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 木曽地方事務所林務課では、

することになりました。これから毎月、皆様の生活に少しでもお役

木曽の山をめぐる暮らし

「木曽」地名の由来は？

 木曽に住む私たちにも、なんで木曽と呼ぶのか語源はあまり知られていません。木曽の他に吉蘇、岐蘇、

岐岨などがありますが文字は違っても「キソ」の音が大切です。

 古道記という書物には「木曽は地に麻を産するをもって名づけたるならん」とあって麻の皮をはがないも

のを生麻（キソ）といったとあります。また、麻を着ていたから着麻というとも言われます。別の説ではア

イヌ語でキは美しい、ソは谷、流れを意味し、木曽にアイヌの人たちの平和な集落があったのではないかと

いう説もあります。

 森林の豊かな地域で、木に関係することが語源では

名も藪原、原野、大原、柴原、野尻など草原の地名が多く、山に関わる地名が少ないことも興味深い点です。
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が、狩猟期間内

の会）の活動の一環と

林業に携わるまたは興味を持っ
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木曽に住む私たちにも、なんで木曽と呼ぶのか語源はあまり知られていません。木曽の他に吉蘇、岐蘇、

古道記という書物には「木曽は地に麻を産するをもって名づけたるならん」とあって麻の皮をはがないも

のを生麻（キソ）といったとあります。また、麻を着ていたから着麻というとも言われます。別の説ではア

イヌ語でキは美しい、ソは谷、流れを意味し、木曽にアイヌの人たちの平和な集落があったのではないかと

ないかと考えますがそうでもないようです。郡内の地

名も藪原、原野、大原、柴原、野尻など草原の地名が多く、山に関わる地名が少ないことも興味深い点です。

（松原）   

創刊号 

年度の狩猟が解禁となりました。狩猟解禁日には、狩猟者への事故・違反の防止等の安

入山者

を、心がけていただくようお願いいたします。ま

 

狩猟期間内

の会）の活動の一環と

林業に携わるまたは興味を持っ
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