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第１章 磐梯町における歴史的風致をとりまく状況 

 

1-1 自然的環境 

 

1-1-1 位置 

磐梯町は会津盆地北東部の山沿いに位置し、磐梯朝日国立公園内にある磐梯山をはじめ

とする厩嶽山
うまやさん

、猫魔ヶ岳
ねこまがたけ

など山々の裾野に扇状に広がり、豊かな自然と名水に恵まれた町

である。東は猪苗代町、西は喜多方市、南は一級河川日橋
にっぱし

川を隔てて会津若松市、北は北

塩原村に接している。 

町域は東西 13.42ｋｍ、南北 8.4ｋｍと東西に長い扇型で、総面積 59.70ｋ㎡のうち６割

強が森林で占められている。磐梯地区に中心集落が形成されているほかは、阿賀川水系の

小屋川、滝
たき

尻
じり

川、大谷
おおたに

川の河岸と、山あいの平地に集落が散在している。 

 

 
 

図 磐梯町の位置 
出所）磐梯町  
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1-1-2 気候 

磐梯町の気候は、日本海型で、年間平均気温は 10℃前後で夏期は比較的しのぎやすい一

方、冬期は平均 150ｃｍもの積雪のある特別豪雪地帯である。年間降水量は、1,400㎜程度

で６月～９月が多く、年間降水量の約４割がこの季節に集中している。 

また、会津盆地に属する平坦部は、昼夜の寒暖の差が大きく盆地特有の気象条件となっ

ている。 

 

 

 
図 磐梯町周辺の平均気温 

（昭和 56年（1981）～平成 22年（2010）の平均） 
出所）若松特別地域気象観測所 

 

 
図 磐梯町周辺の平均降水量 

（昭和 56年（1981）～平成 22年（2010）の平均） 

出所）若松特別地域気象観測所 
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1-1-3 地形・地質 

磐梯町は、磐梯山および猫魔ヶ岳の山麓の南斜面に位置しており、最高点は磐梯山の山

頂で標高 1,816ｍ、最低点は会津盆地の一端で標高 200ｍと高低差が大きく、南西方に単斜

する地形をなしている。平坦地は会津盆地から一級河川大谷川沿いに連なる南部の地域に

限られている。 

また、磐梯町周辺の地質をみると、磐梯町の北部は、磐梯山火山噴出物、火山麓扇状堆

積物、猫魔火山噴出物から構成されているが、大谷川に沿った地域は河床、段丘及び湿原

堆積物から構成されており、この部分に市街地と農地が形成されている。 

 

図 磐梯町内における主な標高及び地形概況 

図 地形断面図 

出所）磐梯町 

猪苗代湖 
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図 磐梯町周辺の地質 

出所）国土地理院 火山土地条件図 
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1-1-4 河川・堰 

磐梯町は、磐梯山麓の南面を並行して南流する多くの河川が存在している。主要河川で

ある大谷川は、磐梯山を水源とし、町域を東方から西方に横断するように流れ、町内の磨上
すりあげ

川、滝尻川、小屋川、 祓
はらい

川、花川などを支流に持つ。また、同町西部の喜多方市との境界

近くで日橋川に合流している。 

大谷川沿いは、町内では比較的平坦であり、同町の中心部である大寺
おおてら

地区、本河川が地

区名の由来とされる大谷地区等の集落が存在している。付近の交通路であるＪＲ東日本磐
ばん

越
えつ

西線
さいせん

、福島県道７号猪苗代塩川線なども本河川周辺を経由している。 

大谷川の下流には、周辺に水田、畑地などの農地などが広がっている。大谷川は、1600

年代頃から灌漑
かんがい

用水の中心として利用されたとの記録がある。また、大谷川やその支流の

谷川の水量が限られていることから、猪苗代湖から発する日橋川の水を利用する必要があ

り、宝永３年（1706）には、会津藩の命によって布藤堰
ふとうぜき

が開削された。この他にも南流す

る河川を東西につなぐために北堰が開削されるなど、町内には多数の堰
せき

が存在する。 

また、支流には“ふくしまの水三十選”に選定されている不動滝（蛇追ヶ滝）などの滝

がある。 

 

図 磐梯町の川と堰 

出所）磐梯町 
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1-2 社会的環境 

 

1-2-1 行政区域の変遷 

磐梯町の行政区域は、過去２回の大きな変遷を経て、現在の範囲となった。最初は、明

治８年（1875）に若松県令によって町村の改称分合が行われ、更科
さらしな

村、磐梯
ばんだい

村、大谷
おおたに

村、

赤
あか

枝
えだ

村が誕生した。次いで、明治の町村大合併の時期にあたる明治 22年（1889）に、上記

の４ヶ村が合併して現在の範囲となった。 

その後、昭和の大合併、平成の大合併の際には、合併は行われず現在に至っている。 

 

表 磐梯町の行政区域の変遷 

明治８年

（1875）以前 

明治８年（1875）

～22 年（1889） 

明治 22年

（1889）以降 

磨上新田
すりあげしんでん

村 

更科村 

磐梯町（昭和

35年（1960）

に磐梯村から

磐 梯 町 に 移

行） 

布藤
ふ と う

村 

源橋
げんばし

村 

一ノ沢
いちのさわ

村 

大寺村上分 

磐梯村 大寺村下分 

本寺
もとでら

村 

入倉
いりくら

村 

大谷村 
上西連
かみさいれん

村 

下西連
しもさいれん

村 

落合
おちあい

村 

赤枝村 赤枝村 

出所）磐梯町史等に基づき作成 
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図 昭和 35年（1960）合併前の旧町村位置図 

出所）磐梯町 
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1-2-2 人口・世帯構成 

本町の総人口は、平成 22 年（2010）10 月現在で 3,761 人であり、昭和 60 年（1985）の

4,391 人から継続して減少傾向を示している。一方、世帯数は昭和 60 年（1985）の 1,103

世帯から増加し、平成 17年（2005）に 1,160世帯となったが、平成 22年（2010）には 1,131

世帯と微減している。ただし、１世帯あたりの人口は一貫して減少傾向を示している。 

また、年齢構成をみると、男性の場合は 60～64歳、女性の場合は 55～64歳と 75～84歳

にピークがあり、高齢化が進行している。40 歳代までの人口は総じて少なく、今後も人口

減少が見込まれる。 

こうした中で、町の活力を維持するためには、産業振興や住宅の提供などを通じた定住

人口の確保が課題となっている。磐梯町振興計画では、平成 34年（2022）の目標人口を 3,800

人、目標世帯数を 1,250世帯として、まちづくりに取り組んでいる。 

 

 

図 磐梯町の人口及び世帯数の推移 

出所）国勢調査 

 

 

図 磐梯町の年齢別男女別人口の構成（平成 24年（2012）４月 1日現在） 

出所）磐梯町 

  

単 位 ： 人 、 世 帯 



 

 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
15 

1-2-3 産業構造 

平成 22年（2010）の国勢調査によれば、磐梯町の昼間人口は 4,640人であり、昼夜間人

口比は 123.5 と 100 を上回る。これは、磐梯町が昼間の活動の中心として周辺地域から人

を集め、雇用の中心となっていることを示している。磐梯町への通勤者の居住地をみると、

会津若松市が多く、喜多方市、猪苗代町と続いている。 

 

 

図 磐梯町への通勤・通学者数（平成 22（2010）年） 

出所）国勢調査 

 
表 磐梯町の従業者数の居住地（平成 22（2010）年）

 
出所）国勢調査 

  

区分 従業者数 構成比

磐梯町の従業者数 2,825 100.0%
07407磐梯町に常住 1,000 35.4%

07201 福島市 1 0.0%
07202 会津若松市 1,082 38.3%
07203 郡山市 11 0.4%

07205 白河市 2 0.1%
07207 須賀川市 1 0.0%
07208 喜多方市 265 9.4%

07362 下郷町 6 0.2%
07402 北塩原村 14 0.5%
07405 西会津町 3 0.1%
07408 猪苗代町 244 8.6%

07421 会津坂下町 62 2.2%
07422 湯川村 28 1.0%
07423 柳津町 6 0.2%

07447 会津美里町 87 3.1%
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図 磐梯町町内生産額の推移 

出所）福島県市町村民経済計算 

 

 
図 磐梯町業種別町内生産額（平成 24年（2012）度） 

出所）福島県市町村民経済計算 
 

（１）商工業 

磐梯町が、周辺地域の雇用中心としての役割を果たすようになった要因は、町内の主要

企業であるカメラレンズ製造工場が、平成 18 年（2006）に工場を拡張したことが大きい。

町内生産額の推移をみると、平成 17 年（2005）度から平成 19 年（2007）度にかけて、生

産額が大きく増加している。平成 21年（2009）の統計では、磐梯町に立地する産業の業種

は製造業に特化しており、工場拡張が町の経済構造に大きな影響を与えたことが窺われる。 

平成７年（1995）の製造業の事業所数は 21 事業所であったが、産業の縮小などにより、

平成 22 年（2010）には 12 事業所に減少している。町内の商店も昭和 54 年（1979）は 70

店だったのが、高齢化や人口の減少、近隣への大型ショッピングセンター出店などの影響

で、平成 19年（2007）には 37店にまで減少している。  
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図 産業別就業者数 

出所）国勢調査 

 

（２）農業 

本町は、会津盆地東北部の山沿いに位置し、北は磐梯山をはじめ猫魔ヶ岳、その他の山々

を境に近隣市町村と隣接する山間高冷地である。土壌の性質は、磐梯山の噴火による黒色

火山灰質土壌の黒土及び赤土が多くみられ農業に適している。また、湧水等を利用した堤

や堰の開削による農業用水の確保により、新田開発が行われ、栽培作物は水稲が主となっ

ている。担い手を中心として高収益性の作目を導入し、地域としての産地化を図っている。 

水田は、傾斜度が４°～８°のものがほとんどで、西へ傾斜しながら階段状に作られ、

標高差を持つ水田に適した堰が開削されてきた。経営の近代化を図るために、昭和 40 年

（1965）代から平成４年（1992）度までに土地基盤整備事業等を実施し、区画整理、暗渠

排水、客土、農道、排水路が完備された。土地利用型農業の推進により、農業経営の規模

拡大と安定が図られている。経営類型としては、基幹作物は水稲であるが、町全体が東西

に傾斜していることから、東・中・西部の３地区に区分され、東・中部地区では「ひとめ

ぼれ」、西部地区では「コシヒカリ」を中心に作付けを行っている。 

適地適作に応じた栽培暦による畑作物においては、施設園芸作物を取り入れた複合経営

が東部地区を中心に定着しており、ホウレンソウ、生食トマト、アスパラの栽培が行われ

ている。特に、法正尻地区で栽培されているホウレンソウは、高所高冷地の条件を利用し、

「法正尻ホウレンソウ」としてブランド化されている。西部地区ではリンゴ栽培が多く見

られ、ジュース・ゼリー等の加工品の生産も行われている。なお、生産調整及び遊休農地

解消の一環として土地利用型作物である、そばの栽培が町内全域で行われ、毎年そば祭り

を開催するなど町の振興作物となっている。 

平成 21年（2009）８月には「道の駅ばんだい」の開所に合わせ、町が主体として実施し

ている磐梯町パイプハウス等園芸施設管理運営事業により、天候に左右されない施設栽培

が可能となり、収穫物の規格統一と品質の向上が図られた。これにより、生産者が「道の

駅ばんだい」において、直接農産物を販売するという新たな販売方式が推進され、多種施

設園芸作物の生産や規模拡大へと発展し、農業振興の一翼を担っている。 
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【磐梯町の特産品】 

①米 

周囲を山に囲まれた会津盆地は、寒暖の差が大

きく、空気は清涼で、磐梯西山麓湧水の豊かな水

が米づくりに最適な土壌を作り上げる。作付され

ている品種はひとめぼれが多く、秋には金色に輝

く田園風景が一面に広がる。 

 
 

②酒 

本町では、磐梯山麓の豊かで豊富な伏流水を用

いて、古くから酒造りが行われてきた。日本名水

百選にも認定されている磐梯西山麓湧水群の名水

には、ミネラル分が適度に含まれ、程よい硬度は

酵母の活動に最も適しているほか、原料となる米

作りにも生かされている。町内には明治半ばに創

業された伝統の酒蔵があるほか、近年この名水を

求めて町内に工場を移転した酒造会社もある 

 
 

③ホウレンソウ 

法正尻地区は標高 520ｍの磐梯山の麓に位置す

る冷涼な地区であり、ホウレンソウが品薄になる

暑い時期に長期間にわたって収穫を行っている。

ミネラルをたっぷり含んだ「黒ボク」と呼ばれる

土で栽培されており、味や栄養価の高さも評価さ

れている。平成 22 年（2010）度には、福島県から

土づくりや減化学肥料・減農薬などの環境にやさ

しい栽培に取り組む農業者に認定される「エコフ

ァーマー」の認定を地区全ての農家が受けた。  
 

④そば 

一面に広がる秋の白いそば畑は磐梯町の景色の

歳時記である。磐梯高原の気候風土が美味しいそ

ばを育てる。地元そば粉 100%と名水百選の清冽な

湧水を使用し、熟練したそば職人がみごとな技で

挽き、打ち、ゆでる手打ちそばは絶品である。 
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（３）観光 

本町は、日本名水百選にも選定された「磐梯西山麓湧水群」を有する日本でも有数の名

水の里である。その水は、人、作物、そして歴史を育み、様々な恩恵をもたらしている。 

 町民自らがイベントを企画・運営を行い、地域の活性化や交流人口の拡大を目指すイベ

ント実行委員会では、磐梯町駅東口の芝桜の満開の時期に実施される「町民ふれあいイベ

ント」や、帰省者や観光客と共に踊る「ばんだい納涼盆踊り」を開催しており、手作りの

イベントとして定着している。 

 また、町内産のそば粉と水を贅沢に使った「新そば祭り」は、県内はもとより全国各地

からそばファンが訪れ、紅葉と共に新そばを堪能する。 

史跡慧日寺跡金堂において開催される「春の雅楽」や「朔月の琵琶」「ともし火と仏教声

楽の夕べ」は、復元された金堂と中門の雰囲気のなかで音楽を楽しむ観光客でにぎわう。

さらに平成 27年（2015）から開催されたライトアップイベント「月待ちの灯り」では、金

堂と中門のライトアップの他、約千個の灯籠が史跡慧日寺跡を彩り、幻想的な空間を作り

出し、地域住民の他多くの観光客が訪れた。地域住民の精神的な拠り所となっていた慧日

寺は、今日においては町民や周辺地域の人々が多様な文化に接することができる交流の場

となっており、季節の移ろいとともに繰り広げられ、住む人に誇りと訪れる人に感動を与

える春夏秋冬の晴れ舞台となっている。 

  

磐梯町駅ふれあいイベント 
 

ばんだい納涼盆踊り 
 

  
磐梯新そば祭り ライトアップイベント「月待ちの灯り」 
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本町の観光客数は、平成 17年（2005）頃は約 40万人で推移してきたが、平成 21年（2009）

の「道の駅ばんだい」の開設に伴い増加傾向を示している。東日本大震災のため平成 23年

（2011）は減少したが、その後増加の兆しが見られる。 

広域的にみると、県内の主要観光地である磐梯猪苗代地域にあって、「道の駅ばんだい」

や「アルツ磐梯スキー場」などの観光地は、高い集客力を示しており、地域の集客交流拠

点としての役割を果たしている。特に、平成 21年（2009）に設置された「道の駅ばんだい」

の集客力は高く、年間 100 万人近い集客力がある。ただし、磐梯山慧日寺資料館等のその

他の観光地は、年間１～２万人程度に留まっている。 

 

表 磐梯猪苗代地域の観光客入り込み状況（平成 25年（2013）） 

 
出所）福島県観光入り込み状況 

 

表 磐梯町の入り込み観光客数 

年次 
磐梯山

登山者 

おおる

り公園 

磐梯山

慧日寺

資料館 

アルツ磐

梯スキー

場 

スパア

ルツお

おるり 

メロー

ウッド

ゴルフ 

道の駅

ばんだ

い 

合計 

平成 17年 21,084  21,414  4,676  288,733  64,347  11,136    411,390  

平成 18年 18,307  22,327  4,366  247,997  51,471  13,271    357,739  

平成 19年 20,861  22,847  5,284  271,220  63,534  12,444    396,190  

平成 20年 17,295  22,283  69,171  252,958  60,327  13,321    435,355  

平成 21年 23,734  21,374  28,731  212,172  55,226  12,104  524,633  877,974  

平成 22年 19,399  19,561  19,546  185,821  48,055  13,207  877,780  1,183,369  

平成 23年 16,992  9,730  11,641  133,574  26,465  12,330  817,995  1,028,727  
平成 24年 14,712  12,313  11,175  146,517  - 14,899  875,182  1,074,798  

平成 25年 14,444  14,715  9,718  149,288 - 16,272  953,113 1,157,550 

平成 26年 13,810 12,595 9,748 154,461 - 17,877 974,159 1,182,650 

※スパアルツおおるりは、東日本大震災の影響により平成 24年（2012）より休業 

 

 

 

 〈磐梯・猪苗代〉  （単位：人）

順位 市町村名 観光種別 調査集計地点 25年

1  北塩原村  自然  磐梯高原 2,157,506

2  磐梯町  その他  道の駅ばんだい 953,113

3  猪苗代町  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ  長浜 256,187

4  猪苗代町  都市型観光-買い物・食-  世界のガラス館 217,300

5  猪苗代町  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ  志田浜 216,856

6  北塩原村  その他  道の駅裏磐梯 194,277

7  猪苗代町  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ  猪苗代スキー場 171,358

8  猪苗代町  歴史・文化  野口英世記念館 165,559

9  北塩原村  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ  グランデコスノーリゾート 156,560

10  磐梯町  ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ  アルツ磐梯スキー場 149,288
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1-2-4 交通 

磐梯町の交通は、町の中央に走る福島県道７号猪苗代塩川線、町の中心を南北に走る福

島県道64号会津若松裏磐梯線、その間を蛇行する形で東西にのびるＪＲ東日本磐越西線が

基幹をなしており、郡山市、会津若松市と磐越自動車道、ＪＲ東日本磐越西線で結ばれて

いる。町域の南端を磐越自動車道が横断し、磐梯山サービスエリアが町内にある。町内に

インターチェンジは存在しないが、磐梯河東インターチェンジが至近の位置にある。 

また、観光道路である磐梯山ゴールドラインは本町を起点として裏磐梯まで接続してい

る。 

鉄道は、ＪＲ東日本磐越西線が東西に走り、町内には磐梯町駅がある。会津若松市に隣

接しており、経済的な結びつきが強い。 

会津盆地に連なる平坦な部分には、猪苗代を経て会津若松と二本松（奥州街道）を結ぶ

二本松街道（下街道）が整備された。磐梯町の旧大寺宿は、会津若松市と猪苗代町のほぼ

中間地点に当たることから、休憩や昼食をとるための宿場として発展した。現在、二本松

街道（下街道）の道筋は、磐梯町付近までは福島県道64号会津若松裏磐梯線、そこから猪

苗代町付近までは福島県道７号猪苗代塩川線がほぼ近い経路をとる。ＪＲ東日本磐越西線

も近い経路を通っている。 

 

図 磐梯町の交通 

出所）磐梯町 
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1-2-5 土地利用 

国土利用計画（磐梯町計画）によれば、土地利用の状況（平成 20年（2008）：基準年次）

については、森林が 64.1％、農用地が 12.8％、道路が 4.4％、水面・河川・水路が 2.3％、

宅地が 2.9％、原野が 3.4％、その他 10.0％となっている。これを県と比較すると、森林の

割合が低く、農用地の割合が若干高くなっている。磐梯山および猫魔ヶ岳の山麓の南斜面

に位置していることから、町土の大半は森林で占められているが、山々の南山麓を扇状に

広がる丘陵地や山麓の湧水を水源とする一級河川の大谷川に沿って、農用地や宅地が存在

している。 

また、平成 10 年（1998）から平成 20 年（2008）までの町土利用の推移をみると、農用

地や森林などの自然的土地利用が減少している一方、道路や住宅地などの都市的土地利用

が増加している。 

なお、北部山岳部の山頂から標高700ｍ付近までの区域は、水源涵養保安林区域に指定さ

れ、無秩序な開発が規制されている。保安林とほぼ重なるように、磐梯朝日国立公園区域

に指定されている。 

 

 
図 磐梯町の土地利用現況（平成 24年（2012）） 

出所）磐梯町 
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1-3 歴史的環境 

 

1-3-1 原始時代 

磐梯町内からは、およそ 8000年前の縄文時代早期に遡って、人々の活動の痕跡を示す遺

跡が各所で発見されている。現在町内で確認されている最古の縄文土器は、観音谷地
かんのんやぢ

遺跡

で発見された押型
おしかた

文
もん

である。押型文とは軸のような細い棒に文様を彫り、この棒（原体）

を土器表面に回転して施文したものである。観音谷地遺跡の押型文の類例は東北一帯から

北関東の一部に分布しており、県下では早く浜通り地方で発見され、縄文を地文とする土

器の伴出も明らかになっていたが、観音谷地でも同様に縄文のある土器を伴っている。  

 また、町の南東部に位置する法正尻集落周辺の畑地・原野・山林などからは多量の土器・

石器などの出土が知られていた。磐越自動車道建設に伴って一部の発掘調査が行われた結

果、法正尻遺跡は本町の最東部から隣接する猪苗代町にかけて広がりをみせ、130軒もの竪

穴住居跡のほか多数の貯蔵穴などが検出され、縄文時代中期を中心とする大集落であった

ことが確認されている。遺物の出土状況も極めて良好であり、約 27万点にも及ぶ出土品の

中には、完形の縄文土器をはじめ、ヒスイ

製大珠などの装飾品類、土偶・柱状土製品

などの祭祀遺物も出土し、豊かな縄文人の

生活がしのばれる集落遺跡となっている。

法正尻地区は、多数の石錘の出土をみた猪

苗代湖北岸の蟹沢遺跡に近く、また法正尻

―三本木、法正尻―布藤の両町道に沿って

多量の遺物の出土が確認されていること

から、この一帯は当時文化の集積地となっ

ていたことがわかる。 

 

  

 

法正尻遺跡から出土した土器 
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1-3-2 古代 

古墳時代には、大和朝廷と関係を持ち、東北地方で一級規模の古墳を造営する勢力を有

した豪族が、４世紀頃会津にいたことが明らかになっている。会津国造の名は文献に見え

ないものの、それに相当するような豪族であった。 

その後この地域は、万葉集に詠われる「会津嶺の国」の郷として発展し、平安時代には

磐梯山頂に磐梯明神を奥の院として祀り、

会津地方の拠点として隆盛を誇った慧日

寺を中核とする山岳信仰の拠点となった。 

 慧日寺の開創は、会津地方に本格的な

寺院建築や仏像彫刻、仏教思想をもたらし、

会津仏教文化繁栄の礎を築いた。慧日寺は、

越後の 城
じょう

氏と手を結び、武力で熊野新宮

や高寺を滅ぼしたほか、律令制の崩壊に伴

って地元の豪族が寄進する土地を集積し、

寺領を拡大していった。最盛期には、子院

3,800 坊、会津四郡の大半は寺領となって

おり、18万石に及んだ。 

やがて、密教的な要素が人々の心を強くとらえ、時代が密教を渇望するようになると、

慧日寺は、平安後期には台密系寺院へ、そして、永仁年間頃に真言宗へと転じた。慧日寺

の開祖を弘法大師とする説は、慧日寺が真言宗へと転じたことに起因する。しかしながら、

依然として慧日寺が会津仏教文化の中心であることに変わりはなく、長く人々の精神的な

支柱であり続けた。 

全盛期の慧日寺は、金堂や中門を有し、周辺には多くの院坊が存在し、一大仏教都市の

様相を呈していた。鮮やかな朱色に彩色された仏堂は、それまで自然と調和して生活して

いた人々にとって驚きをもって迎えられ、その教義の高度さのみならず、視覚的にも、ま

ぎれもなく燦然
さんぜん

と輝く仏教の先進都市となった。現在の本寺地区において、慧日寺に向か

って真っすぐに延びる参道は、慧日寺の伽藍の発展と共に形成されていったものである。 

 

  

 

発掘調査後の慧日寺跡中心伽藍 

中軸線 

中門跡 

石敷き広場 

金堂跡 
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なお、この時期に根付いた厩嶽山
うまやさん

参りも、山

岳信仰に根付いた儀礼である。機械化前の厩嶽

山参りは、南会津地方を除く会津地方全域と郡

山市湖南地区の馬を飼っている農家の人々が馬

の無病息災、安全守護、豊作祈願の福徳を願い

厩嶽山観音堂へ馬を登らせる信仰の深い伝統の

ある儀礼で、旧暦６月 16日夕刻に始まり、会津

一円はもとより郡山市湖南や安積郡からの参拝

者を出迎えるために、地元源橋行政区青年団が

豊年踊りを披露して歓迎していた。機械化によって馬が減少して以降、祭礼の規模は縮小

しながらも、厩嶽山祭りとして現在においても行われている営みである。 

またこの時期には、豊州（福岡県・大分県）から大伴家が会津に入り、磐梯山を中心と

した修験道も発達した。 

養和元年（1181）慧日寺衆徒頭の乗 丹 坊
じょうたんぼう

が越後の城氏を助け会津四郡を引き連れ信州

横田河原に出陣したが、木曽義仲に敗れ戦死した。さらに、武家社会の到来などによる影

響を受けて、慧日寺の支配力は衰微していった。 

 

 

 

 

  

 

厩嶽山祭り 
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1-3-3 中世 

中世の磐梯町は、慧日寺やその他の領主によって、開発されていった。慧日寺が実質的

に会津の領主としての役割を果たしていた時期は確かにあった。当時の慧日寺による支配

地域は、末寺の分散から見ると、会津の領主であった佐原盛連
さはらもりつら

の６人の子が後に支配した

地域とほぼ一致する。『新編会津風土記』による限り、山ノ内氏・河原田氏・長沼氏が領し

た地域には慧日寺の末寺はない。 

慧日寺が存在する本寺には、磐梯町域でも古くから村落が形成されていた。磐梯町域の

道路は、自然発生的に曲がりくねっているが、慧日寺への参道だけは、ほぼ直線であり、

参詣人や修験僧達の出入もあって、慧日寺の隆盛と共に門前町的に発達した。中世に描か

れた「絹本著色恵日寺絵図
けんぽんちゃくしょくえにちじえず

」をみると、羽黒、白山などの修験の社が祀られており、修験

道が大きく発達していたことが読み取れ、地元に強く根付いていたことが窺える。仏教寺

院の慧日寺は、磐梯山を奥の院として信仰し、一大修験の拠点となっていたのである。寺

内には観音院、龍 宝 院
りゅうほういん

（龍宝寺）などの諸院があって、それぞれの活動をしていた。 

本寺の次には、修験僧の入峰との関係から、入峰の経路上に現在の集落が形成され、続

いて、摺上原の合戦に蘆名
あしな

勢が一夜を明かした部落が形成された。天正 17年（1589）６月

４日の夜から５日未明にかけてであるが、蘆名の軍勢は「源橋、一ノ沢、布藤に溢れた」

と記録されているから、これらは既に村落として成立していたとわかる。 

『新編会津風土記』を参考にすると、落合は応安元年（1368）には既に存在し、また、

西連の宝珠寺は慧日寺の末寺で大永年間（元年は 1521）には聖意
しょうい

という僧が住んでいたこ

とから、開村はその前である。赤枝の赤竜寺は黒川（会津若松市）の自在院の末寺で開基

年が不明であるが、永禄４年（1561）に永蔵
えいぞう

という僧が住んでおり、既に村落が存在して

いた。 

さらに、入倉の阿弥陀堂は慧日寺の末寺で、文禄年間（元年は 1592）に、玄海という僧

が住んでおり、これも中世に開けていたことが確実である。また、『新編会津風土記』が「新

田」と記しているのは沼田・長峯・磨上・横
よこ

達
だち

・大 曲
おおまがり

・塩ノ原
しおのはら

・石生
いしゅう

であるが、磨上が

寛永２年（1625）、横達と大曲が寛永 17年（1640）、長峯が寛文元年（1661）に開かれたが、

その他の村落については年号・年次の記録がない。 
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表 会津の領主変遷 

1-3-4 近世 

（１）領主の変遷 

天正 17 年（1589）、伊達氏の侵入により会津は約 400 年間にわたる蘆名氏の領有が終わ

る。それに引き続く豊臣秀吉の支配と奥州仕置（天正 18年（1590）に行なわれた、秀吉に

よる東北地方における改易・減封・新封・安堵などの領土再編）など、戦国期から近世へ

と時代が移行する中で、会津一円はかつてない受難のときを迎えた。郷村はふみにじられ、

古代以来仏都会津の中心寺院であった慧日寺の堂塔伽藍も灰燼
かいじん

に帰した。すなわち、慧日

寺を中心とした本寺・大寺の一帯は、伊達・蘆名の合戦に際し、伊達軍勢の侵攻路にあた

り、戦火を被った慧日寺は壊滅的な打撃を受け、以後盛時の大伽藍が復興されることはな

かった。 

一方、郷村は、その後豊臣、徳川の支配によって新しく秩序立てられ、本寺・大寺など

も門前町的要素を払拭して近世の郷村として成長していくことになった。近世以降、保科
ほしな

氏

が入部するまでの領主の変遷は、以下の通りである。 

 

領主 期間 石高 期間 

蘆名氏 
自 文治５年（1189） 
至 天正 17年（1589）まで 

- 400年間 

伊達氏  
自 天正 17年（1589）6月 
至 天正 18年（1590）7月 

- 1年 2か月 

蒲生氏 
自 天正 18年（1590）8月 
至 慶長 3年（1598）2月 

91万石 7年 7か月 

上杉氏 
自 慶長 3年（1598）3月 
至 慶長 6年（1601）8月 

120万石 3年 9か月 

蒲生氏 
自 慶長 6年（1601）9月 
至 寛永 4年（1627）1月 

60万石 25年 5か月 

加藤氏 
自 寛永 4年（1627）5月 
至 寛永 20年（1643）5月 

40万石 16年間 

保科（松平）氏 自 寛永 20年（1643）8月 23万石 - 

 

将軍秀忠の庶子で、家光の異母弟にあたる正之は、信州

高遠
たかとお

藩主保科氏の養子となり、３万石の高遠藩を相続したあ

と、寛永 13 年（1636）最上（山形）へ国替えを命ぜられ、

20 万石の大名になっていた。寛永 20 年（1643）には、若松

への転封を命ぜられ、本領 23 万石のほかに天領（御蔵入）

と５万石余を私領同然に預けられ、28万石の領地を任せられ

た。 

正之の立場は、先に将軍家光から「幕府に参加して自分の

 

保科正之の肖像画 

出所）福島県立博物館 



 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
28 

補佐役になるように」と命ぜられたほどであり、会津入部に当たって外様の多い東北諸藩

の重鎮、幕府の要として水戸・尾張・紀伊の御三家に次ぐ家門の大名となった。さらに、

保科家伝の家宝その他を保科氏本来の後継者に譲り渡したことによって、正之は信州保科

氏の正統ではなくなり、幕府の大名づくりの一環として徳川一門の大名として保科氏とな

り、３代目からは松平氏となる会津藩が創りだされた。 

この頃慧日寺は、藩主の庇護
ひ ご

を受けつつ、中世的な色合いを失いながら、年間行事や雨

乞いを行うなど、民衆生活に結び付いた近世寺院に変わっていった。民衆生活に結びつい

た信仰を下地として「御国祭
おくにまつり

」が執り行われ舟引き祭りや巫女舞など、後年に残る祭礼・

行事が生みだされていった。また、藩命を受けて龍ヶ沢での雨乞いを実施したのもこの時

期である。 

藩祖正之の遺業は二代正
まさ

経
つね

、三代正容
まさかた

に引き継がれて、元禄９年（1696）には正容が松

平の姓を賜って、葵紋を許された。以後９代容保
かたもり

に至るまで約 220 年間にわたって松平の

治世が続いていくのである。 
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（２）二本松街道の沿革 

近世における楊枝峠経由の若松城下と本宮宿との間の街道を、二本松領内では「会津道」

または「会津街道」、会津領内では「二本松街道」と称した。当時五街道以外は公称がなか

ったため、各地で行き先別に便宜上の街道名を付けていた。このため、一つの街道に呼び

名がいくつも付けられているものもあった。 

会津側の二本松街道は、若松城下の蚕養口から明留坂
あかるさか

経由で八田野村に至り、日橋で日

橋川を渡り、大寺・猪苗代城下・都沢・関脇・壺下・楊枝の各宿を通り、楊枝峠に通ずる

経路である。これとは別に、若松城下の滝沢町を通り、滝沢・滝沢峠・金堀・沓掛峠・強

清水・戸ノ口十六橋・西久保（西窪）・三城潟・島田を経て猪苗代城下の本町に達する道と、

三城潟から東進して烏帽子小屋・金曲経由で関脇に出る道がある。これはともに二本松裏

街道と呼ばれた。大寺経由が本道（表街道）であったためである。 

二本松街道の古代の道筋は定かではない。中世にも黒川（若松）と二本松の連絡路はあ

ったはずであるが、それらの道筋を正確にたどることは今のところ不可能である。ただし、

慧日寺の所在や「絹本著色恵日寺絵図」などの描写からみても、古くから慧日寺の門前を

経由した猪苗代への道があって、摺上原を通っていたと推測されている。中通りから会津

盆地に入る道筋は自然の地形に大きく左右されているため、古代・中世に通っていた道筋

を大きく外れることはなかったようである。 

全国的に道路の整備がなされるのは江戸時代に入り、宿駅制度も整い一里塚が設けられ、

道筋に並木が植えられるようになり、江戸を中心として五街道が設定されてからである。

会津藩において二本松街道として出てくるのは、慶安２年（1649）11月に会津藩から幕府

に差し出した書付に会津藩領と預領に本道として五筋があり、小道として二十五筋があっ

て、本道の五筋の中に「猪苗代道二本松領中山村へ之道」となっているのが初見である（『家

世実紀』巻之九）。また、寛文６年（1666）の『会津風土記』には二本松街道に六駅を置く

と見え、大寺・猪苗代・都沢・関脇・楊枝の駅名が記されている。 

しかし、会津領内において本格的に主要街道が整備されるのは、寛文７年（1667）４月

朔日に幕府の廻国使
かいこくし

（諸国の大名・旗本の監視及び情勢調査のための巡視）として奥州筋

に佐々木又兵衛・松平新九郎・中根宇右衛門の三人が派遣された時からである。一里ごと

に印を置き、領内の道筋には一里塚を整備するよう申し渡され、勢至堂より津川越後境ま

でと、南山五十里より檜原米沢境までに加えて、脇々の街道筋に一里塚が築かれた（『家世

実紀』寛文７年４月朔日の条）。寛文７年（1667）４月 10日に廻国使は勢至堂より会津に

入り、若松に泊り、領内・預り地を廻りその後猪苗代内壺下口から二本松領にまわってい

る（『家世実紀』寛文７年４月 10日の条）。 
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図 会津の街道略図 

出所）会津の街道 会津史学会編著 

 

（３）大寺村の発展 

磐梯町域での村落の成立は寛文６年（1666）以前にさかのぼり、猪苗代川 東
かわひがし

組（大寺村・

布藤村・本寺村等）と耶麻郡塩川組（赤枝村・上西連村・下西連村・落合村・入倉村）に

組み込まれ、その後川東組から川西組への変遷があった。 

この間、大寺は、宿駅として繁栄した。大寺の村名は、既に明治８年（1875）８月大寺

村・本寺村を合併して磐梯村とされた時失われ集落の呼称として今日に至っている。『新編

会津風土記』には次のように記されている。 

「大寺本寺は昔一村にて尾寺
おてら

と称へ、又大寺とも称し、今の大寺村を本町と称へ、本寺を

新町と称し、総称を大寺と云しを、猪苗代城下の町名に同名あるに因り何れの頃に分けて

両村とし、今の名とすと云。されとも猶境界を分たす、又この辺数里の間は慧日寺の繁昌

の時全く其境内にて、四方の諸村多くは其旧址に開けし民居なれば俗に大寺郷と云」 

「尾寺」というのは、慧日寺の寺伝による空海が大蛇を退散させ、その尾がこの地にあ

たるとの伝承によるが、慧日寺と盛衰をともにしてきた本寺村・大寺村は、近世中期まで

分離せずに大寺村としてひとつの村であった。しかもこの大寺は、会津大寺の名が通り、

慧日寺という大きな寺のある地という意味で広く用いられてきた。 

大寺 

二本松街道 
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大寺は、若松から猪苗代・さらには陸路を通って奥州街道へ通ずる最初の宿駅であった。

若松から二本松街道に向かう道筋は、滝沢峠・三城潟・猪苗代を通る上街道と、若松から

大寺・猪苗代を通る下街道があり、さらに猪苗代湖上交通によって通ずるルートがあって、

それらは宿駅大寺の盛衰に大きな影響を与

えている。すなわち、湖上廻米
かいまい

輸送のみで

なく、一般商家の荷駄輸送がさかんになる

と、大寺経由は減少し、本街道ではあって

も駅所としての存立が困難になっているこ

とである。 

大寺は、若松から最初の宿であるので、

ここは宿泊地としては重要ではなく、昼食

をとり、休憩程度で通過する駅所であった。

天明８年（ 1788）『東遊雑記
とうゆうざっき

』の著者

古川古松軒
ふるかわこしょうけん

に同行した廻国使一行も、前夜

高田に泊まり、大寺で昼食をとり猪苗代ま

で足を伸ばしている。外の巡検使にも同様

の例がある。 

ここはまた、保科正之の墓所、土津
はにつ

神社が猪苗代町にあり、歴代藩主その外の参拝のル

ートに当たっていた。このことは、参拝の度ごとに夫役がはげしかったことで外の駅所と

は異なる。『新編会津風土記』には、「大寺村は二本松街道駅所にて村中に官より令せらる

る掟条目の制礼あり 府下より此に継ぎ此より三里五十間猪苗代城下に継ぐ」と記されて

いる。 

現在、街村風の家並みを残しているのは、能満寺から、大寺の中心部陸橋の辺りまでで

あるが、かつては東の方まで続いており、街道の中央を用水路が流れていた。この用水は

灌漑用水のほかにも宿駅大寺の生活用水、馬の飲み水、防火用水などに利用され、さらに

は、磐梯山から伐り出した薪木を若松城下の家中へ流す重要な堰の役割も果たしており、

この土地では「流木川」とも称されていた。 

この用水路は、明治 42年（1909）の大寺大火後、県の指導で道幅を広げるために現在両

側を流れるように改修している。 

 こうした種々の記録から、大寺は小さいながらも宿駅としての機能を有し、比較的栄え

た地であったことがわかる。大寺は明治 42年（1909）の大火によって多くが焼け落ち、往

時の姿は失われているが、後の歴史において、長くにぎわいを見せた地区であった。 

 また、村の発展に伴って、布藤地区では、磐梯山への信仰に裏付けられる神事である火
ひ

伏
ぶ

せが行われるようになり、子授けや安産への信仰が広まった。 

  

 

土津神社道中絵図に見る 

二本松街道と大寺村 
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（４）布藤堰の開発 

磐梯町の水田の標高は、最低は 230ｍか

ら最高磨上川上流の 590ｍ辺りまでで、標

高差は 360ｍに及ぶ。そのため、傾斜地が

多く、その傾斜は、山麓は南へ、大谷川左

岸では北へ、そして全体では西へ傾斜して

いる。町内では、傾斜にあわせて階段状の

水田が作られているが、水田１枚の面積は

基本的に狭小である。耕作地の地質は、横

達から東は磐梯山、それより西は猫魔火山

群の火山灰や砕屑物
さいせつぶつ

である。いたるところ

に丘陵があって起伏の多い土地であり、開

けた沖積土の平坦地はない。 

灌漑条件としてこれらのことを踏まえる

と、標高差をもつ水田地帯のため、流れの

よい用水路を作ることができたのはよかっ

たが、起伏のある地形のため、水路は迂回

を余議なくされた。 

磐梯町では簡易な堰が多いが、布藤地区

に今も残る布藤堰のみは本格的な材によっ

て取水している。布藤堰の開削による灌漑

が行われたのは宝永３年（1706）である。

布藤堰は、猪苗代湖の湖尻、日橋川に架す

る十六橋の下流右岸銚子
ちょうし

ノ口を取水口と

し、布藤を経て大谷川に落水する。 

布藤堰は、大谷川の替水を目的として開

削された。布藤堰の修繕にあたっては、度々

人足が動員されている。布藤堰は、北堰、

沼田堰とともに、町の重要な堰とみなされ

ており、管理と運用は、明治以降も近世以

来の伝統に則っていた。現在も、当時と同

様に毎年春堰下だけの、布藤・沼田・一ノ

沢・磨上・大寺の五ヶ村から各戸１名が出

役し、その範囲を決めて刈り払いや泥上げ

が行われている。 

 

 

布藤堰略図 

出所）会津の堰 
 

 

布藤堰の改修工事 

（昭和 43年（1968）） 
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（５）戊辰戦争 

幕末には、会津藩が大きなダメージを受け、磐梯町域にも影響が及ぼされた。公武合体

派の中核であった孝明天皇が急死し、幼帝明治天皇を引き入れた岩倉等の公家、薩長両藩

を中心とした倒幕派のクーデターが成功すると、慶応３年（1867）10月 14日、討幕の密勅

が下された。事前に動向を知った将軍徳川慶喜は同日大政を奉還した。 

大政奉還後、西郷隆盛等を中心とした薩長討幕派の挑発にのって慶応４年（1868）、鳥羽

伏見で戦って敗れたが、この戦いによって勝った西軍は新政府軍としての権力をにぎり、

敗れた東軍は賊軍とされ、ここに戊辰戦争が始まった。 

戊辰戦争において、会津藩は、新政府軍に対抗して抗戦を続けたが、やがて二本松城も

落城するにいたった。 

磐梯町域では、会津藩将の萱野
かやの

権兵衛
ご ん べ え

が藩兵と桑名から来ていた兵士 200 人を率いて、

二本松街道（下街道）の大寺下「日橋」を以て敵を迎え討つことになっていたが、新政府

軍は二本松街道（上街道）を通ったため合戦にはならず、大きな被害がなかった。 

「大寺村 焼失家 九軒 右兵火ニて焼失ニ付き 無年貢申し付け 追て木材の義も御

沙汰これ有るべき候事」（「兵火ニ而焼失ニ付」穴澤正家文書） 

 

 

錦絵「会津若松戦争の図」大蘇芳年画 

 

 

 

  



 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
34 

1-3-5 近代 

（１）磐梯村の成立と工業化 

会津戦争に敗北して降伏した会津藩は領地を没収され、同地域は明治政府の直轄となり、

若松をはじめとする各民政局が設置された。明治２年（1869）には各民政局の統廃合によ

り、若松県となった。新政府成立の直後、各村とも近世の肝煎を中心とした村役場を

「郷 頭 所
ごうがしらしょ

」としたが、実際には２人の肝煎が１ヶ月交代で大肝煎のもとで、役向の通達

や、書写・人足の割出しなどの近世以来の事務にあたった。 

磐梯町域をみると、明治２年（1869）には一千年以上の歴史を誇り人々に親しまれてき

た慧日寺が、明治新政府の神仏分離政策に伴う廃仏毀釈の影響を被り廃寺となった。跡地

には慧日寺の鎮守社であった磐梯明神が独立して磐梯神社が創立されたが、社殿の代わり

として薬師堂がそのまま使用されていた。しかしながら、明治５年（1872）には近くの小

屋から出火し、旧薬師堂と鐘楼が延焼した。ここにおいて、慧日寺の歴史を伝える建造物

は、類焼を免れた仁王門などを残し、ほとんどが湮滅
いんめつ

してしまった。この時期、住職の還

俗、宮司への転身などで神道に宗旨替えする住民も少なくなかったが、依然として仏道に

帰依しながらも、慧日寺という信心の拠り所を無くした人々の心は計り知れないものであ

った。 

時の流れと共に、地元さらには会津の篤志家の中からも由緒ある慧日寺再興の声が高ま

り、ついに明治 37 年（1904）には官許を得て荒廃した旧客殿を修理し、大正２年（1913）

には寺号復興式が執り行われた。以降、慧日寺の存続を強く願う檀家たちによって、境内

地の整備が持ち回りで実施されている。 

明治８年（1875）、町村の合併が行われ、若松県令により改称分合の町村名が以下のよう

に達せられた。 

旧名称 新名称 

磨上新田村 

更科村 
布藤村 

源橋村 

一ノ沢村 

大寺村上分 

磐梯村 大寺村下分 

本寺村 

入倉村 

大谷村 
上西連村 

下西連村 

落合村 

赤枝村 赤枝村 
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これにより、町域の中心地一帯は磐梯山の名をとって「磐梯村」の名称が採用された。

さらに、明治 22年（1889）には、これらが「磐梯村」として統合された。合併前の村名に

ついては、今日においても大字の名称として残っている。 

明治 21年（1888）には、磐梯山の大噴火に見舞われ、村は大きな被害を受ける。この時、

大規模な岩雪崩が発生したといわれており、磐梯町内にも大きな岩が流れ、今でも所々に

形跡を確認できる。磐梯町磐梯平石の地名は、飛来してきた石にちなんでおり、大きな岩

が今なお横たわっている。町内には、飛来した石にちなむ同様の地名が複数確認できる。 

明治の終わり頃になると、磐梯村は工業化に向かう。明治 39年（1906）には、全国的な

電力需要を背景に、猪苗代水力電気株式会社により猪苗代湖を水源として日橋川を利用す

る水力発電所の設立が決まった。資本金は、当時としては県内屈指の規模の 2,000 万円で

あった。水路式発電所で、有効落差 107.4ｍ、暗渠と隧道を合わせて総延長 2,400ｍの水路

が建設された。送電線が 225ｋｍ、総出力は 37,500ｋｗ時の、当時では世界有数の発電所

となり、東京方面の電力源となった。その後、第一発電所に続き、第二、第三、第四発電

所が建設され、操業を開始した。 

 

  

猪苗代第一発電所 

 

 

大正４年（1915）には、電力利用による工場誘致が検討され、村議会にて、４ｈａを工

業用地として提供することが決定した。このような中、宮城県栗原郡細倉の高田商会の附

属製錬所として「高田商会大寺製錬所」が誘致され、湿式電解法による「亜鉛」の製錬所

が建設された。公害対策として設置された高さ 60ｍあまりの大煙突は、後々まで会社のシ

ンボルとなった。 
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（２）大寺地区の発展 

近世には二本松街道の整備とともに宿

駅として栄えた大寺地区が、明治以降の工

業化に伴って、姿を変えながら再び栄える

ことになる。その大きな要因となったのが

明治 32年（1899）に郡山－若松間に開通

した岩越鉄道と「大寺駅」の誕生であった。

これによって輸送手段が大きく発展し、明

治の終わりごろまでには、工業化の進展に

伴って工事関係者の定住人口も増加をた

どり、一帯は農村から一躍都市化へと進ん

でいった。大寺地区では、生活必需品や商業サービスを求める人々が集い、商店街も形成

されていった。明治 23年（1890）には、霊峰磐梯山の伏流水を利用して、地酒の醸造を行

う磐梯酒造が既に大寺地区で創業されていたが、その他にも、飲食店や理髪店などが建ち

並ぶようになった。 

また、大正期に入ると、鎮守社である山神社の祭礼に併せて、大寺地区の若者による仮

装や山車の巡行も行われるようになり、大寺地区はいよいよ活気を呈していくようになっ

た。 

 

 

  

 

明治期の大寺駅 



 

 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
37 

1-3-6 現代 

大戦を経て、村が落ち着きを取り戻し始めると、住民の中で、磐梯町の自然や歴史的資

源を町の誇りとして大切に思う気持ちが醸成されていった。昭和 25 年（1950）、磐梯朝日

国立公園への指定が決まり、さらに翌年には、慧日寺跡の学術調査が開始され、在りし日

の思いを描く人々の心の支えとして慧日寺の再興活動へと展開していった。 

 

 
磐梯朝日国立公園 

 

昭和 30 年（1955）までの間、県内の各市町

村が、それぞれ合併が進められていたが、磐梯

村では合併が行われず、数少ない単独町村の座

を占めていた。昭和 35 年（1960）には、自治

体の経済的発展を目的とした人心の飛躍的伸

張を期待し、町制施行に踏み切り、新たに「磐

梯町」が誕生し、現在に至っている。 

昭和 48 年（1973）には、カメラレンズ製造

工場が操業を開始し、磐梯町はいよいよ活況を

みせる。その後、昭和 50 年（1975）代には、

新役場庁舎の建設や磐梯山慧日寺資料館など、

景観に配慮した統一感を持つ公共建築物の整

備を展開した。昭和 63 年（1988）には、カナ

ダ・オリバー市と姉妹都市調印を行い、歴史や

文化交流の創造や充実に努めた。ここにおいて、

磐梯町は、農業・鉱業中心のまちから、歴史と

文化のまちへと新たなステージを踏み出す。 

 
磐梯町制施行 

 

 
磐梯山慧日寺資料館の開館 
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平成４年（1992）には、磐越自動車道が開通し、町の産業や観光に大きな新風を吹き込

んだ。行政と民間企業が一体となって更なる地域活性化を目指し、スキー場やゴルフ場、

ホテルなど次々と施設がオープンした。また、高齢化が全国的に進展するにつれ、保健・

医療・福祉の総合的なサービスにも注力をしてきている。さらに、平成 17年（2005）には、

昭和 45年（1970）に史跡に指定され、発掘が

進められていた慧日寺跡の金堂の復元に着手

し、平成 19年（2007）には、中門の復元に着

手している。 

平成 23年（2011）３月には、東日本大震災

を経験し、温浴施設の閉鎖や風評被害などの

影響を受けたが、現在は、これらを克服すべ

く、慧日寺跡を中心に各観光施設と連携した

集客力の回復・向上に取り組んでいる。 

 

  

 

整備された史跡慧日寺跡金堂・中門 
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1-3-7 人物 

（１）慧日寺にゆかりのある人物 

①徳一
とくいつ

（奈良時代～平安時代前期） 

徳一は出自不詳の僧である。かつては、『尊卑分脈
そんぴぶんみゃく

』など様々

な文献での記述から、藤原仲麻呂（恵美押勝）の子であるとい

う説が有力であったが、最も権威ある僧伝『元 亨 釈 書
げんこうしゃくしょ

』に

おいて徳一の出自について触れていないことや、貞享４年

（1687）成立の『東国高僧伝』で徳一について「いずこの人な

るか詳にせず」とも記述されていることから、近年では、徳一

の出自は不明とされている。 

徳一は、入唐僧であった伝教大師（最澄）や弘法大師（空海）

との論争を行うほどに仏法の教義に精通していた。『本朝高僧

伝』には、「奈良興福寺の修円の門に入り、唯識の奥旨を極め、

東大寺に往してこれが弘通に努む、才識俊秀当時に比なし」と

記述されており、徳一は法相宗を修円に学んだという説が有力である。修円は、嵯峨天皇

時代に興福寺の別当を務めた高僧である。 

 

図 興福寺に伝わる法相宗系図 

 

『元享釈書』によれば、徳一は、都の仏教の奢侈
しゃし

を嫌って都を離れ東国に向かったとい

い、弘法大師が徳一に宛てた書状にも「伝えきくところによれば、徳一菩薩は恰も氷玉の

如く清らかに戒律を保たれている」と記されている。理想の仏法研さんの地を求めて、霊

峰磐梯山を望むこの地を拠点として慧日寺を開き、修行・仏法普及に努めた。徳一が開創

したとされる寺は、会津地方のみならずいわき地方や茨城県中部・北部にも多く分布して

いる。 

 

  

 

徳一坐像 
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②乗丹坊（平安時代後期～養和元年（1181 年）） 

乗丹坊は、慧日寺が全盛期であった頃の宗徒頭である。 

乗丹坊率いる慧日寺は、養和元年（1181）に平清盛より木曽

義仲攻めの命を受け、信濃へ出兵し、越後・出羽・会津四郡の

兵が集められ、総勢４万余騎の大軍団で信濃へと攻め込んだ。

乗丹坊の率いた会津郡の軍勢は、3,000と言われる。阿賀川に沿

って越後街道を下り、各地で城を攻め落としていったが、千曲

川西岸の横田河原の戦いで奇襲に遭い、乗丹坊は討ち死にした。 

 乗丹坊を失った慧日寺は、藤原氏の支配下に落ち、その藤原

氏も源頼朝の奥州征伐によって滅亡し、会津の地はその恩賞と

して佐原義連へ与えられることになる。とりわけ平家に組した

慧日寺はことごとく寺領が没収された上、僅かに命脈を維持す

るのみとなった。 

 

③55 世住職・尊悦
そんえつ

（江戸時代前期～元禄 13 年（1700 年）） 

第 55世慧日寺の住持であった尊悦は、現在に伝えられている梵鐘の銘文に、その名を刻

んでいる。『新編会津風土記』によれば、 

「寛文年間（1661～1672）の中ごろまでは、慧日寺には享禄 4 年（1531）の銘を持つ梵

鐘があった。この鐘が壊れたので、当寺 55 世の尊悦が労を執って延宝 7 年（1679）に鋳

直したものが現在の鐘である」 

とあって、その再鋳に尽力した人物としても知られている。 

藩主保科正之に迎えられた儒学者山崎
やまざき

闇
あん

斎
さい

は、この再鋳された梵鐘について「恵日寺晩

鐘」という漢詩を残している。 

 「静聞煙寺鐘 声声伝雲霧 彦明悟天機 持国迷晩路 照波今古清 月光上林樹（薄暗

くなって霧が立ち込めてきた。その霧の中からなんと美しい鐘の声が聞こえてくるではな

いか。霧の中を流れるようにわたってくる。そこに月の光が木の間越しに上がっていく。）」 

新しく造られた梵鐘もまた、かつて南都興福寺の鐘にも似た名鐘と謳われた慧日寺梵鐘

を彷彿させる出来栄えだった。そのほか、貞享２年（1685）には、年間を通してどのよう

な行事が、どのような役割の人々によって行われていたかを詳細に記した記録も書上げて

いる。 

 このように、尊悦は火災などによって衰退した慧日寺をなんとか再興しようと尽力した

ものの、元禄 13年（1700）２月、復興の途半ばにしてこの世を去った。 

  

 

乗丹坊の墓 
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④56 世住職・實雅
じつが

（江戸時代中期～享保 20 年（1735 年）） 

尊悦を引き継いだのは、第 56世實雅である。墓碑にはこう刻

まれている。 

「志が堅く、お堂を建てて修行に励んだ。数々の事業は立派

である。大きな人柄で、いろいろな仕事をやり遂げた。その姿

は計り知れない。しかし、實雅法印は極楽の世界へと旅立った。」 

實雅は二本松領玉井邑（今の安達郡大玉村玉井地区）相応寺

の出身であった。相応寺もまた、大同年間に徳一によって開か

れたという伝承があり、当初は安達太良前ヶ岳に建立され、焼

失後玉井亀山に移り、永禄３年（1560）に現在の地に移ったと

も伝えられる。慧日寺住持を勤めた期間には、客殿（現本堂）

の改修や仏像の制作を手掛けており、現在恵日寺の本堂には、

彼の姿を写した坐像が安置されている。 

 

⑤如蔵尼
にょぞうに

（平安時代中期） 

平安時代、関東一円を席巻した平将門の三女と

伝えられる滝夜叉姫は、父の死後将門が信仰を寄

せた慧日寺へ逃れた。彼女は髪をおろして「如蔵

尼」と名前を替え、寺の傍らに小庵を結んで隠遁

生活を送ったと伝えられている。現在も小中野地

区に至る道路の脇にはその「墓」と刻まれた墓石

と小さな五輪塔が残り、本寺地区の史跡慧日寺跡

入口には供養碑も建立されている。 

 

⑥77 世住職・雄仁
ゆうにん

（江戸時代後期～安政元年（1854 年）） 

 天保２年（1831）３月、会津では飢饉が続く中、当時若松の弥勒寺にいた雄仁は藩主の

命により慧日寺に住持として入る。戦乱や相次ぐ火災により、慧日寺は近世初めまでには

かつての大伽藍は見る影もなく衰微していった。近世の歴代住持が寺勢復興を担って奮闘

する中、雄仁は葉室中納言顕孝
はむろちゅうなごんあきたか

との猶子縁組を行っている。葉室家は、参議藤原
ふじわら

為房
ためふさ

の

次男権中納言顕隆を祖とする格式高い家柄で、江戸時代も家格は名家に格付けられている。

公家との猶子縁組は、箔をつけ禁色の勅許を得るなど一般の僧侶と見た目や待遇に格差を

つけることができ、これによって雄仁は古刹慧日寺の寺勢復興を図ろうと努めた。 

 
實雅坐像 

 

如蔵尼の墓 
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その後天保 12年（1841）に隠居し、三島町大石田延命寺に移り、晩年を故郷で過ごし、

安政元年（1854）11月 27日にこの世を去った。現在、延命寺境内には、高現寺の能覚法印

によって建てられた墓が残っている。 

 

⑦80 世住職・観 住
かんじゅう

（江戸時代後期～明治時代） 

元治元年（1864）３月、観住もまた京都葉室家の猶子となり、葉室観住と称した。彼は、

会津藩を大きく巻き込んだ戊辰の役を目の当たりにし、明治新政府の成立といった激動の

時代に生きた。新政府による神仏分離政策の断行はついに悠久の歴史を誇る慧日寺にも例

外なく及び、廃仏毀釈によってその歴史に幕を閉じる。薬師堂には磐梯明神が祀られ、観

住は還俗させられて磐梯神社の初代神主となった。 

 

⑧富田治作
じさく

（天保３年（1832年）～大正５年（1916年）） 

 天保３年（1832）若松城下に生まれる。54歳のとき眼病にかかり失明して以来、公益の

ために余命を尽くすことを決意、資金集めに奔走した。明治 21年（1888）、飯盛山栄螺堂
さざえどう

の

修復に尽力。翌年には白虎隊墳墓の改修にあたって、十九士の霊像を彫像奉納した。 

 大正２年（1913）には、由緒ある慧日寺の荒廃を嘆き、第 81世住職伊藤宥慶師、檀信徒

総代鈴木伝吉、篤志家初瀬川健増らと計り、本堂の修理と庫裡の再建を果たし、再興の緒

となった。大正５年（1916）没。 

 生前は風流人としてもよく知られ、多くの会津大津絵を作詞した。 

 

（２）町の発展に寄与した人物 

①鈴木四郎右衛門重次
すずきしろうえもんしげつぐ

（江戸時代前期） 

鈴木四郎右衛門は、大谷村の肝煎で、日橋川に新橋を架け、また、それより前の正保３

年（1646）には磐梯山の温泉を開いた人物である。 

初代藩主保科正之公が寛永 20年（1643）に磐梯山へ鷹狩りに出かけた時に温泉を発見し、

この温泉の開発を募集したところ、四郎右衛門が願い出て人夫に 2,000人以上をかけて完

成した。この功績によって、四郎右衛門は温泉を管理する役人として任命され、温泉は鈴

木家永代の所有となり、苗字帯刀を許された。 

重次の業績としては、日橋川への架橋も挙げられる。この橋は、単に落合村１ヶ村のた

めではなく、赤枝や西連から若松城下へ向かう道でもあるほか、上流にある日橋が落ちた

時や架け替えの時には猪苗代と城下を結ぶ重要なルートとしての役割を果たしていた。寛

永 19年（1642）、四郎右衛門は日橋川の橋架けを藩に願い出、正保２年（1645）には人足

650人が割り当てられ、慶安３年（1650）には完成に至った。落成にあたっては若松の自在

院から僧侶を招き、盛大な橋供養を行った。 
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②友松氏興
ともまつうじおき

（元和８年（1622 年）～貞享４年（1687 年）） 

友松氏興は元和８年（1622）土佐城下に生まれ、寛永 11年（1634）より会津藩主保科正

之に仕え、後に家老となり、貞享４年（1687）会津にて没した。氏興は保科正之から土津

神社の造営を命ぜられ、これと同時に土田堰の開削や新田の開墾を行った。磐梯町の北堰

は上堰と言われ、別名「小中野堰」とも呼ばれている。北堰は、磐梯山麓を縫っておよそ

８ｋｍにわたり多くの谷川の水を集めて小中野まで通っている。 
 

③佐藤
さとう

信義
のぶよし

（江戸時代前期～元禄６年（1693 年）） 

佐藤信義三郎右衛門と称し、大寺村の肝煎役を勤めた。剛直質実な性格で耕稼を楽しん

だ。入倉村領の沼田に荒地があったため、延宝元年（1673）官許を得て大寺領の小中野の

一部を替地して新田開発をした。藩主はその功を賞して、持高のうち十五石の諸役を免除

され苗字帯刀を許された。信義は元禄６年（1693）に亡くなったが、子の正信も父の志を

継ぎ、宝永２年（1705）見禰山
み ね や ま

御神料新田として沼田を開墾し、翌年会津藩主松平正容が

灌漑の便を図るために許可を与え、一の沢村前沢より沼田新田までの、およそ３ｋｍにお

よぶ堰を開削した。沼田堰にはこのような親子二代にわたる情熱や努力によって開削され

た歴史がある。墓所に建立された碑によれば、正信は正徳２年（1712）肝煎役を鈴木文右

衛門（落合村肝煎役鈴木四郎右衛門の孫）に譲り、享保 12年（1727）没したという。 
 

④桑原
くわばら

 啓
ひらく

（明治 36 年（1903 年）～昭和 63 年（1988 年）） 

酒造を業とし、磐梯町長を永く務め、また画をよくした。

俳人としても著名。雅号は兆 堂
ちょうどう

。昭和元年（1926）、白浜子

に師事し磐梯吟社を創立。のち「イワクモ」に参加。昭和７

年（1932）「馬酔木」に参加、梯二郎に師事して同人となった。

昭和 11年（1936）「初鴨」創刊に参加、発行名義人となった。

昭和 16年（1941）から会津文化協会理事を務めた。のち「野

火」に参加、昭和 45年（1970）に日本俳人協会員となる。翌

年、45年度作品で「野火賞」を受けた。昭和 50年（1975）

に「上野白浜子句集」を編集発行し、昭和 56年（1981）度福

島民報社の出版文化賞を受けた『会津歳時記』の編集代表者を務めた。昭和 57年（1982）

度の福島県教育、文化関係表彰式では芸術功労者として表彰を受けている。 

昭和 43年（1968）、磐梯俳句会、磐梯短歌会、野火会ら十数人が発起人となり、源橋地

区の道路沿いに「開拓十年いまこそ初穂手に捧ぐ」の句碑が建立されている。この句は前

書きに「磐梯山麓の大開拓、今秋漸く初穂を刈る」とあり、昭和 42年（1967）秋の句であ

る。その他、郷土史家としても慧日寺の研究などに取り組み、昭和 51年（1976）には兆堂

叢書として『平将門と如蔵尼』を発刊している。 
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1-4 磐梯町に存在する文化財 

 

磐梯町には、貴重かつ地域の固有の歴史・文化的資源や自然的資源などを対象とした文

化財、史跡が本寺地区を中心として全域に分布しており、平成 27年（2015）４月１日現在

で、国指定が２件、福島県指定が５件、町指定文化財が 15件となっている。 

 

 表 磐梯町の文化財一覧表 

  

町

分類 指定 登録 指定 登録 指定

6 6

絵　画

彫　刻 2 1 3

工芸品 1 1

書　跡 1 1

典　籍

古文書

考古資料

歴史資料 1 1

2 2

1 2 3

1 4 5

2 5 15 22

合計

民俗文化財
有形民俗

無形民俗

無形文化財

種別 国 県

細別

建造物

文化的景観

重要伝統的建造物群保存地区

美
術
工
芸
品

有形文化財

合計

保存技術

記念物

史跡

名勝

天然記念物
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表 磐梯町の指定文化財 

 

■国指定文化財 

凡例 種  別 No 名  称 指定年月日 所  在  地 

 

史 跡 １ 慧日寺跡 

昭和 45年 12月 4日 

昭和 61年 8月 6日（追

加指定） 

磐梯字本寺八幡

ほか 

重要文化財 

（工芸品） 
２ 白銅三鈷

はくどうさんこ

杵
しょ

 昭和 34年 6月 27日 磐梯字本寺上 

 

■重要美術品 

凡例 種  別 No 名  称 指定年月日 所  在  地 

 
重要美術品 １ 鉄

てつ

鉢
ばち

 昭和 11年 11月 28日 磐梯字本寺上 

 

■県指定文化財 

凡例 種  別 No 名  称 指定年月日 所  在  地 

 重要文化財 

（書跡） 
１ 紙本

しほん

墨書
ぼくしょ

田植歌
たうえうた

 昭和 30年 2月 4日 磐梯字本寺上 

重要文化財 

（工芸品） 
２ 日光

にっこう

・月光
がっこう

菩薩面
ぼさつめん

 昭和 47年 4月 7日 磐梯字本寺上 

重要文化財 

（彫刻） 
３ 薬師如来光背化仏

やくしにょらいこうはいけぶつ

一具 昭和 54年 3月 23日 磐梯字本寺上 

重要文化財 

（歴史資料） 
４ 絹本著色恵日寺絵図 平成 6年 3月 31日 磐梯字本寺上 

重要無形民俗

文化財 
５ 

磐梯神社の舟引き祭り

と巫女舞 
平成 17年 4月 15日 磐梯字並杉 
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■町指定文化財 

凡例 種  別 No 名  称 指定年月日 所  在  地 

 

史 跡 

１ 徳一大師廟 昭和 53年 9月 25日 磐梯字堂東 

２ 金燿
こんよ

墓塔 昭和 53年 9月 25日 磐梯字堂東 

３ 乗丹坊墓塔 昭和 53年 9月 25日 磐梯字花川下 

４ 陣の山舘跡 平成 4年 3月 16日 大谷字地理山 

有形文化財 

（建造物） 

５ 恵日寺本堂 昭和 53年 9月 25日 磐梯字本寺上 

６ 恵日寺山門 昭和 53年 9月 25日 磐梯字本寺上 

７ 不動院龍宝寺不動堂 昭和 53年 9月 25日 磐梯字本寺上 

８ 薬師堂 平成 5年 6月 29日 磐梯字堂東 

９ 仁王門 平成 5年 6月 29日 磐梯字堂東 

有形文化財 

（工芸品） 
10 

厩嶽山馬頭観音菩薩坐

像厨子 
昭和 61年 4月 25日 磐梯字本寺上 

有形文化財 

（彫刻） 
11 

厩嶽山馬頭観音菩薩坐

像 
昭和 61年 4月 25日 磐梯字本寺上 

民俗文化財 

12 
布藤山の神の獅子頭及

び用具６点 
昭和 63年 4月 28日 更科字的場 

13 
舟曳き神事用具神職の

古面他３点 
平成元年 3月 11日 磐梯字本寺 

14 赤枝彼岸獅子舞 昭和 59年 3月 20日 赤枝 

15 布藤火伏せ 昭和 59年 3月 20日 更科字的場 
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■その他の文化財等 

凡例 種  別 
No 

名  称 登録・認定等年月日 所  在  地 

 

 

 

墓 所 １ 如蔵尼之墓  磐梯字小中野 

石造物 ２ 厩嶽山三十三観音石仏  磐梯字空窪 

緑の文化財 

３ 
磐梯神社の木ざしザク

ラ 
昭和 58年 磐梯字本寺八幡 

４ 
大山衹神社の種まきザ

クラ 
昭和 58年 大谷字落合 

日本名水百選 
５ 磐梯西山麓湧水群 昭和 60年 7月 22日 

磐梯字沢入りほ

か 

ふくしまの水

三十選 
６ 不動滝（蛇追ヶ滝） 昭和 61年 8月 19日 更科字清水平 

日本百名山 ７ 磐梯山   
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図 指定文化財の分布状況 
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1-4-1 国指定文化財 

（１）慧日寺跡（史跡） 

平安時代初期、南都法相宗の僧徳一によっ

て開かれた慧日寺は、名峰磐梯山を望む山麓

に広く展開した山岳寺院である。その歴史は

明治初年の廃寺に至るまで一千年余にも及

び、文化６年（1809）に成った『新編会津風

土記』には「‥‥徳一当寺に住せしより以来

相続て寺門益繁栄し、子院も三千八百坊に及

び、数里の間は堂塔軒を比し、甍を並べ壮麗

言計なりしとぞ。されば会津四郡の地大方は

寺領なりしに‥」と記され、とりわけ古代会

津地方の仏教文化が熟成していく中では、長

くその中心を担った東国屈指の名刹でもあ

った。 

廃寺後の寺跡は昭和 45年（1970）に国の

史跡に指定され、現在は約 17万㎡にも及ぶ

広大な遺跡が貴重な文化遺産として保存さ

れている。昭和 60年（1985）度からは史跡

整備を目的とした発掘調査が始められ、その

成果をもとに平成 17年（2005）度から本格

的な史跡整備事業に着手している。平成 21

年（2009）度までに金堂・中門の復元を含む

第１期整備が終了した。 

なお、発掘調査により、往時の慧日寺の姿

の一部が明らかになっている。 

初期の金堂について、柱間寸法は桁行が中央間 11尺・ほか各７尺、梁間が中２間各８尺・

前後端間各７尺で、総間は桁行 53尺（約 15.9ｍ）・梁間 30尺（約９ｍ）を計測した。この

建物跡は、質の異なる土を層状に積んで突き固めた基壇、いわゆる版築による基礎固めが

行われており、その範囲は確認できた部分で東西 18ｍ、南北 10ｍ強の範囲にも及んでいた。 

金堂跡の前面からは、自然石による石敷きの遺構が確認され、金堂前面に広がる石敷き

の広場のような形態であることが判明している。この石敷きでは、金堂前庭の儀式空間と

して利用されたことを物語っている。 

境内地東方を流れる花川は中枢伽藍立地要因の重要な地物でもあるが、増水時には境内

に大きく氾濫する。この一帯は、普段でも伏流水の影響で下層はかなり湿潤であり、融雪

期にはかなりのぬかるみを作る。石敷きが北東から南西に向けてやや傾斜しながら敷き詰

 

史跡慧日寺 
 

 

復元された金堂 
 

 

復元された中門 
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められている状況からすれば、同時に水対策の一面も有していた。 

金堂跡の前方からは、石敷き広場を挟んで同一の中軸線上に建てられた礎石建物跡が確

認された。三間×二間の規模で、柱間

寸法はいずれも 6.5尺（約 1.95ｍ）。金

堂の正面南側にある東西３間、南北２

間の礎石建物跡であることから、三間

一戸の八脚門か二重門、あるいは楼門

であったことが推測された。柱間寸法

が桁行中央間・脇間、梁間ともすべて

6.5尺と小規模であること、中世に描か

れた絵図に一重の門が描かれているこ

となどから八脚門であったと断定され

た。 

 

 

（２）白銅三鈷杵（国指定重要文化財） 

恵日寺に伝わるもので、古くから正倉院宝

物例や日光男体山出土例とともに、古式の

「忿怒形
ふんぬがた

三鈷杵」の一つと評価され、徳一が

中央から持参したものと推測されてきた。「忿

怒形」とは、両脇鈷の身が中鈷の身とほぼ平

行するもので、両脇鈷の先端が中鈷先端に向

けて内彎・集中する平安時代以降の通常の三

鈷杵と明確に区別できる。 

 

  

 

史跡慧日寺跡中心伽藍整備パース図 
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1-4-2 県指定文化財 

（１）紙本墨書田植歌（重要文化財・書跡） 

田植歌とは、田植をしながらうたう

歌謡。青森、茨城、福島、広島、島根

など全国的に存在する。本田植歌は、

建治元年（1275）に写されたもので、

全国的・地域的な分布や時代的にも珍

しく、極めて貴重なものである。 

 

 

（２）日光・月光菩薩面（重要文化財・彫刻） 

慧日寺で行われていた明神の舞に用い

た菩薩の面。両面ともほぼ同一の作で、サ

クラ材らしいものを用い、もとどりは省略

して、緞子
どんす

の宝冠を付けている。巧みな彫

りをみせ、眉・目・唇に鋭い稜線を形成し、

鎌倉時代の特徴をとどめているが、やや細

面であるのは、時代が下がるからであろう。

「絹本著色恵日寺絵図」に描かれた舞台と

共に、慧日寺に延年があったことを伝える

貴重な遺品である。 

 

 

（３）薬師如来光背化仏一具（重要文化財・彫刻） 

慧日寺に存在した薬師如来像の光背にかけ

られた７体の仏像。病を治す力があると言わ

れる薬師如来像を装飾するものである。ケヤ

キ材の半肉彫り、七体のうち三体は面相が豊

頬丸顔で平安的、残り四体は面長で引き締ま

り鎌倉的、衣文の彫刻は簡易に省略され、台

座付きで室町時代の彫刻の特色をよく示して

いる。頭髪は化仏にしばしば見られる渦巻き

型の清凉寺様式である。 
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（４）絹本著色恵日寺絵図（重要文化財・歴史資料） 

寺院・神社の伽藍・社殿を描いた寺社境内図

に分類される古絵図。描かれた時期は不明であ

るが、修理銘などから判断して、南北朝期から

室町初頭と考えられる。縦長の画面に本寺地区

の中心伽藍及び門前の院坊を中核として周辺の

山や川を描いており、範囲はおよそ南北８ｋｍ、

東西 12ｋｍになる。当時存在した寺社・建物だ

けでなく、廃絶した寺社・建物も礎石跡を描き、

それぞれ名称が書き込まれている。一部に「他

領」と書かれた所も含まれているが、おそらく

絵図制作当時の慧日寺領ならびに信仰上関わり

の深い地域全体を示そうとしたもので、広い意

味での聖域を示した絵図とみられる。中心伽藍

は堂塔神祠の建物が配置だけでなくそれぞれの

正面柱間数など大まかな構造形式も読み取るこ

とができ、ある時期の伽藍の景観をかなり忠実

に描写したものと考えられる。 

 

（５）磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞（重要無形民俗文化財） 

元来磐梯神社は、慧日寺の鎮守「磐梯明神」を

起源としており、明治初めに慧日寺が廃寺となっ

た際に分離独立したものである。寺に伝わる江戸

時代の年中行事記録によれば、「舟引き」は毎年

旧暦の２月中旬に国家安全と五穀豊穣を祈願す

る「御国祭」の中で行われていたことが知られて

おり、明治の廃寺後に磐梯神社に引き継がれた。 

この神事は、東西に分かれた引き手が米俵を積

んだ舟型の台を社殿前で引き合い、その勝ち負け

によって吉凶を占うものである。引き手は神くじ

を引いて東西に分かれ、３回の勝負によってその

年の作柄を占った。引き合う舟の前には、磐梯明

神の面を被って幣束を持った神職が立ち勝敗の

判定を行うが、このように神が直接人前に姿を現

し神託を下す例は極めて稀である。 

 

 

 

 
舟引き祭り 

 

 
巫女舞 
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なお、祭礼の冒頭には磐梯明神を迎えるため、地元地区の女児が舞手となって「巫女舞」

が拝殿で奉納される。演目は榊の舞、弓の舞、太刀の舞の三座が継承されているが、かつ

てはその他にもいくつかの舞があったといわれている。 

 

 

1-4-3 町指定文化財 

（１）徳一大師廟（史跡） 

昭和 54年（1979）から昭和 57年（1982）度にかけて解体修

理が行われ、長く三層の状態であったものが、修理に伴う基壇

の発掘調査で屋根石が発見されるなど、本来は五層であったこ

とが判明した。 

安山岩製で初重のみ軸石を別石で造る。その他は屋根の上に

上層の軸石を造り出し、屋根石裏を浅く掘り込み軸石をはめ込

んでいる。軸石は上方に向けて狭くなる梯形を呈する。屋根石

表面には錣葺を表現した段加工が見られ、裏面は二軒形をなす。

また二～四重の屋根石隅には風鐸を吊るしたと推測される孔が

残る。各材の平面形は正方形ではなく、修復に際しては長手方

向を正面にしている。 

基壇からは江戸後期の礫石経が出土しており、その中には「南無徳溢菩薩増法楽
なむとくいつぼさつぞうほうらく

」の供

養文も確認されている。 

なお、戦時中雪害により倒壊した際に、三重軸石（修復後）の納入孔から土師器の甕（９

世紀前半）が発見された。この甕は本塔に伴う納入物と見られており、これによって徳一

の寂年代からさほど隔たりのない頃の造立と推定されている。また、壺形を呈する伏鉢や

大きく張り出す突帯など古式の特徴を有する相輪は、室生寺五重塔に通ずるとの見方もあ

り、墓塔としての性格が指摘されている。 

 

 

（２）金燿墓塔（史跡） 

徳一の跡を引き継いだとされる金燿（今与）の墓と伝えられる

宝 篋 印 塔
ほうきょういんとう

。鎌倉時代末から南北朝時代に建立されたとされる。

平安時代を通して隆盛を誇った慧日寺だが、平安末の源平の合戦に

おいて平家に味方したため、以降は急激に衰退し、中世末の伊達会

津侵入の際に堂宇は灰燼に帰した。 
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（３）乗丹坊墓塔（史跡） 

慧日寺最盛期の衆徒頭であった乗丹坊の墓と伝えられる宝篋印

塔。平安末期には僧兵数千人を動員したといわれるが、木曽義仲

追討の際、信州横田河原の戦いで敗れて討ち死にした。彼の死に

よって会津慧日寺の勢力は大きな打撃をうけ、次第に衰退の道を

たどることとなった。この塔は高さ 2.7ｍ、反花座には美しい形

の格狭間を表し、塔身の四面には薬研彫りによる梵字が刻まれ、

笠はやや歪んでいるものの隅飾突起が直立に近い形で配されてい

る。全体として地方色が強く、中世後期に建てられた供養塔と考

えられる。 

 

 

（４）陣の山舘跡（史跡） 

天正 17年（1589）、蘆名義広と伊達政宗両軍

による摺上原の合戦の折に勝利した伊達軍が

陣を張り、黒川城に入城するまでの期間に使用

した陣跡の遺跡。 

現在でも、石垣の一部や郭・虎口の跡が残っ

ている。 

 

 

 

 

（５）恵日寺本堂（有形文化財・建造物） 

元禄 15年（1702）に客殿として再建された

本堂で、慧日寺とは区別して「恵日寺」と称

される。 

桁行 11 間（１間は６尺３寸５分前後）・梁

間８間、寄棟造で南面し、正面中央少し西寄

りに唐破風造の向拝（玄関）が付属する。 

 平面は六間取りが基本で、南正面及び東側

面の矩折りに１間幅の入側を廻らし、そのう

ち南面と東面前寄り４間は広縁とする。入側

より内は桁行 10間を中央４間と両脇各３間の３区に分け、梁間は前３間と後ろ４間に仕切

られている。さらに後ろ側の東脇室は背面１間を入側室と縁とし、西脇室は前２間半と後

ろ１間半の２室に分ける。 
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側回りは、広縁はすべて全面開口、ほかは窓または全面開口および土壁で、開口部（全

面・窓とも）には新しい腰付格子戸（ガラス入り）が建てられている。なお、広縁を除く

側回りには内法長押が付けられている。広縁内部は、室中・脇室境筋の２個所に杉戸を建

てて竹の節欄間を設け、柱上方を繋虹梁でつなぎ、天井は化粧屋根裏とする。各室境（入

側筋）には内法長押を付け、腰高障子を引違とするが、室中正面の中央間のみ内法長押が

一段高く、腰高障子に縦連子が入る。なお、広縁西端には庫裏への出入口が後設されてい

る。平成 11年（1999）にはおよそ 300年ぶりの大改修が行われた。近世の慧日寺を伝える

数少ない建造物の一つである。 

 

 

（６）恵日寺山門（有形文化財・建造物） 

山門は本堂の正面に南面して建つ間口 11

尺５寸の一間薬医門で、平将門が寄進した

という伝承が残る。屋根は切妻造・茅葺と

する。床は平石を敷いていて、前面（本柱

より前）は一段低く横に広がる。中規模の

薬医門で、比較的木柄が太く茅葺のまま残

されているのは貴重である。様式手法から

江戸時代後期（18 世紀後半）の建立と見ら

れている。 

本柱は鏡柱（断面長方形で横に長い）として、柱上に冠木（断面ほぼ正方形）を通し、

大斗肘木
だいとひじき

（肘木は絵様付）の組物を置く（中央にも）。控柱は切面を取った方柱で、本柱と

２丁の貫でつなぎ、敷桁を通して本柱上組物との間に梁を３丁架け渡す。正面側は持ち出

した梁の先端に、背面側は控柱筋にそれぞれ軒桁を通し、軒桁間中央に棟束を立て、棟束

間には貫を通して固める。両妻では軒束に蟇 股 状
かえるまたじょう

の笈形
おいがた

を付けて大斗肘木で棟桁を支持

するが、中央の棟束は笈形・大斗肘木はなく直接棟木を受ける。軒は一軒疎垂木で、両妻

の破風には猪目懸魚
いのめげぎょ

を付ける。扉は四方に框を回して薄板を張ったもので、本柱に肘壺・

肘金で釣り、 閂
かんぬき

を設け、八双金具・饅頭金具及び四菱の飾金物を打つ。 
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（７）不動院龍宝寺不動堂（有形文化財・建造物） 

霊峰磐梯山や周辺に連なる山々は、古くか

らの信仰と相まって格好の行場となり、これ

らの霊山を拠点とした修験者の活動も早くか

ら伝えられている。そのため、磐梯修験の始

まりは慧日寺の創建より古いとの説もある。

猪苗代町には京都聖護院を本山とする本山派

の年行事・成就院があり、磐梯吾妻修験の先

達として大いに活躍した。磐梯町には慧日寺

の傍らに建つ磐梯山不動院龍宝寺を司る大伴

家があった。成就院の末寺で同じく聖護院に属し、吾妻山を奥之院とする回峰や、地元住

民の信仰が篤かった出羽三山への先達として登拝を重ねた。 

 

（８）薬師堂（有形文化財・建造物） 

 慧日寺の本尊は、会津五薬師のひとつであ

る「東方薬師」として親しまれてきた。近世

には治病延命、産育、子孫繁栄などを祈願す

る庶民信仰の寺としても栄えた。明治初めの

廃寺後に、磐梯神社の仮殿として用いられた

こともあったが、明治５年（1872）に火災に

より焼失した。現在のお堂は、明治 32年（1899）

に再建されたもので、桁行、梁間ともに三間

の寄棟造
よせむねづく

りである。 

 

（９）仁王門（有形文化財・建造物） 

 桁行５間・梁間２間、１重寄棟造。もと茅

葺。建立は江戸時代末期と推定されている。

明治５年（1872）の薬師堂の焼失に伴い、磐

梯神社の仮本殿として利用されていた。大正

14 年（1925）に新しい社殿が建てられると、

再び南側に移築されて、昭和 25年（1950）に

現在の位置へと移されている。この門は比較

的規模が大きくて木柄も太い。柱が切り縮め

られ、柱間装置が変更されて建立当時の状況

が明らかでないところもあるが、近世の慧日寺に係わる数少ない遺例の一つとして重要で

ある。 
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（１０）厩嶽山馬頭観音菩薩坐像厨子（有形文化財・建造物） 

磐梯山の西方、雄国山の東方に、会津地方の

馬頭観音信仰の中心であった厩嶽山がある。山

頂近くの観音堂に安置された馬頭観音像は、行

基が刻んだものといわれる。かつて農作業に馬

が欠かせなかった時代には、農耕馬の安全と豊

作を願って馬をひいて上拝する姿も多かった

が、現在は訪れる人も少なくなったため、山上

から移し、磐梯山慧日寺資料館野外展示施設で

保存・公開することとなった。 

 

 

（１１）厩嶽山馬頭観音菩薩坐像（有形文化財・美術工芸品） 

 会津地方の馬頭観音信仰の本山であった厩嶽山の山頂近く

にある観音堂に安置されていた坐像。観音堂の荒廃に伴い恵日

寺本堂に移座された。像高 50ｃｍほどの寄せ木造りで、三面

八臂。本面は炎髪で、頭上に馬頭をいただいている。三目を配

し、口を開け、上歯・舌・下歯を表した忿怒の形相は、玉眼も

併せて見る者を圧倒する。作風により、鎌倉時代後期の造像と

推定されており、「絹本著色恵日寺絵図」の馬頭観音堂創建を

知る手がかりともなっている。 

 

 

（１２）布藤山の神の獅子頭及び用具６点（民俗文化財） 

布藤地区の山の神祭礼に際して用いる祭礼具。

獅子の頭を模した面と、神を招く用具からなる。 
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（１３）舟曳き神事用具神職の古面他３点（民俗文化財） 

舟引き祭りに使用する祭礼

具。判定を下す神職が、神と

してこの世に姿を現す際に着

ける面と、東西に分かれて引

き会い、米の収穫を占う舟か

らなる。 

 

 

（１４）赤枝彼岸獅子舞（民俗文化財） 

会津盆地及び周辺には、明治維新前まで 30

組もの獅子舞が伝えられていたというが、現

在は 10組にも満たない程度で、いずれも春の

彼岸に行われていることから「彼岸獅子」と

いわれている。 

いずれの獅子舞とも、時代・由来など確た

る証拠がないのが現状である。ある伝承では、

寛永年間に下野国の古橋角太夫が喜多方市関

柴町下柴に移り住んで伝授したのに始まるという。赤枝への伝承も確かな資料はないが、

会津盆地のものと比較してやや芸能化が進んでいるといわれる。郷土芸能の秘伝流出を防

止するとして、赤枝地区に居住する長男によって伝承・運営されている。 

 

 

（１５）布藤火伏せ（民俗文化財） 

 まだ雪深い２月中旬、布藤地区の山の神祭礼

で行われる「火伏せ」は、地区の青年達が神憑

きとなり、行屋である地区公会堂の中を飛び跳

ね、燃え盛る囲炉裏の中にも飛び込む荒々しい

神事である。延享年間に龍宝寺 28世によって記

された『當山濫觴秘訣並布藤邑霊場筆録
とうざんらんしょうひけつならびふとうむられいじょうひつろく

』

によれば、布藤の行場は江戸時代中期に龍宝寺

26世栄弁によって開かれたと伝えている。修験

道の本尊不動明王の霊地として、複雑な地形を

利用した修験行場として栄えていったことは、現在に伝わる「金鳶山大図
きんとびさんだいず

」によっても見

ることができる。火渡りなどの荒々しい所作を含む神事は、修験道を基盤として始まった

と考えられる。 
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1-4-4 指定以外の文化財等 

（１）鉄鉢（重要美術品） 

鉄鉢は、仏前において、信者から賽銭や米を受

けるために用いられた。仏餉鉢、供米鉢などとも

呼ばれている。昭和 11年（1936）に重要美術品

に指定されている。陽鋳された銘文は永享７年

（1435）８月という年号に始まり、大工名などの

あとに、梵字の種子が記され、その後に「慧日寺

／金堂鉢」が続き、願文と願主名で終わっている。

この銘によって、応永 25年（1418）の金堂焼亡

後も、金堂と薬師如来が再興されていたことを知

ることができる。 

 

 

（２）如蔵尼之墓 

平将門の三女であった滝夜叉姫は、父が謀反

に敗れてから奥州に逃れることとなり、父の帰

依していた慧日寺の傍らに庵を結んだと伝えら

れる。その後、生死をさまよった際に自分を救

ってくれた地蔵菩薩に深く信心を寄せて出家し

如蔵尼と名乗り、八十余歳で天寿を全うした。

この墓は、江戸時代にその庵があったとされる

場所のそばに建てられたもの。 

 

  

（３）西国三十三観音石仏群 

 厩嶽山の山上にある観音堂に至る登山道沿いに奉納された西国三十三観音の石仏群。明

治期に奉納された。銘文にはそれぞれ寄進した地元住民の名前が刻まれており、住民の信

仰を今に伝えている。 

    

第４番千手観音 第５番十一面千手観音 第 14番如意輪観音  第 15番十一面観音 
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（４）福島県緑の文化財：磐梯神社の木ざしザクラ、大山衹神社の種まきザクラ 

 史跡慧日寺跡地内に立つ「木ざし桜」は慧日寺の衆徒頭であった乗丹坊が挿した桜の杖

が由来といわれ、樹齢 830年とも伝えるエドヒガンの古木。この桜の開花を見て播種した

ことから、別名「種播き桜」とも称される。 

大山祇神社の種蒔き桜は、「山神様」と崇敬される大山祇神社の境内の入口にあり、神木

として植えられている。地域の住民が、この桜の開花に合わせて水稲を播種したことから

種まき桜と呼称された。春になれば、杉林の緑の中に一層目立つ淡紅色の美しい花を咲か

せる。 

  

磐梯神社の木ざしザクラ 大山衹神社の種まきザクラ 

 

（５）日本名水百選：磐梯西山麓湧水群（龍ヶ沢湧水） 

 猫魔火山の外輪山南麓には東西に沿って湧水

が点在する。その中の代表的な湧水池が「龍ヶ

沢湧水」である。慧日寺跡の北方約１ｋｍの山

中に位置し、巨岩の間から冷水がこんこんと湧

きだしている。周囲には大木が鬱蒼と茂り昼間

でも薄暗く、中世の絵図にはすでに龍像権現が

祀られている様子が描かれている。 

旱魃
かんばつ

に際しても決して枯れることがなく、江

戸時代には会津藩による雨乞いの儀式も執り行われるなど、信仰の場として知られている。

地元住民による遊歩道等の環境整備も続けられており、昭和 60年（1985）には水環境の保

存が極めて優良であるとし、一帯を含めて環境庁より日本名水百選の認定を受けている。 
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（６）ふくしまの水三十選：不動滝（蛇追ヶ滝） 

 磐梯山や猫魔ヶ岳などの沢から集まる豊かな

水が、高さ 20ｍ近い断崖を一気に滑り落ちて勇

壮な滝をつくり出している。周囲の木々の葉は

季節ごとに移ろいを見せ、磐梯山ゴールドライ

ン沿いの滝の中でも屈指の景観を誇る。滝の裏

側には洞窟があり不動尊の石像が祀られている。

その昔、磐梯山に棲んだ魔物（大蛇）が弘法大

師の調伏に遭い逃げ込んだという伝説が残り、

蛇追ヶ滝とも呼ばれている。 

 

 

（７）日本百名山：磐梯山 

猪苗代湖の北にそびえる活火山（成層火山）。

元は「いわはしやま」と称し「天に掛かる岩の

梯子」を意味したように、古くから神々の宿る

信仰の山として知られており、その信仰は慧日

寺開創の背景にもなった。表磐梯から見る山体

は整った形をしているように見えるが、裏磐梯

から見ると、一変して山体崩壊の跡の荒々しい

姿を見せる。平成 19年（2007）には日本の地質

百選に選定された。また、平成 23年（2011）には日本ジオパークに認定された。 
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図 埋蔵文化財包蔵地分布図  

№ 名称 種別 時期 № 名称 種別 時期
1 陣の山舘跡 城館跡 中世 29 六郎原遺跡 散布地 縄文
2 東新田場遺跡 散布地 縄文 30 道徳森遺跡 散布地 縄文
3 慧日寺跡（本寺地区） 社寺跡 平安～近世 31 観音谷地遺跡 散布地 縄文
4 慧日寺跡（戒壇地区） 社寺跡 平安～近世 32 清水平A遺跡 散布地 縄文
5 寺西遺跡 集落跡 縄文～弥生・平安 33 儀式山遺跡 社寺跡 平安
6 大寺城跡 城館跡 中世 34 七ツ森遺跡 散布地 奈良
7 慧日寺跡（観音寺地区） 社寺跡 平安 35 天光東遺跡 散布地 縄文
8 高畑遺跡 散布地 縄文 36 天光南遺跡 散布地 縄文
9 馬洗場遺跡 散布地 縄文 37 地理山遺跡 散布地 縄文

10 天光遺跡 集落跡 縄文 38 縄牽城跡 城館跡 中世
11 高森平B遺跡 散布地 縄文・平安 39 森ノ山館跡 城館跡 中世
12 角間遺跡 集落跡 縄文～古墳・平安 40 堰下遺跡 散布地 縄文
13 高森平A遺跡 散布地 縄文 41 東観音寺遺跡 社寺跡 平安
14 法正尻遺跡 集落跡 縄文・平安 42 金上盛備碑 石造物 近世
15 芍薬原遺跡 散布地 縄文 43 佐瀬平八郎常雄墓 石造物 近世
16 菅田遺跡 散布地 縄文 44 佐瀬大和種常墓 石造物 近世
17 外輪堂遺跡 散布地 平安 45 己丑死戦将士碑 石造物 近世
18 大榎遺跡 散布地 縄文・平安 46 如蔵尼之墓 石造物 近世
19 金屋遺跡 散布地 縄文 47 徳一廟 石造物 平安
20 鬼石遺跡 散布地 縄文 48 金燿墓塔 石造物 中世
21 雨沼東遺跡 散布地 縄文 49 乗丹坊墓塔 石造物 中世
22 中ノ平遺跡 散布地 縄文 50 阿弥陀三尊種子板碑 石造物 近世
23 日知坂遺跡 散布地 縄文・平安 51 佐藤勘解由墓 石造物 中世
24 湯殿遺跡 散布地 平安 52 厩嶽山三十三観音石仏 石造物 明治
25 仁渡館跡 城館跡 中世 53 徳一廟経塚 塚 近世
26 妙法原遺跡 散布地 縄文 54 狐塚経塚 塚 近世
27 上供養壇遺跡 散布地 平安 55 並杉遺跡 散布地 近世
28 村東遺跡 集落跡 縄文


