
ふるさと市原をつなぐ連絡会 

五井地域史跡巡検コース調査報告メモ 

～五井地域・養老川舟運について～ 

                   ２０２２・５・１１ 於サンプラザ市原 

はじめに 

 五井に住み始めて４０年を超えるが、居住するだけで地域の神社・仏閣も通りすぎる

にすぎず、歴史の課題として目を向けることはなかった。 

７０歳を迎え、これまでの活動に区切りをつけたことを機会に、市内の歴史勉強会に参

加することを考えていた時に、ふるさと連絡会の案内を目にし、初めて埋蔵文化財セン

ターに出かけ、今日にいたった。 

 たまたま五井の会員が少ないこともあり、五井地域の史跡めぐりのコースを考えるこ

とになり、改めて「五井」とは何かを考えることになった。その為、すでに多くの人が

知っている「五井」の常識的知識も持ち合わせていないため、これまで調査・研究され

てきたことをコロナで面談調査を控えた機会を利用して文献を中心にチェックするこ

ととなった。 

 今日の報告は、現時点での調査内容をまとめたものである。 

 

１ 「五井」とは 

改めて「五井」の歴史問題を考えた場合、古代は、国府・郡衙などの研究が行われて

いるが、古代を起点に五井に限定した地域性を求めるのは難しいと判断した。中世の鎌

倉・室町・戦国期に限定するのも資料的な制約があり難しいと思い、これまで近世の勉

強をしてきたこともあり、江戸時代の五井をイメージして調査するのがベターと考えた。

また、行政区という考えで区分する方法も考えたが、行政区という区分は明治以降の話

になるので文献調査区分としては「近世の五井」を対象にするのが良いと判断した。ま

た、市原市史の近世資料編も出版されているので入りやすいと考えた。 

 

２ チェックポイント 

 調査を行うにあたり、文献に出てくる五井に係る用語を対象に調べることにした。ま

た、コースを考えるにあたり、物語になるようなストーリーを描けるかを念頭に置いて

みた。その結果下記の用語に注目してチェックした。 

① 五井浦 

② 五井川岸 

③ 五井湊 

④ 五井宿 

⑤ 五井塩田 



⑥ 養老川舟運 

 ＊浦・川岸・湊・宿の違いと場所はどこかということを確認したいと考えた。 

  地図：浦や川岸、湊の位置的によくわかるものはないか探し、五井漁業史掲載の航

空写真が明治期の様子を示していると判断した。 

 ＊五井宿：八幡宿や姉崎宿が式内社のある所が選ばれているのになで、島野宿でなく

五井なのか。 

 ＊八幡湊 五井湊 青柳港 姉崎港のうち青柳港はあぜ注目されないのか。 

 ＊宿と宿との交流はどのくらいあったのか。 

  当初こんなことが分かればいいなと思い文献チェックを行った。 

 

３ 文献調査 

 五井も含め「市原」全体像の把握と調査・研究の到達点としては「市原市史 中巻」

の記述をもとに考えた。そのうえで以下の文献をチェックした。 

《地元編纂資料》 

「西広部落古文書」昭和３６年３月 五井町文化財研究会 

 「稿本 市原市歴史年表」昭和５０年３月 市原市教育委員会 

「松ヶ島漁業史」昭和５１年３月 松ヶ島漁業史編集委員会 

「上総市原」昭和５３年３月 

  「ふるさとの思い出 明治 大正 昭和 写真集」昭和５７年１２月 大室昇編集 

「五井漁業史」昭和６３年３月 五井漁業史編集委員会 

  「市原の歴史と文化財」 

  「市原地方史研究」 

  「市原の古文書研究」  

  「南総郷土文化研究会叢書」 

「平成１５年度 歴史散歩資料 市原市歴史と文化財シリーズ」 

平成１５年１０月 市原市地方史研究連絡協議会 

  「ふるさとの小さな歴史」平成２４年１２月 佐野 

  「いちはら 歴史の散歩道」青柳至彦著 平成２４年１０月 

  「風のうた Ⅱ  養老川雑記」遠山あき著 ９２年１ 

  「地名の由来と史跡と文化財（五井地区編）」 

《論文等》 

「明和・安永期における水運政策の一考察」内田竜哉著 １９８３年１月 

「林産物の生産と輸送―近世房総の養老川水運を例に―」後藤雅知著  

２０１３年３月 

  「街道の日本史１９ 房総と江戸湾」川名登編集 ２００３年（平成１５）３月 



  「房総と江戸の交流史」筑紫敏夫監修 土屋浩著 ２０１５年８月 

 「江戸内湾塩業史の研究」平成１１年１月 落合功著 

「千葉県歴史の道調査報告書」（房総往還 伊南房州通往還） 

  「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

「大多喜町史」 

  「市川市史」 

  「君津市史」 

  「市原市史」 

 

４ 文献調査の報告（別紙参照） 

・五井村 

・養老川舟運 

・塩田 

・史跡 

・村明細帳の記載 

 

まとめ 

史跡めぐりは、史跡という見える対象を通じて、見えない背景の歴史や地域を考える

ことであり、歴史館や博物館など施設は、すでに無くなっている史跡や発掘などで発見

された史料を展示・再建して背景の歴史や地域を考える場所になると考える。 

したがって史跡めぐりコースを選定するにあたり、コースのテーマをイメージするた

めに史跡に共通する課題は何かを考えたが。十分まとまらなかった。他の地域と比較し

て五井地域は、海岸部の工場地帯建設及び都市化に伴い多くの史跡を失ったように思う。 

 調べてみて、五井・五井宿・五井浦・五井河岸の区分について、地理的には明確であ

るが、歴史的な空間（時間軸）としては明確に区分して使われていないことがわかった。 

日常的な生活において区分する必要がないということなのでしょう。 

また、五井地域については、高澤さんが詳細な調査を行っており、高澤さんの調査結果

を踏まえて検討するのが最善と理解した。実際に史跡を前にしての説明は、高澤さんの

調査結果に基づくことになると判断した。 

 ただ時間的な区分、たとえば養老川舟運について、近世の中期、後期等の状態が同じ

なのか、変化しているのかという点では史料的制約があるためか全体的に把握する視点

が弱いように思った。 

 今後は、文献で確認できたことが、現地を踏まえてどこまで確認できるのかチェック

することになる。訪問して聞き取りが自由にできるように、１日も早くコロナの終息す

ることが待たれる。 



資料編 

【五井村】 

五井村 （天領 六尺給米他有） 享保６年２月 

          

 ・塩三百六拾壱石壱升四合  定納 塩年貢  

  

 ・永九貫弐百五拾文     定納 船役永 

 ・永拾五貫文        不同 浦運上 

 

 ・惣家数五百七軒 内六拾四軒水呑 

  惣人数弐弐（ママ）千八百六拾七人 

 

 ・農業の間かせきに男女ともニ塩を焼、野方へ出て塩売、またハ蛤・蜊を取、 

野方へ出て是を売 

 

 ・大川 砂川也 歩渡 幅 四拾間余 

   是ハ房州境清住山峨より流来り、当村之辰巳ニ有川也、此川魚猟なし、但当村田

方拾三、四町之用水ニ成、川上廿五里村・村田村両村地内用水溝六百四拾間余、

当村ニ千八百七拾間余有之、尤何も溝代高之内ニて引被下候  

 ・海小漁猟有 

   是ハ年々摂州福島之者共当浦ニ罷越請負仕、地引網仕候、尤浦運上之儀ハ御割付 

戴年々上納仕候、所ニてハ猟不仕候、所之者塩場有之塩焼申候 

 ・大船荷舟 無御座候 

 ・小船荷舟 弐拾壱艘  内 五艘ハ三人乗 

               拾六艘弐人乗 

 

 ・当村浦方ニて御座候え共、所ニて漁猟も不仕、賑ひの所ニて無御座候 

 ・米津出当浦より直ニ船積、居村より浦迄道法拾町程、江戸まで海路拾里、運賃三分、

内壱分壱厘御公儀様より被下候、残り壱分九厘百姓出し申候 

 

 ・御挙場・御鷹場・捉場ニて御座候、明場ニて御座候 

 

 ・枝郷  出渕 

    百姓之外渡世者 



・出家      拾弐人 

・道心      七人 

 ・山伏     三人 

 ・医師     四人  

 ・座頭     弐人 

 ・大工     弐人 

 ・木挽     弐人 

 ・鍛鉛（冶）  五人 

 ・造り酒屋   但、酒名代高弐拾石  喜兵衛 

 ・同      但、酒名代高拾石   庄右衛門 

 ・同      但、酒名代高拾石   太兵衛 

 ・同      但、酒名代高廿石   七 平 

 ・同      但、酒名代高拾六石  作兵衛 

 ・同      但、酒名代高拾二石  惣左衛門 

 

 

「五井のむかしむかし」高澤恒子著（「上総市原 １５号」平成２９年３月） 

 江戸時代の五井村 

  ・江戸時代、五井村は北五井と南五井に分かれていた。今も波渕・十四軒・本仲地

区を北五井と言い、上宿・下宿・新田地区を南五井と言う。現在川岸地区は北五

井に属していない。古文書に五井川岸、五井村川岸と書かれたものもある。出津

地区に五井村の枝郷もあったので区分はよくわからない。 

  ・南北に房総往還（旧道）が通る。城下町特有のクランク状の道が波渕と下宿でか

つて見られた。近年の区画整理により下宿のクランクは残念ながら消滅した。 

房総往還の東側は北五井の鎮守である若宮八幡神社と別当寺の千光寺、善養院

（かつて五井駅の近くで五井の市が経った所にあったが、五井公民館の近くに移

転した）とほぼ直線状に並ぶ、往還の反対側（西側）は南五井の鎮守である大宮

神社と別当寺の龍善院、形原松平家・神尾家の菩提寺であった守永寺とやはり一

直線に並ぶ。 

    天明元年（１７８１）有馬氏恕は町の中央東の小字柳前（ＪＲ五井駅構内）に

陣屋を置いた。西は善養院と方一町位の守永寺の境内で、これが東西に長く中心

部をつくり、南北にそれぞれ神社と寺院がある。五井を領した神尾氏、有馬氏の

町づくりの跡だろう。 

   「市原郡誌」によれば（以下略） 

 



 五井村の二人の名主 

  ・江戸時代、五井村に二人の大名主がいた。北五井村の名主・中嶋甚五左衛門と南

五井村の新藤治左衛門である。 

  ・①北五井村の名主、中嶋甚五左衛門について 

    通称屋号は「じんない」で居宅は旧五井小学校跡地（現在、梨の木公園）にあ

ったという。「千葉県史料 近世編上総国 下」石井賢三家文書に寛政３年（１

７９１）五井浦の舟持の中に甚五左衛門の名があり、五大力船の船持だったこ

とがわかる。 

  ・「五井町歴史年表」「義軍官軍むかしむかし」より甚五左衛門に関する記述を抜書 

    宝暦６年（１７５６）北五井村の若宮八幡神社に大水鉢を寄進、今も境内にあ

り使われている。中嶋図書、甚五左衛門の名が見える。 

    宝暦６年 北五井村波渕に稲荷神社を再再建、 

    文成４年（１８１２）五井若宮前通りの岩野見村入口三叉路に南無阿弥陀仏の

念仏塔を道標を兼ねて建立・願主中嶋隠居（甚五左衛門家）探したが

見当たらず。 

    慶応４年（１８６８）甚五左衛門家は徳川方の義軍を迎え陣屋となり、主将や

首領株がここに止宿したという。  

    明治２７年（１８９４）５月頃、俗に竹の子渡しという南の強風の折、自ら火

を出し、さしもの大邸宅も忽ち鳥有に帰したと語り伝えられている。 

  ・②南五井の名主 新藤治左衛門について 

    居宅は房総往還をはさみ甚五左衛門宅の反対側（西側）にあったと思われるが

はっきりしない。若宮神社の境内にある羽黒神社は新藤家の屋敷神だという。

旧地は旧イトウヨーカ堂の東、安藤家と森田家との間にの奥まった所で、小さ

な祠がひっそりと建っていた。平成１９年に若宮神社に移された。 

    地元では「おはぐろさま」とよばれ、船の神様として信仰されていた。「羽黒

丸」という船が沈んだので祀ったという由緒がある。昔は境内で相撲が行われ

たそうだ。祠の石碑には「羽黒神社」と刻まれ、裏に明治３１年４月とある。 

   ・「五井町歴史年俵」より抜書 

    元禄４年（１６９１）五井村の大宮神社に、地頭神尾五良太夫・同や彌左衛門

殿・代官青田角右衛門・名主新藤治左衛門の由緒書きの棟札ができる 

    宝永７年（１７１０）五井村の大宮神社を修復する。棟札記載あり（大宮旧誌） 

    享保１７年（１７３２）大宮神社再建の棟札がある。（大宮旧誌） 

    寛政５年（１７９３）五井村大宮神社の社殿が再建造された（市原郡誌） 

    寛政９年（１７９７）松平定信は海防のため房総巡視の折、五井村新藤郡右衛

門家（ママ）に宿泊 



 

「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

 

五井村：天正１８年（１５９０）５月の豊臣秀吉禁制（柳原家文書）に市原庄内として

「ごい」とみえる。文禄３年（１５９４）の上総国村帳に村名がみえ、高１５

４９石。正保国絵図でも同高であるが、五井町と記す。 

   ・享保６年（１７２２）村明細帳（県立中央図書館）に南五井・北五井とあり    

   ・馬継立場で（享保６年村明細帳）「伊能忠敬測量日記」に宿というと記す。 

   ・慶長１１年（１６０６）大久保忠佐は茂原など５ヶ所の定期市の開設を指示す

るが、当地で塩浜を見分けし塩竈元を２５軒と定め、五井村以外での升売小売

を禁じ、かつ君塚・岩野見・松島・神崎・八幡・五所村および村田村・塩田村

（現千葉市中央区）の八村以外の仲買人に塩を直売することを禁じた。（「本郷

村外四箇村開市由来書」中田家文書）のち摂津野田村（現大阪市福島区）の勘

兵衛が五井浦で地引網を始め、また１丈・九尺の土竈を作り製塩を始めたとい

う。（市原郡誌） 

   ・享和元年伊能忠敬は当地の宿本陣甚五左衛門宅に宿泊している。（測量日記） 

   ・嘉永元年（１８４８）村内の者が江戸浅草寺・長野善光寺・伊勢神宮などを参

詣したときの伊勢参宮道中日記帳（時田家文書）によれば、五井から権現丸に

乗船し江戸深川に着いている。 

   ・大宮神社・阿波須神社・稲荷神社・熊野神社・八幡神社が鎮座。 

   ・真言宗豊山派千光寺・竜禅院・善養院・真言宗善通寺派徳修寺・浄土宗守永寺 

   ・月山堂に化政期の筆子塚がある 

   ・五井は御井・五位・後位ともみえるが、刀工宗近が鍛冶によい水を求めて井戸

を掘ったことに由来する地名と伝え、また古くは武松と称したという。 

 

出津村：五井村の南西、養老川左岸に位置する。房総往還が通り、渡場が置かれた。 

仲町・北町のほか、内神取などの地名がある。五井村の枝郷 

   ・八幡神社が鎮座、春祈祷・湯立神事が行われていた。真言宗豊山派神光寺に文

政元年（１８１８）没の住職の筆子塚がある。 

 

 

 

 

 

 



 

【養老川舟運】  

「明和・安永期における水運政策の一考察」内田龍哉著 １９８３年１月 

 

・内田氏は、養老川の舟運に対する「通船分一運上」の設定問題を通じて、養老

川の舟運の状況について述べています。 

   

論文抜き書き 

・貞享４年（１６８７）の本郷河岸乗通一件の際に本郷村側が提出した返答書である

これによれば、寛永１４年江戸の塩屋又左衛門なる者が養老川筋の商人３名と申し

合わせ、勝浦藩領の「奥山」からの薪荷買出を出願し、許可された。この為、又左

衛門らは薪荷の運漕路の掘り抜きを本郷村に依頼し、本郷村は自費で上流の根向村

までの河道改修を行った。以来、奥山からの薪荷船は全て本郷河岸で舟次ぎとなり、

その為に本郷河岸に「舟宿」が出来たとされている。 

・本郷村による川道掘抜の「證跡無之」として、本郷村における同村舟への薪荷の積

替の共生を「可為川上村々之障間、自今以後令停止畢」として禁じたのである。 

 ・次に養老川の概要に触れておこう。その船荷の殆どは、勝浦班領・久留里藩領を中

心とする山林から生産された薪炭であった。 

 ・これら薪炭の内、家別役の薪束は村毎に雇う川船に積み込まれ、五井河岸の荷宿へ

送られている。 

 ・これらの運漕に携わる川船は、沿岸村々の船頭持舟あるいは山守層の持舟として存

在したと考えられるが、一般商品作物の生産が殆ど認められぬ地域でもあり、領主・

林守・山請商人の山林経営と密接に関係していたであろう。 

 ・貞享４年の争論の際「下郷舟」・「中郷舟」・「奥山之小出シ舟」の区分が存在したが、 

後述する明和年間の通船分一運上反対闘争でも、上流には「高瀧川組合」中下流に

は「養老川組合」と言うべき舟持組が存在している。これらは「上組」「下組」「上

郷十三ケ村」などとも称されるが、万延元（１８６０）年の段階では、「川船ハ四

組に相立、牛久村ゟ川上古屋敷村迄弐里の処下組与唱へ弐組ニ相定、夫ゟ河上小田

代村迄中組上組与唱へ弐組相定、都合四組ニ相定」として、牛久より上流が四組に

成っていることが判明する。 

 

 

 

 



 

「林産物の生産と輸送―近世房総の養老川水運を例に―」後藤雅知著  

２０１３年３月 
・後藤氏は、大多喜町筒森の長嶋家文書を基に、勝浦に入部した岩槻藩房総分領・奥山

御林からの真木・炭等の養老川舟運について解明を行っています。 

  岩槻藩の輸送ルートは、市原市戸面村に河岸を設け会所を設置して輸送拠点とし、

五井村などの運送宿まで付通し、五大力船に積み替えて江戸迄輸送している流れを明

らかにしています。その契機として、貞享３年の本郷村と筒森無等との争論で直送が

認められたことが、養老川舟運の画期的出来事であったと指摘しています。 

 

論文抜き書き  

・宝暦２年（１７６２）岩槻藩・勝浦入部 

 ・岩槻藩房総分領１６９か村（西畑郷２４か村 外郷１２か村 年貢真木の上納賦課） 

 ・外郷の南部に位置する奥山御林 松・栂・樅の伐採禁止、雑木は買留真木や炭に 

  加工 

 ・養老川水運は、寛永期に奥山からの真木輸送を目的に上流部改作の伝承あり。 

 ・貞享３年（１６８６）外郷に属する筒森村が川船で荷物を河口まで直送したことを

契機に中流域の本郷村と争論 

    ＊岩槻藩領に属する養老川上流村々の川船が養老川水運の一端を担う体制が

確立した 

（奥山真木買留運上） 

 ・戸面村には、荷物の集積地である河岸場が設置され、また荷積みを管理するための

会所が置かれた。請負人は、ここで買留真木を買い付け。戸面河岸は、西畑郷・外

郷における唯一の河岸場であり、物資の集散地として機能した。なお、買留真木は、

奥山御林内のみならず外郷のうちの下郷４か村（石神・黒川・戸面・朝生原）や西

畑郷８か村（伊保田・板谷・市野川・中野・堀切・庄司・三条・松尾村）の入会地

や百姓持山でも本来は生産されたが、寛政期には外郷のうち上郷７か村（筒森・太

田代・栗又・小沢又・小田代・面白・葛藤村）のみが実質的に生産するようになっ

ていった。 

 ・本郷村より上流の流路においてはどこも水量がふそくしたため水門が必要 

 ・下流域の川船は主として商人荷物輸送に従事したということであろう。それに対し

て上流域の川船は養老川上流部にある岩槻藩領 などの御用荷物輸送に従事する

ことで利益を得たと考えられる。 

 ・「上総養老川上郷組船数張」 

    市原郡石神村 



川舟壱艘 幸八   同 壱艘 伝左衛門   同 壱艘 専右衛門 

同 弐艘 長十郎   同 三艘 茂兵衛 

    江戸霊岸嶋本湊町壱丁目 

    同国同郡同村住居 

     同 六艘 善茂 

    同国夷隅郡小田代村 

     同 壱艘 多朗左衛門  同 壱艘 斧松 

   安永六年酉十月 

 ・岩槻藩領に当時存在したすべての川船が書き上げられている。 

 ・「川舟稼方之儀者領主御地頭御年貢米其他薪炭等ゟ外積荷物一切無御座」 

  岩槻藩領の川船は、年貢米と薪炭のみを輸送したことが明らかとなる。 

 ・基本的には領主御用荷物（年貢米・年貢真木・御用炭・材木）と買留真木、百姓が

生産した炭荷物のみを輸送した。 

 ・川船はすべての荷物輸送に関与したため、特定の船が御用炭輸送に特化したり、年

貢米輸送に特化するなどということはなかった。 

 （運送宿） 

 ・青柳村  中西伝内 

  五井村  長右衛門 

  五井村  永嶋五郎左衛門 

  五井村  中西吉兵衛 

  他にも養老川水運に関与した運送宿が確認される。（永島家の日記） 

 

 

「房総と江戸の交流史」筑紫敏夫監修 土屋浩著 ２０１５年８月 

 

 ・（１）養老川（高滝川） 

    養老川は夷隅郡の麻綿原高原（大多喜町）を源流とし、延長７３キロメートル

のうち大部分は市原郡内を流れて五井湊（市原市）で江戸湾に注ぐ。大川・高滝

川などの別名がある。最上流の葛藤河岸（大多喜町）を出るときは小舟（８０俵

み）であるが、本郷河岸でやや大型の船（１５０俵積み）に荷を積み替えた。水

田に水を引く夏季（４月～８月）には運行を休み、上流に何か所かある浅瀬では

臨時の堰を設けて水をため（堰留め）、一気に流して船を通した。葛藤から五井

なでの下りは２日、上りは４日ないし５日かかった。主な積荷は米・大豆・炭薪

など、養老川上流域で生産された商品であった。 

    養老川の舟運が始まってからは次第に上流域まで川道の整備が進み、下流と同        



   程度の川舟が上流まで通うようになった。貞享３年（１６８６）には、山請商人 

   が本郷河岸で船次ぎをしなかったために、本郷村（市原市）が川舟７艘と薪荷物 

   を差し押さえた。本郷村名主が作成した裁判史料「川舟運送出入」によると、養 

   が成立するに至った経緯は次の通りである。 

    寛永１１年（１６３４）に江戸の商人（後の山請商人）が本郷村にやってきて、

勝浦班植村氏の領地である奥山の薪を買い付ける契約を結び、本郷村には養老川

の川道改修を依頼した。川道は久留里藩土屋氏の領地であったので、本郷村はそ

の許可を得て４里半の川道を切り開いた。本郷村より下流に通う舟（下郷舟）２

０艘と本郷村より上流に通う舟（中郷小出シ舟）１０艘を用意し、本郷河岸で舟

次ぎ（荷の積み替え）をして奥山の薪荷物を運んできた。その後、山請商人が１

０艘の中郷小出シ舟をもちこんだので、１艘について金４両の敷金を買い受けた。

本郷村の舟持は寛永１４年から下郷舟役金と中郷小出シ舟役金を領主（久留里藩

土屋氏）に上納している。 

    しかし、本郷村が主張した本郷河岸の舟次ぎは認められずに終わった。 

   養老川にはその後、二つの舟持組合ができた。上組は本郷村から筒森村（大多喜

町）までの舟持組合であり、下組は本郷村より下流の舟持組合である。舟持組合

の職務は廻状の伝達、役金の徴収、川道の改修などでありそれぞれ年行事（代表

者を立てた。・・・（「市原市史 中巻」）） 

 

「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

 

養老川：大多喜町と天津小湊町境の清澄山東麓を水源とし、市原市域をほぼ東西に分け

ながら北流、五井・岩崎地区で東京湾に注ぐ。上流部は養老渓谷で栗又の滝な

どがあり、養老渓谷奥清澄県立自然公園のうちに含まれる。中流部で古敷谷川・

平蔵川・内田川などが合流する。流路延長７５キロ、流域面積２４５．９平方

キロ。一級河川。中流域に鎌倉時代より金沢称名寺領与宇呂保が置かれて、当

河川名との関連がうかがえる。江戸時代は大川とよばれるほか、上流域では高

滝川、中流域では手綱川とも称し、また村ごとに村名を冠してよぶ例も多い。 

    元文５年（１７４０）の訴状（斎藤家文書）に用呂川とあるなど用呂川の表記

も少なくない。「甲寅紀行」では二井川・飯沼川とある。 

   ・貞享４年（１６８７）朝生原村や筒森村・葛藤村（現大多喜町）など養老川上

流の１２か村が川船で薪を積下ろしてきたところ、本郷村が乗通しは認めない

として訴訟になるが、同川を開削したとする本郷村の主張は退けられ、舟運稼

が認められている。この紛争から、寛永期（１６２４～４４）より勝浦藩・久

留里藩領内で産した薪炭を積下ろす通船が行われていたことがうかがえる。 



    本郷村より下流をの船を下郷船と称し２０艘で、上流は中郷小出し船１０艘で

船賃も定められていたという。（以上、永島家文書）のち本郷を含む上流の船

持は上組となり、同下流は下組に組織された。下組は安永９年（１７８０）に

は２８か村で船持３７人（うち名主１４・組頭３）船４５艘であるが、のち牛

久村を境に２組に分かれたらしく、安政６年（１８５９）の下組は９村・１５

人・１６艘となっている。 

   ・船賃は、享保４年（１７１９）二日市場村より江戸湾迄の湊まで薪７５０束で

金１分２朱、文化８年（１８１１）川在村より江戸までの薪８００束は諸経費

を含め薪１束あたり銭２２文８厘と見積もっている（森野家文書） 

 

「ふるさとの思い出 明治 大正 昭和 写真集」昭和５７年１２月 大室昇編集 

 ・９１ 繋がれた川船 

   養老川をさか上る船は、時には日用雑貨品などを運んだが、それとても量は少な

に、空船が多かった。そのため共同で、１０そうも２０そうも繋ぎ合わせて川を

上った。この方が労力的に楽であった。上りは、船頭が川に入って船を引いたが、

下りは米や薪炭を積載しても、船上で竿をさせばよかった。この船上でうたわれ

たのが養老船歌である。   

     ハァー船はチャンコロでの炭薪は摘まぬ 

      ハァーエ積んだ荷物は米と酒 

    ＊「炭薪」は摘まず、「米と酒」とある文言に注目 

 

「千葉県歴史の道調査報告書１８ 海上・河川交通」 

 ・五井湊は養老川の河口付近に開け、市原では八幡に次ぐ湊町であった。その背景に

は安房国清澄山北方にその源を発し、夷隅郡の南部から市原郡に入り五井から東京

湾に注ぐ、養老川の水運の発達があげられる。 

   養老川は江戸期を通じて、房総内陸部と東京湾岸を結ぶ大動脈であった。そこで

運ばれた物資はさまざまであるが、主に年貢米・材木・薪炭などであり、それらが

川を遡り五井湊で五大力船に積み替えられ、江戸をはじめとする各地に送られたの

である。 

   市原市域で五井湊を年貢米の積出し地としていた村は、惣社・五井・川在・佐下

内田村等のほぼ市北部中央の諸村であった。そのうち例えば下内田村のばあいは

「下内田村差出明細帳」に 

    御年貢津出養老川川路五里積下候節、五井浦 

  とあり、養老川水運を利用して五井湊に年貢米を運び、そこで恐らく五大力船等に

積み替え、海上を江戸まで輸送していたと思われる。 



  また市原郡域だけでなく、例えば妙楽寺村（現陸奥沢村）では養老川を９里遡って

五井湊まで年貢米を輸送していたという。 

   その五井湊の街の様子は、年不詳丑二月の明細帳によれば、船役永５貫２５０文

を上納し、「小船荷舟」２１艘があり、そのうち５艘が３人乗り、１６艘が２人乗

りだったという。そして大工・造酒屋・鍛冶などがいたという。また寛政３年（１

７９１）の記録によれば、五井湊には船持１３名がいたという。 

   さらに湊には人や物資が集散したせいか、さまざまなトラブルも生じた。文成６ 

年（１８２３）１１月に五井河岸では、荷揚げされた荷物の運送権をめぐっての争

論も起きている。 

   このように記録に残る五井湊も、現在ではすっかり埋め立てられて工場地や道路

となり、僅かに岸崎・」下岸・中岸・上岸・元浜等の地名にその痕跡を残すのみで

ある。（滝川恒明） 

 

  ＊五井湊・五井宿・五井河岸は、空間的には同じ場所なのか。 

 

市原市史 中巻 （Ｐ５５５上） 

 第四項 商品流通の展開と人々の往来 一 商品流通の展開 （Ｐ５６５下） 

    養老川の川舟によって川下げされた荷物は、前項で述べたように、領主に上納 

する年貢米をはじめとした薪炭・材木類・あるいは領主の買上げ荷物が多くを占 

めていた。つまり河川流通は領主的性格が強かったといえる。それに対して商人 

荷物はその多くが馬によって運送された。 

    東上総からの物資は茂原・高師に集荷して、伊南通往還を経て、西上総の八幡 

などの湊に馬で運送され、さらに海路江戸へと運ばれていった。江戸からの物資 

   はこの逆のルートをたどって西上総から東上総へと運送された。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【五井湊】 

「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

五井浦：江戸湾に面して置かれた湊、漁港であり、また年貢米などの津出湊であった。 

   ・宝暦２年（１７５２）五井村河岸の福島甚兵衛が江戸のお台所に魚貝類を献上

したのを契機に近傍漁民も含めて運上として漁獲物を納めることになり、天保

５年（１８３４）以前は永７貫文の銭納であったが、同年には不漁として５貫

文に減じたという。（市原郡誌） 

   ・千原郡内では惣社・川在・佐瀬・下内田・宮原・大和田・高滝・朝生原など諸

村の年貢を扱っている。 

   ・寛政３年（１７９１）薪炭荷物が当村当浦船持の取扱いに不備があり、売値が

下落し、荷主は他の湊に荷物を回そうとしたが、五井浦船持１３人は存亡にか

かわるとして山方船持年行事衆に嘆願、従来どおりにしてもらった。（石井家

文書） 

   ・嘉永元年（１８４８）五井河岸の船主に不行届きがあり、内田郷が荷口引請を

断ってきたが、郷内石川村の川船主の仲介で継続となっている（石川家文書） 

   ・１２月１日からの五井の大市（農具市）は万延期（１８６０～６１）江戸深川

の金物問屋が伝馬船で荷を運び市を開いたのが始まりという。 

 

市原市史 中巻 （Ｐ５５５上） 

 三 海上交通と湊の機能 

    江戸内湾海岸には八幡・五井・姉ヶ崎・青柳・今津・椎津の六つの湊があり、 

内陸部から川舟や馬背で運送されてきた年貢米をはじめ薪炭・材木などがここで 

五大力船に積み替えられて江戸に輸送されていった。 

   江戸からの帰り船には衣料・雑貨・肥料・砂糖・醤油・菓子・酒などが積まれて 

きた。また、沿岸の漁村での漁獲物、特に鮮魚は押送船という快速船に積まれて 

江戸に運送された。 

 

市原市史 中巻 （Ｐ５６３上） 

   五井湊は八幡に次ぐ湊町であった。年未詳の明細帳には、船役永五貫二五〇文 

を上納していること、「小船荷舟」二一艘があり、そのうち五艘が三人乗、十六

艘が二人乗りであることが記されている。また、大工二人、木挽二人、鍛冶五人、

造り酒屋六人がいたと記されている。（千葉県史料）前述した寛政三年（一七九

一）の山方船持年行事中への荷物引請継続の嘆願書によれば五井湊に船持十三名



がいた。寛政十二年（一八〇〇）の松ケ島村の明細帳には、米雑穀の売買や購入

品は五井・姉ヶ崎でするとあり、慶応四年（一八六八）の柏原村の明細帳には、

日用の諸道具は江戸あるいは五井・姉ヶ崎で購入するとあり、天保十四年（一 

八四三）の白塚村の明細帳には、日用の農具・荒物は江戸あるいは姉ヶ崎で購入 

   するとある。五井や姉ヶ崎は周辺村々の経済的中心としての役割を果たしていた 

ことがうかがわれる。 

 

市原市史 中巻 （Ｐ６０３上） 

 （三）浅井小向村の「奥州道法記」 

   行程を記しただけのごく簡単なものである。天保十一年（１８４０）六月二十日

に出立し、その日は八幡の東屋に泊まり、翌二十一日は江戸馬喰町の郡内屋に泊

まっている。   

 

 （四）五井の「伊勢参宮道中日記帳」 

   嘉永元年（１８４８）五月二十六日の夜、五井で権現丸に乗船し、翌二十七日朝

江戸深川に到着し・・・ 

 

「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

青柳河岸：江戸湾に面して置かれた湊。年貢米の津出湊で、青柳村浦（享保６年「町田 

     村明細帳」千葉家文書）などとみえる。寛政９年（１７９７）当時は五大力

船４艘で、地引網運上永２貫文を納入。天保１４年（１８４３）には同船１

艘で、船役永１貫文を納めていた（慶応大学蔵文書） 

 

 

 

【塩田】 

「塩浜由緒書写」 

覚  

行徳塩浜之儀元来上総国五井与申所ニ而往古ゟ塩ヲ焼覚江家業之様ニ致候ヲ行徳領之もの

近国之事故折節罷越見覚候而当時（村）拾四ケ村之内本行徳村・欠真間村・湊村三ケ村 

之もの習候而、行徳領村附遠干潟砂場之内ヲ見立塩を少々宛焼習ひ、其節者渡世ニ仕候程

之儀ニ者無之自分遣い用迄之塩焼候処ニ、近所百姓共段々見習ひ焼方を覚江他所へも出

し候得共其節者御年貢与申者も無之候、権現様関八州御領地ニ罷成東金江御鷹野ニ被為

成候節、行徳領御通行之砌塩焼候を御覧被遊甚御悦喜被遊塩之儀者御軍用第一之事御領

地一番之宝与被思召候、（以下略） 



（「市川市史 第６巻上 Ｐ４７９ 村方文書 １０ 塩浜」より） 

 

市原の製塩を探る～主として五井・金杉浜塩田の開発について～ 高澤恒子著 

                  （「上総市原）１４号 平成１５年５月） 

 ・市原は温暖な気候と砂浜、遠浅という好条件に恵まれ、早くから塩づくりが行われ 

ていた。「房総通史」によると五井から木更津までの間は里見時代の製塩場で、「千 

葉県史」は五井が最も古く、家康の関東入国間もない慶長の頃すでに行われていた 

としている。万治元年（１６５８）に初めて塩田に縄入れし、当時市原郡沿岸の村々 

には製塩家２２０余戸、塩田の面積が８町４面あった（市原郡誌）。また「五井村 

村鑑明細帳」には、 

   承応元辰年（１６５２）神尾宮内検知 

 

市原郡誌 

六 製塩業 （p１１７） 

   郡内沿岸町村の製塩業は其の起源詳ならず、万治元年始めて塩田に縄入れをし製 

塩家二百二十余戸塩田の面積八町四面ありたりと、又万治元年の海瀟には塩垂れの 

人六十余人死したりとのことなれば其の当時はなかなか盛なりしなるべし。その後 

摂津国野田村の人勘兵衛なるもの五井浦に来り地引を始め一丈に九尺の土釜明治 

十七八年頃まで使用せしものを発明し製塩業に従事せり、勘兵衛氏の石碑は今同町 

川岸の墓所にあり、宝永・正徳と記しあれば之は同氏夫婦の死歿せし年号なるべし。 

 明治初年の頃は製塩家八幡に一戸、五所金杉に一戸、君塚に十二戸、五井に九戸、 

今津朝山に十数戸、姉崎に一戸ありたり、塩田は周囲及中央に井川を入口に入樋を 

設けあり、明治十七八年の頃より土釜を廃止し金釜を使用するに至り、同四十四年 

  製塩業官営となり、全部廃止に至る、当事製塩家は五所金杉に一戸、君塚に四戸、 

五井に一戸ありたり（以上は五井町五井の製塩家中村長五郎氏の直話による、八幡・ 

五井・千種の町村誌参照） 

 

五井町 ハ五井町製塩場の跡（p６０３） 

  村の海辺に在り、天明年中之を開設す。〇味甚だ強からずと雖も、味噌を醸造する 

に用ひらる。 

 

市原市史 中巻 （Ｐ５７０下） 

    東上総と西上総を結ぶ商品流通ルートを成立させた一つの要因として、五井塩 

の本納・長南・大網・茂原・一ノ宮五か所の六斎定期市への馬による運送があっ 

たと思われるので、次に五井塩の流通について述べることにする。 



 

 

【史跡】 

市原郡誌 （大正五年七月 編集 千葉県市原郡教育界） 

  四 海岸（p２５） 

   市原郡の海岸は、・・・村田川川岸より姉崎町の西八立に至る・・・明治の末頃

までは五所金杉・君塚・岩崎・玉崎・松ヶ島・青柳・今津 ・朝山等には皆塩田

の設ありしが、近年製塩の官営となりしと海岸防波堤の築堤とにより一帯は水田

と化したり 

  イ 港湾 

  １ 八幡港 

  ２ 五井港 

    本郡五井町の西北に在り、養老川口の川港なり、大約広さ五十間、水深一尋、

水底細沙にして岩石なく、猟舟常に水上に輻輳す、川船の上流より下るもの  

皆此処にいたる、更に其物資を海船に移して東京地方に輸出す。 

  ３ 青柳港 

    本郡千種村青柳の西方字大川岸より起り字川尻に至る・・・これ前川の川口に

して水深一尋余、猟舟及び東京回漕船常に輻輳せり。 

  ４ 姉崎港 

 

  三 松平家信の墓（ｐ６１６） 

    五井町上宿守永寺境内に在り、天正十八年庚寅松平家信此地を領し、寺は即ち

其菩提寺たり、碑二基を存す。一は法号恩院殿心誉理安大姉と称す、即ち家信

実母の墓となす。一は法号照岳院殿前紀州清誉月桂浄霊大居士と称し則家信の

墓とす 

 

  第五章 神社 （ｐ６１９） 

   一 大宮神社 

     五井町宮ノ下にありて国常立命・天照皇太神・大山祇命・埴山姫命を祭る。

当社は景行天皇の御字日本武の尊東征の時之を祀り、東夷の静平を祈る。降て

治承中源頼朝安房より上総を経て登場するや幣帛を奉り以て祈る所あり。建久

中家臣に命じて報賽せしむ、爾後屡々家臣を代参せしと云う。天文中北条氏の

里見氏と兵を構ふる時、祠前に参籠して戦勝を祈り太刀一振を献ず、徳川氏の

世に及び地頭松平家信神尾守勝・領主有馬宇治氏倫等深く之を崇敬し、毎年幣

帛を奉じ祭具を献じて采邑の鎮護武運の長久を祈られたりといふ。偶々火災に 



    罹り古記什宝悉く鳥有に帰す。寛政の頃は地頭領主に於て修築す、享保年度迄 

は近郷四隣の総鎮守たりきと。現字は即ち寛政五年の再建にして元蔵する所の 

棟札に徴すれば、永正七年家老赤思新右衛門・藤井源兵衛の修造せしものにし 

て、享保年中再度の修理を加へたるものの如し。宝物としては神鏡四面（品質 

青銅円形径五寸作者伝来未詳但し天平元己巳年九月鐫し奉りたるものと申伝 

ふ）、神像一体（品質青銅径四寸五分以上の神像鐫形あり作者伝来未詳但し日本武尊 

にして、天平元己巳年九月鋳造し奉りたるものなりと申伝ふ）、太刀一口（長 

二尺五寸作者不明天文中北条氏直奉納）  

 

第６章 寺院仏堂 （p６２４） 

   １ 守永寺 

    五井町上宿に有りて浄土宗大本山知恩院の直末なり、伝云養老年中行基の開山

にして、光明寺と称す、天正十八年庚寅松平家忠の子家信此地五千石を領し、

慶長十三年戌申家忠の母卒す、其法号（長恩院殿心誉理安大姉）を以て理安寺 

  

  二 千光寺 

    五井町本仲にあり真言宗にして市原村能満釋蔵院末なり、元自心坊にありし坊

なり、昌蔵院摩滅の後同寺の法器を不残神尾家より下さる、依て一寺に取立千

光寺と号す、本尊大日如来は昌蔵院の本尊たりしなり、昌蔵院は千光寺地内焔

魔堂の辺にありしなり、地蔵寺は善養院より宿氏神の連地に在り、伝云天長年 

中慈覚大師関東を遊化し給ふ時、錫を此に掛け地蔵尊を刻み当寺を草創し給ふ

と云う、地蔵院・昌蔵院共に故ありて元禄己巳二年缺所摩滅せり、依て地蔵院

境内の半分を神尾家より守永寺に本尊並に法具田畑は善養院に檀家は龍善院

に下さる、昌蔵院の分は悉く皆千光寺に下さると法会宝物記すべきものなし。 

 

  三 龍善院八大寺鐘銘 

    五井町下宿に在り。 

 

「郷土歴史大辞典１２ 千葉県の地名 」平凡社 

五井陣屋跡：五井藩主有馬氏の陣屋跡。天明元年（１７８１）有馬氏恕は五井村に居所

を設け（寛政重修諸家譜）柳前１町四方の敷地を土手掘が囲み、居館のほか地

方役所・武家屋敷・稲荷神社があったとされる。 

   ・武家屋敷が設けられたとはいえ、定府大名のため通常藩士は陣屋預・地方役人

などがいるくらいで、常駐の代官は五井村の新藤・中嶋両家を大名主として領

内を管轄させた。 



 

 

市原市史 中巻 ‘（Ｐ５２４） 

房総往還（上総往還・木更津往還・安房往還）船橋より馬加・検見川・曽我野・浜野・

八幡・五井・姉ヶ崎・・・木更津・・・金谷・・・市部を経由して北条・館山

に至る。 

   ＊徳川氏の関東入国、全国的支配の確立に伴い、五街道や脇往還などの設定が行

われ、公用人馬の継場として宿駅制度が整備されます。房総往還も脇往還とし

て整備されています。 

     市原には、八幡・五井・姉ヶ崎に継場が設定されました。問いは、なぜ五井

が宿場として設定されたのかという疑問です。例えば、①八幡・姉ヶ崎には式

内社の神社があります。五井に近いところと考えると島野神社が式内社ですの

で、なぜ島野宿ではないのか。②宿と宿との距離の問題か、あるいは、③江戸

から下ることを考えて養老川を超えるという問題か、④領主の力関係か等不明

な点があることに気づきました。 

     疑問点を確認するためには、①では、島野神社と近隣村々の様子。②につい

ては、房総往還道の実測、③当時の養老川乱流の状態、④領主の支配政策など

をチェックすることが必要になるかもしれませんが、現時点では、難かしくな

っているように思われます。 

 

出津渡船場：江戸時代、房総往還の養老川渡河地に設けられた渡場。島野村を親村とす

る青柳村など六村組合による維持管理で、川船改役所の鑑札をもって御用を勤

めていた。定水より三尺の増水があった場合は通行停止とし、相対賃銭は平水

の時は一人銭３２文、馬一匹（付荷とも）６４文で、近隣で多く通行する者は

毎年米・麦などでまとめて払うこととしていた。船は長さ２丈５尺、胴間１丈

１尺余で水主２人（増水時さらに２人）が乗り込んだ。（明治４年「渡船詳細 

書上帳」関家文書） 

   ・戊辰戦争では攻守の場となり戦死者が１９人にのぼった。（島野村名主日記） 

 

五井の史跡 

「いちはら 歴史の散歩道」（平成２４年１０月）に掲載された五井地域の史跡 

第 １ 話 養老川今昔 五井出津河岸 

第 十 話 旧久留里街道入口（五井下宿保健所入口バス停付近）   

第 十四 話 五井領主有馬氏陣屋跡（現五井駅） 

第二十七話 守永寺（五井）松平家信の母の供養塔 



第四十五話 五井 大宮神社 

第八十三話 欧米最初の禅道場開設者 佐々木指月の詩碑 ― 五井中瀬共同墓地 

第八十四話 戊辰戦争遺跡 三士（官軍密偵）の墓 ― 五井中瀬共同墓地 

第八十五話 五井義軍本陣跡 ― 五井中央西 

第八十六話 義軍官軍五井戦場跡 ―南総病院付近の養老川両岸 

第一〇四話 五井藩主 神尾守永 その① 守永寺 

第一〇五話 五井藩主 神尾守永 その② 五井市街造成記念の神社 宿大神社 

第一〇六話 五井藩主 神尾守永 その③ 五井大市 

 

川岸老戸墓地移転碑の記載 

波崎ともいわれた川岸は江戸の初期頃が起願と／思われ八軒町仲町上町三軒町の

集落で構成されて／肥沃な土地と海の幸とに恵まれておりました。／ 

  江戸中期から養老川上流の物産と江戸の物資との／交流の中継地として回漕業が

興り反映。・・・（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【村明細帳の記載】（農間余業・津出し・塩田・養老川等） 

 

【姉崎地区】 

今津朝山村 天保９年５月（１８４４） 

４給支配（清水領地 押田近江守知行 小山新弥知行 窪田八郎兵衛知行） 

  塩場石盛 壱反ニ付  

清水 上塩場 十二    中塩場 十    下塩場 八分二厘 

     ３５１文４分    ３１７文９分     ２８０文 

押田   同         同         同 

小山   同         同         

窪田           １７２文６分 

 

  農間余業  男女農業之間稼、男女とも浜ニ出、浅蜊・蛤とも、男野方え売出申候 

 

不入斗村（枝郷 永藤 迎田 深城） 享保６年２月（１７２１） 

  御米津出シ浦ハ当村西ニ当り、道法り壱里程御座候、椎津村浦より舟積、江戸迄船

路拾里程と申候、御米船賃百俵ニ付米三俵宛、内壱分壱厘御代官様より被下候   

 

不入斗村 天保１４年６月 

  御年貢米津出シ之儀ハ当村より西ニ当り、姉崎浦え津出来り候、但、道法壱里程御

座候、姉崎浦より江戸舟路拾里程と申来り候、 

 

白塚村 7 給支配 天保１４年７月（１８４３） 

 ・御年貢米之義は、土所悪敷悪米ニ付金納願上申候、尤御用米等被仰付候節は、当村

より今津・青柳両村内え百姓役ニて馬付ニ致シ、両村浦より海上積廻シ、運賃は御

米百俵ニ付米三俵ヲ以被下置候 

 

 ・男女稼は農業之外、男は近郷山方え山銭出シ薪取申候、女は着用之木綿はたヲ織申   

  候 

 

 ・日用之農具・荒物之諸色、江戸併ニ姉崎村え罷越買調申候 

 



 ・村方持船   御座候 

 

柏原村  慶応４年５月（１８６８） 

 ・当村内養老古川附ニ有之候 

    但、用悪水ニて古川堤、長凡三百間、当村掛り沼川ニ御座候 

   右は御相給五給御普請所ニ有之、御普請有之節は御入用被下置候、旱魃之節は養

老本川より堰揚古川え堰入、下村々え用水引取申候 

 

 ・請西御陣屋より之御出役・御往来は、木更津・奈良輪・姉ヶ崎、右之宿々ニて継立

申候、江戸出府往来は、村方より五井・八幡・浜野・曽我野・寒川・検見川・馬加・

船橋・行徳・右之宿々え相掛り申候 

 

 ・御年貢米、請西御陣屋迄は村方より馬附ニ候、江戸表之御廻米姉ヶ崎村迄百姓役ニ

て津出し、右村より海上積、御廻米運賃は、米百俵ニ付銀六十匁被下置候 

 

 ・古川通り川除堤  但し、長三百間  敷   四間 

                    馬踏  弐間 

                    高   壱丈弐尺 

   右は御普請有之砌は、五給様御普請所ニ有之候 

 

 ・村方持船、無之 

 ・日用之諸道具は、江戸表并姉ヶ崎・五井両村ニて相調来り申候 

 

【五井地区】 

平田村 安永４年３月（１７７５） 

 ・当村用水養老川堰上 

    右は西広・村上・惣社・根田四ケ村地所用水路堀通、五井村と組合用水引取申

候、用水不足ニて田方旱魃仕候義度々御座候 

 

 ・当村薪無之場所ニて、道法三里又は弐里有之候山方え野銭差出し、農業之間ニ刈取

申候 

 

五井村 （天領 六尺給米他有） 享保６年２月（１７２１） 

 ・塩三百六拾壱石壱升四合  定納 塩年貢  

  



 ・永九貫弐百五拾文     定納 船役永 

 ・永拾五貫文        不同 浦運上 

 

 ・惣家数五百七軒 内六拾四軒水呑 

  惣人数弐弐（ママ）千八百六拾七人 

 

 ・農業の間かせきに男女ともニ塩を焼、野方へ出て塩売、またハ蛤・蜊を取、 

野方へ出て是を売 

 

 ・大川 砂川也 歩渡 幅 四拾間余 

   是ハ房州境清住山峨より流来り、当村之辰巳ニ有川也、此川魚猟なし、但当村田

方拾三、四町之用水ニ成、川上廿五里村・村田村両村地内用水溝六百四拾間余、

当村ニ千八百七拾間余有之、尤何も溝代高之内ニて引被下候  

  

・海小漁猟有 

   是ハ年々摂州福島之者共当浦ニ罷越請負仕、地引網仕候、尤浦運上之儀ハ御割付 

戴年々上納仕候、所ニてハ猟不仕候、所之者塩場有之塩焼申候 

 ・大船荷舟 無御座候 

 ・小船荷舟 弐拾壱艘  内 五艘ハ三人乗 

               拾六艘弐人乗 

 

 ・当村浦方ニて御座候え共、所ニて漁猟も不仕、賑ひの所ニて無御座候 

 ・米津出当浦より直ニ船積、居村より浦迄道法拾町程、江戸まで海路拾里、運賃三分、

内壱分壱厘御公儀様より被下候、残り壱分九厘百姓出し申候 

 

 ・御挙場・御鷹場・捉場ニて御座候、明場ニて御座候 

 

 ・枝郷  出渕 

 

    百姓之外渡世者 

・出家      拾弐人 

・道心      七人 

 ・山伏     三人 

 ・医師     四人  

 ・座頭     弐人 



 ・大工     弐人 

 ・木挽     弐人 

 ・鍛鉛（冶）  五人 

 ・造り酒屋   但、酒名代高弐拾石  喜兵衛 

 ・同      但、酒名代高拾石   庄右衛門 

 ・同      但、酒名代高拾石   太兵衛 

 ・同      但、酒名代高廿石   七 平 

 ・同      但、酒名代高拾六石  作兵衛 

 ・同      但、酒名代高拾二石  惣左衛門 

 

 ・［ ］ハ野田村・平山村・勝間村・大作村・滝野口村ニて野銭之出し刈取、其外野方

より付出し候を買調申候 

 

青柳村  寛政９年１１月（１７９８） 

 ・用水・溜井無御座、隣郷より余水引取候、甚旱魃之時節五郷申合、養老川〆切用水

引取候得共、水末え相届不申候 

 ・五内力船四艘御座候 

 

青柳村  天保１４年６月（１８４３） 

 ・（上塩干場 中塩干場 下塩干場 新塩干場 下々塩干場） 

   右は年来塩場永ニて御上納仕候処、当時塩浜ニ不相成候ニ付、田地ニ願上起返仕

候、尤天保九戌年より米ニて御上納仕候 

 

 ・用水・溜井無御座、隣郷より余水引取候、甚旱魃之時節五郷申合、養老川〆切用水

引取候得共、尤人足扶持方幷諸入用御領主様より被下置候 

 

 ・養老川渡船之儀、島野村組合六ケ村ニて御用相勤来申候 

 

松ヶ島村  天保１４年７月（１８４３） 

 ・畑作之儀は、麦・大豆・栗・きび・稗・さつま芋作り申候 

 

島野村  享保２年（１７１７） 

 ・農業之間かせき、男は二里半程有之候立野村と申所え山〇ニ遣シ、薪取申候、女は

着用木綿織申候、〇と申候ニハ無御座候（〇は弄） 

 



島野村  天保９年５月（１８３８） 

 ・男女農業之間  男は弐里半程薪取ニ参申候 

          女着用木綿糸を取申候 

 

今富村  延享２年（１７４５） 

 ・農業之間、男は近郷之山林ニて代金を出し薪刈取り、女は着用之木綿を織申候 

    但シ産ト申程之義、又名物ト申程之義ニてハ無御座候 

 

 ・御年貢諸荷物等、海船運送之船賃之儀ハ、御地頭様より被下候、但し米百俵ニ付 

船賃米三俵宛、又真木・雑荷等は駄数ニて御定被成、船賃銀被下候  

  

 ・大川 歩渡シ川幅七拾四・五間程 養老川ト言 

   是は南東より西北え流来り、当村之北に御座候、五井村え流シ落、 

用水に不罷成、猟も無御座候 

 

今富村  明治１年１２月（１８６８） 

 ・御年貢津出し  姉崎・椎津両村迄道法壱里余、江戸迄海路 

           但し御年貢米百俵ニ付、運賃米弐俵弐分、尤御役所より被下置  

米壱俵壱分、村方より余荷分壱俵壱分、合弐俵弐分也 

 

 ・百姓農間、冬春之内男は薪を取、女は縄をない、外ニ農間稼無御座 

 

 ・薪・真木・萱・小竹、持山より取来申候 

 ・家作、木・竹・萱・葭・諸材木、持山より伐来、不足之分ハ近村より買受申候 

 

海保村  延享４年５月（１７４７） 

 ・農業の間、男ハ野へ出芝を刈、女ハ着用のもめんのつむぎかせぎと申義、無御座候 

 

 ・御年貢津出シ （貼紙）「之儀は姉崎村へ去ル寅年迄、百姓勝手ニ罷成候致、津出シ仕

候所ニ、卯年より今津村津え津出仕候、両津共ニ道法り壱里程御座候、右両村津よ

り浅草御蔵前迄海路八里余、うんちん三分之積り、内壱分壱リン、御料所之節より

去辰年迄被下置候、先年御私領之節はうんちん三分ツゝ被下置候、左之通書上仕候」

之儀ハ、姉崎村・今津村浦迄、道法り壱里程御座候処百姓役ニて津出仕候、両浦よ

り江戸浅草御蔵迄海路八里余御座候、但シ船賃壱分壱りん被下候、先年御私領之節

ハ船賃三分ツゝ被下候 



 

惣社村  延享３年３月（１７４６） 

 ・納江戸廻 五井河岸出、是より船積小石川水道橋迄着船、水道橋より陸駄賃御屋鋪

より出、但、海上三分之運賃之内壱分半百姓より出 

 

 ・耕作之間稼ニは、馬持百姓は山方へ罷越、塩焼木買取、五井河岸迄附出、少々之助

成仕候、馬持不申候者は、稼之業無御座候 

 

惣社村  明和９年５月（１７７２） 

・納江戸也 五井河岸出之舟積、小石川水道橋迄着船、但シ海上は三分之運賃之内、

壱分半百姓出、水道橋より駄ちん御屋鋪様より出ス 

 

惣社村  天保１４年６月（１８４３） 

 ・御年貢米、五井河岸迄津出シ、但、運賃三分御殿様より壱分半被下来り申候 

  御上納米、江戸廻り小石川吸井戸橋（水道橋）え、是より御屋敷御殿様入用 

  右は御殿様より被下来   名主給米五俵 

 

 ・前々より川無御座候、去辰年（天保三年）より五井・平田両□（村か）為用水路、

当村西ノ方村上村と之間井筋相立、西広村より用水を取申候、右井筋村上村と境ニ

は無御座候 

 

 ・稼ハ耕作第一ニて、其間 男ハ薪取申候 

              女ハ木綿糸取申候 

 

藤井村・門前村・西谷村  天保１４年７月（１８４３） 

 ・御年貢米津出之儀は、五井浦中屋仁兵衛方、前々より船宿ニ御座候 

  但、御地頭所様より運賃米弐分五厘被下候、海上七り余 

 

門前村 

 ・御年貢俵入、四斗壱升納、四斗ニ御座候 

 

 ・御年貢米津出之儀は、五井村中屋仁兵衛方、前々より船宿ニ御座候 

  但、御地頭所様より運賃米弐分五厘被下候、海上七里余 

 

西野村 



 ・御年貢俵入四斗壱升納、四斗ニ御座候 

 

 ・御年貢米津出之儀は、五井浦中屋仁兵衛方、前々より船宿ニ御座候 

  但、御地頭所様より運賃米弐分五厘被下候、海上七里余 

 

 ・御年貢米計給、壱俵ニ付壱合ツゝ、前々より差し遣来候 

 

君塚村・同新田  天保９年５月（１８３８） 

 ・農業之間、男女共浜稼仕候 

 

君塚新田  年不詳 

  天保九戌年御巡検様、潤四月十二日木更津御泊、翌十三日町田村御泊り、夫より小

折・村上・平田・五井・君塚・金杉浜・八幡・下総生実村御昼、検見川御泊、書上

帳はミの紙（美濃）認、村絵図壱枚、木更津御泊迄罷出、御手代金原八郎様書上帳

御直し、翌日姉崎丁子やニて相認、直ニ町田村御泊り罷出、御用相済候 

 

 ・永六百拾弐文五分   塩場役永 

 

【三和地区】 

磯谷村  享保６年３月（１７２１） 

 ・農業之間かせぎニ、男ハ近山銭出置候薪ヲ取、女ハ着用木綿はたヲ織ル 

 

 ・米津出八幡村河岸へ当村より道法三里、此河岸より舟積ニ江戸迄海路拾里、運賃三 

分、内壱分壱厘ハ御公儀より被下候、残り壱分九厘百姓出申候 

 

 ・薪、川在村・大桶村・新巻村、右三ケ村ニて野銭出刈来新候 

 

町田村  享保６年２月（１７２１） 

 ・大川  歩渡し川幅七十四、五間ほと 

     是ハ東ノ方より流、当村より北ニ有之川下五井へ落、用水ニハ罷成不申候、

魚猟も無御座候 

 

 ・米津出、青柳村浦へ道法壱里程、此浦より船積江戸迄海上拾里、運賃百俵ニ付三分、

内壱分壱厘ハ御公儀より被下候、壱分九厘ハ百姓役指出し申候  

 



 ・田方こやしニハ、五井浦ニて細螺を搔、壱反ニ付弐駄程、又は土こやし、壱反ニ付

二拾駄ほと入申候 

 ・畑方こやし馬やこへ入申候、壱反ニ付七、八駄程、 

  外ニ土こやし、壱反ニ付二拾駄ほと入申候  

 ・薪、当村より道法三里程も御座候川原井村と申所より、年々山草生を見合山金を出

し、一日ニ壱駄宛茅苅取参候 

 

分目村  天保１４年９月（１８４３） 

 ・御年貢津出、青柳村え壱里余御座候 

 

 ・薪之儀、農間秣場ニて苅取申候 

 

 ・農業之間、男は（燃）料之薪取、女は木綿糸織、其外稼無御座候 

 

新生村  天保１４年７月（１８４３） 

 ・御年貢米津出之儀ハ、青柳村迄壱里余ニ御座候 

 

 ・養良（老）川通変地之儀は、川欠立返り等前々書上候通ニ御座候 

 ・農業之間、男は（燃）料之薪取、女は着用之木綿糸織稼等仕候 

 

【南総地区】 

佐瀬村  享保８年７月（１７２３） 

 ・御年貢津出し、当村より川舟ニ積五井村まで送り、運賃百俵ニ付米八斗宛、右は百

姓方より出来り申候  

 ・右五井村より江戸迄拾里程、御年貢百俵ニ付運賃三俵宛、先年より御地頭様ニて御

出被遊来候 

 

 ・牛久村六斎市之市場ニて、道法十五町程御座候 

 

下内田村  文化２年３月（１８０５） 

 ・農業の外男は山稼、女ハ莚を織、糸機仕候 

 

 ・御年貢津出、養老川河路五里積下仕候、五井浦迄 

 

下内田郷八か村  弘化３年１１月（１８４６） 



 ・農業之外男は山稼、女は莚を織、糸機仕候 

 

 ・同国長柄郡 長柄山村 両駅え、助合人馬相勤申候 

        六地蔵村 

 ・同国市原郡五井村は天保十五辰年出入後、右駅場人足百人以上継立之節は、内田郷

幷外拾七ケ村共割合人馬相勤申候 

 

 ・御年貢津出、養老川通川路五里積下り五井浦迄 

 

下矢田村  明治初年（１８６８） 

 ・渡船場壱ケ所   川間権九郎 

 

米原村  元禄１１年９月（１６９８） 

 ・御年貢米、冬は十月より十二月迄出シ申候、春は味噌米金納ニて指上申候 

但、米幸田河岸迄弐里半、同村ニて出し、幸田より六り、八幡村迄川舟ニて出し

申候、幸田迄之駄賃は壱駄ニ付銭百文、幸田より八幡村迄、舟賃弐拾駄ニ付壱分

ニ御座候、当村より八幡村迄陸路八里と申候、百姓役ニて八幡村迄出仕候、八幡

村ニて細仕廻申候ニ付、江戸迄運送ニ当村より構不申候ニ付、御運賃之儀難申上

候事 

    

小草畑村  元禄 11 年 6 月（１６９８） 

 ・当村市場ニて無御座候 

  但し、大田喜之市え集りて売買仕候、道法り一里余 

 

 ・男稼、耕作之間にふじ切并薪ヲとり、市売仕候 

 

小草畑村  天保７年１０月（１８３６） 

 ・養老川枝川    但し、岩川ニて幅弐間 

 

【加茂地区】 

山口村  元禄１１年（１６９８） 

 ・御年貢江戸出シ、南川ト申処ニて舟積仕、八幡浦海舟ニ移江戸着仕候、運賃ハ百俵

ニ付四斗入弐俵半ツゝ前々より殿様八幡舟衆へ被下候、殿様川賃ハ百姓前々より出

シ申候御事 

宮原村  享保６年３月（１７２１） 



 ・川 砂川ニて御座候    川幅 拾軒（ママ）程 尤所ニより広狭御座候 

    石川ニては無御座候  

    是ハあわまたと申所より流レ、ごい（五井）と申海津迄拾弐里余御座候、宮原

村は川上より五里程ニ当り申候、当村は不及申、近村迄も用水ニては無御座

候 

 

 ・御米津出、居村直ニ河岸ニて御座候、当村より川道法り海津八幡まで七里、川運賃 

  百俵ニ付壱石、海道法り江戸十里、船賃百俵ニ付三俵、陸附之所は無御座候 

 

大戸村  元禄１１年４月（１６９８） 

 ・万田野御林にて御薪・真木御きらせ被遊候節、壱束ニ付五文つゝかし出し共ニ被下、

御年貢ニ御立被遊来り候事 

 ・かや・松葉、万田野より平野かしまて出し候節、駄賃として壱束ニ付弐文つゝ被下

来り候事 

 

朝生原村  明治元年１１月（１８６８） 

 ・小真木六百四拾八束  家別山役 

     但し、当村川岸ニて相納申候 

 

 ・朝生原郷石神・黒川・戸面之儀は、往古は朝生原村壱村ニ御座候処、宝暦二年より

村分ニ相成、田畑等入込地ニ御座候 

 

 ・耕作之間ニ男は槙を伐、藤抔を是を稼等仕候、女・子供は別ニ稼等無御座候 

 

 ・御蔵廻米之節は、当村川岸より川舟ニ積、川筋五井浦川岸迄拾五里余も有之候、従

是海舟ニ積東京迄入津、海上は拾里余御座候、当所より五位迄、陸道拾里も御座候 

 

勝間村  安政２年３月（１８５５） 

 ・御年貢米之儀は八幡村丸長兵衛河岸え津出仕候  但、道法弐里半 

 

・江戸より御用往来人馬継  千住 新宿 八幡 

     但シ、行徳通り、行徳 船橋 馬加 検見川 寒川 曽我野 八幡 

 

 ・農業之外 冬は薪等取之、夏は草刈申候 

 



 

 




