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■『重要』⇒平成13年、赤丸村で古来から伝承されていた「吉岡庄」は、『国立歴史民俗博物館』の調査で正
式に「福岡町を中心とした越中吉岡庄」として確認され、従来「新川郡」と註釈されていた部分も「砺波郡」
と修正して「庄園データベース」に正式に登載された。（※現在も、修正前のデーターに基づいて「新川郡」
としている文献が多いが、これは修正前のデーターに基づくので誤り ❗❗ 
 
新川郡の合併前の富山市域に当たる太田保に、吉岡村が在る所から越中吉岡庄と混同されてきた。太田保の蜷
川郷に蜷川城を構えた蜷川氏の中に吉岡と名乗った者が在り、蜷川村の郷土史には蜷川の本家が吉岡で在った
とされる。蜷川新右衛門に代表される蜷川氏は室町時代の足利義満の近臣として政所代に成り、新川郡と利波
郡を統治したとされる事から、利波郡の吉岡庄を新川郡と混同したと見られる。⇒足利義満の頃には越中吉岡
庄は越中五位庄に改名されている。「※東寺百合文書」） 
 
国学者五十嵐小豊次の『郷庄考』では正確に「平範記」記載の元藤原頼長庄園の『越中吉岡庄』と『能登一青
庄』を取り上げて「砺波郡吉岡庄」としている ❗ 

 

 



 

 



 

 

「越中吉岡庄図」と「五位庄」と改名された後醍醐天皇皇子宗良親王  
 

 

 

 

 



■「五位庄」と「吉岡庄」 
「五位庄」は、南北朝時代まで「越中吉岡庄」と呼ばれていた。「赤丸浅井神社」は「五位庄総社」とされ、
その中核の神社で在った。五位庄は広大な範囲で有り、加賀藩士富田景周が書き記したと伝わる「加越能三州
地理志稿」に拠れば、江戸時代の「五位庄」は「四日市、柴野、十日市、江道、境、山川、廣谷、勝木原、澤
川、淵ケ谷、田名原、小野、六郎谷、花野（花尾）、栃谷、上栃谷、西明寺、上向田（鍛冶町・田ノ子・上
野）、下向田、土屋、山岸、鳥倉、西、高畠、加茂、馬場、三日市（荒田町・大野島・大野）、赤丸（谷内・
次兵衛島）、舞谷、石堤（谷内・六日市）、麻生谷、東石堤、渡、内島（池田・新屋敷）、蜂ケ島、大源寺、
福田六家、六家、樋詰、柴野内島、立野町、中保、駒方、駒方新、小竹、下開発、上開発、今市、宮野腰、三
ケ、後正寺、須田、壹歩貮歩（二歩）、下老子、笹川（荒又・出来野）、高田島（荒又・出来野）、福岡、四
十萬、稗島、下蓑、荒屋敷、土田新、以上 五十七村属五位庄」が五位庄で在ったとされる。 
 
しかし、越中吉岡庄の時代には、「赤丸浅井神社由緒」や「浅井神社は米一升を各戸から集めていた。」と伝
わるその範囲から推定すると、五位庄の時代とは少し範囲は異なっていた様だ。「赤丸浅井神社」は「五十三
ケ村総社」とされているが、加賀藩時代は「57ケ村」で在ったと伝わり、加賀藩時代には赤丸村の向野新村等
の小矢部川河川敷きの村が新しく開発されている。しかし、小矢部川対岸の高岡市高田島地区には古来から
「聖武天皇の祈願社の五位庄神社」が在り、藩政時代も赤丸領で在った事から、概ねその範囲は合致するが、
吉岡庄の時代は小矢部市の宮島郷等の山間部も含んでいた様だ。「小矢部市史」に見られる神社の古記録に拠
れば、赤丸浅井神社の川人神官（当時は山伏西宝院）が小矢部市の山間部の神社の神官も兼ねており、福岡町
三乃神社の佐伯神官も小矢部市の延喜式内社比売神社等の山間部の神官を兼ねている。「赤丸浅井神社由緒」
（※富山県立公文書館所蔵）に拠れば、浅井神社管轄の五十三ケ村は「五位庄二十五ケ村、国吉郷二十六ケ
村、宮島郷二ケ村」で在ったとされており、これが概ね「越中吉岡庄」の範囲で在ったと見られる。⇒「五位
庄」では「国吉郷」が範囲から外れて、福田郷周辺迄が含まれた様だ。「越中吉岡庄」は南北朝時代に後醍醐
天皇皇子の宗良親王が赤丸浅井城に在城された時に「五位庄」に改名されたと加賀藩記録の「宝永誌」は伝え
ている。 
■鎌倉時代「吾妻鏡」の「國吉名」についての記載。⇒「五十嵐氏の所有記録」→《北条朝時の代理人小見左
衛門尉親家 と五十嵐小豊次太郎惟重の裁判記録》「延應元年(1239)五月小二日辛未。五十嵐小豊次太郎惟重
与遠江守朝時祗候人小見左衛門尉親家。日來有相論事。今日。於前武州御亭遂一决。亭主御不例雖未快。相扶
之令聞食其是非云々〔以綿結御額。被懸鶏足〕。匠作渡御。主計頭師員。駿河前司義村以下評定衆等列參。是
越中國々吉名事也。惟重則當所爲承久勳功之賞拝領之處。親家押領之由訴之。親家亦。惟重知行分者全不可亘
惣名。親家知行來之旨陳之。及究問答。親家依難遁其過。前武州殊有御氣色。於當座召侍所司金窪左衛門大夫
行親。可令預守護親家之由被仰付。又其子細被仰遣遠州。遠州頗令恐申給云々。」 
【『５月２日 辛未 』五十嵐小豊次太郎惟重と遠江の守朝時の伺候人小見左衛門の尉親家と、日来相論の事有
り。今日前の武州の御亭に於いて一決を遂ぐ。亭主の御不例未快と雖も、これを相扶けその是非を聞こし食さ
しむと（綿を以て御額に結び、鶏足を懸けらる）。匠作渡 御す。主計の頭師員・駿河の前司義村以下評定衆等
列参す。これ越中の国国吉名の事なり。惟重則ち当所は承久勲功の賞として拝領するの処、親家押領するの由
これを訴う。親家また惟重の知行分は、全く惣名に亘るべからず、親家知行し来たるの旨これを陳ぶ。各々の
問答に及ぶ。親家その過を遁れ難きに依って、前の武州殊に御気色有り。当座に於いて侍所司金窪左衛門大夫
行親を召し、親家を預かり守護せしむべきの由仰せ付けらる。またその子細遠州に仰せ遣わさると。遠州頗る
恐れ申せしめ給う。『５月３日 壬申 』国吉名の事、惟重裁許の御下知状を賜うと。】 
 
 
 



 



 



 

 

「宝永誌」（加賀藩記録）に記載される「越中吉岡庄」から「五位庄」への改名記録 ❗❗ 



■川合郷、越中吉岡庄、五位庄と変遷した赤丸村に鎮座する「延喜式内
社赤丸浅井神社」※53ケ村総社、江戸時代は57ケ村総社 



 
 





 



赤丸浅井神社宮司（西宝院の坊官）の家系の墓碑銘に残る古代に使用された「刀自」「郎女」の戒名のナ
ゾ！！ 



 



■赤丸浅井神社の神社由緒に「元正天皇二宮御創建」と記載され、森田柿園は「越中志徴」の中で「元正天皇
は女帝で子は無し」と記載し、浅井神社由緒は更に「先帝（文武天皇）の御子か」と記載している。天皇家の
系図を調べると、この「二宮」は文武天皇の第二子の石川朝臣広成と考えられる。この皇子は文武天皇の第二
子でありながら藤原不比等の陰謀で、母の蘇我氏末裔の石川刀自郎女（イシカワトジノイラツメ）と共に不義
の罪を被せられ廃妃・臣籍降下させられ、不比等の孫の聖武天皇の家臣となり、内舎人という天皇の世話係を
させられていたようだ。後に「石川朝臣」となり、更に「高円朝臣」と賜姓されて（※「続日本紀」）身分も
回復したようだが、赤丸浅井神社を創建したと伝わる人物だ。当初、赤丸村は蘇我氏と同族の（武内宿祢の子
孫）利波臣志留志の所領だったようだが、その後、「石黒氏系図」によると「利波臣」は藤原氏の林氏と婚姻
して「藤原氏」を名乗っている。藤原氏の勢力が強く、さしもの利波臣も婚姻政策で「藤原氏」を名乗り始め
た様だ。この時点で神社創建の由緒から蘇我氏の創建という事実は覆い隠されたのかも知れない。その後、藤
原氏全盛の時代には赤丸浅井神社に藤原道長の甥に当たる「一条天皇」が「勅使川原左京」（河原町の左京太
夫=藤原道長か？）を遣わし、神前に左右一対の桜をお手植えしたと云う。この桜は昭和初期迄残っていた様
で、赤丸浅井神社の拝殿に巨大な桜の写真が掛けられている。 
平家全盛の時代には平家の重臣「越中次郎兵衛」が国吉名に居館を構え、能登と共に統治していた様だ。（※
「国吉小史」「平家物語」） 
その頃は「越中吉岡庄」と呼ばれて藤原氏長者の藤原頼長領であったが、「保元の乱」で勝利した後白河上皇
は「越中吉岡庄」を没官して上皇領の「後院領」としている。源頼朝が全権を握ると、赤丸浅井城の麓に地頭
「吉岡成佐」が居館を構えた事が「吾妻鏡」に記載されている。その後、後鳥羽上皇が領主となったが、「承
久の乱」（※1221年）で敗れ、後鳥羽上皇は血涙を流して隠岐にに流されて亡くなった。その時、石黒氏は
後鳥羽上皇に従って戦ったが敗れて北条氏の軍門に下った。その後、北条一門の名越氏が越中の領主として配
置され、石黒氏はこの時に赤丸浅井城を去り、新川に逃れた事が「赤丸名勝誌」等に記載されている。その時
点で赤丸浅井城には「中山氏」が城主として入城した様だ。 
 
■「越中吉岡庄」は 後白河上皇により蓮華王院に寄進され、正応３年（1290年）には未だ蓮華王院領であっ
た記載が「鎌倉遺文」に残されている。 
 
（http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller） 
【（正応３年？※1290年）８月晦日、濫妨候了、又知行分蓮華王院領越中国吉岡庄役夫工米者、自蓮華王院
…】東大寺文書四ノ十二（※鎌倉遺文23━32） 
※正応年間（1288年～1292年）→この時代の天皇は伏見天皇。鎌倉幕府将軍は惟康親王、久明親王、執権
は北条貞時。 



 

 

 ■「蓮華王院越中吉岡庄の記録」（※「東大寺文書」） 
（※『訳』正応３年８月晦日の茜部荘地頭代迎蓮書状（東大寺文書）には，美濃国（岐阜県）東大寺領茜部
【アカナベ】荘への伊勢大神宮内外宮役夫工米の宛課と神符使等の同荘への入部を停止・免除してもらうため
に美濃国市橋荘（岐阜県岐阜市内）・蓮華王院領越中国吉岡荘の事例を引き，「又知行分蓮華王院領越中国吉
岡庄役夫工米者，白蓮華王院，去々年被奏聞 公家候て，被免除候了」と述べている。→［角川日本地名大辞
典]） 
 



■上杉謙信は能登七尾城を攻略し、越中と能登の間の石動山の多くの寺院が焼かれ、越中の神保氏張、寺島牛
助等は謙信の軍門に下った。七尾城は上杉受け入れ賛成派、反対派に分かれ、中には上杉を陰ながら支援する
武将も有った。 

 



 



■能登を攻略した上杉謙信は、元畠山氏家臣の高岡守山城城主神保氏張、五位庄柴野城城主寺嶋牛之助に対し
て「所領安堵」をおこなった。 



 



 



 

 



💥皇室庄園「越中吉岡庄」の『赤丸浅井神社由緒』⇒「赤丸村」の消された歴史！！ 
 

 
 



 

井波町に伝わった古地図 
⇒古代には赤丸浅井神社前で小矢部川と庄川が合流していたと伝わる ！！ 
古代の北陸道の浅井神社前に在った「駅」は「川合駅」又は「川人の駅」と呼ばれた。赤丸浅井神社前の「二
位の渡し」から河口の「六渡寺村」迄の舟下りルートを「如意の舟渡し」（六渡寺川舟渡し）と呼んだ ！！
（※この合流地点から下流の大河を射水川、六渡寺川と呼んだと云う。） 

 

 

 



後醍醐天皇の庄園「吉岡庄」（※五位庄赤丸村）極楽谷に創建されたと伝わる高岡市の名刹「越中宮極楽寺」 

 



 

 
 

「越中吉岡庄（赤丸村）」に在った高岡市の「旧高岡山総持寺 ｺｰｺｰｻﾝｿｳｼﾞｼﾞ」には「国指定重要文化財木造千
手観音座像」が安置されている ！！ 
 
 
 



 

 

 

「越中吉岡庄」は「後白河上皇」の庄園となった時に「蓮華王院」（※三十三間堂）に寄進された。「越中吉
岡庄」は「後白河上皇」から「後鳥羽上皇」に譲られ、後鳥羽上皇が起こした「承久の乱」の後に一旦、勝者
の幕府に没収されたが、後に後堀河天皇に戻されて、以後、「大覚寺統」に伝領した。（「福岡町史」、「日
本歴史 中世」岩波講座p185） 
（・南北朝時代の「後醍醐天皇」迄引き継がれたと云う。⇒「日本庄園史大事典」） 



 

 



 



「赤丸浅井神社由緒」に拠ると、「養老年間（712～724年）、元正天皇の時代に一宮、二宮に全国を二分し
て統治させ、二宮は当地に駐屯され、社殿を立て、祀官を定めて祭祀を行わせられた」と云う。元正天皇は女
帝で、子供が無かったが、文武天皇の子供が幼少の為、始め、文武天皇の妻が元明天皇となり、継いで後を受
けて即位された文武天皇の妹、聖武天皇の叔母の元正天皇が即位して親代わりを務められ、聖武天皇の即位に
際しては聖武を「吾子」＊我が子 と呼んで宣命を読んでいる。文武天皇には藤原不比等の娘「宮子」が夫人
(ブニン)となり、その他に古代氏族の紀氏から紀竃門郎女（キノカマドノイラツメ）と石川刀自郎女（イシカ
ワノトジノイラツメ）が嬪(ビン)となっていてたが、藤原不比等は我が孫を天皇とする為に陰謀を巡らし、文
武天皇が亡くなると二人の嬪(当初、二人は妃に任じられている。)に不義有りとして嬪の資格を剥奪した。石
川刀自郎女には男子が居たが、同時に臣籍降下させられた。 
(※「続日本紀」→この事件は「藤原不比等の貶黜 ヘンチュツ 事件」と歴史的に呼ばれる事件で「貶黜」とは
「官位を下げる事、排斥する事」を意味する。) 
その男子は石川朝臣広成と賜姓され、舎人という役職に就き、その歌は万葉集にも3首掲載されている。石川
刀自郎女は蘇我氏の一族だが、蘇我蝦夷、入鹿が討たれた後は、北陸の地は蘇我氏の末裔の石川氏が勢力を持
って居た様で、石川県には石川郡という地名が残り、富山県には石川氏の一族が大伴家持の前後に越中国司と
して赴任している。又、石川氏で左大臣迄務めた石川朝臣豊成は懇意にしていた橘氏が世話をして、高岡と大
門の間に比定されている「東大寺鹿田荘」の隣地に庄園を持っていた事が「東大寺荘園図」に記載されてい
る。高岡市伏木の越中国府と赤丸浅井神社は地理的にも近くに在り、浅井神社からは国府近くの二上山も眺望
できる。赤丸には明治期迄「石川家」という七軒百姓と云われる大百姓があった。本家は北海道に移住したが
その分家は今も浅井神社の神域に残り、浅井神社の奥の院の後ろには、赤丸浅井神社を統括した「別当西宝
院」という聖護院派山伏の歴代の墓と明治に還俗した後の川人神官家、石川一族の墓だけが残されており、神
域に残されたこの両家は赤丸浅井神社と特殊な関係の家系で有ったと推定される。元々、礪波地区に勢力を持
っていた石黒氏の先祖の利波臣志留志の末裔は、藤原氏一族の林氏と婚姻して藤原氏を名乗ると、蘇我氏一族
の石川氏は次第に石黒勢力に圧迫された可能性が有る。石黒氏の先祖の利波臣は天皇の末裔(臣)を名乗り、藤
原氏は天智天皇系の氏族の(藤原)を名乗ったが元々は職能集団の(連)であった。赤丸を中心とした吉岡庄が藤原
氏長者摂関家の直轄荘園となり、藤原氏一色なった時には石川氏は強大になった藤原氏の陰で耐え忍んだと思
われる。後に、藤原氏長者「藤原頼長」は「保元の乱」で敗れて、「吉岡庄」は「後白河上皇」に 没官され
た。「吉岡庄」が「後院領」と呼ばれる上皇直轄領になった時に、「後白河上皇」の皇子が本山派山伏の聖護
院門跡に就任されたことも有り、「赤丸浅井神社」は「泰澄」が開いた白山修験道から「本山派聖護院派山
伏」に変異したものと思われる。赤丸浅井神社には聖護院への古い献上札が残されている。この「後院領」は
後鳥羽上皇～後醍醐天皇迄続いたが、後醍醐天皇の開いた南朝勢力が衰退して、やがて足利幕府の配下の斯波
氏が統治する。五位庄は足利義満が開いた「京都相国寺」にその半分が寄進された。赤丸浅井神社の伝承で
は、「承久の乱」で朝廷派の石黒氏が敗れて北条氏や、足利氏等が台頭した武士の世になると、朝廷に与した
寺院は五位庄から追放、あるいは圧迫を受け郊外に退いたとされる。赤丸にあった「川人山鞍馬寺」は福岡の
一歩二歩に、「高岡山総持寺」は現在の高岡の地に動いたとされる。南朝支援の石黒氏も排斥され、その後、
能登畠山氏の同族、秩父平氏の一族の中山氏が浅井城主になり、追放された鞍馬寺（後に法筵寺）には再三に
亘り中山氏が攻撃を仕掛け焼き討ちしたと伝わる。(※「中世城館調査報告書」福岡町教育委員会)（※能登末
森の戦いの後、敦賀市に落ち延びた「中山宗家」は「姓は藤原氏」としており、赤丸村に残った中山氏は「秩
父平氏」と伝えている。又、高岡市内在住の旧加賀藩士末裔の中山氏の系図では「源氏、家紋は下がり富士に
丸」と伝えている。） 
(※「赤丸名勝誌」の中山氏については南朝の宗良親王の随臣としたり、源頼朝の家臣の畠山重忠と同じ秩父平
氏の中山次郎重実の末裔としたり、その時代に迎合して時々に主張が変わっており、真の系統を伝える実在の
古文書もなく、昭和に著された「赤丸名勝誌」に私家の系図として紹介されるものしか無い。南朝後醍醐天皇



の時には赤丸浅井城に越中石黒氏が入っており、室町時代には富山市蜷川郷の蜷川氏が統治したと伝わり、一
向一揆の時には本願寺坊官下間和泉が在城したとも伝わり、前田利家と能登末森城で戦う迄、中山氏が浅井城
を居城としたかは分からない。敦賀市の「中山正弥家文書」では、「柴野城寺島牛介の甥の中山正治」と記さ
れており、継続的に居城としたかは不明。「赤丸名勝誌」には「累代居城とした」とされるが、この伝承が喧
伝されて諸誌に引用されたと見える。) 
(※「中世城館調査報告書」福岡町教育委員会、「福岡町史」) 
 
 
現在、高岡市関町に在る「総持寺」は、古代氏族と見られる赤丸の在地国人領主「池田氏」の庇護を受け、池
田氏所領の現在の高岡市に逃れたと云う。 
(※「池田氏」は「治承・寿永の内乱序説」(※浅香年木著)に拠ると、石動、氷見、五位庄に所領を持っていた
国人領主と推定されている。池田氏は藤原秀郷流に奥州藤原氏と一緒に記載され、「石黒氏」は藤原利仁流と
される。) 
赤丸の中山氏が書いた「私家史」の「赤丸名勝誌」によると「石黒氏は北条氏を忌みて射水に逃れ、その後浅
井城は中山氏の居城となった」と記載されている。しかし、公的な古文書に赤丸の中山氏が源頼朝家臣の北条
氏の系統とするものは無い。頼朝の家臣の「越中吉岡庄の地頭」として記載されているのは「吉岡成佐」であ
り、或いは石堤長光寺の開基とされる「織田(小田)陸奥守氏知」である。後にも足利一族の「斯波氏」や足利
義満近臣の「蜷川氏」の記載だけだ。赤丸地区はこの時代、徹底的に源氏の北条氏・足利一族の勢力に占めら
れ、又、後に秩父平氏畠山氏の名跡を源氏の足利氏が継いで源氏系畠山氏となった為、能登・越中は完全に源
氏系畠山氏の拠点になった。（※この時期に中山氏の公的な記載は何処にも出ておらず、中山氏に焼き討ちさ
れたとする「法莚寺の伝承」と昭和に著された「石堤村誌」や「赤丸名勝誌」しか無い。しかも、この根拠は
あくまでも「伝承」としての記載であり、古文書等の証拠資料は今迄確認していない。） 
後白河上皇の時に源頼朝は吉岡庄に地頭を配置して、その地頭の「吉岡成佐」が不法にも天皇直轄領で年貢を
徴収して未納し、後院庁から咎められた経過が「吾妻鑑」に記載されている。天皇直轄領後院領では守護の支
配を排除して「後院庁」「後院司」が支配しており、その後も武士は直接支配する事は出来なかった。しか
し、「赤丸名勝誌」に拠ると、南朝が敗れると、一挙に武家が支配し、中山氏が赤丸の統治に関わってきて、
前田家の侵攻迄、累代赤丸浅井城を居城にしたとされる。しかし、上杉謙信の家臣名簿にも記載されず、途中
がどうであったかは何も史料がなく、この根拠は不明だ。前田家が越中に侵攻する前の佐々成政の統治時代に
中山氏が、天皇が認めた赤丸浅井神社の初穂米徴収権（五位庄、小矢部の宮島、国吉に亘る五位庄53ケ村か
ら各戸一升を徴収する権利）に介入し、初穂米を自ら徴収してその配分に関与し、その米を領地以外にも広く
貸し付けて収益を上げていた事は敦賀市博物館の古文書で明らかになっている。 
（※福井県敦賀博物館に赤丸の中山氏が米を貸し付けていた証文が多数保管されている。中山氏の子孫と名乗
る家系は幾つかあるが、この敦賀の家系が赤丸の中山氏の本家末裔とされている。⇒「中世城館調査報告書」
福岡町教育委員会) 
 
敦賀市に落ち延びた赤丸浅井城「中山氏」の系図（※部分） 



 

 

 

 



後白河上皇から後醍醐天皇に至る時代の「後院領吉岡庄」はその繁栄の幕を下し、北朝、足利氏の圧迫の時代
になる。室町時代に入ると、「足利義満」は「越中五位庄」を「相国寺」（※金閣寺）に寄進し、その後も足
利家菩提寺の「等持寺」、「等持院」の庄園となった。浄土真宗が北陸で広がり、一向一揆が越前、加賀、越
中で勢力を持ち始めると、「赤丸浅井城」には一向一揆の指導者の坊官「下間和泉」が入城したと伝わり、富
山県立公文書館には一向一揆の中心人物の「下間頼龍」からの「赤丸信徒への志納銀受取状」が遺されてい
る。「越中志徴」に拠ると、一時期には氷見市阿尾城主の肥後の菊池氏末裔の「菊池氏」が所領とした事が記
載されている。又、戦国時代にこの地域は、能登攻めの通路となって、長澤氏や上杉氏、佐々氏が畠山氏、前
田氏の能登攻めの時に、その都度石動山の僧兵を攻め、その都度石動山の寺社は全山焼き尽くされ、僧兵や女
子供も全員が撫で切りの憂き目に逢っており、上杉謙信や前田利家が攻めた時には石動山と同じ山伏の赤丸浅
井神社や浅井神社48坊の寺院は全て焼き付くされたと伝わる。その後、豊臣秀吉が築造した「方広寺の鐘」
を巡って豊臣と徳川が対立し、徳川が勝利する。方広寺が本山派山伏聖護院の別寺で有った事から、徳川幕府
は事有る度に聖護院派を圧迫したと聖護院では伝えられている。聖護院派山伏赤丸浅井神社は徳川幕府には圧
迫をされていたが、幸いにも加賀藩前田家は徳川に抵抗する意味もあってか赤丸浅井神社には寛容な姿勢を示
している。しかし、徳川政権と手を組んでいた吉田神道は浅井神社の持宮の石堤浅井神社や舞谷村の八幡社等
に勢力を伸ばし、「唯一神道」を標榜して、両部神道の浅井神社勢力から神社の権益を各神社固有の権益にし
ようと画策していた様だ。「我社こそ延喜式内社の浅井神社」と主張していた石堤浅井神社の清水神主の初代
神官は「石堤村誌」に拠れば、何と「吉田家」が入り込んできている。伝えに拠るとこの清水神主の持宮の国
吉郷月野谷大元神社は代々国吉郷の村役を務めた中島庄官家の持ち宮だったとも伝える。吉田神道は藤原氏の
氏神の鹿島神宮、春日大社の流れを汲む京都吉田神社の系統だが、伊勢神宮の神祇官に代わり神祇官代を名乗
って、徳川幕府に「諸社禰宜神主法度」を制定させ、神官の任命権、位階による衣裳の色の指定の権利等を握
り、全国の神官を「唯一神道」で統一しようと企てた為、従来の両部神道や神祇官家の伊勢神道とも対立し
た。石堤と赤丸は加賀藩時代に行政区分が度々変わり、赤丸を中心とした「赤丸組」であったり「石堤組」で
あったりした事も、浅井神社が赤丸か石堤かという論争の火種にもなっていた様だ。しかし、「延喜式内社」
「五位庄総社」と名乗る「石堤浅井神社」の祭神は「罔象女神 ミツハノメノカミ」と言う農耕の水路の神であ
り、この神は赤丸浅井神社の前で合流していたとされる庄川支流の「木舟神社」の祭神と同じ神であり、これ
に対して「赤丸浅井神社」の祭神は神代の「大国主神」系の「水の江（大河）に祀る神である八河江比売神 ヤ
ガワエヒメノカミ」と、皇室の重要な祖先神で大伴氏の氏神の「正一位 高皇産霊神」と言う神々の最高神を祭
神としている。「延喜式内社」は朝廷の重要な神代の神々を祭神として「国家の神々」を指定したものであ
り、各地にも見られる「論社」と云われる神社も、この祭神を調べれば「延喜式内社」か否かは直ぐに判断で
きる。祭神も調べずに「論社」等と言う人々は、神々の威光を改変しようとするとんでもないバチ当たり
だ ！！ 
 
（※「元正天皇」は「藤原不比等の子孫」以外は「藤原」を名乗る事を禁じて、「中臣氏」は元の「中臣」に
戻る様に勅令を出されている。鹿島神社を氏神としたのは「中臣氏」で在り、「大鏡」に拠ると「藤原不比
等」は実際は「天智天皇の実の子供」だと云う。又、「大鏡」では吉田神道はこの中臣系の神社だと云う。） 
 
その後、赤丸村は福岡町に合併され、更に高岡市に合併されて小学校や役場組織が廃止され、地域の伝承を行
う機能が著しく失われた。最近、高岡市は「西山歴史街道」としてこの一帯の観光振興を図ろうと云う動きが
出ており、奈良時代から富山県西部の文化の中心地だったこの地域の歴史にスポットライトが当てられる事は
素晴らしい事だ。奈良や京都の歴史にも匹敵するこの地域の歴史、特に平安、鎌倉、南北朝、室町時代の失わ
れた中世の歴史を明らかにする事はむしろ全国的に見れば遅きに失している。 
 



赤丸村は蘇我氏の系統の所領、上賀茂社領、藤原氏領、上皇直轄領(後院領)、下鴨社領、足利幕府領と続き、
戦国期には畠山氏、上杉氏、織田氏、佐々成政、前田家、明治政府と頻繁に政権が代わり、いつも主要な街道
であった北陸道に沿っていた為、保元の乱、 源平の戦い、 承久の乱、南北朝の五位庄の戦い、応仁の乱によ
る畠山氏の内戦、上杉謙信の越中侵攻、佐々成政と前田利家との戦い等が有り、豊臣秀吉、徳川家康と覇者が
変わると従来の勢力図もガラリと変わった。その度に集落や寺社は焼かれ、戦勝者は敗者の歴史を消し、敗者
は奴隷化した。勝った者が歴史を作り、負けた者は打ち捨てられた。五位庄も限りない戦乱で何度も焼かれ
た。 
 
佐々成政に従った守山城主神保氏張、柴野城主寺島牛介に従った赤丸村に対しては加賀藩は重税を課し、四公
六民の税制にも関わらず、中山氏の居城の有った赤丸村舞谷集落に対して、寛文十年（1670年）には75％の
高額な税率が課され、赤丸村61％、馬場村70％、西村70％、高畠村67％、鳥倉村75％と五位庄には重税
で報復した。ちなみに、越中国の平均税率は41％、能登は25.1～60％という税率であり、赤丸村は国老の長
九郎左衛門の知行地（279石）とし、寛政十二年には一族の人持組前田典膳（72石）にその一部を知行地と
して与えた。又、文化十二年には舞谷村を切り離してお馬廻役土方与八郎に知行地として与えている。 
加賀藩の人間は越中人を「越中さ」として差別した。「加賀の一両めかけ」と言われる諺が金沢にある。加賀
の者は一両が有れば「めかけ」を囲って遊び回るという。金沢の庶民は越中からの収奪で如何に潤っていたか
が判る諺である。 
前田家と戦った地域や佐々成政は悪人とされ、「小百合伝説」等を流布して浮気をした「小百合」を成政が
「あんこう切り」で切り刻んで惨殺したと喧伝した。(※鮟鱇アンコウと云う魚を料理する時に、身が柔らかい
為、縄で鮟鱇を木に吊して削ぎ切りして調理する。人間を木に吊し上げて体を薄く削いで惨殺した残忍さを強
調した逸話である。) 
 
一方、福井市では、前田利家の非情さを示す話として、敗れた柴田勝家とお市の方の遺体が路上に打ち捨てら
れていたのを地元の名も無い者が福井市の西光寺(福井市の足羽山の麓)に持ち込み小さな祠を建てたと云う話
がある。信長の妹のお市の方も隣りの小さな祠に祀られており、福井の地元の人すらどこに墓が有るのかも知
らない位だ。前田氏は柴田勝家に同情的だったとする物語も在るが、事実は敵将柴田勝家と主家織田家の系統
のお市の方の遺体は路上に打ち捨てられた。前田利家が武生領主の時に一揆の婦女子も含む農民千人余りを
「磔、獄門、火炙り、釡茹で」等の刑で惨殺したとする記録(※「百万石の光と陰」浅香年木)もあり、この時
に惨殺されたのは、捕虜と成った老若男女「一万二千二百人」で､全員が切り捨てられ、抵抗した者も含めると
全体では三～四万人が殺害されたと伝える書物も在る。この時に地域は足の踏み場も無い位に遺体で埋め尽く
されたと伝える。（※「福井県の歴史」山川出版） 
 
高岡市民が「鳳凰」にも比して崇敬する戦国武将前田利家の残忍さを示す事実がここにある。 
占領地に対する虐殺や奴隷化は「戦国の習い」とされ、時には戦国武将の勇猛さを示す出来事とされるが、
「歴史都市を目指す高岡市」が無条件に前田利家、利長を顕彰する「高岡市」の歴史認識の稚拙さを感ぜずに
はいられない。大政奉還、明治維新後に発行された「高岡史料」にも「刑を受けて惨殺された者は数えきれな
い」と、加賀藩の悪政にも触れた記載をしている。ある時には、報奨欲しさの農民にお互いを密告させ、疑い
があるだけで能登島に多数の十村役を流刑にして殺した「十村断獄事件」は加賀藩が民衆を断圧して殺害した
有名な事件だ。五位庄では十村役の五十嵐親子等が投獄、流刑になり、死人を出している。又、高岡市和田新
村を開発した「和田佐吉」は磔の極刑で殺害され、能登でも十村役の父親が磔、その息子は連座して斬首され
ている。高岡町奉行、加賀藩算用場奉行等を歴任して加賀藩に貢献した寺嶋蔵人(五位庄柴野城城主寺嶋牛介の
子孫)は第十三代前田斎泰の勘気に触れて能登島に流刑になり、終生投獄された。 



 
第二次大戦後にアメリカ占領で戦前や地域の歴史が抹殺された結果、封建領主の残忍さや戦乱で踏みにじら
れ、惨殺された数限りない民衆の記録も廃棄され、歴史の闇に葬られた。戦国武将や加賀藩の人物はあたかも
アニメの主人公の様に扱われて、「利長くん」等のキャラクターや映画の題材として、或いは観光の為に「偉
人」とされ、民衆は真実を知らされる事もなく、高岡市の愚民化政策に踊らされている。 
 
「夏草や 強者どもが 夢の跡」 
これは有名な、松尾芭蕉が奥の細道の旅の途中の平泉（今の岩手県平泉町）で、かつて繁栄した奥州藤原一門
の事を偲んで詠んだ句だが、保元の乱、源平の戦い、承久の乱、桃井直常の五位庄の戦い(花営三代記)、上杉
謙信の占領、佐々成政の占領、前田利家の占領と度重なる戦乱に巻き込まれ、戦場となった越中五位庄は、何
の痕跡も残さない様に焼き尽くされ、奪われ、惨殺された。「赤丸浅井神社」もその都度、焼き尽くされ、古
くから残る史跡は赤丸浅井神社の墓所くらいしか残されない。しかし、地元民にはよく知られていないが、
「吾妻鏡」や「義経記」、「太平記」等の古書に記載されて、「地元に残る伝承」も千数百年を経ても古老に
より語り継がれている。だが、為政者が替わり、近代に入ってから合併が続く度に郷土の歴史や伝承は占領
者、合併市町村の論理で次第に隠蔽され、或いは意図的に「多数意見の論理」で抹殺される。今、 五位庄には
一面の稲穂が広がるが、ここが昔、阿鼻叫喚の地で幾多の人逹の血と涙が流された地であった事を知る人は少
ない。 
 
五位庄赤丸村は繁栄と壊滅的な戦乱、そして報復により、ついには歴史からも消された。赤丸村に有った著名
な寺院は殆どが前田家により高岡市街に移され、高岡城の周辺に配置され出城の役割を担わされた。これ等の
寺は今も由緒を隠したり、紛失したとしており、著名な衆徳山総持寺の観音像は「伏木港から上がった」と流
れ出た仏像の様な由緒を残しており、越中宮極楽寺も「元は牧野という海沿いの地域に有った」と表向きの由
緒を作っている。占領された民衆は「頭振り」と呼ばれた「農民奴隷」として強制的に高岡市の和田新村へ移
動させられ、残されるのは住民のいない寒村である。郷土史では為政者とその威光に怖れた者が全く異なった
歴史を作り出している事にも注意すべきである。 
 
※ 寛文十一年に郡名の改正有り。越中の利波郡を礪波郡、氷見荘を射水郡、加賀の鹿島郡を能登郡、河北郡
を加賀郡とした。（【註】「加賀藩農政史考」国書刊行会発行 参照） 

 



 

 

●【延喜式神名帳記載の赤丸浅井神社の創建年代の出来事】  
・和銅年間（708～715年）天皇は元明天皇（文武天皇の母）    
708年（和銅元年)「和同開珎」製造 
・養老年間（717～724年）天皇は元正天皇 
（文武天皇の妹、聖武天皇・石川朝臣広成の叔母--親代わり） 
◍養老元年（717年）赤丸浅井神社を元正天皇二宮御創建（石川朝臣広成を指すと思われる）  
越中国砺波郡鎮座 【社殿】 本殿流造、 幣殿・拝殿 
（※「赤丸浅井神社」に伝わる社伝に拠ると、創建はもっと古い時代とされている。） 
 
[参考]和銅年間に銅が発掘され「和同開珎」が国内で初めて鋳造された。 
 



 





 



 

 

 

 



🔴 「越中吉岡庄」→「越中五位庄」の古城『赤丸浅井城』！！ 
 
2017-11-05 | 旧町名 富山県西礪波郡福岡町赤丸 
◎「浅井城跡」; 赤丸村に在り。孝霊天皇の第三皇子彦刺方別命の五世孫某砺波臣の姓を賜り(古事記)その後裔
累世此地方を領して此処に居舘せり⇒「利波臣」は奈良時代に郡司を務めた越中の豪族で有り、「石黒系図」
ではその名跡を継いだのは「越中石黒氏」で在り、「花園天皇の頃から石黒光弘の後裔此地に住し延元中石黒
次郎光景此地に城を築きて南朝の為に謀りし事あり興国三年宗良親王を奉迎せり。」とされる。(※「富山県西
礪波郡紀要」砺波郡役所発行) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



🎌🔴 後醍醐天皇の庄園「越中吉岡庄」赤丸村---南朝の後醍醐天皇の旗標「赤丸の御旗」! ! 

 

 

 



 

 

越中の「赤丸村」の起源として言い伝えられてきた伝承では、 
[1] 「元正天皇養老二年に越の大徳泰澄大師が赤丸浅井神社の南に草庵を結び、そこを毘沙門天の両部習合の
霊場の場とし、そこで浅井神社の地主の神として天津日嗣を表す日の丸を祀り、天皇の宝祚の無窮たらん事を
祈って大般若経を誦した。その時、全ての器物に赤い丸の印をつけたのでその事から赤丸と名付けられたと云
う。 
 
[2] 赤丸の「あか」は「亜伽」であり、昔、ここは小矢部、庄川が流れ込んで水郷を作っていた。丸は水の流
れが丸かったから赤丸になった。」という二つの伝承がある。この場合は、仏に捧げる水の事を「閼伽の水」
と云うから仏教用語から来ているのかも知れない。しかし、古文書には「赤丸」という地名は無く、「利波」
「礪波評」「御いしょう」等の記載しか見当たらない。 
 
元々、「赤丸の旗」は古代に住んでいた蝦夷が大和朝廷と戦う際に使用した旗標を起源とし、大和朝廷に対す
る反逆の標とされていた。赤丸浅井神社周辺には「谷内」ヤチ「寺谷内」テラヤチと呼ばれる場所が有り、ヤ
チという言葉は元々アイヌが使っていた言葉と云われる。東海地方には赤ちゃんの虫封じの行事として神社で
赤ちゃんの額に赤い丸印を書く「赤丸の神事」が今も盛んに行われており、「赤丸印」は何かを懲伏する際に



用いられた印で在ったかも知れない。赤丸浅井神社には大正年間迄、「勅使桜」という巨木が左右に２本有っ
たが、これは一条天皇(986～1010年)が蝗害(イナゴの害)除去祈願として勅使川原左京を参向させられ、勅
使御手植えの桜として近年まで有ったが、今は枯れて無くなった。天皇が勅使を遣わした程の「霊力の有る
神」として当時は認識されていたものと見える。 
 
後鳥羽上皇は官軍の印として初めて「承久の乱」の時に「官軍の旗」を与えたと云う。後鳥羽上皇は菊をこよ
なく愛し、全ての持ち物に菊紋を入れられた。現在、皇室の印とされている「十六菊紋」はこの時から使い始
められたとされる。「赤地に金の菊花紋」の天皇旗はここがルーツの様で、現在も皇室の紋、パスポートの紋
は「金色の十六菊紋」が使用されている。 
（※「赤丸浅井神社」の社殿にも皇室の紋の「十六菊紋」が各所に彫り込まれている。） 
 
後醍醐天皇は追われて吉野に逃れた時、初めて「白地の布に赤丸」を書いた日の丸の旗を賀名生の地元の土豪
に与えたと云う。以来、南朝の旗標は従来の「赤地に金の丸」では無く、「金地に赤丸」「白地に赤丸」が用
いられたようだ。日本各地に転戦された後醍醐天皇の皇子達も、この「金地に赤丸」の軍扇を遺されている。 
後醍醐天皇は「異形の王」と云われ、空海が唐から帰った時に着ていたと云う重宝の「法衣」を身に着け、冠
には赤い玉を載せて、自らは、真言宗立川流の師の文観から授かったと云う秘法を駆使して幕府の調伏の修法
を行ったと云う。この時に天皇が手に持たれていたのは「五鈷杵」と言われる最も霊力が強いとされる法具
で、割って中に「仏舎利」を納める様になったものだ。 
吉岡庄赤丸村は、南朝の支援者の石黒氏の居城「浅井城」が有り、天皇家縁の「浅井神社」が鎮座しており、
赤丸の城が平には、後醍醐天皇の第八皇子の宗良親王が在城されたと伝わりその親王屋敷跡と云われる場所も
残る。宗良親王は各地を転戦されたが、従軍武将の柴田、柴、本間等の諸将は南朝の支援の為にこの地に残っ
たと云う。此の時、後白河以来の庄園の「吉岡庄」を、宗良親王が「五位庄」に改められたと「宝永誌」に伝
えられている。「五位庄」の中でも、特に「赤丸地区」は南朝の牙城とも云われる場所で、石川県境の石動と
伏木港の間に位置し、山越えで能登の七尾や羽咋にも間道が通じている戦闘上の要衝でも有る。又、近くには
能登と氷見の間の「石動山」が有り、ここも後白河上皇以来の天皇直轄領で有り、数千人の山伏が住んでいた
様だ。後醍醐天皇は足利幕府と戦う時に、楠正成等の当時、悪党と云われた武将や、山伏、神人、非人等のア
ウトローを味方に戦ったと云われる。当地の「赤丸浅井神社」は山伏の「聖護院派」で有り、この点からも守
備、攻撃の要衝だったと思われる。これ等の時代背景から、現在の赤丸村は「南朝の後醍醐天皇に従う村」と
して赤丸村と名付けられたとする方が筋が通る。 



 



 



 

  



🌸🌸 華々しい「越中吉岡庄」・「五位庄」の動乱の歴史ー藤原氏、天皇家、足利家、上杉謙信、佐々成政 !! 
【越中吉岡庄】富山県で唯一の「上皇」の「後院領」 

 
 
 
 

 

■「崇徳上皇」と藤原摂関家の「藤原頼長」は「保元の乱」で「後白河上皇」、「平
清盛」、「源義朝」の軍に急襲され、「頼長」は戦死し、「崇徳上皇」は怨念を残し
て讃岐に流された。「越中吉岡庄」等29ケ所の「頼長」の庄園は「後白河上皇」の
「後院領」に召し上げられ、「崇徳上皇」は亡くなって讃岐の金比羅宮に祀られた。 
 
「白河上皇」は「越中吉岡庄」を「上賀茂神社」の庄園と定められ、「吉岡庄」には
「上加茂社」、「下加茂社」が勘請されて、競馬の神事が行われた。その旧地は「加
茂村」「馬場村」となった。「上加茂社」は「鳥倉神社」に、「下加茂神社」は「舞
谷八幡宮」に合祀されている。 

■「崇徳上皇」と藤原摂関家の「藤原頼長」は「保元の乱」で「後白河上皇」、「平
清盛」、「源義朝」の軍に急襲され、「頼長」は戦死し、「崇徳上皇」は怨念を残し
て讃岐に流された。「越中吉岡庄」等29ケ所の「頼長」の庄園は「後白河上皇」の
「後院領」に召し上げられ、「崇徳上皇」は亡くなって讃岐の金比羅宮に祀られた。 
 
「白河上皇」は「越中吉岡庄」を「上賀茂神社」の庄園と定められ、「吉岡庄」には
「上加茂社」、「下加茂社」が勘請されて、競馬の神事が行われた。その旧地は「加
茂村」「馬場村」となった。「上加茂社」は「鳥倉神社」に、「下加茂神社」は「舞
谷八幡宮」に合祀されている。 



 



■「崇徳上皇」と藤原摂関家の「藤原頼長」は「保元の乱」で「後白河上皇」、「平清盛」、「源義朝」の軍
に急襲され、「頼長」は戦死し、「崇徳上皇」は怨念を残して讃岐に流された。「越中吉岡庄」等29ケ所の
「頼長」の庄園は「後白河上皇」の「後院領」に召し上げられ、「崇徳上皇」は亡くなって讃岐の金比羅宮に
祀られた。 
 
「白河上皇」は「越中吉岡庄」を「上賀茂神社」の庄園と定められ、「吉岡庄」には「上加茂社」、「下加茂
社」が勘請されて、競馬の神事が行われた。その旧地は「加茂村」「馬場村」となった。「上加茂社」は「鳥
倉神社」に、「下加茂神社」は「舞谷八幡宮」に合祀されている。 
 

 



 



 



 



「越中吉岡庄」は「後白河上皇」の領有された「後院領」の時代には「平清盛」が寄進した京都の「三十三間
堂」で著名な「蓮華王院領」に寄進された。南北朝時代の「後醍醐天皇」まで皇室領として伝領されたが、室
町幕府三代将軍「足利義満」の時、「足利義満」により「金閣寺」で著名な「相国寺」に寄進されている。そ
の後は足利家菩提寺の「等持院」、「等持寺」にその半分が寄進されている。この時に「五位庄」は後の「五
位の東庄」と「五位の西庄」に分かれたと推定される。 

 

 



 



富山県西部の「延喜式内社赤丸浅井神社」の伝承では「一条天皇の御世、川原左京を蝗害防止の祈願の為浅井
神社に勅使として派遣された」と云う。その時に植えられた桜を「勅使桜」と呼び、昭和初期迄巨大な桜とし
て著名で有った。この桜の写真は今も浅井神社拝殿に掲げられている。「一条天皇」の頃、左京大夫で京都河
原町にゆかりの人物は「一条天皇」の伯父に当る「藤原道長」である。この頃、浅井神社は天皇勅使を迎える
神社であり、近年までは神社庁から祭礼の時に奉幣使が使わされていたという格式の高い神社である。 
「越中吉岡庄」の歴史はこの頃から天皇家、藤原家と密接な荘園となった。「延喜式内社赤丸浅井神社」の由
緒に記される様に、「越中吉岡庄」は恐らく、「一条天皇」の庄園で在ったと見られるが、「白河上皇」の時
にその子の「堀河天皇」が「上、下賀茂神社」に庄園600町を寄進する事とされた時に、「吉岡庄」は「上賀
茂神社」の庄園に成り、その後、管理が緩んだ庄園の管理を藤原摂関家の権力者「藤原頼長」に寄進した形で
神社が管理を委ねたものと見られる。この庄園は時間と共に、実質的にも「藤原摂関家」で左大臣を勤め、
「悪左府」と呼ばれた「藤原頼長」の個人庄園に組み込まれたものと見られる。 
 
■【後院領】御門の「御領」を指し、代々の「わたり物」とも云われた庄園で在り、「一条天皇」の没後に一
条院が皇太子「敦成親王」（後一条天皇）に伝領され、「後一条天皇」没後に「朱雀院」、「冷泉院」の庄園
等が「後朱雀天皇」の「後院」に引き継がれた。「後院領」は「別当ﾍﾞｯﾄｳ」、「預ｱｽﾞｶﾘ」、「蔵人ｸﾛｳﾄﾞ」等
が担当する「後院司」が置かれ、「別当」には主要な公卿が補任された。「白河上皇」の時から本格化したと
云われる「院政期」には、親王期から引き継がれた財産を「治天の君」とされた上皇が一括管理して、「保元
の乱」等で没官された庄園もこれに加えられ、莫大な上皇の庄園「後院領」が集積され、その一部は代々の上
皇に引き継がれた。（※「日本史広辞典」山川出版） 

 



 



 

■「藤原摂関政治」 
仁和寺に入って法王となった「宇多天皇」(867-931年没)は藤原氏の勢力拡大を嫌い、「菅原道真」を重用し
て藤原氏を牽制したり、子の「醍醐天皇」(885-930年没)には「光孝天皇」の皇女で妹の「為子内親王」を正
妃とした。その子の「醍醐天皇」の時代には摂関を置かず「延喜格式」を編纂して律令制度への回帰と天皇親
政の理想の政治を行ったが「醍醐天皇」に妹の中宮「藤原穏子」を入内させた左大臣「藤原時平」は実質的に
政務をリードし、皇太子には穏子の子がなった為、この時から実質的に後の摂関政治の基礎が形成されたと云
われる。 
 
※この「延喜式」に掲載された朝廷が認めた神社が「延喜式内社」で、「赤丸浅井神社」はこの延喜式内社で
ある。「浅井神社」は後に両部神道の神社となっており、延喜式では両部神道等の神社は「式外社」で在った
と云うから、浅井神社が「式内社」で在り続けたのは、古くは浅井神社由緒にも現れる「元正天皇の二宮（*実
際は文武天皇の二宮の事で元正天皇はその親代わりとなった女帝）」が創建されたと伝わる「皇室系の神社」
であったからと考えられる。「保元の乱」で「藤原頼長」より「後白河上皇」に没官された「吉岡庄」は、
「後白河上皇」の皇子が修験道聖護院派本山・本山派初代の門跡に就任されるに及び聖護院派の影響が強くな
り、浅井神社も聖護院派になったものと考えられる。 
 
■栄華を誇った藤氏長者「藤原道長」の次の「藤原頼通」の時代には、「後三条天皇」は１０６９年に「延久
の荘園整理令」を発布し藤原氏や大寺社の荘園の拡大を阻止し始めた。後三条天皇の子の「白河上皇」(1053-
1129没)※(天皇在位1073-1087後に上皇となる)の時、「白河上皇」は賀茂社への荘園給付の方針を示し
て、寛治４年(1090)に上・下両社に御供田として各６００余町の不輸祖田与え、越中では下賀茂社には「倉垣



荘」を、「上賀茂社領」として富山市の「新保荘」、高岡市福岡町赤丸周辺の「吉岡庄」が設定された。この
時の藤氏長者は「藤原師実」であったが「白河上皇」は師実を信頼し、師実も上皇には協力していた為、この
時には「吉岡庄」は藤原氏領から上賀茂社領になったものとみられる。 
【註】「山野川湊の中世史」久保尚文著 参照 

 

▼「白河上皇」の時に「吉岡庄」は「上賀茂神社」の庄園となる。 



 



寛治8年(1094)「藤原師実」の後を受けて関白になった「藤原師通」は「堀河天皇」とは協力関係にあった
ものの、白河上皇の政治介入には批判的であったが３８歳で急死する。その子の「藤原忠実」は２２歳の若さ
で師通の後継となり、長治2年（1105年）には「堀河天皇」の関白に任じられる。しかし、白河上皇の警戒
は強く、藤原氏はその力が弱かった為、経済的な基盤を拡大して摂関家領荘園の拡大を図ったが白河法王はこ
れを警戒した為その動きは制約された。この頃に拡大した藤原氏の荘園の中に「上賀茂社領」となっていた
「越中吉岡庄」も吸収され、藤原氏の荘園となり、それが後に「藤原頼長」の私領として伝領したものか? 
 
大治 4年（1129年）に「白河法皇」が崩御し「鳥羽院政」が始まり「藤原忠実」は政界に復帰し、娘・勲子
は「鳥羽上皇」の妃となり改名して皇后泰子となる。忠実は権勢回復の為、「鳥羽上皇」の寵妃の「藤原得
子」（美福門院）や寵臣の「藤原家成」とも親交を深めたが、息子の「藤原忠通」に子が出来ない事を危惧し
た忠実は次男の「藤原頼長」を「忠通」の養子にする事にしたが、「忠通」に実子の「基実」が生まれると
「忠通」は「頼長」との養子縁組を破棄する。「忠実」はそれでも「頼長」に摂関職を譲るように「忠通」に
要求したが「忠通」がこれを断った為、父の「藤原忠実」は激怒して「忠通」から屋敷を取り上げ、「藤原氏
長者」を「藤原頼長」にしてしまう。 
 
久寿 2年（1155年）子供が無かった「近衛天皇」が崩御し、「藤原忠通」の推す「後白河天皇」が即位する
と「頼長」は「近衛天皇」を呪詛した嫌疑がかけられ、保元元年(1156年)7月 2日、「鳥羽法皇」が崩御す
ると「忠実・頼長」は謀反人とされて「後白河天皇」により屋敷も没収されてしまう。謀反人とされた「藤原
頼長」は「後白河天皇」と対立した「崇徳上皇」と共に白川北殿に立て籠もり【保元の乱】が勃発する。 
 
NHKの大河ドラマでも【保元の乱】の場面を描いていたが、結果、「藤原頼長」は首に矢を受けて死亡し、
「崇徳上皇」は讃岐に流される。藤原氏長者の荘園は「藤原忠通」に受け継がれ、父の「藤原忠実」は京都洛
北に幽閉される。しかし、「藤原頼長」の私領となっていた二十九か所の荘園は保元二年三月二十九日の太政
官符で「後白河上皇」の荘園「後院領」に没官された。（※「兵範記」） 

 

  

 



■[氷見市の「上庄川」の流域を「阿努庄」と呼び、代々、醍醐源氏の源家賢の所領であったが、保延5年
(1139年)頃に「鳥羽上皇」の皇后で「藤原頼長」の姉の「高陽院」に寄進された。「保元の乱」の後、藤原
摂関家領の荘園が没収されるのを恐れた父の「藤原忠実」と「忠通」は「高陽院」の荘園と摂関家に伝領する
荘園を、新たに摂関家長者になった「頼長」の兄の「藤原忠通」に寄進した形として朝廷に没収されるのを避
けた。結果、没収は「藤原頼長」の固有の荘園二十九ヵ所の没収に止まり、依然として越中の氷見周辺は藤原
氏の荘園として残る事になった。] 
 
しかし、この処理のお陰で長く朝廷には「崇徳上皇」・「藤原頼長」が怨霊として恐れられる事になり、四国
讃岐の金毘羅宮には「崇徳上皇」を祀り勅使も遣わしている。「藤原頼長」には位を授けて鎮魂したが、策略
で二人を殺した「後白河上皇」の子孫の天皇家は「安徳天皇」の様に悲惨な末路をたどる事をひたすら恐れ、
各地に両者の鎮魂の施設を設けたと云う。本来は海の神の金毘羅宮が各地の山中に鎮座しているのもこの結果
なのかも知れない。 
 
・長寛２年(1164)、「後白河上皇」は邸内に建てた三十三間堂（蓮華王院）に「越中吉岡庄」を寄進された。
「後白河上皇」は三十三間堂に1001体もの千手観音像を安置し、熊野詣も行って熊野信仰が広まる。 

 

 
・「吾妻鏡」文治３年(1187)3 月には「吉岡庄地頭吉岡成佐」が不法を働き「源頼朝」が交代させた事が記載
されている。 

 

 

 

 



 



・文永８年(1271)秦守高注進状(小浜市秦家文書) に「御い庄」との記載がある。---「後院の庄の転化したも
のか?」 
 

・加賀藩記録「宝永誌」※南砺市福光町図書館所蔵  には「後醍醐天皇第八皇子宗良親王が赤丸浅井城に在
城の時、「吉岡庄」を「五位庄」と名付けられた」事が記載されている。 

 

 



 



 



・応安４年7月28日「桃井直常」が後位庄で斯波・吉見と戦ったとの記載がある。 
（※「花営三代記」群書類従） 
 結果、越中守護「斯波義将」が功により「五位庄」を与えられる。---桃井氏は足利氏・斯波氏の同族、織田
氏朝倉氏は斯波氏の家臣。 
 
・「吉岡庄」は「後醍醐天皇」迄伝領されたが応安７年(1374)京都下加茂社領となる。(藤原仲光奉書・柳原
家記録) 

 

 

・応永１２年(1405)「足利義満」により「五位庄」は、室の「日野業子」(ナリコ)(定心院)の追善料として京
都相国寺に寄進される。 
  ---「室町幕府三代将軍足利義満」は「日本国王」と名乗り、その妻の「日野業子」は天皇の准母(名目上の
母)となり、義満の子義嗣は親王と同等の格式を許されたと云う。皇室領に準じて「日野業子」の追善料として
「京都相国寺」に寄進されたものか?  「金閣寺」は「相国寺」の塔頭寺院の一つであり、舎利殿「金閣」が
著名な為に「金閣寺」と呼ばれている。 

 



 

・応永２２年(1415)「足利義持」により「五位庄の半分」が足利氏菩提寺の「等持院」(京都市左京区)に寄進
され下地は守護「畠山満家」に預け置かれた。(※「福岡町史」) 

 

 



 

・名古屋の「大須観音」に残る古文書には「濱惣持寺」で「管領畠山満家」の三回忌法要が営まれた記録が在
り、この時には黄金の観音像が波に反射した光「金波」で輝いていたとされる事から、この寺は一時期、赤丸
から日本海沿いに移り、その後、高岡市内に動いた「総持寺」ではないかとされている。(※射水市松山学芸員
の発表に拠る) 
⇒古くは赤丸の「総持寺」(観音寺)の直前に小矢部川が流れており、この「金波」と表現されたものは、「小矢
部川の波に反射した光」とも解釈できるが、地元の伝承ではこの頃に「赤丸から動いた」とされており、赤丸
と同じく石黒氏が地頭であったという「新湊の牧野」か「五位庄の六渡寺村」に総持寺が一時期動いた可能性
もある。 
「総持寺」の「千手観音像の由緒」に「六渡寺浜より上がった仏像」と記載されており、室町時代には「五位
庄」が「伏木港」から「福野町野尻」迄、拡がっていたと云う。(※旧総持寺門徒総代池田家の伝承) 
 



 

・長禄３年(1459)「等持院」・「等持寺」(京都市中京区)より畠山氏の年貢未進を理由に直務を訴えたが足利
義政は今後の年貢納入を確実にする様に指示した。(蔭涼軒日録) 
 
■《一向宗勢力の伸長》 
・永正１２年(1575)石堤長光寺に阿弥陀如来絵像が本願寺実如から下賜されている。 
・大永５年(1525)五位庄内又五郎所有の山畠が長慶寺の後始末をする為に氷見森寺西念寺に寄進され、西念寺
が氷見の阿尾から森寺に移動している。(吉滝定孝寄進状・西念寺文書)---「越中志徴」には「五位庄は(氷見)
菊池氏の所領なりき」と記載されている。氷見菊池氏は「元寇」で活躍した九州の名門で藤原氏。同族の内紛
で菊池氏は越中に落ち延びたものか?近隣に勢力を持った八代氏とも縁組し、能登畠山氏とも提携するが、当初
は佐々成政に味方し、後には前田利家に味方して子孫は前田家に仕官する。子孫に菊池大学の名が有る。 
 
・永禄の末 １５６８年頃、上杉謙信と一向宗の争いがあり、天正４年(1576)に和睦後、上杉は越中を所領と
する。天正５年上杉謙信は柴野城主寺島牛介(高岡市国吉地内)に五位庄の所領を安堵している。(金沢・寺島家
文書) 
※「寺島家文書」は２０１３年に亡くなられた「寺島蔵人と加賀藩政」の著者「長山直治氏」がお世話されて
所有者の寺島啓氏所蔵の古文書の写しを石川県の金沢市立玉川図書館近世資料館に収められたもので、原本は
岐阜に在住される寺島家当主が保管されていると云う。金沢市内には観光施設となっている「寺島蔵人邸」が
残されている。富山県高岡市博物館には寺島蔵人が高岡町奉行をしていた関係で地元旧家に残る蔵人の絵を用
いた屏風等が保管されている。 
※「上杉御家中諸氏略系譜」に上杉謙信越中攻めの際に「砺波郡の紫野(柴野?)五郎衛門城を攻めた」と有る。
(「小矢部川左岸地域における中世山城とその性格」高岡徹著) ⇒ 寺島牛介が入城する前は柴野五郎衛門が城
主だったものか? 



・天正１１年(1583年)３月佐々成政が越中を制圧。２年後には前田氏の支配となる。 
 
 
 

 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 


