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第２章 磐梯町において維持・向上すべき歴史的風致 

 

歴史まちづくり法第１条で定義される「歴史的風致」とは、「地域におけるその固有の歴

史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその

周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地環境」とされており、ハードと

しての歴史的建造物とそこで営まれるソフトとしての人々の活動を合わせた概念である。 

図 歴史的風致の概念 

 

平安初期、最澄や空海との仏教哲学の論争を行った「徳一」は、神々の宿る神聖な山と

して崇められていた霊峰磐梯山を望み、猪苗代湖を一望する磐梯の地を修行の拠点とした。

その後、山麓に位置する本寺地区に慧日寺を開創し、ここが基点となってさまざまな思想・

文物が将来されたことにより、会津仏教文化の中心寺院として大きく盛隆していった。盛

時には会津地方はもとより新潟県域にも寺領を広げ、寺僧三百、僧兵数千、子院三千八百

坊にも上ったと伝える。当然のごとく門前には慧日寺にまつわる人々が集い、次第に集落

が形成されていった。山あいの立地にありながら、中世にはすでに町域内各所に村落体系

の基礎が築かれ、赤枝地区には貴重な民俗芸能なども伝播し、現在に継承されている。 

人々が集うことによって、慧日寺さらにはその繁栄の背景をなす磐梯山信仰などを中心

に様々な伝統・習俗・文化も萌芽し、貴重な民俗芸能として現在に継承されているものも

少なくない。 

衰退と復興を繰り返し、実に一千年以上の歴史を重ねた慧日寺ではあったが、明治初め

の廃仏毀釈により廃寺となる。慧日寺で行っていた年中行事は、廃寺後の跡地に創建され

た磐梯神社に受け継がれ、この地区には今も昔も地域住民と密接にかかわりあいながら「ま

ち」が形成され、町のシンボルとして町民の誇るべき財産が数多く所在する。これらは、

地域固有の歴史を物語る存在として、「磐梯町」の歴史的風致の重要な構成要素である。 
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一方町域の中心部は、近代においては農村の村から工業の村へと発展していく。近世に

二本松街道沿いの宿場町として発達した大寺地区には、かつての名残を伝えながらも商店

街が形成され始め、新たな祭礼が始められるなど、人々が集い、にぎわう町の中心として

栄えていった。 

以上を踏まえ、磐梯町において、維持向上すべき歴史的風致は、大きくは以下の４点に

集約することができる。 

図 磐梯町の維持向上すべき歴史的風致の構成 

 

 

 

参考） 慧日寺の「慧」と「恵」の使い分け 

「慧日寺」の「え」は、時代が下ると「惠」「恵」などが使用されるようになったが、明

確に移行した時期は分かっていない。 

ちなみに、史跡については、昭和 45年（1970）の指定に際し、徳一の学問系統を考慮し

て「慧日寺跡」の名称が用いられた。 

本書ではこれにのっとり、明治の廃寺以前を「慧日寺」とし、復興後を「恵日寺」とし

て表記した。なお、文化財等の名称や他書からの引用部分については、年代にかかわらず

指定名称及び表記内容をそのまま記載している。 
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2-1 慧日寺にまつわる歴史的風致 

 

平安時代初期、南都法相宗の僧徳一によってこの地に開創された慧日寺は、名峰磐梯山

麓に広く伽藍を展開した山岳寺院であると同時に、当地方で本格的な堂塔を構えた最初の

仏教寺院でもある。慧日寺の創建にも深く影響を与えた磐梯山は、火山活動が活発な時期

には「病脳山」とも称された一方、万葉集には「会津嶺」と詠まれ、天空に聳えるその美

しい山体はまさに天に梯を架ける「磐梯（いわはし）の山」の名にふさわしい霊山であっ

た。磐梯山が古来神々の宿る山として篤い信仰を集めていたことは、式内社に「磐椅神社」

の名が見えることによっても裏づけられており、慧日寺は開基以来、磐梯明神を鎮守社と

して境内に祀り、畏怖と畏敬が一体となった磐梯山信仰と巧みに習合して、大きく繁栄し

ていったのである。 

中世に制作された「絹本著色恵日寺絵図」に

は数多くの堂塔伽藍が描かれており、盛時には

東国屈指の大寺院であったことを裏付けている。

門前には中央に延びる南北の参道の両側に軒を

連ねた家並みも描かれており、まさに宗教都市

とも称すべき空間が形成されていたことが読み

取れる。 

往時、ここが拠点となって中央からさまざま

な文物・思想がもたらされ、慧日寺は会津仏教

文化が熟成していく上で、欠くことのできない

中心寺院の役割を果たした。 

この慧日寺は、戦国期以降何度も焼失などの

災難に遭いながらも、人々の強い思いと行動に

よって復活を遂げてきた。明治初年の廃仏毀釈

の影響により、廃寺となったが、仏事の存続を

望む檀信徒、さらには会津を代表する名刹の歴史が途絶えたことを悔やむ地元住民の活動

が後押しとなり、旧客殿の建物を本堂として、大正２年（1913）に寺号復号式が行われた。 

一方、廃寺後の慧日寺は伽藍のほとんどを失っていたが、礎石等の遺構は比較的良好な

状態で残っていた。草刈り作業など、貴重な文化財を守り伝えきた地域住民の尽力もあっ

て、昭和 45年（1970）12月４日付で、復興後の恵日寺を含む慧日寺跡を中心として本寺地

区 35,400 ㎡、戒壇
かいだん

跡 955 ㎡が国史跡に指定された。昭和 61 年（1986）には、指定後に発

見された新たな遺構なども含めて追加指定が行われ、現在は 17万㎡の広大な地域が貴重な

文化財として保存されており、その歴史は今も息づいている。指定地は町内３地区に分散

し、それぞれ本寺地区・戒壇地区・観音寺地区と称している。 

一方、廃寺の際に慧日寺から分離独立した磐梯神社は、慧日寺の鎮守社であった地主神

 

中世の慧日寺を描いた 

「絹本著色恵日寺絵図」 
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の磐梯明神を祀っている。慧日寺が廃された後も、基礎となる山岳信仰は連綿と受け継が

れ、慧日寺の神事が神社の神事として継承されるなど、変わらずに人々の心の支えとなり

信仰の対象として機能し続けていた。その背景には、かつて両者が長く不可分の関係にあ

ったことにある。 

慧日寺では晩秋になると大頭
だいとう

・小 頭
しょうとう

といって役僧が１ｍほどの木製の鉾に曲物をつけ

た祭器を担いで村々を廻り、初穂を集めた。磐梯山を仰ぐ範囲の農家を氏子とみなし、作

神の磐梯明神を信仰する農家が奉献する稲を奉納したのである。これを「イナバツ」とい

った。「稲初穂」の訛語でハツモノ神饌の意味である。古くはイナバツ高が玄米で百俵にも

及んだといい、それが寺の祭典費や修繕費、役僧の手当てなどの財源にもなった。 

 

図 史跡指定地位置図 
 

慧日寺の名称は、中国法相宗学僧慧沼
えしょう

の著書『能顕中辺慧日論
のうけんちゅうへんえにちろん

』に依っている。徳一

は、法相唯識学の立場に立って、慧沼の慧日論を継承することを明らかにするために、慧

日寺と号した。このことから、慧日寺及びその周辺は、奢侈に走る都の仏教に失望した徳

一が、自らの理想とする仏教を実践する場と位置付けていたといえる。 

当時、出家者は人里から隔てた静寂な山中を修行の地とし、仏教ではそのような場所を

「阿蘭若」と称して極めて重んじられていた。神々の宿る人跡未踏の霊山として広く名を

馳せていたであろう磐梯山は、眼下に天鏡の猪苗代湖を配し、仏の教えを学ぶ僧にとって

まさに理想の聖地に映ったのであろう。ところで、上図を見ても分かるように、本寺地区

の北側突き当りに慧日寺の中心伽藍はあった。すなわち、当集落の起源は慧日寺の創建と

密接に結びついたものであり、慧日寺の発展とともに参道も整備され、15世紀初頭頃に描

かれた「絹本著色恵日寺絵図」に描かれているように、中世までにはほぼ現在と近いまち

なみが門前に形成されていった。 

観音寺地区 

本寺地区 

戒壇地区 
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図 本寺地区の町割りと主要建造物の配置 本寺絵図（明治期） 

 

 
図 本寺絵図（明治期）の範囲 
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現在のまちなみの中では、慧日寺に関連する建造物は僅かに残るばかりであるが、かつ

ての慧日寺境内がそのまま神社境

内地へと変遷するなど、依然として

集落を登り切った北端が聖地であ

ることを物語っている。 

 集落の中央に真っすぐに延びる

道は、「絹本著色恵日寺絵図」のほ

か元禄２年（1689）に描かれた「元

禄絵図」、文化 15年（1818）の「本

寺村漆木絵図」にも描かれており、

時代が下っても変わることなく一

本の参道を形成してきたのである。 

 

【慧日寺にまつわる主な建造物】 

現在の恵日寺本堂は、元禄 15 年（1702）に客

殿として再建されたことが棟札によって知るこ

とができる。このときに再建された寺院を、それ

までの慧日寺と区別し、「恵日寺」と称す。棟札

によると、大工は会津若松博労町の大堀太良衛門

祐次・同善衛門祐義という。建立後の沿革につい

ては明らかではないが、元禄棟札の裏面に明治

22 年（1889）屋根葺替の追記があるほか、昭和

37 年（1962）に屋根茅葺を鉄板で覆い、平成 11

年（1999）には床板回りを改修して側回りの建具

を新調し、仏間回りに塗装を施すなどの補修が行

われている。棟札や寺蔵文書によって、建立の年

代と大工、建立に至る経緯等が知られるのも重要

である。 

また、山門の歴史はさらに長く、平将門が寄進

したとも伝えられる。 

一方、廃寺に伴って分離独立した磐梯神社は 

磐梯山の山頂を東に望む山麓の本寺地区に鎮座

しており、元来は慧日寺の鎮守「磐梯明神」を起源としている。 

慧日寺の最後の住職で、境内にあった数多くの神社の別当を務めていた葉室長住は、廃

寺によって還俗し磐梯神社の宮司となった。葉室宮司は、磐梯明神を慧日寺の本地とも考

えており、本寺地区の村民へ神道への転換を促した。この勧めに応じて神道に転じた村民

 

現在の参道（突き当りに慧日寺跡がある） 

 

恵日寺本堂 

 

恵日寺山門 
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も多かったが、古くから慧日寺の檀信徒であった地区の人々の中には、依然として仏道へ

の帰依を継続し続けた人々もいた。 

廃寺によって薬師如来は廃されて磐梯明神を祀る神域に変化したものの、すぐに社殿は

建立されず、薬師堂に磐梯明神を祀って神社の代わりとした。その際、薬師如来像を含む

諸仏は、しばらく堂内の片隅に置かれていたという。 

この薬師堂は、慧日寺の本尊である「東方

薬師」に由来する建造物で近世には治病延命、

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。廃寺直後は磐梯神社の仮殿

として用いられていたが、明治５年（1872）

に火災により焼失した。その際、御神体は延

焼を免れた仁王門に遷されている。 

なお、現在の薬師堂は、明治 32年（1899）

に再建されたものである。小屋梁の大栓に同

年の墨書が残り、大工は地元の鈴木伝次郎で

あった。 

  

神社に転用された仁王門（明治 42年（1909）） 現在の仁王門 

 

明治８年（1875）大寺村と本寺村が合併して磐梯村となると、氏神様は大寺地区の山神

社に定まり、両村の人々はその氏子となっていた。そのため、磐梯神社には一時期氏子が

不在となる期間があった。明治 11年（1878）の磐梯村役場による『神社明細帳』において

は、当時氏子が皆無であると記録されている。 

その後、明治 19年（1886）になると、本寺の人びとは大寺の山神社に対し氏子替えの届

け出をし、磐梯神社の氏子となることを申し出る。磐梯神社が慧日寺の神体を引き継いだ

当初は、住民の宗旨が神仏に分かれるなど複雑な感情が伴っていたものの、徐々に自らの

意思で磐梯神社を鎮守として受け入れるようになっていった。同時期に磐梯神社は郷社の

社格も得ている。 

 

再建後の薬師堂 
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かくして磐梯神社は、恵日寺が再興されてもなお、恵日寺に次ぐ第二の精神的支柱とし

て存在し続けた。本寺地区からの外出に際して、家先から町道へと至り、その北側突き当

りにある磐梯神社へ向き直り、一礼をしてから歩を進める年配者の姿を現在でもしばしば

目にすることができる、鎮守に対する篤い信仰が生み出した慣習が深く根付いている。 

大正 14年（1925）に新しい社殿が建てられると、仁王門は、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。 

 その後平成に入ると、慧日寺跡の上に建っていた磐梯神社を、磐梯山が羨望できる現在

の場所に移築することになる。これは史跡整備事業に伴うものであったが、その経緯の中

では、神社庁との交渉のほかにも、地区住民独自でも移転等検討委員会が組織され、数年

にわたって町側との協議が続けられた。慧日寺跡の復興を理解した上での移転協力という

形となり、結果として史跡整備が加速されたと共に、氏子信者の神社に対する意識の高揚、

信仰の結束はここで強固なものとなった。 

  

移転後の磐梯神社 神社移転の記念碑 

 

また、慧日寺の伽藍の北側、寺域の最奥に建つ安山岩製の石

塔は、徳一の墓と伝えられ、その様式から建立は平安時代前期

まで遡るものと推定されている。 

徳一を慕う多くの人々と慧日寺の薬師信仰が相まって、石塔

自体に霊験を求めるようになる。近年まで、徳一にあやかり、

薬効があると信じられており、石塔を削り摂取する人が絶えな

かった。昭和 50年代に解体修理が行われ、貴重な文化財とし

て現在は覆堂で保存が図られている。 

 

  
 

徳一大師廟 
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図 磐梯神社記念碑碑文 

  

碑  文 

我々の心のよりどころである磐梯神社の由来は、磐梯山慧日寺の建立まで遡る。 

 そもそも慧日寺は薬師如来を本尊とし、奥宮に磐梯明神を祀る神仏混淆の霊場として

栄え、明治の廃仏毀釈政策によって、明治二年廃寺となった恵日寺薬師堂に磐梯明神を

祀って磐梯神社とした。 

 しかるに、明治五年六月の火災によって薬師堂及び鐘楼が焼失したため、類焼を免れ

た仁王門に御神体を納めて磐梯神社の体裁を整え礼拝を続け明治十九年に郷社の社格を

得ると共に、氏子の間から社殿新築の声が高まり大正十二年、焼失して空き地となって

いた元恵日寺薬師堂跡に社殿を建て「御国祭（舟曳祭）」や「大頭小頭稲初穂」が年中行

事として伝承されてきた。 

 その後、昭和四十五年に磐梯神社境内地を含む三・六 haの土地が史跡慧日寺跡として

国指定となり、以後、磐梯町史跡整備計画に基づく土地公有化事業が進められ、平成五

年十二月に町からの磐梯神社移転計画に関する検討依頼に基づき、当地区では史跡整備

検討委員会を設け約三年の歳月を掛けた慎重審議の結果、集落の北東部に位置する並杉

地区に磐梯神社移転を決定する。 

 また、建設委員会を設けて旧来から伝承された建築様式や景観に配慮した造成工事の

計画を樹立し、平成十二年五月着工となり、現代技術の粋を傾注し、総事業費約壱億参

千万円余の巨費を投じ、ここに完成するに至る。 

 この大事業が達成し得たのは、歴代の本寺区役員並びに神社役員、総代や建設委員は

もとより地区住民のたゆまぬ努力、そして国県町をはじめ神社庁等の格別なる御指導御

高配の賜であり、ここに深甚なる感謝と敬意を表するものである。 

 今後も蒸民を見守るように鎮座する磐梯神社を中心に、農耕礼儀を通じ朝な夕なに神

との親密な関わりと家族の安穏を願う霊場とならんことを祈念し、この大事業を後世に

伝えるため竣工記念碑を建立しこれを銘記する。 

平成十二年十二月吉日 

磐梯神社宮司 土屋泰直 撰文 



 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
72 

2-1-1 慧日寺の継承・復元活動にみる歴史的風致 

平安初期、徳一によって開かれた慧日寺は、名峰磐梯山麓に広く展開した山岳寺院であ

り、歴史は明治初年の廃寺に至るまで一千年余にも及んだ。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。 

反面、長い歴史の中では、寺勢衰退の歴史も繰り返した。例えば、古代の末期には源平

の争乱に巻き込まれ寺は疲弊している。中世には伽藍の復興が進み、「絹本著色恵日寺絵図」

に見るように、門前には一大寺院都市とも呼ぶべきまちなみが形成されたが、天正年間に

は米沢伊達氏と会津蘆名氏の戦いの余波を受けて罹災し、多くの伽藍が焼失したと伝える。

さらに近世になると、幾度かにわたる火災の記録も見ることができる。かつての大伽藍ま

でには戻らないまでも、寺はその都度復興を繰り返した。いつの時代も、その背景には慧

日寺を守る歴代住持と信仰を寄せた檀信徒のたゆまぬ努力があったのである。 

 

（１）廃寺以前の災禍と復興・復元への取り組み 

慧日寺は、平安時代を通して大きく盛隆し、僧兵を擁して会津四郡はもとより現在の新

潟県域の一部までを領していた。しかし、源平の争乱に巻き込まれて寺勢が衰退すると、

奥州藤原氏の支配が及んでくる。さらに藤原氏が滅亡し、当地方に武家支配が台頭してく

ると、寺領は急激に縮小していった。 

慧日寺はまた、中世末期以降三度焼失の危機

に遭っている。まず、天正 17年（1589）の摺上

原合戦における罹災である。会津を目指し、米

沢から侵攻した伊達政宗軍と会津の蘆名氏によ

る合戦が、慧日寺の東方にあたる摺上原で繰り

広げられた。蘆名勢が慧日寺の門前を西方へと

敗走する中、慧日寺は伊達軍によって火を放た

れた。この時、寺僧は懸命の努力で類焼を防ぎ、

金堂だけは焼失を免れたという。なお、黒川城

に入った伊達氏が翌年会津を去るにあたって、

慧日寺が霊地であることを知り、300貫文の地を

慧日寺に寄進して引き上げた。 

近世に入り、寛永３年（1626）には、火災に

より金堂が焼失した。『会津旧事雑考』によれば、

このとき、薬師像の左手と薬壺は残ったと記さ

れている。『新編会津風土記』や『慧日寺縁起』

 

中世の慧日寺を描いた 

「絹本著色恵日寺絵図」 
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を参考にすれば、焼失後の修理を計画していた形跡が確認できる。さらに万治元年（1658）

には再度の火災に見舞われるが、寺社奉行所への請願を行い、元禄期に一部が再建された。 

このように、度重なる災禍を経ながらも、その都度復興活動が営まれてきたのである。

そこには、古くから紡がれてきた慧日寺の薬師如来に対する人々の篤い思い・信仰が込め

られていたのである。 

元禄９年（1696）には、当時の会津藩主であった保科家が、葵紋を許されて松平姓を名

乗ることになるが、以降藩主松平家によって寺領が安堵され、慧日寺は藩の本城鎮護を託

されることになる。後述の舟引き祭りや巫女舞など、後年に残る祭礼・行事が生まれたの

も近世である。藩主の庇護を受けつつ、中世的な色合いを失いながらも年中行事や雨乞い

を行うなど、民衆生活に結び付いた近世の信仰に変わっていった。 

 

（２）明治の廃寺後の寺号復号に向けての取り組み 

明治新政府により出された神仏分離令に基づき、神社にあった仏像・仏具はすべて寺院

に移され、寺院での神社別当は禁止となった。廃寺後の慧日寺門末 22 ヶ寺は、若松の

弥勒寺
み ろ く じ

・金剛寺・観音寺の３ヶ寺による分割した寺務を経て、願いにより、寺務は観音院

に全て任せられるようになった。これにより、観音院の 叶 深 勝
かのうしんしょう

が住職となり、「厩岳山

観音院」を号したものの、村のひとびとは寺を呼ぶ際には観音院とはいわず昔ながらの「え

にちじ」と言い続けていた。このことにも、ひとびとが慧日寺を思う気持ちが現れている。

こうした小さな力が結集した成果か、明治 11年（1878）の役場による『寺院明細帳』にさ

え「厩岳山恵日寺」とあるように、公的にも混同されていたほどであり、「慧日寺」として

の既成事実を積み重ねていったのである。 

しかし、明治５年（1872）には、地域の誇りでもあった慧日寺の薬師堂まで焼失してし

まい、「おやくしさま」を失った仏教信者の心の痛手は

神徒に対する反感をも生み出した。やがてこうした背景

から地元では信仰を繋ごうとする仏徒の熱心な願いか

ら薬師堂再建の議が起こり、明治 32年（1899）多くの

地区住民の出費によって再建に至った。 

さらに明治 35 年（1902）になると、若松市の篤志家

富田治作氏ほか数名の賛助を得て、恵日寺の寺号復興運

動が進められるようになる。富田氏は失明の中でこの組

織をつくり、耶麻郡長を通じて「寺号改称願」を提出し

た。これによって明治 37年（1904）５月 26日、厩岳山

観音院は恵日寺を号するに至ったのである。 

大正２年（1913）10月８日には寺名再興式が行われ、

併せて龍ヶ沢には雨請詠歌と恵日寺の由来、さらには復

興功労者をたたえる石碑を建て復興を祝った。実際に８

 

龍ヶ沢に建立された記念碑 
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日は雨天で、龍像権現の霊験をたたえたと新聞記事は記している。 

 

 

大正２年（1913）10 月 10日の会津日報 

 

 

（３）寺跡の史跡指定と保存・整備に向けた取り組み 

廃寺後の復興は、本寺地区の人々を中心に地道な活動が続けられていた中、昭和 24年

（1949）10月に磐梯村に観光協会が設立されたことが大きな転機となった。ここにおいて、

慧日寺跡の活用を中心とした観光協会を育てる構想が示され、以降慧日寺研究も広く注目

されていくようになる。 

同時期「絹本著色恵日寺絵図」の現地復元や文化財としての礎石を保存しようとする立

場から、福島県教育委員会と磐梯村が協力して、調査・保存にも乗り出した。昭和 25年（1950）

には、国立博物館陳列課長であった石田茂作博士の協力の下、調査を行い、翌年の発掘で、

慧日寺跡の礎石を発見するに至る。 

その後、昭和 40年代の初めには、文化財審議会が進めていた重要遺跡の指定に関する資

料作成について要請を受けた福島県教育委員会が、慧日寺跡を含む県内 13遺跡をその調

査・研究対象に挙げた。町では早速検討を行い、昭和 42年（1967）に文化財審議会宛てに

史跡指定への申請を決定している。同年、史跡指定に向けた動きが高まる中、地元本寺地

区住民が主体となり「慧日寺史跡保存会」が設立された。ここでは、「史跡の開発と保存並

びに会の発展と郷土の繁栄に寄与する」ことを目的に掲げ、地域として史跡指定に向けた

機運が高まっていった。 
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保存会による慧日寺跡の環境整備と 

活動を伝える新聞記事 

以来保存会では、遺跡の草刈り、案内板

の設置、研修会や発掘作業への参加などに

積極的に取り組んだ。慧日寺跡が史跡指定

を受け、町の管理となった以降は、進んで

維持管理作業の受け皿となって、引き続き

協力を続けている。これらは地元住民の慧

日寺への思いが表出した活動であり、史跡

が町の管理となってからも活動は続けられ、

その多年にわたる功績が称えられて昭和 60

年（1985）には全国史跡整備市町村協議会

より表彰を受けている。まさに、地元住民

の慧日寺への思いが表出した取り組みである。 

保存会の組織自体は解散したものの、地域住民による史跡内の除草・草刈りなどの保全

維持活動は今日も変わらずに続けられている。 

昭和 60 年（1985）以降は、町教育委員会により史跡整備に伴う発掘調査が開始される。

第１次調査以来地元住民の参加を得て長く継続しており、平成 15年（2003）度からは、こ

うした調査成果をもとに史跡の整備事業に着手している。整備の実現にはいうまでもなく

慧日寺跡に創建された磐梯神社（地区の鎮守社）の移転に協力を示した地元住民の理解が

大きな後押しとなっている。調査の進展により行政側からの整備計画の提示によって、地

区独自に神社等移転検討委員会を組織し、数年にわたる協議・検討を重ねた結果、社殿・

境内地の史跡外への移転を了承いただくに至った。住民の心の拠り所でもあった神社移転

にはこうした地区の英断があり、後述する中心伽藍の建物復元整備は、かつての慧日寺の

大伽藍を広く知らしめたいという移転に対する住民側の要望の一つでもあったのである。 

こうした一連の活動は、会津仏教文化の礎を築いた徳一や慧日寺を誇る地域住民の心が

下地となっていたことは紛れもない事実である。 

 

 

保存会による慧日寺跡の環境整備 

（昭和 40年（1965）代初め） 
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図 史跡慧日寺跡と磐梯神社の位置関係 

 

（４）今日も続く地道な活動 

復号以降、恵日寺の末永い繁栄を願う檀家たちは、各地区持ち回りで寺内の草刈りや冬

囲いを行い、徳一以来 1,200年を超す歴史を再び途絶えさせることなく伝統の姿を今日に

伝えてきた。この間、慧日寺や徳一を慕う檀家の人々は、自らの意思によって、恵日寺境

内の草刈りや庭木の囲い、山門の雪下ろしなどを行い、恵日寺が荒廃しないように努めて

きた。町内各地区の檀家が総出で寺院の保全に努める姿は、他の寺院における檀家の活動

には見られない地域住民の恵日寺を慕う篤い思いの現れであり、こうした活動は、復号以

来連綿と檀家に引き継がれている。 

また、恵日寺を含む史跡全体をみても、檀家に限らず、清掃などの保存継承活動は広く

地域住民に根付いており、小学校におけるゴミ拾いやボランティア活動も定期的に行われ

ている。単に歴史的な価値が高い建造物として鑑賞の対象にするのではなく、各々の町民

が担い手となって、恵日寺を守り伝える様が根付いており、磐梯町固有の営みである。 

さらに、本寺地区では文化財建造物の維持管理のため、各戸から文化財基金として 500

円を徴収し、管理費としている。 
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総代による山門の雪下ろし 
 

総代による雪囲い撤去 
 

  

中学生の体験発掘調査 小学生による清掃ボランティア 

 

（５）今日にみる恵日寺の伝統法要 

開祖・徳一を顕彰するため、恵日寺では命日と

される 11月９日に徳一大師廟前で、供養法要が続

けられている。当日は墓前には住職・総代が参集

し、読経が行われる。 

慧日寺は中世以降、真言宗寺院に転宗し、弘法

大師を祖師として祀ってきたが、現在でも開祖で

ある徳一像も同時に本堂に祀り敬っている。 

昭和 50年（1975）代に行われた徳一大師廟石塔の解体修

理に際し、基壇の発掘調査が実施されたが、その際多くの経

石が出土した。これらは江戸時代後期に埋納されたものであ

り、真言宗尊師の供養文などを書いたものである。その中に

「南無徳溢菩薩増法楽」と記されたものがあり、徳一に寄せ

る深い尊崇の念は宗派が異なっても長く受け継がれていた

ことを裏付けている。 

廃仏毀釈の影響で寺を離れたが、慧日寺にはかつて大般若

経 600巻があった。巻頭にはすべて「会津山恵日寺什物五十

 

徳一大師廟で行われている徳一忌法要 

 

徳一の名が記された経石 
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八世現住宥賀求之」と記されており、近世中期に慧日寺 58世の宥賀
ゆうが

によって什 物
じゅうもつ

に加え

られたことが知られている。これより遡り 56 世の實雅は慧日寺中興の祖と呼ばれている。

疲弊した慧日寺の年中行事や建物・仏像などを復興・整備した人物でもあり、彼の記した

正徳 6年（1716）の書上げに「大般若供養」を見ることができる。恐らくこの時期に慧日

寺で大般若会が再興されるようになったと思われ、後年宥賀によって新たに経典が整えら

れたのであろう。600巻のうち 216の巻には寄附者の名が記され、その数は会津地方一円か

ら 1,413名にも上っている。当時末寺のなかった町村にまで寄付者は及んでおり、当時の

慧日寺に対する篤い信仰を伝えている。  

以来この大般若会の伝統は長く受け継がれ、現在は簡易な形式ながらも町内の各地区に

所在する恵日寺の兼務寺では、毎春に多くの檀信徒が集って地区の安寧・無病息災などを

祈念した法要が営まれている。 

  

源橋地区で催行されている大般若会 
 

（６）保存から復元へ 

 昭和 60年（1985）からの発掘調査により、

寺跡の中心部からは数 10 棟を超す礎石建物

跡が確認された。しかしながら、中心伽藍は

広く一帯が磐梯神社境内地であったため、整

備に着手することが困難だった。町では、整

備計画の検討と並行して、神社側や鎮守の氏

子集落である本寺地区と整備に関する協議

を数年来に渡って続け、神社の史跡外への移

転、寺跡の整備に対する理解、協力を得るに

至った。南都出身の徳一が、仏教を広く研鑽し、また人々への仏法弘通の拠点としてこの

地に創建した慧日寺について、これまでの発掘調査では、さまざまな時代の遺構が確認さ

れているが、整備にあたっては徳一開創の寺院という歴史理解を前面に出すため、慧日寺

初期の遺構を対象とする方針が採られた。その中で、初期の伽藍はどのようなものであっ

たのかをより多くの来跡者に理解してもらうため、遺構の平面的な表示整備のみならず、

一部の建物跡については立体復元整備を行っている。 

 
金堂復元工事の安全祈願祭・起工式 
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①金堂の復元 

復元にあたっては、第一に、慧日寺を象徴する金堂に着手した。焼失により長くその姿が

失われていた金堂は、町民の強い後押しを受けて、３年の月日をかけて復元された。平成

20 年（2008）の竣工後は、広く一般に公開されている。国史跡寺院跡の中心建物の復元は

全国初の試みであった。 

１．遺構埋戻し ２．基壇の造成

層状に築成した土層の周囲に
切石を立てた低い基壇を築く

３．基壇の完成 ４．立柱

５．柱の調整 ６．仮組みの完成

丈六の薬師仏を安置できるよ
う空間を広めに確保する

７．本組み ８．柱上への組物

９．隅木の設置 １０．垂木の配置 １１．化粧板 １２．屋根板打ち留め

１３．屋根葺き仕上げ １４．荒壁打ち １５．壁仕上げ １６．床板製材

１７．床板張り １８．須弥壇設置 １９．漆塗り ２０．板扉の設置

２１．風鐸の設置 ２２．竣工 ２３．落成式 ２４．一般公開

図 金堂の復元工程 
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②中門の復元  

 金堂を復元した後には、外部と金堂前面の浄域を区画する重要な役割を果たしていた中

門を復元した。 

 

  

１．遺構埋戻し ２．葛石の設置 ３．基壇の仕上げ ４．立柱

八脚門として復元

５．壁格子組み ６．虹梁繋ぎ ７．柱上への組物 ８．破風板の組み合わせ

９．垂木打ち １０．化粧板張り １１．曲部の仕上げ １２．壁塗り

１３．懸魚の取り付け １４．とち葺きの仕上げ １５．基壇の仕上げ １６．三棟造

１７．竣工

図 中門の復元工程 
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③石敷き広場の復元 

 金堂跡の前庭部に広がり、中門跡の前面まで

を取り囲む東西 30ｍ、南北 25ｍ以上の範囲に

及んでいた石敷き広場も復元し、往時の姿を取

り戻した。 

引き続き復元整備された中門、石敷き広場と

併せた慧日寺創建期の金堂院（金堂・中門・石

敷き広場）は、広く一般に公開され、全国各地

から多くの人々の来訪を得ている。 

 

 

（７）慧日寺周辺のまちなみの変遷と構造 

慧日寺跡周辺の町の中心部は、現在も本寺地区と呼ばれ、町の発展における慧日寺の存

在の大きさが窺われる。また、慧日寺という価値ある建造物の中心伽藍に向けて延びる一

本のまっすぐな参道は、現在も踏襲されており、本寺集落の骨格をなしている。 

 

①絵図史料からみたまちなみの変遷 

「絹本著色恵日寺絵図」には参道の両側に密集し

て建ち並ぶ数多くの建物が描かれ（右図赤枠内）、東

西二つの棟門と、そこから廻る柵列状の遮蔽施設に

よって仕切られている。それぞれの内部はさらに細

かく区画されており、左方には「正座主」と見られ

る一角があることから、この一帯は僧坊や子院、い

わゆる僧の住房であったことが読み取れる。数多く

描かれている小社の祭事、諸尊を供養する法会を執

り行っていたのもここに住する僧達であり、ここに

見える建物には法具・祭具などを収める倉なども含

まれていたのであろう。大寺院であるが故、周囲に

は寺務や諸施設の管理営繕などに関わるさまざまな

職種の人々も住していたことも想像に難くない。盛

時の慧日寺は、この参道を含む現在の本寺地区全体

を包括する範囲であったとみることができる。 

また、この絵図には三つの橋が描かれている。後世の『新編会津風土記』にも「橋 花

川に架す、長九尺、日橋と大谷橋とこれを併せて慧日寺の三橋と云」（巻之五十三）とあっ

て、近世に至っても河川と橋は慧日寺をして依然重要なランドマークであったことが知ら

れている。橋は南から北へ、俗地から聖地へと結ぶ架け橋であり、参道はまさにこの橋と

橋をつなぐ重要な構築物であった。 

 
復元された石敷き広場と金堂・中門 

 

「絹本著色恵日寺絵図」 

正座主 
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参道は、元禄２年（1689）に描かれた「元禄絵図」にも描かれているとおり、時代が下

がっても変わることなく踏襲され、この東西にまちなみが形成されてきた（下図赤枠内）。 

この頃の本寺村の状況を伝える史料の一つに、宝永７

年（1710）の「大寺村より楊枝村迄道筋覚書」がある。

これによれば家数が 54軒あったとされ、さらに約百

年後の享和３年（1803）「大寺村地志扁集」には「大

寺より子に当テ 八丁隔り山麓に有 村地南北弐丁

四拾五間 東西二丁三十五間内ニ町割に而北高ク南

下りの所ニて 家数東ほほ十三軒同裏家拾弐軒 西

がわ十三軒同裏家十二けん 都合五拾軒其内寺壱ヶ

寺 修験壱軒 燈明坊のあん壱軒 恵日寺役坊四軒 

邑之東西南は田畠 北ハ纔ニ二ちやう隔てて山之麓

ニ居候村方ニ御座候」とあって、道を中心に東西に家

なみがあったことを裏付けている。 

この地誌をもとに編纂された文化６年（1809）の 

『新編会津風土記』には「本寺村は此より北五町余に

あり 家数四十三軒 東西二町三十五間 南北二町

四十五間 北は山に続き四方に田圃あり」と記されており、家数の齟齬はあるものの周囲

に田畑の広がる当時の集落規模を伝えている。 

風土記とほぼ同時期の文化 15年（1818）に制作さ

れた「本寺村漆木絵図」は、本来慧日寺の所在する本

寺村の漆木を調査し、その本数などを仔細に記入した

ものであるが、中心には当時の慧日寺が描かれ、周辺

の土地利用状況も色分けして図示している。ここでは、

下方に流れる大谷川から橋を渡って上方の慧日寺の

伽藍へとまっすぐな道が延びており、道の東西には整

然と立ち並んだ集落のまちなみが描かれている（右図

赤枠内）。 

 以上の絵図史料の変遷を通して、慧日寺の門前に成

立した子院坊中が、寺勢の衰退・時代の変遷とともに

近世農村集落へと性格を変えていった様子を辿って

みた。南北に延びる参道は、本寺村の重要な生活路へ

と役割を変えながらも、依然として場所や形状を大きく変えることなく機能し続けていた

ことも、絵図は見事に描き出している。 

 

「元禄絵図」 

 
「本寺村漆木絵図」 
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図 「本寺絵図」（明治期）にみる屋敷割り 

中央の参道に沿って短冊状に区画されており、参道両側には水路が描かれている 
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②現在のまちなみから見た本寺地区の特徴 

本寺地区の屋敷取りは、緩やかな上り傾斜をなす中心の道に沿って、東西方向に長い短

冊状の宅地が南北に画然と並んでおり、そこには南面して建てられた家屋が整然と建ち並

んでいる。これらの屋敷割りは、「絹本著色恵日寺絵図」に見るように、早くも中世段階で

その原型が確立しており、その後、遅くとも「本寺村漆木絵図」の時代までには整然と建

ち並ぶ現状に近い家並みとなっている。 

現在も養蚕住宅の名残りをとどめた住宅や土蔵などの歴史的建造物が残っており、その

中には様式・構造などから明治初期あるいはそれ以前に遡るのも含まれている。それらの

内部構造をみると、道沿いに向けて座敷を配しており、かつては多くの人々が参道から直

接出入りをしていたことも窺える。 

絵図史料などにより、本寺地区は近世期にはすでに農村集落へと移行していたことが知

られているが、以来、参道や屋敷割を大きく改変することなく現在まで継承し、古風な集

落景観を醸し出してきた。 

慧日寺の門前に建ち並ぶまちなみは、傾斜する参道に沿って形成されているため、各々

の宅地は平坦地を造成しなければならなかった。そのために、多くの民家で石垣を積んで

部分的に土地を高くして平坦面を構築しており、参道全体を見渡すと、石垣による階段状

の土地が連続している。 

本寺地区の参道にみられる石垣は、主に参道の東側に沿って構築されており、そこから

枝分かれする枝道に沿って数ヵ所でかぎ型に屈曲している。当集落の屋敷地は参道東側が

西側に比して一段高い平坦面にあることから、その土留めとしての役割も果たしている。

これらの石垣は平石の隅を立てて積む谷積みと呼ばれる工法であることから、概ね明治頃

のものであると確認できる。また、これとは別に参道から枝分かれした集落内に入り込ん

だ家屋周りにも石積みが残る。参道沿いとは異なって、大きさの違う自然石や切石をさま

ざまな方向に組み合わせて積み上げる乱積みであることから、それらよりやや古い年代に

構築された石垣と見ることができる。磐梯山・猫魔ヶ嶽山地の山麓は、かつて「磐梯石」

と呼ばれる良質の石材産地としても知られており、すべての石垣はもちろん、古くは慧日

寺跡の建物礎石、徳一大師廟の層塔、さらには慧日寺跡にある墓地の墓石まで、すべてこ

こから産出した安山岩を用いている。 

   

参道沿いにみる谷積みの石垣 集落内に残る乱積みの石垣 
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石垣の構築は、傾斜地に営まれた本寺の集落環境を特徴づける構築物のひとつでもあり、

数世代にわたって修復を繰り返しながら受け継がれてきた。そこには、豊富な石材産地を

背にして立地したという、歴史的・地理的背景があったわけである。 

さて、今昔を問わず、水の確保は生活の上で

必要不可欠であった。水道設備の整っていなか

った時代、傾斜地にあったこの集落では水の確

保に心血を注いだことは必然であった。本寺で

は、集落の北側、慧日寺境内の門前を流れ下る

花川がほぼ唯一の水源であり、明治期の「本寺

絵図」には、集落北東部から引水されてきた水

路が中央参道の両側に描かれ、大谷川へと注い

でいる様子が読み取れる。現在も屋敷周りには

水路跡が残っており、生活用水として縦横に流

路が廻らされていたことがうかがえるところ

である。かつては、その水流を利用して精米も

行われていた。そのため、水車や「ばったり」

と呼ばれる精米小屋が至る所に設置されてい

たことが、現在に残る水車小屋の遺構などから

読み取れる。この水路もまた、石積みであった。 

以上のように、本寺地区では南西に傾斜する 

山麓地という地形的に不利な条件にありなが

ら、石垣を築いて宅地等を造成し、水路を巧み

に廻らせて連綿と生活を営んできた。ここでは、寺院の門前集落から農村集落へと姿を変

えながらも、中央の参道に沿って形成されていったまちなみが良好に伝えられているので

ある。 

 
 

ばったり小屋（『磐梯町史民俗編』より） 昭和初期本寺地区水車位置 

  

 

現在も残る屋敷周りの水路 
 

 

大森家の水車小屋の遺構 
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慧日寺参道沿いに広がる民家の石垣 

 

昭和 30年（1955）代頃の 

慧日寺参道 
 

 

現在の慧日寺参道 

図 本寺集落のまちなみ  
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慧日寺は、本寺地区を中心とする住民の活

動によって、寺号が復号され、守り継承され

てきた。これは、慧日寺とその周辺地域とい

う「場」と人々の思いが一体となったからこ

そなしえたことである。慧日寺跡は、今も郷

土史の学習等を通じて磐梯町民が親しみを有

している町のアイデンティティであり、多く

の町民が、慧日寺跡を町外の人に伝えたい町

の魅力と考えていることが町民アンケートで

も示されている。 

こうした町民の思いに支えられた慧日寺に

まつわる歴史の継承や史跡の復元に向けた活

動が、今日においてもなお連綿と続けられて

いる。 

史跡や恵日寺を基盤として、地域住民が慧

日寺を大事に思う心を継承し、慧日寺や徳一

の業績を町の誇りとしてきたことは、良好な歴史的風致を形成しているといえよう。 

 

整備が進む慧日寺跡の門前に連なる本寺地区のまちなみ  

 

慧日寺跡を活かした魅力向上策への期待 

N=296（無回答除く） 

出所）「集客交流拠点としてのまちづくり 

に関するアンケート」 

（平成 26年（2014）1月） 
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図 県指定重要文化財「絹本著色恵日寺絵図」 

15世紀 恵日寺所蔵 

図 恵日寺絵図のトレース図 

 

コラム 三一権実論争 

 

 徳一は、弘法大師より「勧縁疏
かんえんそ

」を受け取った翌年の弘仁７年（816）頃、『 仏 性 抄
ぶっしょうしょう

』

を著し、当時最大勢力を誇った法相宗を代表する形で、天台最勝を活発に唱えていた最澄

に論争を挑んだとされる。これに対し、最澄は、翌年『照 権 実 鏡
しょうごんじっきょう

』を著して反論し、そ

の後、両者には幾度となく論争を繰り返した。これは、三乗、すなわち、声 聞 乗
しょうもんじょう

（声聞

が悟りを得て阿羅漢
あ ら か ん

と成るための仏の教え）・縁 覚 乗
えんがくじょう

（縁覚が

辟支仏
びゃくしぶつ

と成るための仏の教え）・菩薩乗（菩薩と成るための仏の

教え）と一乗、すなわち仏となるための釈尊の教えは一つである

ことのいずれが正しいか、権実を争ったことから、「三一権実論

争」として知られている。 

 修行してもすべての衆生が成仏できるものではないという思

想は、徳一が依拠した法相唯識の立場から主張したものであるが、

だからこそ厳しい現実を自力で打破しようとする気質をこの地

にもたらしたのかもしれない。その意味でも、今日の会津人にみ

る厳格な人柄の端緒は徳一にあったということができる。 
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2-1-2 磐梯神社の祭礼にみる歴史的風致 

慧日寺の創建以前より、当地方には磐梯山を中心とする山岳信仰が根付いていた。磐梯

山に宿る磐梯明神は、祖霊神であり、また農耕神でもあったので、山岳信仰が慧日寺繁栄

の基盤となるとともに、人々の精神的支柱でありつづけた。慧日寺は鎮守社として磐梯明

神を境内に祀り、仏教と融合しながら民衆教化の基盤としていったのである。  

明治新政府により出された神仏分離令によって、神社にあった仏像・仏具はすべて寺院

に移され、寺院での神社別当は禁止となったが、近世以来、会津藩主の庇護を受けて民衆

生活に結びついて伝承されてきた慧日寺の年中行事の一部が地区の鎮守社たる磐梯神社に

引き継がれ、地区住民にとって依然として精神的な心の拠り所であり続けることができた。 

慧日寺の最後の住職で、境内にあった数多くの神社の別当を務めていた葉室長住は、廃

寺によって還俗し、慧日寺から分離独立した磐梯神社の宮司となった。宮司は、磐梯明神

を慧日寺の本地とも考えており、本寺地区の村民へ神道への転換を促した。この勧めに応

じて神道に転じた村民も多かったが、依然として仏道への帰依を継続し続けた人々も少な

くなかった。 

このことから、複雑な住民感情を引き起こす結果となったが、近世以来伝承されてきた

慧日寺の年中行事の一部が磐梯神社に引き継がれ、いわば心の拠り所が継承されたことは

せめてもの救いであった。すなわち、この磐梯神社において毎年春分の日に執り行われて

いる「舟引き祭り」と「巫女舞」がそれである。これらは神社祭礼の神事でもあると同時

に、氏子である地区住民総出で開催される“むらの鎮守の祭り”としての意味合いを持つ。 

慧日寺は、かつて藩の祈祷寺としての役割も占め、年間を通じて様々な仏事・神事が執

り行われており、住民の精神的支柱として機能してきた。人々は、活動を通して慧日寺を

守り、伝える取り組みを続けてきたが、それは、建物のような目に見えるものにとどまら

ず、こうした仏事・神事にも及んでいた。現在でも、鎮守としての性格が最も強い「御国

祭」は、磐梯神社における舟引き祭りと巫女舞として現在も引き継がれている。 

 

舟引き祭りの様子（昭和 33 年（1958）の磐梯弘報） 
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表 慧日寺における近世年中行事の変遷 

現在の「舟引き祭り」 

現在の「巫女舞」 
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磐梯神社における「舟引き祭り」は、神社の境内で行われるもので、農村としての磐梯

町の性格を色濃く表している。祭りでは、野良着を来た氏子が東西に分かれ、米俵を積ん

だ木舟の両端につけた綱を引き合いその年の作柄を占うものである。三度の引き合いによ

って決する勝敗の判定は、磐梯明神が直々に行うことが特徴でもある。江戸時代の慧日寺

年中行事記録には、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記されており、少なくとも 300年を超す歴史を有する。 

一方「巫女舞」は、祭礼の冒頭に磐梯明神を迎えるために神前で奉納される舞であり、

代々、本寺地区に住む女児らが舞手となって神社拝殿で笛・鼓の囃子に合わせて厳かに奉

納される。これもまた江戸時代の年中行事に見える「児之舞」を起源としており、脈々と

伝統が紡がれ、慧日寺の廃寺後は磐梯神社の祭礼として引き継がれている。 

度重なる苦難に遭いながらも舟引き祭りと巫女舞の営みの場は、以下に示すごとく変遷

をしてきたことになる。 

 

現在でも祭礼の当日は多くの人々が境内に集い、冬の厳しい寒さと積雪に閉ざされた山

あいのむらに、ようやく訪れた春のにぎわいを伝える。両者とも慧日寺の年中行事からの

長い伝統を有し、磐梯山信仰・農耕信仰を伝える貴重な民俗行事としての歴史的価値が認

められ、平成 17年（2005）には「磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞」として福島県の重要無

形民俗文化財に指定されている。山あいのこの地に米の作占いの年中行事が伝承する背景

には、農耕の神でもあった磐梯明神や磐梯明神を祀った慧日寺の果たしていた役割が、会

津地方において大きかったからであり、本寺地区に根付く農耕文化を色濃く反映している。 

 このように見ると、磐梯神社は磐梯明神への帰依を背景として、磐梯山への信仰と結び

ついて捉えられている側面が強い。これは、慧日寺は徳一が結びついて人々の心を捉えら

れていることとは対照的である。 

 

 

 

 

 

  

年 代  近世 
～明治５年

（1872） 

～大正 14年

（1925） 

～昭和 47年

（1972） 

昭和 48年

（1973）～ 

平成 13年

（2001）～ 

活動の場 

舟引き 
慧日寺 

境内 

慧日寺境内

～神社境内 

神社境内 

（慧日寺跡） 

神社境内 

（慧日寺跡） 

磐梯神社 

（慧日寺跡） 

磐梯神社 

（現在地） 

巫女舞 薬師堂 薬師堂 

改造仁王門 

明治 20年代

以降は中断 

中断 
神社拝殿 

（慧日寺跡） 

神社拝殿 

（現在地） 
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図 舟引き祭りと巫女舞の活動場所の変遷 

年 代  近世 

 

活動の場 

舟引き 
慧日寺 

境内 

巫女舞 薬師堂 

年 代  
～明治５年

（1872） 

 

活動の場 

舟引き 
慧日寺境内

～神社境内 

巫女舞 薬師堂 

年 代  
～大正 14年

（1925） 

 

活動の場 

舟引き 
神社境内 

（慧日寺跡） 

巫女舞 

改造仁王門 

明治 20年代

以降は中断 

年 代  
昭和 48年

（1973）～ 

 

活動の場 

舟引き 
磐梯神社 

（慧日寺跡） 

巫女舞 
神社拝殿 

（慧日寺跡） 

〈磐梯神社創立時〉 

（薬師堂） 

〈明治５年（1872）〉 

（薬師堂焼失） 

〈大正 14年（1925）〉 

（薬師堂再建）明治 32年（1899） 

昭和 24年（1949）再建 
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舟引き祭りは、江戸時代の初期には既に実施されており、寛文６年（1666）の『会津風

土記』には、「百穀豊年之祭」との記述が確認できる。さらに、貞享２年（1685）の慧日寺

の書き上げにも「二月十三日より同十六日迠御国祭之事」「法事終テ飯舟ヲ飾リ 大勢ニテ

曳之 東ヲ上ト定メ西ヲ下ト定メ諍曳事 上下ノ勝負に随而米糓之値段ヲ占事有」とあっ

て、「御国祭」の中で旧暦２月 15 日に行われていたことが知られている。また、中興實雅

の記すところによれば、「同十五日飯船を飾東を上と定 西を下と定 大勢諍引之 有勝負 

其年之米糓直段知之也」とあり、御国祭の詳細をみることができる。後年の『新編会津風

土記』にも「二月十三日（中略）十五日舟を堂前におき、白米を盛り、この村の者聚りて、

これを争ひ牽く、東を上とし、西を下とす。その舟の往く方にて其の年の米価の貴賤を卜

す」と同様の記載がある。以上の記録から、今日において引き継がれている舟引き祭りが、

開催日時こそ変わるものの、江戸時代とほぼ同じ内容で実施されていることがわかる。 

祭りに先立って地区の集会所では年配

者の指導のもと飯舟に取り付ける引き綱

が編まれる。このため、本寺地区の集会所

の天井には、綱編み時に用いるフックも設

置されている。太く長い綱であるため、氏

子である多くの住民の力が必要であり、技

法は年配者から青年層へ連綿と受け継が

れている。 

 祭り当日は半鐘が鳴らされ、地区に鳴り

響く鐘の音に誘われるように氏子である

住民が磐梯神社にこぞって集まる。境内の

中央には飯舟と呼ばれる長さ 2.7ｍ、幅 35ｃｍほどの木柄の太い木舟が設置され、米俵を

三俵重ね、幣束を１本立て、舟の両端には２本の綱が括り付けられる。古くは、俵の中に

白米を入れたという。野良着をまとった氏子は神くじを引いて東西に分かれ、磐梯山に向

かう東を上、西を下として勢いよく引き合う。３回の勝負により、東が勝てば「豊作」、西

が勝てば「米の値段が上がる」と判定される。 

  

地区を挙げて祭礼の準備にあたる 境内での飯舟の準備 

 

祭りに先立って製作される飯舟の引き綱 

（集会所の天井にあるフックに綱をかける） 
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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、判定を下す。こ

れは神託を模したものであるが、神が直接人前に姿を現し神託を下すのは、民俗学的に極

めて稀な例であるという。舟を引き合う際に上げられる掛け声は、磐梯神社境内のみなら

ず、本寺地区に響き渡り、祭りの熱気は最高潮に達していくのである。 

  

磐梯明神の面前での勝負 ３回の引き合いで勝敗を決する 

 

一方、祭礼の冒頭には磐梯明神を迎えるため、神前で本寺地区の女児が舞手となって「巫

女舞」が奉納される。近世慧日寺の中興實雅が正徳６年（1716）に記した『陸奥国会津磐

梯山恵日寺役記』に「児之舞
こ の ま い

」とあるのがその原型である。「児之舞」の起源や由来は明ら

かになっていないが、『陸奥国会津磐梯山恵日寺役記』によれば、３月 18 日の行事として

行われていた。当初は神と人との間に立ち、神の声を聞き、人々に伝えるために、神の依

代となる榊、太刀、弓矢などの採物を手に持って舞い、その後、和を祈願するための所作

を表現したと考えられる。 

もともと、姿を現さない神の前に進んで、神と人を取り結ぶ役目の奉仕者は「巫女」と

目された。「巫女」は清浄な女性が選ばれたが、女児もまた、清浄無垢なるが故に「巫女」

に代わるものとして選ばれた。 

明治期に入ってからは、舟引き祭り同様に、巫女舞も磐梯神社に引き継がれ、依然とし

て巫女舞の奉納は続けられていた。しかし、舞が披露されたのは、明治 20年（1887）代が

最後であった。その後、昭和 40 年（1965）代におよそ 80 年の空白を経て再開し現在に至

っている。その際、明治期の幼少期に巫女として奉仕した地区の古老の記憶をもとに、榊

の舞・太刀の舞・弓の舞の三座が「巫女舞」として再開した。昭和 49年（1974）のことで、

再開された巫女舞の発表会が催された。 
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再開に向けた練習風景 再開された巫女舞の発表会（昭和 49年（1974）） 

 

 今日の巫女舞は、地区の女児たちにより舞われている。３月を迎えると、女児たちは一

堂に会し練習に励む。練習期間には、本寺地区に笛や太鼓の音が漏れ聞こえ、祭りが近い

ことを知らしめる。年齢とともに舞を移り、年長者が年下の子どもたちへと教え伝えてい

く。これを繰り返して、巫女舞の伝統は次代へと継承され続けていくのである。 

 

  

衣装合わせと練習風景 

 

こうして、練習を重ねた女児たちは、祭りの当日に、いよいよ巫女舞を披露する。 

  
装束を纏った巫女達 榊の舞 
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弓の舞 太刀の舞 

 舞いは現在、「榊の舞」「弓の舞」「太刀の舞」の３つの舞から構成されており、それぞれ

４人１組で行われる。榊・弓・太刀を手にした女児が舞手となり、笛・鼓の音に合わせて

神前で舞う。舞によってそれぞれ衣装・彩物は異なっている。 

 

表 巫女舞の衣装 

■榊の舞 

 衣装  金襴地 ちはや、袴、白足袋 

 髪飾り いちょうがえし 

 彩物  榊に紙垂れを下げる 

■弓の舞 

  衣装  青地 ちはや、袴、白足袋 

 髪飾り 垂髪とし冠をつける 

 彩物  弓・矢 

■太刀の舞 

 衣装  白地 ちはや、袴、白足袋 

 髪飾り 垂髪とし冠をつける 

 彩物  太刀 

  

舟引き祭りと巫女舞は、本寺地区のにぎわいの中心であり、地区の古老が、かつて巫女

として舞を舞っていた当日の様子を記憶している。 

 「舟曳祭りの当日は、葉室家（磐梯神社宮司）に舞児が集まって、化粧をしてもらい、

衣装をつけて時間を待っていた。 

 最初に榊の舞が奉納された。舞台は、磐梯神社の拝殿の中に定められていた。その畳の

上には、舞児が舞いながら進む足どりを示した紙がはってあった。 

 まず、いちょうがえしに髪を結い、金襴の織りの衣装をつけて白足袋をはいて、お榊を

持ち、葉室家の庭前に並んで磐梯神社の舞台まで歩いていくのであるが、途中で村の者た

ちが、わいわいとさわいでいた。 
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 神社拝殿の階段をのぼると右手すみに囃子が音楽を奏していた。舞児は左手の控に入り

支度を直して音楽に合わせて舞い進み、畳についている紙のしるしにそって舞台の四角を

一回りし、再び舞いながら、もとの位置に舞いもどって終わるのであった。」（『磐梯町史民

俗編』） 

 舞いが終わると、囃子に合わせて階段を下り、

葉室家へ帰るというのであった。この時、村びと

は神社の拝殿の庇の下の縁に並んで見物したが、

縁がギシギシとなって落ちんばかりの盛況を呈

したという。 

祭りが近づくと、本寺地区には幡が並び、人々

の心を浮き立たせる。そして、祭りの当日には、

地区をあげて祭事に参加し、周辺は大いににぎわ

う。地区の半鐘が打ち鳴らされ、祭礼開始の音が

地区中に響き渡る。 

境内では蕎麦や甘酒が振る舞われ、人々の交流

が促される。本寺地区では、このタイミングに合

わせて子らが帰省する家庭も多く、祭礼に彩を添

えている。 

 

 

 

 

 

  

地区のメイン道路に立ち並ぶ祭り幡 境内では蕎麦がふるまわれる 

 

 

  

 

図 舟引き神事及び巫女舞の奉納場所 

巫女舞奉納

舟引き神事
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 舟引き祭りと巫女舞が行われる場所は、か

つて藩主の庇護を受けていた慧日寺境内から

地区の鎮守である磐梯神社へと移った。ここ

において、祭礼は国の安全を願う「御国祭」

から、地域に根差し、人々を繋ぐ鎮守祭礼に

転換していった。 

現在、磐梯神社は地区の鎮守社としての位

置付けとなったことから、地区住民総体を氏

子として、社総代も廻り順で担当している。

したがって、神社祭礼としながらも、本寺地

区住民が一丸となって祭礼を盛り上げ、準備から後片づけまでの一切を行っているのであ

る。 

舟引き祭りは、本寺地区の農耕文化を色濃く反映したものであり、磐梯神社に人々が集

まって力を合わせ、本寺地区一体となってその年の作柄に思いを馳せる。地区住民自らが

舟を引いて作柄を占う祭礼は、神の力を信仰していても、決して他力に頼り切らず、自分

たちの力で困難を乗り越え、道を切り開く気質として受け継がれ、磐梯町全域において今

なお失われていない。 

また、元来地主の神であり慧日寺の鎮守社であった磐梯明神は、明治の廃寺後に独立し

て磐梯神社となったが、慧日寺の神事を引継ぎ、慧日寺が廃された後も、連綿と人々の心

の支えとなり、信仰の対象として機能し続けている。 

以上のように、本寺地区では参道を中心とした良好な市街地環境が残されており、慧日

寺の継承・復元活動が連綿と紡がれてきた。 

一方、山岳信仰に裏付けられた磐梯神社の祭礼にも地区を挙げて参加し、にぎわいを伝

えている。「仏」と「神」と、形は違えど、信仰を基盤に地域を愛する人々が守り伝えてき

た活動や建造物が連なる本寺地区には、良好な歴史的風致が形成されている。 

 

  

 

地区を見下ろす場所に鎮座する鎮守社の

「磐梯神社」 
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磐梯幼稚園園歌 

 

 

磐梯第一小学校校歌 

 

 

 

    磐梯第二小学校校歌 

 

 

磐梯中学校校歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 磐梯山を中核とする山岳信仰と修験にみる歴史的風致 

 

会津に生きる我々が、朝な夕なに目にする磐

梯山。その勇壮な山体は、かつて 2,000ｍを越す

高さを誇り、天空高くそびえ立つその美しい姿

から、天に昇る橋梁を彷彿させ「イワハシの山」

とも称されていた。イワは岩、ハシは梯（また

は椅）である。 

また、万葉のいにしえには「会津嶺（あいづ

ね）」と詠まれ、山懐の猪苗代平野、暁空に望む

会津盆地に生きる人々にとっては、まさに心象

風景に刻まれた故郷の母なる山でもあった。現

在でも、町内の幼稚園、小・中学校では園・校

歌に歌われており、町民にとって「磐梯山」は

まさに一生を通して心に刻まれることになる。

磐梯山は古来神々の宿る神聖な山として崇めら

れていた一方、火山活動や天候不順をもたらす

魔ものが棲む山として「病脳山」とも称されて

いたことはよく知られている。 

 

 

（１）山岳信仰の中核となる磐梯山 

『慧日寺縁起』によれば、「会津山は昔、魔魅
ま み

が祟りをなしたことから病脳山と呼ばれていた。

巽の方に月輪・更科の二荘があったが、大同元

年（806）一夜にして二荘は湖となった。溺死す

る者は数知れず、これが猪苗代湖である。この

ことが朝廷に聞こえ、大同２年（807）に空海が

天皇の勅を受けこの地に至り八田野稲荷森で加

持祈祷を行ったところ、魔魅は別峯烏帽子嶽
べつみねえぼしたけ

に

駈失した。そこで空海は山号を磐梯と改め、三

鈷杵を投げて占ったところ、雲中に入り落ちて

紫藤に懸った。そこに寺を建てて丈六の薬師金

像十二神将四天王等を安置した。これが慧日寺

である。この時山神が現われたので、明神舞の

舞楽を奏した。また戒壇を建て宝祚を祈り巻数
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を奉じたところ、天皇叡感の余り当郡の官租を免じ、寺料に供せられた。弘仁元年（810）

空海は寺を徳一に属して京に帰った。」この縁起は、慧日寺が真言宗に転宗してから作られ

たものであるため空海の開創としているが、仏教による民衆救済の要因として東国に相次

いだ自然災害がその背景にあったことは、単なる伝承以上の意味があり、火山活動に伴う

建立寺院も少なくない。このように、磐梯山に由来する神は、自然現象に影響を与える力

をも有していると考えられてきた。 

磐梯山の伝承が示すように、古来さまざまな恵みをもたらした磐梯山は、律令体制下で

の神祇祭祀制度が成立する以前から、自然崇拝の対象とされ、敬虔な神の山として人々が

むやみに立ち入ることはなかった。人々は磐梯山の山頂に祠を置き、磐梯明神を祀った。

この小祠の存在は、『新編会津風土記』にも見えることから、少なくとも近世にはその存在

が確認でき、風雪に耐え改修を繰り返しながらも今日に引き継がれている。 

 

 

  

猪苗代湖を見下ろす山頂の磐梯明神 『新編会津風土記』に描かれた山頂の祠 

  

磐梯山頂の祠（大正 12年（1923）撮影） 現在の祠 

 

磐梯山はまた、田の神すなわち農耕の神としての性格を帯びていた。これは、命を生み

出す力を山が宿していることを意味する。会津盆地の人々の霊魂は死後近くの山々（ハヤ

マ）と移り、時を経て母なる磐梯山へ集ったという。さらにそこから天への梯子を昇り、
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我々を見守る祖霊となった。祖霊神は、春を迎えると田の神として里に降り立ち、子孫へ

豊作をもたらす農耕の神として姿を変えるのである。つまり、磐梯山は、衆生の生から死

までを司っているのである。民俗学的観点からは、田の神と山の神は元来一つであって、

それは祖霊であるという。祖霊は常に山にあり、正月には歳神として、春には田の神とし

て里に降り、秋になるとまた山に帰る。 

平安時代の初め、この地を拠点に慧日寺を開創した徳一は、このように神の宿る山、魔

もののすむ山として人々から畏怖と畏敬の念で尊ばれた古くからの磐梯山信仰を仏教と習

合し、民衆を教化していった。慧日寺の鎮守に磐梯明神を祀り、田植え歌・雨乞い・巫女

舞・豊凶を占う舟引きなどの年中行事の存在が示すように、神事を取り入れたさまざまな

予祝を生み出していったことが何よりそれを裏付けている。 

 

（２）磐梯山から派生したさまざまな山岳信仰 

祖霊は年月を経るに従って奥山へと行き、最後に神になるといわれている。磐梯山を仰

ぎ見る地域では、まさにその奥山が磐梯山であり、遠方から遥拝して神霊を畏怖崇敬する

富士山のような浅間型とみることができる。これに対し、西連地区の北側に位置する羽山

は集落に近い里山で、会津平のほぼ全域から仰ぎ見ることができる山として、霊魂が最初

に集まるという神奈備
か ん な び

型の山であった。ハヤマは羽山・端山・葉山などとも表され、村里

に近くそこを一目に見下ろせる山を指し、山の神と共に祖先の祖霊が宿り村人の暮らしを

見守っていると信じられてきた。人々はそこでは親しみの情を込めて祖先を敬い、その恩

恵に感謝する祭礼が行われている。 

また、両者の中間に位置する厩嶽山は、1300 年前の開山と伝え神馬伝承が残る霊山で、

山上には馬頭観音堂が建つ。会津地方の馬頭観音信仰の本山として篤い信仰を集め、人々

は新馬を連れて山上に登拝し、馬が丈夫に育つよう馬頭観音の霊気を授かった。ここから

派生して、子どもの健康を願って登拝する二つ児参りの風習も行われている。 

以上のように、霊峰磐梯山に連なる山々にはさまざまな信仰が生まれ、その山麓に住む

我々の生活の中に密接に結びついている。 

 

町の北側に連なる信仰の山々  

磐梯山 

羽山 

厩嶽山 
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①厩嶽山の信仰 

 慧日寺跡の北東約 4.5ｋｍ、磐梯山の西側に位置する標高 1,261ｍの山が厩嶽山である。

山頂の平坦部が南に細長く突き出て、山麓から見上げるその形容はまさに馬の鞍そのもの

である。 

我が国には古来より、馬が神霊の乗り物であるという観念があった。霊峰磐梯山に御座

す磐梯明神は山の神であると同時に田の神であって、春には農耕神として里に降臨する。

そのため、磐梯山の西方に並び立つ厩嶽山は、磐梯明神の神馬が控えるに最適の立地であ

ったのである。磐梯明神を山下に遷座する際に、厩嶽山がその中継地となったという伝承

も、そうした神馬伝説から派生したといえる。また、これとは逆に、会津盆地の霊魂は一

度厩嶽山を経由して磐梯山へと移り、天上へと昇華するという信仰もある。天馬が衆生の

魂を乗せ、天への梯子である磐梯山へ運ぶ。いずれも馬は霊界とこの世を結ぶ神的動物と

いう我々の深層心理に刻まれた思想である。いうまでもなく、磐梯山への信仰が根底に存

在しており、信仰のうちの神馬という部分の性格が色濃く現れているのが厩嶽山である。 

この厩嶽山は、行基が開山したとの由来を伝え、神馬奇瑞
しんばきたん

の伝承があって仏法応護の霊

地として観音を祀った。山頂やや下方には馬頭観音堂があって、会津盆地の馬頭観音信仰

の本山として知られている。中世の作である「絹本著色恵日寺絵図」にも山上に正面三間

の２棟の建物が描かれ、「馬頭観音」の名称が付記されている。後方建物の柱間には左右２

体の尊像も描かれており、当時すでに篤い信仰を集めていたことが窺える。 

  

磐梯山と厩嶽山 絵図に描かれた馬頭観音堂 

 

『古社寺取調書 磐梯村役場』（明治 28年（1895））に収録された「馬頭観音堂」によれ

ば、天平年間行基の開山とすることから、慧日寺の開創より古い開山伝承を持つ。史実で

はないにせよ、古くからの信仰があったことが伺える。また、本堂は寛文年中に建設され、

桁行３間、梁行３間の宝形造りである。籠堂は文化年中に建設され、桁行２間、梁行３間

の切妻造りであり、簡易な見取り図を付している。 

 

 

厩嶽山
磐梯山
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古社寺取調書（明治期） 古社寺取調書（明治期） 

明治 29年（1896）には観音堂の屋根葺替えに際して寄附が募られたが、この際の別当は

観音院住職の伊藤宥慶が務めている。寄附帳には横達・磨上・塩ノ原・大曲の各地区 31名

の名が見え、それぞれ萱一〆ずつの現物寄附であった。 

明治 35年（1902）９月 28日には暴風雨で本堂・籠堂ともに大きな被害を受け、明治 36

年（1903）には再度寄附が募られている。しかしながら、多額の再建費用のため、すぐに

は着工のめどが立たなかったことは、その後の完成記念碑によって知ることができる。そ

れによれば、明治 40年（1907）12月起工、明治 41年（1908）６月の竣工とあって、被害

から５年の歳月を経た後であった。観音堂の完成後の明治 42年（1909）には、厨子の新築

寄附も募られており、このときに新築された厨子が町指定文化財として現在に残っている。 

  

奉納趣意書に添付された観音堂図 
 

現在の観音堂 
 

  

明治 36年（1903）奉納の賽銭箱 山上に建つ観音堂再建碑 
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厨子再建の棟札（明治 42年（1909）） 
 

山上に建つ「御厨子新築寄附人名」碑 
 

  

奉納趣意書に添付された観音堂図 
 

現在に伝わる厨子 
 

 
 

 

  
観音堂に奉納された絵馬（近世～昭和期） 
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また、厩嶽山馬頭観音堂に至る参道沿いには、明治初期に奉納された三十三観音の石仏

像が奉納されている。これらは西国三十三観音霊場を模したものであるが、著名な霊場で

ありながら遠国のため実際には赴けないこの地の人々が、厩嶽山をその霊場に見立てて奉

納したものである。それぞれに寄進した地元住民の名前が刻まれており、会津地方の観音

信仰の篤さを今に伝えている。 

 

  
今も厩嶽山参道沿いに残る 

西国三十三観音石仏群 

 

 その後時は流れ、機械化に伴い農耕に用いられていた牛馬が姿を消すと、信仰も徐々に

薄れていった。山上の観音堂の荒廃も進み、維持管理にも支障を来たす状態となったこと

から、平成２年（1990）に至って止むなく厨子・奉納品を山上から移動することとなった。 

別当である恵日寺の協力のもと、現在は磐梯山慧日寺資料館の野外展示施設に保存・展

示されその信仰を伝えている。 

  

磐梯山慧日寺資料館野外展示施設（厩嶽山馬頭観音厨子覆い堂） 
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 厩嶽山では、農家の人々が農耕馬の無病息災や安全守護を願って、当歳子
とうねんこ

と呼ばれる新

馬と一緒に厩嶽山に登り、馬頭観音に参拝した。会津地方の馬頭観音信仰の総本山として

広く信仰を集めていたこともあって、盛時には各地で厩嶽山講も組まれ、旧暦６月に行わ

れていた祭礼では、馬を引いた多くの参詣者でにぎわった。磐梯山に根付く農耕文化と山

岳信仰が融合した、象徴的な儀礼でもある。 

  

白馬奉納記念（昭和８年（1933）６月） 大寺下組女講中により奉納された白馬 

 

    

   

厩嶽山祭りの様子 

 

現在では、地元町民が有志となって組織された実行委員会の主催による「厩嶽山祭り」

が毎年６月第３日曜日に開催されている。厩嶽山の山開きを兼ねたこの日は、県内外から

大勢の参加者が集う。白馬を先頭に登山口まで至り、そこから観音堂を目指す。幼児を背

負い、三十三観音の石仏にお参りをしながら登る親子もあって、それぞれのペースで山上

へと歩を進める。堂前では参拝者にお神酒・笹もちが振舞われ、霊山の恩恵を享受するの

である。 
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②ハヤマ信仰 

磐梯町では、本寺・上西連・一ノ沢・大曲・法正尻・布藤などでハヤマ信仰が伝わって

いる。当地方には人里に近い「ハヤマ（羽山・端山・葉山・麓山などと表記）」と呼ばれる

里山が多く所在している。猪苗代湖の北岸側、いわゆる湖北地方では、ハヤマあるいはハ

ヤマ神社の有無にかかわらずハヤマ籠りを行う村が多い。 

上西連地区の北にある羽山（標高 594ｍ）頂

上には麓山神社があって羽山祇命が祀られてい

る。村の北はずれに「おがい水」の出る清水が

あり、そこから山上に向かうと「おみ坂」とい

う急坂の参道がある。神殿の前には三間四面の

籠り堂があり、堂内には炉が設置されている。

明治 11年（1878）の「神社明細帳 磐梯村役場」

によれば、勧請は元文４年（1739）であるとい

う。現在も続く上西連のハヤマ籠りは、旧暦の

９月 18日には夕刻から村中の一戸男一人が重

箱に煮物などを詰め、お神酒を持って参籠する。 

大正年間頃までは、法印の指揮で炉に火を焚

き、塩をふって「火伏せ」を行い、はだしで「火

つるぎ」という火渡りをしたという。 

 ハヤマの神を迎え祀るためには、里人は行屋

に籠って精進潔斎しなければならない。凍てつ

くような寒夜に水垢離
み ず ご り

をとり、燃えさかる火を

渡って心身を清める。その別火行事に氏子の中

から神憑き（のりわら）が現われ、「口びらき」といって神のことばを聞き出す。村の吉凶

や作柄などである。これがハヤマ籠りの重要な要素であった。 

各地域に残るハヤマ信仰は元来固有の信仰を持っていたが、出羽三山修験の一派であっ

た羽山派の影響を受けて現在のような信仰形態に固定化されていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

麓山神社籠り堂 
 

 

上西連の麓山神社祭礼 

【建造物３ 

 羽山不動堂】 
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③修験道の展開 

人々は、深山を神の棲む神秘の世界とみなし、山中で苦行することによって強い呪力を

得ようとした。後に修験道の開祖とされる役小角
えんのおづの

は、７世紀に大和の葛城山を中心に活動

した宗教家であるが、半ば伝説的な人物でありその生涯には不明な部分が多い。しかしな

がら、傑出した呪術者としての名声はすでに奈良時代にして広く知られるようになり、諸

国の山岳も役小角を開山とするところが多い。福島県内でも磐梯山・吾妻山・飯豊山など、

修験にかかわる山々はあまねくその伝承を伝えている。 

慧日寺に隣接する不動院龍宝寺は、現在も残る寺院であり、この地方の修験道の拠点寺

院であった。「絹本著色恵日寺絵図」には、中心伽藍の中に「羽黒」「白山」などの小祠が

描かれているが、それらが勧進された背景には出羽や加賀など近遠を問わず、この地に多

くの修験者の出入りがあったことを示す。 

龍宝寺を司る大伴家に伝わる『東奥会津磐梯

山不動院龍宝寺縁起』によれば、「伽藍ノ側ニ一

宇ノ精舎ヲ建テ修験僧ヲ置き」とあることから、

慧日寺の脇に精舎を設けたことがわかる。この

精舎は、九州彦山の伝統灌 頂 法 流
かんちょうほうりゅう

を受けて、

「磐梯山不動院龍宝寺」と名付けられた。この

不動院龍宝寺は「東城の高野」とも称された。 

修験寺としての龍宝寺は、縁起によれば「当

山之儀は往古豊州彦山の法流にして、修験伝法

灌頂の地」として「白鳳年中に当山を開く」と

伝えている。大伴家由緒書を紐解くと「永正年中興 当院無嗣子故依 旧縁 彦山之修験

請賢用祖師伝来之嗣」とあり、少なくとも永正年中（1504～1520）に彦山修験の賢用によ

って中興されたことが知られている。 

 明和４年（1767）には、現在も伝わる磐梯山不動院龍宝寺を称して本山派に属し、彦山

派の南岳院のもとにあって、猪苗代の成就院末になっている。この龍宝寺の霞下が大寺郷

六ヶ村となったのは明和以降のことといい、かつては慧日寺内の磐梯明神の幣束を切り、

御国祭にも幣を奉っていたという。縁起によれば古くから「磐梯山より厩ヶ嶽、古城峯を

伝え数カ所の遺跡 今に人の知る所」とし「国峯相立山中□□ヲ司リ申候之依案内先達等

之ヲ申出」とあり、磐梯山の峰々をめぐる修験道の先達を行っていたのである。 

修験道で最も力を入れたのは、山中で鍛錬を重ねる「峰入り」である。古来の山岳信仰

は原始神道的なものを母体としており、そこでの修行は呪法を主とする練行で霊験を得る

ことにあった。磐梯修験の入峰の経路には、東道と西道があり、東道は慧日寺を出て、妙

法原・経塚・源橋・蔵王堂・蔵王滝（不動滝）・儀式山・地蔵平・磐梯山であり、西道は慧

日寺を出て、戒壇・常行同・小中野・大門坂・金剛堂・古城ヶ峰・厩岳山・猫魔ヶ岳・高

梵天・経ヶ峰・磐梯山である。このように、磐梯吾妻修験の活動には古い伝承を持つが、 

 

不動院龍宝寺不動堂 
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右図に見るような入峰路の記録が成立するの

は近世以降である。現在、山々への登山道はこ

うした入峰路を踏襲したものが多く、我々も先

人の足跡を辿って山へと入っているといえよ

う。 

また、龍宝寺には、享保 21 年（1736）以来

文化年間までの「年代筆録」が残っている。こ

れによると、湯殿山の先達を行い、修行も積ん

でいるようである。地方の村々では護摩行を行

い、庚申供養を続け、社寺殿堂の建立も行って

いる。 

近世、磐梯山を国峯修行の中心とした磐梯修験を預かって大いに活躍した龍宝寺であっ

たが、明治５年（1872）の修験道廃止以降は残っていた不動堂を籠り堂として出羽三山詣

りの籠り堂として別火とみそぎが行われ、さらには飯豊山詣りの籠り堂として近くの花川

を祓いの川として別火修行が僅かに続けられる程度となった。 

龍宝寺が司ったもう一つの行場として、町の南東部に位置する布藤地区がある。「金鳶山

大図」によって、布藤地区には近世に修験の行場が開かれていたことが知られているが、

こうした修験道に由来する行事として代表的なものに、この地区で毎年二月に行われてい

る山の神祭礼での「火伏せ」を挙げることができる。 

近世に入り地方に修験道が広

まる中、幕府は修験道法度を定

め、各地の修験者は真言宗系の

当山派と天台宗系の本山派のい

ずれかに所属させられた。布藤

の火伏せは、遊行も禁じられた

行者が村々に定着し、加持祈祷

や呪法などに従事するようにな

ったことに由来して始まったも

のと考えられる。 

 

 

 

  

 

図 磐梯吾妻修験の入峰路 

 

布藤地区の行場を描いた「金鳶山大図」 
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この火伏せは、布藤地区に住む若者（青年会）が行者となって神事を行う。参加者は 18

歳から 35歳までの男性で、長老の世話を受けながら行われる。まず、初日の午後に、行者

は地区の公民館を行屋、つまり祭場として集まり、準備を行った後、一同は雪の中を揃っ

てすぐ近くの池に行き、氷をかき分けて水

垢離をとって身を清める。これより行者の

代表数人は、長老の案内で行屋からやや離

れた山神社に行って参拝し、ご神体の幣束

を迎えて、行屋の祭壇に祀る。山の神は大

山祇命で、一般には豊作豊漁の神とされて

いるが、多くはその二人の娘である岩
いわ

長
なが

姫
ひめ

と木花開耶姫
このはのさくやひめ

も祀られていることが多い。

この２柱は子授けと安産の守り神として信

仰されている。行者は青年であるが、行屋

には集落の女性も多数集まって見守っていることからみても、この神事には子授けや安産

の信仰も息づいていると考えられる。 

翌日の昼頃からは、神下しを開始し、年

少者の行者から順に塩水を口に含んで祭壇

の正面に座り、一同は笛太鼓に合わせて祝

詞を唱える。次第に神憑きとなった行者は、

激しく飛び跳ねながら炉の上の火を渡る。

この火伏せが終わると、行者と祭礼の参加

者によって直会
なおらい

が行われる。ここでは行者

数名が獅子頭を持って参加者の頭を噛んで

回り、お神酒と供物が振る舞われる。その

後地区の代表者がご神体の幣束を山神社に

運び納め、祭礼は終了する。同様の行事は

他の地域においても確認できるが、特定の行者だけではなく、参加者全員に神が憑く点は

全国的にも非常に珍しい。 

この山の神祭礼は今日もなお続けられているが、火つるぎの行は行者となる青年会員の

減少に伴い、現在休止をやむなくしているが、地区では、将来的な再開に向け条件整備を

進めている。 

  

 
布藤火伏せでの火つるぎの行 

 

山の神祭礼後の直会風景 
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図 磐梯町域内における修験の入峰路（山岳信仰にまつわる建造物と活動） 

 

 

（３）磐梯山と共に生きる人々 

〽 エイヤー 会津磐梯山は宝の山よ 

       笹に黄金が エーマタ なり下がる 

民謡「会津磐梯山」は会津を代表する唄として広く全国にも知られ、当地方の盆踊りに

は決まってこの唄が謡われるほどに親しまれている。磐梯町はその名が示す通り、「磐梯山」

の名を冠した町である。民謡を始め、小中学校の校歌にも歌われるとおり、全町域におい

てその頂を見上げることができる。町に住む人々にとっては、生を受けた時から目にする

いわば母なる山であり、四季の移ろいの中で見せるさまざまな姿は、生涯その心に刻まれ

ていく。 

この地に徳一が慧日寺を建立したのも、この美しい山を称え、怖れてきた人々の住む会

津の土地があったからである。殊に、この山の山裾の村々では猪苗代湖の水を含めて山の

力をいただいて暮らしを支えてきたのであり、これこそまさに「宝の山」と謡われるに十

分な山であった。 

古来、魔物の棲む山として人々から恐れられた磐梯山は、次第に神の御坐す山へと変容

しながらも、神聖な霊山として我々を遠ざけ続けた。そこで、我々の精神はまざまな儀礼

を通して磐梯明神の御坐す頂上を目指した。羽山は、衆生の霊魂を磐梯山から天へと昇華

させる中継地の役割を果たした。また厩嶽山は磐梯明神、すなわち山の神を招き、仏道に

羽山 厩嶽山 

…磐梯修験入峰路（東道） 

…磐梯修験入峰路（西道） 

…山岳信仰に伴う活動の拠点 
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よって観音に現じて中途まで迎えた。神馬はやがてその山の神を山麓に誘い慧日寺開基の

地主神（鎮守）となり、あるいは田の神となって我々の暮らしに恵みをもたらした。 

磐梯山に連なる山々への信仰に伴い、祖先はそこへ至るための山道や道しるべを築いて

きた。道しるべは石碑ばかりでなく、時に桜であったりもした。時代を経てもこれらは残

り、山に登った人々の思いを今に伝えている。 

今日、磐梯山は眼下に猪苗代湖を望む風光明媚な景勝から、近代登山の山としての性格

を強めている。とりわけ、明治 21年（1888）の噴火後には裏磐梯を中心に我が国屈指の景

勝地を生み出し、近年は日本百名山の一つとしてシーズン中多くの登山客でにぎわうよう

になった。 

  

磐梯山の山開き（八方台登山口） 弘法清水小屋で行われる青空郵便局 

 

春の山開きを待って一斉に磐梯山に登り、山歩きを楽しむと共に自然に触れ明日への活

力を得る様は、「山に入ることで力を得る」という点において、いにしえの人々が磐梯山に

登る根本動機と共通しているといえよう。 

これこそ、霊峰磐梯山の山麓に暮らす我々が長年にわたって築き上げてきた良好な歴史

的風致である。 
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コラム  山々の伝説 

 

磐梯山とその周辺の山々にかかわる伝説・民話などには、多くの魔物が登場する。 

磐梯山の「手長足長」の伝説はその代表的なものであり、この手長足長が磐梯明神 

の由来とされている。 

会津盆地がまだ一面の芦谷地で、田畑も少なかった頃、手長・足長という夫婦が 

棲んでいた。手長は猪苗代湖の水をすくって会津全体にばらまくことが出来、足長 

は、磐梯山と明神ヶ岳に両足を踏まえて立つ怪物である。この化け物は、度々悪さ 

をして天変地異を起こしたが、旅の僧（弘法大師との説もある）に調伏され、人々 

に豊作・幸福を与える神となることを約束させ、磐梯山頂に磐梯明神として埋めら 

れたという。 

一方、磐梯山の西側に連なる猫魔ヶ岳には、化 

け猫の伝説がある。山頂から登山道を西方へ 20分 

ほど進むと雄国沼を見下ろす場所に「猫石」と呼 

ばれる安山岩の巨大な岩塊がある。方向によって 

は、大きな猫に大岩が覆いかぶさっているように 

も見え、その昔、弘法大師がその法力によって化 

け猫を調伏した姿とも伝えられている。 

『新編会津風土記』には、               

「磐梯山ノ西ニアリ、高九十丈周二里計、昔猫マ 

タアリテ人ヲ食フシトテコノ名アリ、北ノ方ニ猫 

石トテ其面畳ノ如クナル大石アリ、其ノ下草木ヲ 

生セス、塵埃ナク掃除セシカ如シ猫マタ住メル故 

ナリト云…」とあって、猫又の伝承を伝えている。 

猫魔ヶ岳は猫又伝承がそのまま山の名前になって 

いる点でも珍しい。 

 

 

 

 
 

 
猫魔立石『新編会津風土記』 

 

猫 石 
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コラム 磐梯山登山 

  

 磐梯町を代表する登山口として八方台登山口がある。磐梯方面から裏磐梯に抜

ける磐梯山ゴールドラインの最高地点に八方台があり、この八方台の駐車場から

東側へ車道を渡った所が登山口である。磐梯町に暮らす我々にとって最も身近な

存在であり、学校登山にも取り入れられているように、一度は必ず登る山として 

                 親しまれている。八方台からはブナ林の中 

                 の広い快適な登山道を進み、およそ 30分 

                 で中の湯温泉に至る。現在は廃屋となって 

                 いるが、今も熱い温泉が湧き出ており、付 

                 近には硫黄温泉特有の匂いが漂う。 中の湯 

                 跡付近にある小湿地帯の木道を歩き、木段 

                 を登ると間もなく裏磐梯登山口への分岐と 

なる。ここから登山道は次第に斜度がきつ

くなり、根張りが多くなってくる。所々に崩落個所もあって、歩を進めるには慎

重を要する。弘法清水に着くまでに北側の展望のよい箇所が２～３箇所あり、桧

原湖や吾妻連峰、小野川湖、秋元湖の眺望が開けている。その後は次第に灌木帯

に変わり頭上が開け、中の湯から１時間ほどで弘法清水とお花畑の分岐へ到着す

る。そこから弘法清水へ直登すれば、25分ほどで山頂に至る。 

ところが、こうした近代登山が始まる前から磐梯山には多く 

の人々が登っていた。磐梯山中には江戸時代に温泉が発見され 

ており、すでに湯治客でにぎわっていたのである。寛延元年 

（1748）に建てられた「ゆみち」の道標は、今日もなお登山道 

に残されている。 

信仰に根差す山入りとは異なる意味で、人々はまた古くから 

この山に登っていたのである。これもまた、磐梯山の恵みであ 

った。 

 

 

   

第二小学校の学級登山 

ゆみちの道標 
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2-3 大寺地区にみる歴史的風致 

 

会津から猪苗代を経て奥州街道に抜ける二本松街道沿いの集落である大寺地区は、近世

には休憩地点の宿駅として発展した。近世末期に入ると、慧日寺などへの参詣や、磐梯温

泉（中ノ湯）への湯治の拠点としてもにぎわっていた。  

近代に入ってからは商店街が形成され始め、工業化を進める磐梯町にあって、近隣の工

場に勤務する人々でにぎわう、町の中心としても栄えた。 

さらに町の北側山麓には、龍ヶ沢湧水を代表とする日本名水百選「磐梯西山麓湧水群」

が広く展開しており、良質で豊富な名水を利用して、明治期に創業した磐梯酒造や松川麹

屋などの醸造業も大寺地区で育まれてきた。 

また大寺では、宿場町として栄えた背景から、祭礼においてもにぎわいを見せる。大正

期に地区の若者が仮装行列を始めたことから発展した山神社祭礼では、毎年山車と共に大

寺地区内を練り歩く。地元の企業の出資による山車も披露されており、企業と住民が一体

となった祭事となっている。 
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（１）二本松街道と大寺地区のあゆみ 

大寺地区は猫魔火山の山麓の低丘陵地帯にあって、南西斜面に傾斜している地形を有す

る本町にあっては比較的平地な所に立地している。古くは慧日寺の参道沿いに形成された

集落（現在の本寺集落一帯）を起源とし、寺の繁栄とともに大谷川と日橋川に挟まれた緩

い傾斜地（現在の大寺地区一帯）にも集落が進展していった。必然的にこの慧日寺へと至

る参詣路が発展し、西方に望む盆地のいたるところから伸びてきた街道筋が阿賀野川水系

の日橋川に沿って大寺に集まり、ここで一緒になって慧日寺へと通じた。また、東方から

の道も門前へと伸びた。 

近世に入ると、若松城下から大寺村を通り猪苗代へ向かうこうした古くからの街道が整

備され、二本松街道（下街道）の本道となった。寛文６年（1666）の『会津風土記』には

すでに「大寺宿」が見える。さらに、寛文 12年（1672）に没した会津藩初代藩主保科正之

公の墳墓は、遺言により翌延宝元年（1673）に猪苗代の見禰山に築かれ、延宝３年（1675）

には土津神社が落成した。この間、街道は工事関係者、諸品献上の荷が通り、落成以後は

藩主の参詣・例大祭・諸祈願など公儀の往来が増大した。 

このように、近世の早い段階で会津盆地から猪苗代さらには中通り方面へと向かう交通

上の要所として大寺に宿場が形成されたのである。ただし、若松城下からは二里七町余、

当初は通行人の昼食所・休憩所の性格が強かった。 

天明８年（1788）には、『東遊雑記』で知られる古川古松軒が同行した幕府廻国使一行も

高田から大寺に至り昼食をとって猪苗代まで足を伸ばしていることが知られている。 

 

図 二本松街道（下街道）大寺宿の位置（江戸時代）※若松から楊枝峠まで 

 

  

大寺宿 
猪苗代宿 

楊枝峠 
若松 
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図 大寺絵図（明治８年（1857））※現在の町割りが継承されている 

 

明治期になると、磐梯山麓の雄大な自然に育まれた豊富な伏流水を利用して大寺の街道

沿いに醸造業（酒屋・麹屋）が営まれ始めた。明治 20年（1887）には「磐梯麦酒醸造所」

が設立され、現在も製造を続ける磐梯酒造は明治 23年（1890）の創業である。磐梯山の地

下伏流水を使い、地元の米、地元の杜氏にこだわり、地域に根ざした地酒造りに励んでき

た。また、同じく現在も製造を続ける松川麹屋は、明治初期には酒造業を営んでいたとさ

れているが、明治 38年（1905）麹製造の免許を取得しており、創業はこの時期である。 

大寺地区は、明治 42年（1909）５月に発生した大火で火元となった小学校をはじめ、役

場・郵便局・駐在所など 73戸が焼失し、半壊も含めると 80戸以上が大きな被害を受けた。

磐梯酒造が、旧二本松街道沿いの現在地に移ったのは大火後のことである。間口９間の主

屋に奥行きのある二棟が並ぶ２階建の石蔵造りを見せる建物は、昭和の初期頃までに完成

している。 

一方、火元風下にあって類焼を免れた松川麹屋は、東西に蔵を構えている。西側には味

噌貯蔵蔵があり、その構造は２階建ての石蔵で、二階南面に窓を穿つ。旧二本松街道沿い

に面している東側には、麹屋としての店構えを特徴づける明治初期に築造された土蔵があ

る。この土蔵は、穀蔵などとともに屋敷構えを構成しており、現在は居住の用に供してい

る。 

 

 

  

水口堰 

大堰 

山神社 

沼田堰 

二本松街道 

大寺の町割り 
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磐梯酒造 
 

酒 蔵 
 

  

松川麹屋 味噌貯蔵蔵 

 

明治 32年（1899）には、大寺地区内に鉄道駅を設置する声が上がり、誘致の結果、岩越

鉄道が敷設され町内に「大寺駅」が生まれた。鉄道の開設によって、大寺地区は宿駅の機

能は低下していったものの、人々の往来が活発になり商店街として栄えることになる。 

人口は明治 33 年（1900）の 3,100 人余から 20 年足らずで 5,000 人を突破し、町の中心

部である大寺地区にはその需要に応えるように商店街が形成されていったのである。 

 それぞれの商店では屋号が掲げられ、これらは今もなおいくつかが残っている。大正 13

年（1924）の調査によれば、磐梯町内において物品販売業を営む戸数は 60 戸であったが、

多くは大寺に集中しており、日中は生活必需品を求める人であふれ、夜には飲食を楽しむ

人たちでにぎわった。 
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図 昭和初め頃の大寺地区商店街 

 

職種は変えながらも依然として磐梯町の中心としてのまちなみを形成しえたのは、二本

松街道の宿場町としての素地があったことに起因する。現在も旧街道沿いの両側に家々が

建ち並び、個々の住宅には屋号が継承されている。 

大寺絵図による大寺地区の町割りをみると、二本松街道を挟み両側に家並みが形成され

ている。現在の市街地においても、旧街道沿いには『土生屋
どじょうや

』『玉の屋』など一部屋号を掲

げている所もあり、能満寺から大寺の中心部までは街道に沿って両側に民家が密に建ち並

んで形成された集落の家並みを残している。 
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大寺地区（昭和 30年代頃） 
 

 
図 大寺宿周辺の歴史的建造物位置図 現在の大寺地区 

 

（２）大寺地区にみる歴史的建造物 

大寺地区の中で、旧街道沿いのにぎわいとは対照的に静のたたずまいを見せているのが

山神社である。大寺地区の鎮守社である山神社は、大寺の開村と時期を同じくして勧請さ

れたものである。伊達氏と蘆名氏による摺上原の合戦により社殿が焼失したが、天正 19年

（1591）に再建されており、保科氏が入部の際に社殿を修復している。現在の社殿は、『古

社寺取調書 磐梯村役場』（明治 28 年（1895））によれば、明治 27 年（1894）に建設され

たもので、神殿・幣殿・拝殿によって構成されている。拝殿は桁行５間、梁行２間の入母

屋造りである。参道には奉納された鳥居が４基残存している。  

 

    

山神社社殿 奉納された鳥居 

 

山神社 

松川麹屋 

磐梯酒造 

能満寺 

大寺城跡 旧大寺宿 

歴史的建造物 

図 大寺宿周辺の歴史的建造物位置図 
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古社寺取調書（明治期） 古社寺取調書（明治期） 

 

また、日橋川沿いの急崖上、街道を見下ろす要害の地には、中世城館の大寺城跡がある。

築城年代や築城者は不明であるが、慧日寺の地侍であった佐瀬宮内の居館と伝え、天正年

間には蘆名家臣となった佐瀬河内守が住し、次いで佐瀬平八郎種常、常雄父子が居住した

とされる。種常は蘆名氏四天宿老で、領内の民政に手腕を発揮した人物として知られる。

天正 17年（1589）摺上原の合戦では、金 上 遠 江 守 盛 備
かながみとうとうみのかみもりはる

、子の常雄と共に主君蘆名義広

の危急を救い討死した。この地が、二本松街道が整備される以前から要衝地であったこと

を裏付ける貴重な遺跡である。現在は樹木に覆われ、静のたたずまいを見せている。 

 

  

『会津古城図』にみる大寺城跡 現在の大寺城跡 

 

 

大寺地区の菩提寺である能満寺は、『新編会津風土記』によれば寛永年間に建立された桁

行７間、梁行５間の寄棟造りの仏堂である。隣接する虚空蔵堂は明治 12年（1879）に火災

にあって全焼しているが、大寺地区住民の多額の寄附により明治 26年（1893）に再建され

ている。虚空蔵は智恵と利福の仏で、地域住民の信仰が深く、旧６月 12日の祭礼には夜も

通して参拝があった。 
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能満寺 
 

虚空蔵堂 

 

（３）地区のにぎわいを伝える祭礼と営み 

かつて８月 17日は大寺・本寺の総鎮守である山神社の例大祭であった。この日は家々に

親戚・知人などを招き御馳走を振舞い、夜には神社の境内で盆踊りも行われるなど、大い

ににぎわったという。戦後に至ってからは９月の第３日曜日に行われるようになった。 

  
昭和 20年（1945）代の山神社祭礼 昭和 40年（1965）代頃の山神社祭礼 

 

この祭礼は、大寺のまちなみがにぎわいを見せ

た大正期から始まった。昭和 11年（1936）『山神

社祭禮寄附芳名簿』にもあるように、当時は地域

住民からの多額の寄付により催行されていた。 

戦後になると、さらに娯楽的要素も取り入れら

れ、地区ごとに山車を製作して巡行するようにな

った。さらに近年では、仮装行列なども行われる

ようになっている。 

祭りの準備は、毎年９月初め頃から地区ごとの

山車作りから始まる。山車の形態は世相を反映し

て時代によって移り変わり、進取の気質に富んだ若者たちがデザインを考案し、製作に臨

む。夜にはお囃子の太鼓や笛を練習する音が街道に響きわたり、大人から子どもまでがこ

ぞって山車の製作にあたる。そこには、世代を超えて祭りを迎える高揚を目にすることが

できる。現在では、地元の企業の出資による山車も披露されており、企業と住民が一体と

なって祭りを盛り上げている。 

 

昭和 11年（1936） 

山神社祭禮寄付芳名簿 
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趣向を凝らした山車づくり お囃子の練習に勤しむ子ども達 

 

祭礼当日を迎えると、神社にはまず総代や行政区長が集い神事である例大祭を執り行う。

この時、各地区の氏子も山神社に参拝する。 

  
山神社例大祭の神事 神事の後には直会が催される 

 

神事を終えた氏子達は諏訪山に集まり、神輿を先頭にして山車と共に大寺・本寺地区内

を練り歩くのである。 

巫女とともに練り歩く神輿の一行は、御神酒をふるまい、御護符を配り、家々では神職

のお祓いを受ける。神輿に賽銭をいれる姿も多くみられる。 

  

御神酒をふるまい、御護符を配る総代と巫女 沿道の家々では神職のお祓いを受ける 
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 神輿に続く山車の行列では、中学生以上は笛や太鼓を吹きながら、小学生以下は山車の

綱を『やーっか やれ やれー』の元気な掛け声とともに引く。道幅の狭い中を８台の山車

が通り、沿道にはたくさんの見物人が詰めかけ、各地区の創意と工夫溢れる山車や踊りを

鑑賞する。多くの人々でひしめき合う中、お囃子の軽快なリズムとともに力強い掛け声が

大寺地区に響き渡り、祭りはクライマックスを迎える。 

元来、大寺と本寺は一村であり、山神社

はその総鎮守という位置づけにあることか

ら、大寺地区を練り歩いた後に本寺地区も

巡行する。開催地区の子供から大人までが、

活気にあふれ一丸となって取り組む姿や、

旧二本松街道沿いに大勢の見物者が訪れる

様は、祭礼のにぎわいと風情を醸し出して

いる。 

 
 

  

山車を先導する神輿 趣向を凝らした各地区の山車巡行 

 

 

 

  

 
街道を練り歩く山車 
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図 山神社祭礼山車運行ルート 

 

  

慧日寺跡 

山神社 

旧二本松街道 

龍宝寺 

山車披露行政区 

 

大寺一区 

大寺二区 

大寺三区 

大寺四区 

大寺五区 

大寺六区 

本寺 
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大寺の営みを代表する醸造業のうち、明

治 23年（1890）創業の磐梯酒造は、次世

代へ伝統の製法を伝えるため、機械化は最

小限に抑え、昔ながらの手造りで醸造を行

い、創業以来守り続けてきた伝統の下、蔵

人の知恵と技で今も昔ながらの酒造りを

実践している。 

明治 38年（1905）創業の松川麹屋も同

じく次世代へ伝統の製法を伝えるため機

械化は最小限に抑え、今も変わらず大豆を

窯で煮てアクをとるといった昔のままの

手造りの製法で味噌を醸造している。 

二本松街道を中心とした旧大寺宿にお

いて、磐梯西山麓湧水群にみる恵まれた自

然環境を背景として発展を遂げてきた酒

や味噌などの醸造業は現在も磐梯町を代

表する伝統産業として受け継がれている。 

寒さの厳しい冬季が訪れると醸造の時

期を迎える。磐梯町の冬場の低温は酒造り

には欠かせないもので、つめたく清浄な空

気とともに、麹の甘い香りと新酒の香りが

周辺に漂い、町民はその年にできた新酒の

味を楽しみながら立春を迎える。 

味噌造りにおいては、大豆を煮る香りが

辺りに漂い、地域住民は寄り合いながら味

噌造りを行う様子も昔と変わらず連綿と

続いている。現在でも、松川麹屋ではその

際に必要となる窯を借し出して、大寺地区

に昔から伝える変わらぬ風情を醸し出している。 

一部宿場町としての遺構を残す旧二本松街道の通りに建ち並ぶ歴史を感じる蔵と伝統を

守り続ける人々の姿が、今日まで続く醸造が行われていた往時を偲ばせる風情を醸し出し

ている。 

 

 

磐梯酒造が行う醸造 
 

 

薪で火を起こし大豆を煮る 
 

 

地域住民に貸し出している窯 
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 大寺地区は、若松から居合・松久保・明留坂・生井・八田野を通り、猪苗代を経て奥州

街道へと抜ける最初の宿駅であった。 

一村が大寺と本寺に分けられたのは、正保４年（1647）のことで、当時石高 556 石余、

耕地 36 町余、家数 50 軒、馬数 48 であったものが、宝永７年（1710）には石高 1.49 倍、

水田 2.64倍、畠・家数は 1.88倍、人口 1.55倍に増加しており、近世の前期に耕地の開発

が行われて大きく村が成長したことが知られている。産業の様子は、寛文５年（1665）の

書き上げによると、「大抵此村ノ営蚕養ス 駄賃ナド取リ 曲竹モ伐リ 栗 蕨 茸ナド取

り商売ス」とあり、村の現金収入は薪・駄賃・栗・養蚕・茸・干蕨の順で記されており、

山の産物と駄賃で収入を得ていたことが分かる。享和３年（1803）の記録をみても「大寺

村居体 丑ヨリ未方入口ヨリ出口迄八丁五十間 町割ニテ裏家ナシ 家数南頬四十弐軒 

北頬三十五軒 都合ニテ七十

七軒 其内寺壱ヶ寺 郷御蔵

三軒 村中堰堀流申候 東北

ハ田畠 南西ハ山続ニテ 日

橋川ヘ纔五丁三間隔 住居仕

候ヘバ山川ニ附候邑方ニ御座

候」とあることから、その後近

世を通して概ね百戸に満たな

い村であった。土津神社道中絵

図による二本松街道沿いには

宿場町として発達した大寺が

描かれており、村の中には堀が

設けられ、鍵型になって家並み

が発達している。文化文政の頃

になると、慧日寺、厩嶽山参りなどの社寺参りが盛んになり、街道の往来が増加してくる。

また磐梯山の中腹にあった磐梯温泉も、この頃大寺宿を基地として湯治客が急増し、多く

の逗留客で宿がにぎわった。 

なお、文久２年（1862）の分限帳によれば大寺村の酒造業者は二軒あり、うち一軒の墓

碑によれば、寛政年間の創業である。 

大寺の宿駅としての記録は、『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令あり 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。 

明治期には、鉄道敷設やそれに伴う工業化によって、商店街も形成されていった。現在

でも、当地区は旧街道沿いの商店街によって形成されており、これらの商店群が掲げる屋

号が独特の様相を呈している。 

同時に、町の発展とともに育まれてきた山神社祭礼は、大寺地区のにぎわいに、本寺地

 

図 大寺村が描かれた絵図（『土津神社道中絵図』） 

慧日寺 二本松街道（下街道） 

日橋川 
大
寺
村 

本
寺
村 



 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
128 

区との交流という彩を添えており、開催地区の子供から大人が、活気にあふれ一丸となっ

て取り組む姿は、祭礼のにぎわいと風情を醸し出している。現在も明治以降の伝統を受け

継ぎ、今なお老若男女が地区をあげて行われており、祭りに向かう一月の間は、山車の製

作で夜通し笑い声がこだまする。 

また、旧二本松街道の通りに建ち並ぶ歴史を感じる蔵と伝統を守り続ける人々の姿が、

今日まで続く醸造が行われていた往時を偲ばせる風情を醸し出しており、醸造の香りが大

寺地区に広がる。 

このように、旧二本松街道に広がる祭礼と伝統を守り続ける人々の営みが、大寺地区独

特の歴史的風致を醸し出している。 

 

 

コラム 磐梯町の名水 

 

日本名水百選にも選ばれた「磐梯西山麓湧水群」。猫魔山系の火山南麓の地形が生み 

出したこの湧水群のうち、代表的な湧水池が慧日寺北方に位置する龍ヶ沢湧水である。 

古くから霊水として知られ、平安時代から雨乞いの霊地でもあった。干ばつでも決して

枯れることがないといわれ、江戸時代には会津藩の命により大規模な雨乞いの儀式が行わ

れた記録が残る。この雨乞いは慧日寺が司った。 

 儀礼化していったものの、雨乞いは戦後まで

続けられ、そこでは龍のおとし子と五穀を捧げ、

僧侶が読経を行ったといわれている。 

 現在この湧水は磐梯山慧日寺資料館の庭園

に引水されており、自然水愛好家の名所と 

なって給水する人々でにぎわっている。

 

龍ヶ沢湧水 
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コラム 七日市 

 

新年に最も早く開かれる「初市」。大寺地区で開かれる七日市は、現在会津地方で最も 

早い「初市」である。大正８年（1919）から開

始され、ここでは市神入神式や樽酒開きを行っ

た後、だるま・風車・起き上がり小法師などの

縁起物が初売りされ、福を求める人々の行列が

新春の風物詩となっている。 

 往時の七日市においては、大寺上の駅への分

かれ道や、森の山の登り口などに「市神様」を

祀り、人々は商売繁盛を祈願したという。駅前

通りからテント張りの露店が立ち並び、雪深い

中にもにぎやかな様相を示し、雑踏をきわめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の七日市 
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2-4 赤枝彼岸獅子舞にみる歴史的風致 

会津地方に伝わる三匹獅子舞は、春の彼岸に舞うことから一般に「彼岸獅子舞」と呼ば

れている。この獅子舞については、由来や伝来から鑑みるに、関東地方から伝承されたと

考えられており、先祖の供養や災禍悪疫を払う願意を込めて村々で奉納されている。会津

盆地及び周辺には、明治維新以前には 30組もの獅子舞が伝えられていたという。雪が消え、

田の畦
あぜ

が乾きはじめる彼岸の季節を迎えると、あちらこちらから獅子舞の笛や太鼓が聞こ

え、山国会津に春のにぎわいを告げる風物詩でもある。 

長男のみが伝承することができるという赤枝彼岸獅子舞の鉄則は、現在でも固く守られ

ており、赤枝青年会が引き継いでいる。 

 

（１）赤枝地区のまちなみ 

赤枝地区は、磐梯町の西端部に位置する集落で、切立山と地理山の間に広がる緩い傾斜

地を開いた村である。中世に制作された「絹本著色恵日寺絵図」には「赤枝」の表記が見

え、15世紀初頭頃にはすでに赤枝が存立していたことが知られる。 

もともと水田が少なく、北方山地の産物である木材・薪の生産に頼った農村であったた

め、農業を生業とする磐梯の中においては、独自の特徴を有していた地区でもある。しか

しながら、文禄３年（1594）の高目録には 536石あまり、文化 15年（1818）には 769.6石

となっていた大きな村であった。 

集落の興隆を支えた山仕事の最盛期は享保年間で、享保３年（1718）には漆木の数だけ

でも 2,247 本を数えた（「宝暦九年赤枝村御手鑑」）。家数も最高時で 93 軒、人口は 428 人

にも上っている（「享保三年赤枝村御手鑑」）。しかし順次戸数・人口共に減少し、宝暦９年

（1759）には戸数 61戸、人口 269人、天明期

の不作の年々を経過して、文化６年（1809）

に成った『新編会津風土記』では、本村の家

数 27軒、端村４村の合計で 18軒、しめて 45

軒と記録されているが、依然として町内域で

は大寺村につぐ大村であった。 

明治８年（1875）に入倉村・上西連村・下

西連村・落合村が大谷村に合併した際にはど

こにも合併せずにしまい、明治 22 年（1889）

に磐梯村の成立に併せて合併し今日に至って

いる。 

現在も 100 を超す世帯があって、町の人口

の 10分の１を上回る 370余人の人口を抱える

大集落である。 

  

 
図 赤枝地区の立地 

（廣田 1/25,000地形図 昭和６年（1931）

修正図） 



 

 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
131 

（２）赤龍寺と赤枝彼岸獅子舞 

赤枝集落の人々は、集落の北に鎮守社の八幡神

社を配し、村の中ほどに位置する赤龍寺をもって

菩提寺としてきた。 

『新編会津風土記』には「赤龍寺 境内東西十

一間半 南北十九間 年貢地 村中ニアリ 東

光山ト号ス 真言宗府下博労町自在院ノ末寺ナ

リ 開基ノ年代詳ナラス 永禄四年越後国ヨリ

永蔵ト云僧来テ住セリ 因テ永蔵ヲ中興トス 

十一面観音ヲ本尊トシ客殿ニ安ス 徳一ノ作ト

云伝フ」とあり、永禄４年（1561）に越後国から永蔵という僧が来てここに住み、寺を起

こしたと伝えている。 

地区には江戸時代後期の文化・文政期に什物を寄進した覚書が史料として残っており、

現在の本堂はその頃の建築にかかるものと推測される。外観などから、その後幾度も改修

を加えられながら継承されてきたことが分かる。 

 赤枝彼岸獅子はこの赤龍寺で舞い始め、赤枝地区の約 100 戸の家々をめぐって、再びこ

こで舞い納める。 

 

 会津地方の獅子舞には多くの舞踏歌が伝わる。 

 

「筑波嶺の嶺よりおつるたった川 恋ぞ積もりて淵となりぬる」 

「霜柱氷の梁に雪の桁 雨の垂木に露の葺き草」 

「この弓は神に召されし弓なれば 天に響いて弦音がする」 

「春風に玉の御簾吹き上げて 花のようなる女郎百人」 

「参り来て家のお庭を眺むれば 黄金小草が足にからまる」 

 

上に掲げる歌などは、他地区と共通したものも多い中、「大寺の香の煙は細くとも、天に

のぼりてむら雲となる」とあるのは赤枝彼岸獅子舞独特の舞踏歌である。「大寺の香の煙」

は慧日寺を連想させる歌詞であり、かつてはここでも奉納されていた可能性が高い。 

  

 

赤龍寺 

【建造物２】 
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赤枝彼岸獅子舞の由来については諸説あるが、 

一般的には「関柴の下柴」「東山の天寧」などか

ら伝えられたとされている。獅子舞の移入につい

て天寧の由来は、天喜４年（1056）、源頼義が安

部頼時討伐の際、この獅子舞によって士気を高め

たことに始まるとされており、他からの移入され

たものと考えられる。 

会津に伝わる種々の獅子舞と比べた赤枝彼岸

獅子舞の特徴は、所作が最も華やかで芸能化が進

んでおり、荒々しさと野趣にあふれた力量感あふ

れる舞である点である。獅子舞の種目は 16あり、

「通り笛」から始まり「笛」で終わる。「通り笛」

は家から家に行くまでの曲であり、「笛」は舞が

すべて終わった時に演奏される。種目を決めるの

は弓を持つ「弓持ち」がその都度決め、一つの舞

が終わるごとにかけ声をかける。 

 本来は彼岸の中日（春分の日）に先祖の霊を慰め五穀豊穣を願って各戸を廻るが、雨や

雪などの悪天候の場合は、獅子の頭や衣装が傷んでしまうことから、各戸を廻ることが出

来ない。そのため、赤龍寺において舞を奉納し、地区の方々に見ていただく。これを「寄

せぶち」という。 

 

  

赤龍寺境内での奉納 「寄せぶち」による奉納 

 

赤枝彼岸獅子舞は、長男伝承で山間地帯の純農村に守られてきたものであり、村民の郷

土遺産を愛する心と青年たちの情熱が支え合って、今日まで伝承されてきたものである。

長男のみが伝承することができるという鉄則は、現在でも固く守られており、赤枝青年会

が引き継いでいる。なお、35歳になると、赤枝青年会を退くことが慣習となっている。 

 

１ 通り笛 三匹舞 

２ 三ツ笛 三匹舞 

３ 打込み 三匹舞 

４ 雌獅子舞（後・先） 雌獅子 

５ とあり舞 雄獅子 

６ 太夫舞 太夫獅子 

７ のめり小形 三匹舞 

８ 太鼓（つくばね） 三匹舞 

９ 角かき大形 三匹舞 

１０ ふりかえ 三匹舞 

１１ 足見山見 三匹舞 

１２ 角力（後・先） 三匹舞 

１３ 岡崎 三匹舞 

１４ くずし 三匹舞 

１５ 棒がえし 雄獅子 

１６ 弓舞（弓くぐり） 太夫獅子 

表 舞の種目

 
 赤龍寺 
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集会所での練習風景 

 

20名以上いた赤枝青年会員は現在 15名に減少しているものの、２月から約１ヶ月間舞の

練習を行い、彼岸入の初日は赤枝地区の菩提寺でもある赤龍寺で舞い始め、会津若松市大

町通り、彼岸入２日目は磐梯町大寺地区、彼岸の中日（春分の日）は赤枝地区を舞う。 

彼岸の中日に行う赤枝地区では、早朝より約 100 戸の家々を回り、先祖の霊を慰め五穀

豊穣を願う。赤枝青年会だけでなく、地区全戸が関わりあいを持ちながら、伝承・保存・

管理が連綿と続けられている。 

 

 

赤枝彼岸獅子舞を継承する赤枝青年会 
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地区の各戸を巡る獅子舞 
 

 

図 赤枝地区戸別獅子舞奉納ルート 
 

家々ではお神酒を振舞う 
 

  

  

見ごたえのある演目である弓舞（弓くぐり） 

各戸奉納の出発地点



 

 

磐梯町歴史的風致維持向上計画 
135 

  

大寺地区の街道で奉納される獅子舞 
 

 
図 大寺地区獅子舞奉納ルート 

 

 大寺地区においては、上図に見られるように西から東へ向けて舞が廻っていく。このル

ートはほぼ二本松街道を踏襲する形となっており、磐梯神社の舟引き祭りと巫女舞と共に、

町の中心街をにぎわす春の風物詩となっている。 
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現在も集落の家並みは北と南に大きく分かれており、昔日の姿を今に残している。 

冬期間、長く雪に閉ざされる生活を送ってきた会津の人々にとって、村々の一角から伝

わる笛や太鼓の音は、ようやく訪れた春の息吹を感じとる風物詩でもあった。  

会津地方でかつて 20組を超す彼岸獅子舞があったうち、その大半が姿を消していった中

にあって、赤枝彼岸獅子舞は活動主体の青年会のみならず、地区住民が一丸となってその

保存・伝承に努めている貴重な民俗行事である。  

人々は、獅子舞によって春の訪れを感じるとと

もに、赤龍寺を核とする赤枝地区に根付いた独自

の獅子舞を鑑賞することによって、共同体として

の意識を確認し合う、良好な歴史的風致となって

いる。赤枝地区は、こうした民俗芸能を通して、

山あいの農村集落が春の訪れを迎えてにぎわう

様を伝える歴史的風致を見事にとどめている。中

でも獅子舞の始終となる赤龍寺境内は、地区住民

の絆を深める場として、貴重な位置づけにある。 

 

   

 

地区の子どもたちも獅子舞について 

村中を巡る 


