別冊

前橋商工会議所

発刊にあたって
「旧町名への旅」は、当所機関誌『商工まえばし』において平成 20 年 4 月号より平成
23 年 3 月号まで、3 年間に亘り旧市街 44 カ町の旧町名と、そこで育まれた文化や、そ
こにあった寺社仏閣等の建造物や人々の生活など、今の前橋を形作った歴史・文化を紹
介してまいりました。
単に町名と歴史を論じるのではなく、
「お爺さんと孫のやりとり」という形式により、
ほのぼのとした雰囲気が漂い、
テンポ良く読め、
前橋の歴史を分かりやすく理解できる等、
幅広い年代層の皆様より大変好評を頂戴いたしました。
ご承知のとおり、現在の町名は、昭和 37 年に施行された『住居表示に関する法律』
に則って昭和 40 年から 42 年にかけて段階的に変更されました。名称だけでなく区域も
そうです。わずか数町を残してほとんどの町名が変わりました。
旧町名には、その土地の風土や生活が表れています。例えば、染物屋が多く集まって
いたので「紺屋町」
、桑の木があったから「桑町」等のように、人々の生活や町の風景を
映し出してくれています。
本書は、こうした前橋の古い町名とその謂われを紐解くことで、いにしえの前橋に暮
らし、今を形作ってきた先人たちの息吹や歴史を身近に感じていただく。そして前橋に
対して正しい認識と愛着をもち、100 年、1000 年後も『素晴らしいまち』と皆が誇り
の持てるような前橋づくりの一助になればと考え作成いたしました。
本書をご覧いただき、懐かしいと思われる方、初めて昔の前橋を知る方、その感じ方
はさまざまかとは存じますが、ぜひ前橋の原風景をじっくりとご堪能いただき、前橋の
魅力を見つけ出していただければ幸いに存じます。
最後に、長期にわたり執筆いただきました群馬地名研究会の倉地啓仁氏、発刊にあた
りご配慮いただきました石川羚二氏にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
平成 23 年 7 月
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紺屋町
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国領町
才川町
細ヶ沢町
小柳町
琴平町
清王寺町
大塚町・百軒町
天川町・新町・高田町
中川町・片貝町・天川原町
旧町名地図

あとがき

写真上より
榎町／銀座通り
本町／本町通り
萱町／中央前橋駅
清王寺町／ 1 府 14 県連合共進会会場
小柳町／柳座
立川町／前橋座
紺屋町／馬場川通り

旧町名への旅

おじいちゃんと
ボクが訪ねたまち

ところで︑ボクは土地というものは生きているもの
だと思っています︒時代が流れる中で移り変わるもの
だと思っています︒でも︑土地には必ず記憶している
ものがあります︒時間が経過し︑時代が移り変わって︑

その土地には地名
︵町名︶
が付けられています︒
まえばしにも由緒ある地名︵町名︶が︑たく
さん残されていましたが︑今はほとんど消え
てしまいました︒なぜ︑その土地にその地名
︵町名︶が付いたのか︑なぜ︑そう呼ばれたのか︑そ
う考えますが︑地名︵町名︶はその土地の歴史を語
るものであり︑その土地の歴史を解明する貴重な資
料といえます︒
そんな昔の事を知ってどうするの？と思われるで
しょう︒でも︑その時代の流れの中で︑先祖の皆様が
生きてこられ︑今ボクたちがその土地で生活できてい
るんだと思います︒ただ単に過ぎ去った昔の事︑ただ
単に地名︵町名︶が付いた事として片付けられるもの
ではないような気がします︒
ボクたちが住んでいるまちを︑このような地名︵町
名︶という視点から先祖の皆様の生活の歴史を知り︑
その土地の自然環境の歴史を知る事が大切であると思
います︒そして︑その事を知り︑今のボクたちの生活
を見直し︑感謝したいと思うのです︒さらに次世代に
語り継ぐ必要があると思うのです︒

はじめに
今月号から登場す
るおじいちゃんとボ
クと今はなきまえば
し の 地 名︵ 町 名 ︶ を

訪 れ︑ そ の 町 名 の 由

来や歴史を探ります︒

忘れつつある昔の町

名を次世代に受け継

いでいけたらいいな
と思っています︒
シリーズでご紹介
致 し ま す の で︑ ど う
ぞお楽しみに︒

﹁石川町の交差点でね⁝﹂とある時︑ボクの母は話
始めました︒えっ？石川町？どこ？そこ？と思いまし
た︒
あれからずい分と月日が経ち︑もう忘れていました
が︑ある時当時の荻窪町自治会長さんと懇意にしても
らい︑まちの歴史や民俗︑地名について色々と教えて
頂き︑話し合いました︒その時︑石川町の事が思い出
され︑さらに地名について︑特にまえばしの町名につ
いて関心をもつようになりました︒
まちには必ずその土地の歴史があります︒そして︑

今年で 70 歳を迎えました。郵便局に務
めていましたが、仕事を勤め上げて定年
退職。仕事柄、長年鍛えた足はまだまだ
達者で、日和もよければ「まちあるき」
が大好き。軒下に飾られた花に、道行く
人との立ち話に、心が浮き立つ元気いっ
ぱいのおじいちゃんです。ボクがいうの
もなんだけど、いい友達っていえるかな。

まえばし全景

大正時代の竪町通り

●おじいちゃん
●おじ
ち ん

02

クたちが大きくなるにつれて︑その事を忘れてしまい
がちになります︒でも︑その記憶はこれからボクたち
が生きていく過程の中で大切な事であると思います︒
冒頭でもお話した通りボクたちが住んでいるまちを
地名︵町名︶という視点から先祖の皆様の生活の歴史
を知り︑また大切な祖先からの記憶を知り︑そして現
在のボクたちの原風景を思い起こし︑まえばしの地名
︵町名︶について考えていきたいと思います︒
これから︑おじいちゃんと一緒に消えてしまったま
えばしの地名︵町名︶を調べるためにボクたちの住む
まちを訪ねたいと思います︒
１回目は︑桑町を訪ねてみます！
■まえばしの地名︵町名︶変遷について
が変わっています︒

以下のように時代の移り変わりにより︑
まえばしの地名︵町名︶

て新しい町名が誕生した時の地名︵町名︶

□江戸時代から明治５年までの地名 町
(名 )
□明治６年にあまり知られていない字名を幾つかずつ統合し

名︶

□明治 年に町村制が施行され︑
前橋町が誕生した時の地名
︵町
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※明治 年に市制が施行され︑前橋市が誕生した
昭和 年︑昭和 年に施行された時の地名︵町名︶

ボクは高校 2 年生。1 年生のフレッシ
ュさはないけど、かといって 3 年生の
受験圧力とは、まだちょっと遠い日々
（？）を送っています。回りからは、も
うそろそろという声も聞こえてくるけ
ど、まだ大丈夫と言い聞かせています。
おじいちゃんと一緒の街巡りが好きで、
「ちょっと変わってる」とも言われるけ
ど、好きなものは好きなんだからしょ
うがないよね、うん。

□昭和 年に制定された新住居表示に関する法律が昭和 年︑

●ボク
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41 37

42

40

まちの表情が変化しても︑見た目は変わり昔とまった
く異なった風景になっていても︑その土地には歴史が
刻み込まれた記憶というものがあります︒それはなぜ
でしょう︒おそらく︑その土地で生活をされた先祖の
方々の思いが魂として残っているからでしょうか︒あ
る土地では︑その名残が生活の中に残っている場所も
あるでしょうし︑まったくわからなくても︑その土地
の地名︵町名︶から推測できる場所もあるでしょう︒
見た目ではわからなくても︑感じ︑雰囲気でわかる事
もあるでしょう︒いずれにしても︑今まで生きてこら
れた先祖の方々がいらっしゃって生活をされていたの
ですから︑当然その思いが︑どこかで記憶されている
ものだと思います︒
それから︑誰にでも幼少の頃の記憶というものが必
ずあります︒幼少の頃︑生活をしていた時の事を思い
起こしてみてください︒家族と係った生活の中で会話
をした事︑家の近所で遊んだ時の風景︑それはやはり
個人の記憶そのものです︒それを原風景と呼びます︒
この個人個人の原風景が寄り集まって︑その土地の歴
史となって形成され
ているのだと思いま
す︒だからその土地
には先祖の方々から
現在生きているボク
たちの思いが込めら
れているのです︒ボ
渋川行きの電車発着所（前橋駅前）
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桑町

Kuwa-machi
至渋川
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昭和初期の桑町通り（現・中央通り）左から白牡丹、今井玩具店、鈴木薬局

至前橋駅

示に関する法律が施行されたことによ

り︑何ヶ町かが集まり︑千代田町二丁目

今日は桑町に行ってみよう︒

ボ

になったんだ︒今は昭和 年に設立され

ク なんて読むの？

おじいちゃん ﹁くわまち﹂と呼ぶんだよ︒このまちに住

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

を祀ったようで︑今は桑町会館の屋上に

江戸期の頃︑町の守護神として三峯神社

が︑今はそれ以外になにもないね︒ただ︑
前代田村︑下之町︵隣町２町を含む︶と

安置してある︒

ク 当時の桑町だった様子を見てみたいよ︒

まえばしは江戸末期から明治時代にかけ

て養蚕の盛んな糸のまちだった︑特に戦

おじいちゃん

は中央通りを桑町通りと言っていたんだ

前のまえばしは広瀬川の北には製糸工場
昔︑まえばしは糸のまち︑製糸業の盛んな

にして上州に出稼ぎに来ていた女性達や

性達︑たとえば新潟や東北から積雪を後

が数多くあったそうだよ︒遠い農村の女
まちだったんだよ︒それを象徴するよう

とまえばしの中心商店街である桑町通り

さん達は︑気晴らしに夜︑仕事が終わる

たようだよ︒この製糸工場に勤める女工

は相当過酷な労働をさせられて大変だっ

数は２万人以上だと言われている︒仕事

に泊まって生活していたんだよ︒その人

近郊近隣の女性達もこの製糸工場の宿舎

この由緒ある町名が昭和時代の新住居表

何か残っているの？

ク いつから︑この地名が消えたの？そして

わったそうだ︒

年ぐらいまで春になると桑苗の市でにぎ

から︑桑町って付けたそうだよ︒明治

にこのまちの中に大きな桑の木があった

ク なんでそういう町名になったの？

よ︒

桑町は今の中央通り商店街界隈だね︒昔

ク 今はどこになるのかなぁ︒

いっていたんだよ︒

ク いつからこの町名があるの？

た財団法人の名称を桑町会館とすること

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

む人たちは﹁くわのきまち﹂とも呼んで

ボ

昭和初期（詳細不明）の桑町（現在の中央通
り）の街並み。
着物と洋服が当時の世情を偲ばせる

で当時の町名を残すこととなったようだ

40

いたそうだよ︒

おじいちゃん

至桐生

おじいちゃん

42

旧志満屋
至県庁

桑町会館

中央
通り

前橋テルサ

至赤城山

至大胡

04

萩原朔太郎が撮影した桑町通り。現在の中央通り坂下より北方を望む
天保３年（1832 年）より平成８年（1996 年）まで
営業を続けた志満屋片原饅頭

ボ

この女工さん達のおかげで桑町界隈の商

ク 活気があったようだね︒ボクが思うには

着物︑小物︑下駄などを買ったそうだよ︒

た︒そのおかげで戦後︑桑町を中心とす

商店街の復興に力を入れ一生懸命頑張っ

てしまったんだ︒それでも桑町の人々は

年８月５日の前橋空襲で焼け野原になっ

だ︒そして︑太平洋戦争に入り︑昭和

店街に繁栄をもたらしたような気がする

る商店街も本格的な店づくりがされて︑

界隈に出てきて︑化粧品︑バック︑帽子︑

よ︒

ゆ︶を納めに来て︑帰りには必ず今はな

辺の農家の人たちが製糸工場に繭︵ま

年に全国の商店街に先駆けて中央通り

魅力ある商店街として形成され︑昭和

う︶を買って行ったそうだよ︒この志満

き志満屋の片原饅頭︵かたはらまんじゅ

完成されたんだ︒

性が完全に守られた全蓋のアーケードが

に︑車を遮断して︑歩行︑買い物の安全

桑町は商店街だから物を保存するための

かあるよ︒

ク ところで︑商店街の中を歩くと蔵が幾つ

屋はテルサ南側と中央通りを結ぶ道の中
ほどにあったけど︑この通りを片原通り
と言っていたそうだよ︒前橋藩時代に馬

おじいちゃん

蔵がたくさんあったんだよ︒でも︑８月

の運動のために行く道筋で馬場川の北側
が原っぱになっていたから︑その名前が

５日の前橋空襲で焼け残ったのはわずか

部だろうね︒

付いたそうだよ︒
明治の中頃︑率先して各町にさきがけて

ク それにしても︑なぜ町名もさることなが

ら︑昔の桑町通り︑片原通りという名前

電灯をつけたのは桑町だったんだよ︒ネ
オンをまえばしで初めてつけた店があっ

を残せなかったのかなぁ︒

昔︑町名変更に係った方たちも苦労した

と思うけど︑由緒ある町名や通りの名前

おじいちゃん

そして終戦の荒れたアスファルト舗装を

が消えてしまったことは残念だね︒

桑町は蚕︵かいこ︶の国︑生糸のまちら

ク でも︑おじいちゃん︑いずれにしても︑
うだね︒すごいね︒

よう︒

では︑次回は東隣りの紺屋町に行ってみ

しい親しみのある響きがこもった町名だ

おじいちゃん

でも︑昭和４年に生糸相場が大暴落し︑

ボ

いち早く美装したんだ︒

路に舗装したのも桑町だったそうだよ︒

たそうだよ︒また︑まえばしで最初に道

ボ

４棟だそうだ︒ボクが見たのは︑その一

おじいちゃん

昭和 年︑ 年頃には人通りも多くなり︑

20

おじいちゃんもそう思うよ︒それから周

ボ

36

ク 他に何かあるの︒
おじいちゃん

ボ

35

ね︒

ク 何か︑まえばしの最先端を走っていたよ
おじいちゃん

ボ

37

輸出が停止し︑生産県である群馬県では︑
工場が閉鎖され︑女工さんたちは職を失
い︑農家は繭が売れず︑購買力は最低と
なり︑まちは火が消えた状態になったん
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと
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ボ

今日は紺屋町に行ってみよう︒

なぁ︒

ちょっと前までは︑まちに流れている

馬場川に川底まで降りられる階段があっ

おじいちゃん

最初は﹁こうやまち﹂
︑その後﹁こんや

たよ︒おそらく︑染物屋の職人さんが︑

を使ったんだね︒馬場川の水は今よりは

布を染める時に階段を降りて馬場川の水
江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

るかに澄んでいたのだろうね︒その後は

パート付近の銀座通りまでの一帯だね︒

紺屋町は今の馬場川通りからスズランデ

があった︒眼に特効があったそうで︑ま

から分身された菅谷︵すがたに︶不動尊

た︒ あ と︑ ま ち の 西 端︑ 桑 町 境 に 越 後

器物や洗濯をするための洗い場になっ

その間の通りは紺屋町通りというんだ

ちの鎮守様であった︒惜しくも今はなく

なってしまった︒

ク その後︑紺屋町はどうなったの？

ボ

県庁の誘致などの影響により紺屋町を中

前橋城があった江戸時代のまえばしは︑
まわりに集まって住む︑こうしてできた

心として隣町２町を含む周辺一帯は一段

明治の近代化を迎え︑生糸の好況︑群馬
町が城下町なんだけど︑紺屋町もその一

と華やかとなり︑職人町から花街になり︑

おじいちゃん

つだったんだ︒紺屋とは染物屋のことで︑

まえばし一の花柳界になったんだよ︒

芸妓︵げいぎ◎芸者のこと︶さんが出入

ク 花街︑花柳界って何？

おじいちゃん

ボ

城下町だったんだよ︒職人や商人が城の

ク なんでそういう町名になったの？

よ︒

ク 今はどこになるのかなぁ︒

天川原村といっていたんだよ︒

ク いつからこの町名があるの？

まち﹂と呼んでいたそうだよ︒

ク なんて読むの？

明治 38 年、紺屋町に移転した前橋商業会議所

染物の職人さんたちが住んでいたところ
から紺屋町って付けたそうだよ︒
ク まちの中には紺屋町の名残があるのか

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

至桐生

06

ボ

りする界隈を花街︑芸妓さんの世界を花

席︑貸座敷から三味線の音が聞こえ︑活

な香りのするまちのようだね︒

ク 紺屋町は昼夜問わず︑何か風流で独特

況に満ちた夜の世界になっていくんだ︒
ボ

柳界というんだ︒花街の中は︑芸妓さん
を中心に料理屋︑待合茶屋︑貸席︑貸座
敷で成り立っている︒

因みに当時の男女の人口割合は︑女性の

ほうが上回っていて︑男性の倍の人数が

おじいちゃん

東京では︑都会の遊興施設が集中する盛

生活していたそうだよ︒

ク 紺屋と花街は何か関係があるの？
り場では大正時代まで︑まだ江戸時代の

ク 女性が主役の世界のまちなんだね︒

手である男性がいて成り立っていたわけ

ボ

が下げられ︑夏になると涼しさを演出す

だけど︑その男性は他のまちから来る生

雰囲気をとどめる表現があった︒盛り場

るため︑料理屋では青い暖簾が使われて

糸商人をはじめとする商家の方々であっ

そうだね︒でも︑花街は芸妓さんのお相

いた︒また︑紺屋職人さんの作った染物

たり︑お座敷は商談にも使っていたそう

おじいちゃん

と芸妓さんの着物が何か関係しているの

だよ︒

にある店の玄関には紺色の暖簾︵のれん︶

かな︒おじいちゃんもよくわからないけ
ボ

ク 今の紺屋町はどうなんだろう︒
ど︑このような意味でまえばしも紺屋職

戦後からお座敷は激減し︑今はもう花街

は消えてしまった︒粋を好む客がいなく

おじいちゃん

れているのではないかと思っているん

なってしまったこと︑他に安易な享楽飲

人さんの住むまちから花街へと引き継が
だ︒
紺屋町一帯は︑大昔利根川が流れていて︑

たことにより紺屋町という町名も消えて

代の新住居表示に関する法律が施行され

食店が増えたからかな︒そして︑昭和時
その伏流水があったんだよ︒まちの露地

しまった︒

ク 花街の様子を見てみたいよ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

をはさんで芸妓さんの住む長屋があり︑
ボ

ク なんとなく寂しいね︒
その中には井戸が幾つもあって︑また風

今は色々な飲食店が建ち並び︑歓楽街と

して華やかな夜は変わらないけど︑艶め

おじいちゃん

風呂屋の水は︑この伏流水なんだろう

いた風情が漂うまちではなくなってし

呂屋も幾つかあったんだよ︒この井戸や
ね︒その風呂屋には午後になるとお座敷

まったような気がする︒

ク でも︑おじいちゃん︑紺屋町も花街もな

に上がる前に芸妓さんが入っていたそう
ボ

くなってしまったけど︑紺屋と聞くと何

だ︒また︑紺屋町通りや馬場川通り界隈
の花街では︑昼間でも狭い路からお稽古

では︑次回は竪町に行ってみよう︒

とも言えない香りがするまちだね︒

おじいちゃん

の三味線の音が聞こえてきたり︑おどり
の稽古帰りの姐さん方の姿が見えたそう
だよ︒そして︑灯の入るころになると貸

07 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

昭和 20 年代、紺屋町のお祭り

旧町名への旅

竪町

Tatsu-machi
至渋川

竪町通り（現国道 17 号）

至赤城山

立川町

大通り

至大胡
中央
通り

ボ

今日は竪町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

茶屋さん︑陶器店など老舗︑金融機関が

まだ残っているね︒また︑明治 年に前

橋勧工場が設立したんだ︒名前から見る

いうスーパーマーケットなんだよ︒明治

と︑何かの工場だと思われるけど︑今で
江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

ク いつからこの町名があるの？

今も残る竪町神明宮

年に上毛馬車鉄道が創設され︑竪町通

国道 17 号の歩道に設置された
萩原朔太郎撮影の竪町通りの記念碑

前代田村︑
下之町︵桑町︑
他隣町１を含む︶
といっていたんだよ︒
ク 今はどこになるのかなぁ︒
竪町は国道 号線と国道 号線の交差す
るところから北上し広瀬川の架かる厩橋
までの界隈だね︒

通り沿いは漆喰︵しっくい︶で塗りかた

ク 当時の竪町だった様子を見てみたいよ︒

な︒竪は縦だからね︒

南北の方向にまちが連なっていたからか

う呼んでいるね︒この通りの両側界隈が

現在の国道 号線は竪町通りで︑今もそ

ク なんでそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁たつまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

おじいちゃん

至前橋駅

おじいちゃん

ボ

21

りには︑越後街道の道中として︑現在の

前橋駅である前橋停車場から渋川まで馬

車が走っていた︒その後︑明治 年に連

昭和 年まで営業していたんだ︒

れ︑まえばしの名物の一つだったんだよ︒

だ︒越後街道の交通機関として重んじら

車鉄道を電化し︑路面電車に変わったん

合共進会がまえばしで開催されたとき馬

43

至桐生

おじいちゃん

められた瓦屋がずらりと軒を並べ︑各種
の問屋筋になっていたんだよ︒今でも呉

23

号

ボ

50

服屋さん︑履物屋さん︑荒物屋さん︑お

おじいちゃん

流︑発達をはかるための展示会だった︒

の人々に見てもらいお互いに技術の交

どの物産を出品させて一堂に集め︑多く

府十四県が参加し︑農産物や工業製品な

連合共進会とは︑関東︑東北合わせて一

連合共進会って何？

ク 何か活気があった通りだね︒ところで︑

29

17

17

通

り

道

50

川
場

国

馬

大正時代の竪町通り

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

至県庁

08

ボ

カスや活動写真などが催されたようだ︒

このような物産展の他︑各種大会︑サー

た︒また︑今のテルサの場所に︑昭和初

理店であった嬉野︵うれしの︶旅館があっ

から知られるまえばし切っての最古の料

があったよ︒間口の広い純日本式の堂々

今でいう万国博覧会のようなものだね︒
変わったの？

たる構えだった︒その後︑ここには昭和

期最盛期にまえばし一流の大旅館住吉屋

群馬県が誕生して以来の最大の行事で

年に県下初の百貨店として前三︵前橋

ク この連合共進会によってまえばしは何か

あったんだけど︑この連合共進会の開催

ボ

隈は一挙に近代化する役目を果たし︑あ

めとする事業などが行われ︑まえばし界

もたらし︑前橋駅の拡充︑道路整備を始

にあたり︑まえばしは︑製糸業に活況を

昭和 年に惜しまれながら閉店した︒

る象徴的な出来事だったようだ︒しかし

店の開設は昭和の高度成長期到来を告げ

三越︶百貨店が開店した︒本格的な百貨

ね︒時代が流れる中︑まちは移り変わる

ク それにしても︑色々と変化のあるまちだ
市民の生活文化に大きな変革をもたらし

と思うけど︑名残惜しい感じがするよ︒

たりは一変し︑短期間のうちにまえばし
たんだ︒前橋渋川間の馬車鉄道を路面電
化するという大きな事業もその一つで︑

という飛地にある神明宮があるよ︒竪町

違う町内になっているけど︑竪町 番地

一つだけ残っているものがあるよ︒今は
連合共進会を観覧した後︑この路面電車

の鎮守様なんだ︒まえばし市内でも有数

おじいちゃん

で伊香保温泉を訪れる人達もいたそう

な広く立派な境内を持っていて︑その︑

車に転換し︑同時に渋川伊香保間も電車

だ︒
く寂しい感じだよ︒国内の都市の中には

出していて︑五︑
六百年も経つという大

思わず誘い込まれるほどの魅力をかもし

中の島をめぐっての静寂な池の風景は︑
まだ路面電車が走っているよ︒

ど︑今でも︑竪町通りという名前が残っ

けど︑交通事情の変化やまちの発展の障
害として考えられたことが原因で消失し

電車が消えてしまったことは残念だね︒

ているし︑まちの鎮守様も残っているん
今のテルサの西側に前橋城の坪呂岩︵つ

道路交通事情があるのかもしれないけ

てしまったのかな︒

ぼろいわ︶御門があったよ︒つい最近ま

では︑次回は横山町に行ってみよう︒

ど︑何とか復活できないものかなぁ︒
ンが建設された時︑消えてしまったよう

で︑門の石垣が残っていたけど︑マンショ

おじいちゃん

ク 竪町は昔の面影がなくなってしまったけ

松がそびえていて今でも健在だよ︒
ボ

43
国道 号線として竪町通りが拡幅された

ク 今はもう路面電車︑ないよね︒なんとな

おじいちゃん

ボ

60

だね︒それにしても︑ボクとしては路面

おじいちゃん

39

ク 他に何かあったの？
おじいちゃん

ボ

17

だ︒その北には︑つい最近まで︑明治期

09 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

市制施行 60 周年記念事業「前橋グランドフェア」開催の協賛祭りでの「竪町」の人々と街並み
（昭和 29 年 10 月 15 日）

旧町名への旅

横山町

Yokoyama-cho
至渋川

17

国道
号

中央
通り

馬

至前橋駅

今日は横山町に行ってみよう︒

うだ︒そして明治期前までの神仏混淆
︵し

んぶつこんこう◎神仏習合ともいう︶と

ク なんて読むの？

神社を祀り︑明治 年以来︑小石神社の
江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

たんだ︒

名で知られ︑天王様として親しまれてい

ク なぜ︑小石神社と言われたの？

こと︶と日本武尊︵やまとたけるのみこ

ボ
だよ︒下之町は︑先日訪ねた桑町︑竪町︑

と︶を祭ってあり︑神石は約１５０㎏も

いっていたんだよ︒その後︑明治初年頃

そして横町に分かれたんだよ︒そして明

ある赤石だそうだ︒大昔︑日本武尊が東

この神社には︑素盞男尊︵すさのうのみ

治６年から横町を改称して横山町になっ

夷征伐の途中︑橘山の山頂で休まれ︑相

おじいちゃん

たんだよ︒

模の海に入られた弟橘姫︵おとたちばな

ひめ︶を追想された時腰掛けられた石だ

ク 今はどこになるのかなぁ︒
横山町は今の銀座一丁目通り商店街界隈

いう話が残っている︒そして︑実相寺の

方がここに移されて〝恋し石〟から小石

になったという話が残っている︒

ク 何か︑ロマンチックな話だね︒この神様

のご利益は何かあるの？

その当時は陰陽道︵おんみょうどう︶に
昔は竪町が本道であったので︑この辺り

が産まれると実相寺に行き︑名前を付け

また出産に縁起のいい神様とされ︑子供

おじいちゃん

は人家がまばらな淋しいところで︑大半

てもらったそうだ︒そして︑小石神社は

関わる神社仏閣だったようで︑結婚に︑

は天王山実相寺という寺の境内だったそ

ク 当時の横山町だった様子を見てみたいよ︒

だよ︒

いたところから︑横山町って付けたそう

いた事に対して︑横に町並みが連なって

前回訪ねた竪町が縦に町並みが連なって

ク なんでそういう町名になったの？

だね︒

ボ

までは横町︵よこまち︶と言っていたん

前代田村︑下之町︵隣町２町を含む︶と

ク いつからこの町名があるの？

ボ

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

いう思想で︑全国に分社されている八坂

号

おじいちゃん ﹁よこやまちょう﹂と呼ぶんだよ︒

おじいちゃん

至桐生

おじいちゃん

42

通

り

道

50

川
場

国

明治時代の前橋市役所

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

至赤城山

立川町

大通り

至大胡

至県庁

10

ボ

お酉さまとも呼ばれ︑商売繁盛を祈願し

時︑横山町 番地に町役場が置かれ︑そ

年町村制が施行され︑前橋町が誕生した

ボ

て熊手などの縁起物を求める人々が繰り
出したようだよ︒また︑夏の頃になれば︑
植木や虫を売る風流な夜店が毎夜たった
そうだよ︒

して明治 年市制が施行された事に伴っ

て市役所の庁舎となった事なんだ︒

ク 市役所が今の街中にあったんだぁ︒

様︑花街として巷に歓楽の匂いが濃かっ

官庁だけではなく︑先日訪ねた紺屋町同

生活に必要なところだったんだね︒とこ

た︒多くの料理店や待合茶屋︑貸席︑貸

おじいちゃん

ろで︑今︑この神社はどこにも見当たら

座敷︑魚屋︑すし屋︑てんぷら屋などの

家並みが目立っていたんだよ︒特に︑現

在のテルサの東の通り︑中央駐車場の南

年に敷島公園北側住

宅 地 の 中 央に移転され︑神社跡地はス

辺りに鹿島屋という老舗の仕出し屋があ

小石神社は昭和

ないよ︒

ク このまちに住む人にとって人生に︑また

おじいちゃん

ズランデパートになり︑現在に至ってい

り︑市内の料理屋などへ仕出しを引き受

よし︑今日の昼食はうなぎにしよう︒

たようだけど︑今はうなぎで有名だね︒

てさざえの壷焼︵つぼやき︶が元祖だっ

ない︶
があるよ︒昔は矢内居酒屋店といっ

丁目通り沿いに割烹料理である矢内︵や

今でも健在であるお店があるよ︒銀座一

けど︑ほとんどなくなってしまったね︒

だったんだね︒今も繁華街となっている

色々と混在していて︑活気のあるまち

ク 時代の移り変わりの中で官庁やお店など

一部が見られるね︒

あったそうだよ︒今も当時を偲ぶ建物の

進した麻屋があった︒屋上には遊園地も

座一丁目の交差する角に一躍百貨店に躍

る︒デパートの屋上には小石神社の分社
ク 他に何かあるの︒

けていたようだよ︒また︑中央通りと銀

ボ

24

が祀ってあるようだよ︒

46

このまちで忘れてならない事は︑明治

老舗仕出し屋「鹿島屋」

ボ

おじいちゃん

22

25

では︑次回は東隣りの榎町に行ってみよ

ク わーい︑うれしいなぁ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

う︒

11 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

明治初期、銀座通りにての小石神社の祭礼

旧町名への旅

榎町

Enoki-machi
至渋川

17

国道
号

中央
通り

通

り

道

馬

至前橋駅

至桐生

今日は榎町に行ってみよう︒
ク なんて読むの？
ク いつからこの町名があるの？
江戸時代からあるんだけど︑
江戸初期は天川原村と言っていたんだ
よ︒
ク 今はどこになるのかなぁ︒
榎町は今の銀座二丁目通り商店街界隈だ
ね︒

その榎の樹が明治 年頃まで残っていた

ようだよ︒

まちのシンボルであり︑また今でいうラ

ど︑今思うと︑地名とまちに住む人の生

ク その当時は︑当たり前だったのだろうけ
よ︒以前訪ねた紺屋町一帯と同様︑この

ボクの言うとおりだよ︒

活が密着していたような気がするよ︒
ボ

おじいちゃん

には潅木も生えはじめ︑そんな大地に榎

おじいちゃん

東和銀行東側通りは縁切坂といって︑そ

ク 当時の榎町だった様子を見てみたいよ︒
の樹も生育していったのだろう︒そして︑

︵あし︶が生え︑陸地の安定したところ

付近も利根川が流れていて︑河原には葦

樹があったから︑榎町って付けたそうだ

以前︑千代田通りの角にあった︑みやま

印の樹となっていたのだろう︒そして︑

まちに住む人は︑この榎の樹が一つの目

ころってあるよね︒

ク そういった自然環境から地名が付いたと

おじいちゃん

ボ

銀座通りの一角に安置されている延命地蔵

ンドマークだったのだろう︒
ボ

40
会館の南側に抱えきれぬほど大きな榎の

ク なんでそういう町名になったの？
おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁えのきまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

おじいちゃん

号
50

川
場

国

大正時代の銀座通り

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

至赤城山

立川町

大通り

至大胡

至県庁

12

ボ

を楽しませてくれた劇場だったんだ︒

太夫︑落語︑琵琶などが上演され︑人々

井という寄席があったんだ︒浪花節や義

所になったそうだ︒この名をとって梅の

そうで︑梅の井と呼ばれる井戸として名

噴き出る水のさまが梅の花の形に見えた

井戸の水に移ったそうで︑また︑井戸の

井戸の傍に梅の木があって︑その芳香が

の坂下に清らかな井戸があったそうだ︒

ば︑参詣者も増え︑またまちの活性化に

争後︑この地蔵尊を町内の中央部に移せ

鎮守様となったんだ︒その後︑太平洋戦

をかなえてくれるお地蔵様として榎町の

延命︵えんめい︶地蔵尊とよばれ︑長寿

を行っていたそうだ︒このお地蔵さまは

の発展と町内の人の長寿を祈り︑お祭り

蔵様を榎町にあった明聞寺に預け︑まち

らお地蔵さまが出てきたんだ︒このお地

あった政淳寺に移したんだ︒その後︑明

つながるであろうという事で︑榎町に

に映画館があったよ︒

聞寺は富士見村へ移転し︑また︑昭和

ク そういえば︑ボクが小さい頃︑このまち
実は榎町は映画館のまちだったんだよ︒
初の映画常設館として︑みやこ会館とい

移転したんだ︒今は︑このニチイデパー

寺は︑このお地蔵さまと一緒に田口町へ

年にニチイデパートの進出により︑政淳
うのが開館したんだよ︒その後オリオン

トはなくなり︑有料駐車場になっていて︑

明治 年の共進会が終わった後︑県下最

座になったんだよ︒その他︑大正８年に

ボ

された銀座公園があるね︒

いるよ︒

今は銀座二丁目通りの一角に安置されて

ク その後︑お地蔵さまはどうなったの？
だったんだよ︒映画を中心に演劇︑浪曲

おじいちゃん

映画の集客力は大きかったので︑榎町や

のまちに戻ったんだね︒そして︑今もま

ク 今は竹やぶはないけど︑お地蔵さまは元
大きく貢献したんだね︒このような映画

おじいちゃんもそう思うよ︒

ちの人の長寿を願い︑見守っているんだ

おじいちゃん

館があるまちの中で︑陽が暮れると︑先
町と呼ばれる歓楽街の様相を呈し︑特に

たんだね︒ところで︑榎町の鎮守様は何
なの？
あるまちの人が所有する地所の竹やぶか

おじいちゃん

では︑次回は立川町に行ってみよう︒

きないものかなぁ︒

ドマークとして︑まちのどこかに植樹で

榎の樹を︑まちのシンボルとして︑ラン

ク それにしても︑まちの由来となっている

ボ
あったんだよ︒

紺屋町同様︑花街であり花柳界のまちで

と思うよ︒

周辺のまちには︑直接的にも間接的にも

13
日訪ねた紺屋町︑横山町と並んで︑三ヶ

ボ

などがかけられていたようだよ︒当時の

でき︑当時のまえばしの二大娯楽施設

その東隣りには平成 年にリニューアル

47
前橋活動写真館︑大正９年に大和劇場が

43

ク 榎町も昼夜問わず︑活気のあるまちだっ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

13 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

大正 9 年に創設された「大和劇場」

旧町名への旅

立川町

Tatekawa-cho
至渋川

17

国道
号

中央
通り

至桐生

今日は立川町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

至前橋駅

だよ︒

今の立川町大通りの真中を当時は村落風

に清流が流れていたところから︑立川

おじいちゃん

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

町って付けたそうだよ︒

ク いつからこの町名があるの？
前代田村と言っていたんだよ︒その後︑

ク 今のまちの風景とは想像がつかないけど︑

のどかなまちだったんだね︒その後の立

ボ
だよ︒近くに広瀬川が流れていて︑材木

川町だった様子を見てみたいよ︒

明治初年頃までは板屋町と言っていたん
の輸送に便利だったところから︑屋根を

屋根の家が多い中︑ここは︑このような

ろだったようで︑昔は︑茅葺︵かやぶき︶

情報がいっぱいあった︒また︑立川町大

大小の繭糸商が軒を並べ︑生糸のまちの

市場が開かれ︑繭市場通りとも言われて

昔︑製糸業が盛んだった頃︑繭︵まゆ︶

人々が住んでいたこともあり︑板屋屋根

通り界隈は除々に色々な商店が建ち並ん

おじいちゃん

の家が多く︑先端をいく家屋の集まりで

だ商人のまちになっていったんだよ︒農

葺く割材や材木業者が集まり住んだとこ

あったようだ︒そして︑明治６年から板

機具製造︑馬具製造︑笊︵ざる︶製造︑

帳簿製造などの商店があったんだけど︑

屋町を改称して立川町になったんだよ︒

ような︑笊や桶︑フルイを売っているお

今はほとんど︑そういった商店はないね︒

ク 今はどこになるのかなぁ︒

店が通り沿いに二つ残っているよ︒時代

ただ︑昔の笊製造の商店が存続している
ク 今も通りの名前が残っているんだね︒と

が流れて︑昭和 年に立川町大通りは両

立川町は今の立川町大通りや弁天通り界

ころで︑なんでそういう町名になった

隈だね︒

の？

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁たてかわちょう﹂と呼ぶん

ボ

号

ボ

熊野神社参道にあった劇場「前橋座」

36

通

り

道

50

川
場

国

昭和 20 年代の弁天通り

馬

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

至赤城山

立川町

大通り

至大胡

至県庁

14

昭和 30 年代初め頃（詳細不明）の立川町通り
祭りの山車を町衆が囲む
大正初期の立川町通り
中央 2 階建ては大川屋本店、奥の洋館は前橋電気館

北の玄関口として昭和 年にアーケード

成したんだよ︒弁天通りは中心商店街の

側の歩道に︑県内最初のアーケードを完

として︑今の臨江閣付近に建立されたん

橋城を守護するために鬼門にあたる場所

だ︒大蓮寺は︑浄土宗の寺院で︑昔︑前

よ︒以前は先日訪ねた榎町にあったんだ

チというお店が︑弁天通りの北角にある

の洋食屋として大正９年に創業したポン

が完成されたんだよ︒まえばしで初めて

大蓮寺の山号はそのため虎ヶ淵にちなん

うずを巻くため︑虎ヶ淵と名付けられ︑

り江のようになって流れ︑増水の時には

だ︒その当時︑このあたりは利根川が入

で虎淵山と称したんだ︒この増水により︑

利根川の氾濫が年々増し︑洪水により

よ︒
ク この二つ残っているお店や︑ポンチとい

虎ヶ淵のがけが次第に崩れ︑虎ヶ淵の決

め︑前橋城主酒井重忠は虎ヶ淵の守護と

うお店は︑これからなくならないでほし
あるよ︒

城下町の安全を願い︑大蓮寺へ弁財天を

壊により城下町に危険さえ感じられたた

熊野神社と言うんだけど︑出雲国八束熊

よね︒

ク そういえば︑弁財天様は水の神様なんだ

祀ったんだ︒

いと思うよ︒立川町大通り北側に神社が
おじいちゃん

ボ

ボ

野より分社したんだ︒古来よりこの辺り
は杜︵もり︶であって︑
熊野の森と言われ︑
まちの人たちからは︑おくまん様と呼ば

そうだね︒もとは川の女神でもあるんだ

よ︒その後︑とうとう︑お堂も危険にさ

おじいちゃん

に敷島座というのがあって︑明治色豊か

らされたため︑大蓮寺は︑この弁財天と

れているよ︒この神社の東には︑明治期
に︑ずい分と町内を明るくしていたそう

一緒に立川町へ移転したんだ︒

毎月３日に開催されている弁天ワッセは

が祀られていて︑大蓮寺の縁日に当たる

そのとおりだよ︒今もお堂の中に弁財天

たことから付けられたの？

ク あれ？弁天通りって︑弁財天様を祀っ

おじいちゃん

ボ

だよ︒その後︑明治 年︑熊野神社参道
に創設された前橋座という劇場があった
よ︒大正２年に前橋電気館と改名し︑映
画館となったんだよ︒今までの劇場と違
い︑土足で二階まで上がれるということ
で評判となったんだよ︒

盛大だよ︒
立川町には妙安寺と大蓮寺の二つの名刹

通りと弁天通りの名前が残っているし︑

るお店が残っていたり︑今でも立川町大

ク 町名は消えてしまったけど︑昔からあ
であるお寺がある︒妙安寺は︑浄土真宗

美しい弁財天様も祀られていて︑ボクと

ボ

の寺院で︑親鸞聖人の弟子成然によって

では︑次回は萱町に行ってみよう︒

してはうれしいよ︒

おじいちゃん

開基され︑前橋城主酒井重忠の要請によ

が二つあるよ︒

ク まちの中を歩くと︑ずい分と大きなお寺
おじいちゃん

ボ

43

40

り開山されたという古い歴史を誇るん

15 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

旧町名への旅

萱町
至赤城山

17

国道
号

立川町

至大胡
諏訪橋

大通り
中央
通り

至桐生

今日は萱町に行ってみよう︒

糸工場があったそうだ︒他のまちもいく

つか︑こういった風景があったそうだけ

ク なんて読むの？

ボ

の盛り上がりと関わり︑この界隈の製糸

るようだよ︒先日訪ねた立川町の繭市場

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

も相当に活気があったんだ︒各家々の土

ク いつからこの町名があるの？
天川原村と言っていたんだよ︒昔は︑芽

間に繭︵まゆ︶の山があちこち︑うず高

いを漂わせていたそうだ︒そして︑中流

屋町︑萱屋町と言っていたんだよ︒そし

萱町は広瀬川右岸側にあたる立川町大通

くらいの製糸工場が季節毎の相場に神経

く盛られていて︑糸をくる機械の音が通

り東の諏訪橋あたりから前橋中央駅東の

を使いながら︑繭の選択や糸の艶︵つや︶

て︑萱町となったんだよ︒

桃井橋までの間の界隈で︑細長くのびた

に念を入れていたんだ︒このような過酷

りまで響き︑また︑なんともいえない匂

まちだね︒先日訪ねた榎町や立川町と隣

な労働の中︑夕刻ともなれば︑笑い声を

ク 今はどこになるのかなぁ︒

接しているところだよ︒
屋根葺︵やねぶき︶職人が多く住み︑萱

足を向けていたんだ︒また︑夕方になる

たちが活動館や小間物店︑夜桜の公園へ

たてながら︑お洒落をした若い女工さん
葺︵かやぶき︶の家が多かったところか

と︑バイオリン弾きが来て︑女工さんに

ク なんでそういう町名になったの？

ら︑萱町って付けたそうだよ︒

をひきながら︑その歌を唄ったものだそ

楽譜を売って︑歌も教え︑女工さんは糸
明治初年頃までは︑ほとんど田んぼで

明治

年立川町に繭市場が開設された

その後︑萱町はどう変化していったの？

ク 糸のまちまえばしの情緒が漂うようだね︒

うだ︒

ク 萱町だった様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

ど︑水の都まえばしの歴史を物語ってい

おじいちゃん

至前橋駅

おじいちゃん ﹁かやまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

あったそうだ︒明治 年頃には︑広瀬川
から水を引いたという車ッ堀という掘割
があったそうで︑この流れを利用して水

おじいちゃん

り︑明治 年紺屋町に米市場が開設され

27

車が掛けられたそうだ︒また︑この水車
を利用した精米所が建ち︑いくつかの製

21

20

桃井橋
号

昭和 3 年、上毛電鉄開通時の中央前橋駅

通

り

国

道

50

川
場
馬

り

中
スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

Kaya-machi
至渋川

橋
至県庁

央

前

16

ボ

たりして︑この付近が歓楽街化され︑賑

ボ

おじいちゃん

昔からある医院だね︒

して中心街となったんだよ︒さらに︑広

た紺屋町︑横山町︑榎町︑立川町と隣接

が並んできたんだよ︒そして︑先日訪ね

隣接するまちの裏通りには小料理屋さん

したまちのようだね︒

町︑榎町︑立川町と比べて︑ひっそりと

心街にしては︑先日訪ねた紺屋町︑横山

歓楽街だったんだね︒それにしても︑中

ちでもあり︑そして中心街の一部とする

ク 萱町は︑製糸のまちでもあり︑医者のま

わいが増してくるようになり︑これらの

瀬川を隔てて昭和３年上毛電鉄の開通に

もともと︑静かな︑そして清潔な感じの

するまちだったんだけど︑大きな敷地を

おじいちゃん

を呈するようになり︑商店街が栄えるよ

擁する製糸工場や病院があったことによ

伴い︑前橋中央駅が開設され︑一躍活況
うになったんだよ︒

たいへん医院の多い医師のまちだったん

また︑このまちは︑他のまちに比べて︑

理屋さんがあるね︒

して歓楽街化されている一方︑まちの北

た要因だろうね︒今は︑他のまちと隣接

他のまちと異なった雰囲気になっていっ

ろう︒そこが同じ中心街でも︑隣接する

り︑商店が繁盛する余地がなかったのだ

だよ︒萱町は︑まえばしの鬼門だといわ

に︑広瀬川の河畔緑地遊歩道が整備され

ク 今もまちの裏通りを歩くと︑色々な小料

れ︑切った︑張ったの医者はよい︑なん

ていて︑水と緑が豊富で︑静寂のあるま

今でも街角にひっそりと佇む萱町出世稲荷

ク ところで︑萱町には神社仏閣はあるの？

ちだね︒

て話をする人もいるそうだよ︒
ク 一軒︑格式のある古い医院があるよ︒

おじいちゃん

ボ

ボ

まちの北西端あたりに︑稲荷社がある

よ︒昔︑武士や町人の出世を祈願したと

いうことで︑出世稲荷と言うんだよ︒今

でもまち角にひっそりと祀られている

よ︒

では︑次回は本町に行ってみよう︒

るので︑ボクとしてはうれしいよ︒

し︑また︑まち角にお稲荷様は残ってい

緑が美しく︑心地よいまちになっている

水音に癒されたり︑遊歩道沿いの樹木の

川の河畔緑地遊歩道を歩くと︑広瀬川の

糸工場もなくなってしまったけど︑広瀬

ク 町名は消えてしまったし︑萱葺の家も製

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

17 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

昭和 30 年代、諏訪橋より千代田通りを望む
千代田通りを挟んで向かって右側が立川町、左側が萱町

旧町名への旅

本町
Hon-machi
立川町

中央
通り

国道

号

今日は本町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

のもわかるよ︒でも︑
まちの表情が変わっ

ているよ︒

このまちは︑戦災復興により金融街とし

資本の基盤をもっている事には変わりは

融業に変わった事は偶然ではなく︑商業

て整備されたんだ︒でも︑生糸業から金

天川原村といっていたんだよ︒後に本町

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

ク いつからこの町名があるの？

おじいちゃん ﹁ほんまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ
おじいちゃん

おじいちゃん

現在ある前橋プラザ元気 の付近は︑明

ているね︒その他に何かあるの？

ク 確かに︑本町通り沿いには銀行が点在し

ないまちだと思うよ︒
ボ

になったけど今も町名が変わらず︑残っ
ているまちだね︒
国道 号線の一部である本町通り界隈で︑

ク 本町はどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ

前橋駅前通りを北上した５差路から西へ
は中央通り南側入り口付近までの一帯だ
ね︒
本町は︑繊維都市として江戸期天保２年

ク 昔の本町の様子を見てみたいよ︒

治 年に明治天皇が東北御巡幸のおり︑

お泊りになった洋風建築の生糸改め所

で︑今も千代田通りを北に下りた途中に

行在所跡としての記念碑が建てられてあ

るよ︒

ク 生糸改め所って何？

いて︑荷物を積んだ馬車が連なっていて︑

きな店構えをした商人の家が軒を連ねて

糸市場の本場であった︒本町通りは︑大

そ し て︑ こ こ は ま え ば し の 繭︵ ま ゆ ︶
︑

出てきたので︑前橋藩は生糸商人の保護

を混ぜて送ったり︑暴利をむさぼる輩も

もなく供給が追いつかなくなり︑不良品

目をつけられ︑あれば売れる状態に︑ま

生糸の産地︑まえばしの名は外国商人に

周辺の養蚕地帯は好景気に沸き返った︒

ボ

また︑商人を乗せた人力車も東西南北に

と︑生糸の品質保持のために︑この生糸

から生糸の購買をやった歴史を持つまえ

行き交い︑取り引きにおける商人たちの

当時︑蚕種の値段も急騰し︑まえばしと

駆け引きがあり︑まえばしを代表する市

改め所を設置し︑直接︑監督にあたると

おじいちゃん

であったんだ︒そして︑四九の市といっ

共に冥加金を徴収することにしたそう

ばしの︑その草分けのまちだったんだ︒

て︑毎月四の日と九の日に市が開かれた

だ︒

いし︑商業資本の基盤には変わりがない

ても︑本町通りは昔と同様︑往来が激し

ク そういう事があったんだぁ︒それにし

んだ︒特に︑一月九日の初市は︑もっと
に初市まつりが開催されているよね︒さ

とすると︑このまちは昔の記憶を引き継

も賑わったそうだ︒現在も毎年︑この日
らに︑本町通りは︑沼田街道から江戸街

いでいるんだなと思うよ︒

では︑次回は連雀町に行ってみよう︒

道への道筋として︑本陣や問屋なども

おじいちゃん

ボ

21

あって宿場の役目も果たしていたんだ︒
そして︑今も本町通り沿いに旅館がある

ク 初市まつりは︑ここからきていたんだね︒

おじいちゃん

ボ

ボ

21

50

至桐生
至前橋駅

明治 40 年代の本町通り

桃井橋

り

国

道

50

号
17

川通
馬場
至県庁

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

至大胡
諏訪橋

大通り

中

央

前

橋

八幡宮

18

立川町

至大胡
諏訪橋

大通り

号

り
えびす 通

国道

至桐生
至前橋駅

大正時代の前橋八幡宮

桃井橋

り

国

道

50

号
17

中央
通り

川通
馬場
至県庁

り

スズラン

通
座
銀

前橋テルサ

今日は連雀町に行ってみよう︒

の市はやがて本町の四と九の市や新興商

人の出現により脅かされ︑本町以外の市

おじいちゃん

開設が禁止され︑例外として本町に接し

ク なんて読むの？

おじいちゃん ﹁れんじゃくちょう﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

その余り品の市場を立ててもよいとされ

ていた連雀町は︑本町の市の連続として︑

ボ

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

ク まちに大きな神社があるね︒

て賑わったそうだよ︒

統制︑支配し︑近郊からの野菜市となっ

る木嶋助右衛門は市神を守護して市場を

る状態になったんだ︒でも︑連雀頭であ

ク いつからこの町名があるの？

ボ

前代田村といっていたんだよ︒
先日︑訪れた本町の西端一帯と国道 号

ク 今はどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ
おじいちゃん

線の一部である本町通りの南側にあるえ
びす通り︑前橋八幡宮周辺の界隈だね︒

まえばしの総鎮守である前橋八幡宮だ

という運搬具︑または荷をかつぐ連尺紐

というよ︒城下町第一の要地として前橋

あたりにあり︑本殿は前橋南部にあった

ね︒当時八幡宮の拝殿は︑現在のＮＴＴ

のことで︑この荷物を背負って各地を往

城の大手門を築くにあたり︑拝殿が城内

おじいちゃん

来し商いをする人々を指すようになり︑

に入ってしまうので︑これを機会に拝殿

連尺とは︑荷を背負う背負こ
︵しょいこ︶

ク なんでそういう町名になったの？

やがて︑連尺に荷を繋げたまま荷物を下

と本殿を合わせて現在地に移したんだ︒

元々︑ここは古墳塚で︑付近は諏訪の森

ろし︑そこに店を出し︑集まり住んだま
ちをいうようになったんだ︒

と呼ばれる杉山で諏訪神社が祀られて

あった︒だから︑今もそうだけど社殿は

ク でも︑連雀と連尺は漢字が異なるよ︒

おじいちゃん

ボ

ボ

本来︑連雀とは渡り鳥の雀︵すずめ︶を

古墳の墳丘に営まれているようだよ︒

このまちは︑城下町発祥の地であり︑前

ク 八幡宮はまちと何か関係があるの？

ボ

指していて︑連尺を用いる行商人が渡り
鳥のように見えた事から︑連雀と連尺の

おじいちゃん

橋八幡宮の門前町として︑特に連雀町の

有名な夜店やえびす講︑朝市などで賑

わったんだよ︒

ク このまちは︑行商人を束ねる人がいたり︑

同義語として用いられるようになったん
だ︒
町人の始祖といわれ︑連雀頭を命ぜられ

ク 特に名の知れた商人がいるの？

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

大手門として城を守る大切な場所であっ

た木嶋助右衛門という人がいて︑連雀町
に居を定めたそうだよ︒以来︑商人が店

よう︒

では︑次回は田町・相生町に行ってみ

ろだったんだね︒

あったり︑まえばしには欠かせないとこ

たり︑まえばしの総鎮守様が祀られて

おじいちゃん

を出すときには︑必ず木嶋家に挨拶をし
たという︒
先日︑訪ねた本町のように︑連雀町は二

ク 当時の連雀町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん

ボ

50

と七の日の市が開かれたんだ︒ただ︑こ

19 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

連雀町

Renjaku-cho

中

央

前

橋

八幡宮

旧町名への旅

田町・相生町

Ta-machi & Aioi-cho
至渋川

17

八幡宮

群馬大橋線

至赤城山
中央
通り

号

道

号
50

り

国

川通
馬場

橋
国道
至群馬大橋

至桐生
県道玉村線

至前橋駅

昭和 15 年、田町における紀元二千六百年記念祝賀大祭

今日は田町と相生町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ
ク いつからこの町名があるの？

おじいちゃん ﹁たまち︑あいおいちょう﹂
と呼ぶんだよ︒

ボ

田町は江戸時代からあるんだけど︑江戸
初期は前代田村といっていたんだよ︒相
生町も江戸時代からあり︑江戸初期は天
川原村といっていたんだよ︒

生町はなにかロマンティックな感じがし

ていいね︒

昔の町名は今まで訪れた色々なまちもそ

うだけど︑ちゃんと意味があったんだね︒

田町は城下のはずれにあったもので︑中

よ︒

ク 当時の田町と相生町の様子を見てみたい

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

心は現在の県道玉村線である玉村街道と

大橋線を挟むところ︑相生町は先日訪れ

田町は先日訪れた連雀町の南西側︑群馬

のまちだった︒相生町は町人町で︑本町︑

まれた南北に細長い一軒並びの片側だけ

だよ︒また南にあるまちとまちの間に挟

いわれた通りで︑昔は賑やかだったそう

た本町の南側︑ここも群馬大橋線を挟む

連雀町に次いで栄えたまちだったんだ︒

ク 今はどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ

ところだね︒

とに由来するもののようで︑幕末に前橋

町を形造る際︑田園の中に町割りしたこ

田町は江戸期の前橋城を中心として城下

に繁栄の中心が移ったが昭和 年に群馬

代の推移につれて︑桑町︑竪町︑横山町

めかしさもあったというよ︒その後︑時

は︑このまちは脂粉の匂いが漂い︑なま

となりのまちに歌舞伎座があったころに

城を再築するとき︑武家屋敷の地割で代

ク なんでそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

ボ

町または田新︵たしん︶町となっていた

ようだよ︒そして田町と新田︵しんでん︶

替地として提供され︑新しく出来た町の

だ︒

ち発展の兆しがみえるようになったん

舗や事務所がつくられるようになり︑ま

大橋線の開通とともに︑その周囲には店

ク 新しい道路が出来てまちの様子が変わる

が︑明治６年に合併して田町となったん
だ︒相生町は白銀町と鍛冶町に分かれて

事によって︑まちの性格も変わっていく

土地は生きているものだからね︒

いたようだよ︒白銀町は金融質屋から名

おじいちゃん

んだね︒
われているよ︒鍛冶町はその名のとおり

ボ

が起こり︑金銀細工職人が開いた町とい
鍛冶屋が集まり住んだところから由来す

おじいちゃん

ある宮元四ヶ町の関係で八幡様となって

鎮守様は本町︑連雀町︑田町︑相生町で

ク まちの鎮守様はあるの？
るようだよ︒ともに城下町の名残をとど
める町名だったんだね︒そして明治６年

いるよ︒

では︑次回は芳町に行ってみよう︒

八幡様があってよかったよ︒

ク まちは色々と変化があったようだけど︑

おじいちゃん

ボ

に 合 併 し て２ つ の 町 を 夫 婦 に な ぞ ら え
て︑今まで以上に町が長く栄えるように
と︑相生町と命名されたというよ︒
ク 田町はその時の風景が思い浮かぶし︑相

おじいちゃん

ボ

28

前
至県庁

スズラン

通り
銀座
前橋テルサ

中

央

前橋ホテル

20

広

瀬

川

Yoshi-cho
央
中

には賑わっているそうだよ︒養行寺は県

下唯一の法華寺であり︑江戸期には城内

今日は芳町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ

天川原村といっていたんだよ︒そして︑

江戸時代からあるんだけど︑江戸初期は

また︑境内に静御前の墓といわれる五重

ミエコウ︶の祭礼が行われてきたんだ︒

よ︒鬼子母神︵オメコサマ︶の御命講︵オ

境内にある鬼子母神様は有名だそうだ

明治６年まで︑近世の町人町として の

ク いつからこの町名があるの？

にあって︑その後現在地に移転したんだ︒

ボ

郷に分かれていたという意味で十八郷町

乗った勝軍地蔵が祀ってあり︑火除けの

の石塔があるよ︒正幸寺は境内に白馬に

前橋駅前通り五差路から前橋中央駅まで

るけど︑当時は祈祷を主とするので檀家

るよ︒成田山は今は無く名をとどめてい

町の町人頭である木嶋助右衛門の墓があ

神とされている︒また︑先日訪れた連雀

となり︑明治６年以降︑芳町となったん
だよ︒芳町の由来は不明なんだ︒

の通りの東側︑北は広瀬川︑南は馬場川

ク 細かく見ていくと色々とあるんだね︒そ

はもたなかったそうだよ︒

ク 今はどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁よしちょう﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

を挟むように伸びているところで︑現在
は三河町界隈だね︒

の他に何か変化のある事があったの？

年ほど前は大小の会社や工

もなく並んでいたよ︒特にこのまちから

場︑ 商 店︑ 学校などがあり︑取りとめ

年から
であったんだけど︑江戸期には足軽屋敷

多くの学校が誕生し移転していったんだ

おじいちゃん

も置かれ︑前橋城の東南防衛のために配

昔は竹やぶや萱に囲まれた荒涼たる村落

ク 当時の芳町の様子を見てみたいよ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

置された寺町とも言えるような立派な５

よ︒明治６年養行寺の境内に開校したの

が十八郷小学校で︑のちの桃井小学校な

寺院があり︑広大な面積を占めているま
ちなんだよ︒
西から行こう︒東福寺は寺社の軒下にか

移転した後に昭和４年市立高等家政女学

９年市立商業高校︵現前商高︶が開校し

んだ︒後現在地に移り︑その跡地に大正
けて祈願する時に前に垂らした銅を振っ

校︵現市立前橋高︶が開校し︑昭和 年

ク この５寺院はなにがあるの？
おじいちゃん

て鳴らす金属製の仏具である鰐口︵わに

日吉町に移るまでここにあったんだ︒

ね︒それにしても︑このまちは閑静な趣

ク 色々と目まぐるしく変わっていったんだ
とから︑こう呼ばれるようになったそう

きがあって落ち着くね︒

ね︒では︑次回は神明町に行ってみよう︒

の面影がよく残っているまちと言える

戦災にあわなかったので︑昔のまえばし
財に指定されている︒隆興寺は龍海院か

おじいちゃん

ら派生した隠居寺として建てられ︑境内

されたもので︑市内で最も古く市の文化

だよ︒６００年ほど前に赤城小沼で発見

までさけた鰐を思わせるように見えるこ

35

ボ

40
ぐち︶があるよ︒側面から見ると口が目
ボ

30

市立中川
小学校

号
50

正幸寺

国

道

18

に豊川稲荷があり︑昔から特に祭りの時

21 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

芳町
前

橋

東福寺

隆興寺

養行寺

昭和 27 年、芳町のお祭りの様子

至前橋駅

旧町名への旅

神明町

Shinmei-cho

広瀬

川

橋林寺

国道 号

稲荷天明神
源英寺
前橋
るなぱあく
臨江閣

前橋公園

17

昭和 3 年、神明町事務所前（現 神明会館）にて御大典記念敬老会の様子

おじいちゃん 今日は神明町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁しんめいちょう﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからこの町名があるの？
おじいちゃん 江戸時代に︑前橋城下の武家地であり︑
柳小路・神明小路・向小路といっていた
んだよ︒その後︑これらの小路を併せ︑
小路名をとって明治６年に神明町とし︑
明治 年の町名変還を経て昭和 年まで
そう呼ばれたんだよ︒
ボ
ク なんでそういう町名になったの？
おじいちゃん まちに鎮座する神明宮にちなんで神明
町って付けたそうだよ︒
ボ
ク 今はどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 中央大橋線と国道 号線の交差点を北上
した西側区域︑臨江閣やるなぱあくの北
側区域だね︒広瀬川を挟んで北と南に分
かれているよ︒
ボ
ク まちに鎮座する神明宮の様子を見てみた
いよ︒
おじいちゃん 先日訪れた竪町の鎮守様になっているけ
ど︑神明町に住む人たちも同じように鎮
守様として人家を取り囲んで守護されて
きたんだと思うよ︒神明宮内は神明様を
始め︑中心的に信仰されてきた稲荷神社︑
雷電神社︑菅原神社︑三峰神社︑猿田彦
神社︑銭洗弁財天が祀ってある︒
ボ
ク 当時の神明町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 江戸時代は最初に言ったとおり武家地な
ので︑武家屋敷がずらりと立ち並んでい
たんだ︒その周りは未開な所が多く︑葦
の原や桑畑があちこち散見されていたん
だ︒その後時代が移り変わり︑一般住宅
になって勤め人や医師︑小商人が定住し
ていったんだ︒そして公園や官庁に近く︑
繁華街へも程よい距離にあり︑樹木が多
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17

41

く︑森閑とした住みよいまちなんだ︒ま
た︑昔はまちの中を流れている広瀬川の
水を利用した大きな水車が土提沿いに
あって︑利根の川瀬と水車の音がよく聞
こえる晩は明日の天気は良いと伝えられ
てきたんだ︒
ボ
ク この広瀬川に橋が３つ架かっているよ︒
おじいちゃん 西側に架かっているのは石川橋で︑詩人
萩原朔太郎の詩を思い浮かべるような風
景だね︒真中に架かっているのは柳橋
で︑橋門柱は石材でできていて趣きがあ
るね︒東側に架かっているのは雷神橋で
広瀬川河畔遊歩道整備に合わせて新しく
なっているね︒
ボ
ク 臨江閣やるなぱあくの北側に水路やお寺
があるよ︒
おじいちゃん この水路は風呂川というんだ︒この辺は
別名人取り川といわれ草深い粘土質の両
岸が深々くそそり立っていて︑大人でさ
え近寄り難い感があったけど︑昔ながら
の水路の風景で良い散歩道になっている
し︑臨江閣を見守るかのようにただずん
でいる老松の並木はよく保存されている
ね︒そして︑風呂川を背にしたお寺は曹
洞宗源英寺といって前橋城主酒井重忠公
の創建︑龍海院の隠居寺であり︑市重要
文化財として酒井忠世公画像が保存され
てあるんだ︒
ボ
ク 昔ながらの風景のある広瀬側や風呂川︑
老松や散歩道︑前橋藩縁︵ゆかり︶のお
寺があって閑静なただ住まいのあるまち
だね︒
おじいちゃん どことなく前橋藩の名残を今に伝えてく
れているまちだね︒では︑次回は曲輪町
に行ってみよう︒
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30

34
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ク

おじいちゃん

ク

17

ボ

ボ

おじいちゃん

れた車橋御門跡があるよ︒区画整理によっ
て西側の石垣が東へ動かされたため︑門の
大きさがわからなくなってしまったが︑こ
こに積まれた石垣のみごとなことから︑さ
ぞ立派な門であったと想像されるね︒その
他︑建物は変わったけれど県議会議事堂︑
市役所︑市立図書館︑裁判所などがあるね︒
今はなくなってしまったもは何があるの？
前橋城の堀や土手はほとんどなくなった
ね︒ 昭和３年竣工の群馬県庁舎︵現昭和
庁舎︶をつくるということで︑大正 年に
県庁正面の土手が崩されたんだ︒だいぶ市
民の反対があったようだが︑前面だけとい
うことで市民も納得したようだ︒残った堀
や土手も昭和 年代ごろまでは︑まだ県庁
裏にも残されていたが︑県庁の拡張ととも
に︑ついに埋め立てられてしまった︒今で
は県庁北西の老松と﹁前橋城址碑﹂が建て
られている付近の土手にわずかにその面影
をとどめている︒また︑以前まであった前
橋消防署のところに鐘楼があった︒昼夜
時の時刻を報じ︑時を非常に知らせる目的
があったそうだ︒この大鐘は江戸期の元禄
年に造られたもので︑昭和 年まで時鐘
として打たれていたが︑戦時中供出されサ
イレンに変わり︑昭和 年に消防会館建設
にあたり取り壊されたんだ︒その他︑警察
署︑電話交換局︑青果市場があったね︒
周辺の開発によって前橋城の土手が崩さ
れ︑ そ の 土 を 堀 に埋め立ててしまったん
だね︒前橋城の遺構がなくなってしまい残
念に思うよ︒
おじいちゃんもそう思うよ︒でも残った
ものは大切にしたいし︑すでになくなって
しまったものは︑なつかしい思い出にして
おきたいね︒では︑次回は北曲輪町に行っ
てみよう︒

24

国道 号

おじいちゃん 今日は曲輪町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁くるわちょう﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからこの町名があるの？
おじいちゃん 江戸時代は︑前橋城下の武家地であり︑広
小路といっていて明治６年に曲輪町とし︑
明治 年の町名返還を経て昭和 年住居表
示が実施されるまでそう呼ばれたんだよ︒
ボ
ク なんでそういう町名になったの？
おじいちゃん ここにはかつて前橋城があって︑城の本丸
の跡に出来たまちなんだよ︒曲輪には
﹁郭﹂
﹂
﹁廓﹂の字もあり︑城・砦などの周囲に築い
た石や土の囲い︑また一区画をなした地域
ということで曲輪町って呼ばれたんだよ︒
﹁くるわ﹂といわれた場合︑人によっては
﹁遊郭﹂のあった場所と勘違いされることも
あって︑住居表示の際﹁旧前橋城跡があり
面影を残す﹂
ということから
﹁大手町﹂
となっ
たんだよ︒また︑前橋城の大手門は以前ま
であった前橋消防署前道路を隔てた南側付
近にあったと推定されているよ︒
ボ
ク 今はどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 群馬県庁通りを中心に東は竪町境の国道
号線︑西は県庁︑南は市役所︑北は裁判所
の周辺地域だね︒
ボ
ク 当時の曲輪町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 冒頭にも言ったように前橋城の本丸の跡に
出来たまちだから群馬の︑または前橋の政
治を行っているまちとして︑大部分は各官
公庁街であり︑部課長級の建物が占めてい
たんだよ︒
ボ
ク 今も残っているもの︑今はなくなってし
まったものがあるようだね︒まず今も残っ
ているものは何があるの？
おじいちゃん 今も残っているものは︑昭和３年竣工の群
馬県庁舎︵現昭和庁舎︶
︑昭和５年竣工の
群馬会館がある︒また︑市の史跡に指定さ

23 - 旧町名への旅

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

曲輪町

Kuruwa-cho
前橋公園

前橋地方裁判所
群馬県警察本部

群馬県庁

前橋市役所

17

鐘楼（出典：ふるさと
の想い出写真集
「前橋」
国書刊行会）

桃井小
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旧町名への旅

北曲輪町

Kitakuruwa-cho

前橋地方裁判所

ボ

ク

ク

おじいちゃん

ボ

ク

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

れていたんだ︒
今も当時のままの建物が残っていて大切に
していきたいね︒
臨江閣の南側にひょうたん池のある日本庭
園があり︑ここから東へ通じる玉石が積ま
れた小さなトンネルがあるけど︑昔から変
わっていないね︒昔の子供たちは︑このト
ンネルに入って大きな声で叫んだんだ︒す
るとその声が響くので面白がって大声を出
したものだよ︒実は詩人萩原朔太郎も北曲
輪町の生まれで︑
このトンネルのそばに﹁波
宜亭︵はぎてい︶
﹂という茶店があり︑よ
く通ったそうだよ︒大正 年に前橋市の公
園計画に伴い︑店は閉じられたんだ︒
今もトンネルや臨江閣︑ひょうたん池のあ
る日本庭園があるのだから︑この茶店も
残っていれば良かったなと思うよ︒
このトンネルの先に中央児童遊園るなぱ
あくがあるよ︒江戸時代の頃︑ここは前橋
城の空濠︵からぼり︶だったんだ︒当時︑
普段この空濠は武士たちの武道を調練した
ところで︑いざ合戦となれば︑土手を切り
風呂川の水を流し込んで敵の来襲を防い
だというよ︒この空濠を市の公園としたの
は大正 年のことで︑それ以前は赤城牧場
だったんだ︒県の勧めで搾乳所として設け
られ赤城牧社といったんだ︒そして昭和
年前橋グランド・フェアーが開催された時︑
その第２会場としてつくられ︑終了後児童
遊園として残され︑今日に至っている︒
だから今でも窪地になっているんだね︒そ
れにしても︑トンネルの中に入り︑ひょう
たん池のある日本庭園と︑るなぱあくを両
方眺めるとタイムトンネルに入った気分に
なり︑何となく哀愁漂う風景に映るよ︒こ
の玉石が積まれたトンネルはいつまでも残
しておきたいね︒
そうだね︒では︑次回は南曲輪町・石川町
に行ってみよう︒

11

国道
号

おじいちゃん 今日は北曲輪町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁きたくるわちょう﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからこの町名があるの？
おじいちゃん 先日訪れた曲輪町と同じく︑江戸時代は前橋
城下の武家地であり︑柳原十人小路︑島田
曲輪といっていて明治６年に北曲輪町とし︑
明治 年の町名返還を経て昭和 年住居表
示が実施されるまでそう呼ばれたんだよ︒
ボ
ク なんでそういう町名になったの？
おじいちゃん 先日訪れた曲輪町と同じく︑ここにもかつ
て前橋城があって︑城の北側︑三の丸のあっ
たところに出来たまちなんだよ︒
ボ
ク 今はどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 先日訪れた神明町と曲輪町を挟んだ中に位
置しているよ︒西は東照宮や臨江閣︑北は
前橋城の水の手にあたる風呂川と中央児童
遊園るなぱあく︑東は関口整形外科までの
範囲だね︒
ボ
ク 当時の北曲輪町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 昔は住宅街であり︑また医者と弁護士と官
吏のまちだったんだよ︒
ボ
ク まちを歩くと病院や法律事務所︑知事公舎︑
報道支局があるから昔と変わっていない
ね︒あれっ？まちの中に水路が通っている
よ︒
おじいちゃん この水路は神明町境の風呂川から流れてい
て︑紺屋町の馬場川に合流しているんだよ︒
かつて前橋城の堀跡だったのだろうね︒
ボ
ク そうなんだぁ︒あとは何があるの？
おじいちゃん 前橋公園も北曲輪町に入るね︒さちの池の
北に戦時中は市民農園があって︑戦時中食
糧不足を補っていたそうだよ︒また︑競輪
場や市民プールもあったね︒今は区域を拡
げて前橋公園のエリアになっていて︑ここ
に隣接する臨江閣は戦時中そして昭和 年
新庁舎が出来るまで市役所として使ってい
たんだ︒この住所が柳町１番地で︑元来広
瀬川の端に柳の木が多かったためそう呼ば
れ︑柳町はここしかなく︑北曲輪町に含ま

10

10

※前橋公園とるなぱあくを結ぶトンネルは︑平成 年 月か
らの市道拡幅工事に伴い撤去され︑新たに造り直される予
定です︒

22

前橋
るなぱあく
臨江閣

東照宮
前橋公園

群馬県
警察本部

17

群馬県庁

前橋公園とるなぱあくを結ぶトンネル
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29
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24

前橋女子校

昭和 25 年頃の様子。中央に青果市場の長い屋根。その上に前橋天主公教会、
その左に前橋放送局の鉄塔を眺む
（出典：㈱国書刊行会「ふるさとの想い出」 写真集 前橋）

桃井小
群馬
ロイヤルホテル

国道 号

開始されたんだ︒
東京方面から汽車で利根橋の鉄橋を渡
ると︑左側に放送局の２本の高い鉄塔が
見えたそうで︑もう前橋駅はすぐだ︑と
思ったそうだ︒
時代が過ぎて︑南曲輪町には副知事︑
部課長級︑前橋署長等の官舎や市営住宅︑
前橋青果市場や県下の製パン界を風靡し
たフランスパンがあったね︒今でもある
のは本願寺の説教寺である清光寺︑明治
６年学制が布かれて以来で相当に古い歴
史を持っている桃井小学校︑明治 年以
来の歴史を持つカトリック教会ともいう
前橋天主公教会だね︒前橋天主公教会は
今でも︑天空に突き刺さる二基の尖塔の
美観は︑見るものの心に思わず安心感を
与えているね︒
ボ
ク 昔にあった遺構は何かあるの？
おじいちゃん 桃井小学校の西側あたりに前橋城の三日
月御門があって︑古い地図を見ると︑そ
の半分が地籍として残されているが︑今
では跡形もないね︒かつては︑小さいな
がらも堀跡の池がたくさんあり︑特に︑
学校の南側に三日月濠などいくつかの養
鯉の池があったが︑今はすっかり埋立て
られて住宅地となっている︒ちなみに三
日月という名は土手と堀とで三日月形の
障壁が築かれていたので名づけられた
が︑これは敵に城内を見透かされない用
心であったんだ︒
ボ
ク このまちには前橋城の南を守る門や土手︑
堀︑池があったんだね︒今は残っていな
いけど︑残しておきたい話であるし︑唯
一まち中にある寺︑古い歴史を持つ学校︑
まちの風景に馴染んでいる教会は大切に
していきたいね︒
おじいちゃん そうだね︒では︑次回は紅雲町に行って
みよう︒

27

社会保険
群馬中央総合病院

17

川
利根

おじいちゃん 今日は南曲輪町と石川町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁みなみくるわちょう︑いしかわちょう﹂
と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつからこの町名があるの？
おじいちゃん 先日訪れた曲輪町や北曲輪町と同じく︑
江戸時代は前橋城下の武家地であり︑水
曲輪︑内柿ノ宮といっていて明治６年に
南曲輪町︑また︑外柿ノ宮︑石川小路と
いって明治６年に石川町とし︑明治 年
の町名返還を経て昭和 年住居表示が実
施されるまでそう呼ばれたんだよ︒
ボ
ク なんでそういう町名になったの？
おじいちゃん 先日訪れた曲輪町や北曲輪町と同じく︑
ここにもかつて前橋城があって︑城の南
側︑二の丸のあったところに出来たまち
なんだよ︒柿ノ宮は前橋城南西に配置さ
れた曲輪で柿ノ宮門として城の南面を防
御していたんだ︒石川小路は酒井氏の上
級家臣石川氏が居住したところから名が
つき︑柿ノ宮に抜けるところに石川門が
あり︑そこから石川町と名づけたようだ
よ︒
ボ
ク 今はどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 南曲輪町は先日訪れた曲輪町の南に位置
しているし︑石川町はそのまた南に群馬
大橋線を挟んで位置しているよ︒
ボ
ク 当時の南曲輪町と石川町の様子を見てみ
たいよ︒
おじいちゃん 昔は両町とも池や田畑︑そこに士族だっ
た旧家があったりしたそうだよ︒特に利
根川河畔一帯にかなり広い桑畑などが見
受けられたが︑この辺りに住む旧士族の
人たちが内職であった養蚕を営んでいた
ようだよ︒また︑現在の群馬ロイヤルホ
テル付近に前橋放送局があった︒昭和６
年に前橋市と前橋商工会議所とで放送局
の促進運動を展開し︑昭和８年に放送が
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

南曲輪町
南曲輪
町・石川町

Minamikuruwa-cho & Ishikawa-cho
群馬県
警察本部

群馬県庁

前橋市役所

41
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旧町名への旅

紅雲町

Kouun-cho

国道 17 号
龍海院
社会保険
群馬中央総合病院

中央小

川
利根

前橋女子高

前橋駅
利根橋

桃井小
群馬
ロイヤルホテル

群馬大橋

長昌寺

平成大橋

龍海院、
「まえばし」の今昔を静かに見守る

第一中

おじいちゃん 今日は紅雲町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁こううんちょう﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつから︑そしてなんでそういう町名に
なったの？
おじいちゃん 江戸期から﹁紅雲﹂という文字の記録が
あり︑紅雲分とあるよ︒江戸期から明治
年まで紅雲分村と言っていたよ︒
﹁分﹂
は本来ある人の知行を示すのが普通である
から紅雲と号する人の知行が村名になった
ものと考えられるが記録にはそれらしい人
物は見当たらないね︒ただ戦国時代の上杉・
武田両氏が石倉城・厩橋城の攻防戦を行っ
た当時︑その家来の武将たちの持分が村名
になったという説がある︒その後︑前橋町
が誕生した明治 年から 年まで紅雲分と
いう大字名となり︑特に明治 年からは前
橋市の大字になったんだ︒そして︑明治
年から現在まで︑紅雲町となったんだ︒こ
のまちでは紅︵くれない︶色の美しい雲の
たなびく事があったことでこう呼ばれてい
る︑と話すまちの人がいたそうだよ︒
ボ
ク だいぶ古くからずっとある地名で今も町名
が残っていてロマンチックな話もあるんだ
ね︒ところで︑このまちはどこになるのか
なぁ︒
おじいちゃん 北は先日訪ねた南曲輪町︑石川町︑西は利
根川沿いまで︑南は平成大橋通りまでの範
囲だね︒
ボ
ク 当時の紅雲町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 昔は市中央部から遠いため発展しなかった
けど︑住宅街の中︑まちの西端にある利根
橋を経て石倉︑元総社︑高崎などへ通じる
重要な地域だったんだよ︒前橋駅にも近い
だけあって会社や工場は揃っていたんだ
よ︒今はもうないけれど阿部産業︑川隅木
工︑前橋煉瓦などがあったんだ︒
ボ
ク その中で特に目をひくものはあるの？
現在の群馬中央総合病院の前は前橋中学校
おじいちゃん
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︵現前橋高等学校︶で︑その前は前橋煉瓦
があったんだよ︒色々な建物の煉瓦はこの
土地の土で作られていたそうだよ︒距離的
にも近いかつての煉瓦積みだった前橋駅や
現在も煉瓦積みの前橋刑務所の煉瓦は︑確
かではないけれど︑この前橋煉瓦で作られ
たものかもしれない︒
仮にそうだとしたら︑地元の土で煉瓦を作
り主要な建物に使った事は意義のある事だ
と思うよ︒
そうだね︒いわゆる地場産業だね︒
何か神社仏閣があるの？
前橋城主酒井家の菩提所である龍海院があ
るよ︒最初︑岩神に建てられたが火災によ
り現在地に移したんだ︒境内には歴代城主
の墓所があったり︑初代市長下村善太郎の
墓があり︑ともに市の文化財に指定されて
いるよ︒また︑利根川河畔に望む長昌寺が
あり︑太田道灌が彫ったと言い伝えられて
いる黒焦げの大黒様や先日訪ねた南曲輪町
の清光寺との墓地争いの折に出来た仲良し
地蔵が本堂側に立っているよ︒さらにまち
の鎮守様とされる人丸様と呼ばれる厳島神
社があるよ︒柿本人麿を祀ってあり万葉歌
碑があることでこう呼ばれている︒創立は
明らかではないが︑鎌倉時代以前から祀ら
れている古いお宮のようだよ︒また︑神社
西にある利根橋は昔︑大水で流出したため︑
利根川下流の横手という所に祀ってあった
水天宮を今後水害が起きないようにと︑こ
の境内に移して祀ったんだよ︒
まちの中には由緒ある神社仏閣が色々とあ
り︑どこも静寂な雰囲気で落ち着く場所だ
ね︒この様な神社仏閣や煉瓦づくりの建物︑
そして昔からあるこの町名は大事にしてい
きたいね︒
そうだね︒では︑次回は堀川町に行ってみ
よう︒
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41

30

大泉寺

国道 17 号

前橋市民
文化会館
第一中

まちを見守る大泉寺、蓮を型どる本堂

咲競う児玉園があって名物だったんだ
よ︒茶菓子まで出たといい︑賑やかだっ
たそうだよ︒残念ながら明治 年頃廃園
となったんだ︒ひところまであった釣堀
ののんびりした風景も影を消してしまっ
た︒
ボ
ク もうこの二つはないね︒でも︑まだ残っ
ているものは何かあるの？
おじいちゃん 県道前橋玉村線沿いの東京電力は明治
年に開業した利根発電が大正 年に東京
電燈に合併され︑古い歴史を持っている
んだよ︒また︑このまちで有名だった鈴
木裁縫学校は︑鈴木シゲさんによって明
治 年に創立され︑多くの子女を育んで
きたようで︑現在も専門学校として継承
されいるようだよ︒
ボ
ク 今でも意思を受け継いで存続しているん
だね︒ところで何か神社仏閣があるの？
おじいちゃん 東本願寺系の門徒衆寺である大泉寺があ
るよ︒前橋大空襲の戦災にあい︑楼や庫
裏共に焼失したが︑御本尊の阿弥陀如来
像と色彩細やかな聖徳太子像は難を逃
れ︑現在も安置されているよ︒また︑現
在の本堂は仏教の象徴である蓮
︵はす︶
を
型どって異色の近代建築になっている︒
ちなみに︑昔はこの寺から龍海院までの
道は寂しく︑明治初年頃でも狐の通い道
といわれるほどであったというよ︒
ボ
ク なくなってしまったもの︑現在も存続し
ているもの︑色々変化のあるまちだけど︑
ご本尊様と聖徳太子様がこのまちを守っ
ているのかな︒それにしても聖徳太子像
は重厚で赴きのある立派なお姿をしてお
られるね︒
そうだね︒では︑次回は田中町に行って
みよう︒

おじいちゃん
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前橋玉村線

おじいちゃん 今日は堀川町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁ほりかわちょう﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつから︑そしてなんでそういう町名に
なったの？
おじいちゃん 江戸期は町人町の南に置かれた武家住居
区域で川窪・砂堀といっていたんだよ︒
この川窪・砂堀を合わせ︑両字の一字ず
つを採って堀川町とし︑明治７年から昭
和 年までこう呼ばれていたんだよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 先日訪れた南曲輪町や石川町と隣接し︑
県道前橋玉村線と平行に連なっているま
ちだよ︒
ボ
ク 当時の堀川町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 江戸期は前橋藩でも中流の藩士が住んで
いたところであるが︑明治維新を迎える
にあたって︑生計を立てるために鯉を
飼ったといい︑昭和 年頃までは鯉や金
魚を飼育する池があちこちに見受けられ
ていたというよ︒そして︑この鯉は市中
の料理店はもとより︑伊香保や磯部の温
泉地へも出し︑珍味だったそうだ︒
ボ
ク 鯉が泳いでいた池のあるまちかぁ︒もう
どこにもないね︒
おじいちゃん 夕照に沈みながら先日訪れた紅雲町の龍
海院の杜に巣食う青鷺
︵あおさぎ︶
が︑こ
の鯉を目当てに飛んできて︑水面をかす
める音にまちの人達の耳目をおどろかせ
ていたものだそうだ︒
ボ
ク 他に何かあるの？
おじいちゃん 明治 年に青果市場が開かれ︑
敷地６００
坪余︑周囲に小屋を造り︑時季になると
毎朝近郷近在から農夫が野菜や果物を運
び込み︑午前中は車でいっぱいなるほど
賑わっていたそうだよ︒また︑まち中に
杜若︵かきつばた︶を始め︑藤や菖蒲が
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

堀川町

Horikawa-cho
桃井小

前橋駅
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田中町

Tanaka-machi
桃井小

前橋玉村線

おじいちゃん 今日は田中町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁たなかまち﹂と呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつから︑そしてなんでそういう町名に
なったの？
おじいちゃん 江戸期は前橋城下武家地で田中小路︑南田
中小路︑多津塚といっていたんだよ︒
﹁幕
末の前橋城再築後︑田地を埋め立て邸宅と
した所﹂というから︑昔は田地だったよう
で︑その田地の中とという流れで田中とい
う地名が生まれたのかな︒また︑前橋駅前
通りは田中小路と呼んでいたんだよ︒さら
に︑多津塚はこの土地にある永寿寺の境内
で刀剣が出土したといわれたことから別名
龍塚と呼ばれ古墳だったようだよ︒そして︑
明治７年から︑先日訪れた堀川町の砂堀の
一部と田中小路︑南田中小路︑多津塚を合
併して田中町となり昭和 年までそう呼ば
れたんだよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 前橋駅前通りを挟んで東西に家並みがある
所で表町一丁目︑二丁目界隈だね︒
ボ
ク 当時の田中町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 幕 末 頃︑ 田 中 小 路 は 道 を 挟 ん で 東 西 に
１ ０ ０ 石 から２００石前後の武家屋敷が
並んでいたんだよ︒その後︑
士族屋敷になっ
てからは︑傘張り︑提灯張り︑団扇張りに
いそんでいたそうだ︒また︑このまちの名
物は明治 年創建の歌舞伎座と築山をめぐ
る池と藤と菖蒲で有名だった天野園だね︒
藤の開花時には高崎や伊勢崎からも見物が
多く来たようだけど︑二つともなくなって
しまった︒
ボ
ク このまちには前橋駅があるね︒
おじいちゃん 明治 年に両毛線が全線開通され︑その時
に前橋駅が誕生したんだ︒開設にあたって︑
前橋停車場用地として士族の土地が売ら
れ︑線路工事の土盛りに龍塚の土が使われ
たといい︑その堀跡に池が出来て養鯉池に

なったそうで︑養鯉業者もかなりあったと
いうよ︒その後︑駅舎は約 年の使用によ
り改築の必要性が生じ昭和２年に前面改築
が行われたんだ︒この駅舎はモダンで市民
に新しい時代の到来を感じさせたようだ︒
ボ
ク 駅舎はまた変わっているね︒駅前広場や駅
前通りはどうなっていたの？
おじいちゃん 両毛線は貨物路線も併設していたため︑明
治 年に前橋駅から渋川まで馬車鉄道が開
通し︑共進会の前年明治 年に電化︑昭和
年まで市中を走っていたよ︒また︑大正
８年に前橋駅から高崎駅まで乗合バスが運
行するようになり︑駅前には人力車が見ら
れたよ︒昭和 年に駅前広場に噴水が建設
され当時関東最大の噴水は注目を集めたそ
うだ︒バスの待合所であったのか広場には
多くの人がみられたんだ︒通り沿いには旅
館や飲食店︑運送業などが立ち並び賑わっ
ていたんだ︒昔は赤城山を遠景にして︑正
に前橋の表玄関だけのことがあったんだけ
ど︑今はビルが立ち並び︑まったく見えな
いね︒
ボ
ク でも駅前通りのケヤキ並木は立派だね︒
おじいちゃん このケヤキは昭和 ︑ 年に植えられたも
ので︑戦災復興事業の一環だったんだ︒そ
の記念に建てられたのが︑駅前広場にある
﹁平和・建設﹂の像なんだ︒
ボ
ク 現在︑駅舎を始め︑駅前広場は南も北も︑
すっかり整備されたけど︑昔のほうが情
緒あふれるまちだったような気がするよ︒
駅前通りは昔のような賑わいもなくオフィ
ス街といった感じだし︑赤城山も見えない
しね︒でも︑ケヤキは大きく成長し︑緑の
大きなトンネルになっているし︑まちのシ
ンボルだと思うから︑これからもずっと残
していきたいね︒
そうだね︒では︑次回は前代田町・市之坪
町に行ってみよう︒

おじいちゃん
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昭和初期の前橋駅。馬車鉄道が当時をしのばせる
（出典：㈱国書刊行会「ふるさとの想い出」写真集 前橋）
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往時の名残りとして
名称が生きづいてい
る市之坪公園
（上）と
代田神社

市之坪町

前橋商高

村線
前橋玉

おじいちゃん 今日は前代田町と市之坪町に行ってみよ
う︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁まえしろたまち︑いちのつぼまち﹂と
呼ぶんだよ︒
ボ
ク いつから︑そしてなんでそういう町名に
なったの？
おじいちゃん 江戸期から明治 年は前代田村︑市之坪
村︑明治 年から昭和 年は前代田︑市
之坪という前橋市の大字名︑昭和 年か
ら昭和 年は前代田町︑市之坪町と言っ
ていたよ︒前代田は︑この辺一帯を代田
の郷と称していたが︑前橋城築城にあた
り地区を南北に分けたため︑南の地をこ
う指すようになったんだよ︒ちなみに北
は北代田町といい︑現在も町名が残って
いるよ︒市之坪は古代日本で実施された
土地区画整理制度であった条里制の名残
りである地名で︑縦横６町の区画を１町
ごとに区切って１〜 坪とし︑その最初
に割り振られたのが﹁一の坪﹂であって︑
そこからこう呼ばれたんだよ︒
ボ
ク だいぶ古くからずっとある由来のある地
名なんだね︒このまちはどこになるのか
なぁ︒
おじいちゃん 先日訪ねた田中町にある前橋駅の南側一
帯で︑前代田町は現在の南町三丁目︑市
之坪町は現在の南町四丁目の界隈だね
ボ
ク 当時の前代田町と市之坪町の様子を見て
みたいよ︒
おじいちゃん 前代田では明治 年に県立農事試験場が
岩神から移転されたが︑昭和 年にそ
の跡地に県立ろう学校が設立されたん
だ よ︒ ま た︑ 大 正 元 年 に ガ ス 会 社 が 建
ち︑そのタンクは町内の目標になったん
だよ︒今はもうタンクはなく︑県立ろう
学校は他町に移ったし︑前橋駅の真南に
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あった城南小学校も市之坪に移り︑現在
は他町に移ったね︒その代わり︑現在は
前橋駅南口による開発で大きく開けてい
るね︒市之坪では昭和４年に芳町から前
橋商業学校が移転したんだよ︒さらに昭
和２年に前橋盲学校・桐生盲学校・高崎
聾唖︵ろうあ︶学校を統合し︑このまち
に県立盲亜︵もうあ︶学校が設立された
んだよ︒現在は県立盲学校になっている
ね︒いずれにしても︑両町とも当時は文
京地区だったんだね︒
当時はこんなにも多くの教育施設があっ
たんだね︒その他に何かあるの？
前代田では前橋市民文化会館の北側に代
田神社があるよ︒境内には淡島神社︑八
坂神社︑雷電神社︑猿田彦神社があり︑
特に淡島神社は女の人の守護神で信仰を
高め︑製糸が華やかだった大正８︑
９年
頃には千人講もつくられ︑祭日には参詣
者が後を絶たないほどだったというよ︒
町名に因んだ施設はあるの？
市之坪に市之坪公園があるよ︒
昔の町名を使って公園名になっているの
はうれしいね︒
そうだね︒
このまちは色々な教育施設が変動したり︑
前橋駅南口の開発により表情が変わった
りしているんだね︒そして由来のある町
名が消えてしまって残念だけど︑昔から
ある神社が残っていたり︑昔の町名を
使って公園名として残っているので大事
にしていきたいね︒それにしてもガスタ
ンクはまちの目標物として残しておきた
かったなぁ︒
そうだね︒では︑次回は六供町・宗甫分
町に行ってみよう︒
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

前代田町
前代田
町・市之坪町

Maeshirota-machii & Ichinotubo-machi
Maeshirota-mach
永寿寺

城南小
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六供町・宗甫分町

Rokku-machi & Souhobun-machi
前橋商高

大橋

城南小

南部

六供
八幡宮
宗甫分公園

六供町
利根川

おじいちゃん 今日は六供町と宗甫分町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁ろっくまち︑そうほぶんまち﹂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 年は六供村︑宗甫分村︑
明治 年から昭和 年は︑六供︑宗甫分と
いう大字名︑特に六供は明治 年から前橋
市の大字名︑宗甫分は明治 年から前橋市
の大字名︑そして六供は昭和 年から現在
の前橋市の町名六供町として残っていて︑
宗甫分は昭和 年から昭和 年は宗甫分町
と言っていたよ︒
ボ
ク どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん 六供は源義経が奥州へ落ち延びた際６人の
供をこの地に残したともいい︑または木幡
城主がこの地に足をとどめ︑６ヵ寺を建て
六句村といったのが地名のはじまりといわ
れているよ︒宗甫分は宗甫という人が持っ
ていた土地ではないか︑そして︑おそらく
上杉と武田が厩橋城で争奪戦をしたころ
の︑どちらかの武将ではなかったかといわ
れているよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 宗甫分は先日訪ねた紅雲町の南側一帯︑六
供はその南側一帯の界隈だね︒
ボ
ク 当時の六供町と宗甫分町の様子を見てみた
いよ︒
おじいちゃん 六供町も宗甫分町もその昔︑高崎方面から
利根川を渡る古道である﹁あずま道﹂に沿っ
た村落で︑まえばしにとって古くからの交
通の要地として栄えたようだよ︒特に宗甫
分では江戸期︑前橋領内を利根川に沿って
渡船地点に設けられた関所︵その後番所︶
が設置され︑両岸を船で結ぶ重要な要地
として知られていたんだ︒その後︑明治元
年に関所が廃されると交通量の増大に伴っ
て︑地元有志で︑いつまでも安全であるよ

22

26

ボ

ク

おじいちゃん

ク

ク

おじいちゃん

ボ

ボ

おじいちゃん

うにと就安橋と名づけ架設したがその後流
失し︑再度幾度かは渡船を通した︒六供は
昭和 年戦災者・引揚者のために市営住宅
が１５０戸建てられたんだよ︒ここに生川
が流れていたことから︑自称生川町とか生
川住宅ともいわれていたんだよ︒現在でも
生川という交差点があるね︒現在でもある
施設としては下水処理場︑清掃工場︑温水
プールがあるね︒宗甫分は赤煉瓦の前橋刑
務所があるね︒古くは監獄署といわれ︑明
治 年に起工︑ 年に落成したんだ︒周囲
の赤煉瓦はそのまま代名詞として使われて
いるね︒両町とも昭和 年の南部大橋の開
通もあって︑かつての田園地から近代都市
にふさわしいまちに様変わりしたね︒
ここは交通の重要な土地だったんだね︒ま
た︑赤煉瓦の前橋刑務所は一際目立つ存在
で良いね︒ところで神社仏閣はあるの？
六供には源氏の守護神といわれる八幡様が
あり︑境内には八坂社︑神明宮︑稲荷社が
祀られているよ︒そして︑その南には寿延
寺があるよ︒平安初期先日訪れた前代田に
創建され︑慶長年中厩橋城の南︑現在の中
央病院附近に移され︑さらに明治 年現在
地に移転したんだ︒宗甫分には利根川の水
害に対する守護神である水神様があり︑水
波能女命が祀られているよ︒昔の利根川は
がけ崩れにあいつつ東進し︑今の河川中ほ
どにあった水神様も現在地に至り明治 年
に社殿が再建されたんだ︒
町名に因んだ施設はあるの？
先日訪れた市之坪と同じように宗甫分公園
があるよ︒
まちは様変わりしたけど︑昔からある町名
が残っていたり神社仏閣はあるし昔の町名
を使った公園があるからうれしいね︒
そうだね︒では︑次回は諏訪町に行ってみ
よう︒
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34
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42

東京ガス
前橋水質浄化
センター

前橋清陵高

宗甫分町

前橋育英高

六供温水プール

旧町名の面影を今に残す、六供八幡宮（上）と
宗甫分公園
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30

瀬

川
スズラン

「諏訪」の名を今に残す「諏訪神社」
（上）
と「諏訪橋」

80

ク

68

諏訪神社

立川町

諏訪橋

大通り

ボ

おじいちゃん

ク

56

ボ

ク

おじいちゃん

ボ

ク

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

家並みの裏にある桃の木が目に入り︑桃を
恵んでくださいと言った︒最初の家からは
断られ︑次の家の主人からは︑快く頂き︑
お礼を言って立ち去ったそうだ︒あくる日
から︑断った側の桃はヤニ桃ばかり︑もう
一方の側はおいしい桃ができるようになっ
た︒このみすぼらしい旅の僧こそ弘法大師
さんでした︑という話があるよ︒
そういう話があったんだぁ︒その後︑何か
あったの？
実は 年ほど前まで徳川三代将軍の頃から
連綿と続いている町内きっての旧家である
杉 沢 家 の 大 屋 敷 に１ 町 ば か り の 桃 畑 が あ
り︑たいへんおいしい桃であったそうだよ︒
地質が適していて︑水質が良く︑その結果
果実の育ちが良かったようだけど︑弘法大
師さんのおかげかもしれないね︒
ボクもそう思うよ︒そして昔は桃のまち？
だったのかなぁ︒その他に何かあるの？
番地に馬市場があったんだよ︒３５０
坪ほどの広さで明治 年３月まで開かれ︑
３６４頭も扱ったというよ︒また︑ 番地
に桑市場もあり︑毎年５月から６月に開か
れていたようだよ︒ちなみに馬市場のあっ
たところには大胡行きの乗合馬車の発着所
があったんだよ︒
町名に因んだ施設はあるの？
昭和４年に出来た広瀬川に架かる諏訪橋が
あるよ︒また︑今でも︑まちの人たちは立
川町通りに続く道を諏訪町通りと呼んでい
るね︒さらに諏訪湯という銭湯が以前まで
あったね︒
諏訪神社や諏訪橋が残っているからうれし
いね︒今は宅地化されているから難しいけ
ど︑桃畑が復活されるといいなぁ︒それに
しても諏訪湯に入りたかったなぁ︒
そうだね︒では︑次回は一毛町に行ってみ
よう︒

31

城東小

広

おじいちゃん 今日は諏訪町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁すわまち﹂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 江戸期から昭和 年の町名で︑江戸期は前
橋城下町人町︑明治 年前橋町︑明治 年
前橋市の町名だったんだよ︒また︑このま
ちの裏には江戸期から明治７年まで諏訪町
裏という町名があって︑前橋城下武家地の
一つだったんだよ︒
ボ
ク 長い間の町名だったんだね︒どうしてそう
いう町名になったの？
おじいちゃん まちの中にある諏訪神社によるものと思わ
れるよ︒
ボ
ク この神社は昔からあるの？
おじいちゃん 先日訪ねた連雀町にある前橋八幡宮の場所
は︑以前は古墳塚で︑付近は諏訪の森と呼
ばれる杉山の木立があり︑諏訪神社が祀ら
れてあったんだけど︑この神社を前橋城の
鬼門の押さえとして︑このまちに移したん
だよ︒まちの人たちはお諏訪様と呼んでい
るよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 広瀬川左岸にあり︑対岸の立川町から続
く 立 川 町 通りの東へ行く道を挟んだ南北
界隈だね︒
ボ
ク 当時の諏訪町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 江戸期は職人が多く住み︑鍛冶屋︑畳刺︑
大 工︑ 桶 師︑ 板 割︑屋根萱葺︑長板割が
いたそうだよ︒特に鍛冶職人の比率が高い
ことは注目される︒また︑この辺りはかつ
て利根川が流れていたために水に恵まれて
いたようで︑明治期には︑製糸家や多く糸
のまちを代表する製糸所が幾つもあったん
だよ︒
ボ
ク 何か伝記のようなものはあるの？
おじいちゃん 昔︑一人のみすぼらしい旅僧が︑このまち
を通りがかり︑急にノドがかわき︑両側の
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

諏訪町

Suwa-machi
前橋中央
郵便局

中

第二中

央

前

駅
橋

40

22

25

旧町名への旅

一毛町

Ikke-machi
前橋大間々桐

生線

線
赤堀
前橋

上

川

瀬

広

毛

電

鉄

中

央

第二中

おじいちゃん

今日は一毛町に行ってみよう︒

は僧念房と言っていて︑立川町にある大

蓮寺の隠居寺で︑前橋城にまつわる話の

し︑一毛町︑諏訪町︑隣接するまちの人々

の浄財によって石像の親子地蔵が建てら

れ︑現在も祀られているよ︒

ク このまちに有名な人はいるの？

このまちで忘れてはならない彫刻家の細

谷而楽
︵三郎︶
という人がいたよ︒東大寺︑

唐招提寺︑興福寺︑新薬師寺などの仏像

や彫刻を修理復元をした人なんだよ︒特

に新薬師寺の十二神将の一つ波夷羅大将

を復元し︑今日国の重要文化財に指定さ

れている︒そして現在︑県道前橋赤城線

沿いに生家跡の碑が建てられているね︒

上毛電鉄中央前橋駅の次の駅に一毛町駅

名に因んだ施設はあるの？

前橋市民としても誇りだね︒ところで町

ク 偉大なる人としてまちの人だけでなく︑

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

という駅名があったけど︑今は城東駅に

なってしまったね︒他にももう町名の名

残はないね︒

よう︒

そうだね︒では︑次回は栄町に行ってみ

きたいね︒

偉大な人の碑はあるので︑大切にしてい

かったなぁ︒でもお寺は残っているし︑

ク 残念だね︒せめて駅名は残しておきた

おじいちゃん

ボ

26

ク なんて読むの？

教徳寺というお寺があるよ︒昔の人たち

戦後昭和 年８月５日︑戦災７周年を期

ボ
ク いつからそういう町名になったの？

江戸期から明治 年は一毛村︑明治 年
から一毛という前橋町の大字名︑明治

年から前橋市の大字名︑そして明治 年

から昭和 年は一毛町と言っていたよ︒
ク どうしてそういう町名になったの？
一説にはこの辺りは一毛作地帯だったか
ら︑そう呼ばれたとあるよ︒また︑この
地は利根川の河床で流れの変化によって
中洲ができ︑牧草が繁茂し牧畜が盛んに
行われたことで︑牛馬等の毛からそう呼
ばれたとあるよ︒
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
上毛電鉄中央前橋駅の東側一帯︑城東町
三丁目︑四丁目界隈だね︒

まったね︒

ど︑今はその姿もなくなり一変してし

名で多くの人々に親しまれていたんだけ

の一杯呑屋さんが出ていて︑上電横丁の

央前橋駅の北側︑広瀬川沿いにたくさん

る人がいたそうだよ︒また︑上毛電鉄中

まちと呼ばれ︑しばしば方向を間違え

て大きく変わったけれど︑戦前は迷路の

大正時代に前橋北部耕地整理事業によっ

ク 当時の一毛町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ボ

中の﹁お虎﹂の供養塔があるよ︒そして︑

ボ

おじいちゃん ﹁いっけまち﹂と呼ぶんだよ︒

22
43

25

22

ク 神社仏閣は何かあるの？
おじいちゃん

ボ

40

城東

前

橋

勢多農林高
城東小

教徳寺

教徳寺とお虎の供養塔
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群大教育学部
附属小
国道 号

前橋中央郵便局
比刀根橋

ベイシア
文化ホール

県立勢多農林高
線
赤城
前橋

瀬

城東小
広

川

今日は栄町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ
ク いつからそういう町名になったの？

おじいちゃん ﹁さかえちょう﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

先日訪ねた一毛町の一部を独立して︑昭
和３年７月に栄町が誕生したんだよ︒

ボ

たというよ︒

ク 色々な事で広瀬川は役立っていたんだね︒

勢多会館付近の広瀬川に橋が架かってい

るよ︒

栄町と隣接するまちを結ぶ比刀根橋だね︒

だ︒こんなところから︑ここに架けられ

の広瀬川を﹁比刀袮川﹂といっていたん

おじいちゃん

昭和８年６月に出来たんだよ︒今の利根

一毛町から独立してまちが発展し︑栄え

た橋という事で橋の名になったんだよう

川の流れに対し︑元の流れ︑すなわち今

るように命名されたのかな︒前橋の他に

だよ︒改装さ れる前までは︑戦時中の

ク どうしてそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

高崎︑伊勢崎︑桐生︑館林にも栄町があ

刻まれてあったそうだよ︒

焼夷弾や爆弾の破片の傷跡が生々しく︑

るね︒
ク このまちはどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ

ボ

広瀬川に架かる比刀根橋南側から東へ︑
県道前橋赤城線を通り過ぎ︑先日訪ねた

おじいちゃん

年には
たところが栄町１番地で︑ここを起点と

比刀根橋付近に︑かつて勢多会館のあっ

たちは思い出の場所であったというよ︒

近にゴロゴロ山があったそうで︑古い人

プールもできたんだよ︒また︑小学校付

２年４月１日で︑戦前の昭和

城東小学校があるね︒開校したのは昭和

ク 何か施設はあるの？
諏訪町の北側界隈までだね︒

して町内の地番が付けられたんだよ︒こ

また︑前橋郵便局があったり︑近くには

ク 当時の栄町の様子を見てみたいよ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

の勢多会館は昭和９年 月に落成︑ここ

17
その後消えて駐車場となり︑今はマン

には勢多地方事務所があったんだけど︑

えるかもね︒

町名のとおり︑ますます栄えたまちとい

県立図書館や県民会館があったりして︑

ボ

ションが建っている︒昔のまちの様子は
数えるほどしか人家は少なく︑多くは一

いるよ︒

あって︑今もまちの人たちはそう呼んで

施設はないけれど︑まちの中に栄通りが

ク 町名に因んだ施設はあるの？
面の水田と桑畑であったというよ︒また︑

おじいちゃん

広瀬川には河岸があって舟運があったん
だ︒旭館というところの裏辺りに舟着場

りの名が残っているからうれしいね︒そ

ク 町名の名残はほとんどないけれど︑栄通

して︑町名のとおり栄えたまちになった

ボ
たようだ︒さらに︑このまちにあった大

があったようで︑この旭館は舟宿であっ
製糸工場である交水社は︑糸のまちまえ

よう︒

そうだね︒では︑次回は向町に行ってみ

んだね︒

おじいちゃん

ばしの象徴だった︒明治 年営業所を創
設したのが始まりで︑市内の産繰糸を集
め広瀬川の水路を利用して水車を回して
繰糸を行い︑出来た荷は舟に積んで出し
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前橋」より）
写真集
交水社（出典：国書刊行会「ふるさとの想い出

12

10

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

栄町
Sakae-cho
群馬県立
図書館

旧町名への旅

向町

Mukai-cho
若宮小

前橋
赤城
線

橋林寺

第四中
号

第三中

17

今日は向町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ

ボ

ク 前橋城下に入るための大切な場所だった

んだね︒その後はどうなったの？

明治 年８月︑渋川に通じる現在の国道

前ほどの賑わいはなくなったようだ︒で

おじいちゃん

号線が出来て︑このまちも変わり︑以

江戸期当初は岩神村であって︑そのうち

も明治 年頃には︑広瀬川の流れを活用

ク いつからそういう町名になったの？

おじいちゃん ﹁むかいちょう﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

向町になり︑昭和 年までそう呼ばれた
よ︒
ク どうしてそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

ボ

した１丈︵約３ｍ ︶もの水車７ヶ所もあ

り︑製糸が盛んになったんだ︒

通り沿いに雷電神社があるよ︒落雷が多

ク 神社仏閣はあるの？

江戸期の頃︑お城の近くの人たち︑特に

おじいちゃん

いために祀ったんだよ︒昔は向町へ行け

広瀬川以南の人たちが︑広瀬川の川向こ
うにあるまちと言っていたところからそ

ば雷が落ちないと信じていた子供たちの

姿があったというよ︒その東には橋林寺

う呼ばれ︑前橋城下町人町の１町だった
んだよ︒
先日訪れた神明町北側で広瀬川左岸を東

しまったんだよ︒でも青銅製直径 ・７

あったんだけど︑火災によって焼失して

が あ る よ︒ こ の 寺 に は︑ 多 く の 宝 物 が
西に延びる界隈だね︒

ク このまちはどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

22

40

町並みを称して﹁長町八丁﹂とか﹁八町

の道路は名残としてあるね︒この細長い

一本道路に沿って延びたまちで︑今もこ

て︑敷島小学校がこの橋林寺に開校した

目の小学校ということで第４小学校とし

るようだよ︒また︑明治６年に県下４番

ボ

ク このまちに有名な人はいるの？
この道はかつての沼田街道で︑広瀬川に

木藤次郎という人がいたよ︒雷電神社入

このまちで忘れてはならない鋳物師の鈴
立川町や本町へ抜ける唯一の道だったん

り口の隣は旧家と工場があったようで︑

おじいちゃん

だ︒道の真中には小川が流れ︑他所から

ここに工場跡の碑が建てられているね︒

があったり︑ひっそりとただずむ神社仏

ク 町名の名残はないけれど︑名残のある道

城下町に入る旅人は︑この川で手足を洗
い身支度を整えたというよ︒１７６１年
に 歳にして江戸に出た塩原太助も︑こ

閣︑有名な人の碑があったりしているか

よう︒

そうだね︒では︑次回は萩町に行ってみ

の道を通ったかもしれない︒それにして

だったようだね︒

の棲むところで︑田畑や藪の多いところ

らうれしいね︒

おじいちゃん

ボ

架かる厩橋を渡り︑先日訪れた竪町から

んだよ︒

㎝ の鰐口があり︑貴重なものが残ってい

12

ボ

おじいちゃん

17

長町向町﹂などと言っていたそうだよ︒

ク 当時の向町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん

ボ

40

も︑当時の家並と賑わいを除けば狐や狸

19

ベイシア
文化ホール
川
広瀬

グリーンドーム
前橋

国道

敷島小

雷電神社

雷電神社の脇にひっそりと佇む「鈴木藤次郎工場跡」の碑

前橋公園

34

敷島小

第三中

17

17

21

48

10

43 11 22
25

前橋
赤城
線

号

主不明︑観音寺と呼ぶ所である﹂と記さ
れているようで︑もしかしたら観音寺の
跡に森巖寺︵しんがんじ︶が建てられた
かもしれない︒
ボ
ク その他になにかあるの？
おじいちゃん ﹁前橋新風土記﹂に元和山という石山が
あり︑昔は利根川の河床だったので︑田
畑をつくるため石を積み上げた山だった
といい︑子供たちのよき遊び場であった
そうで森巖寺︵しんがんじ︶あたりに
あったようだよ︒また︑狐が出没したそ
うだよ︒それから先日訪れた向町の橋林
寺︵きょうりんじ︶に創設した敷島小学
校は大正９年現在地に新築移転し︑昭和
４年火災により全焼したけど︑昭和 年
めでたく開校１００周年を迎え︑現在も
住宅地の中にあるね︒他に旧町名にちな
んで公開緑地の萩公園や銭湯の萩の湯が
あるよ︒
ボ
ク このまちに有名な人はいるの？
おじいちゃん このまちで忘れてはならないのは堀康雄
という人で︑昭和７年から 年まで 年
間助役を勤め︑引続いて昭和 年までの
４年８ヶ月︑第 代目の市長を勤められ︑
戦前から戦中︑そして戦後という前橋に
とって未曾有の時代に市長として大変苦
労され︑今日の前橋へと引継いだ人なん
だよ︒
ボ
ク 町名の名残はほとんどないけれど︑昔の
町名を使った銭湯や住宅街にたたずむお
寺︑歴史のある小学校があるし︑大変苦
労された市長を輩出したまちとして︑誇
りに思っていきたいね︒
おじいちゃん そうだね︒では︑次回は岩神町に行って
みよう︒

11

43

40

22

13

40

橋林寺

第四中
森巌寺

ベイシア
文化ホール
川
広瀬

グリーンドーム
前橋

国道

おじいちゃん 今日は萩町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁はぎまち﹂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 年まで萩村と呼ばれ
たよ︒そして明治 年南勢多郡に所属
し︑明治 年から 年まで萩という大字
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 年から大正
年には萩小路という前橋市の大字名とな
り︑大正 年から昭和 年まで前橋市の
町名として萩町となったんだよ︒
ボ
ク どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん 由来は不明だけど︑植物名として吾妻町
萩生と同じく萩の生じるところの意によ
るものかな︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 先日訪れた向町北側︑前橋第三中学校通
り北側一帯界隈だね︒
ボ
ク 当時の萩町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 萩小路には１００〜２００石取りの士族
屋敷が 軒ほどあったというよ︒明治の
初め頃までは︑これらのほか土着の農家
が４︑
５軒あるのみという寂しさだった
んだよ︒現在は完全に住宅街となってい
るね︒
ボ
ク 神社仏閣はあるの？
おじいちゃん 住宅地の一角に森巖寺︵しんがんじ︶が
あるよ︒この寺には︑
かつて香葉観音︵こ
うようかんのん︶があって安産に効くと
いわれ崇敬されていたけど︑戦災で惜し
くも失ってしまったんだ︒この観音様に
関係して萩の城がこの付近にあったそう
だよ︒
﹁上毛国風土記﹂に﹁萩の城︑城
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

萩町

Hagi-machi
若宮小

雷電神社

現在は住宅街となった萩町に佇む森巌寺

前橋公園

22

13

旧町名への旅

岩神町

Iwagami-machi
国道

号

観民稲荷
敷島小
神社
富士機械

県立図書館

線
越
上
Ｒ
Ｊ

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︒

ボ

25

22

43

前橋公園

中央大橋

43

22

群馬大病院
岩神小

群大医学部

川
利根

岩神神社
大渡橋

第三中
グリーンドーム
前橋

上：イチョウの木に囲まれた飛岩
下：５つの社がある観民稲荷神社

17

正田醤油
スタジアム群馬

群馬県庁

60

22

40

おじいちゃん

ク

ク

おじいちゃん

ボ

ボ

おじいちゃん

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︒

36

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︒
ボ

17

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

ボ

22

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

ボ

43

25

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︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

17

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

22

に薬師小路︑東薬師小路︑西薬師小路と
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41

17

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

国領町

kokuryou-machi

若宮小

木川

敷島小

県立
図書館

旧町名への旅

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

43

25

43

県立
図書館
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

10

22

40

22

22

40

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

ベイシア
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

ボ

68

以前訪れた竪町の北側︑国道 号線と広

おじいちゃん

ボ

17

ボ

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

40

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

31

ク 当時の細ケ沢町の様子を見てみたいよ︒

おじいちゃん

ボ

39 - 旧町名への旅

22

17

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

県立
図書館

前橋製糸場跡の碑

広

前橋中央局

旧町名への旅

愛宕神社

今日は小柳町に行ってみよう︒

ク なんて読むの？

おじいちゃん

ボ

明治６年から昭和 年までそう呼ばれて

ク いつからそういう町名になったの？

おじいちゃん ﹁こやなぎちょう﹂と呼ぶんだよ︒

ボ
おじいちゃん

ボ

としてあがめられていたよ︒

ここのまちにも繭市場が立ち︑主に屑繭

たの？

ク 先日訪れた細ケ沢町のように市場はあっ

おじいちゃん

を中心としていたよ︒また︑明治 年頃

には５月 日から６月９日まで細ケ沢町

と同じように桑市場が開かれていたよ︒

いたよ︒近世では町人町である広瀬河岸︑
細ケ沢新町を明治６年に合併して小柳町

んだ︒愛宕神社前の堰付近にあったよう

それから江戸時代には広瀬河岸があった

は前橋市の町名となったんだよ︒

だが︑古い図面を見ると比刀根橋から左

たことからそう呼ばれたとあるよ︒小柳

く道辺りに水路があり︑広瀬川の水を引

おじいちゃん

あるね︒昭和 年４月︑ここに追弔碑が

戦災の話で比刀根橋際の防空壕の悲劇が

ク なにかこのまちに思い出はあるの？

いかとか思うよ︒

き入れたようで︑広瀬河岸はここではな

先日訪れた細ケ沢町の東側︑広瀬川の北

ク このまちはどこになるのかなぁ︒

柳橋もあるね︒

町ではないけど︑上流には柳原発電所や

ク どうしてそういう町名になったの？

ボ

に折れ国道 号線に出る手前︑北側に行

ボ

おじいちゃん

側︑広瀬川に架かる比刀根橋を北上する
小柳町の表通り界隈だね︒

建てられたんだよ︒また︑当時県下屈指

時は田んぼが多く︑農家が散見される程

じる道として賑わったんだよ︒でも︑当

への登山道であり︑富士見や才川町へ通

明治の中頃まで小柳町の表通りは︑赤城

発表会が行われ︑作詞の野口雨情︑作曲

和４年２月︑この柳座で﹁上州小唄﹂の

時有名な人たちが来演していたんだ︒昭

１８０余坪の芝居小屋だったんだよ︒当

宕座といい︑明治 年に創建され︑建坪

の劇場だった柳座があったよ︒古くは愛

度のようだったんだよ︒もちろん電灯も

の中山晋平が来て︑中山晋平の伴奏で佐

ク 当時の小柳町の様子を見てみたいよ︒

なく︑道路も９尺︑３メートル弱でそこ

藤千夜子が唄ったというよ︒
ボ

51
そこの凸凹道だったんだけど︑明治 年

の連合共進会が開催されるにあたって電
灯もつくようになり︑一層賑わいが増し
たというよ︒
愛宕神社があるよ︒前橋城主の崇拝する
ところとなり︑庶民の火難・魔除けの神

おじいちゃん

みよう︒

そうだね︒では︑次回は琴平町に行って

にしていきたいね︒

な施設があったんだね︒これからも大切

ク このまちには悲しい思い出や誇れるよう

21

ボ

17

間川
佐久

30

となり明治 年に前橋町︑明治 年から

ボ

31

40

おじいちゃん ﹁直泰夜話﹂に広瀬川辺りに柳が多かっ

25

諏訪橋

前橋テルサ

前橋
商工会議所
17

前橋
中央局
比刀根橋

広瀬川

ベイシア
文化ホール
県立
図書館
国道 号

22

ク 神社仏閣はあるの？

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

43

小柳町
上：愛宕神社
火難・魔除けの神として崇められる
下：かつての柳座（写真中央）
「上州小唄」の発表会はここで行われた

Koyanagi-cho

前橋
大間々
桐生線

40

国道

号

事の安全を祈願する人々が多く︑隆盛で
あったというよ︒江戸期の文化から弘化
の頃︵ 世紀前半︶は︑毎月九・十両日︑
特に十月の大祭には参拝の人々が列をつ
くり︑広瀬川に架かる厩橋を経て細ケ沢
から琴平に通じる道筋には露天店が連な
り︑遠くは利根︑吾妻︑新田︑佐波︵現
在の伊勢崎市付近︶
︑多野︵現在の藤岡
市付近︶
︑甘楽にわたる広い地域から集
まり︑賑わったというよ︒
ボ
ク 昔は琴平宮を中心にまちは賑わっていた
んだね︒
おじいちゃん でも︑このまちが発展したきっかけと
なったのは︑以前訪れた竪町や国領町︑
細ケ沢町と同じく︑明治 年︑渋川方面
へ通じる新道︑現在の国道 号線が開通
してからなんだよ︒ちなみに翌年の明治
年には︑前橋停車場︵前橋駅︶から渋
川まで馬車鉄道が開通したんだ︒戦後間
もない頃まで︑現在の住吉町交番の南向
かい側のところに︑かつての上毛馬車鉄
道㈱があり︑電車会社といっていたよ︒
この新道が開通した前後この辺りは︑ま
だ大部分が田や畑で︑佐久間川べりの笹
薮などにはアヒルが群れをなして︑川で
泳いでいたりして卵を生みっぱなしだっ
たので︑子供がそれを見つけては食べた
という話もあるよ︒
ボ
ク のどかなまちだったんだね︒現在は国道
号線に色々な店舗が建ち並び変化して
いるけど︑琴平宮はひっそりと鎮座し見
守っているように思うので︑大切にして
いきたいね︒
おじいちゃん そうだね︒では︑次回は清王寺町に行っ
てみよう︒

22

17

17

敷島小

ベイシア
文化ホール
県立
図書館
旧上毛馬車鉄道㈱

琴平宮
国道 17 号沿いに山車小屋とともにたたずむ

佐久間川

おじいちゃん 今日は琴平町に行ってみよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁ことひらちょう﹂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 昭和３年から昭和 年までそう呼ばれて
いたよ︒もとは先日訪れた岩神町の一部
だったんだよ︒大正３年︑甲と乙の岩神
町に二分され︑この乙岩神町のうち﹁字
琴平前﹂と﹁字河岸北﹂をもって独立し
琴平町となったんだよ︒
ボ
ク このまちはどこになるのかなぁ︒
おじいちゃん 先日訪れた細ケ沢町西側の国道 号線を
挟んだ界隈と小柳町東側の飛地界隈にな
るね︒
ボ
ク どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん まちの中にある琴平宮にちなんで付けら
れたようだよ︒そして代々前橋城主の崇
敬のあつい社だったんだ︒ところでこの
琴平宮が現在地に移されたのが江戸後期
のことで︑琴平前という字名からもわか
るとおり︑それ以前は現在地より３００
ｍ ほど北西寄の国領分にあったこともあ
り︑新町名として琴平町とすることにつ
いて当時の国領より抗議があったという
話があるよ︒
ボ
ク 当時の琴平町の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん このまちは︑佐久間川に沿った細長いの
どかな村だったんだよ︒製糸工場があっ
たり︑精米所などもあり水車が回るなど
四季の風情を感じさせたというよ︒時に
は︑この辺の田んぼに相撲小屋が掛けら
れ︑当時の有名力士も来たそうだよ︒
ボ
ク 当時の琴平宮の様子を見てみたいよ︒
おじいちゃん 琴平宮は長い歴史と共に生きてきた大木
に囲まれた静かな憩いの場として庶民の
信仰を集め︑また旅立ちにあたり道中無

41 - 旧町名への旅

23

17

ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

琴平町

Kotohira-cho

群馬大附小
国領町緑地

琴平神社

40

17

17

旧町名への旅

清王寺町

Seiouji-machi
号

佐久間川
国道

城東小

瀬

川

おじいちゃん

今日は清王寺町に行ってみよう︒

町名のはっきりとした由来は不明だそう
だ︒この地内にあった寺院の名によるも
のだとか︑また昔この辺りに城というよ
り砦のようなものがあって︑そこに清王
寺新井入道という人がいたからとか色々
な説があるんだよ︒一説では戦に敗れて
越後からこの地に来たともいわれるこの

の場所が第一会場となり︑水田２万坪が

が建てられたんだよ︒周辺には県立図書

館︑前橋商工会議所会館があり︑多くの

人々がこの地に集まっているね︒他に放

送大学や群馬大学附属幼稚園︑群馬大学

附属小学校があるね︒

県道前橋赤城線の県民会館入り口の角に

ク 周辺に大きな施設とかあったの？

おじいちゃん

明治 年創業の上毛倉庫株式会社が所有

するレンガ造りの上毛倉庫があったね︒

大正６年に若宮営業所として建設され︑

大正︑昭和︑平成の三代にわたり︑群馬

県の地場産業である繭︑生糸の保管倉庫

としてその役目を果たしていたんだよ︒

しかし時代の変化とともに蚕糸産業もそ

の使命を全うし︑このレンガ倉庫も平成

年に解体されたんだ︒跡地の一角には

実際に使われていたレンガを再利用した

人物は箕輪城主である長野業政︵なりま
さ︶の家来だったが︑武田軍に攻め滅ぼ

県道前橋赤城線の東側で︑以前訪れた栄
町と才川町の間の界隈だね︒
年９ 月 よ り

月まで開催された
県連合共進会﹂で今の県民会館

おじいちゃん

に行ってみよう︒

そうだね︒では︑次回は大塚町・百軒町

ぼくは思うよ︒

のまちの姿をとどめておく事は大切だと

ど︑使われていたレンガを活かして生糸

ク 時間が流れてまちは新しくなっていくけ

設置されてあるね︒

台座の上に︑倉庫を再現したレプリカが

があり︑土手もあったという︒

の字形に幅３間︵約５・５ｍ ︶ほどの堀

されたという︒かつて本丸を囲み〝コ〟
ボ

格︑現在の荒牧へ移転した後に県民会館

整地されたんだよ︒共進会終了後︑群馬

ク なんて読むの？
ク いつからそういう町名になったの？

ボ

ボ

県師範学校となって戦後に群馬大学に昇

22

おじいちゃん ﹁せいおうじまち﹂と呼ぶんだよ︒

ボ

江戸期から明治 年まで清王寺村と呼ば
れたよ︒明治 年から 年まで清王寺と

よ︒

ら昭和 年まで清王寺町と呼ばれていた

の大字名だったんだ︒続いて明治 年か

年に前橋町の大字名︑明治 年に前橋市

いう大字名だったんだけど︑特に明治

43

ク どうしてそういう町名になったの？

おじいちゃん

ボ

25

県民会館
（共進会会場）
上毛倉庫
旧若宮営業所

22

ク このまちはどこになるのかなぁ︒

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

28

43

県立図書館
佐久間橋

22

ク 当時の清王寺町の様子を見てみたいよ︒
明治
﹁１府

11

ボ

おじいちゃん

15

40

14 43

前橋中央局

広

上：1 府 14 県連合共進会会場は現在の県民会
館に位置した
右：上毛倉庫若宮営業所のレプリカの台座には
レンガが再利用される

第四中
女子師範学校
（現群馬大学
附属小・幼）
17

勢多農林高

42

鉄

城東

上

毛

前橋赤十字病院
大塚町

東

バ

瀬

イ

川

部

広

パ

ス

高岑院
尾曳稲荷神社
赤亀橋

百軒町
中川小

川
端気

毛線

上：旧百軒町から旧大塚町方向を臨む
区画整理が進むが昔の面影を残す
右：赤亀橋の謂われを示すプレート
厩橋城の縄張りの伝説を記すプレート

前橋こども公園

電

川
間
久
佐

ク

おじいちゃん

ボ
おじいちゃん

ク

ク

おじいちゃん

ボ

ボ

ク

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん

ク
おじいちゃん

ボ

今日は大塚町と百軒町に行ってみよう︒
なんて読むの？
それぞれ﹁おおつかまち﹂
︑
﹁ひゃっけん
まち﹂と呼ぶんだよ︒
いつからそういう町名になったの？
二つのまちは江戸期から昭和 年の町名
だったんだよ︒江戸期は前橋城下の武家
地の一つで︑城下町東端につくられた足
軽が住む地区だった︒百軒町は近世末期
には東西二町に分かれていたが︑明治９
年に合併したんだ︒そして︑二つのまち
は明治 年前橋町︑明治 年前橋市の町
名だったんだよ︒
由緒ある町名だったんだね︒どうしてそ
ういう町名になったの？
大塚町の由来は以前訪れた芳町との境目
あたりに大塚山と呼ばれる塚があったこ
とによるようだ︒一方︑百軒町は江戸期
酒井氏の時代︑この地の南北に直線的な
２本の道があり︑その両側にそれぞれ
軒ずつ並び︑あわせて１００軒の足軽の
住居が置かれていたことから足軽町と呼
ばれていたが︑いつの間にか百軒町と呼
ばれるようになったようだよ︒
このまちはどこになるのかなぁ？
大塚町は以前訪れた芳町の東側と広瀬川
と分岐する端気川に挟まれた部分にあっ
て︑百軒町は大塚町の東側で今の前橋赤
十字病院の西側に集落があったそうだ
よ︒今で言うと国道 号線と広瀬川︑端
気川を挟んだ界隈ということになるか
な︒
当時の大塚町の様子を見てみたいよ︒
幕末の前橋城が再築されたとき︑家臣の
お屋敷が置かれ︑その頃は大塚小路と呼
ばれていたそうだ︒また︑あまり大きな

ま ち で は な く 大 正６ 年 に は 戸 し か な
かったそうだよ︒このまちで忘れてなら
ない人に大沢雅休という人がいるよ︒こ
の人は書家︑また歌人として前橋市の文
壇に大きな足跡を残した人なんだよ︒
ボ
ク 次に当時の百軒町の様子を見てみたいよ︒
何か神社仏閣があるね︒
おじいちゃん 百軒町には尾曳稲荷神社と赤亀橋がある
ね︒ともに太田道灌が厩橋城を築いたと
いう伝説によるもので︑ある時︑道灌が
厩橋城の縄張を考えていると︑そこに一
匹の赤い亀が出てきた︒その赤亀の尾が
描いた見取図がすばらしい縄張であった
ということから︑城の守護神としてこの
赤亀を祀ったというよ︒今の赤亀橋にそ
の伝説を記すプレートがあるよ︒
もう一つ高岑院があるよ︒もとは以前
訪れた立川町にあって︑橋林寺の末寺で
１６５０年に龍怒和尚の開祖になるもの
で︑明治 年火災にあって再建したが︑
再び焼失したのち︑今の場所に移ったと
いうよ︒
また︑戦前百軒町といえば先日訪れた
才川町と同じく糸のまちだったんだよ︒
大小多くの製糸工場や撚糸工場があった
が︑戦中から大きく変わり︑今では落着
いた住宅地になっているね︒
ボ
ク 今では大きく変わってしまったけど︑忘
れてならない人がいたり︑歴史を感じさ
せられる神社仏閣があったりしているの
で大切にしていきたいね︒そしてなぜか
ボクたちに﹁まえばし﹂の昔の思い出を
伝えてくれるまちだね︒
おじいちゃん そうだね︒では︑次回は天川町・新町・
高田町に行ってみよう︒
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

大塚町
大塚
町・百軒町

Otsuka-machi & Hyakken-machi

JR 両

22

50

25

40

25

12
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旧町名への旅

天川町
天川
町・新町・高田町

Amagawa-machi & Shin-machi & Takada-machi
馬

場

JR

両

毛

線
生涯学習センター

第五中 天王寺
天川二子山古墳 天川町
けやきウォーク
前橋

R50

千日堂

広瀬川

女溝跡
高田町
八坂神社

孝顕寺
新町

松

並

木
端気川

おじいちゃん

今日は天川町︑新町︑高田町に行ってみ

両岸の集落を呼んだんだよ︒新町は天川

利根川を﹁天の川﹂になぞらえて︑その

村の中に城下町を造るときに新しい町割

ク なんて読むの？

合せて高田町と名づけられたんだよ︒

さってでき︑高台と矢田町の一文字を組

字高台と字矢田町︑新町の一部が合わ

ボ

ボ

町という町名だったんだよ︒高田町は旧
町名のなかでは新しい地名で︑昭和７年

おじいちゃん

天川町に八坂神社があり︑境内に昭和

年﹁天川地名愛惜之碑﹂が建てられ︑
﹁こ

の地は︑もと天川と称し前橋発祥の地と

の？

７世紀前半に築かれた天川二子山古墳が

である﹂と碑面にあるよ︒碑面のとおり

して︑千数百年をこえる古墳時代より古

天川の名前はかつてこの地を流れていた

ク とっても昔からの歴史ある町名だったん

にできたんだよ︒

ク 当時の様子や神社仏閣を見てみたいよ︒

小学校近辺から両毛線の沿線を挟んだ界
なり︑明治９年から昭和 年にかけて新

から天川町となったんだよ︒新町は江戸

橋赤十字病院周辺の界隈︑高田町は天川

東側が広瀬川までの界隈だね︒新町は前

天川町は西側が生涯学習センター近辺︑

ク このまちはどこになるのかなぁ︒

で︑後に３つに分かれたんだよ︒江戸期

おじいちゃん

この辺りは戦国時代から天川という地名

ク いつからそういう町名になったの？

と呼ぶんだよ︒

をした際にでき︑高田町は天川町のうち

ボ

おじいちゃん ﹁あまがわまち・しんまち・たかだまち﹂

よう︒

千日堂前に残る道標
かつてはここが丁字路であった

隈だね︒

43
期に前橋城下の町人町として天川新町と
ボ

から明治 年までは天川村と呼ばれ︑明
治 年からは前橋町︑明治 年からは前
橋市の天川という大字名となり明治 年

25

41

代文化の一中心をなした由緒深いところ

おじいちゃん

ボ

22

だね︒どうしてそういう町名になった
おじいちゃん

46

22

前橋赤十字病院

川

天川二子山古墳（国指定史跡）
この近辺には 150 基以上の古墳があった

44

昭和 46 年、八坂神社に建立された「天川地名愛惜之碑」
天川町の八坂神社

道力居士﹂という墓石があり︑前橋城主

撲取りである佐渡ヶ獄沢右衛門︑
﹁強山

天王寺というお寺の向側に江戸時代の相

て細長く２本の溝の跡がわかるよ︒また︑

古地図では高田町から古墳に辺りにかけ

あって︑古墳の北西に女溝の遺構があり︑

なったんだよ︒

後の区画整理によって現在の広い道と

も呼ばれたこの道は戦前の耕地整理と戦

て大事な道標だったんだね︒新町通りと

の往復に使われるなど往来する人にとっ

へ通じていたんだよ︒前橋城主の江戸へ

城市・福井市・前橋市︶の一つである孝

んだね︒お寺といえば日本三孝顕寺︵結

は喜んで屋敷を与え︑これが佐渡屋敷な

財をなし︑明治 年生糸改良のためこの

平氏がいたよ︒生糸商として横浜貿易で

このまちで忘れてならない人で江原芳

50

顕寺があって境内には蚕霊供養塔がある

で初めての新町信用組合をつくったんだ

まちに製糸会社天原社を創設︑また前橋

松並木まで三百近くの軽輩士族が並んで

いただけあって︑僅かな商店と農家の他

はほとんど住宅居住者﹂と記されている

よ︒昔の人たちは︑この辺りを高台と呼

んでいたんだよ︒このまちにも五つの古

墳が記録されているよ︒天川二子山古墳

より小型の不二山古墳︑円墳３基などが

あるよ︒古代には立派な豪族がこの付近

にいて︑高い文化を誇っていたようだね︒

そうだね︒では︑次回は中川町・片貝町・

存していきたいね︒

はすごいことだし︑これからも大切に保

物語る古墳や石碑が今でも残っているの

重要な地域だったんだね︒多くの歴史を

ク この３町は古代や江戸期の前橋にとって

おじいちゃん

ボ

おじいちゃん ﹁前橋新風土記﹂には︑
﹁矢田から天川の

よ︒

ク 最後に当時の高田町の様子を見てみたい

赤十字病院があるね︒

よ︒それから︑大正２年に開院した前橋

ね︒
ク 次に当時の新町の様子を見てみたいよ︒
新町に﹁百番供養塔﹂があるよ︒国道
号線の朝日町東交差点を南下したところ
にある小さな十字路に千日堂があり︑
﹁右
江戸 左日光﹂と記されているよ︒昔こ
こが丁字路で天川町の本通りだったん
だ︒南に向かう道はかつて江戸道と呼ば
れ︑もう一本の東に向かう道は野中方面

孝顕寺境内にある「蚕霊供養塔」

ボ
おじいちゃん

ボ

12

天川原町に行ってみよう︒
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

旧町名への旅

中川町
中川
町・片貝
片貝町
町・天川原町

Nakagawa-machi & Katakai-machi & Amagawahara-machi

馬

場

片貝町

22

26

22

前橋赤十字病院
前橋税務署

中川町
松竹院

毛線

けやきウォーク前橋

第五中
天川小

前橋城の高浜曲輪から移された松竹院

R50

JR 両

前橋駅

生涯学習センター
前橋清陵高
前橋商高

県立聾学校

25

41

おじいちゃん 今日は中川町︑片貝町︑天川原町に行って
みよう︒
ボ
ク なんて読むの？
おじいちゃん ﹁なかがわまち・かたかいまち・あまがわは
らまち﹂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 中川町と片貝町は江戸期から昭和 年まで
の町名で︑江戸期は前橋城下町人町の１町
で︑明治 年に前橋町︑明治 年に前橋市
の町名となった︒天川原町は近世では江戸
期から明治 年にかけて天川原村︑近代で
は明治 年から昭和 年まで天川原という
大字名︑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
て昭和 年年から現在にかけて天川原町と
なっている︒
ボ
ク 各まちとも歴史のある町名だったんだね︒
どうしてそういう町名になったの？
おじいちゃん 中川町はまちを横断する江戸道沿いのまち
で︑通路の中央に水路があったからそう呼
ばれたようだよ︒片貝町はまちの北側の馬

22

22

25

26

中川小

川

永寿寺

天川原町

アピタ

場川沿いが低くなっている地形に由来し︑
これを片方だけ峽︵はざま︶を成している
ところからそう呼ばれたようだよ︒天川原
町は旧利根川を天の川になぞらえて天川村
と呼ぶようになったことから︑この付近の
原っぱが天川原と呼ばれたのではないかと
いうよ︒
ボ
ク 中川町や天川原町は名残がなくなってしまっ
たが︑片貝町は自然地形の名残があるので︑
よくわかるよ︒ところでこのまちはどこに
なるのかなぁ︒
おじいちゃん 中川町は先日訪れた百軒町や新町の西側︑
国道 号線を挟んで高田町の北側界隈だね︒
片貝町はそのまた西側で︑国道 号線を挟
んで以前訪れた芳町と田中町の間の界隈だ
ね︒天川原町は前橋けやきウォークや県立
清陵高校︑生涯学習センターのある広い区
域だね︒
ボ
ク 当時の中川町の様子や神社仏閣を見てみた
いよ︒
おじいちゃん ﹁中川小学校百年のあゆみ﹂に﹁当時の中川
町は道の中央に小川が流れ︑杉の木が並木
をなし︑人は川の両側を歩き︑物資運搬の
馬が水を飲み︑馬丁が顔や手を洗うという
のど情景がみられた︒こののどかな風景も
馬車が運行するようになってから川を片側
に移し︑川に併行して道がつくられたと伝
えられる﹂とあるよ︒その中川小学校は明
治７年に寺子屋を仮校舎として創立し︑そ
の後︑教育制度がわが国に導入さ時期でも
あったため︑校名の変更︑合併︑学校の移
転があったようだよ︒それから稲荷社があ
るよ︒１８５４年秋の頃︑ある老人がこの
地に来て︑
﹁当郷に鎮守無し︑これを基にし
て稲荷の祠を建てて鎮守とすべし﹂と︑お
金を置いていった︒その包紙に文治の記名
があったので︑通称文治稲荷といっている
よ︒

ボ

50

ク 次に当時の片貝町の様子や神社仏閣を見て

50

46

みたいよ︒
おじいちゃん 現在の国道 号線は昔︑伊勢崎街道と呼ば
れていて︑まちの真中を通り︑賑やかであっ
たというよ︒この道は前橋城への東入口と
して重要な役目をもった道で︑たいへん︑
くねくねと曲がった道だったようだよ︒そ
れというのも城下町の道の名残で︑城まで
見通せないように曲がりくねっていたんだ
ね︒戦後︑区画整理をする際は大変だった
ようだよ︒城といえば︑幕末に前橋城が再
築されたが︑この時︑本殿を造った大工の
棟梁の倉吉はこのまちの人と言われている
よ︒また中川小学校は先日訪れた中川町に
寺子屋として仮校舎があったが︑最初に建
てられた本校舎は片貝町 番地にあったよ
うだよ︒さらにこのまちに朝日薬師︑別名
芋ッ葉薬師があるよ︒天保の頃︑在の人が
赤城に柴刈りに行くとき︑馬に乗ってここ
を通ると朝日に照らされてピカッと光るこ
とから朝日薬師と言われるようになったり︑
４月と９月の８日が例祭で︑その日は決まっ
て雨が降ったもので︑参詣者は近所の畑に
ある芋ッ葉を傘がわりにして帰ったことか
ら芋ッ葉薬師と言われるようになったとい
うよ︒このまちの出身に市村良平という人
がいて文久年間に生糸商を開業し︑前橋で
も屈指の商人となり︑明治 年には市村社
という製糸工場を創立したというよ︒
ボ
ク 最後に当時の天川原町の様子を見てみたい
よ︒
おじいちゃん 文政４年の﹁上野国群馬郡天川原分間絵図﹂
には︑
﹁天川原村内︑片貝町・十八郷町・榎
町・萱屋町・紺屋町・鍛冶町・白銀町・本町﹂
とあり︑他の古文書にも︑この８ヵ町が天
川原村のうちに記されているんだよ︒この
ことから﹁前橋市史﹂は前橋の城下町を形
成する際︑天川原が何らかのかかわりをもっ
ていたと指摘している︒また︑現在本町に
ある八幡様は︑古くはこの村内に祠られて

いたと伝えられ︑移転後は八幡様の大鳥居
の注連縄は︑天川原から寄進される習わし
があるよ︒現在は八幡神社があり︑御祭神
が鬼子母神であることから安産子育ての守
り神として︑また︑産土神として信仰を集
めているよ︒他に松竹院があり︑高浜山松
竹院梅林寺と号し︑山号からもわかるとお
り前橋城の高浜曲輪にあったものを︑この
まちに移されたんだよ︒田中町に接してい
る永寿寺は松平大和守が姫路在城の時︑僧
日教を開祖とした日蓮宗の寺で︑慶応３年
川越からこのまちに移されたんだよ︒墓地
には五代目嵐寛十郎の墓があるよ︒このま
ちの中には前橋けやきウォークがあるが︑
以前は中島飛行機前橋工場が誘致され︑終
戦後連合軍に接収されキャンプとなり︑昭
和 年ダイハツ前橋製作所が誘致されたん
だよ︒
ボ
ク 今は変わってしまったけど︑昔はのどかな
風景があったり︑江戸期の前橋にとって重
要な地域だったんだね︒そして歴史のある
神社仏閣がひっそりと残されていて︑うれ
しく思うよ︒それにしても今まで旅してき
たまちの一部が何らかのかかわりをもって
いたことを考えると大切な地域なんだと思
うよ︒
おじいちゃん そうだね︒それでは今回で旧町名の旅は終
わりになったよ︒
ボ
ク 寂しい思いだけど︑おじいちゃん︑長い間
ありがとう︒今までボクたちの住むまえば
しのまちを訪れ︑町名の由来や歴史が理解
できたし︑楽しかったよ︒そして︑忘れつ
つある昔の町名を次世代に受け継いでいく
よ︒また機会があったら︑他のまちを旅し
てくれる？

35

ク 楽しみにしているよ︒

機会があったら旅をしよう︒

おじいちゃん 長い間付き合ってくれてありがとう︒また

ボ
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ボクが訪ねたまち
おじいちゃんと

朝日薬師。周囲の芋は見られなくなったものの
当時の面影を残す風情はそのまま
昭和４年当時の中川小学校正門

50

32

19

才川町
萩町

東町飛地

岩神町
国領町

琴平
町

柳町

利

北曲輪町
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あとがき
本書は機関誌 ｢商工まえばし｣ に、36 回にわたってまえばし
の旧町名について連載されたものを一冊の冊子としてまとめたも
のです。
連載にあたり、まえばしのまちを訪れ、その土地の匂いを感じ、
また、文献を調べ、旧町名について探ってきました。既に昔の町
名や風景が失われているものが多い中、まだ現存するものがあっ
たり、その土地の記憶があるため名残があったりしていることを
発見し驚きました。時代が流れ、旧町名をはじめ、昔の面影につ
いて忘れつつありますが、現存するものは保護保存し、なくなっ
たものは大切に次世代に語り継ぎたいと思っております。それは
これから私たちが生きていくために、その土地の先祖の皆様の魂
を受け継ぐ必要があるように思うからであります。
そのために、本書を発行したわけですが、今後少しでもまえば
しの発展に向けて考えるきっかけになれば、これにまさる喜びは
ありません。
ご指導いただいた群馬地名研究会役員の方々並びに会員の皆
様、まちを散策した時にお世話になった皆様、本書の発行を推薦
してくださった前橋商工会議所役員の皆様、原稿に目を通してい
ただき、地図や写真を提供してくださった前橋商工会議所事務局
の皆様に厚くお礼を申し上げます。
平成 23 年７月 2 日
群馬地名研究会

商工まえばし別冊
平成 23 年 8 月 1 日発行
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昭和 37 年 12 月 19 日、東京生まれ、前橋育ち
昭和 60 年 東京農業大学農学部造園学科卒業
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