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おじいちゃん 今日は岩神町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁いわがみまち﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからそういう町名になったの？
おじいちゃん 江戸期から明治 年まで岩神村と呼ばれ
た よ︒ 明 治 年から 年まで岩神という
大字名で呼ばれ︑明治 年からは前橋町
の︑明治 年からは前橋市の大字名だった
んだ︒明治 年からは岩神町となり︑現在
もそう呼ばれているよ︒昭和 年からは１
〜４丁目となったんだよ︒
ボ
ク どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん まちの中に国の天然記念物に指定されてい
る﹁岩神の飛石﹂が岩神稲荷として神社が
祀られていて︑これにちなんで呼ばれてい
るよ︒
ボ
ク この石はどこから来たの？
おじいちゃん この石というか岩は現在の駐車場あたりに
堆積していた地層の中から約２万年前の火
山泥流により︑この近くまで押し流されて
きたものと思われる︒さらに︑その後の利
根川の洪水によって︑今の場所まで運ばれ
てきたと考えられる︒岩神の飛石はおじい
ちゃんやボクたちにまえばしとその周辺に
ある自然や歴史とその営みを教えてくれ
るね︒
ボ
ク 岩神の飛石の由来について教えてよ︒
おじいちゃん 岩神稲荷は飛石稲荷とも呼ばれているよ︒
地表に出ている部分が高さ９・６ｍ ︑最大
周囲 ｍ ︒赤褐色で縞状の複輝石安山岩質
溶結凝灰岩があり︑里人たちがこの岩を割
ろうとしたところ︑血がほとばしり出たの
で稲荷を祀り︑この岩を御神体として祀っ
たというよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ？
おじいちゃん 先日訪れた向町と萩町を挟んで西側へ延
び︑前橋工業高校跡地沿いの南北通りまで︑
北側は大渡橋通り界隈までだね︒
ク 当時の岩神町の様子を見てみたいよ︒
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飛石のすぐ東はかつての沼田街道でその
昔︑上杉謙信が厩橋城を攻めた時や沼田藩
主が参勤交代した時︑また塩原太助が江戸
に行った時にそれぞれこの道を通ったこと
だろうね︒また︑大渡橋があるけど︑昔は
王渡といっていたんだよ︒大昔上毛野国
︵群
馬県︶を治めていた豊城入彦命︵とよきい
りびこのみこと︶という王様が赤城神社を
祀る時に渡られたことから名づけられたの
かな︒この大渡には利根・吾妻方面から江
戸に材木を運ぶためのいかだが組まれ︑こ
の岩神が中継地点となったりとこの地は重
要な地点だったため関所が置かれたという
よ︒明治には大渡製糸所ができ︑全国から
有名人が見習いに来たというよ︒
岩神稲荷神社の他に神社仏閣はあるの？
酒井藩主が川越から前橋に移った当初︑龍
海院をこの岩神に造ったけど︑火災にあい
先日訪れた紅雲町に移したんだ︒また︑前
橋工業高校跡地の向側に観民稲荷神社があ
るよ︒１６０１年酒井重忠公が前橋城主と
なった時︑城に水を引き込む風呂川の改修
にあたって︑その時護神として祀ったの
がこの神社の始まりだそうだよ︒その後︑
１６９０年酒井藩主が神社境内に﹁観民亭﹂
という別荘を造り︑たびたび来て家臣にも
開放し藩文化の中心地でもあったようだ
よ︒ここから観民の名が残っているようだ
よ︒境内には︑厳島神社弁財天︑金毘羅宮︑
秋葉神社︑天満宮︑水天宮が祀ってあるよ︒
今でも町名は残っているし︑飛石や稲荷神
社がまちのシンボルとして保存されている
し︑観民稲荷が風呂川とともに静かなとこ
ろでうれしいね︒これからもこのような町
名や天然記念物︑神社仏閣を大切にしてい
きたいね︒
そうだね︒では︑次回は国領町行ってみ
よう︒
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おじいちゃん

今日は国領町に行ってみよう︒

いう名があったんだ︒この薬師小路の名

は︑この地に薬師様があり︑前橋城主が

ク なんて読むの？

ボ

ボ

えられているよ︒明治 年にいまの国道

とされたことから︑この名が付いたと考

たいへん崇敬され氏子の生活安泰祈願所

ク いつからそういう町名になったの？

おじいちゃん ﹁こくりょうまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

江戸期から明治 年まで国領村と呼ばれ
たよ︒明治 年から 年まで国領という
大字名だったんだけど︑特に明治 年に
前橋町の大字名︑明治 年に前橋市の大
字名だったんだ︒続いて明治 年から国
領町となり︑現在もそう呼ばれているよ︒

おじいちゃん

号線である渋川へ通じる新道が開通し

てから大きく発展したんだよ︒それまで

は十軒小路と薬師小路と土着の農家だけ

の寂しい村落だったんだよ︒

いまの国道 号線沿いに︑先日訪れた萩

ク 大きな施設とかあったの？

昭和 年からは１〜２丁目となったよ︒

22

司・郡司が任命されたんだ︒この国司が

あたる国府が各地に置かれ︑そこには国

としての組織が整い︑いまでいう県庁に

大昔︑律令制度という仕組みができて国

新しい店舗が建ち並び︑ここにはかつて

期の姿はもうないね︒それに代わって︑

移り変わりとともに︑かつての製糸全盛

表する製糸工場があったよ︒でも時代の

国領工場︑のちに郡是製糸と前橋市を代

町地内の丸登製糸︑国領町地内の交水社

直接支配した土地を﹁国衙領﹂といい︑

のまちと対照的なまちづくりが進んでる

国道 号線を挟んで先日訪れた萩町の東
向側一帯界隈だね︒

前橋城が再築される時︑この地にお侍さ
んが住む武家地が割り当てられ︑その中

おじいちゃん

よう︒

そうだね︒では︑次回は才川町行ってみ

の発展を期待したいね︒

より一層の新しい前橋の中心になるまち

あったように︑新しいまちづくりの中で︑

く︑そして製糸による前橋市の中心地で

ク 国領という由緒ある町名を絶やすことな

これが地名の由来となったんだよ︒また︑

名があるそうだよ︒

ね︒
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１６６４年の﹁新田検地帳﹂に国領村の

ク どうしてそういう町名になったの？

おじいちゃん
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伊勢崎市の東部にも同じ地名があるよ︒

ク 由緒ある地名なんだね︒

おじいちゃん
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ク このまちはどこになるのかなぁ？

おじいちゃん

ボ

43

号
17

22

ク 当時の国領町の様子を見てみたいよ︒
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おじいちゃん
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国道

群馬大附小
第三中

第四中

上：増築中の丸登製糸場（大正 7 〜 8 年頃）
右側の道は現在の国道 17 号
下：現在では国道沿線に多くの店が建ち並ぶ

群大医学部

桃ノ
群馬大病院
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に薬師小路︑東薬師小路︑西薬師小路と
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才川町

Saigawa-machi
木川
り
才川通

号

佐久間川
国道

おじいちゃん 今日は才川町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁さいがわまち﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからそういう町名になったの？
おじいちゃん 江戸期から明治 年まで才川村と呼ばれ
たよ︒明治 年から 年まで才川という
大字名だったんだけど︑特に明治 年に
前橋町の大字名︑明治 年に前橋市の大
字名となり︑続いて明治 年から昭和
年まで才川町と呼ばれていたよ︒
ボ
ク 才川町の小字はあったの？
おじいちゃん 明治 年の小字名を見ると︑尺司・立虫・
水深・飯玉・若宮・諏訪︵諏訪小路・一
才小路︶
・下諏訪︵一才小路・佐久間町︶
があったんだよ︒
ボ
ク 才川町の名前はどのように出てくるの？
おじいちゃん １６６４年︑前橋城主酒井忠清に賜った
知行目録に勢多郡１２５ヶ村中に才川の
名があるよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 先日訪れた国領町︑特に若宮小学校から
東側界隈︑南側からは︑群馬大学付属小
学校北側界隈だね︒
ボ
ク 当時の才川町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 赤城県道の西を平行し︑石井県道につな
がる道は才川通りといって︑現在もそう
呼ばれているよ︒この通りは︑当時の富
士見村や旧南橘村と前橋をつなぐ唯一の
道で︑明治時代は主産業である製糸生産
の中心地で︑たいへんな賑わいを見せた
ようだよ︒特にこの場所に前橋名物の一
つであった玉糸市場があって︑桐生や足
利︑秩父あたりからも来て︑一日の通行
人が２万人を数える賑わいがあったそう
だよ︒また︑桃ノ木川と佐久間川に挟ま
れ︑水利に恵まれていることから大正８︑
９年頃には もの製糸工場があったんだ
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佐久間橋

上：現在の才川通り 古い建物が何軒か残る
下：萩原朔太郎歌碑（才川緑地公園）
かつての賑わいを覗うことができる

群馬大附小 第四中
廐橋劇場跡

17

才川緑地公園
（前橋乾燥所跡）
玉糸工場跡

飯玉神社
若宮小

桃ノ
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よ︒この工場の女工さん相手に演芸館︑
厩橋劇場もあったというよ︒
ボ
ク 市場はなくなったけど通りの名前は残っ
ているんだね︒他に町名にちなんだ施設
はあるの？
おじいちゃん 才川通り沿いに才川緑地公園があるよ︒
入口の右側に﹁才川町の沿革と詩碑の由
来﹂の石碑があるね︒この石碑には昔の
村から町への状況や才川通りについて詳
しく書かれていて︑また︑郷土の詩人萩
原朔太郎による才川町の情景の詩が書か
れているね︒これには︑昭和 年︑前橋
乾燥場跡地に小公園が設置され︑往時を
慕う地域住民一同により︑才川緑地公園
と呼ぶとともに︑萩原朔太郎の﹁才川町﹂
の詩碑を建設︑この地域の輝かしい歴史
と文化を後世に伝承することを提唱し
た︑とある︒
ボ
ク まちの中に町の沿革や詩の石碑があるの
はすばらしいことであり︑今後も石碑の
内容どおり後世のために残しておきたい
ね︒ところで︑神社仏閣はあるの？
おじいちゃん 飯玉神社があるよ︒境内に﹁お杓︵しゃ
くし︶様﹂があり︑
１ｍ ほどの杓子が建っ
ているね︒昔から子供の百日咳︑しゃっ
くりを治す神様として親しまれている
よ︒また︑養蚕期におけるネズミ除けと
して霊験あらたかなものがあるそうだ
よ︒
ボ
ク 今でも才川通りの名や才川緑地が残って
いて︑町の沿革や詩の石碑があるし︑ま
ちの人から親しまれている神社があるの
でうれしいね︒これからも大切に残して
いきたいね︒
そうだね︒では︑次回は細ヶ沢町に行っ
てみよう︒

おじいちゃん

60

38

群馬大附小
佐久間川

17

国道 号
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文化ホール
旧安田銀行担保倉庫

おじいちゃん

今日は細ケ沢町に行ってみよう︒

おじいちゃん

馬市場の他に︑繭市場が開かれていたよ︒

市日には高崎その他の商人が出張開店し

ク なんて読むの？

ボ

たよ︒江戸期は前橋城下の町人町のひと

ケ沢町 番地で開かれ︑毎年５月下旬か

つであったというよ︒また︑桑市場が細

では見られない市場として前橋名物の一

玉繭・屑繭の小売をするという他の市場

賑わったといい︑近郷近在の村の女性が

ク いつからそういう町名になったの？

おじいちゃん ﹁こまかざわまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

江戸期から昭和 年までそう呼ばれてい
つで︑明治 年には前橋町︑明治 年か
らは前橋市の町名となったんだよ︒

ら６月上旬にたいへんな賑わいであった

１６８４年に著された﹁前橋風土記﹂に

八重藤とともに名物藤で︑のち前橋公園

以前訪れた田中町の天野の藤︑石川町の

というよ︒翁藤のあったところといわれ

は古未加佐波とあるよ︒また︑細ケ沢の

の臨江閣下の池の端に移植され︑今日そ

ク どうしてそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

名は︑町の北側を流れる現在の佐久間川

の面影をしのんで記念碑が建ててある

ね︒

の古名を駒ケ沢川と呼んだところからき
ているようだよ

ク 市場がいっぱいのまちだったんだね︒と

ころで国道 号線沿いに碑が建ってある

よ︒

ら︑馬を意味する﹁駒﹂をとって﹁駒ケ

様に多くの馬が飼われていたところか

で技術を学んで多くの人々が︑それぞれ

糸場開設の２年前なんだよ︒この製糸場

のまちに建てられたんだよ︒官営富岡製

明治３年に日本最初の器械製糸工場がこ

沢川﹂と呼ばれるようになったんだ︒そ

郷里に帰り︑製糸を開業︑全国的に製糸

おじいちゃん

して広瀬川に比べて細い川という意味か

どこになるのかなぁ︒

製糸工場といい︑糸のまちまえばしの原

ろ︑特に国道 号線の東側界隈だね︒

みよう︒

そうだね︒では︑次回は小柳町に行って

ね︒

点がこのまちの一角から発展したんだ

そして繭市場︑桑市場︑日本最初の器械

ク 日本の製糸業に大きく寄与したんだね︒

が発展したんだよ︒
ケ沢町と言うようになったというよ︒

ら﹃駒﹄が﹃細﹄となり︑その流域を細

岸に馬市場があり︑以前訪れた一毛町同

と称し⁝〟とある︒かつて佐久間川の河

明治 年の﹁前橋案内﹂に〝昔時駒ケ沢

ク でも﹁細﹂と﹁駒﹂で字が違っているね︒

おじいちゃん
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以前訪れた竪町の北側︑国道 号線と広

おじいちゃん

ボ
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25

瀬川と交差する厩橋から北上したとこ

17

瀬

川

上：佐久間川
細ヶ沢町の由来にもなった
下：前橋製糸場跡の碑
国内で最初の洋式器械製糸工場があった
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ク そんな由来があったんだね︒このまちは

おじいちゃん

ボ
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ク 当時の細ケ沢町の様子を見てみたいよ︒

おじいちゃん
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

細ヶ沢町
Komakazawa-machi
佐久間橋
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前橋製糸場跡の碑

広

前橋中央局

