
水が織りなす安曇野今昔物語」講座 ≪三郷編 第２回≫ 
「三郷地域の成り立ち 古代から中世の歴史、民俗、文化」 

三郷公民館 9月16日（金）中田 育成 

三郷地域の古代～室町時代までを、復元土器・石器・土偶・仏像を歴史順に追いながら、発掘・発見の経

緯や造立等の背景を踏まえて、古代・中世の歴史、民俗、文化を考え合う。 
資料 「三郷村誌Ⅱ」歴史編上・写真編 「三郷村埋蔵文化財集」 「三角原遺跡調査報告書」 

縄文時代草創期 10,000 年～12,000 年前 
東小倉遺跡 有舌尖頭器 （故堀内國利氏採集・堀内家所蔵） 

旧南安曇郡下で3例。旧三郷村では 古の遺物である。 

長さ4.1cm 重さ5.3gで、村内にもあるシルト質硅岩で作られている。 

この尖頭器が出土したことによって、三郷地域縄文の歴史が、従来の早 

期（今から約8000年前）が草創期にまで遡った。この尖頭器は、旧石器時

代の木葉形の石槍に対し、長い二等辺三角形の基部に、短く逆三角形の舌

部のつく独得の形をしている。旧石器時代の 終末から縄文時代初頭に作

られた石槍の一種である。狩猟用の投げ槍とした。これがやがて弓矢の先

である石鏃へと進化する。 

この時代は、まだ移動生活をする段階と考えられており、この場所で一

定期間生活したかどうか明確ではない。 

縄文時代早期～前期移行期 約7000年前  
室町 調整池北遺跡 玦状耳飾り 

（小松明夫氏採集・所蔵）

 縄文時代の代表的なイヤリング。制作途中or.制作

中に破損：玦状耳飾りを制作していた玉造り工房址

と考えられている。左下完形サイズ想定：約45㎜ 

 日本海を挟んで同型の耳飾りが出土していること

から、その当時に於けるアジア大陸との人や物の交

流が推測されている。日本列島独自とされてきた縄

文文化が、大陸との交流や影響という視点でとらえ

直されている。 
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縄文時代中期中頃 約5000 年前  
南松原遺跡 復元土器 黒沢川左岸のムラ 
昭和45年、室山南側の南小倉と室町を結ぶ道路改良工事に伴い、遺跡の一部が発掘され、地面を丸

く掘り下げて造られた竪穴住居址が出土した（ムラ全体で 30 軒くらいと推定）。１～２世代程度の数

十年間というごく限られた期間に存在したムラの可能性が高い。 

新しく家が建替えられるとき、前の住居が建っていた跡の窪地に、大量の土器が投げ捨てられたこ

とが明らかになった。 

 出土した土器群は、松本平の縄文時代中期前半の典型的な資料として重要である。 



 

 

浅鉢型土器 
高さ 19cm  口径 37cm 焼町式土器 

高さ 24cm 
 塩尻市焼町遺跡から出土した

土器の特徴を持つ類。 
周囲の各所に特異な突起と半

隆起線文と呼ばれる深めの線彫

りを施す。 

深鉢型土器 

高さ 47cm  

 

 

縄文時代中期後半 約4000年前 
東小倉遺跡 

縄文時代を中心とする包蔵地が集まる黒沢川流域の中で も下流に位置する。三郷地域でも 大

級の縄文集落があった所と見られている。平成15～18年まで通算6回の調査が実施され、出土した

住居址53軒。ムラの推定範囲（南北約800ｍ 東西約200ｍの長楕円） 

 

 

 

 

 

 

 

埋甕と蓋石（24号住居址入口付近） 
甕の高さ 33cm   蓋石の径 40cm   

 住居址の床面に蓋石だけが顔を出すように載せられ、土中に逆位で埋葬されていた。土器内部には、

周囲の黄色土とは明らかに異なる、軟性でしまりのない暗褐色の土が表面ぎりぎりまで詰まっていた。

内部の土の上面中央に、三日月状の礫が埋められていて、写真のように蓋石の割れ口と合致した。 
 このような埋葬は、一説に、赤ちゃんの胎盤（後産）などを入れ、玄関を出入りする際に踏みつけ

ながら丈夫に育つようにと願ったとも言われる。4000年の時空を経て儀式の様子が思い描かれる。
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埋甕（47住居址） 高さ 47cm 
 24 住居址から出土の埋甕は、胴部

がふっくらと膨らみ、丸味を帯びた

形状であるのに対し、この埋甕は逆

円錐状のすっきりとした形である。 
 住居の床面に甕の上端を揃える形

で埋められ、内部の土は前者と同様

に、周囲のそれとは異なる黒褐色の

土が入っていた。 
 写真の状態まで掘り下げ、周囲を

保護材で覆い、梱包して完形のまま

取り出すことができた。内部の土を

取り出し、洗浄・乾燥を経て、亀裂

部分に接着剤を注入。ほぼ完形のま

ま保存できる土器は稀である。 

 

 

 
鏃 三郷地域の各遺跡から出土の黒曜石201点を

 専門機関による産地推定検査実施。 

全国60か所の産地中、188点の93.5％が霧ヶ

峰系の諏訪星ヶ台群（下諏訪町）と判明。峠を

越えた和田側ではなく、諏訪側の産地との盛ん

な交流が推定される。 

残りは、和田鷹山群9点、和田小深沢群3点、

蓼科冷山群1点であった。 

 

 

 

 

縦16㎜ 
 黒曜石を加工して、弓矢の先
に取り付けて、狩猟用具とした。

 

 
土偶 顔    

上半身（降旗和幸氏採集・所蔵）

人間ないしは精霊を模して作られた土

製品で、縄文時代早期に出現し、弥生時

代になると作られなくなる。 

 東日本に多く出土し、大半が何らかの

形で破損している。特に、脚部の一方の

みを壊した例が多いという。 

土偶は、圧倒的に女性像で、豊穣や多

産を祈ったという説や、祭祀の際に破壊

し災厄
さいやく

を祓うことを目的として作られ

たとする説もある。 

顔に入れ墨と思われる文様、後頭部は

髪形がブリッジ状の立体的な表現となっ

ている。 

全長14cm 

 

 

 

全長 80㎜ 

前面
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背面 



焼失住居址からの出土品 （38号住居址）  

この住居址からは、下の写真のような土器の一群が出土した。床面が赤く被熱し、他に土器片が見

当たらなかったことや、破壊されていなかった出土状況などから、生活中もしくは住居の廃棄直後に

火災で焼失したと考えられる。炭化材の鑑定から、約4200年前・樹種はすべて栗材と確認される。 

 
把手付壺形土器（100図5）

高さ23cm 

両耳付壺形土器（100図4）

高さ19cm 

  浅鉢形土器（102図1） 

直径38cm  
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浅鉢は、床面を数センチ掘り込んで、正位で据えられていた。両耳壺は、床面に置かれた平らな

石の上に立った状態で出土した。頸部下から胴部にかけて相対して把手が付く。把手付壺形は、片

方のみに把手が付く珍しい形態である。出土の状況から、この住居は、他と異なる特殊性を持つこ

とも予想される。呪術に関した人物の住居か。



釣手土器 大径25cm 

把手付深鉢土器に含ま

れる縄文時代の土器形式

の一つ。内部で火が燃やさ

れた灯火具であるとされ、

農耕社会と関係した神の

火を移す呪術具としての

意味があるともされる。 

 

 
硬玉製大珠（翡翠製大型ペンダント） 径10.5×3.5cm 

（故日比野充夫氏採集・日比野家収蔵） 
有孔垂飾品とも呼ばれる鰹節形の大珠である。よく研磨された

美しい光沢を持っている。大きさや磨かれ方から全国的にももっ

とも優れた装身具である。姫川流域の翡翠が使われ、当時、翡翠

の珠は特に貴重な品物とされる。所有者の集落内での社会的な地

位が推し量られる出土品である。 

 

 

 

 

 

 

縄文時代～弥生時代に変わる 
約2000年前 

室町 チンクラ屋敷遺跡 

四頭石斧 

径200㎜×193㎜ 

大正～昭和初期に実施された

小倉官林開墾の際に出土（推

定） 
※ 平成17年  
慶應大学岡本准教授の鑑定 
・長野県での 古の発見、

報告例で 大級の大きさ 
・磨製の優品で、ベンガラ、

樹脂状付着物がある 
 ・二点に割れているが、破 
  損状況を復元することが 

でき、学術的に貴重であ 
る 

 ・縄文文化の祭りの斧と考 
  えられ、祭祀の際に破壊 

し災厄を祓う  ― 5 ―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長径70㎜ 

長径70㎜ 

長径50㎜ 長径27㎜ 

高さ44cm 

弥生時代 約2000年前  
室町 黒沢川右岸遺跡 旧南安曇郡内初 

 昭和58年発掘 竪穴住居址 

甕形土器 筋をつけた条痕文を持つ 
  籾圧痕２点 籾が押し込まれた圧痕  

底部布圧痕２点 ２種類の布の圧痕  
土製紡錘車 回転を利用して糸に撚りを

掛ける用具 
  黒沢川岸の湿地帯を利用した稲作 
 高度な紡織技術  

繊維の材料は何か？  
機織りはどのような方法で？ 

直径65㎜ 
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 ※ 古墳時代～奈良時代末期（3・4Ｃ～8Ｃ末）三郷は集落の空白域 高家郷は明科か？ 

平安時代後期 10世紀後半～11世紀前半（900年代後半～1000 年代前半）の200年間前後の遺跡 
 楡住吉神社西側 三角原遺跡 住居址56軒検出の内、34号焼失住居址からの出土品  

延喜通寶 延喜７年（907）初鋳 奈良～平安時代に政府が発行した皇朝十二銭の11番目 

  碗・食器 この住居は集団の中でもっとも大きく、出土遺物の種類も豊富 この居住域における

中心人物の住居か 住居址全面に炭化材や焼土が広がっていることから焼失住居である

ことが判明 
  中央の貨幣が出土したこと、堀金地区の同時代の遺跡からは文字が書かれた土器が出土している

ことから、当時の中央とのつながりや、営みの様子なども推し量られる。 

直径19㎜  
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鎌倉時代初期 1100 年代後半  
平福寺 聖観音菩薩立像 長野県宝 

 平福寺創建 平安時代末期か 住吉荘の成立以後  
長徳年中（995～99）建立（『信府統記』六）  
承安4年（1174）乾察法印創立（中村太一家文書） 

      文治2年（1186）「吾妻鏡」に住吉荘の初見 祈願寺

※「兵範記」（保元2年：1157）の信濃国の荘名に住吉荘なし 
永享 3年（1431）西牧憲兼が観音堂の鰐口を寄進 
天文 19 年（1550）小笠原長時と武田晴信の野々宮合

戦により堂宇焼失 
永禄元年（1558）中興一世の弘誉上人が再興 
天正 3年（1575）武田勝頼が再興 
文禄 2年（1593）石川氏が寺を再建 御開帳 
慶長19年（1614）小笠原秀政平福寺に制札を下す 

聖観音菩薩立像 像高 149.5cm 

鎌倉時代初期（『長野県史』美術建築資料編美術工芸）

丸みを帯びた穏和な作風に藤原末の感じが残っている。

衣文の彫りが深く、体部は太造り、ずんぐりとして欠

き、切れ長の目や顎の張り、鼻筋の通った面相に鎌倉

初期の重厚さがにじむ。 



鎌倉時代中期  

1200年代中頃  

一日市場 観音堂  

釈迦如来坐像  

安曇野市有形文化財指定 

松本藩主戸田光慈
みつちか

が享保

11年（1726）志摩国鳥羽から

松本へ入封する際に携行  

松本城下葵の馬場真言宗

弥勒院の本尊として祀った

（大正 11 年京都大学沢村博

士鑑定）  

明治2年廃仏毀釈で弥勒院

が廃寺 長徳寺に移された後

観音堂に再度移されて現在に

至る 客仏  台座に戸田氏

ゆかりの三ツ葉葵の紋 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
像高54cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇郡の新出 

天平宝字8年（764） 
正倉院御物布袴墨書銘 
「信濃国安曇郡前科郷戸主安曇部真羊調

布壱端」 
  安曇郡：8世紀後半には成立 

   
「和名抄」930年代編纂 百科事典 
  安曇郡：高家・八原・前科・村上 
  １郷平均：64戸： 
  １戸平均：35～36人 

（2～3世帯の大家族） 
  
三郷地域の郷村で名称が挙がる資料 

「下諏訪春秋宮御造宮帳」文明8年（1476）
  長尾上方・二木・及木・中萱 
 
「諏訪社下社春秋之宮造宮之次第」 

西牧小倉   長享2年（1488） 
 
「三宮穂高社御造宮定日記」 

明応10年（1501）
  楡村久木・二木・及木角懸杏・長尾・ 
  中萱 

鎌倉時代末期～南北朝 
1300 年代初期～1300年代

一日市場 観音堂  

聖観世音菩薩立像  
安曇野市指定有形文化財 

  平安時代に創建された真

言宗長徳寺観音堂本尊が火

災で焼失したため、中世に

本尊を模して造立 
 「平安時代の様式を素朴に

模索した鎌倉時代の作」（文

部技官倉田分作氏鑑定） 

像高67cm 
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南北朝後半～室町時代 1300 年代後半～1400年代  
楡 阿弥陀堂跡・龍峰寺跡 宝篋印塔  

 先祖供養の石造塔  

阿弥陀堂跡：笠 部材はすべて浅間山系  龍峰寺跡：笠・基礎（焼岳）他は浅間山系 

  鎌倉時代に東信の滋野氏が上野に入り西牧を名乗る 東信に先例が見られる宝篋印塔が遺される

西牧氏の勢力が上野から長尾平福寺、さらに楡にも及んでいた 

龍峰寺跡 阿弥陀堂跡 
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像高52cm 

室町時代    
1300～1400 年代  
一日市場 観音堂  

大日如来坐像  
「この地にあった真言宗長徳寺

の本尊は、御丈壱尺二寸の立

像であり、境内にあった宝積

院の本尊が御丈壱尺八寸の大

日如来坐像」（享保6年「御分

地拾壱ヶ村郷鑑」）とあること

から、この像が宝積院の本尊

であった可能性が高い 
（宮島佳敬

よしゆき

氏教示）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

像高61.5cm 

室町時代末期 1500年代初期  
野沢 瑠璃光寺  

薬師如来坐像 
 薬師堂は元禄 11 年（1698）
野沢西村の薬師堂が焼失した

ため芝口の瑠璃光寺現在地に

移る 
 神仏分離令により明治3年薬 
師堂も廃堂  
明治13年旧薬師堂本尊の薬 

師瑠璃光如来に因んで、無量山

安養院瑠璃光寺として寺院昇格 

室町時代末期  1500年代後半  
北小倉 淨心寺観音堂 

（元南小倉泉光寺（真言宗）観音堂本尊） 

聖観世音菩薩立像  
永禄6年（1563）癸拾2月13日敬白 
 廃仏毀釈後観音堂が荒廃したため、大正初期に淨心寺へ運ば

れ、以後淨心寺によって護持される 
この観音像は「日見ずの観音様」と言われたことから、日照

りが続いた際の雨乞いの行事には北小倉白山社の池に運ばれて

投げ込まれ、霊験あらたかで雨を迎えたと伝承されている。 

像高115cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 三郷地域 
・先人の定住 縄文時代 南松原遺跡 約5000年前 
            東小倉遺跡 約4000年前 
・埋蔵品に見られる文化・風俗 
  玉造り工房址・埋甕・鏃・土偶・硬玉製大珠・四頭石斧・稲作・

紡織・延喜通寳 
・集落の空白域 古墳時代～奈良時代末期 
・ 古の仏像 平福寺：聖観音菩薩像 鎌倉時代初期 
・中世に成立していた郷村 長尾上方・二木・及木・中萱・西牧小倉・

楡村久木・長尾 
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