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川井村の軌跡
山村文化の継承
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昭和30年以前・通史

合﹂と表記されていたが︑いつの頃から

か﹁川井﹂と称されるようになりた︒

この地域には︑大和朝廷の頃(七世紀

一︑村のあけぼの

川井村は北上山地の主峰︑早池峰山と︑

初頭)までは駆劃(古代の奥羽から北海

大和朝廷勢力の北進

その北面に対峙する北上山地の第六峰︑

道にかけて住み︑言語や風俗を異にして

縄文時代の面影

青松葉山などの深山に囲まれ︑閉伊川本

朝廷に服従しなかった人々)が住んでい

た︒当地域が最初に史書に見られるのは

流と支流の河谷に形成された村落であ
る︒

る

かさ

らいわ

月の條に﹁又蝦夷須賀君古麻皮留等言く︑

ひ

も多数出土しているほか︑住居址も発掘

l先祖以来︑昆布を貢献するには常に此

ぞすがのきみこ

されている︒遺跡から出土した土器や石

の地に採りて年時をかかさず︑今国府の

と︒並びに之を許す﹂とあり︑特産の昆

またえ

器は縄文時代中期から晩期にかけてのも

郭下は相去ること遠し︒往還に旬を累ね︑

﹃続日本紀﹄で︑霊亀元年(七一五)十

のが多く︑このことから少なくとも五千

甚だ辛苦多し︑請うことは閉村に於いて

村内からは磨製石器や縄文式土器など

年ほど前からこの地域に先人が住み着い

宜しく郡家を率いて永く貢をかかざじII
また︑チヤシと呼ばれるアイヌの館跡

布を国府まで運搬して貢献していたもの

かくか

ていたことがうかがい知れる︒

と見られるものも多くあり︑自然の地形

と思われる︒

地方を指していると考えられる︒

組み込まれ︑やがて閉伊郡に発展する当

ここで言う﹁開村﹂は後に律令国家に

を生かした砦を築いていたものと推測さ
れる︒

なお︑川井村の名称は︑閉伊川と小国
川との落ち合い口に当たることから﹁川

また︑それよりおよそ百年後の史書で
ある﹃続日本後紀﹄には︑弘仁二年(八

こうして頼朝の奥州平定に功績のあり

七郡(三戸︑二戸︑九戸︑北︑鹿角︑閉
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た閉伊頼基は閉伊川の本流・支流地域を
支配することになり︑そこに七人の重臣

を配置した︒そのうち田代︑川内︑川井︑

{r︑第田村麻呂等を遺わして︑伐ち平らし
め給うに︑遠閉伊村を極めて︑

康保(九六①)年代から文治二一八

伊︑岩手)を安堵された︒その後︑九戸
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江槃の四氏は川井村内に館を構えた︒

〇)に至るまで︑平泉の藤原氏一門がこ

政実の乱を平定した功により︑南部領は

l
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てしかとも︑山谷に逃げ隠りて︑頭を尽

それから百数十年後の正平十五年(一

の地を管轄したが︑その間︑永承の頃

合わせて十郡となり︑南部重直の時代に
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ここ

くしQ22屑材﹄と得ずなりにたり︒芸に因

三五五)︑閉伊十郎観光(一部には光親

め入った南部政行の軍によって攻め立て

りて正四位上文宝朝臣綿麻呂等を遣わし

らげ掃い治むるに(中略)︑遂に其の種

られ︑貞治五年(一三六六)に討ち滅ぼ

とあり)の代に︑ こ の 地 域 は 下 閉 伊 に 攻

族を絶やして︑復一二の遺りも無し︒

された︒これにより︑閉伊氏による下閉

て︑其の覆し傾く︑勢いにのりて伐ち平

屑暇歓解きたり﹂とあり︑この終結宣

伊郡半の領有は終わりを告げた︒

南部氏による統治

言によって閉伊村などの征討は一応終息

し︑この地域も体制の中に組み込まれて
いったものと解釈される︒

(一〇五〇年前後)は陸奥の豪族である

なって盛岡城が完成︒明治に至るまで藩

'it

豊臣秀吉の命を受け︑南部二十六代南

安倍頼時が支配した︒天宣悶四年(一〇五

政の中心になった︒享保二十年(一七三

h

部信直は天正十八年(一五九〇)︑南部

これを討ったのが源頼義で︑さら

五)には領内を三三連に分け︑二五カ所

r
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頼朝の奥州統治と閉伊氏の領有

に文治五年(一一八九)︑源頼朝は藤原

に代官を置いて統治する﹁通﹂制が実施

とおり

泰衡を滅ぼして北半郡(閉伊という)に
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現在の川井村のうち︑旧田代村︑門馬
で発生した﹁村騒動﹂の際にも︑土坂峠

た板札)や打ちこわし事件など︑相次い

た制札(禁制や布告などを箇条書きにし

オ平津戸村は﹁上田通﹂に属し︑代官

を越えて代官が来村し︑その諸経費は村

宿駅まで荷物などを運ぶ役目のことで︑

とは幕府や領主の公用のために馬で次の

数十人ずつの勤務が命ぜられた︒御伝馬

邑村が属していた川井村には毎月御伝馬

一これには次のような経緯がある︒旧小

盛岡県の管轄になり︑さらに翌明治五年

が実施され︑閉伊郡を含む陸中国六郡は

(一八七一)七月︑全国一斉に廃藩置県

旧村は﹁江刺県﹂となった︒明治四年

官所が廃止になり︑現在の川井村内の各

び朝廷の直轄になった︒明治二年には代
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されて郷村制度が確立した︒

所は盛岡に置かれていた︒旧川内村︑鈴

人から徴収された︒

明治以後の地方自治

二︑明治の村々

久名村︑箱石村︑片巣村︑川井村︑古田

村は﹁宮古通﹂に属し︑代官所は宮古に
置かれていた︒旧江繋村︑泉沢村︑小国
村は初め﹁宮古通﹂に属していたが︑明

暦三年(一六五七)六月︑﹁大槌通﹂に

農民たちは困り果てていた︒そこで村人

には盛岡県が﹁岩手県﹂と改称された︒

、.5一竜

v

明治元年(一八六八)十二月︑南部氏

たちは熟議を凝らし︑大槌領の豊間根と

明治二十二年(一八八九)四月には市

極

LI

属していた豊間根村と替地になり︑﹁大

の替地を申し出︑同時に藩にも村の実情

制及び町村制が実施され︑大々的な市町

V

は 白 石 へ 転 封 を 命 ぜ ら れ ︑ この地域は再

を訴えて替地を願い出た︒その結果︑目

村合併が行われた︒川井村・古田村・箱

4
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槌通﹂となりた︒

伝馬御免となり︑取替地を命ぜられたの

石村・鈴久名・川内村・夏屋村・片巣村

また︑門馬村・平津戸村・田代村が合

川井村の大字となりた︒

が合併して川井村となり︑旧村は新しい

である︒

これによって川井村大字小国から大槌

町金沢へ抜ける土坂峠は﹁代官道路﹂と
も呼ばれるようになり︑小国村に発生し

＼'

の大字となるとともに︑新しい門馬村と

れ︑区長からの伝達事項を組内の各戸に

区長の下には村落ごとに組頭が置か

られた︒

川井村は組合村となって明治二十七年
伝えたり︑ 一 方 で は 下 意 を 上 達 す る 役 目

併して門馬村となり︑旧村は新しい門馬

(一八九四)︑川井村・門馬村組合役場を
も持っていた︒

戦時体制と村

三︑昭和の大合併へ

れていりた︒

れた﹁隣組制度﹂に準用されて取り込ま

この区長制度は太平洋戦争中に組織さ

川井村大字箱石字岡村に開設した︒明治

三 十 五 年 ( 一 九 〇 二 ) に は ︑ この場所に
庁舎を新築している︒

小国村・江繋村は合併して小国村とな

り︑役場は当初︑借宅から始まったが︑
明治四十一年(一九〇八)七月に末角に
役場庁舎を新築した︒

合併から三年後の明治二十五年には区

例えば︑学校の建設や暖房の手配︑役場

を選任し︑区内の自治的運営を行りた︒

戦争は拡大する一方で︑昭和十二年(一

台頭していく︒中国大陸における日支の

事変を皮切りに日本は次第に軍国主義が

昭和六年(一九三一)に始まった満州

からの連絡事項の伝達︑牧野組合の支援︑

九三七)

長制度が設けられ︑旧村ごとに区長一名

共有山地の管理のほか︑区域内住民の屋

支に及ぶに至った︒

村にその影響が現れたのは︑まず応召

には支那事変となり︑戦線は全

根の葺き替えについても﹁やどこよりあ
え﹂を主催して調整し︑その年の葺き替

変︑太平洋戦争と三度の戦争に応召し︑

者が急激に増加していったことである︒

報酬ながら多忙でありた︒ほとんどの区

村と戟地の間を何度も行き来させられた

え軒数を許容範囲の一〜二軒にするな

長は忙しいために家業に従事する暇がな

人も少なくなかった︒出征兵士を送り出

太平洋戦争末期までに満州事変︑支那事

かったので︑村落によりては村人が交代

した家族は名誉の家庭とはやされたが︑

ど︑活動範囲は多岐にわたり︑区長は無

で区長の家の農事を手伝う方法などがと
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抜かれた﹁銃後の家計﹂は非常に苦しい

一家の大黒柱であり大事な働き手を引き

なども行われた︒

送︑古物の回収︑ヒマ栽培︑松根油採集

担い︑出征兵士への慰問文︑慰問袋の発

地方自治の制定と三村合併

ものであった︒

経済的戦時体制は昭和十二年(一九三
七)の物価統制令を初めとして︑昭和十

びたび出征兵士を送り出し︑悲しみの中

施となって現れた︒川井村の各駅ではた

市から始められ︑翌年の衣料切符制の実

昭和十六年には米穀通帳の適用が六大都

雇用制限令の施行︑さらに価格統制令︑

第二次改革として地方自治法の制定をみ

では不十分だったため︑昭和二十三年に

基づいて第一次改革が行われたが︑これ

和二十一年十月には︑民主主義の精神に

戦後の混乱期に遭遇して︑地方制度も昭

日本は連合国に無条件降伏を申し出た︒

昭和二十年(一九四五)八月十五日︑

に遺骨を迎え︑盛岡や宮古など近隣の都

るに至った︒これは従来の道府県制︑市

四年の国民徴用令︑賃金統制令︑従業員

一申部から買い出しの人々が大勢乗り降り

制︑町村制などの個別法からなっていた︒

昭和二十七年(一九五二)九月︑町村

した︒

昭和十九年(一九四四)︑防空法によ

020

戦後・

思いでコラム

川井の思い出

昭和二十年一月八日︑日本最後の観

兵式︒空襲を考え︑急遽式場を皇居前

に軽機関銃を肩にして昭和天皇へ敬礼︒

に変更︑近衛歩兵七連隊第三大隊先頭

八月十五日終戦︒

され︑翌二十八年九月︑全国一致した世

に復職︒

九月八日復員帰宅︑二日後の十日に

て︑村内にも女性や子供たちの疎開者が

論によりて町村合併促進法が国会に提案

昭和二十二年七月︑村収入役に就任︑

隣組を通じて国債︑債券の消化や貯蓄

に町村行政は近代的になり︑複雑化し専

ができ︑町村の事務は多くなった︒さら

馬︑小国村と合併協議(事務局長)︒

昭和二十九年八月十八日︑

作曲 (小生) 発表︒

ポンプ三台購入︑演習︒消防団歌作詞

昭和二十四年︑川井村消防団︑機械

川井大橋)︒

中川井に街灯を設置︒

一六〇人)翌一十一年七月︑青年団で

士月一日︑川井青年団結成(団員

それぞれの縁故を頼って来村し︑国民徴

され︑衆参両院ともに満場一致で議決さ

九月キャサリン台風︑翌一一十三年九月
十六日︑アイオン台風で水害(鉄道︑

月井・門馬組合村役場(箱石)

用によって多くの若者たちが京浜地方な

れた︒このように︑党派を超えて町村合

そ次のような理由からであった︒

どの軍需工場に動員されていった︒村内

工場の仕事に動員され︑勉強どころでは

エ

運動が進められて軍需資金確立の一端を

地方自治法を中心にいろいろな法律
なくなった︒

併が必要であるといわれたのは︑おおよ

の規模適正化にっいて地方自治法が改正

川井村心生会理事長

にも軍需工場ができて︑学童たちまでも

る疎開命令が広く適用されるにしたがり

巣内亥十二

門的になった︒

2

も盛んで︑助け合って生活を営んできた

活圏内であった︒お互いの村同士の交流

通の利便等においてもほとんど同一の生

そのための経費がかかる︒当時の町村財
のである︒早池峰山を包含する広大な面

仕事が量的︑質的に多くなったので︑

政は火の車であった︒
3

地帯であって︑山林資源︑地下資源に富

積の中に位置する三村は︑大部分が山岳

明治二十二年の町村合併といえば︑

今から六十年以上も前のこと︑道路も不

み︑また︑農業をはじめとする産業の振

それぞれの村の合併前史においても古

完全で自転車もバスもない時代である︒

経済取引の発達や各種の事業の機械化に

くから重なる部分が多く︑三村は一つの

興も進められてきた︒

より合併前の町村の規模では本当の自治

ところが︑現在は交通も通信も発達し︑

体としての仕事ができなくなった︒

とからも︑三村の合併は必然性の高いも

村に近い状態で歴史を刻んできていたこ

このような背景から︑国ではいろいろ

もちろん︑合併への賛否︑異なる利害

のだったといえよう︒

とし︑それ以下の町村は特別の事情のな

関係などもあり︑合併地域をめぐる諸問

研究した結果︑町村の最低の人口を八千

V限り︑必ず合併して適正規模の町村を

題の解決に向けて生みの苦痛も多かった
が︑村民はそれを乗り越えて合併実現に

つくるように援助することになった︒

川井村では︑ こ の 促 進 法 の 趣 旨 を 広 報

町村合併促進法による岩手県試案に基づ

協力した︒川井︑門馬︑小国の三カ村は

啓発に乗り出した︒県では︑昭和二十九

き合併し︑昭和三十年七月一日をもって

やパンフレットなどで村民に伝え︑その

年(一九五四)二月に町村合併第一次試

新生川井村が誕生したのである︒

一七三〇戸であった︒

ヘクタール︑人口は一万八八人︑戸数は

新しい川井村は︑絵面積五万六三〇四

案を発表︒その中に川井村︑門馬村︑小
国村の三村合併も盛り込まれた︒

もともと︑川井村︑門馬村︑小国村は︑
それぞれの歴史を持っているとはいえ︑
古くから隣村として経済圏においても交

『川井村郷土誌上巻』『川井村北上山地民俗誌』

『川井村議会史』『川井村北上山地民俗資料館』
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