
① 横手盆地は巨大扇状地！？ 

・横手盆地の南部は、雄物川、皆瀬川、皆瀬川 のつくりだした扇状地。 

（いにしへの皆瀬川）平鹿堰ー大戸川ー横手川 

（いにしへの成瀬川）大宮川、石持川 

→ 乱流を繰り返しながら、西へ追いやられる「雄物川」 

 

 

 

② 「雄物川瀬替え」とは？ 

 近世以前の開発による古い農業用水には、成瀬川の扇端で取水する平鹿堰と、その下流

で取水する大宮川がある。（中略）この堰の水路は、近世以前、成瀬川が扇状地面を乱流

した時代の旧川跡で、近世初頭の元和年間（1615〜23 年）久保田藩主 佐竹義宣が、家

老 梅津憲忠に命じて成瀬川および皆瀬川を瀬替え、今日の河状に整理せしめ、それ以来

農業用水として人工的な形態を整えたものである。 

『中世における東北日本の農地開発』小出博,農村研究,31 号,9 頁,1970 年 

 

慶長 7 年(1602)、佐竹氏は、常陸 54 万石から秋田 20 万石へと大幅に減封された国替

えで、 家臣団の扶養、知行の 宛給 、幕府への軍役負担等藩財政確立の上から、盛んに新

田開発を奨励しました。 江戸時代の秋田藩による平鹿平野の開発は、成瀬川、皆瀬川の

雄物川本流への瀬替え合流工事と、これに伴う一連の河川改修工事および用水路の開削に

よって、従来開発の手が及ばなかった河川氾濫原、河岸段丘上、その他の荒廃地へと新田

開発は広まりました。 

「雄物川流域の農業水利」斎藤實則,2007 年 

 

横手市雄物川町沼館付近において、元和元年（1615）秋田藩主佐竹義宣が梅津憲忠に命

じて河道の堀替等の河川改修を行う。３千両の工事費と 3 年の歳月を費やし、乱流してい

た雄物川、皆瀬川、成瀬川の流れを今日の流路へと整備しました。 

WEB「雄物川直轄河川改修 100 周年～雄物川のあゆみを振り返る～」,国土交通省秋田河川道路事務所 

 

 

 



③ 雄物川舟運と深井河港 

雄物川沿いの大森、阿気、沼館、大沢、深井などには舟運の集積地として「浜蔵」が置か

れ、河港から各地の在郷町を結ぶ道も整備され、河港に集められた米や材木、木綿などの

様々な物資は、雄物川と横手川の合流地点である角間川河港を経由し久保田城下の最大港

である土崎港に集積された。ここから北前船などを利用して、物資が江戸や京都、大坂な

どへ送られた。その一方で、中央の物資とともに情報や文化がもたらされた。舟の到着と

ともに、河港は多くの人で賑わったことが推測され、多様な文化や情報も各地に広がっ

た。河港は物資の集散拠点であるばかりでなく、文化や情報の発信拠点としても機能して

いた。各種信仰も広まったとみられ、輸送の安全を祈願する金毘羅信仰や馬頭観音信仰も

盛んになった。舟運は明治の鉄道の開通により衰退するが、現在の町の形成や文化の伝播

に大きな影響を与えたと言える。 

「横手市歴史文化遺産保存活用地域計画 文化財保存活用地域計画」横手市,2021 

 

（鉄道の発達） 

・明治 38 年(1905) 奥羽線の横手駅、十文字駅が開業、福島ー青森間の全線開通 

・大正  7 年(1918) 横荘線の横手ー沼館 間が開業 

・大正 13 年(1924) 横黒線（現在の北上線）が全線開通 

 

（11 代福岡利兵衛） 

・明治 16 年(1883)  秋田県管内地価金壱万圓以上所有者一覧に記載のある平鹿郡内でも

屈指の大地主。角間川、土崎、深井など河港に関係した大地主が多数確認できます。 

 

（まとめ） 

・深井は、雄物川舟運の主要な河港のひとつ、本荘街道（本荘ー大沢ー西馬音内ー湯沢）

と沼館・浅舞方面への結節点だった。→雄勝・平鹿両郡の物資の集積地 

・湯沢の『佐竹南家御日記』には、物資を深井港から湯沢まで馬で運んだとする記述があ

り、江戸前期には湯沢方面への中継地の役割もあったか？ 

・貞享 3 年（1688）6 月、角間川村の松田利兵衛から塩 30 俵、唐竹 200 本を買った際、深井港まで

船で運び、ここから馬 30 頭で湯沢に送った。 

・元禄 5 年（1692）10 月、大保村（現大曲）善右衛門から木羽と桧材買い深井港まで運び、深井か

ら湯沢まで駄送。 



④ わが国フランス文化の夜明けは雄物川舟運にあり！？ 

雄物川の東岸すぐに位置する深井集落の始まりは寛永年間(1624-44)の頃とされる。明治

の中頃までは物資輸送の大動脈であった雄物川の船着場として賑わい、本荘街道入口の要

衝でもあったため、雄勝・平鹿両郡の物資の集散地として機能した。幾度となく水害に見

舞われ、昭和 22 年(1947)の大洪水のあとには雄物川の改修工事によって集落 120 戸の

半数を超える 63 戸」が隣接地へ集団移転している。 

「横手市歴史的風致維持向上計画」横手市,2018 

・深井八幡神社や境内にある石塔類（金毘羅大神、馬頭神社ほか）も現在地に移転。境内

には移転記念碑、神社隣に福岡利兵衛 家があります。 

・深井八幡神社には、雄物川舟運の様子を知るうえで貴重な「船絵馬」（市指定有形文化

財）が所蔵されています。明治 18 年(1885)に近松法橋栄和により描かれたもの。 

 

（福岡易之助・白水社と雄物川舟運） 

・大正 4 年(1915)、出版社 白水社を起業。 

・大正 10 年(1921)、日本初の本格的な仏和辞典（模範仏和大辞

典）を出版し「フランス語の白水社」の地位を築いた。同年、フ

ランス文化の研究と普及への貢献によりフランス政府から「レジ

オン・ド・ヌール勲章」を贈られた。辞典編纂には６年の歳月と

多額の私費を投じ自身も執筆にあたり、関東大震災では自社資産

ことごとく失ったが、当時故郷に残っていた資産を処分し再建を

成し遂げた。 

・易之助の死後、妻せいが社長となり長く相談役を務め、引退後

に深井の生家に戻る。（その後、90 歳近くまで元気に過ごされた）創業家には白水社の

全出版書籍が寄贈され、生家の蔵には白水社の書籍が納められていたという。その多く

は、戦後、白水社が再々建される際に資料として提供され大半が存在しないが、残存した

書籍の一部が 10 年ほど前に雄物川図書館に寄贈された。 

 

『白水社 100 年のあゆみ』 白水社,2015 より 

易之助は明治 18 年(1885 年)、11 代福岡利兵衛と妻タカとの間に長男として生まれた。（中略） 

福岡家は、代々秋田県平鹿郡福地村(現横手市雄物川町深井)で雄物川を利用した通運業に励む一方で

造り酒屋をも営み、その精力的な家業が産んだ財は広大な田畑と山林をもたらして当家を近隣に聞こ



える素封家とした。住まいは、名のある設計者に造らせた庭園を見下ろす邸宅に土蔵を備え、その敷

地にめぐらした豪奢な塀は道行く人々の目を惹かずにはおかなかったという。 福岡は横手の中学を卒

業すると同時に上京、旧制第一高等学校を経て東京帝国 大学文学部仏蘭西文学科に入学し、明治 43 

年(1910 年)に卒業した。同期卒業者は福岡を含めて 3 名であり、そのうちの一人は、出版業に就いた

福岡を著作者と して助け、後に『星の王子さま』の翻訳者として広く知られるようになる内藤濯であ

った。在学中、フランス文学を学ぶかたわら新しい農業と農村のありかたに関心を抱 き、関連する書

物に親しんでいた福岡は、卒業すると「県下青年の意気甚だ振はざるを慨し、学舎の余暇多少研究せ

し農村開発に指を染むると共に、県下各町村に講演して自らの理想の一端を述べて改善の資に供

し...」(死去の約 1 ヶ月前に遺した書簡による)という夢を抱いて帰郷した。明治 43 年といえば、雑

誌『白樺』創刊の年である。白樺派の理想主義の影響があったかもしれない。また、既に父親を亡く

し、戸主を継いだ身であるが故に家を空けておくわけにはいかず、東京での未来を断念せざるをえな

かった、という事情もあったろう。 故郷に戻った福岡は、素志にもとることなく郡内を巡回して新た

な農村のあり方を説き、青年会長に就いて啓発に努めるうち、ついには郡会議員選挙にかつぎだされ

た。しかし、当選を果たしたものの、その運動を通して彼が見たものは欲得に支配された古い土地の

因習であった。「今更乍ら小生が学舎にて考へし清浄淳朴なる農村に反し、救ふべからざる堕落に沈

淪せる農村の思想に痛く落胆失望し、到底小生の如き徳低き経験浅き者に取りては、農村の改良、理

想化など思ひもよらざるを悟り、飄然として家族をまとめて帝都に出で、こゝに自らの学びし道と父

の残せる遺産とによりて、社会文化事業に志さんと企て申候。」(書簡同上) このようにしておよそ 4 

年を故郷で過ごした後、理想と現実の懸隔に挫折した福岡は、一家を伴って再び上京した。この間の

消息は、同郷で福岡と親密な関係にあった医師高橋毅一郎の筆によればこのようになる。「学校を出

るとすぐ胸を患って茅ヶ崎に療養、軽快して国に帰ったが、朝から晩まで来客責め。その来客が揃い

も揃って面白くもない世間話で 2、3 時間ねばって、其揚句に金をかしてくれである。これには福岡君

も音をあげて、とても身体がたまらんと、ほうほうの態で東京に逃げ出して来たが退屈で仕方がな

い。そこで一つ農業の雑誌でも出して見ようかとなった(後略)」(「白水社縁起」──『BOOKS』昭和 

28 年 2 月号掲載)  

 

⑤ 深井焼窯跡 

津軽焼窯元の出である山形弥惣兵衛の長男・勇太郎（1840～1909）によって始められ

た。父弥惣兵衛は、雄勝郡新町（羽後町）の某氏に依頼を受け新町焼を出し、のち本荘で

陶業を営んだが、晩年は深井に永住した。父の死後、勇太郎は、陶業の再興を思い立ち、

父の残した作品を改良、工夫を加えて深井焼を完成させた。しかし、明治 27 年頃から経

営不振に陥り、大正中期には陶業を廃業し、土管製造に転じた。深井焼 徳利・中皿・花

瓶（深井八幡神社所有）、碗（市教委所有）が市指定有形文化財。 



⑥ 「鹿島信仰」と「ケダニ地蔵」の深い関係 

道地防水記念碑の横にケダニ地蔵の祠があって毎年 7 月 7 日に祀り、天王様参りと言っ

て湖東八坂神社に詣でている。このケダニ地蔵尊は慶応 3 年卯 6 月建立された。なお、

下西野 西光寺裏と 深井 深徳寺境内にもケダニ地蔵尊がある。祭典は 8 月 24 日となって

いるが以前は 6 月 24 日だった。               「雄物川町郷土史」,1980 

 

この集落では、大小のワラ人形が組み合わさった「鹿島送り行事」が毎年 7 月 16 日付近

の日曜日に行われる。かつて流行病やケダニ（ツツガムシ）などの疫病が多く発生したた

め、病魔の厄払いとしてケダニ被害が多発する夏に行われるようになったとされ（後略） 

「横手市歴史的風致維持向上計画」横手市,2018 

 

 

⑦ 蝦夷塚古墳群（えぞづかこふんぐん） 

奈良時代になると、律令国家の地域支配が進み、天平宝字 3 年(759)には雄勝・平鹿二郡

が同時に設置され、本市域を指す平鹿郡が初めて史上に現れる。文献上、横手には雄勝城

と平鹿郡府（郡衙）の存在が考えられており、横手盆地に所在した雄勝城は、近年雄物川

町里見地区周辺が有力視され、調査が進められている。古代城柵を囲んでいたと考えられ

る材木塀などが検出されているほか、古代の役所（郡衙）や寺院の建物の屋根に葺かれた

瓦の破片、行政文書の作成の際に使用されたと考えられる硯（縁面硯・風字硯など）が出

土している。また、北流する雄物川を挟んだ西側の出羽丘陵には、奈良時代の中頃に末館

窯跡が操業し、一般集落からはほとんど出土しない須恵器の食器を生産していた。 

「横手市歴史文化遺産保存活用地域計画 文化財保存活用地域計画」横手市,2021 

 

昭和 30 年頃の耕地整理前までは水の便が悪く水田には適さないため一部畑地として利用

されたものの、ほとんど萱や雑木が繁茂する荒地であったらしい。（中略）検出された遺

構・遺物から縄文時代・奈良時代・平安時代の複合遺跡であることが判明した。 

蝦夷塚古墳群発掘調査報告書 秋田県文化財調査報告書 136 集,秋田県教育委員会,1986 

 

・昭和 33 年に７号墳付近から採集した玉類 22 個は、昭和 35 年に秋田県指定有形文化

財（考古資料）に指定されています。県内で数少ない終末期古墳。 



⑧ 造立神社（つくりだてじんじゃ） 

・室町時代末期、この地の豪族山内式部の守護

神たる虚空蔵神社と、天明３年(1783)に京都

伏見の稲荷大社より社格を受けた稲荷神を、明

治 42 年合祀した。社殿は人造の（つくり山）

の上にあるが、これは「古墳」との伝承があ

る。当地区の地名は、この「つくり山」からき

ていると言われています。 

・祭神の虚空蔵さんは、丑寅歳生まれの守護神

となっているので、近隣集落の丑寅歳生まれの

人々の崇敬を集めています。（大正 14,15、

昭和 12,13、24,25、36,37、48,49、

60,61、平成 9,10、21,22、令和 3,4） 

・中世の城館跡とされる「造山館跡」（つくりやまたてあと）が立地し、平成 21 年の調

査で空堀跡が検出されています。 

 

 

⑨ 傘杉の清水（からかさすぎのしみず） 

成瀬川や皆瀬川の扇状地扇端は平鹿平野の中央部に位置し、成瀬川、皆瀬川、雄物川の瀬

替え工事が行われる前は洪水の脅威にさらされ、自然堤防に守られた土地以外は最も危険

な土地でした。そこには両河川の伏流水などが浸出する湧水池が多数存在しました。両河

川の表流水による灌漑が及ばない扇状地扇端部の低地では扇端部に発達した湧水が主要水

源となりました。 

「雄物川流域の農業水利」斎藤實則,2007 年 

 

・造山周辺は扇状地の扇端部にあたるため湧水（土崎家の清水、傘杉の清水）が豊富で、

水源として使われていました。かつてちは茶屋があり夕涼みの客で賑わったという。 

・「造山の傘杉」として横手市指定天然記念物に指定されている。かつて雄物川が造山微

高地の西側を流れていた頃、この杉に舟を繋いだとの言い伝えがある。樹高 18ｍ、目通

り幹囲 5ｍ、樹齢推定 400 年。 



⑩ 南形の梨畑（なんかたのなしばたけ） 

 易之助が明治 43 年（1903）に帝大を卒業したとき、父はすでに死亡しており一人息

子の彼は戸主となった。生家は 200 町歩もの小作田畑と広大な山林を持つ伝統のある家

であったので、なんとしても家宰の立場を守り継がなければならない運命にあった。学び

得た学識と、理想の農村を建設しようという若い情熱に燃えたって帰郷した彼は、村づく

りと農業の革新に打ち込んだ。その新しく耕すもの、郷村で彼が実践した一つに果樹の植

栽があった。 

 彼の家は大沢に近かったので、彼は出羽丘陵の自家所有山林の一部を開墾し、リンゴを

主体とした果樹園をつくっている。これが今日の大沢リンゴの創始であったといわれてい

る。易之助はこの間 政治にも進出し、郡会議員にも当選し活躍しているが、政争の醜さ

に愛想をつかして上京したのが大正 3 年（1914）といわれているので、リンゴ園の経営

もわずか 4、5 年間にしかすぎないが、この間に彼は大巻に梨畑も設置している。この梨

畑は「南形の梨畑」と称され、昭和初期まで人に知られたが、風味が評判で、東京銀座の

老舗千疋屋にも出荷されたといわれている。 

「雄物川町郷土史」 492 頁,1980 


