
7

2. 今自治区の沿革・歴史

1. 今村の由来

昔むかし、碧き海を進んでいくと内海が広がっており、その一番奥には大きな川と小
さな川の合流点につながっていました。人々は海側で生活していたが段々と生活の拠点
を広げて行き、海の幸のみでなく山の幸や川の幸を上手く採取して生活するようになり、
それまでの自然に全て任せるのでなく、自ら土地を耕し食物を得るようになりました。

そのため現在の三河湾から内陸へと港から
港へ船で移動するようになってきました。岩
津、配津、そして満潮時には汐が押し寄せる
ことから名付けられたという汐差の港に到達
します。更には現在の矢作川、巴川の上流へ
と移動して西山室・越戸・西枝下・西広瀬・
富田・藤沢・野見・寺部・巴川の大津などに
人が集まるようになってきました。そのよう
な流れの中で紀元前 12,000 年頃から今村（現
在の今町・河合町・明和町・水源町・前山町・
平和町、他）に人が住み始めたと考えられ、そ
の後断続的にごく小さな集落が出来たり、川
に流されたりしているうちにかつて元屋敷と
呼ばれていた地域周辺に人が集まってきたよ
うです。

大化の改新（645 年）以後、この地方一帯は国として三河の国となり、現在の矢作川、
巴川、汐差し神社との交わる地点で碧海郡、賀茂郡（のち加茂郡）、額田郡の三つの郡に
分れていました。そしてこの頃、碧き海の奥の台地にある汐差しの地から渡刈は碧海郡、
今村は加茂郡になったと考えられています。

7 ～ 8 世紀頃、汐差しの船着場に神社らしきものが自然と祀られて汐差し神社と呼ば
れていたと言われている。また持統上皇が大寶 2 年（702）に三河地方に御幸されて鳥狩
りをされたということから糟目（河岸間）のこの地を鳥狩の地と名付けられたと言われ、
現在の渡刈の地名の始まりとされています。しかし、今村は奥地のままで過ぎていった
と考えられます。

今村や今という地名が全国に多くできたのは鎌倉時代末期（1298 年頃）から室町時代、
戦国時代にかけてであると考えられていますが、江戸時代に入った 1661 年頃にもわず
かですが記録があります。天文 12 年（1543）に今村常行院が浄土宗の寺として創立され
た時の記録として、「今村に常行院を創設」とあるためそれ以前からこの地域が今村と言
われていたものと考えられます。

日本の歴史の中で一時期を賑わせた今村という地名であったという事は中世にこの地
域が何らかの発展があった証拠でもあります。今の付く村は旧来の古い村から何らかの

加茂郡・碧海郡・額田郡の配置
（大日本・地形図「上野村」より一部加筆）
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事情があって全体が移動、又は中心部が移動したため、古村から新しい今の村として今
村と名付けられた事が多いとされています。

ではわが今村はどうか？　
一番目に考えられるのは今町遺跡のあった辺り（元屋敷）に古村があったが矢作川の度

重なる氾濫によって山側に移動して、今村と名付けた。
二番目に考えられるのは、旧来は渡刈水入遺跡から汐差の港を中心に鳥狩の地、汐差

の奥は新しい名前として今村となった。
三番目に想定されるのが寿永元年（1182）頃源氏に仕えることに成った長田忠致（おさ

だただむね）の一族のうちの 2 ～ 3 家族が今村地区の元屋敷周辺に住み着いたが、この頃
に当時全国に広がった新しい村の流れを取って今村と名付けた。

等々が考えられますが決め手となる資料が見つからなく推定の範囲から出ません。
江戸時代になると矢作川の川沿いから挙母街道、足助街道、上郷街道というように東

海道からのつながりの街道筋へと、繁華する村が移っていくことになり、渡刈村、今村、
山室村から金谷村、衣村の街道筋に人が集まってきたと考えられます。その頃の今村は
渡刈町、豊栄町、下市場町、平山町の一部も含まれていたようですが、幾度かの山地に
於ける領地争いや川の氾濫等で現状になったと推定されます。

2. 今村の歴史

（1）旧石器時代
人類が誕生した後、土器を使用するようになる 12,000 年前ぐらいまでを旧石器時代

と呼びます。この地域に人々が生活をし始めたのは後期旧石器時代（約 3 万年前～）に入っ
てからと考えられています。平山遺跡（平山町）、初吹（はつぶき）遺跡、新切遺跡（平和町）、
河合遺跡（河合町）などの遺跡では、およそ 2 万年前と考えられるナイフ形石器や細石器
などが出土しています。

昔の今村絵図（天保2年（1832））
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（2）縄文時代
土器製作が始まった縄文時代には、人々が土器を使用することにより食べ物の煮炊き・

灰汁（あく）抜きが行えるようになり、食料にするものの種類が増加しました。その結果
人々の生活範囲が広がり、各地に集落が営まれるようになり、この地域でもこうした集
落の跡として小猿投（こさなげ）遺跡（早期、今町）、新切遺跡（前期・晩期、平和町）、河
合遺跡（中期、河合町）、今町遺跡（中期・晩期、今町）、初吹遺跡（後期、平和町）、寄畔（よ
りくね）遺跡（晩期、水源町）など多くの遺跡が確認されています。

（3）弥生時代
稲作が開始された弥生時代に入ると、人々は生活の中心を川沿いの平野部やそこを望

む台地に移動させました。残念ながらこの地域にはこの時期の遺跡は確認されておらず、
川原遺跡、神明遺跡（鴛鴨町）、本川遺跡（永覚町・幸町）などにより、この地域よりも矢
作川をやや下流に下った開けた地域に集落が営まれていたことが分かっています。縄文
時代にこの地域にいた人々もそちらへ移住したのではないかと考えられます。

（4）古墳時代
各地で有力者が古墳の築造を開始した古墳時

代には矢作川沿いでも中期（５世紀頃）になると
多くの集落が営まれ、有力者による古墳の造営
やその他の土木工事が行われるようになりまし
た。この時期の集落もこの地域では確認されて
いませんが、矢作川や大谷川を見下ろす台地には
6 世紀に入った頃より古墳が数多く作られていま
す。築造時期がおおむね確認できる古墳として 6
世紀前半の豊田大塚古墳（河合町）、薬師山古墳

（今町）、6 世紀中頃の池ノ表古墳（今町）、6 世紀
後半の新切 1 号墳（平和町）、7 世紀前半の水源
山南古墳（水源町）などがあります。

（5）古代
飛鳥時代から平安時代にかけての時期を古代と呼びます。飛鳥時代から奈良時代まで

にこの地域では多くの集落が営まれるようになりました。今町遺跡、今町宮之後遺跡（今
町）では、竪穴（たてあな）住居や掘立柱（ほったてばしら）の建物が確認され、この時期に
集落が広がっていたことが確認されています。政治制度が確立し、律令制の開始ととも
に行政区分が行われ、この付近は賀茂郡（のちの加茂郡）に属することとなりました。平
安時代に入り、各地で土地の荘園（しょうえん：貴族・豪族・寺社などが私的に領有した
土地のこと）化が進むと加茂郡の多くの地域は高橋荘（たかはしのしょう）に属するように
なったと考えられています。高橋荘は、主に皇室にかかわる荘園として成立していたと
考えられ、平安時代末の安元 2 年（1176）2 月の八条院領目録に「院庁御庄（いんのちょ

豊田大塚古墳
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うおんしょう）」として記録された後、春華門院（しゅんかもんいん）、順徳天皇、後高倉
天皇、安喜門院（あんきもんいん）、亀山院、後宇多院、昭慶門院（しょうけいもんいん）、
後醍醐天皇、宣政門院（せんせいもんいん）と皇族の間で室町時代の初め頃まで本家職（ほ
んけしき：最も上位の所有権者のこと）が移動していることが確認できています。

（6）鎌倉・室町・安土桃山時代
飛鳥、奈良、平安時代に中央集権による農地の個人所有は一定量が決められてきまし

たが、収穫量に比較して過重な税金に苦しめられてきた個人の農業主が居住の場を変え
たり、神社、寺、武士等が所有する荘園に属することで重税から逃れるような状況が進
んで全国の多くの農地が荘園化されてきました。特に平安時代末期より台頭してきた武
家社会が各地に多く存在するようになり、中央政権の財政は強く圧迫されるようになっ
てきました。尾張国では 8 ～ 9 世紀に東大寺、伊勢神宮を始め神社や在地豪族による荘
園化が進んできましたが、三河国では 11 世紀の初め頃から本格的な荘園化が進められ
ました。更に加茂郡を見てみますと加茂郡西部は八条院領高橋荘と同新荘が占めており、
加茂郡東部は皇室領らしい足助荘が占めていたようです。

この頃の三河国は「類聚三代格十九禁制事」にも “ 田地狭小、山野昿遠（田は狭く少なく、
山が遠くまで広がっている）” と書かれているように自然条件を見てみると小集落が所々
に散らばっており、大きな開墾が出来ない地形であったものと考えられる。そのため、
三河の荘園年貢は水田からの米の収穫は少なく、大部分が絹糸、絹織物であったと記録
にあります。治承 4 年（1180）～元暦 2 年（1185）にかけての源平合戦の末、源氏側が勝
利し、文治元年（1185）に源頼朝が政権を握ることにより鎌倉時代に入ります。　　　　

平家の流れを汲む尾張野間内海荘司であった長田壱岐守忠致、景致の親子が平治の乱
（平治元年、1159）で敗れ、東国に敗走途中長田屋敷に立ち寄った源義朝（頼朝の父）を風
呂場で討ち取ったことでその功により平氏から仁安 3 年（1168）に野間内海荘より三河国
衣郷高橋荘を与えられ長田館を構えましたが、治承 4 年（1180）に源頼朝が平家追討を始
めると長田氏は源氏に仕えました。しかし父義朝を討たれた頼朝は忠致と景致の父子を
許さず処刑したので、長田氏は碧海郡大浜郷に居住していた忠致の兄である親致の流れ

豊田市の平安時代
（矢作川と巴川合流点が今村、この頃は賀茂郡の挙母郷に属していました）（「豊田市のあゆみ」より）

矢作川 巴川
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に継がれていくことになりました。そして子孫の家次が挙母に移住して永田氏に改姓、
15 世紀末頃には松平宗家に、その後徳川家康に仕えました。その住居であった長田館
跡は現在豊田市司町と下市場に屋敷跡と墓所があります。この一族の永田が豊田市の永
田の大半を占めており、今町の永田もほとんどがこの流れを汲み、長田の名前の時の
13 世紀～ 14 世紀頃、現在の元屋敷の周辺に移動してきたものと思われ、元屋敷周辺
の土地を永田の人が小さな区画で所有している事から現在の田畑が住居地であったと想
定されます。

衣地域は衣村と根川（今村など）、他から構成されていましたが、最初は中央集権とし
て治められて、そのうちに京都上賀茂神社の荘園、中央集権農地と色々な荘園に属する
ところが発生し、その後約 10 のグループに分かれていったようです。

江戸時代の寛永郷帳（寛永 20 年間、1624 ～ 1643 年）の記録を見ると、この地域は次
の様な分類になっていました。

衣領―衣村、梅ヶ坪村、金谷村、下林村、下市場村、長興寺村、今村、山室村
渡辺忠右衛門領―山室村、御立村、森村、渡合村、他
岡崎領―梅ヶ坪村、宮口村、他
刈谷領―土橋村、若松村、他
西尾領―土橋村、他
幕領―手呂村、成合村、他
松平但馬の守―本地村、千足村
成瀬伊豆の守－古瀬間村、市木村、
　　　　　　　　　　　　　　他
本多美作守―竹村
松平―大津村、他
松平―大給村、他
松平―松平郷内、他
鈴木―九久平村、他
鈴木―白瀬村、他
鈴木―山中村

明応 9 年（1500）頃には下市場村、渡
合村、今村村、金谷村、衣村、その他の
村々と記録があり、初めて今村が今村村
として出てきます。

永禄 4 年（1561）には衣村、根川 6 ヶ
村など後の衣藩となる地域が松平の支
配地となりました。

（7）江戸・明治時代　
今村は鎌倉時代・室町時代・戦国時代・安土桃山時代・江戸時代から明治 22 年（1889）
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根川 6ヶ村の配置図
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までを通した村名であると思われます。
また今村は、三河国加茂郡のうち根川六ヶ村の一つとして、慶長 9 年（1604）挙母藩領、

寛文 4 年（1664）には幕府領となりますが天和元年（1681）から再び挙母藩領となってい
ます。

村の石高は「寛永郷帳」では 164 石余、
「元禄郷帳」時には 177 石、その後「天
保郷帳」「旧高旧領」共に 194 石余とあ
り、寛文 8 年（1668）、元禄 9 年（1696）、
元禄 16 年（1703）の新田検地帳による
と新田開発合計面積は田 6 畝余、畑 1
町余とあります。

近世初期から 17 世紀にかけて衣村、
根川六ヶ村、および渡刈村、鴛鴨村、
大林村の三ヶ村との間にまたがる山野
を巡る境界（当時は加茂郡と碧海郡の郡
境でもあった）の争いが絶えず、宝永 4
年（1707） に幕府の裁定が下り一応の決
着がありましたが、これらの論争から
この地を論地が原と言われるようにな
りました。

天文 12 年（1543）浄土宗常行院が創
立された頃に、神明社も創建されたと
いう記録があります。

天明 6 年（1786）には矢作川の水害を
避けるため、神明社と八王子社の移転
工事が行われました。

文化年間から何度も申請された後、実施許可が下りることとなった明治用水工事は取
水口を今村内に設置し、明治 12 年（1879）に着工され、翌明治 13 年（1880）に送水が開
始されました。昭和 33 年（1958）には現在見られる新しい堰堤が完成しました。

明治 4 年（1871）4 月 20 日には新貨条例が定められ、お金の単位が両から円となりま
した。

明治 5 年（1872）挙母郷学校の支校が今村に開設されましたが、翌 6 年に廃止となりま
した。以後今村分校は設置と廃止を繰り返しましたが、昭和 26 年（1951）前山小学校設
立により分校の役目を終えました。

明治 11 年（1878）12 月加茂郡は西加茂郡と東加茂郡に区画され、今村は西加茂郡に
所属することになりました。

明治 22 年（1889）10 月市町村制が施行され、金谷村・下林村・下市場村・長興寺村・今村・
西山室村の根川 6 ヶ村が合併して根川村となり、今村は「根川村大字今」となりました。

今村の古い絵図（江戸時代、制作年不詳）
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（8）明治・大正・昭和時代
明治 22 年（1889）～昭和 33 年（1958）までは大字今の時代が続きます。初めは根川

村大字今でしたが、明治 39 年（1906）7 月 1 日に挙母町、梅坪村、根川村などが合併し
て新しい挙母町となって、当地区は「挙母町大字今」となりました。

挙母郵便局は明治 4（1871）年 6 月に設置されましたが、今地区に簡易郵便局が開局
されたのは昭和 27 年（1952）7 月のことでした（常行院に開設）。

（9）昭和・平成時代
昭和 26 年（1951）3 月 1 日に西加

茂郡挙母町は市制に移行し、挙母市と
なりました。　

昭和 34 年（1959）1 月 1 日には市
名変更により挙母市が豊田市となると
同時に町名変更が行われ、挙母市大字
今が豊田市今町・河合町・前山町・明
和町・水源町・平和町の 6 つの町と
なりました。6 つに分かれた町のうち
今町と河合町が今自治区として現在に
至っています。

昭和 34 年（1959）には豊田市立今
保育園が開園しました。

昭和 45 年（1970）の世帯数は 550 戸、人口 1700 人。
平成 23 年 11 月には世帯数が 1399 戸、人口約 4300 人の自治区となりました。
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現在の今自治区（今町・河合町）とその周辺

昭和 50 年頃の今町・河合町（左は河合池）
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3. 今村の伝統

（1）端午の初節句、祝い菓子
現在でも行われている楽しいお祝いの行事です。男の子が生まれて初の節句には男の

子はこいのぼりを揚げ、お祝いに来てくれた人々にお祝いのお菓子を渡すのが行事となっ
ています。これは昔から子どもが宝として考えられていたため将来大きく健康で育って
いって欲しいと願って、見に来た多くの人はお祝いをしたそうです。そして子どもが生
まれた家は、来てくれた多くの人にお祝い返しの意味でお菓子を渡す習わしになったと
言われています。そんな行事は今も変わらず続いています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）桃の節句、祝い菓子

女の子が生まれて初の節句には女の子はお雛様を飾り、お祝いに来てくれた人々にお
祝いのお菓子を渡すのが村の行事となっていました。これは子どもが宝として考えられ
ていたため、将来幸せな人になるように多くの人が祝い、多くの人にお祝い返しをした
と言われています。そんな行事は今も変わらず続いています。

（3）お嫁さんの御菓子
今村からお嫁さんが出て行く時、お嫁さんを見に来る人に今までありがとうの心を込

めてお菓子を渡し、村の人々からお祝いされてお嫁に行くことが出来たそうです。また
お嫁に来た時も、見に来られたお客さんにこれからよろしくの意味を込めてお菓子を渡
すようになったそうです。お菓子がまだぜいたく品で珍しい頃に行われたため、お嫁さ
んに行ったり、来たりする事が楽しみであり、それだけ素晴らしい事であったというこ
とです。

（4）野焼き
今村のほとんどが農家であったため、毎年 2 月中旬から 3 月初めに野焼きが行われて

いました。3 月 6 日頃が二十四節気の一つ二月節で啓蟄であり、この頃になると大地が
暖かくなり、それまで冬眠していた虫たちが穴から出てくると言われる時期です。

野焼きは、この時期に農地や広場などの枯れ草を燃やして虫の発生を減らす行事で、
30 人位の人が一区画を一巻きし順次に燃やしていきます。これで多くの虫たちを退治す
ることが出来、農作物も日常生活も虫の被害から少しでも救われていました。

また余分な枝類も焼くことによって農作業に邪魔がなくなったと言われています。
平成 10 年頃からは、燃焼物から有害物質のダイオキシンが出るという環境問題から中

止されてしまいました。古い伝統が失われて薬が多く使われることにより害を生み出す
こともある現在、自然が生んだ良き風習は大事にしたいものです。
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4. 今村の伝説

（1）天の夫婦岩の話
昔この地方はお蚕さんで生計を立てる人が多く住み、豊かな地域であったため、矢作

川を隔てた川向こうの岩倉地区から人々が移り住んできたそうです。3 ～ 4 家族が移り
住んで 10 年程経っても子どもが出来なかったので、人々は岩倉地区にある夫婦岩の神様
が、神様を置いて行ってしまった「たたり」で子どもを作らせてくれないと考えるように
なりました。ある日のこと、移住した家族が皆で元の夫婦岩の神様にお願いに行ったそ
うです。その日から毎月毎月神社例祭日の 10 日になると家族揃って行くようになり、そ
んな事が続けられていたある日、そのうちの 1 人に子供が出来、2 人目にも出来、3 人目
にも出来たという様に沢山の子どもを授かるようになったということです。

そして何年かが過ぎたある日のことです。いつものように 10 日に岩倉までお参りに行
こうと山と矢作川の間の道を皆で歩いて行くと、道路の横に夫婦岩が並んでいるのが見
えました。皆はこんなところに夫婦岩に似た岩があったかと思いつつ岩倉まで行きまし
たが、今まであったはずの夫婦岩が見えなくなっていました。急いで帰ってきて今村の
夫婦岩を皆でよくよく見てみると、それは岩倉にあった岩に間違いありません。びっく
りしてこの岩にしめ縄を飾り社を奉納しました。皆が長く真剣にお祈りしたのが天に通
じ、神様が岩倉から今村まで飛んでこられたと信じました。そして、この岩のお陰で今
村地区には子どもが沢山生まれ繁栄を得ているということです。

（2）白蛇伝説（成瀬銀太郎・てつ）
大正時代の事です、今村に「成瀬銀太郎」と「てつ」という夫婦が住んでいました。この

銀太郎さんの先祖は江戸時代に庄屋さんもやったことのある家系で大きな屋敷に住んで
いました。しかも生まれながらに大金持ちでしたが、貧乏な人を見ると助けてあげるよ
うな親切で優しい夫婦でした。

そんなある日銀太郎さんが我が家に白い蛇が住んでいるという夢を見ました。一度な

夫婦岩
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らず二度も三度もであったため屋敷の二階に上がってみるとそこには白い蛇がいました。
当時は昔話の中にも白蛇伝説があり、白い蛇が屋敷や蔵に現れると良いことが起こり

大金持ちになれると言われていました。びっくりして近所の人を呼んで 2 階に上がって
みましたが銀太郎さんには見えますが近所の人
には見ることは出来ませんでした。ある日のこ
と、妻のてつさんが重い病気にかかり医者からも
治らないと言われてしまいました。そこで銀太
郎さんは白蛇様の石碑を建て毎日毎日必死にお
祈りをしてお願いをしたそうです。その甲斐あっ
てか、数年後には妻のてつさんは何事も無かった
かの如く病気が治ってしまいました。それを聞い
た近隣の人達が病気や何事かあると白蛇様をお
祈りに訪れるようになったそうです。銀太郎さん
は昭和に入ると亡くなられましたが、てつさん
は 80 才を超えるまで村内で按摩さんをして暮ら
しておられました。もとのお屋敷のあった今町 3
丁目の蛇池の前に白龍大王、大王龍王と刻まれ
た石碑が祀られ、蛇神様として慕われています。

（3）続・白蛇伝説　
成瀬銀太郎・てつ夫妻の白蛇伝説には続きがあります。昭和 30 年代一人で住んでいた

てつさんはこの地を離れ、親族のいる名古屋へと移って行かれました。その旧本宅のあっ
た土地は白蛇伝説の池を中心とした松林の丘でしたが、この土地が分譲地として造成さ
れた時、多くの蛇が現れたため、それらの蛇は殺処分をされたそうです。新しい住宅が
建ち並び多くの人が移り住んできてしばらくした頃に、ここに住む人達に次々と不幸が
起きたそうです。しばらくして、ここで多くの蛇を殺した「たたり」ではないかと言われ
出しました。そこで地域に住む人がこの池と白蛇の石碑とこの地域をお祈りしてもらっ
たところ 2 ～ 3 年してからはそのようなことも起きなくなりました。世の中にはなかな
か理屈では理解できないことが多くありますが、これもその一つと言われています。そ
れ以来蛇神様にお参りに来る人が絶えなかったと言われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（4）忠林行者の伝説

明治の初めごろです。御嶽神社の行者で忠林という方が今村（現在の豊田市河合町）に
住んでいました。行者というのは、神さまが住んでおられるという高い山に籠もって、
一心不乱にお祈りを続けたり、険しい山や谷を渡り歩いたり、時には滝に打たれるなど
して、やがてお告げを聞き神さまからお力（神通力）を与えられた人のことです。夏も終
わりに近いある晩のことでした。昼間の暑さが残って寝苦しかったのでしょう、忠林さ
んは雨戸も閉めず障子も開けっ放したままいつの間にか眠ってしまいました。夜中の 1
時か 2 時だったでしょうか、忠林さんは ” カタッ ” という物音に、ふと目をさましました。

蛇神様石碑
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すると、黒い物が奥の部屋でうごめいています。忠林さんは、頭を上げじっと透かして
見ました。その黒い影は、何と泥棒だったのです。忠林さんは、枕元の数珠を取り上げ
両手でまさぐりながら心の中で金しばりの法を念じました。奥の部屋で盗んだ品物を大
きな風呂敷包みにして「やっこらさ」とかついだ泥棒は金しばりの法にかかってしまい動

けなくなってしまいました。「ありゃ、こ
れはどうしたことじゃ。どうしても足が
動かぬ。手もいうことをきかん。どうし
よう、どうしよう」。泥棒は今にも泣き出
さんばかり、顔はまっ赤になり、額には
青筋が立ち、体から脂汗が流れ出てきま
した。とうとう仁王立ちのまま、おいお
い大声で泣き出しました。忠林さんはと
いうと、泥棒に金しばりの法をかけたま
ま大いびきをかいて朝までぐっすり寝込
んでしまったのです。

やがて、東の空が白々と明け、一番鶏
の声で目がさめた忠林さんは、けろっと

した顔で奥の間に姿を現しました。その姿を見た泥棒は「お助けください。もう決して悪
いことはいたしません。」と涙ながらに頼みました。「よしよし、本当に悪いことをしない
と誓えるかい。」「はい、はい。二度と泥棒はいたしません。」「よし、それでは金しばり
の法を解いてやろう。」忠林さんが何やら唱えますと、スーッ と金しばりが解けて自由の
身になったのです。その後、泥棒は真面目になって忠林さんの弟子になりました。

参考
忠林行者の石碑には次のように刻まれています。

「愛知県西加茂郡挙母町大字今　児玉譽助　八代目　明治 24 年 9 月 28 日歿」
忠林行者は現在の豊田市河合町 6 丁目 93 番地に生まれ、宿を営んでいました。本
名は譽助（ヨスケ）、現在の豊田大塚古墳の所にある御嶽神社を祀り、今村近隣の人
達の無病息災を願っていました。また、火渡り（火祭り）の行事も主催しました。こ
れは九代目の嘉名吉（かなきち）にも伝承され、神明社で行われたこともありました。

（5）しょうべい橋
明治の中ごろに今村に板倉庄平（いたくらしょうべい）という人が住んでいました。こ

の人は今村と細川村を結ぶ為に矢作川に橋を架けたそうです。つり橋のように人が渡れ
る大きさで個人が造ったものであったため有料の橋であったと言われ、今村では最初で
最後になった有料吊り橋道路です。昭和の初め頃まであったと言われています。人々は
この橋をしょうべい橋と呼んでいたそうです。

忠林行者の碑
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参考
しょうべい橋の位置は今村から矢作川堤防を岡崎方面に向かって行き大谷川を渡る
手前の所の川岸から巴川と矢作川合流点の直ぐ下流の細川村の場所であったと言わ
れています。昭和 4 年（1929）三河鉄道により名鉄挙母線が三河岩脇駅から上挙母駅
まで開通しましたが、この時に必要がなくなってしまったのではないかと言われて
います。しかし、その後も橋があったとされる所に形跡だけがあったと言われてい
ますが定かではありません。尚、その後三河鉄道が名古屋鉄道となり、この名鉄挙
母線も昭和 48 年（1973）に廃線となりました。

（6）ヤマトタケルノミコトと矢作川
昔むかし、ヤマトタケルノミコトが東方征伐のため、伊勢の国から穂の国（東三河地方）

に向かう途中のことでした。現在の天神橋～矢作橋の付近で賊を退治するための弓矢を
作るための女竹を見つけ矢を作りました。その出来栄えの良いことから、それまで名の
なかったこの川を矢矧川と命名したと言われ、これが現在の矢作川となりました。

ヤマトタケルノミコトは、12 代景行天皇（西暦 71 年 7 月 11 日即位）の皇子として生
まれ、14 代仲哀天皇（西暦 192 年 1 月 11 日即位）の父として存在し、30 才頃この世を
去ったとされています。しかし、4 世紀から 6 世紀ごろ西方征伐、東方征伐など大和の
国を統一した英雄として架空人物と思われる物語の主人公「日本武尊（やまとたけるのみ
こと）」として日本書記、古事記に登場しています。

実在したのかどうかは明確ではありません。

（7）持統上皇と矢作川、渡刈
8 世紀の頃、持統上皇が三河地方に御幸され、現在の渡刈付近で鷹狩りをされた時の

お話です。この地方は山、川、海に恵まれ気候も温暖であり多くの鳥獣に恵まれた地方
でございました。川べりで弓矢を作るのに最適な素晴らしい女竹がありいたく気に入ら
れ当時名前のなかったこの川を矢矧川と名付けられたそうです。又この地は鷹狩りにも
素晴らしいところであり、この地を鳥狩の地と名付けられたそうです、それから漢字名
が修正されて矢矧川は矢作川になり、鳥狩の地は鳥刈、都賀利、渡狩、渡刈といろいろ
と記述が変遷し、明治時代に渡刈となったということです。

注．矢作川命名説はヤマトタケルノミコト説と持統上皇説があるとされています。
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5. 今村・今自治区の戸数の推移

今村の戸数と人口の推移
年　代 西　暦 戸　数 人　口 石　高 参　考

縄文時代 　 　 小猿投遺跡、寄畔遺跡

古墳時代 　 　 　 豊田大塚古墳、薬師山古墳、池ノ表古墳

飛鳥時代 593 ～ 710 年 　 　 　 　

奈良時代 710 ～ 794 年 　 　 　 　

平安時代 794 ～ 1192 年 　 　 　 　

鎌倉時代 1192 ～ 1333 年 　 　 　 　

室町時代 1336 ～ 1573 年 　 　 　 　

安土桃山時代 1573 ～ 1603 年 　 　 　 　

江戸時代 1603 年～ 　 　 　 　

寛永 13 年 1636 年 　 　 164 石 寛永郷帳（衣藩三宅康盛）

元禄 10 年 1697 年 　 　 177 石 元禄郷帳（挙母藩本多忠利）

寛延元年 1748 年 54 戸 250 人 177 石 本多家辰年郷帳（挙母藩本多忠央）

文化 8年 1811 年 　 　 今村絵図（絵図内戸数記載は 17 戸）

天保 7年 1836 年 　 　 194 石 天保郷帳（挙母藩本多政成）

明治１年 1868 年 　 　 194 石 明治維新（内藤家御成箇郷帳）

明治 7年 1874 年 62 戸 　 　 第八大区１小区（加茂郡今村）旧高戸数調写

明治 42 年 1909 年 64 戸 297 人 　 挙母学校同窓会誌第 20 号

大正 5年 1916 年 63 戸 345 人 　 挙母学校同窓会誌第 27 号

昭和 3年 1928 年 52 戸 挙母町大字今、区台帳

昭和 19 年 1944 年 99 戸 269 人 挙母町大字今、区台帳

昭和 34 年 1959 年 100 戸 300 人 現在の今町・河合町（今自治区記録）

昭和 43 年 1968 年 300 戸 1200 人 〃

昭和 45 年 1970 年 550 戸 1700 人 　 〃

昭和 60 年 1985 年 610 戸 1900 人 　 〃

平成 2年 1990 年 650 戸 2000 人 〃

平成 10 年 1998 年 1041 戸 3100 人 〃

平成 20 年 2008 年 1310 戸 3900 人 〃

平成 23 年 2011 年 1399 戸 4300 人 　 〃
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6. 今村・今自治区の歴代代表者（名主・庄屋・区長等）
年　号 西　暦 名　称 氏　名

元和 1619 　 不明

寛永 1624 　 不明

正保 1644 　 不明

慶安 1648 　 不明

承応 1652 　 不明

明暦 1655 　 不明

万治 1658 　 不明

寛文 1661 　 不明

延宝 1673 　 不明

天和 1681 　 不明

貞享 1684 　 不明

元禄 1688 　 不明

宝永 1704 　 不明

正徳 1711 　 不明

享保 1716 　 不明

元文 1736 　 不明

寛保 1741 　 不明

延享 1744 　 不明

寛延 1748 名主 児玉源七

宝暦 1751 　 不明

明和 1764 　 不明

安永 1772 　 不明

天明 1781 庄屋 鈴木九右衛門

寛政 1789 庄屋 鈴木九左衛門

享和 1801 　 不明

文化 1804 　 不明

文政 1818 庄屋 児玉健右衛門

天保 1830 　 不明

弘化 1844 　 不明

嘉永 1848 　 不明

安政 1854 庄屋 成瀬清八

万延 1860 　 不明

文久 1861 庄屋 惣右？

元治 1864 　 不明

慶応 1865 　 不明

年　号 西　暦 名　称 氏　名

明治 1 1868 　 不明

明治 2 1869 　 板倉喜代松

明治 3 1870 　 板倉喜代松

明治 4 1871 挙母村誕生 板倉喜代松

明治 5 1872 　 鶴田権吉

明治 6 1873 人民惣代 板倉喜代松

明治 7 1874 人民惣代 加藤濱吉

明治 8 1875 人民惣代 児玉源六

明治 9 1876 人民惣代 児玉源六

明治 10 1877 人民惣代 不明

明治 11 1878 人民惣代 不明

明治 12 1879 人民惣代 不明

明治 13 1880 人民惣代 板倉秀五郎

明治 14 1881 人民惣代 板倉秀五郎

明治 15 1882 人民惣代 児玉源重

明治 16 1883 人民惣代 永田彦七

明治 17 1884 人民惣代 永田勘蔵

明治 18 1885 人民惣代 鶴田徳蔵

明治 19 1886 人民惣代 鶴田政六

明治 20 1887 人民惣代 永田勘蔵

明治 21 1888 人民惣代 不明

明治 22 1889 人民惣代 鶴田政六

明治 23 1890 人民惣代 板倉秀五郎

明治 24 1891 人民惣代 板倉秀五郎

明治 25 1892 挙母町誕生 不明

明治 26 1893 人民惣代 鶴田政六

明治 27 1894 人民惣代 永田勘蔵

明治 28 1895 人民惣代 永田勘蔵

明治 29 1896 人民惣代 鶴田政六

明治 30 1897 人民惣代 成瀬庄五郎

明治 31 1898 人民惣代 成瀬庄五郎

明治 32 1899 　 永田彦七

明治 33 1900 　 成瀬庄五郎

明治 34 1901 　 成瀬庄五郎

明治 35 1902 　 成瀬庄五郎
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年　号 西　暦 名　称 氏　名

明治 36 1903 　 永田彦七

明治 37 1904 　 成瀬又五郎

明治 38 1905 　 不明

明治 39 1906 　 成瀬美和

明治 40 1907 　 成瀬又五郎

明治 41 1908 　 成瀬美和

明治 42 1909 区長 成瀬美和

明治 43 1910 　 永田銀蔵

明治 44 1911 　 永田銀蔵

大正 1 1912 　 永田銀蔵

大正 2 1913 　 永田銀蔵

大正 3 1914 　 永田銀蔵

大正 4 1915 　 成瀬又五郎

大正 5 1916 　 成瀬又五郎

大正 6 1917 　 成瀬美和

大正 7 1918 　 成瀬美和

大正 8 1919 　 成瀬美和

大正 9 1920 　 成瀬又五郎

大正 10 1921 　 成瀬又五郎

大正 11 1922 　 成瀬又五郎

大正 12 1923 　 成瀬又五郎

大正 13 1924 　 成瀬美和

大正 14 1925 　 成瀬美和

昭和 1 1926 区長 板倉賢作

昭和 2 1927 区長 板倉賢作

昭和 3 1928 区長 板倉賢作

昭和 4 1929 区長 鶴田権吉

昭和 5 1930 区長 鶴田権吉

昭和 6 1931 区長 鶴田権吉

昭和 7 1932 区長 鶴田権吉

昭和 8 1933 区長 鶴田権吉

昭和 9 1934 区長 板倉賢作

昭和 10 1935 区長 板倉賢作

昭和 11 1936 区長 永田金也

昭和 12 1937 第 19 区長 永田金也

昭和 13 1938 第 19 区長 永田金也

年　号 西　暦 名　称 氏　名

昭和 14 1939 第 19 区長 成瀬又五郎（2代）

昭和 15 1940 第 19 区長 成瀬又五郎（2代）

昭和 16 1941 第 19 区長 永田銉昭

昭和 17 1942 第 19 区長 永田銉昭

昭和 18 1943 第 19 区長 永田金也

昭和 19 1944 第 19 区長 永田金也

昭和 20 1945 第 19 区長 鶴田正夫

昭和 21 1946 第 19 区長 鶴田正夫

昭和 22 1947 第 19 区長 板倉賢作

昭和 23 1948 駐在員 板倉賢作

昭和 24 1949 駐在員 成瀬四郎

昭和 25 1950 駐在員 成瀬四郎

昭和 26 1951 挙母市誕生 成瀬佐一

昭和 27 1952 駐在員 成瀬佐一

昭和 28 1953 駐在員 成瀬三四三

昭和 29 1954 駐在員 成瀬三四三

昭和 30 1955 駐在員 加藤甫

昭和 31 1956 駐在員 加藤甫

昭和 32 1957 駐在員 成瀬要

昭和 33 1958 駐在員 成瀬要

昭和 34 1959 駐在員 鶴田正夫

昭和 35 1960 区長会発足 鶴田正夫

昭和 36 1961 区長 鶴田正夫

昭和 37 1962 区長 成瀬成三

昭和 38 1963 区長 成瀬成三

昭和 39 1964 区長 成瀬成三

昭和 40 1965 区長 成瀬成三

昭和 41 1966 区長 成瀬忠美

昭和 42 1967 区長 成瀬忠美

昭和 43 1968 区長 成瀬忠美

昭和 44 1969 区長 成瀬忠美

昭和 45 1970 区長 成瀬忠美

昭和 46 1971 区長 成瀬忠美

昭和 47 1972 区長 永田安衛

昭和 48 1973 区長 永田安衛

昭和 49 1974 区長 永田安衛
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年　号 西　暦 名　称 氏　名

昭和 50 1975 区長 永田安衛

昭和 51 1976 区長 永田安衛

昭和 52 1977 区長 永田安衛

昭和 53 1978 区長 加藤光茂

昭和 54 1979 区長 加藤光茂

昭和 55 1980 区長 加藤光茂

昭和 56 1981 区長 加藤光茂

昭和 57 1982 区長 加藤光茂

昭和 58 1983 区長 加藤光茂

昭和 59 1984 区長 加藤光茂

昭和 60 1985 区長 加藤光茂

昭和 61 1986 区長 加藤光茂

昭和 62 1987 区長 加藤光茂

昭和 63 1988 区長 加藤光茂

平成 1 1989 区長 加藤光茂

平成 2 1990 区長 長谷川昌明

平成 3 1991 区長 長谷川昌明

平成 4 1992 区長 永田俊次

平成 5 1993 区長 永田俊次

平成 6 1994 区長 加藤光茂

平成 7 1995 区長 加藤光茂

平成 8 1996 区長 加藤光茂

平成 9 1997 区長 加藤光茂

平成 10 1998 区長 熊田国道

平成 11 1999 区長 熊田国道

平成 12 2000 区長 熊田国道

平成 13 2001 区長 熊田国道

平成 14 2002 区長 熊田国道

平成 15 2003 区長 熊田国道

平成 16 2004 区長 熊田国道

平成 17 2005 区長 熊田国道

平成 18 2006 区長 加藤淳治

平成 19 2007 区長 加藤淳治

平成 20 2008 区長 加藤淳治

平成 21 2009 区長 加藤淳治

平成 22 2010 区長 加藤淳治

平成 23 2011 区長 加藤淳治


