

ます。石菖（セキショウ）は日本や中国、ベトナムなどに分布する菖蒲の仲間で、水辺の

岩などにからみついて生長することから石菖蒲の別名もあります。根茎は古くから腹痛や

健忘症、神経痛などの薬草として珍重されていました。昭和 30年代には御膳水の脇にグミ
の木があり、6 月頃になると子どもたちが実を取って食べていたとのことですが、現在は
石菖もグミの木も見当たりません。 
 御膳水の脇の調整池の西側には山道があり、丘の上に登ることができます。以前は人ひ

とりが通るだけの細い山道でしたが、現在は舗装されて自転車も通行できるようになりま

した。丘陵上には桑、柿、蜜柑などの畑が広がっていましたが、昭和 34年（1959）9月の
伊勢湾台風によって東海地方が甚大な被害を受けたことから、建設省から復旧工事への協

力要請を受けた桑名砂利が山砂採取を開始し、開発後は上野笠松の住宅地となりました。

桑名砂利は昭和 25年（1950）5月に上野出身の西村又一郎が創業した会社で、上野で採取
を開始するまでは員弁川や滋賀県の野洲川で川砂利採取を行っていました。採取された山

砂は木曽岬村から十四山村、飛島村にかけての破堤箇所の締切や堤防復旧工事に使用され、

国道一号線のドラム缶工法などにも用いられました。上野笠松での採取終了後、桑名砂利

は西別所、桑部と採取現場を移し、それぞれ希望ヶ丘、城山台として分譲されました。 
 
＜参考文献＞ 
義道著・久波奈古典籍刊行会編 『影印校注 久波奈名所図会』 光書房 1977 

   
 北勢線を跨ぐ          上野御前水           説明する筆者 

 
上野神社 
＜四之宮神社の由来＞ 
 古くは霞岡と呼ばれた見晴らしの良い丘陵地に鎮座する上野村の氏神です。祭神は建御

雷之男神、斉主神、天児屋根神、姫大神、大山津見神、木花咲耶比売命、天目一箇命の 7
柱を祀っています（神名表記は上野神社の記載に従いました）。 
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石取祭で有名な春日神社（桑名市本町）は、桑名神社と中臣神社（祭神は天日別命）の

2 社から成り、中臣神社はもともと上野に鎮座していました。神護景雲 2 年（768）、茨城
県鹿嶋市の鹿島神宮から奈良市の春日大社に建御雷之男神を勧請した際に上野に一時鎮座

し、翌神護景雲 3年（769）にその鎮座地に創建されたのが中臣神社の創祀と伝わります。
正応 2 年（1289）8 月 18 日、中臣神社は桑名神社境内に遷座されて上野を離れます。永
仁 4年（1296）8月 18日、中臣神社に春日大社から建御雷之男神、斉主神、天児屋根神、
姫大神の 4 柱が勧請されましたが、その際には上上野村（現在の桑名市太夫）の若太夫と
一太夫が遣わされたとされます。 
その後、時代が下って中臣神社の旧鎮座地に春日大社の 4 柱を祭神とする四之宮神社が
祀られました。社号は 4 柱の祭神を祀ることに由来します。江戸後期の「案内雑書全」に
「一 鎮守四ノ宮」、『久波奈名所図会』に「春日四ノ宮 同村氏神なり（中略）当社方境

広し。長百間程、巾三拾間程」とあり、上野村の氏神として祀られていたことが分かりま

す。境内で最も古い石造物は天保 8年（1837）1月銘の石灯籠で、拝殿に向う階段の途中
に 2基並んでいます。 
江戸期に四之宮神社より西には屋敷がなく、上野村内で最も西に位置していました。東

隣には村役人をつとめて名字帯刀を許されていた西村家の屋敷があり、「大西」（村で一番

西の屋敷の意味）の屋号で呼ばれていました。御膳水で紹介した西村又一郎は上野村惣代

西村松治郎の五男で、戦後すぐに桑名市矢田（上野二丁目）に分家しています。 
四之宮神社は明治に至って村社となり、明治 34年（1901）2月には参道入口に石鳥居（上
野氏子中寄進）が建立されました。明治 41年（1908）2月 20日には合祀令によって上野
村内にあった山神社（祭神は大山津見神）と富士浅間社（祭神は木花咲耶比売命）、繁松新

田の一目連神社（祭神は天目一箇命）とともに立坂神社へ合祀されました。三重県では神

社合祀が特に厳しく進められたことは有名で、「上野神社奉斎之記」にも「桑名郡社寺係鈴

木豊各神社ニ合祀ヲ勧ムル事切ナリ」と積極的な働きかけがあったことが記されています。 
しかし、合祀したとは言え建築物や石造物はそのままであり、それなりに信仰も集めて

いました。その証拠に本殿前の通路脇には昭和 6年（1931）3月に「四之宮神社御旧蹟」
碑、拝殿前には昭和 7年（1932）3月に石灯籠（西村直一・佐藤敬次寄進）、昭和 9年（1934）
4 月に石鳥居（交友会寄進）、昭和 19 年（1944）5 月に紀念碑（山口幸吉寄進）が建立さ
れています。 
なお、上野自治会所蔵文書のうち四之宮神社に関する最も古い記録は明治 23年（1890）

1 月 1 日のものです。貞享 4 年（1687）に信行が作った「真像」と寛永 15 年（1638）6
月 6 日の毛利若太夫政盛の「奉鎮板札」を盗難諸災から守るために四之宮神社で保管する
ことを記した証文です。そこには祠掌松永松男と上野村惣代山口弥宗治、そして信徒惣代

の佐藤庄右エ門・山口弥宗右エ門が署名捺印しています。偶然にも今回歩いている途中に

走井山で松永松男（1861～1930）の墓を見つけました。馬道から上野に入る馬道 2号踏切
の東側で、墓の入口には何故か北勢線の線路が保存されており、「CARNEGIE 1914」（米
カーネギー社が 1914 年に製造）の銘文が読みとれました。墓の脇には戦時中に 2 つの防
空壕が作られ、戦後しばらくは子どもたちの遊び場になっていたそうです。北勢線の魅力

を探る会に参加していると、身近なところで意外な発見をすることができます。 
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 上野神社説明する筆者      留芳碑             天狗岩 
＜上野神社の沿革＞ 
戦後になって神社が国家の管理から離れると、四之宮神社を旧地へ戻そうという声があ

がり、町内では氏子総代（山口直一・伊藤栄三郎）・祭事委員（佐藤敬次・斎藤吉蔵）・遷

宮委員（大橋喜代七・加藤捨次郎）の役員を定めて立坂神社との協議を行いました。その

結果、立坂神社からも「将来上野町ニ於テ厚ク崇敬奉仕セラルルニ於テハ聊カ意義アルモ

ノニ非ス」（「上野神社奉斎之記」）との同意を得て、昭和 23 年（1948）4 月 14 日に現在
地への分祀が実現しました。この時、四之宮神社と共に合祀していた旧村内 3 社の祭神も
合わせて祀り、社号は上野神社と改められました。 
 同年 7 月には前年の昭和 22 年（1947）6 月に宝殿町で新造した祭車を購入して石取祭
を開始しました。しかし、立坂神社の試楽までの参加であったため、青年会を中心に本楽

への参加が議論され、平成 12年（2000）8月に春日神社への渡祭が実現しました。 
 昭和 30 年代に自治会長を 3 期つとめた加藤音次郎の日誌にはいくつか神社関係の記録
が残っています。昭和 33年（1958）2月 14日には石段をコンクリート敷きするため西村
又一郎が下に敷く砂利と砂を寄付し、同年 4月 12日午後 5時 40分頃には神社のすぐ西の
藪で火災が発生し、消防車 5 台が出動する騒ぎになりました。翌昭和 34 年（1959）9 月
26日の伊勢湾台風では瓦が破損したことから 10月 13日に修理を行っています。 
 その後も上野町の住民によって境内整備がなされ、集会所が出来てからは別所均氏が宮

守をしていましたが、最近になって引っ越しされたことから無人となり、現在は自治会が

管理しています。 
 
＜留芳碑＞ 
境内東側のひと際高いところに留芳碑が立っています。上野村から出征した者を顕彰す

るもので、戦死者だけを祀る忠魂碑とは少し異なります。建立も明治 39年（1906）3月と
古く、昭和 31年（1956）3月に太平洋戦争関係の戦死者を刻み加えて現在地に移されまし
た。裏面には日清戦争出征者 7名、日露戦争出征者 16名（うち鈴木与吉・山口新次郎の 2
名が戦死者）、太平洋戦争戦死者 16 名の名が刻まれています。山口新次郎は明治 38 年
（1905）2 月 22 日に「黒溝台附近」で戦死しているので、同年 1 月の黒溝台会戦で立見
尚文と共に戦ったのかもしれません。 
 留芳碑の下には特異な形をした大きな岩があり、昭和 60年代には子どもたちの間で「天
狗岩」と呼ばれていました。上野神社の急斜面ではみがき砂を削り取っており、その際に

落ちてきたそうです。確かによく見ると削り取られたような痕跡もみられます。天狗岩の

名称は上野神社周辺の丘陵には古くから天狗が住むという言い伝えがあることに因んだも
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のでしょう。現に丘陵上には天狗大神 2基（ともに昭和 56年（1981）12月建立）と山の
神、龍神大神（裏面に伊藤大橋家正光とあり）の祠が祀られています。 
 
＜参考文献＞ 
桑名市教育委員会編 『桑名藩史料集成』 桑名市教育委員会 1990 
『桑名宗社沿革誌』 桑名神社・中臣神社 1995 
 
 

延寿院～辻内鋳物鉄工～照林寺          水 谷 一 夫 

 上野神社に着く頃から顔を出した太陽が、神社を出発すると暑いくらいの陽気になって、

上着を脱いで歩き出す人たちもいる。国道２５８号（大桑道路）脇の道をしばらく進むと

西別所の北東端にある延寿院への上り坂である。 

 すでに奉賛会の加藤会長さんが一行をお待ちになっていて、観音堂や中の厨子などの扉

も開放して頂いていた。狭い境内に全員が集まった頃合いを見て、延寿院について桑名歴

史案内人の高橋さんから説明があった。 

    

 北寺延寿院           延寿院の説明をする高橋さん  十一面観音菩薩 

 

延寿院 

延寿院は慈眼山と号し、宗派は高野山真言宗、本尊は十一面観音菩薩である。地元の人

は、集落の北外れにあることから「北寺」と呼んでいる。 

 延宝年中(１６７３～８１)に奥平貞澄が十一面観音石像を造立、安置するために建てた

観音堂を創始とする。（時期は不明であるが）後年、この石像を模して造られた木造の十一

面観音像を本尊として堂内正面に安置し、創立の石像は向かって左側の厨子の中に祀られ

た。 

享保２１年(１７３６)大福田寺の住職實圓が当院を隠居寺としてから大福田寺の庵室と

なった。江戸末頃から尼僧によって住持され、昭和のはじめまで尼僧が居住していた。 

しかし、檀家もなく、昭和中頃からは無住寺となって荒廃が進んだため、西別所在住の

有志の協賛によって昭和５７年に本堂が修復された。また、それを契機に有志による「北

寺延寿院奉賛会」が設立され、例祭（８月１８日）も執り行われている。 

なお、奥平氏の祖先は村上源氏の末裔、播磨国の赤松氏の一族である。安芸国（広島県）

に住み、途中、上野国（群馬県）に移り、さらに奥三河に移って作手（つくで）地方（現

愛知県新城市）を本拠とした。はじめは今川氏、次いで武田信玄に従属したが、信玄の死
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後に勝頼から離れて徳川家康に仕えた。天正３年(１５７５)長篠の戦いで奥平信昌が長篠

城を死守、この功により家康から本領と遠江国の地を安堵され、家康の長女亀姫を妻にし

た。信昌の子孫は各地の大名になるなど栄達したが、中でも四男忠明は祖父家康の養子と

なって松平姓を許され、「奥平松平家」の始祖となった。 

奥平貞澄の一族は、桑名藩５代藩主松平（久松）定綱に仕えて家老職を勤め、西別所に

田地を与えられていたようで、貞澄は南に員弁川を望む景勝のこの地に山荘を構え、傍ら

に小堂を建てて観音像を安置したものと思われる。なお、当地に在住の奥平家はこの貞澄

のご子孫である。 

話の最後に高橋さん、「このお堂は奉賛会の皆さんの善意によって支えられています。今

日、お越し頂きました皆さんからのお賽銭が、大きな潤いになりますので、是非、ご厚志

を宜しくお願いします。」と、真面目なお顔でおっしゃって、みんなの笑いを誘った。 

なお、境内には宝暦５年(１７５５)に入寂した實圓と、安永５年(１７７６)入寂の實豊

の墓碑である五輪塔２基と、大正期に亡くなった尼僧の墓碑１基が残されている。 

 

延寿庵の十一面観音像を参拝した一行は、国道２５８号の狭いトンネルを通って辻内鋳

物鉄工の工場へと向かう。遅く出発したグループは、西別所駅のすぐ東側にある「馬道第

四号踏切」で、１１時３５分に西別所駅を発車した西桑名駅行きの電車と出会って足止め

された。辻内鋳物鉄工の工場の前で、高橋さんから同社の歴史を聞かせて頂いた。 

   

 西桑名行きの北勢線       説明する高橋さん        辻内鋳物鉄工 

 

辻内鋳物鉄工(株) 

辻内鋳物鉄工は、桑名の伝統産業である鋳物業を始めて５００年に及ぶといわれる老舗

企業で、経営者の辻内家は、寛文 7年（１６７７）に春日神社の青銅の鳥居を鋳造した辻

内善右衛門種次の子孫である。もとは揖斐川右岸、住吉辺りの鍋屋堤と呼ばれていた堤防

沿いにあったが、明治２０年(１８８７)から始まったデ・レーケの木曽三川改修工事に伴

い、この地に工場を移した。明治の後半に銅鋳物中心から鉄鋳物に転換し、桑名における

機械鋳物生産の先駆けになって、現在に至っている。 

 

一行は濃州道に出て、静かな町並みを西に向かう。再度、北勢線の踏切を渡ると道の右

側に照林寺の大きな屋根が目に入る。やや長くなった行列の後方に説明役の高橋さんがい

るのを、桑名歴史案内人のＩさんが門前から手を振って急かされるが、高橋さんは動じな

い。そして皆さんが境内に揃うのを待って当寺の由緒などの説明があった。 
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照林寺                説明する高橋さん    屋根瓦 

照林寺 

照林寺は浄土真宗本願寺派の寺で、本尊は阿弥陀如来である。当時の西別所には寺院が

なく、明治４４年(１９１１)地元の人たちの懇請を受けて、萱町の法盛寺の塔頭を村の念

仏道場であったこの場所に移築して設立されたものである。 

さらに本堂の別間に安置されている阿弥陀如来像と十一面観音像が、寺から北東の山裾

にあった万機庵から移された経緯を話された。万機庵は明暦元年(１６５５)新屋敷の楊柳

寺６世の万機和尚が建立した。万機和尚は真田幸村の三男で、３０年間楊柳寺の住職を務

め、ここを隠居寺とした。明治初めの廃仏毀釈と無檀家の理由を以て廃庵となり、照林寺

が設立された際に、土地の古老達が万機庵の建物の一部を移築して庫裏とし、同庵に安置

されていた二体の仏像の保管を当寺の住職に依頼し、現在まで護持されているものである。 

 

照林寺を出た一行は再び濃州道を西に向かう。蓮花寺川に架かった橋を渡って民家の間

の細い道を左へ入る。北勢線の踏切の西側にある土盛りが稗田前駅跡である。 

    
 蓮花寺川            稗田前駅跡             道中に咲く真っ赤な彼岸花 
 

稗田前駅跡～在良小学校～蓮花寺駅跡         集山一廣 

稗田前駅は昭和 13年(1938）北勢電気鉄道の駅として開業。北勢鉄道(楚原駅～大山田駅
間)が開業してから、この路線間で初めて設けられた新駅であった。桑部橋を介して朝日町
へと繋がるルートが整備されたのもつかの間、昭和 19年(1944）戦時中の電力事情の悪化
などにより休止となり、近畿日本鉄道を経て昭和 65年(1969）廃止となった。北勢線の駅
の中で最も短命な駅と云えよう。現在は雑草が生い茂り、ホームらしき土盛りに寂しく往
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時が偲ばれる。 
 
道を引き返し、濃州道を進む。ベージュ色の外壁にグリーンの縁取りをあしらった建物

が昨年、耐震工事を終えて綺麗になった桑名市立在良小学校である。かつての在良村は明

治 22年(1889）に市町村制が実施されたときに、江戸時代からあった西別所村、稗田村、

蓮花寺村、増田村、額田村（糠田）が合併してできた村である。古い時代に、このあたり

を在善（ありよし）郷と称していたことにちなんだ命名といわれている。この在良小学校

の前身は増田学校といい、明治 8年(1875）設立。桑部村と連合して増田尋常小学校と称

し、その後分離して明治24年(1991)在良尋常小学校となり、昭和26年(1951)桑名市に合

併し桑名市立在良小学校となった。 

  
 在良小学校             歌を披露する筆者 

この小学校の北側を流れる蓮花寺川は、かつて桜の名勝「蓮花寺川の千本桜」として、

たいそう賑わったといわれる。昭和34年の伊勢湾台風、その後年の豪雨により河川の大改

修が行われ、川沿いの桜はほとんどなくなってしまった。ただ、在良小学校の校歌にその

面影が残されている。卒業生でない筆者(２人の子供は卒業生 ）が恥を忍んで南門前で校

歌斉唱を試みることにした。 

☆在良小学校  【校歌一番】 

鈴鹿山脈翠（みどり）冴え 

町屋の川は水澄んで   
千本桜咲くところ    
窓高々とそびえ立つ 
輝く 輝く 在良小学校 

震える声の独唱だったが万雷の拍手をもらい、生まれて初めての貴重な経験であった。

校歌がいつごろ作られたのかは分からないが、今回の参加者の中には 2人の年配の卒業生

が見えたが、小学生のころは、まだ校歌はなかったといっていた。どれだけの生徒が千本

桜を見上げて歌ったのだろうか。 

桑名の小学校の校歌にはやはり、川は「町屋川」が断然に多く、「木曽三川」は少数派。

山は「鈴鹿峰」、「鈴鹿山」、「養老の山脈」、「多度山」とつづく。個性派は久米小の*「くま

がしの葉をうずにさす子平群の森」、長島の伊曽島小の「神宮まつる伊勢の国」がある。 

*：熊のように大きな樫の葉をかんざしにさす子 

現在の在良小学校の正門は西側にあるが、古い門扉の石柱が南側の濃州道沿いのメッシ

ュフェンス沿いに残っていた。中に入って学校側から見ると東側が「在良村分會」、西側が
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「御大典記念」と彫られていた。その脇には建立年が不明だが立派な「五カ条の御誓文の

石柱」、昭和11年寄贈の「二宮金次郎像」が道路からもよく見える。 

    

 門扉東      門扉西      五カ条の御誓文の石柱  元蓮花寺駅跡                

在良小学校の体育館すぐ北側には北勢線蓮花寺駅が平成20年(2009 ）まで存在していた。

跡地はプラットホームが外れた更地となっていた。現在は西側の在良地区市民センターに

隣接するように130ｍばかり移転し、無料駐車場31台を要する北勢線で一番新しい駅舎で

ある。毎朝 7時 17分発の西桑名行きに乗車、名古屋の勤め先(中区伏見)まで約 1時間。通
勤通学にとって無くてはならない大切な北勢線である。末永く宜しくお願いしたい。 
 

    ミニ講演～星川駅          西 羽  晃 

 １２時４５分ころ額田神社参集殿に無事に到着。額田神社は集落とは離れた山麓にある

が、この参集殿は額田の集落の中にある。額田地区の集会所として専ら使われているよう

だし、珠算教室としても使われている。日本画家の石垣彰夫氏が描いた額田廃寺の復元想

像図（彩色）が飾られている。 
 先ずは畳の上に座り込んで、三々五々に持参の弁当を広げる。食後には何処からともな

く果物が出てきてご相伴にあずかる。そして会話もはずむ。この時間におしゃべりするの

も魅力の一つであろう。 

  
日本画家の石垣彰夫氏が描いた額田廃寺の復元想像図   筆者のミニ講演 
 お腹がふくれたところで、私が「額田廃寺について」と題してミニ講演を行う。額田は

大和の額田部氏の一族が移住してきた土地で、古代から人々は住んだ土地である。その祖

神を祭っているのが額田神社である。額田廃寺は額田部氏の氏寺であり、古くは浄蓮寺と

呼ばれたが、織田信長の戦火で焼失した。現在は額田廃寺と呼ばれている。 
 昭和３８（1963）年に自動車教習所が設置されることになり、発掘調査が行われた。桑
名市内での本格的な発掘調査の第１号である。発掘の結果、塔、金堂、講堂、僧房、中門
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などの跡が見つかり、法隆寺式の伽藍配置が確認された。 
 発掘が終わると、自動車教習所の予定は住宅地に変更され、遺構はすべて破壊されてし

まい、片隅の児童公園に「額田廃寺跡」の碑が建てられた。 
 出土された瓦を調べた結果、日本の歴史にかかわる大きな問題を提起した。 
瓦は大別して山田寺式重圏文縁単弁八葉蓮華文軒丸瓦と川原寺式複弁八葉蓮華文軒丸瓦で

ある。山田寺式は朝鮮半島の百済系統であり、川原寺式は新羅系統である。 
 近江朝廷（天智天皇）は百済系と言われ、飛鳥朝廷（天武天皇）は新羅系と言われる。

百済と新羅は勢力を争い、近江朝廷は百済へ援軍を送り、白村江で大敗を喫し、百済は没

落した。その後に日本でも６７２年に壬申の乱が起こり、大海人皇子（のちの天武天皇）

が勝利して飛鳥朝廷を樹立した。 
 壬申の乱の勝利に貢献した地方の豪族に対して、天武天皇は寺院の建立に援助した。額

田廃寺も、その一つであり、飛鳥の川原寺と全く同じ文様の瓦である。朝廷から支給され

たものかもしれない。川原寺式と良く似た文様をもつ瓦が出土している寺跡は、三重県下

では縄生廃寺（朝日町）、智積廃寺（四日市市）、大鹿廃寺（鈴鹿市）、財良廃寺（いが市）、

夏見廃寺（名張市）などにあり、それを結ぶ線は大海人皇子が壬申の乱の時に通ったとい

われる通路に当たっている。 
 当時の額田には大きな豪族がいて、壬申の乱の際に大海人皇子に協力しただろうと推測

される。 
 
 ミニ講演が終わり、旧道の一部を通ってから、坂井橋駅跡にまわる。この駅は大正３

（1914）年の開業時に開設された駅であるが、平成１７（2005）年に廃止となった。廃止
前までは桑名向きの右側にプラットホームがあったが、廃止の後に取崩されて、現在は跡

形もない。ごく狭い空地が見られる程度で、こんなに狭かったのか信じられないほどであ

る。 

   
 員弁川沿いに旧道を通る     坂井橋駅跡           石碑 
 踏み切りを渡って、線路に平行して水越家がある。その一角にお堂が建っており、 
「高野山龍泉院説教所」「新四国三十三ヶ所二十三番札所」の石碑が立っている。 
水越家で聞いたところでは、元は説教所として信者が集り、信者の人たちで管理されてい

たが、今は水越家だけで守っている。年に一度は大福田寺から住職にお参りに来てもらっ

ている由。 
 北勢線の線路に沿った小道を歩いて、星川駅に予定通りの１４時に全員が元気に到着し

た。近藤代表が挨拶をして解散。電車や自家用車でそれぞれに帰宅の途についた。お疲れ

さまでした。 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第１７回北勢線の魅力を探る 報告書 

「再発見！魅力ある北勢線沿線 西桑名駅～星川駅」  

 

編集・発行：北勢線の魅力を探る会 

  代 表：近藤順子 

連絡先：いなべ市員弁町大泉732（携帯電話080-3073-3313） 

  発行日：２０１１年１０月３０日 

    http://www.it-support.or.jp/link/hiroba/hokuseisen-HP/ 

 

本報告書の著作権は上記発行者に帰属しています。ご利用の際は 

  ご一報ください。 

 


