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◯未曾有の震災と原発事故 

 

昨年 3月 11 日に起きた東

日本大震災は津波の凄さも

さることながら原発事故と

もに未曾有の大災害になり

ました。亡くなった方々につ

いては、ご冥福を祈るばかり

です。 

その震災に伴う福島第一

原発の事故は、国際的にも空

前の大事故であり、現在も半

径 20kmに居住していた人を

中心に避難されている方が

多数おられます。 

この福島第一原発の事故

では大気中に大量の放射線

が撒き散らかされ、福島県だ

けでなく東日本を中心に広

範囲が汚染されることにな

りました。千葉県でも柏市、

流山市は放射線量が高く、線

量を細かく測定し、除染を行

なう取り組みが現在も進行

中です。 

 

シンボルツリーの植樹 

その地震の被害の大きさ

から、皆様のなかでもお身内

などが被災された方もいる

かもしれないと思い、2011

年 3月 27日(日)10 時から、

当会が主催、柏ロータリーク

ラブ、ボーイスカウト東葛地

区協議会、柏市ガールスカウ

ト連絡協議会の後援で行う

予定だった、植樹式は中止し

ました。それで、後援はなし

で、樹木里親の方と当会のみ

で植樹作業を行いました。 

 

今回の震災と原発事故 

阪神大震災では、小生も前

年まで芦屋市におり、自宅が

被災しました。震災時には、 

 

 

 

 

 

既に東京勤務で自分や家族

は無事でしたが、暫くして自

宅を見に行くと、斜めになっ

たままのビルや、住宅や商店

街が更地になっていたのを

目のあたりにしました。その

復興の祈りは、神戸ルミナリ

エの行事に象徴され、実際復

興したことは、皆様ご存知と

思います。  

阪神大震災も大災害で、神

戸市長田区などでは大火も

発生しました。しかし、原発

事故は起きませんでした。 

今回、震災により原発は配

管が破断、また電源を全て喪

失し、チェルノブイリ原発事

故にも相当するような大事

故が起きました。 

しかし、政府の発表や報道

機関の論調も当初明確なも

のではなく、シンボルツリー

の植樹を行なっているとき

も、柏が放射線で汚染され、

千葉県内では最も高い線量

になっていることはまだ分

かっていませんでした。 

 

◯松ヶ崎城跡の除染 

 

松ヶ崎城跡もかなり高い放

射線量で、当会が 9月 25日

に独自に測定した結果を申

しますと、地上からの高さを

変えるなどして測った、放射

線量（γ線）は以下の通りに

なっております（測定器具は、

クリアパルス製 Mr.ガンマ）。 

台地東側中段シンボルツ

リー付近で地上からの高さ

１ｍでは 0.354μSV/H、台地

上段曲輪の中：0.437μSV/H

など。この数値は、年に換算

すれば 2～3 ミリシーベルト

に相当し、一般公衆の限界値

とされている年間1ミリシー 

 

 

 

 

ベルトの2～3倍になります。 

当測定は、柳沢副会長が全

て実施してくれました。 

 

松ヶ崎城跡の除染作業 

その数値の高さを見て、昨

年の松ヶ崎城祭りは断念せ

ざる得ませんでした。そのか

わりに除染作業を行なうこ

としました。それで会員や近

隣の方有志による除染作業

を台地中段の草地に限って

行ない、その他は柏市に除染

要望書を提出しました。 

除染作業は 2011年 11月 20

日（日）の 10時から 2時間

半かけて、20名ほどで実施し

ました。今回除染対象となっ

た部分では、シンボルツリー

付近は、地上１ｍ高で 0.15

μSV/Hと除染前の半分以下

に低減されています。 

なお作業後、現場で三浦能

さんらの音楽演奏をきき、疲

れを癒しました。 

阪神・淡路と同様、今回の

震災被災地の復興が成し遂

げられることを祈ってやみ

ません。 

 

◯松ヶ崎城跡の環境保全 

 

除染は焦眉の課題ですが、

今後も、最後の植樹や木道整

備などを含めて柏市や関係

団体とタイアップしながら

進めようと思います。 

手賀沼が海だったころ  
震災と原発事故の影響と対応            

中止したシンボルツリー植樹祭、松ヶ崎城祭りにかえて行なった除染 会長 森 伸之 

 

 

 

 

が踏み出されます。 

_____________________________________________________________歴史・環境・遊び・夢_ 
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はじめに  
我孫子市史研究センター

会報 第104号（通算411号） 

10月23日発行 にある「地名

の話～日本語になった縄文

語～」2010年10月10日我孫子

アビスタ 講師…鈴木健（元

龍ケ崎第二高校校長、地名研

究家）に関する4ページの鈴

木健氏の地名説について（三

谷和夫）の記事に興味を持っ

た。  

 

＊ 中峠って特別か  
三谷和夫さんは「鈴木氏の

『中坪⇒中垰⇒中峠』説は無

理がある」と述べ、角川日本

地名大辞典の河村出羽守説

(1541年)に賛同され、鈴木説

に異を唱えていた。  

ここで『中峠』が我孫子市

では特別な言葉としてとら

えていることが分かった。  

私の住む白井市では「ナカビ

ョウ」と言う言葉は、特別で

はない。富塚地区の隣の中地

区の小字の名前だからであ

る。  

富塚に住んでいても、「大

下（オオシモ）に遊びにいく

から」と、自分の地区、中下

（ナカシモ）から遊びに行く

ときは、行き先を告げる。だ

から「中峠（ナカビョウ）に

行く」は、違和感がない。  

なぜかごくありふれた言葉

『中峠』が問題になるのだろ

うか？  

 

＊ なぜ、鈴木先生は無理

な推論をしたか  
三谷さんが疑問に思う推

論をなぜ、鈴木先生はしたの

だろうか。『中坪⇒中垰⇒中

峠』説は、どのように発想さ

れたのだろうか。その解明  

 

 

 

 

から始めた。 

「坪」をつける小字を調べ

てみると、小字『坪』が異常

に土浦、竜ヶ崎、牛久等では

多いことが分かった。  

鈴木説の（１）小字『中坪』

は千葉県では野田市（関宿

町）、流山市に数例見られる

だけであるが、茨城県側には

多い。  

土浦市、取手市、竜ヶ崎市、

牛久市、利根町、河内村等で、

『中坪』、『上坪』、『下坪』、

『北坪』、『南坪』その他『坪』

を含んだ小字名が多い。茨城

県の字及び小字『坪』が、我

孫子市に多いのではと類推

されたのではないか。残念な

がら我孫子市内では字「ふ

さ」に小字『大坪』が在るだ

けである。  

（２）『中坪⇒中垰⇒中峠』

説が通用しない例が隣の取

手市や谷田部にもある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取手市字「野々井」には、

小字『中峠（ナカビョウ）、

『東坪』、『南坪』があり、

『東峠』や『西峠』になって

いない。  

（３）『中坪⇒中垰⇒中峠』

説が通用しない例が、我孫子

市内にある。大字「中峠下（ナ

カビョウシタ）」や、字「我

孫子」にある『稲荷峠（トウ

カンビョウ）』はどう説明さ

れるのであろうか。 

  

＊ 中峠は下総ではありふ

れた小字名 
我孫子で特別視している

中峠に興味がそそられた。 

（１）『ビョウ』と峠を読

むこと？ （２）どうして我

孫子自慢の地名が白井にあ

るのか？ 

調べて行く中で『中峠』が

色々なことを教えてくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

峠をヒョウと呼ぶこと  

 
小

小林 茂（地域史研究者・白井市郷土史の会会員） 
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調査を始める 

一体、白井の地名辞典では

どのようになっているのだ

ろうか。そこから調査が始ま

った。 

「白井の地名」平成17年3

月31日 白井市郷土史資料館

発行 14ページ 『白井市中

地区の字名 11 中峠【なかび

ょう】 （明治時代～ 中218

～230番地） 

明治42年『中區土地臺帳

（写）』にみられる。谷津に

挟まれた細長い土地である。

「ビョウ（峠）」地名は近世

の廟所に関係し、中村新田の

廟所がある場所を「中峠」と

呼んだと考えられる。 

『中區土地臺帳（写）』に

は、神社、霊堂、墓は記録さ

れていない。別の意味がある

のかもしれない。』 

中峠とは『廟所』に関係す

る地名だったのか。(小略) 

 

１ 白井市内の中峠 
(峠2、廟１) 

白井市内には中峠と浅間

廟があった。 

 

消されかけた中峠  
（その１） 

白井市中小字中峠に約40

軒よりなる中峠団地（ナカビ

ョウダンチ）がある。中峠団

地を訪れて驚いた。団地の

人々は、中峠は「ナカトウゲ」

と呼んでいた。一番早く入居

された方は、契約書に「ナカ

トウゲ」と書かれて書いてい

るからと「ナカビョウ」と言

う読み方を拒否した。 

20年ほど前、民間業者によ

り開発・分譲された団地であ

る。地域の人々は『中峠』を

「ナカビョウ」と呼んでいた

が、辞書に「ナカビョウ」と

いう読み方はないので、業者

は販売時に中峠（ナカトウ

ゲ）と一般的な呼び名にして

販売したらしい。おそらく農

家の方言で、田舎言葉の地名

では売れないと考えたので

あろう。 

中峠団地の土地の所有者

だった地元の宇賀晟さんに

伺うと、子どもの頃は「ナカ

ピョウ」と呼んでいた。地元

の大人は「ナカビョウ」だっ

たが、他所の人々は怪訝そう

な顔をして「ナカトウゲ」と

言い直していたらしい。現在

は、白井市中XX番地となり、

貴重な地名『中峠』は表記さ

れない。40数軒の戸数がある

ので、なんとか字に昇格し、

郵便地名として表記される

ようになれないものか。 

中峠（標高17.7m N35°

48.41″、E140°2.55″） 

 

『中峠』という屋号を持つ家 

驚いたことに、大字中地区

に住む知人から屋号が「ナカ

ピョウ」と「ナカピョウ新宅」

と呼ばれている農家がある

ことを教えて貰った。早速中

峠について伺うと「谷津から

上がってきた台地のところ

はヒヨだよ」と教えてくれた。 

大木に覆われた場所で、団

地の手前は谷津で小川が流

れているが、峠よりは廟にふ

さわしい。 

中峠は『廟』から転化され

たものと付近の風景から理

解していたつもりだったが。 

 

 
 

住宅地に代わった中峠 

（その２） 

千葉ニュータウン池の上 3

丁目にも中峠があった。団地

の人々は勿論、中峠と言う小

字は知らない。 

これからテニスの練習に

出かけるといヤングミセス

の方が、「この辺に中峠と言

う小字を知りませんか？」と

問うと、向こうの新しい豪邸

の方に伺ったらと教えてく

ださった。偶然というか、豪

邸の武藤さんは脇の梨園所

有者だった。 

若い奥さんは全く中峠に

ついてご存知なく、すぐ携帯

電話で農作業中のお母さん

を農場から呼び出してくだ

さった。偶然、武藤しづ江（81

歳）宅は元、富ヶ谷にあり、

池の上3丁目に山林等を持っ

ていた方だった。そして木々

が鬱蒼とした農地があった

ところを中峠（ナカビョウ）

と呼んでいたと教えてくだ

さった。木々がこんもりとし、

一人では畑に行くのが怖か

ったと話されていた。 

梨畑の中に目立つ大きな

木があった。中を覗くと石碑

があったが、特に特記するよ

うには思えなかった。 

やはり「ビョウ」は『廟』

なのか？（標高 28.8m N35°

46.25″、E140°2.53″） 

 

この中峠と浅間廟はいず

れも二重川の上の台地の小

字である。二重川沿いは田ん

ぼが続き、谷津から上がった

所には数か所、墓地が見られ

た。 

知合いの墓石加工の方に

「ビョウ」について伺った。

彼は即座に『廟』を想像した。 

廟は多くは村里のはずれ

の川近く、見晴らしの良いと

思われる所に造られると話

していた。小林家の個人墓地

も金山落とし沿いの林のは

ずれにある。 

道
標
が
行
く
先
を
示
し
て
い
る 
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富ヶ谷の場合は小さな峠

の廟が『中峠』になっていっ

たのではと思われた。 

 

二重川沿いの墓地  

 
 

＊ 何もなかった浅間廟

（その３） 
白井のビョウは 3か所。し

かし、ここだけが『廟』字で

ある。上の写真の隣の高台、

山地が浅間廟であった。 

何か祠らしいものはない

かと林の中を捜しまわった

が何も見つけられなかった。

しかし過去に何かが建って

いた可能性がある土塁や削

平地らしきものが見られた。 

浅間廟（標高 22.67m N35°

46.18″、E140°2.48″） 

 

昔何かが建っていたと思わ

れる浅間廟 

 
（以上、小林茂氏の文を許可

を得て転載） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 松ヶ崎の「峠」 
 

小林茂氏によれば、「ビョ

ウ」地名は下総で 208 あり、

様々な字があてられていま

す。 

「峠をヒョウと言うことは、

江戸時代の検地から『ひよ』

を役人が頭を絞って付けた。  

 谷津から台地への地域に

峠を当て字した役人が、  

他の当て字（尾余、兵、㟽、

廟、俵、票、表、瓶、鋲、標、

漂、瓢、百）を考えた役人  

より偉い」という小林茂氏の

説。これは地名の成り立ちの

一断面を指摘していると思

われます。 

実は、松ヶ崎にも「峠」が

ありました。「高峠」（タカビ

ョウ）という地名です。小林

茂氏が松ヶ崎在住の吉野さ

ん（91 歳）から聞いた話では、 

「高峠（タカビョウ）は今

の松葉町 3 丁目、7 丁目辺り

だよ。住宅地で地形は変わっ

ているよ」とのこと。昔は、

台地上の高い地形であった

とようです。 

 

松ヶ崎という地名とは 
 

では、そもそも松ヶ崎とは、

どういう地名でしょうか？ 

関西出身の方は松ヶ崎と言

うと、京都の松ヶ崎を思い出

す人が多いようです。京都の

松ヶ崎も同じですが、基本的

に松が多く生えていた地域

だということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、松が生えていたか

ら松という地名が付くとは

必ずしも言えません。たとえ

ば、松戸の「マツ」は、松の

木の松ではないらしく、馬の

津と書いた馬津(マツ)。馬を

集めて川湊から輸送したの

でしょう。馬津里（マツサト）

あるいは馬津戸（マツト）が、

長いせいか、佳字として「松」

を使ったのか、いつの頃か

「松戸」となったようです。 

また、崎が付く地名は先端

のある地形からきているも

のが多いです。松ヶ崎は、台

地先端で、そういう形です。 

なお、松ヶ崎に確かに松が

生えていたというのは、松ヶ

崎不動尊の絵馬からもわか

ります。あとは明治 13 年測

量の陸軍迅速測図、そのフラ

ンス式彩色地図に松ヶ崎不

動尊が描いてあり、松が生え

ていたのがわかります。面白

いのは、下のほうにある若木

が杉のようで、杉も昔から生

えていたのです。 

 

陸軍迅速測図に描かれた 

松ヶ崎不動尊 

ここでは紹介しきれませんが、小林茂氏は歴楽講座におい

て、峠地名に関し、詳しく説明されました。結論としては、 

(1)ヒヨから「ビョウ」地名が始まる（谷津から台地に上る

土地を人々は「ヒヨ」と呼んでいた） 

(2)検地等から地域名が確定した 

(3)ナカビョウに関する当て字は所属する藩や役人による？ 

(4)地域の隣接で当て字に偏りがある（「尾余」は旧佐倉藩地

域等）･･･ とのことです。 

 

ご興味のある方は白井市郷土史の会が発行する「たいわ」誌

に掲載されるとのことですので、ご参照方。    

 「地層、地形から手賀沼沿岸の昔

を考証する活動」を立ち上げます 

地層、地形と城跡等遺跡の分布の

関 係 は ？ ご 興 味 あ る 方 は 森

（090-3579-5185）か最寄の当会

役員まで ↓資料：若山さん提供 
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去年 10月 23日（日）に篠

籠田、高田の歴史散歩を行い、

篠籠田の西光院、高田の熊野

神社、松ヶ崎香取神社をまわ

りました。篠籠田、高田とも

に市街地化されてきたとは

いえ、まだ緑が多く、大堀川

沿いに展開した柏の原風景

をみるようでした。その際、

質問が出ていた件も含めて、

少し説明したいと思います。 

 

古代から開けた篠籠田 

篠籠田はかつて相馬御厨

に属し、古代から開けた土地

です。平安時代には支子田の

表記でしたが、室町期には色

陀となり、篠籠田と書かれる

ようになったのはそれほど

古いことではありません。 

今回まわった西光院は真

言宗のお寺ですが、きれいに

手入れされた緑豊かな境内

に多数の石仏があります。う

ち、大きな如意輪観音が彫ら

れた延宝2年(1674)の十九夜

塔は、古い十九夜塔で、百人

を超える講の人数の頭に「男

女」の文字あり、当時は男性

も十九夜講に加わっていた

ことが分かり、貴重です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その篠籠田の八幡地名に

ついて、ご質問がありました。

一般的に八幡(はちまん)と

いう地名、八幡(やわた)と言

う場合もありますが、これは

八幡神社あるいは八幡宮の

あった場所が多いです。たと

えば、市川に本八幡という地

名がありますが、葛飾八幡宮

に由来しています。他の地域

の八幡(はちまん)や八幡(や

わた)という地名も、同じよ

うな場合が多いです。 

ちなみに松ヶ崎にも八幡

という地名があります。明治

期には、八幡神が祀られてお

り、明治期の陸軍迅速測図と

いう地図にも書かれていま

す。篠籠田についてはその地

図を見ても載っていなかっ

たのですが、隣接する豊四季

に八幡山という字名があり、

やはり八幡神社があったの

ではないかと思います。現在

豊四季にある八幡神社との

関連はわかりません。 

江戸時代の地図や、村の

明細帳など調べれば、ある

いは分かるかもしれません。 

 

篠籠田の地主神社について 

次に、今回まわらなかっ

た、地主神社についてです。 

篠籠田村の鎮守というこ

とで、地主神社がありまし

て、祭神は大物主命です。

これは大国主命と同じであ

り、呼び方が違っているだ

けです。ここには、結構立

派な富士塚があります。 

この地主神社の

創建は、篠籠田が

集落として成立

した頃の時期と

すれば、11世紀初

頭ぐらいに遡る

かもしれません。 

興味深いのは、

文永 11年(1274)

と言いますから 

鎌倉時代のものですが、そ

ういう銘のある板碑がここ

から見つかっています。こ

れは沼南町が合併する以前

は、柏最古の板碑でした。  

 

豪族の館があった高田 

高田には、室町時代の途中

から戦国時代の初めにかけ

て、千葉氏系の匝瑳氏という

豪族がいました。高田の匝瑳

氏は、香取神宮の古文書にも

出てきます。また、その館は

熊野神社近くにあったとい

います。遺構はないものの、

雰囲気はあります。なお、近

世には高田台牧があったた

め、野馬土手は残っており、

大きな湧水の池もあります。 

 

松ヶ崎香取神社の庚申塔 

次に、松ヶ崎香取神社をま

わりました。ここにも優美な

石仏として弁財天が二体あ

り、庚申塔もあります。 

なお、ここの庚申塔が百庚

申かと言えばその通りだと

思います。松ヶ崎香取神社の

場合、1個 1 個の年代を見る

と違っておりますので、後付

けで百庚申にしたのではな

いかと思います。しかし、何

れも地域の歴史を知る上で

貴重なものです。   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          （森） 

 

 

 

 

 

 
 

地域史探訪  

篠籠田・高田を巡って 

 

 

延宝２年の十九夜塔（西光院） 

延宝５年の弁財天（香取神社） 

 

 2012 年 3 月 25 日（日）松ヶ崎城跡で

植樹祭を開催！ 

当会主催で、当日 10 時より 

2009 年から続けてきた植樹は、これで

最後です。ロータリークラブと共催。

植樹はガールスカウトが行います。 

問合せ先：川上 TEL.04-7132-2390 
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呼塚遺跡は、大堀川沿い柏

市呼塚の木崎橋南東約３０

ｍ地点、川の対岸に松ヶ崎城

方向を望む場所にあります。 

発掘調査をしているとの

情報を得て、柏市の学芸員さ

んに解説してもらって見学

できるか聞き、会員全員への

広報が間に合いませんでし

たが、2011年 11月 26日(土） 

13時 30分～14 時 30分、当

会有志で見学を行いました。 

なお、事前に岸事務局長が

発掘現場を見に行きました。 

 

発掘中の現場 

 
 

岸事務局長が見に行った

21 日には、発掘した遺物は引

き上げられておらず、出土品

も見ることができました。 

 

出土遺物も見える 

 
 

大きな堀（環濠）

 
 

そして、去る 11 月 26 日、

柏市教育委員会にセットし 

 

 

て頂いた呼塚遺跡の見学会

を行いました。 

柏市教育委員会、渡辺学芸

員によるご説明です。 

柏市教育委員会の渡辺学

芸員、吉田さんをいれて、参

加者は１２名。うち女性が２

名。 

 

今回の発掘現場の遺構は 3

世紀の古墳発生期のもので、

戸張一番割遺跡が3世紀初め

のものに対して、やや時代的

には新しいというもの。 

出土するのは土師器。縄文

土器も出るそうですが、遺構

がないとのこと。 

渡辺さんの説明によれば、

発掘現場で見つかった住居

跡は２３。 

他に呼塚遺跡の別の場所を

あわせると、数百の住居があ

ったといいます。 

この集落の大きめの住居

は、７ｍ四方位で、奥にかま

どがあり、４つ柱穴がありま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆不思議なこと、もの 

 

・巨大な豪族居館を思わせる

堀（環濠）があるが、普通

の人の住居ばかり 

・堀で集落を守る様子から、

集落の住民は戦争などの多

かった地域からの外来集団

だったらしい 

・堀に並行して細い溝がある

が、何かよく分からない 

・２ｍ５０ｃｍもある穴があ

るが用途不明（井戸？） 

・大規模な集落であるが、墓

域が見つかっていない 

 

７ｍ四方の住宅跡 

 
 
柏市には、他にも遺跡があ

ります。折に触れてご紹介し

ようと思います。 
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 考古学の窓 
写真・取材：事務局長 岸勝朗、文：森伸之  

【歴楽講座のご案内】 主催：当会    

第 9回  日時：平成 24年（2012）2月 26 日（日） 13 時～15時頃 

場所：アミュゼ柏 会議室Ｃ  

テーマ：「不戦の誓い新たに 軍隊・兵士と音楽」 

第 10 回 日時：平成 24年（2012）3月 18 日（日） 13 時～15時頃 

場所：旧吉田家住宅 書院（柏市花野井 974-1） 

テーマ：「花野井周辺の地域史（仮題）」  

参加費：300 円（資料代）  

申込＆問合せ先：岸 TEL 04-7131-3036 （当日可 先着 30名迄）   

  

【総会時の講演会について】     

総会は平成 24年（2012）4月 22 日（日）に行う予定ですが、 

その際に行う講演会については、日本近現代政治史がご専門の歴史

学者（大学教授）にお願いしています。乞ご期待。  

 

呼塚遺跡 

            

 


