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ご紹介 

第２回研究会は８月７～９日の日程で新潟阿賀北地域をテーマとし、近世中期以降、干

拓拓によって失われるラグーン地形に焦点をあて、ラグーンという自然環境に依拠し規定

された地域住民の生業・交通流通体系のありかたと、その喪失に伴う変化などについて検

討しました。 
７日の研究報告では、テーマに沿って高橋一樹氏・久留島浩氏の二報告が準備され、高

橋報告では、古代・中世における紫雲寺潟・塩津潟といったラグーンを媒介とした「潟湖

河川交通」の存在が明らかにされ、それを核として地域経済や政治機構が形成されたとい

う地域社会論が提起されました。久留島報告では、近世に紫雲寺潟・塩津潟が干拓されて

地域景観が激変する過程と、その歴史的背景として交通流通環境の変化・政治環境の変遷

が検討され、干拓と関連した地域住民や外部から流入する大規模資本の動向についての説

明がなされました。この内、今回は高橋報告を掲載します。 
また、翌日からの見学会では両報告で紹介された旧紫雲寺潟・塩津潟・岩船潟地域をめ

ぐる実地調査を行いましたので、写真を交えて公開いたします。 
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（１）高橋一樹報告「古代・中世の北越後における交通・流通・生業システム 
―塩津潟（紫雲寺潟）を中心に―    」 

             
はじめに 
本日の報告は明日・明後日にかけての巡見のご案内にあたるわけですが、一応、古代中

世の北越後における交通や流通を中心としつつも、できるだけ生業の中身にも触れつつ、

そのシステムについてご紹介をしてみたいと思います。主に紫雲寺潟・塩津潟をフィール

ドとした検討です。ちなみに、「塩津潟」というのが史料上の初見であり、正保の越後国絵

図にみられます。しかし享保六年の紫雲寺潟絵図では「紫雲寺潟」とあって、どちらが本

来の名称なのか未確定ですので、本報告ではとりあえず併記しておきます。 
 拙稿「中世日本海沿岸地域の潟湖と荘園支配」（『日本海域歴史大系』３、2005 年）で少

し触れたのですが、中世においては個別の固有名詞を付けた「○○潟」という潟の名前は

ありません。塩津潟・紫雲寺潟についても中世に潟の名前はなく、単に「潟」としか呼ば

れていません。この点については、後で鎌倉期の史料で具体的に確認いたします。 
 ついで研究史についてですが、皆さんご存知のところでは、１９８１年に平凡社選書よ

り井上鋭夫『山の民・川の民』が出ており、奥山荘・荒河保の復元的研究がなされており

ます。そのなかでとりあげられた、鎌倉期の「非人所」の史料については、本共同研究の

メンバーである服部英雄さんなどが論文を書かれておりますし、また荘園絵図が２点残さ

れておりますので、それに関連した研究も進められ、青山宏夫さんの研究は現在の到達点

を示すものです。 

こうして、８０年代にまとめられた井上さんのフィールドワークを大切にした荘園の復

元的研究に沿った研究が進められる一方、潟や河川といったものを、荘園や地域の問題に

位置づける視点も、井上さんの研究を批判的に引き継いでいくなかで行われておりました。

井上さんの「ワタリ・タイシ論」、とくに「ワタリ」というのは河川の渡し場にいるわけで

すが、これが越後の場合は賎視されております。 

近世の史料でみますと、松尾芭蕉の弟子曽良の随行日記では、芭蕉とともに東北を周っ

て出羽から越後に入ってきまして、塩津潟・紫雲寺潟の北側の“ついじ（築地）”というと

ころで一泊し、そこから船に乗って塩津潟・紫雲寺潟を通って新潟湊まで半日がかりで着

いたと書いてあります。これを裏付けるように、正保国絵図にも紫雲寺潟のところに新潟

湊までどのくらいと書いてありまして、日本海ではなく、紫雲寺潟から河川を通って新潟

湊まで行く内水面の舟運があったことがわかります。 

また、戦国期の永禄７年に京都醍醐寺の僧侶が越後に下ってきておりまして、その僧侶

がどこに泊まってどこで銭を遣ったかを記録した出納帳簿「北国下り遣足帳」があります。

その足跡は奥山荘と荒河保の境目付近の荒川河口の南あたり、乙宝寺まで及んでおります

が、新潟湊付近では盛んに船に乗っておりますので、乙宝寺へ赴くに際しても内水面交通

を利用していたのではないかと推測されます。 
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 曽良随行日記の１８世紀、正保国絵図の１７世紀、遣足帳の１６世紀というように、こ

れらの時期では北越後の内水面交通の存在を史料的に追うことができ、それらを踏まえた

研究が８０年代以降おこなわれるようになりました。さらに９０年代になると考古学の発

掘が盛んとなり、こと２０００年以降は、高速道の建設にともなって青田遺跡など旧紫雲

寺潟域でより様々な興味深い点が明らかとなり、いままでの史料の読み直しが進むように

なります。小林昌二さん代表の０４年科研報告書『前近代の潟湖河川交通と遺跡立地の地

域史的研究』では、それまでの河川交通・内水面交通という言い方をふまえつつ、新たに

潟湖を強調した「潟湖河川交通」という概念化が行われました。田村裕さんの「中世越後

の地域構造」（『北日本中世史の総合的研究』、１９８８年）や、坂井秀弥さんの「越後の道・

町・村」（『中世の風景を読む』４、１９９５年）といったお仕事は、曽良の日記や正保国

絵図などにより潟湖と河川が結びついた重要性を指摘していましたが、それを「潟湖河川

交通」として概念化したのは小林さんたちのお仕事であったといえます。 

 古代においては出土文字史料が多数発掘され、それ以降の時代にも影響を及ぼすような

新知見が提起されており、中世においては井上鋭夫さん以来、武士団関係の史料を中心と

した検討が進められておりますが、内容が変わりつつあるのが現状です。また近世のほう

は、この後に久留島さんのご報告がありますが、紫雲寺潟などの干拓により、交通や生業

がどう変わっていくのかという点に視点がおかれています。ことに歴博メンバーにより古

代・中世・近世と通しで検討していくという試みがなされていることは重要であると思い

ます。 

 

1、古代阿賀北の地域支配 

 古代の阿賀北について、平川南さんのご研究（「古代越後国の磐船郡と沼垂郡」『古代の

越後と佐渡』２００５年）などを中心にご紹介いたします。 

高速道路の建設にともなう発掘により、もともと低湿地であった場所が９世紀ごろの地

震による沈み込みによって、塩津潟・紫雲寺潟ができたとのではないかと地質学者などに

より提起されております（小林昌二編『前近代の潟湖河川交通と遺跡立地の地域史的研究』）。

もちろん縄文時代の青田遺跡が低湿地遺跡とされるように、水辺であったことは確かです

が、近世の絵図に描かれるような大規模な潟を形成したのは９世紀以降ということになり

ます。 

 この塩津潟・紫雲寺潟の周辺で相次いで遺跡が発掘され、同潟の東北岸の河川との接点

地では「少目御館米」と書かれた９世紀の荷札木簡が出土しています。少目は国司の一人

ですが、その館が潟の近くにありここに米が運び込まれていたということになります。越

後の国府は現在の上越市という県西部にあった訳ですが、越後の場合は、守がこの国府に

いて、介・掾・目はそれぞれ国内各地の要地に配置されていたのではないか、平川さんは

そのように推定されています。塩津潟・紫雲寺潟に河川が注ぎ込む部分で「少目御館米」

と記した木簡が出土したということは、潟・河川を利用して官衙的施設に物資が流入して
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いた状況を想定することができます。 
 また、塩津潟・紫雲寺潟と同様に、１８世紀に干拓が行われた福島潟の周辺でも、十数

年前に発掘された発久遺跡は官衙的な遺跡であり、「健児」と書かれた木簡が出土していま

す。なぜここに健児に関する木簡が出土するのかというと、平川さんの説明によれば、国

家レベルの武器庫である兵庫が福島潟の周辺にあり、また当地が沼垂柵・城の後背地にあ

たっていたためではないかと考えられます。確かにこのフィールドには丘陵があり、そこ

から古代の製鉄遺跡が出ております。福島潟とそれに連なる河川交通を利用すれば沼垂城

のある新潟方面への移動は容易であり、さらに北方の塩津潟へも通じている訳です。 
８世紀以降の阿賀北（阿賀野川より北の地域をさす）における潟湖河川交通の問題は、

越後国内の地域支配構造のみのならず、朝廷の東北経営・軍事配置といった国家レベルの

問題と密接に関係しているという視点が、近年の発掘成果から明確になりつつあります。 
９世紀の塩津潟の本格的形成とパラレルな形で、蒲原津・沼垂湊を中心としつつも福島

潟や塩津潟・紫雲寺潟といった潟湖と、それらをつなぐ河川により水面交通の体系が発展

してきたことが明らかにされていることを指摘しておきたいと思います。 
 
２、中世北越後の潟湖河川交通 
 中世の史料にも登場する「阿賀北」地域の中世前期における問題として、日吉社・白山

社の神人の活動と、それに伴う中世の市町や宿の形成に関することが提起されています。

斉藤利男さんは阿賀北地方には七日市・四日市・三日市・九日市といった市町が鎌倉期か

らみられ、河川に沿う形で分布しているということを指摘されています。 
 図２に１３世紀後半から史料にみられる市・町を落としておきましたが、これらの地名

は近世では村となり、近代の地名としても生き残ってきます。その立地環境は大河川に沿

うのではなく、大河川に注ぐ支流に沿っている、あるいは現在では失われていますが潟の

周辺を取り巻くように分布しているといえます。こうした市町の成立と活動が、日吉神人

の活動とオーバーラップしているのではないかというのが斉藤さんのご指摘でした。 
 こうした指摘に学びつつ、南北朝内乱の合戦が行われた場所を考えてみますと、市・町・

宿、河川の合流点、河川が潟湖に流れ込む場所などの場合が多いことに気が付きます。つ

まり流通の拠点的な場所が南北朝内乱の争奪地となっているわけです。 
 また、阿賀北地域の中世史料に日吉社・八王子社・山王社・白山社などの神社名が多数

確認され、また現在でも存在していますが、塩津潟・紫雲寺潟についても享保六年の紫雲

寺潟絵図には、潟内南端に南北に連なった列島状の島々が描かれており、その一番南側の

島には白山と傍記されております。そこには社が描かれているように、白山社が置かれ、

近世の郷社となっています。その隣には王子山と傍記されていまして、八王子社との関係

が推測されます。そのほか、島々には明神山・三光坊山といった宗教的な名称が傍記され

ています。この島々がある付近は、加治川との合流部分にあたりますが、紫雲寺潟絵図に

は白山に近い西側の岸に「御番所」が描かれています。これは既に久留島さんが指摘され
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ていることですが、番所がおかれたのは草荷村というところで、沼垂湊から加治川を通っ

て紫雲寺潟に入ってくるような舟を、ちょうど押さえやすい場所でした。つまり、白山社

はそうした重要な場所に勧請されていたということになります。この絵図は１８世紀前半

の絵図ですが、白山社の勧請などに示されるように、中世以来の河川・潟湖をつかった交

通のありかたの残像を読み取ることが可能であると考えます。 
 この白山社に秘蔵されております本尊は平安期の十一面観音とされています。私はその

実物を見てはいないのですが、白山社の本尊として十一面観音は相応しいので恐らく間違

いはないと思います。この白山社の東側対岸部分の緑色部分は「あれの（荒野）」とありま

すが、この地域から中世の館跡・集落の跡などがたくさん発見されています。その遺跡の

一つから懸仏の十一面観音（御正体）が出土しており、考古の方の所見では１３～１４世

紀のものであろうとのことでした。当地には白山社が勧請され、また日吉白山神人の活動

が盛んな地域であることを考えると、出土した中世前期の十一面観音も、そうした地域の

経済・文化の特色を反映した遺物であると理解されます。 
 １４世紀ごろまでこの地域の宗教構造・流通構造と日吉社・白山社に隷属する日吉白山

神人とが深い関係にあり、日吉社・八王子社・山王社・白山社といった神社の勧請が恐ら

くは鎌倉期には積極的に行われていたと想定してよいものと考えられます。 
 問題はそれが中世後期、さらには近世に至って潟がなくなり、河川の流路が変化した場

合、どのように変化してくるのか、ということが大きな課題になります。たとえば、享保

の干拓を行った神田家は大中島新田にありますが、ここに勧請されているのは諏訪神社で

す。また、塩津潟・紫雲寺潟の北西側、日本海に面した砂丘上に村松浜（中条町）があり

ます。この地名は鎌倉時代の奥山荘の史料にもでてきますが、近世になるとここから大変

有力な廻船商人がでてきまして、その家では金毘羅神社を勧請し、池をめぐらした立派な

社殿を築くなどしています。つまり交通体系の変化にともなって宗教構造も変化している

といえます。 
先ほど述べたように、潟湖・河川といった内陸水面を中心とした水上交通がかたちづく

られ、河川の合流点や潟湖への河川の流入点といった要衝地に市・宿が立地し、そこが日

吉白山神人の活動の舞台となり、また南北朝内乱期にはそうした場所が領主層の争奪戦と

なります。それが１８世紀以降、前述のように変化していくことをどうとらえるかという

のが、この共同研究での具体的なフィールドに関する論点として面白いところです。 
次に塩津潟・紫雲寺潟の重要性について簡単に補足いたします。青山宏夫さんが指摘さ

れていることですが、この潟を東北と西南とに分けるほぼ中心ラインが、鎌倉後期の奥山

荘と加地荘の境界ラインと認識されていたようです。文永３年７月１３日「佐々木加地重

朝譲状案」は「かちのしやう（加地荘）ふるかハのてう（古河条）」の分割譲与に関する譲

状です。越後の場合、荘園の中を幾つかに分ける内部単位を「条」といいまして、同条は

塩津潟・紫雲寺潟の南に面した場所に比定されます。この分割の際には「いや四郎かいゑ

のうしろのゑのミなかミ」から流れを下って「みのうらのかたはた（潟端）」に至り、さら
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にここで終わるのではなく、「ゑのくち」つまり「ゑ」の河口部から潟の沖へむけて奥山荘

の堺に至る分割ラインの東側を譲るとしています。つまり古河条の田畠・在家・荒野だけ

でなく、奥山荘と加地荘の堺が潟中に意識され、その加地荘側の水面の一部をも譲与の対

象に含めていると理解できます。この譲状は１２６６年、つまり１３世紀後半の史料です

が、ここで塩津潟・紫雲寺潟は、固有名詞で呼称されることはなく単に「潟」としか表記

されていません。また、この地域が田畠・在家・荒野・湖水面といったものを構成要素と

する景観をなし、地頭の領有下に含みこまれているという状況が浮かびあがると思います。 
享保六年の紫雲寺潟絵図の南側には、緑で塗られた「あれの（荒野）」部分がありますが、

この近世の荒野部分から鎌倉期の館跡や集落跡が発掘されております。その一つの住吉遺

跡から１３世紀の館跡と、大量の貿易陶磁が出てきました。おそらくは前述の古河条の地

頭に関する館ではないかと推測されています。また、紫雲寺潟絵図に潟の西岸に面して黄

色の囲いがありますが、ここの地名が長者館ですので、館の跡である可能性が指摘できま

す。ついでに申しますと、史料上、近世以来ここにお住まいの方は比企さんですが、越後

には比企という苗字の地はありません。あるいは武蔵の比企郡の比企でしょうか。この紫

雲寺潟の東には佐々木加地氏が近江から入ってきて戦国まで文書が残りますが、潟西側の

日本海側の地域は中世文書の空白地域で、加地氏が入部してきた形跡もありません。そう

した状況からすれば、比企氏の可能性というのは魅力のあるところではあります。 
塩津潟・紫雲寺潟の北側には、築地という場所がありますが、ここは奥山荘に含まれ、

中条氏の庶子が館を構えて、築地氏文書という文書群を伝えております。鎌倉後期以降、

潟を取り囲むように地頭・国人クラスの館が置かれていたといえます。さらに潟の東側は

奥山荘金山郷になりますが、同郷の政所も潟に面した場所にあったことが金沢称名寺文書

から知られます。先に古代木簡の「少目御館」での場合と同じように、潟や潟に河川が注

ぎ込む部分に、領主の館や荘の政所が配置されるといった景観を読み取ることができます。

もちろん、こうした景観は偶然に形成されたものではなく、古代以来の潟湖河川交通に対

応するため、あるいは奥山荘と加地荘とで分割されている水面領有問題との関係で、潟を

取り巻くような館・政所の配置が出現したと考えられます。 
ちなみに奥山荘金山郷ですが、信濃川が日本海に注ぐ蒲原津は古代以来の国津でして、

そこに隣接する沼垂湊を経由して加治川から塩津潟・紫雲寺潟に入る、という越後縦断水

運ルートの一つの終着点に位置付けられます。承久の乱では金山郷の山中で京方の武士が

挙兵したり、南北朝期には悪党が現れて所領の争奪が行われるなどといった事態が生じて

いるのは何故かという問題についても、先ほどから述べているような縦断水運ルートとの

関係から、このエリアの重要性が説明できるのではないかと思います。 
また、熊野御師の畠中文書には、１４～１５世紀にかけての旦那売券があり（市沢哲さ

んのご教示によります）、その旦那の所有状況を復元してみますと、妻有荘・波多岐荘・紙

屋荘・大面荘・奥山荘金山郷などとなります。これを地図に落としてたどってゆきますと、

現在の新潟県の魚沼方面から信濃川沿いに日本海の河口へ下り、沼垂湊から加治川を通っ
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て奥山荘金山郷へいたる、という前述の越後縦断水運ルートが描けることになります。 
御師の畠中家は信濃川ルートで越後を縦断するかたちになりますが、もう一つのルート

は文明元年７月２３日「厳尊譲状」（天理図書館保井文庫）にみられる別の御師のルートで

す。この厳尊が譲っている旦那の場所は京都からはじまり、次に越後国「花前」「開発」「西

浜石川」、そして信濃・甲斐となっています。越後の花前・開発・西浜とは現在の上越市お

よびその周辺に比定されます。そうしますと、この御師は越後頸城～信濃～甲斐と抜けて

ゆくラインに沿って、活動していたと理解できます。先ほどの御師畠中家が信濃川から北

越後へと抜けているのとは対照的であるといえます。 
中世の熊野御師の活動の痕跡から、信濃川～現在の新潟市～北越後といった潟湖河川交

通のありかたを復元することができます。最後に、塩津潟・紫雲寺潟を越えてさらに北方

へはどのようにつながっていたのかという点について少し触れておきます。現在、塩津潟・

紫雲寺潟の北側には胎内川があり、直接日本海へ注いでいますが、かつては正保国絵図に

も描かれているように砂丘列を突っ切れずに、二つに分流し、一方は南の塩津潟・紫雲寺

潟に注ぎ込み、一方はさらに北へ流れて荒川に合流して日本海へ注いでいます。荒川の北

側には岩船潟がありますが、胎内川・荒川・岩船潟といった要素を視野に入れて塩津潟・

紫雲寺潟から北方へのルートを探っていきたいと考えています。 
 
３、阿賀北諸荘園における生業の様態 
 古代・中世の生業に関わる史料は乏しいのですが、いくつかご紹介させていただきます。

弘安９年８月日「河村秀通坪付写」は荒川の流れそのものを所領の単位とした荒河保地頭

河村氏の譲状の一通で、その中には「女河山」がみえます。その山は「羽皮材木并鮎雑物

等」を採る山とされています。また女河は「鮎江」である、つまり鮎の取れる川だと書か

れています。ほかの荒河保地頭の譲状には、川・海の簗・網場が載せられており、荒川と

それの注ぎ込む海自体が地頭の財産であり、漁業が行われていたことは明らかです。 
 少し北に上って小泉荘内の三面川、かつては瀬波川と呼ばれた川ですが、ここでは平安

時代、国衙の管轄下で鮭漁が行われていたことを史料上で確認できますし、三面川の南側

の小泉荘加納といわれる領域で、桑や漆が栽培されていたことは鎌倉時代の史料にみえま

す。また、塩津潟・紫雲寺潟周辺の８・９世紀の遺跡から、漆関係の遺物がたくさん発掘

されています。同潟内の遺跡である縄文時代の青田遺跡では、漆製品が大量に出土してい

ますが、歴史時代においても官衙的な要素をもった漆生産が潟の周辺で行われていたこと

を示す出土文字史料や遺物がありますので、縄文時代以来、継続して漆製品の生産が行わ

れていたことがわかります。 
また、奥山荘での漁業の存在の可能性は服部英雄さんの指摘されたところでありますし、

前述の村松浜は中世史料にみえますが、同浜は海岸の砂丘上に位置しておりますので水運

の存在が想定できます。塩津潟・紫雲寺潟の南半分は加地荘となりますが、前述しました

ように地頭による地先水面の領有が行われておりますので、その前提として湖面をつかっ

 7



ての漁業の存在は当然想定できます。このあと久留島さんよりご指摘がありますが、紫雲

寺潟絵図には、網場が描かれておりますので、中世にも近世の網場の前提となるようなも

のがすでに存在していたということも考えられるでしょう。 
 農業とか非農業とかいう区別ではなく、限られた史料ではありますが、それに基づいて

生業システムをトータルに把握し復元してゆくことが必要で、そのためには、考古学の成

果、近世以降の文献研究、フィールドワークの成果などを取り入れて再構成していくこと

が中世史研究の上でも重要と考えます。これにより井上鋭夫さんの研究を批判的に継承し

ながら発展させていくことになるものと思います。本共同研究は生業・交通・流通・宗教

構造などを実態的かつ通史的にとらえていくことをテーマのひとつとしていますが、そう

した視点の設定は、塩津潟・紫雲寺潟とそれを取り巻くフィールドを考える上で、きわめ

て有効な視点であると考えます。 
 
《 質 疑 討 論 》 

（質問）史料１「佐々木加地重朝譲状」にみえる「みのうら」「ゑのくち」といった地名、

中世奥山荘と加地荘の境界の比定は可能なのか。 
（回答）箕浦という地名は現在では確認できないが、潟東岸の加治川の支流が潟に注ぎこ

んで半島状に突き出た地形を作っているところ付近であろうと思います。その注ぎ口が

江の口で、そこから沖へ向かって潟を二分するような境界線にぶつかると考えられてい

たようです。 
（質問）史料５「中条朝資書状」では材木・鷹など農業以外の生業に関連した記述がみら

れるが、新田開発が行われるような農耕生産の未開地域での生業内容を示したものと考

えてよいのか。 
（回答）この史料は上杉氏の姫君が山形の伊達へ輿入れする際の史料で、その際には恐ら

く内水面交通を利用していると思われます。また史料中にみえる「築地」は奥山荘側、

潟の北方にあたります。確かに未開発地域についての記述で、築地が内水面交通のター

ミナルの機能を果たしており、そこに中条氏が入って領主支配を行って、材木の徴収を

行うなど、非農業的な生業に関与していることが理解されます。 
（質問）海洋交通とは異なり内水面交通には、水路などの人工的な施設が必要になるだろ

う。例えば史料１には「ゑのくち」とあるが、江と自然の川とは違うと思う。内水面に

沿って江をめぐらした在家があるとか、あるいは「築地」が水運交通上の施設であると

か、河川潟湖交通をそうした用語を以って具体化することは可能なのか。 
（回答）以前より、江と川との相違については関心がありました。越後国小泉荘の中にも

不自然な流れ方をした小河川があり、これも鎌倉期に「江」と呼ばれている。また潟端

の在家というのがあり、それにはやはり江が注いでいる。また先ほど述べたように荘園

支配の施設が、潟近辺に設けられている。しかし史料上でなかなかつめられないので、

考古の遺構などから具体化できればと思っている。 
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（３）「阿賀北地域フィールド調査のご報告」見学会報告  
 
＜７月８日(月)＞ 
 
 ９：１５ 新潟県埋蔵文化財センタ－（新潟市金津）到着 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
＊ 新発田市（旧北蒲原郡紫雲寺町）住吉遺跡 
   旧紫雲寺潟の辺に位置する 13・14世紀の遺跡。中世の在地領主クラスの館跡と

想定される。加治川から紫雲寺潟への入り口部分にあたることから、内陸水運

に関係した領主であろうか。異常に大量の陶磁器・土師器・珠洲焼片が出土し

ていることからも、阿賀北地方屈指の有力領主であったことは確か。そのほか、

釘や引手金具・釘隠と思われる細工品等の金属遺物も多数の出土物を見学。こ

とに構造船とおぼしき木製模型も水運との関係を示すものとして興味深かった。 
＊ 同青田遺跡 
   歴博企画展「水辺と森と縄文人」で紹介した縄文の低湿地遺跡。歴史時代には

紫雲寺潟の水面であった場所。丸木舟等の木工品、繊維製品、漆製品等を見学。 
＊ 他、常設展示を見学 

 
 
１１：４０ 五泉市馬下（まおろし）にて阿賀野川を渡河する 
＊ 馬下は会津－越後間の流線ルートとして機能していた阿賀野川が山岳地帯からち

ょうど抜け出た場所にあたる。そのため古くから渡河点に利用されてきた。「馬下」

の地名も馬と舟との運送手段の切り替えにともなうものであろう。 
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１２：３０ 新潟市（旧北蒲原郡豊浦町）福島潟到着 
＊ 福島潟は久留島浩氏の研究報告にあったように、近世後期に干拓が試みられたもの

の、完全なる干拓には失敗し、一部が現在でも潟の状態で残されている。現在は環

境整備されて公園となっている。紫雲寺潟でも同様だが、潟の周辺には細長く続く

微高地が点在しており、そうした場所には例外なく集落が営まれる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １：３０ 新発田市（旧蒲原郡紫雲寺町）旧紫雲寺潟見学 
＊ 山草荷の白山神社は享保６年紫雲寺潟絵図に載っている神社。絵図では潟中の島に

描かれている。干拓された現在では水田中の微高地となっている。元々は砂丘列の

一つで波状に続く砂丘列の高い部分がのみが島として残り、低い部分は潟に沈んだ

ため、列島状態となっていた。 
＊ 旧紫雲寺町公民館より旧潟一帯を一望する。公民館は旧潟縁にあたる。 
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４：３０ 同村松浜の金毘羅神社 
＊ 同神社は近世の豪商平野家によって造られたもの。平野家は廻船問屋として財をな

し、捕鯨など手広く事業を展開した。旧平野家裏に墓地があり、さらにその先に金

毘羅神社が祭られている。神社の周囲には堀が巡らされ、数メートルの高さに塚が

築かれその頂上に社殿が置かれている。個人の神社としてはかなり大規模なもので

少々おどろいた。 
 

＜７月９日(火)＞ 見学会 
 ９：００ 新発田市出発  
＊ 途中、旧紫雲寺潟縁・落堀川・胎内川河口部を通過する 
１０：００ 胎内市（旧中条町）乙宝寺見学 
＊ 途中、荒川河口・神林村西部遺跡などを通過する 

 １０：３０ 高橋一樹氏の解説により小泉荘内の神林村飯岡の百川や有明等を見学 
１１：００ 旧岩船潟見学 
＊ 岩船潟も近世に干拓されているが、それ以前は福島潟・紫雲寺潟同様に、水上交通

に重要な機能を果たしていたと考えられる。 
１１：２０ 村上市村上城址見学 
１２：３０ 三面川見学（この後解散） 
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