五色岳ができはじめる

主な日本史上のできごと
…
地域に関するできごと
…
蔵王火山のできごと
…

約２８０００年前

町域内で最古の人の活動が認められる︵持長寺遺跡など︶

黒
緑
赤

蔵王火山と噴火のレキシ年表
で き ご と
日本列島に人が暮らしはじめる

約２００００年前

日本列島で土器の使用はじまる

約３００００年前

約１４０００年前
気候が温暖化し︑日本列島がユーラシア大陸から切り離されて独立島となる

約５５００年前

約５５００〜４０００年前

約６０００年前

約７５００年前

約８０００年前

縄文人︑現在の永野地区谷地などで集落を営む 谷
( 地遺跡︶
縄文人︑現在の円田地区鞘堂山などで集落を営む︵鞘堂山遺跡︶

山形県域で﹃縄文の女神﹄と呼ばれる日本最大の土偶が作られる︵山形県舟形町・西ノ前遺跡︶

青森県域で１５００年間にわたる長期間︑大集落が営まれる︵青森県青森市・三内丸山遺跡︶

縄文人︑現在の宮地区長峰などで集落を営む︵長峰遺跡︶

蔵王火山の火山活動︑活発化

町域内で最古の土器の使用が認められる︵明神裏遺跡︶

約２５００年前

２６５０〜１７５０年前

日本列島に水田耕作技術がもたらされる

縄文人︑現在の宮地区下別当︑曲竹地区鍛冶沢などで集落を営む︵下別当遺跡・鍛冶沢遺跡︶

東北地方太平洋沖を震源とする大地震発生︒沿岸の広い範囲が大津波にのまれる

倭人による１００以上の小さな国︵村落程度の規模︶があった︵漢書地理志︶

五色岳︑標高１５００ｍ ほどまで成長︒この時期︑火口からやや西方に移動する

約１７００年前

町域内に前方後円墳が造られる︵東根・古峯神社古墳︑夕向原古墳群︶

大和朝廷が誕生

大和朝廷︑巨大前方後円墳を造る︵大阪・大山陵古墳︑誉田御廟山古墳など︶

最初の前方後円墳が造られる︵奈良・箸墓古墳︶

約１６５０年前

約１６００年前
町域内の一般人の生活に﹃カマド﹄が普及しはじめる︵円田・中沢Ａ遺跡︶

１４６０〜１３３０年前

１４７６年前︵西暦５３８︶

朝鮮半島からの渡来人によって大陸の技術が導入される

東北地方太平洋沖を震源とする大地震発生︒沿岸の広い範囲が大津波にのまれる

仏教公伝

町域内にやや大きめの古墳が造られる︵塩沢・宋膳堂古墳︶

約１４５０年前

１３４４年前︵西暦６７０︶

約１３５０年前

１３６９年前︵西暦６４５︶

１４１０年前︵西暦６０４︶

大和朝廷︑全国の戸籍を整備︵庚午年籍︶

大和朝廷︑円田盆地に東北地方統治のための前線基地を造る︵小村崎・十郎田遺跡︶

大化の改新

聖徳太子︑十七条の憲法を制定

１２１３年前︵西暦８０１︶

１２２０年前︵西暦７９４︶

１２２５年前︵西暦７８９︶

１２４１年前︵西暦７７３︶

１２６２年前︵西暦７５２︶

約１２９０年前

１２９０年前︵西暦７２４︶

１２９３年前︵西暦７２１︶

１２９４年前︵西暦７２０︶

１３０４年前︵西暦７１０︶

１３１３年前︵西暦７０１︶

坂上田村麻呂︑アテルイ率いるエミシの軍勢を破る

刈田嶺神社︑青麻山頂から麓に移設

平安京に遷都

アテルイの乱

刈田嶺神社に神戸二戸が授与︵新抄格勅符抄︶
①最古の記録は神さまのコト

東大寺の大仏建立

円田盆地に瓦葺きの役所︵あるいは寺院︶ができる︵平沢・都遺跡︶

陸奥国府多賀城が造営

刈田郡が建置︵続日本紀︶

日本書紀が作られる︵日本最初の国家記録書︶

平城京に遷都

大宝律令制定

﹃日本﹄という国名が使われはじめる

１２１２年前︵西暦８０２︶

刈田嶺神に従五位下の位階を授与︵続日本後記︶

約１３１０年前

１１７０年前︵西暦８４４︶
刈田嶺神の位階が正五位下に昇格︵続日本後記︶

１１４５年前︵西暦８６９︶

古今和歌集が作られる

貞観地震︵日本三代実録︶刈田嶺神の位階が従四位下に昇格︵日本三代実録︶

⑰忘れちゃイケない青麻山

１１６６年前︵西暦８４８︶

１１０９年前︵西暦９０５︶
この頃︑武士が誕生

約１０２０年前

約１０３０年前

紫式部︑源氏物語を執筆

清少納言︑枕草子を執筆︵枕草子に﹃忘れずの山﹄が出てくる︶

③忘れられない山
古今和歌六帖が作られる︵﹃忘れずの山﹄を詠んだ歌を収録︶

②蔵王火山をお祭りする神社

刈田嶺神社︑国が祭る神社として登録される︵延喜式神名帳︶

約１１００年前

約１０８０年前︵西暦９３５︶ 紀貫之︑土佐日記を執筆

約１０１０年前
藤原道長︑摂政になる

平将門の乱

９９８年前︵西暦１０１６︶

奥州前九年の役

１０７５年前︵西暦９３９︶

９６３年前︵西暦１０５１︶
平等院鳳凰堂建立

８４７年前︵西暦１１６７︶

約８５０年前

約８６０年前

８９０年前︵西暦１１２４︶

噴火により上山安楽院の御宮が破壊される︵安楽院縁起︶⑤蔵王火山︑最古の活動記録

平清盛︑太政大臣になる

この頃︑刈田嶺神社が奥州藤原氏の保護を受ける

奥州藤原氏︑平沢丈六の地に丈六阿弥陀如来像を祭る

奥州藤原氏︑中尊寺に金色堂建立

奥州後三年の役

９６１年前︵西暦１０５３︶

９３１年前︵西暦１０８３︶

８３２年前︵西暦１１８２︶
この頃︑山頂に蔵王大権現が祭られ﹃蔵王山﹄と呼ばれるようになる︒青麻山麓に願行寺建立？

８２２年前︵西暦１１９２︶

８２５年前︵西暦１１８９︶

８２９年前︵西暦１１８５︶

五色岳︑火口が現在の御釜の位置に移動

源頼朝︑鎌倉幕府を開く

奥州藤原氏滅亡︵文治の役︶

平家滅亡︵壇ノ浦の合戦︶

の方が長く見えますが、実際は縄文時代は約１２０００年間であるのに対して江戸時代は２６４年間）。

７８４年前︵西暦１２３０︶

町域内の小村崎地区で木地工房を伴った屋敷が営まれる︵十郎田遺跡︶

噴火︒柴田郡まで火山弾が飛来︒火山弾が鎌倉将軍家に献上される︵吾妻鏡︶

⑥御釜誕生！ジツは２代目

④
﹃蔵王山﹄の誕生
⑰忘れちゃイケない青麻山

約８３０年前

約８００年前

※１世紀の間に起ったできごとについてはおおむね前・中・後の３区分に配置しましたが、同時期に複数

６７８年前︵西暦１３３６︶

６７９年前︵西暦１３３５︶

６８１年前︵西暦１３３３︶

６８３年前︵西暦１３３１︶

約７２０〜６８０年前

７３３年前︵西暦１２８１︶

７４０年前︵西暦１２７４︶

足利尊氏︑室町幕府を開く

朝廷が南朝・北朝に分裂︑対立する

曲竹の武士・我妻家︑南朝方から出兵要請を受ける

小村崎の武士・奥平家︑北畠顕家︵南朝方︶から出兵要請を受ける

吉田兼好︑徒然草を執筆

町域内の宮地区で武士の館が営まれる︵持長寺遺跡︶

元寇︵弘安の役︶

元寇︵文永の役︶

５８６年前︵西暦１４２８︶

６１６年前︵西暦１３９８︶

６２２年前︵西暦１３９２︶

約６６０年前

応仁の乱︒戦国時代へ

史上初めての大規模な土一揆が発生︵正長の徳政 一揆︶

金閣寺建立

南北朝の合一

宗久︑紀行文﹃都の苞﹄執筆︵﹁百年ほどの間︑蔵王火山で噴煙が上がり続けている﹂と記されている︶

４２７年前︵西暦１５８７︶

４３２年前︵西暦１５８２︶

４６５年前︵西暦１５４９︶

４７１年前︵西暦１５４３︶

約５００年前

伊達政宗︑小田原参陣︒豊臣秀吉に臣従する

願行寺四十八坊のうち宮本坊︑伊達政宗の申付けによる宝池山蓮蔵寺に改める

本能寺の変

キリスト教伝来

鉄砲伝来

刈田嶺神社︑青麻山の麓から現在地に移設

５２５年前︵西暦１４８９︶

４２４年前︵西暦１５９０︶

銀閣寺建立

５４７年前︵西暦１４６７︶

倉幕府滅亡

約７６０年前

６７６年前︵西暦１３３８︶

!?

３９１年前︵西暦１６２３︶

３９４年前︵西暦１６２０︶

３９９年前︵西暦１６１５︶

４０３年前︵西暦１６１１︶

４１１年前︵西暦１６０３︶

４１２年前︵西暦１６０２︶

４１３年前︵西暦１６０１︶

４１４年前︵西暦１６００︶

４１９年前︵西暦１５９５︶

約４２０年前

４２３年前︵西暦１５９１︶

噴火︒刈田・柴田・名取の３郡で大量の降灰︒伊達宗高公︑刈田山頂で鎮火祈願

噴火・鳴動・降灰

噴火

大阪夏の陣︒豊臣家滅亡

慶長の大地震

徳川家康︑江戸幕府を開く

永野宿・猿鼻宿︵花町︶造られる

刈田郡︑伊達政宗領になる

関ヶ原の合戦︒伊達政宗︑上杉市の城となっていた白石城を攻略

刈田郡︑上杉景勝領になる

岩崎山金鉱山で金の採掘はじまる

刈田郡︑蒲生氏郷領になる

⑨寛永の大噴火〜村田城主伊達宗高公〜

遠刈田温泉発見︵伝説︶⑧ハッケン！遠刈田温泉

⑦黄金ザクザク！岩崎山

３９０年前︵西暦１６２４︶

⑩アラ不思議 温泉が冷泉に！

２０５年前︵西暦１８０９︶

２０６年前︵西暦１８０８︶

２１０年前︵西暦１８０４︶

２１４年前︵西暦１８００︶

２１５年前︵西暦１７９９︶

２１８年前︵西暦１７９６︶

２２０年前︵西暦１７９４︶

２２１年前︵西暦１７９３︶

２３０年前︵西暦１７８４︶

２４０年前︵西暦１７７４︶

２５２年前︵西暦１７６２︶

約２５０年前

２５９年前︵西暦１７５５︶

２６１年前︵西暦１７５３︶

２７０年前︵西暦１７４４︶

２８２年前︵西暦１７３２︶

１９６年前︵西暦１７１８︶

２９８年前︵西暦１７１６︶

３０１年前︵西暦１７１３︶

３１２年前︵西暦１７０２︶

３２０年前︵西暦１６９４︶

３２５年前︵西暦１６８９︶

３２９年前︵西暦１６８５︶

３６４年前︵西暦１６７０︶

３６５年前︵西暦１６６９︶

３４６年前︵西暦１６６８︶

３７３年前︵西暦１６４１︶

３７７年前︵西暦１６３７︶

３８４年前︵西暦１６３０︶

３８８年前︵西暦１６２６︶

噴煙止まず

小村崎・奥平家住宅建築

平沢領主高野統兼︑北海道・千島列島国後島の警護につく

噴火

伊能忠敬︑日本地図作成の測量開始

西暦１７９４年以降続いていた噴火が収まる

噴火

噴火︒山形・天童・楯岡・尾花沢・大石田で降灰︒宮城県側では降灰なし

寛政大地震

天明の飢饉

杉田玄白ら﹃解体新書﹄を出版

平沢領主高野倫兼︑蔵王登山を行う︵高野家記録︶

この頃から︑庶民の間で﹃蔵王の御山参り﹄が流行し出す

宝暦の飢饉

曲竹・我妻家住宅建築

七日原牧場開設︵前年の軍馬増産命令を受けて設立︶ ⑬ジオとレキシと大根と

享保の飢饉

刈田嶺神社本殿建立

徳川吉宗︑享保の改革を行う

平沢日吉神社本殿建立︵蔵王町内に現存する最古の木造建築物︶

赤穂浪士︑吉良上野介の屋敷に討ち入り

噴火︒御釜の毒水があふれ宮城・山形両県の流域に大被害︒山頂蔵王大権現社︑焼失

松尾芭蕉︑奥の細道を執筆

生類憐みの令

噴火︒遠方まで降灰

噴火︒刈田・柴田・名取の３郡で大量の降灰

噴火

噴火

島原の乱

噴火・鳴動

伊達宗高公︑天然痘にかかり死去︒村田城下龍島院に葬られる

平沢湯口の温泉︑冷泉に変わる

２０３年前︵西暦１８１１︶

鳴動︒濁川 尺ほど増水︒近傍に硫黄堆積

７年前︵西暦２００７︶

１０年前︵西暦２００４︶

１３年前︵西暦２００１︶

１９年前︵西暦１９９５︶

２２年前︵西暦１９９２︶

２４年前︵西暦１９９０︶

２５年前︵西暦１９８９︶

３０年前︵西暦１９８４︶

３２年前︵西暦１９８２︶

３３年前︵西暦１９８１︶

３５年前︵西暦１９７９︶

３６ 年前︵西暦１９７８︶

４０年前︵西暦１９７４︶

４１年前︵西暦１９７３︶

４２年前︵西暦１９７２︶

４３年前︵西暦１９７１︶

４８年前︵西暦１９６６︶

５０年前︵西暦１９６４︶

５２年前︵西暦１９６２︶

５４年前︵西暦１９６０︶

５７年前︵西暦１９５７︶

５９年前︵西暦１９５５︶

６４年前︵西暦１９５０︶

６９年前︵西暦１９４５︶

７０年前︵西暦１９４４︶

７３年前︵西暦１９４１︶

７４年前︵西暦１９４０︶

７５年前︵西暦１９３９︶

７７年前︵西暦１９３７︶

８１年前︵西暦１９３３︶

８６年前︵西暦１９２８︶

９０年前︵西暦１９２４︶

９１年前︵西暦１９２３︶

９２年前︵西暦１９２２︶

９６年前︵西暦１９１８︶

１００年前︵西暦１９１４︶

１０１年前︵西暦１９１３︶

１０８年前︵西暦１９０６︶

１０９年前︵西暦１９０５︶

１１０年前︵西暦１９０４︶

１１７年前︵西暦１８９７︶

１１８年前︵西暦１８９６︶

１１９年前︵西暦１８９５︶

１２０年前︵西暦１８９４︶

１２５年前︵西暦１８８９︶

１２６年前︵西暦１８８８︶

１２７年前︵西暦１８８７︶

１３９年前︵西暦１８７５︶

１４１年前︵西暦１８７３︶

１４２年前︵西暦１８７２︶

１４３年前︵西暦１８６９︶

１４６年前︵西暦１８６８︶

１４７年前︵西暦１８６７︶

１４９年前︵西暦１８６５︶

１６０年前︵西暦１８５４︶

１６１年前︵西暦１８５３︶

１８２年前︵西暦１８３２︶

１８３年前︵西暦１８３１︶

１８４年前︵西暦１８３０︶

１９３年前︵西暦１８２１︶

日本ジオパーク委員会発足︒
﹃日本ジオパーク﹄認定︑及び﹃世界ジオパーク﹄への推薦を開始

日本の地質百選に﹃蔵王火山﹄選定

世界ジオパークネットワーク発足︒
﹃世界ジオパーク﹄認定開始

アメリカ・ニューヨーク同時多発テロ

阪神淡路大震災

不忘岳西方︑山頂付近で地震多発

御釜〜刈田岳付近で地震多発

消費税導入︵税率３％︶

熊野岳南東５ ㎞で地震多発

東北新幹線白石蔵王駅開業

振子沢噴気孔︑わずかな活動

みやぎ蔵王えぼしスキー場オープン

宮城県沖地震

蔵王山頂の刈田嶺神社奥宮︑鉄筋コンクリート造にて新築建立

東北自動車道白石インターチェンジ開業

鳴動

蔵王少年自然の家開所

振子沢で温泉湧き出す

蔵王ハイライン開通

地震・鳴動︒振子沢噴気孔から酸性水が流出︒松川の魚中毒死

蔵王火山付近で地震・鳴動

振子沢付近に新噴気孔︒蒸気が噴出

蔵王町誕生

日本観光地百選 山岳部門第１位に﹃蔵王﹄選定

太平洋戦争終戦︒復員者による蔵王開拓はじまる

遠刈田温泉に東京浅草区の学童疎開受け入れ

太平洋戦争開戦

五色岳鳥地獄に新噴気孔ができ小噴火︒御釜の壁が崩れて湖水があふれ出し︑松川の魚中毒死

御釜中央からガス噴出

日中戦争開戦

昭和三陸地震

西暦１９１８年から続いたガス噴出収まる

賽ノ磧付近に﹃蔵王スキー場﹄オープン︒第１回﹃蔵王マラソン﹄開催︵遠刈田〜山頂〜山形︶

関東大震災

軽便鉄道︑大河原〜遠刈田の全線開通︒小野さつき訓導殉職

御釜中央からガス噴出

第一次世界大戦

御釜の湖水るり色から乳白色に変化

小活動

蔵王刈田嶺神社に﹃敬明講図﹄奉納される

日露戦争︒遠刈田温泉︑日露戦争傷病兵の転地療養所に指定

噴煙︒鳴動

御釜の湖水灰色︒中央より蒸気上がる︒硫黄臭甚だしい︒御釜氾濫

噴火︒柴田郡小野まで降灰︒峩々温泉流失︒白石川の魚中毒死︒地質学者巨智部博士が現地踏査

日清戦争︒遠刈田温泉︑日清戦争傷病兵の転地療養所に指定

市町村制施行︒円田村・宮村できる

﹃聖地﹄と﹃鉱山﹄仲良く同居
五色岳近辺で硫黄鉱山開業︵川音鉱山︶⑮

東北本線白石駅開業

遠刈田水分神社︑蔵王刈田嶺神社に改称

小噴火

日本初の鉄道開業︵新橋〜横浜間︶

神仏判然令発布

御釜の水残らず干上がった

峩々温泉開業

遠刈田の修験・嶽之坊山人久方︑青麻山西嶺及び岩崎山にあけら明神を祭る

開国︒日米和親条約を締結

ペリー来航

噴火︒降灰・毒水の被害あり︒清光院にて毒水除け・五穀成就の祈願を行う

噴火︒この時の噴火で御釜が大きく広がったとの記録もある

噴火

噴火

噴火︒片倉家で鎮火祈願︒毒水により阿武隈川の魚が中毒死

⑭蔵王の地名と信仰登山

１９４年前︵西暦１８２０︶

６年前︵西暦２００８︶

蔵王火山における火山性微動観測体制整備

﹃大日本沿海輿地全図︵伊能図︶﹄完成

４年前︵西暦２０１０︶

東日本大震災

戊辰戦争︒明治維新

蔵王大権現社︑水分神社となる

軽便鉄道廃線

東京オリンピック開催

鳴動

不忘岳付近︑熊野岳北西

㎞で地震多発

蔵王町ふるさと文化会館オープン

蔵王エコーライン開通

かもしか温泉︵白雲山荘︶開業

御釜中央からのガス噴出︑強まる︵その後︑次第に弱まる︶

仙台二中生徒︑蔵王登山中に遭難

⑭蔵王の地名と信仰登山

明治三陸地震

噴火︒上山で降灰

鳴動︒御釜沸騰︒濁川増水し犠牲者３名︑流域の魚中毒死

３年前︵西暦２０１１︶

ざおうさま登場

!?

⑫ちょっと休んでまた起きて…

!?

蔵王火山で火山性微動初観測

まったり〜

⑯蔵王の噴火、初撮影！

20

１年前︵西暦２０１３︶

10

１９世紀

のできごとがあった場合はその限りではありません。

馬ノ背カルデラができる

約１３０００年前

約５０００年前
縄文人︑現在の円田地区湯坂山などで集落を営む︵湯坂山Ｂ遺跡︶

蔵王火山︑活動休止期に入る

約４５００年前
縄文人︑現在の宮地区二屋敷︑永野地区西浦などで集落を営む︵二屋敷遺跡・西浦Ｂ遺跡︶

約２４５０年前
日本列島に農耕文化が定着しはじめる

約２１００年前
町域内で最古の稲作痕跡︵籾殻の跡がついた土器︶︵東根・大橋遺跡︶

約２０００〜１５００年前
倭の奴国王︑後漢の光武帝より金印を授かる︵後漢書東夷伝︶

約１８５０〜１８４０年前

邪馬台国の女王卑弥呼︑魏国に使者を使わす︵魏志倭人伝︶

約１７６７年前︵西暦２４７︶ 卑弥呼死去︒径百余歩の塚を気付いて墓とし︑奴隷百余人を殉葬した︵魏志倭人伝︶

１７７６ 年前︵西暦２３８︶

倭国大乱︵魏志倭人伝︶

１９５７年前︵西暦５７︶

五色岳付近の凹地の東部で噴火がはじまり︑五色岳が成長しはじめる

約２０００年前

弥生人︑現在の曲竹地区鍛冶沢で墓をつくる︵鍛冶沢遺跡︶

約２３００年前

東北各地で﹃遮光器土偶﹄と呼ばれる大きな目玉をした土偶が作られる

約４０００年前

時代によって幅を変えてあります。

特殊な規模の水蒸気爆発︒五色岳付近が凹地化する

※同じ理由で最上部の時代区分も均等な幅ではありません（例えば、縄文時代と江戸時代とでは江戸時代

年代

約３０００年前

※この年表は、約３万年前から現在までを取り上げています。現代に近くなるほど情報量が増えるため、
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時代

旧石器時代
縄文時代
弥生時代
古墳時代
飛鳥時代
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
戦国時代
安土桃山時代
江戸時代
近代（明治〜昭和初期）
現代（太平洋戦争後）

