
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となみ野 

NNNNews Letterews Letterews Letterews Letter    

2021202120212021 年年年年 4444 月月月月        創刊号創刊号創刊号創刊号 
となみとなみとなみとなみ野野野野をををを愛愛愛愛しししし    

元気元気元気元気にするにするにするにする会会会会    H PH PH PH P    emailemailemailemail    

https://love-tonamino.com/ 
info@love-tonamino.com 

©となみ野を愛し 元気にする会 

ご 挨 拶 

会  長  

上：鳥居･石段と社殿（
国指定

重要文化財） 

となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花となみ野に咲く桜の花    

Nanto 

Tonami Oyabe 

第１回  

■ 社地 小矢部市埴生（旧越中国礪波郡埴生村） 

  富山・石川の県境にある倶利伽羅峠の東麓の丘陵に位置する。 

■ 祭神 八幡大神（主神） 

やはたの大神、八幡大菩薩とも称せられる。源氏の守護神。 

■ 由緒 奈良時代養老年間に宇佐八幡宮の御分霊を勧請したの

に始まり、天平年間に越中国守大伴家持が祈願したとされる。 

 平安時代末の寿永 2年（1183）5月、木曽義仲が平家の大軍十 

万を迎え討つにあたり「（前略）今、戦いを起こすのは、一身、一

家のためではなく、国民を救うためであります。（後略）」と戦勝

祈願し、白鳩 3羽が飛来する霊験があったと語られている。 

戦国時代には武田信玄、佐々成政、遊佐慶親らから、江戸時代

には加賀藩前田家から寄進や祈願が寄せられた。 

前田家寄進の社殿は国から重要文化財に指定されている。  

埴生護国八幡宮（小矢部市） 

下：木曽義仲銅像（埴生宮司と沼田会長） 

はちまんだい ぼ さつ 

はちまんおおかみ 

※２ 

※１ 

※３ 

※１ 宮縁起  ※２ 白鳩は八幡神の神使   ※３ 平家物語・源平盛衰記・謡曲木曽など 

 ちょうど 10年前、東日本大震災の被災地への緊

急支援物資として、全国の JAから集められた大量

の米は 380 トンにものぼりました。しかし、道路が

寸断された被災地へトラックで米を運ぶことは容

易ではありませんでした。JA となみ野からも米１

トンが輸送されたと聞いております。 

 一方 1300 年前、東大寺の大仏建立が財政的に行

き詰まり、聖武天皇が「力を貸してほしい」と国民

に呼びかけた国の緊急事態がありました。利波臣

志留志はこれに真っ先に応え、約 180 トンの米を

都へ届けました。奈良時代にまだ荷車はなく、米の

輸送は馬の背中に載せるしかなかったようです。

現代と単純な比較はできませんが、100 トン超の米 

をとなみ野の土地だけから産出し、心許ない輸送手

段で都まで運ぶには想像を絶する困難がありまし

た。その大変さがわかったからこそ、聖武天皇は利

波臣志留志に貴族相当の位を授けたのでしょう。 

 本会は「郷土史を共有して、郷土を愛する文化活

動を行う」ことを目的として、昨年は砺波市に縁の

ある利波臣志留志の映像を制作しました。今年度は

小矢部市に舞台を移し、津沢町等の開祖阿曾三右衛

門に関する講演会（津沢）、木曽義仲・巴御前に関す

るシンポジウム（石動）を計画中です。みなさまの

ますますのご協力をよろしくお願い致します。 

  

かつて利波臣志留志が東大寺に寄進したとされるかつて利波臣志留志が東大寺に寄進したとされるかつて利波臣志留志が東大寺に寄進したとされるかつて利波臣志留志が東大寺に寄進したとされる故地故地故地故地のあたりのあたりのあたりのあたり    
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©となみ野を愛し 元気にする会 

 この度、砺波、南砺、小矢部市在住の有志で構成

する「となみ野を愛し 元気にする会」が、少子高

齢化が進む故郷を少しでも元気にしようとする活

動を始められたことを、福野に生まれた私は大変

うれしく希望に思った次第です。 

その初年度の活動として、聖武天皇による奈良

の大仏建立の折、全国の豪族に寄付を募った際、約

100 トンという大量のお米を寄贈した富山県砺波

平野の豪族・利波臣志留志の生きざまに焦点を当 

てた映像制作もまた、とても意義のある取組である

と思います。 

利波臣志留志が活躍した1300年前から今日まで、

郷土の人々はその時代時代の課題や困難と真正面

から立ち向かい、一歩一歩前進し、今日の快適な環

境を勝ち得てきたことに思いをはせる時、先人たち

の苦労をしのび、その足跡を後世の人々に語り伝え

ていくことは極めて貴重な活動であります。 

ここに改めて、映像制作にご協力された関係者の

皆様のご尽力に感謝申し上げます。この映像が幅広

く活用され、さらに「となみ野を愛し 元気にする

会」が地域に根差した活動を推進されることを祈念

申し上げ、お祝いの言葉とします。 

お祝いの言葉 

砺波散居村地域研究所所長 

京都大学名誉教授 金田 章裕 

利波臣志留志の生涯１：米三千石の寄進 

高志の国文学館 主任  大川原 竜一 

 利波臣氏は、氏族名を本拠地の郡名にちなむ「礪

波臣」とも記される、古代越中国の代表的な豪族で

す。そのなかで唯一「正史」（国家が編纂した歴史

書）に名が残り、のちに越中国における東大寺の荘

園経営に関わり、そして伊賀守（現在の三重県知事

に相当）にまでなった人物が、利波臣志留志でし

た。 

志留志がはじめて登場する史料は、奈良時代の

正史『続日本紀』です。天平十九年（七四七）九月

に、河内国の河俣連人麻呂とともに盧舎那仏の建

立に際して財物を寄進しています。このときに志

留志は米三千碩（石）を献じて（『東大寺要録』と

いう平安時代後期に編まれた東大寺側の史料に

は、米五千斛とみえます）、外従五位下という貴族 

相当の位を授けられています。 

志留志の寄進の歴史的背景についてはさまざま

な説がありますが、重要な点は、これ以降、地方豪

族の寄進が盛んになり、そして彼らのほとんどが外

従五位下の位階を与えられていることです。さら

に、それら寄進の対象が、東大寺や西大寺、国分寺

などの国家的色彩の強い寺院に集中していること

から、寄進は当時の国家の仏教政策と一致するもの

であったようです。つまり志留志が財物を東大寺に

献じたのは、単なる仏教心の発現としてではなく、

国家による褒賞を期待した政治的意図を含む行為

であったと考えるのが妥当でしょう。志留志は、外

従五位下という律令的な権威を獲得し、これを契機

として東大寺や中央権力へ接近したのです。 

シリーズ ① 

利波臣志留志映像お披露目上映会（11 月 28 日） 

となみとなみとなみとなみ散居村ミュージアム散居村ミュージアム散居村ミュージアム散居村ミュージアム    

 利波臣志留志の映像お披露目上映会は、となみ散居村

ミュージアムに約 90名が集い開催されました。 

 会長挨拶の後、金田先生からの祝電が披露され、大川

原先生（高志の国文学館主任）はじめ４名の映像出演者

から挨拶がありました。映像上映の後、となみ野の各市

議、神嶋神社宮司、となみ散居村ミュージアム館長、藪

波公民館長ら来賓の方々から祝辞をいただきました。 
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©となみ野を愛し 元気にする会 

 利波臣志留志の映像がこのように、素晴らしく 

きれいに仕上がりありがとうございます。 

                の献身的な努力に感謝いたしま 

す。これが市民に活用されることが望外な喜びで

あります。 

 「東大寺大仏建立にすべてを捧げた知られざる

男の物語」と副題にありますように、そうだな～と

思います。現代では、ホリエモン（堀江貴文氏）が

時代の寵児としてもてはやされましたが、志留志

もまた当時としてはベンチャーいわゆる起業をし

た人物だと思っています。志留志のネットワーク、

時代を読み込んだ裁量、最先端技術を取り込み開

発した。そして政治力とカリスマ的な人間像、時代

を読み取る感性が彼の強みだったと思います。 

聖武天皇が天平 15 年（743 年）に東大寺盧舎那

仏造像の発願をされました。それは疫病などの国

難を救うためのものでした。志留志は一地方豪族

でしたが、即座にその「大仏造像の詔」に呼応し米

3000 石（約 180 トン）を寄進しています。その功

に天皇は志留志に対して官位を従五位上・伊賀守

の位を与えます。寺のために寄進すること、これが

ホリエモンさんと違うとこでしょうね。 

 砺波は開拓の歴史と思います。東大寺荘園とし

ての開拓、その後京都のお公家さんの徳大寺家の

荘園、一向一揆の支配、近世には加賀藩の穀倉地 

として、散居村の成立も開拓の連続でした。 

 砺波は裏日本の、純農業地帯で保守的で生ぬるい

封建的な地域と理解されやすいが、実は開拓精神が

強く、信仰心が篤く、実に明るいと思います。たと

えば散居村の成立は、中世末から近世末まで庄川扇

状地などの開拓をされますが、近世末になります

と、真宗の教えで、間引きをしないので子だくさん

になりますので、人口の飽和状態になり、関東移民、

東北移民、そして明治には北海道、県内では大沢野、

小杉太閤山など昭和初期には満州、戦後はハワイ、

ブラジルと続きます。明るい新天地を求めたわけで

す。またそれを支えたのが信仰心の強い真宗門徒と

しての生きざまもありました。 

 砺波散居村は美しい。民俗学者柳田国男の言葉に

「美しい村などはじめからあったわけではない。そ

こに住む人が美しく住もうとつとめて、はじめて美

しい村になります」とあります。美しい砺波散居村

はここに住む人々の努力にもよるのです。砺波ブラ

ンドには種籾、塩硝、蚕種（蚕の卵）、チューリップ

球根などがあります。これらは日本の産業の根幹を

なすものでした。これらはまた軽薄短小のこれから

の産業でもあります。砺波の地は志留志に象徴され

るように、信仰心に根付いた開拓精神の富んだ素晴

らしい地だと自負できると思います。それは利波臣

志留志から営々と続いています。 

『利波臣志留志』映像完成によせて 

前砺波市文化財保護審議会会長 

本会顧問  尾田 武雄 

 

新装の砺波市図書館へ DVD ビデオ寄贈 

「利波臣志留志」紹介 DVD ビデオを寄贈 

 12 月、本会は砺波市立図書館、南砺市中央図書館（市内５ヵ

所の図書館に寄贈）へ「利波臣志留志」紹介ＤＶＤビデオを寄

贈しました。続いてとなみ野３市（砺波市、南砺市、小矢部市）

の各教育センター、となみ野３市の全高校（砺波高校、南砺福

野高校、石動高校他）にＤＶＤビデオを寄贈しました。 

1 月には、となみ野３市の各教育委員会経由で全中学校へ、

となみ野３市の各市役所経由で全市立公民館へＤＶＤビデオ

を寄贈しました。 
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©となみ野を愛し 元気にする会 

ホームページ画面（スマホ） 

 貴会 HPの公開 おめでとうございます。 

 この状況下、自由な交流会議に制約がある中でこうした WEB 発信

のもつ役割は大きいと思います。ひとえに沼田様の故郷を愛する心

情に支えられて同会が推進されてきたとの思いを抱いています。私

も立山町に自宅をおきつつ、金沢へ 30余年、首都圏へ 8年間も毎週

通った経験をもつだけに、故郷での文化活動が至難であることをよ

く理解しています。 

 砺波地域は、私自身も若き日に東大寺領荘園の故地や開田図中の

「村」辺りを何度も廻った記憶に包まれています。佐伯安一さんと

は、県史編纂、県文化財審議委員をご一緒したことなど、今も懐かし

く想い起こします。貴会の今後とも変わらぬご活動を心より祈念し

ます。そして安心の時来たれば、ご一緒に砺波を含む地域文化活動

のありかたについて、交流できることを楽しみにしています。 

 縁あって、私の妻は旧庄川町、福野高校出身です。貴会の活動の様

子に接し、HPの完成をお祝いし、継続ある活動の展開を祈念します。 

ホームページ開設によせて 

金沢星稜大学名誉教授 文博 藤井 一二 

 

https://love-tonamino.com/ 

となみ野を愛し 元気にする会 HP 

第１回  阿曾三右衛門 

（福野町・福光新町・津沢町開祖） 

 まだとなみ野に、福野町も津沢町も出町もなかったお

よそ４００年前のことです。本江村（今の南砺市）で生ま

れた阿曾三右衛門は小さいころから賢く、物の見方が優

れていました。三右衛門は大きくなると、野尻野（庄川の

支流が作った広大な原野）に市場があれば便利なことに

気付きました。三右衛門はとなみ野の有力者らに相談、

加賀藩の許可を得て福野町を作りました。また、市場を

開いたので福野町はどんどん発展しました。福光新町、

津沢町を開いたのも阿曾三右衛門です。 

  

阿曾三右衛門      福野町（江戸時代） 

あるある大楽校」制作 

ふるさと・つざわ 「 

だいがくこう 

柴田正人さん（小矢部市津沢） 

柴田さん        CD 版 

 小矢部市の観光ボランティア・おやべ

メルヘンガイドの柴田正人さんは 3 月、

津沢地区の偉人や歴史などをまとめた冊

子「ふるさと・つざわ あるある大楽校」

を制作、津沢あんどんふれあい会館はじ

め地区の関係者に無償で配布しました。

冊子版のほかにＣＤ版があります。 

 取り上げたのは、越中沼田姓の祖沼田

太郎右衛門高信、津沢町等開祖阿曾三右

衛門、『越の下草』著者宮永正運、加越線

敷設の最大功績者津島吉六の四大偉人。 
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