新修

だ よ
豊田市史 り

ＩＳＳＮ ２４３３−２６４Ｘ

No.

25

押井の磨崖仏

目次
矢作川国役普請をめぐる交渉記録 ―遊佐家資料の紹介― ................................................... ２
『新修豊田市史14 資料編 現代Ⅱ』
が刊行されました ......................................................... ４
豊田市内の石造資料を訪ねて ...................................................................................................... ６
江戸時代の挙母の町 ................................................................................................................... ８
語り継ぐ災害の記憶 ―第34回市史講座から― ..................................................................... ９
刊行案内 .......................................................................................................................................10

矢 作 川 国 役 普 請 を め ぐ る 交 渉 記 録 ―― 遊 佐 家 資 料 の 紹 介 ――

国役普請実施をうけ、天明二年
（一七八二）
には西尾藩・尾張藩寺部陣屋・沼

津藩・中泉代官支配の流域一一三か村により再々願運動が取り組まれます。

ここで取り上げるのは、その際、寺部陣屋役人の佐香
（天明七年に由佐、明

治二年に遊佐と改姓）
七郎左衛門が出府し、青山権田原にある江戸屋敷を拠

七月には猿投山が崩壊するほどの豪雨となり、また安永八年
（一七七九）
、寛

た大水害です。
宝暦七年
（一七五七）
五月の大洪水、
さらに明和四年
（一七六七）

られていますが、この遊佐家記録は、領主側のリアルな動きを示すものとし

領であった米津村の石原家資料
「川浚一件」
をもとに百姓側の動きが取り上げ

この天明二年の再々願運動については、
『西尾市史 一』
でも、旗本久永家

点に対幕交渉にあたった記録です。

政元年
（一七八九）
、文化元年
（一八〇四）
、文化十三年
（一八一六）
、文政十一

て注目されます。

近世後期における市域の災害で特筆されるのは、一八世紀半ばから連続し

年
（一八二八）
にも大規模な水害が生じており、矢作川流域に甚大な被害を及

大原亀五郎正純
（天明騒動で八丈島遠島処分をうける）
の江戸詰手代で、佐香

出府した佐香が、まず川普請工作で交渉を持ったのは、飛騨郡代を務める

このように、ほぼ十年おきに大規模な洪水に見舞われた根本原因は、上流

の親類でもある長谷川良助でした。長谷川の助言をうけ、老中松平周防守の

ぼしました。
部が崩壊しやすい花崗岩帯であるという地理的条件のもと、燃料材の乱伐な

領川東にある寺部領が流域一同に出願したのは
「手違い」
であり、
「挙母川通

公用人・林良蔵や勘定奉行安藤弾正少弼の用人・酒井源蔵らを訪問。さらに、

さて、明和四年の大水害をうけ、同十一月、矢作川流域の一九一か村は、

（挙母藩領）
は至って丈夫に
（国役）
御普請が出来」
ていると
（村々が）
強く申し

ど山地の過剰利用による土砂流出と、その堆積作用による異常な河床上昇が

領主支配を越えた交渉をまとめ、川浚えと堤普請の国役普請を願い出ていま

立て、地頭
（寺部陣屋）
ともども願い出れば普請が受理された筈だが、
「川丈

矢作川への出張経験がある勘定所普請役の若田喜内からは、安永九年、挙母

す
（寺部領含まず）
。国役普請は、領主の自普請が困難な地域の重要河川につ

一同」
として出願した結果、巨額な事業となるため許可されなかった、との

考えられます。

いて、幕府主導のもと、国内同一基準で経費を高割り徴収して行う河川工事

勘定所内部情報に接しています。

一方、再々願惣代である渡合・鷲塚村役人からは、米津村領主・久永家の

簡が不可欠との認識が語られます。

してきたため、国役普請出願は今回初めてであり、幕府に出願時は尾張藩添

なお、佐香からは、これまで寺部領は尾張藩拝借金等による自普請で対応

経費などの総額は百両と見積もられています。

も仮病で断わる計画が練られ、その生活補償として金三十両、手筋への進物

意向で、勘定奉行所の上役や仲間への周旋運動に専念させるため、遠国出張

この若田喜内は、その後妻が佐香の近縁者とも記されており、寺部陣屋の

です。矢作川流域では、明和六年
（一七六九）
はじめ計五回実施されたことが
確認されていますが、その詳細は未だ解明途上にあり、とりわけ尾張藩領で
あった渡辺家寺部領の動きについては要研究です。
この明和四年の嘆願をうける形で破堤普請が実施されますが、河床上昇へ
の抜本対策としての川浚えは行われず、
やがて安永八年の大水害を招きます。
安永水害では、挙母藩領で城内浸水など大きな被害があり、樹木台の高台に
城を移転する契機となりました。
さくそう

この安永八年水害をうけ、錯綜する流域二三六か村が連携して行われた翌
九年の砂浚い国役普請願いも認められず、その後の岡崎藩および挙母藩での
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手筋で、将軍に近侍する側衆・津田日向守信之の用人・浅倉三郎右衛門を通

見解です。しかし、矢作川と向き合う百姓惣代らは、
「一同相済まざる事候

領主との関係を示す貴重な情報を提供しています。国役普請をめぐっては、

はば詮無き事に御座候間、一同相止候より外これ無く」
と納得せず、一同で

結果、佐香としては、尾張藩の添翰や声掛けを要する地頭出願手続きはと

幕府治水政策としての位置づけとともに、広域的な村々の運動を支える地域

じ、勘定組頭・土山宗次郎
（田沼意次辞職後に役儀不正で斬首される）
との関

らず、百姓願書の召喚・吟味の際、
「百か村の願いと相別れ」
寺部領が別段吟

社会のあり方や領主層の動き、普請全般を担いうる各地の普請請負人の存在

の川浚い出願に強く固執する姿勢を見せるなど、国役普請の嘆願運動と幕藩

味となるよう、若田に対し勘定奉行所
「表裏」
の工作を求めます。さらに、土

など、
災害と地域の関係性を探りつつ、
さらに追究していく必要があるでしょ

係が築かれたことを知ります。

山との連携も前提に、勘定奉行の用人・北村文左衛門ほか勘定所役筋からも

う。

（近世部会 副部会長 秋山晶則）

協力を取り付けることに成功しています
（実際は、翌三年に尾張藩添簡をう
け渡辺家出願、四年に国役普請実施）
。
なお佐香は、本来国役普請の適用外である二十万石以上の大大名でも、国
を隔てた小高の飛び地は国役普請対象となる点など、宝暦八年
（一七五八）
国
役普請再開令を中心に若田の指導をうけ、国役普請の適用可能性に自信を深
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めるのです。また、国役普請が実施された場合は、私領出金が三百両、寺部
五千石の国役金二十数両の運用元金二百両、計五百両の準備が必要などと算
盤を弾いています。
一方、久永・津田両家役人を介して依頼をうけた勘定組頭の土山宗次郎は、
見分実施までは約束したものの、普請許可の確約はせず、むしろ流域全体で
願うより、領主単位で別々に出願すれば普請の可能性が高いことを教唆して
います。
この背景には、公儀としての権能を拡大していった宝暦・天明期、幕府治
水政策の基調として、幕府の支出削減とともに疲弊した個別領主の救済策が
あげられます。特に、宝暦八年令では、従来あった分限高制限が撤廃され、
中小領主を対象とする私領願い国役普請が制度化された点が重要です。幕府
支出額が増大する流域全体の一統普請は措置されず、主に私領出金
（高百石
あたり金十両の負担）
と国役金徴収で賄うタイプの私領願い方式が重視され
たのです。
それが、幕府役人や寺部陣屋役人に共有された、領主別に出願すべきとの

国役御普請一件留帳」（遊佐家資料）

「三番

『新修豊田市史

『新修豊田市史

資料編

現 代 Ⅱ 』が 刊 行 さ れ ま し た

資料編 現代Ⅱ』
の概要
資料編 現代Ⅱ』（以下

践していく市民の姿を感じていただけると思います。
矢作川がもたらす
〝縁〟

私は第二章の
「矢作川をめぐる環境保全活動」
を担当しました。直接的な内

容は環境保全にかかわる各種取り組みですが、矢作川が流域住民の間の
〝縁〟

をうみ出すことで、
住民を団結させる役割を担っている点を意識しています。

ダム建設についていえば、私の出身県である岐阜県の揖斐郡徳山村
（当時）
へ

のダム建設が幼少期の記憶として鮮明に残っています。また同じ岐阜県を流

二〇一九
（平成三十一）
年三月に
『新修豊田市史
『資料編 現代Ⅱ』
）
が刊行の運びとなりました。既刊の
『資料編 現代Ⅰ』
の

れる長良川の河口堰建設問題は、自然と生活の共存を考えるきっかけとなり

かこう ぜき

続編となります。五章立てで、おもに以下の内容にかんする資料を扱い、資

ました。こうした体験の多くは矢作川のケースと重なります。

ダム建設反対運動がおこり、またダムによって被る損害の補償が話しあわれ

なによりも、これまでの住民の生活が激変するということです。そのため

・
「第一章 産業と生活を支えるインフラ」…市の交通計画・鉄道とバ

ていきました。
『資料編 現代Ⅱ』
には東加茂郡旭村
（一九六七年から旭町）
が

・
「第二章 地域コミュニティと生活環境」…地域自治・公民館活動・

どんな職業をなさる予定ですか」
について、選択肢を選ぶ形式です。収録し

は
「ダムが出来た場合あなたは住家をどこに建てる予定ですか」
と
「あなたは

実施した
「生活再建についてのアンケート」
用紙を収録しました。アンケート

市民活動団体の変遷・挙母市から豊田市への名称変更・外国人との共

た。

前）
など、各種団体による膨大な数の

ぼうだい

伴う補償要求書」（一九六五年五月）（同

ム対策連盟会による
「矢作ダム建設に

書綴」
歴史六六〇八―四四）
や、矢作ダ

かる
〔文字不明―関口〕
」
の
「規約・要望

土資料館所蔵
「矢作ダム関連事業にか

の要望
（一九六四年十一月）（豊田市郷

議会から建設省矢作ダム調査事務所へ

そのほかにも、矢作ダム対策時瀬協

建設省中部地方建設局に対する旭村や木材業者からの要望も取り上げまし

たのは実施前のものですが、実施済みの用紙も数多く残されています。また

戦後、経済が復興し発展するにつれて交通・環境・少子高齢化・過疎など

年七月豪雨・二〇〇〇年の東海豪雨・防災への取り組み。

・
「第五章 災害体験と防災への取り組み」…伊勢湾台風・昭和四十七

域づくり計画・観光地整備。

ンやＩターン・空き家情報バンク・農山村地域の市民レポーター・地

過疎地域への対応・三河山間地域振興策・若者むけの住宅整備・Ｕター

・
「第四章 中山間地域の人口動向と振興策」…人口減少と少子高齢化・

会体育・図書館。

給食・ものづくり教育・生涯教育・文化活動
（演劇・歌舞伎など）
・社

・
「第三章 教育と文化の拡充」…小中高大および高専の設立・進路状況・

生・トヨタ自動車と地域社会・矢作川をめぐる環境保全活動。

福祉などの問題。

スの整備・道路交通施設の整備・都市計画・保健医療・高齢化社会や

必要に応じてそれ以前の資料も含めました。

料の解説も付しています。
一九五一
（昭和二十六）
年以降の資料が基本ですが、

14

の問題が明るみになります。これらの問題の解決にむかって方策を練り、実

「矢作ダムの碑」（矢作第一ダム）
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14

る住民の叫びといえましょう。生活基盤である就業はもちろん、伝統的な共

これらは、現在の生活が脅かされることへの危機感や将来への不安に対す

れいにする会の陳情、豊田市立大畑小学校の

矢作川活性化対策協議会の発足、矢作川をき

現代Ⅱ』
ではほかにも、豊田市水質調査会や

をキーワードに紹介してきました。
『資料編

同体が破壊されることへの危惧が根底にあるのだと思います。また住民運動

川掃除、豊田加茂ライオンズクラブや矢作川

資料がみつかっています。

は住民の団結力を高めますが、職業選択いかんによっては一所に暮らしてい

漁協などの清掃活動を取り上げています。さ

き ぐ

た住民が引き裂かれてしまうという複雑な面ももっています。

問題となっていきました。
『資料編 現代Ⅱ』
で取り上げたなかでは、岩月鉦

高度経済成長期には、工場排水の垂れ流しなどによる矢作川の水質汚濁も

や文化に対する認識の共有化を意図した取り組み）
、二〇〇二年の
「川と海の

かかわる組織のネットワーク化・流域の環境

立、二〇〇一年の
「川会議」
の発足
（矢作川に

らに、一九九四年の豊田市矢作川研究所の設

一
（矢作川沿岸水質保全対策協議会
〈矢水協〉
会長―一九七九年七月当時）
の

クリーン大作戦」（河川愛護や三河湾浄化の取り組み）
など、自治体や各種団

流域住民による
〝縁〟
の活用

「矢作川の汚濁に関しては、豊田市は半分被害者ですが、あとの半分は加害

体の活動は今世紀に入っても盛んに行われてきました。矢作川がもたらした

（註一）

者なんですよね」
という言葉が印象的です。直接的には汚濁改善に対する豊

〝縁〟
という視点でみると、各活動が点ではなく一本の線でつながっているこ
通史編の刊行にむけて

とが明確に浮かび上がってきます。

田市の消極的な態度を批判したものですが、矢作川が上流・中流・下流で構
成されている以上、どの流域民も加害者になり得ることを指摘したものとい
えます。
「流域は一つ、運命共同体」
というスローガンに通底する発言と理解

れた
「矢作川水源基金による交流企画」
を取り上げました。刈谷市と額田郡幸

その意識を体現する行動として、
『資料編 現代Ⅱ』
では二〇〇五年に行わ

の
〝縁〟
を積極的にいかそうとする市民の姿を随所に感じ取っていただければ

歩みを描いていきます。この三冊を通じて、豊田市がもたらす
〝縁〟
、またそ

代Ⅰ』『資料編 現代Ⅱ』
で紹介した資料をいかしつつ、戦後からの豊田市の

二〇二〇
（令和二）
年度には通史編の刊行を控えております。
『資料編 現

田町の親子と、
受入側である豊田市などとの流域間交流です。早い時期では、

うれしく思います。

できるでしょう。

一九七九年十一月九日に矢水協や西加茂郡藤岡町
（現豊田市）
などが上流・下

ル強化だけでなく、誰もが矢作川の恩恵にあずかっているという感謝の念を

矢作川』
第三二号、一九七九年十一月十五日）
。ここには、矢作川のパトロー

招待して潮干狩りも行っています
（
「矢作川浄化の新作戦 イワシ朝市」『月刊

設定を国や県に陳情したり、監視活動や水質調査を行ったりする活動が紹

足。
『矢作川』
には、農業団体・漁業団体・自治体で構成され、排水基準の

〇〇一―分類Ⅰ―〇三―〇一―〇一―〇〇二）
。矢水協は一九六九年に発

（註一）
豊田市公文書管理センター所蔵
『矢作川』（平成十八年 キャビネット

流住民の交流を目的とする朝市を開催していますし、矢水協は上流の子供を

もつことで、環境の尊さを浸透させようとする姿勢がみられます。矢作川が

介されています。

（現代部会 調査協力員 関口哲矢）

もたらした
〝縁〟
を流域住民が積極的に活用している事例といえます。
以上、ささやかながら私の担当した個所について、矢作川がもたらした
〝縁〟
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2015 年「川会議」の模様

豊田市内の石造資料を訪ねて
はじめに
豊田市指定文化財のうち
「彫刻」
・
「工芸」
に分類されるものには、石仏や石
塔などもその対象に含まれています。それらは旭地区や小原地区に残されて
いるもので、昭和五十年代に町指定文化財とされたものが、合併に伴い豊田

ほうしゅ しゃくじょう

く り か らりゅうおう

ます。宝珠と錫杖を持つ地蔵菩薩立像
（像高六〇㎝）
と、倶利加羅龍王
（像高

七十三㎝、宝剣に龍が絡みつき剣先を呑む姿：不動明王の変化身）
の二体が

彫られています。各像の間に文久三年
（一八六三）
三月吉日と刻まれており、

各像の側には願主の名前も刻まれています。近世に制作されたものですが、

愛知県内の磨崖仏は、この磨崖仏と大鷲院
（新盛町）
にある磨崖仏くらいで、

他に例がなく貴重な作例といえます。

墓」
、
「石燈籠」
ということになります。これらは、普段の生活の中でも時々

今回取り上げる石造資料は、簡単な言葉であらわすならば、
「野の仏」
、
「お

ものです。押井の磨崖仏とは

石仏とともに安置されている

増光寺の境内に三十三観音の

二 増光寺の地蔵菩薩立像
（彫刻）

まんじょう

この石仏の地蔵菩薩像
（像

目にするものではあることから、場合によっては
「これが文化財？」
という印

異なり、こちらは加工した石

高六一㎝）
は、万町町にある

象を持つ方もいるのではないでしょうか。もちろん、野の仏やお墓、寺社の

に仏像を彫ったものです。

市指定文化財となったものです。

石灯籠のすべてが文化財指定を受けているわけではないし、むしろ文化財で

細かな造形は分かりにくいですが、僧形で、両手で蓮の花を持ち、蓮華座に

像の表面は摩耗しており、

ここで紹介する石造資料は、いわばそれが残された地域の歴史を伝える資

立つ姿であらわされています。
寛文六年
（一六六六）
の制作年が刻まれており、

はない対象の方が遙かに多くあります。
料として大切なものと判断された資料ということになるでしょう。
これらは、

地区では最古の石仏ということで、
昭和五十一年に指定文化財とされました。

ほうきょういんとう

キ」
とも呼ばれる樹齢三百年以上

四九〇号沿いに立つ
「押井のケヤ

この磨崖仏は、押井町の県道

それを納めた宝篋印塔を礼

では、
「宝篋印陀羅尼」や、

文）を収めた塔です。仏教

陀 羅 尼 」と い う 陀 羅 尼
（呪

に

のケヤキの巨樹
（豊田市指定文化

拝、供養することで、自身

ら

財・天然記念物）
の根元にある大

の過去・現在の罪障が消滅

だ

宝篋印塔とは、
「宝篋印

きな岩に彫られたもので、昭和

し、苦しみを免れ、長寿を

三 個人蔵の宝篋印塔
（工芸）

いずれも仏教の思想や信仰を背景に制作されたものです。簡単ですが個々の
石造資料を紹介していきましょう。
一 押井の磨崖仏
（彫刻）

五十年に文化財に指定されてい
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は、祝峰寺東屋敷跡から移されたと伝わるもので、桃山時代の武士の墓とさ

二基の宝篋印塔
（高さは向かって左が六四㎝、右が六六㎝）
は、室町時代に作

得られるとされ、信仰の対象とされました。宝篋印塔は、本来お墓ではあり
この宝篋印塔
（大きさ六四㎝）
は、昭和五十七年に文化財指定を受けたもの

られたもので、天王山の裏山から移されたと伝えられています。ともに宇治

れています。宇治石で作られたもので、現在も整った形が残されています。

で、現在は前洞町の集落の墓地の一角に安置されています。京都産の宇治石

石で作られており、構造も完全な形で残されています。

ませんが、墓石や供養塔としても造立されるようになりました。

で作られたもので、天正十八年
（一五九〇）
十一月改易となった市場城主鈴木

せん

最後に取り上げるのは、川

五 薬師寺の燈籠
（工芸）

礎・塔身・笠・相輪の構造がほぼ完全な形で残っています。現在の一般的な

見町にある薬師寺の本堂前

越中守重愛の家老の墓ではないかとも言われています。この宝篋印塔は、基
墓石と比較すると小さく感じられるかもしれませんが、非常に綺麗な造形で

に安置される一対の石燈籠

です。

み

あらわされています。
四 祝峰寺の五輪塔と宝篋印塔
（工芸）

石燈籠は神社仏閣でしば

目的とするものです。薬師

「だるま寺」
としても知られる三ツ久保町の祝峰寺境内には、一基の五輪塔

五輪塔は、下から方形・円形・三

寺 の 燈 籠 は、 元 禄 十 六 年

し ば 目 に す る も の で す が、

角形・半月形・宝珠形を順に積み重

（一七〇三）十月八日に造立

と二基の宝篋印塔が安置されています。ともに昭和五十七年に指定文化財と

ねた形であらわされた塔で、それぞ

されたもので、本堂向かって

その用途は神仏への献灯を

れの形は地・水・火・風・空という

右側は香縄燈籠
（二一八㎝）
、

なっています。

密教の教えに説く、万物を構成する
この形は、密教の根本仏である大

昭和五十七年に文化財指定を受けました。燈籠に刻まれた文字は現在、肉眼

部庄大夫香縄を指し、
内方はその妻です。花崗岩で製作された一対の燈籠は、

か こう

左側は内方燈籠
（二一五㎝）
と呼ばれています。香縄は人名で、上仁木村春日
日如来の姿をあらわすものでもあ

で読むことは難しくなっています。左右とも似たような燈籠に見えるかもし

五大元素をあらわしています。

ります。先の宝篋印塔と同様に本来

以上、豊田市内の文化財指定を受けている石造資料のうち、
「彫刻」
・
「工芸」

れませんが、笠の形状などに違いがみられます。
りませんが、日本では供養塔や墓標

に分類されるものをみてきました。石造資料としては、この他に薬師如来坐

はお墓として作られるものではあ
としても造立されるようになりま

像
（永太郎町）
や宝樹院
（葛沢町）
の仏足石のように
「有形民俗文化財」
として指
定を受けているものもあります。

した。
祝峰寺の五輪塔
（高さ四九・五㎝）
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石造資料というと、愛知県
内では二〇一九年十月に、岡
崎市にある真福寺の参道に置
れ、首が折られるなどの被害

そうしたなか、市史調査の過程で挙母の町の様子を伝える資料がみつかりま

江戸時代の挙母の町の様子を伝える資料は実はそれほど多くありません。

江戸時代の挙母の町

を受けたとの報道がありまし

した。江戸時代に挙母の町年寄を勤めていた吉田家に残された資料で元治

かれた複数の羅漢像が倒さ

た。同年、豊橋市にある十輪

元年
（一八六四）
から慶応二年
（一八六六）
にかけての願書や記録を書き留めた

書がある一方で、酒を一割安く販売したいという願書もあります。町では空

この資料には材料費の高騰のため豆腐・油揚げの値上げの許可を求める願

「町御用向控」
です
（
『新修豊田市史 資料編 近世Ⅱ』
四五号資料）
。

寺で起きた木造地蔵菩薩立像
（鎌倉時代、未指定）
の盗難事件のように、寺堂内に安置される仏像の盗難も
相変わらず各地で多発していますが、寺社に安置される石彫像などの破壊も
度々報じられる内容です。

き家を利用しての芸能興行がおこなわれており、物真似や女浄瑠璃の興行願

こうした願書類の中に、挙母の市の市場法に関するものがありました。市

石造資料は、屋外に置かれている場合が多く、常に風雨にさらされ、そう

地域の歴史を伝える足跡は、日々の暮らしの風景の中に実はたくさん存在

の開催当日は出役のものが見回りをし、騒動や事件が起きないようにするこ

が出されています。また、芝居興行の際は近隣の村から舞台を借りてきて建

しています。そうしたもの一つ一つにも価値を見出すことができたら、故意

とや、事件が起きた場合は町年寄や市係の役人が対処し、その際お礼等は受

した姿にまた趣もありますが、触れられる状態で置かれていることから、当

に傷つけることはできないでしょう。今回紹介した石造資料も彫刻作品、工

け取らないことなどが決められていました。また、商人の場所代についても

てています。

芸品ではありますが、美術・工芸作品とは異なり、ぱっと見て華やかなもの

過分に取りすぎないように決められています。市場法からは市の成立のため

然悪戯などにも遭いやすいことも事実でしょう。

ではないかもしれません。しかし、こうした資料も過去の人々の生きた証で

に町年寄や出役が重要な役割を占めていたことがわかります。

来年度発刊の
『新修豊田市史 通史編 近世』
ではこれまでに見つかってい

商人取締鑑札が出され、市が終了後返却することとなっていました。

た瀬戸物商いの願書もあります。この願いは聞き届けられ、役所から瀬戸物

挙母の市には陶器市もあり、
「町御用向控」
には瀬戸村の者七人から出され

す。機会があれば、こうした石造資料がある場所に足を運んでいただき、そ
の周辺の景色とともに、それぞれの資料が伝えられる地域の中で生きていた
人たちの存在や彼らの祈りに思いを馳せてもらえたらと思います。
（総集編部会 美術・工芸・典籍班 執筆協力員 見田隆鑑）

る資料をもとに豊田市域の江戸時代を描いていきます。お楽しみにしてくだ
さい。

（豊田市史資料調査会 専門員 中島学）

－8－

語り継ぐ災害の記憶
回市史講座から―

第 回 わかりやすい仏教美術の話

いただくとともに、特に災害に焦点を絞り、実際

会場 豊田市中央図書館 参加者 八十名

日時 九月十四日
（土） 午後一時半～四時

や文化施設をめぐって
「とよたの現代」
を体験して
に被災地を訪れ、災害の恐ろしさを疑似的に体験
東海豪雨の際に矢作川からの溢水が顕著だった

―第

講師・演題

平成二十年三月に第一号を発刊した
『新修豊田

藤沢地区では、床上浸水の痕跡が認められ、広範

火事」
から
「明日は我が身」
という変化をもたらし

こうした状況は多くの人びとの意識に
「対岸の

の平畑の姿と併せて、今は見えにくくなった災害

対象ともなった旧小原村の平畑地区では、移転後

昭和四十七年七月豪雨の被災地で、集団移転の

第 回 語り継ぐ災害の記憶

―豊田市の仏像を中心に―」

「コスプレで学ぶ仏像の種類と形

典籍班 執筆委員）

山﨑 隆之 氏
（総集編部会 美術・工芸・

「豊田の仏画入門 ここに注目してみよう」

典籍班 執筆協力員）

鷹巣 純 氏
（総集編部会 美術・工芸・

していただくツアーを企画しました。

市史だより』
も本号で二五号を迎えます。この間

囲にわたって川水が押し寄せたことを肌で感じる

いっすい

にも平成二十三年三月の東北大震災をはじめ、全
ことができました。

たのではないでしょうか。比較的最近に刊行され

の傷跡を被災者の解説を通じてうかがい知ること

こんせき

国各地で大規模な自然災害が発生しました。

た自治体史をひもとくと災害の項目がよく目につ

現代とよた体験ツアー

市民の皆様はすでに災害に対して高い意識を持

会場 小原地区平畑、豊田スタジアムほか

ができました。

『新修豊田市史』
においても多くの巻が災害に

たれていることでしょう。しかし、災害への備え

講師 中根 学氏
（元豊田市職員）

くのも、そうした変化の表れのように思います。
何らかの形で言及していますが、今年度発刊の

に十分ということは決してありません。その一助

日時 十一月二十日
（水） 午前九時～午後四時

『資料編 現代Ⅱ』では、災害について一節をあ

に
『新修豊田市史』
がなることを願ってやみません。

参加者 二〇名

久保 正明 資料調査会専門員

永江 正人氏
（小原歌舞伎保存会会長）

大内 茂樹氏
（元豊田市職員）

て、現市域に強い衝撃を与えた伊勢湾台風・昭和

（豊田市史資料調査会 専門員 久保正明）
●令和元年度の市史講座●

四十七年七月豪雨・東海豪雨にまつわる資料を掲
載しました。
中でも昭和四十七年七月豪雨の被災地は県内で

第 回 矢並湿地と歴史探訪ツアー

伊藤 智子 市史編さん室長

田中 祥雄 氏
（元概要版部会長）

講師 富田 啓介 氏
（自然班調査協力員）

会場 市史編さん室、矢並湿地ほか

日時 六月二十九日
（土） 午前九時～午後五時

32

参加者 二〇名

第 32・33 回市史講座の模様

はほぼ市域に限られ
ており、その意味で
も本市にとって特に
語り継いでいかなけ
ればならない災害と
言えるでしょう。
第三十四回市史講
座は市内のスポーツ

第 34 回市史講座の模様
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33

34

34

『 新 修 豊 田 市 史 』刊 行 の お 知 ら せ

『通史編 古代・中世』
菊 判

販売価格：四〇〇〇円

び
『通史編 原始』『通史編 古代・中世』
の販売を
第四章 鎌倉時代 第五章 南北朝時代

第二章 奈良時代 第三章 平安時代

ヤマト政権の時代

開始します。原始、古代・中世を皮切りに、本年
第六章 室町時代 第七章 戦国時代

第一章

からいよいよ通史編の刊行が始まります。この機
第八章 織豊時代

次回第九回配本として、
『資料編 近代Ⅲ』
およ

会にぜひ一度お手にとって
『新修豊田市史』
をご覧
■購入予約について■

どにある刊行案内リーフレットの申込書を市史編

二月から随時予約を承ります。市役所・支所な

ください。
『資料編 近代Ⅲ』

■既刊も好評発売中■

販売価格：二一〇〇円

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』

Ｂ５判

『資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』／『資料編

考古Ⅱ 弥生・古墳』／『資料編 考古Ⅲ 古

販売価格：四五〇〇円

代～近世』／『別編 美術・工芸』／『別編 建

築』／『別編 自然』

Ａ４判

『資料編 古代・中世』／『資料編 近世Ⅰ 藤岡・

販売価格：四〇〇〇円

さん室にお送りいただくか、市史編さん室にＦＡ

菊 判

小原・旭・稲武』／『資料編 近世Ⅱ 挙母・高

近代Ⅱ』／『資料編 現代Ⅰ』 ／『資料編 現

足助・下山』／『資料編 近代Ⅰ』／『資料編

橋・上郷・高岡・猿投』／『資料編 近世Ⅲ 松平・

Ｘ・メールなどでお申し込みください。

二 道の近代

一 土地と地籍

左記の施設で六月以降に販売します。詳しくは

■直接購入について■

六 風水害と地震

代Ⅱ』 ／『別編 民俗Ⅰ 山地のくらし』／『別

販売価格：四〇〇〇円

編 民俗Ⅱ 平地のくらし』／『別編 民俗Ⅲ

民俗の諸相』

菊 判

豊田市史編さん室

三 河川とその利用 四 用水の開削と利用
五 山と生業

『広報とよた』
、市史編さん室ホームページなどで
ご確認ください。

七 主要神社の近代 八 歴史地理書の編さん
九 生活の記録

■
『新修豊田市史』
取り扱い施設■

十 近代の石造物・記念碑

十一 人口と人の移動

市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）

令和二年二月発行

『新修豊田市史だより
 』第 号

豊田市教育委員会

文化財課 市史編さん室

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

E-Mail:shishihensan@city.toyota.aichi.jp
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で検索！

／民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発見
館
（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一部書店

予約申し込み・問い合わせ

25

『通史編 原始』
販売価格：四〇〇〇円

回配本
9

菊 判
第一章 人々の活動の舞台と痕跡
第二章 豊田のあけぼの

［左］猿投神社文書（猿投神社蔵）［右］伊保郷印

第

2020.1

市郷土資料館、近代の産業とくらし発見館、民芸館、
市史編さん室、中央図書館、市内一部書店
販売
場所

第三章 定住生活のはじまりと土器文化の展開
第四章 稲作農耕社会の形成と発展
第五章 古墳を築いた時代

弥生時代中期の土器群（ 川原遺跡出土 ）

豊田市 史
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