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津山地名考

第一章津山地名考

第一章津山地名考

一︑﹁鶴山﹂と﹁津山﹂
合のえたつ

当時新旧の二地名が共存していたことを物語り︑一つの

かめ

地名に定着するまでに至らなかった事が分かる︒

戦国の武将が築城する丘陵には︑鶴・蝿・勝などの縁

起のよい文字がよく使用され︑﹁鶴山﹂についてもこの

たずた

﹁鶴山﹂のお︹癖家先代実録﹄は︑﹁慶長九甲辰年

例として解したい︒この事を美作地区の鶴田藩と勝山藩
に例をとって承よう︒

起こり罰率春鶴山を津山と御改︑築城の議定
り︑﹂と記している︒このように︑﹁津山﹂は慶長九年

かもやま

鶴田藩はもと島根県の浜田が居城で︑浜田城の築城さ

れた丘陵は麺山と呼ばれている・この丘陵は︑もと鴻山と

︵一六○四︶に誕生した︒そして︑もとの地名は﹁鶴山﹂

である︑とするのが定説であり︑その原典は︑﹃森家先

呼ばれていたが︑﹁躯は万年の記もあって︑万代不易を希

望﹂する意味で築城時寵山と改名された︒︵﹃浜田町史﹂︶

代実録﹄である︒

さて︑津山城が築かれた丘陵が﹁鶴山﹂と名付けられ

勝山藩の場合は︑明和元年︵一七六四︶の三浦氏築城

か８つ

それでは﹁鶴山﹂が︑なぜ﹁津山﹂に改められたか︑

以来︑今までの地名高田を勝山と呼ぶようになった︒

たのは︑山名氏が︑ここに城を築き居城とした嘉吉ｌ文
明年間︵一四四一 一四八七︶と推定してよい︒﹃森家先
代実録﹄には﹁小篠山﹂ともいう︑と記しているから︑
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その理由については︑﹃森家先代実録﹄は何も記してい

説は︑明治になってから矢吹正則らによって唱えだされ

ほとりの山﹂の意で︑これが﹁津山﹂の語源である︑と

たものである︒この系統の人々は︑﹁津山﹂とは﹁津の

﹁津山﹂改名のこの改名の理由について︑最も総括

している︒更に︑﹁津﹂を﹁鶴﹂の字に変えて﹁鶴山﹂

ない︒

理由的な記述をしているのは狩雌畷剛

とし︑慶長になって再度﹁津山﹂にした︑と説明してい

﹁津山﹂誕生の事情については以上のとおりである

る︒︵黙棒軽率錘珪鋸竜山城沿革記﹄︶

︵明治の郷土史家︶である︒彼は︑
わくん

り︑平易でもあるからこのように改名した︒﹁鶴山﹂と

が︑﹃作陽誌﹄の同訓説は︑﹁津山﹂地名について説明

﹁鶴﹂は森家の家紋であり︑一方﹁津﹂は同じ倭訓であ

いう丘陵は︑もと﹁津山﹂と呼ばれ︑縁起が良いという

している最古のものであるだけに︑その及ぼす影響力は

家紋説の代表者も矢吹正則であるが︑彼は︑家紋に関係

録に根拠を置く家紋説が出てくるのである︒

述べたものであろうか︒ここに︑﹁森家先代実録﹂の記

た︑という理由であって︑変えなければならない事情を

らその文字に変えた︑という説明は︑その文字を使用し

極めて大きいものがある︒それにしても︑同訓であるか

意味で．鴎山﹂にしていたのを︑再び﹁津山﹂にした︒
と述べている︒︵窯棒軽霊嘩藍徳歪︶

これらの諸説の由来を探って承ると︑﹃森家先代実録﹂
には︑

貞享五年︵一六八八︶二月二五日︑﹁鶴﹂の字を人名

や紋所に使用することは遠慮せよ︑との触れが出た︒
と記している︒これが﹁鶴﹂の字使用制限︵家紋説など︶

て︑家紋説に消極的態度を示しながらもこの説を述べて

しているからその文字を変えた︑という前例がないとし

﹁鶴﹂と﹁津﹂とは同じ倭訓であり︑﹁津﹂が平易な

いる︒記録の中に︑これ以外に根拠のあるものが見つか

の一根拠である︒

文字であるとする説は︑江村春軒の書いた﹃作陽誌﹂︵

らなかったからであろう︒記録的に承るなら︑この説を

抜きにして﹁津山﹂地名の発生を考えることはできない︒

一六九一二︶に見られるものである︒

げんろく

元緑六年

﹁鎚山﹂は︑もと﹁津山﹂という名称であったという
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次に︑﹁津山﹂地名の起源になった﹁鶴

﹁鶴山﹂のよみ山﹂の呼び方はどうであろうか︒
丘陵名はもともと﹁津山﹂で︑佳字に変えて﹁鶴山﹂

が普通であろう︒

﹁窪山﹂と﹁津さて︑﹁津︐山﹂という地名は誕生し

山﹂と富川村たが︑﹁津山﹂と表現されている古

棟札がある︒この棟札は︑文中に疑点もあるが︑森忠政

まず︑慶長一二年︵一六○七︶の日付のある本源寺の

い資料はいつごろのものがあるであろうか︒

と︑﹁鶴山﹂は﹁つやま﹂と呼ぶのが当然であろう︒し

がこの寺を創建したことを述べている︒そして︑森忠政

とし︑更に﹁津山﹂に変えたという前述の仮定に立つ

かし︑この説は︑津は港を表すという﹁津山﹂語源説

る︒

月二日の日付で︑﹁津山富川村﹂の文字が刻まれてい

次に︑妙法寺の鰐口には︑慶長一八年︵一六一一二︶九

わにぐち

を﹁津・山城主﹂と記している︒

むなふだ

を︑過当に当てはめようとしたものである︒
次に︑﹃作陽誌﹄の︑倭訓が同じであるから﹁鰯﹂の
字を﹁津﹂に変えた︑という説から︑﹁鶴山﹂の呼称を慶

長以前も﹁つやま﹂と呼んだ︑とする説がある︒だが︑
﹃作陽誌﹄は︑文字を変えたいわれを述べているので︑

然のことであるが︑﹁津山富川村﹂とあるのはおもしろ

以上が古いものであるが︑﹁津山城主﹂と書くのは当

﹁鶴﹂の字が佳名であるとすれば︑なお更︑﹁鶴山﹂

い︒明治二二年︵一八八九︶の新町村編制表の津●山町沿

﹁鶴山﹂の呼称を指摘したものではない︒

の呼称は︑﹁鶴﹂の訓義に従って﹁つるやま﹂と言うの

咽侮側織苓職雛坐系小勢夢箆催溌一詞茶浦迩永曹童熱豊掻欺謹菩示卿瀧篭洩縫撫揃靭胤噸繍凝制

層

』
F

︾批訂鯛瑚斗煎撚裳︺鼠苧︾才蝿手魚篭誇韮・蕊Ｌ蝿︑：瞥承伽鐙苓劣
毒器複鵜鋸係嘱砦︑萱蹴峡拠妙擬怖肯癖農蜜蝋鄭訓作管・手車鳥藍煎誹墓

図２本源寺棟札

』
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た呼び名があったのではないか︑という

ことである︒

これを証するものを探すと︑﹃森家先

代実録﹄に﹁鶴山戸川の郷﹂の地名が記

され︑徳守神社の起源を説明して︑﹁鶴山

戸川の郷﹂で客死した徳守宰相を祭った

ものである︑としている︒又︑松平時代で

はあるが︑当時見聞した事を記した﹃見

聞雑用集﹄には︑富川宿のことを﹁鶴戸

川の市場﹂と記している︒

これらの事例から見る限りでは︑﹁津

山富川村﹂は︑﹁鶴山戸川﹂とか﹁鶴戸

川﹂とか呼ばれた時期があった︑という

革説明に︑﹁嘉吉元年︵一四四一︶︑山名忠政この山に

代に生きてきた商人の町富川︵戸川︶の姿が︑図らずも

中世の﹁鶴山﹂が近世の﹁津山﹂に変わったが︑両時

ことになる︒

城せしより鶴山の名称は富川の名を圧す︒﹂と記されて

したものであろうが︑﹁津山富川村﹂とこの記載を対比
させて承ると︑一つの仮説を立てたくなる︒
それは︑﹁津山富川村﹂には︑かつて﹁鶴山﹂を冠し

代を通じてそれがそのまま使用されたのではない︒この

﹁鶴山﹂再現慶長九年︵一六○四︶︑﹁鶴﹂の字を
﹁津﹂に改めたのであるが︑江戸時

これらの地名に現れているように思えるのである︒

図３妙法寺の鰐口の銘

いる︵﹃岡山県政史﹂︶︒この記載は︑矢吹正則らの起案

画

唇●
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は相違があるし︑﹁鶴﹂には特別な情緒感を生承だすも

二つの文字は本来読承こそ通ずる部分があるが︑語義に

というだけで︑この混用を解することはできないのであ

っている︒こうなってくると︑倭訓の通ずるものがある

九年

やすむね

のがある︒そこから時がたつにつれて︑﹁鶴﹂使用が姿

る︒﹁鶴﹂が醸す情緒感が︑武士や墨客の好承に合い︑

一八一一一︶︑藩主松平康致の雅号は﹁鶴山﹂とな

を現してくるのである︒

そのような内容を表現するために︑積極的にこれを使用

かじ

赤坂鍛冶の系図︵﹁林田村資料﹄︶には︑﹁利兵衛子︑

するようになってきたのである︒つまり︑﹁鶴﹂は佳字

じよう

弥右エ
エ門
門尉
尉兼
兼光
光︑
︑森
森内
内記記
長長
錘継公より美作国鶴山藤原兼光

である︑ということになる︒その最たるものの一つは︑

行政地名﹁津山﹂

県が行われ︑津山藩の名称は津山

四年︵一八七一︶七月︑廃藩置

二︑﹁津山﹂地名の確立

の小手巻﹂︶と９も呼ばれている︒

お澄堂合

明治四年︵一八七一︶拡張された藩校が﹁鶴山書院﹂︵﹁老

おい

と銘打申候︒﹂とある︒

又︑貞享四年︵一六八七︶︶江村春軒は︑﹁客割遊於二作

彼は︑又︑﹁鶴山の客舎﹂と
之鶴山一・﹂と記している︒鈴
も記している︒︵﹁作陽誌﹂︶

前述した貞享五年︵一六八八︶の﹁鶴﹂字使用制限は︑

このような背景があったのであろう︒矢吹正則は︑﹁公
ごう

用文書等の外佳字として代用するに竜も支障なき事︒﹂

とし︑貞享五年の触れを逆解釈して︑﹁鶴﹂字使用を理

県と変わった︒次いで同年二月︑津山・鶴田・古河・

生野︵現津山市域︶などの各県は統合され︑美作全域が

由付けている︒︵﹃津山称呼の起因﹂︶

松平時代になると︑﹁鶴﹂字使用は更に多くなってく

北条県となった︒北条県という県名は︑宮川以西の城下

へいどん

一八一六︶に

なぜ︑岡山県などのように津山県と名付けられなかつ

のである︒

町の中心部が属する西北条郡の郡名から名付けられたも

る︒そればかりではなく︑﹁津﹂字をも併呑する傾向も
出てくるのである︒
さ鋲

例えば︑嵯峨山上の碑文︵文化一一二年

は﹁鶴城﹂︑児島高徳像の記文には﹁鶴山藩士﹂︵文化
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れでは︑町全体を表現する場合はどうか︒岡山県布達で

ところが︑﹁津山﹂が冠詞的に使用されて︑西北条郡

たのか︑それは︑維新時︑それらしい功績がなかったか

以後︑封建制の消失とともに︑﹁津山﹂の地名も消失

津山田町などのように書かれている例はかなりある︒こ

は﹁津山市街﹂と記している︒

した︒正確に表現すると︑慶長九年︵一六○四︶︑美作

のことは︑前述した﹁津山富川村﹂と刻まれている妙法

らである︑と言われている︒

に封建制がしかれた時に生まれた﹁津山﹂の地名は︑公

寺の鰐口の銘文を思い出させるのである︒

﹁津山藩﹂とか︑﹁津山県﹂とかが消失した明治の初

的にはその姿を消した︒前述のように︑江戸時代でさえ
﹁津山﹂という地名は定着を承ないままに︑﹁鶴山﹂に

山﹂は総称的に使用され︑﹁津山町﹂という町名はもと

﹁津山町数三拾一二町有し之︑﹂と記されているように︑﹁津

元藤一○年︵一六九七︶の﹁津山町方儀説明書﹂にも︑

名が︑行政的地名の一部として認知されるのである︒す

し︒﹂との岡山県布達が出た︒ここに初めて﹁津山﹂の地

東南条郡の各町名の上にその総称である津山を冠すべ

的な現象である︒一七年︵一八八四︶六月︑﹁西北条郡︑

期︑その名残がここに宿るとでも言えようか︒正に過渡

もと存在していなかったのである︒あるのは田町とか︑

なわち︑﹁東南条郡津山中之町﹂というように正式に書

すり替えられる状況であった︒

東新町とかの町名であった︒これらの町が農村部の村に

かれることになった︒﹁津山﹂そのものが一つの行政単

位を示すものではないが︑結果的に言えば︑二二年︵一

これ

相当するものであった︒
北条県が置かれると︑新しく区制︵後述︶が施行され︑

八八九︶の町村制施行︵津山町成立︶への第一歩であっ

た組織体として認められるのは︑一三年︵一八八九︶六

東部七箇町は第九区に︑西部三六箇町は第二︑三区に所

このように区制がしかれたが︑一般には︑東南条郡東

月一日の町村制施行を待たねばならなかった︒これが津

た︒﹁津山﹂が多かれ少なかれ︑一つの自治能力を持っ

新町︑西北条郡安岡町などのように記された︒このよう

山町成立の最初である︒

属することになる︒

に︑﹁津山﹂は行政単位の呼称ではなくなっている︒そ
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伝えるものは見当たらないが︑五箇町に住む士族らの意

藩校のことについては既に触れたところであるが︑五

さて︑これに先立ち︑町制施行につ

年︵一八七二︶の学制頒布以後︑士族の子弟だけの小学

識をかいま見ることができる︒

問に対する答申書がある︵﹁岡山県政史﹄︶・これは︑津

いて郡長から諮問があって︑この諮

山田町・同椿高下・同北町・同城代町・同山下の代表者

として鶴山小学が創立されたのも︑同じ意識の現れと承

鶴山その後

が︑二一年︵一八八八︶二月一四日付で郡長あてに提

ることができよう︒

この地名は︑中世に最初に名付けられた一丘陵にいつと

鶴山町を最後に一応の幕を閉じることになる︒そして︑

松平時代に士族中心に再現してきた﹁鶴山﹂は︑この

出していたものである︒
その要旨には︑

町・椿高下・山下・北町・城代町の五箇町は所業も異

はなしに帰っていった︒

西北条郡三六箇町は同一市街のようではあるが︑田

なり︑古来の沿革・習慣も異にしている︒

五箇町を一町にすると︑四一八戸︑二○一四人︑四

五町余反歩となるので︑この五箇町を津山鶴山町と
し︑他の三一箇町を津山町とすると仲たがいすること
もなくなるであろう︒自然と︑物事も円滑に運ぶよう
になる︒しかし︑津山のような旧城下を分断するのは
国の公益にもならず︑全国同一の処分の方針もあるこ
とであるから︑津山市街全体を一区域とするのがよる
しかろう︒

と述べている︒

いうところの﹁津山鶴山町﹂については︑これ以外に
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一︑行政区画の統廃合

県の統廃合︾帳唖洲祁話銅唾榊韮錘暗躍舜皿燭

除いて諸事を一新するためである︒この上は︑私ども一

同を免じていただき︑新しい官吏を任命されたい︒﹂と

進言している︵﹁苫田郡誌﹂資料︶︒行政区域に対する新

しい意見は美作地域内にもいろいろとあったのである︒

狭い範囲が多数の県に分割されていることは︑財政的に

鶴田︶から太政官あての文書︵一二県の参事連名︶に︑﹁今

明治四年︵一八七一︶八月︑美作内三県︵津山・真島・

九年︵一八七六︶四月には︑北条県は岡山県に合併され

おりに統合されて︑美作全域は北条県となった︒更に︑

でもあった︒四年︵一八七一︶一一月には︑この進言のと

も事務的にも不利であった︒統廃合は政府の望むところ

般︑藩を廃し県が置かれた趣意の効果があるように致し

るのである︒統廃合は県ばかりではなく︑郡と町村にも

行政区を模索する統廃合への出発であった︒

たいと思い︑次のように考えた︒美作は石高も少なく︑

実施され︑中でも町村のそれは政治改変の一つの柱でも

だじようかん

それに多数の県が設置されているので︑誠に繁雑であ

区画の変遷を示したものである︒

﹁表一﹂は︑津山市域内町村の行政

あった︒

町村の統廃合

る︒ついては︑美作全国を合併して一県とされたい︒そ
して︑県庁の所在地としては津山が最適である︒﹂との旨

を述べ︑更に︑﹁美作全国を一県にする趣旨は︑旧弊を

1
３

行政区画の統廃合

第一番会所

︵．印の村は五年八
轄

月合併成立した村︶

西北条郡

北松原椿高下︵一︑二︑八︑

鋤下材極緬癖諦九の各区の範

町京町河原町囲︶
堺町小性町船会所位置は︑
頭町吹屋町桶小性町︑京町︑

一息

と改称に合併

一番一番会議所
会議所
︵同上の範囲︶

５

６

郡役所
津山山下

結城秀作

郡長

四区の範囲︶

︵一や一一︑一一一︑

第二○区務所 西北条郡
︵津山山下︶

．全部で六戸
長役場に分け
る

会議所位置は 第 三 戸 長 役 場
二階町
︵津山山下︶

︵一︑二区の

西北条郡︵九部に分
ける︶

第一部棒認雨地岬

城代町︶

第二部諏癖細幅岬峠

に階緬原噸寵

第三部︵・戸川町元

奉加目二緬稲

町美濃職人

町桶屋町

崎峨唾鋤岬蒜

町南新座

第四部緬露哨町細垂

碑吟邦鋤唖峠

津山町

９

を合併

東北条の四郡

条︑東南

西北条︑

苫田

同三一一一年四月
同二二年
一日︑郡制実
六 月 一 日 ︑ 施︑同時に郡
町村制実 の合併︑町の
合併土地の編
入あり

施

９
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表一行政区画変遷表
１
４

同一○年一一
明治五年︵一︿壱一一︶一一一
同一一年九月 同 一 六 年 二 月 ︑ 郡
月
︑
区
務
所
に
同六年八月︑ 同 九 年 五 同 九 年 六 月 ︑ 分 け 美 作 は 第 郡 区 町 村 編 制
月︑北条県管内を
内町村を部に分け
一 八 二 三 区 法実施
一九会所に分 認誉誇耐一一一一会議所 務 所 と な る
三九区に分轄
︵郡︑町村の 戸 長 役 場 区 域 と す
︵︶の中の地 区域・名称は
︵．印戸長役場位侭︶
名 は 役 所 の 位 旧のまま︶
綴

７

崎茅諏渡嘩洞

三

２

屋町新職人町二階町と変わ

範囲︶

第二戸長役場
︵津山山下︶

︵九区の七ケ
町の範囲︶

︵上之町︶

第三戸長役場
︵九区の四ケ
村の範囲︶

第四戸長役場
︵上之町︶

︵八区の範囲︶

条爵郡

町

新魚町二階町る
元魚町戸川町
二丁目三丁目
下紺屋町美挫職
人町鍛冶町
西北条郡

田町椿高下城
区代町南新座坪
井町宮脇町上

西寺町茅町安

２紺屋町細工町
第福渡町西今町

津
山

第 １ 区

第七部評聖嘩謝村西ｌ田邑村

下⁝Ｉ

第六鍵頚蕊︲一富村

第五部蛎舗職ｌ西苫田村

胃；：：＃

︵小中原村︶

鞍聾沼村太製西野蕊村田禦上新勝田堅藷

第五戸長役場

同 第 第 第 第 第 東

西北条郡

一 五 四 三 二 一 , ‑ , 南

織藤灘職帆脚詮釧繍計鮮川奉濡

︵三六区の範亜垂鋒鋤一七︑西西条郡

︵竹田村︶

第二戸長役場

る

長役場に分け

︒全部で四戸

現鏡野町

︵竹田村︶

第一九区務所西北条郡

に長囲八南
同、､‑′、条
じ郡九郡
役 区
所 の

岡町新茅町鉄
砲町

勝間田町

の範開

毛里範'−，
区'‑,ハ囲五
囲︶

霧灘鵜騨

業党尚燃徴

林田町

山ｘの一△云譜記

会議所位濡

逓天‑頁
蔀

東新町
野介代村

■■

怪の範一会議託

会所位置は院

蕊一繁
一一一若

林田村

西田辺村・上田邑
村・下田邑村

珂画剰訓ｌｌｌ
第36区

弟一八番△

霧獅

｜癖・索

一部津山町
へ︑一部佐
良山村へ

１
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津山町成立
第二章

行政区画の統廃合

東北条郡

・吉見村を含む

東北条郡
上高倉村・大篠村

●下高倉村草加部

︵五︑六︑七

第三番会所
区の範囲︶

会所位霞は上
高倉村︑大篠
村︑綾部村と
変わる

︵五︑六︑七

第二○区務所 東北条郡

東誰確認に分ける︶

村︶

年高倉村︶

第三部勝駕村大

︵一三部に分ける︶

勝北郡

高田村

ｌ滝尾村

茂村へ︶

二郡を合併

勝北︑勝南の

勝田郡

︵楢村は勝加

第四部令河面村楢 ｌ広野村

村近長村
福井村田熊
村︶

第一三部令堀坂村
原村︶

妙原村津川

勝南郡

含む︶

井村

︵同二六・
︑一合併成

分寺村ｌ河辺村
日上村

緬吉銅

ｌ大崎村

ケ原村ｌ高取村

︵一三部に分ける︶

部︵︒

部︵
尾村
力村
中
村︶
部︵︒

辺村

瓜生原村︶

1
６

四番会議所

安達清風
郡役所

見村草加部

区の範囲︶

蜂一雷︾録癌

勝加茂西上村

高倉村

第一部今綾部村吉 神庭村

区の範囲︶

る

長役場に分け の範囲︶

︒全部で七戸

勝田町

部村︶

第二一区務所勝北郡

郡役所

会議所位置は
綾部村

五番会議所

綾部村

郡長
河合源五郎 第二部︵・訂銅唾癖村

会議所 ︵五︑六︑七 管内へ

四番

滝本村

会識所位置は 第二戸長役場 郡長

の範囲︶

一二︑一三区

会蟻所 ︵一○︑一一

会譲所

五番

現奈義町

︵滝本村︶

畦一一区の範
二二区務所勝南郡
︵一九︑二○

森下景明

の範囲︶

現美作町
全部で六戸 二一︑二二区
役場に分け

︵倉敷村︶

、

野村・下横野村
第四番会所
︵一○区の範
囲︶

会所位磁は下

野田村
第五番会所
区の範囲︶

会所位置は滝

本村
ハ番会議所

○

番

第一○番会所 一○番

︵一九︑二○

一

三

会議所

︶範囲︶

一一︑二三区

一

村・綾部村・上横

勝北
河面村近長村
楢村福井村
・田熊村を含む

勝北郡
堀坂村妙原村
津川原村を含む

勝南郡

ｏ河辺村国分寺村 区の範囲︶

︵勝間田村︶

現勝央町

立六

〆酉、

郡長
云議所位置は 不五戸長役場
匝間田村

一

区

一

三

１ １ １

、−〃

二
一

、

勝間田村

国原金を池

一

二

一

郡役所

河三田村福二堂一

一

真
現加

畦一一一区の範

第 第 第

、
、

／画、

第

第る長。

一

○

日上村瓜生原村
会所位置は勝
西吉田村新田村
間田村
福力村・金井村

士１１叩Ｔ肝

一

郡

︒池ケ原村︑堂尾村

を含む

垂 堂 堂 曲

〃画、
〃面、

第６区

鎌 ７区
第１０区

第１１区

第２１区

第二章 津山町成立

第一一番会所

囲︶

弓削村
錘小一一目匡厘︑灰胆

−﹄﹂恥肥

帝ハ邸ハ︻

睡村今

型区の随一簾三部︵・借

出試夫一第四認

柔騨珂

一一一

ヂ太容

なる地域の名称になり︑町村の行政もほとんど区の

隆の価

われわれは︑この百年間にこのような統廃合を二回受

村には副戸長が置かれて︑行政単位としての町村の

性格は極めて薄くなっていた︒

②ところが︑一一年︵一八七八︶九月︑郡区町村編制

法の実施で区が廃止されて郡が行政区域に登場し︑

四年︵一八七一︶六月︵廃藩置県の前︶︑町村を

いる︒言い換えると︑従来の町村が行政上に浮かび

の戸長には︑江戸時代からの町村の指導層がなって

郡長の下部機関として町村に戸長が設けられた︒こ

区に分けたことはあるが︑これは︑戸籍編制事務を

であろう︒

なかったのである︒過渡期における試行錯誤の一つ

上がったことになるのである︒区制ではうまくいか
区に分けられている︒︶

行うためのものであった︒︵この時︑津山市街は六

た︒

⑩五年︵一八七二︶三月︑まず区制を新たに実施し

しよう︒

さて︑﹁表こによって︑統廃合の跡を尋ねることに

二次大戦後のそれである︒

行政で行われた︒例えば︑区には戸長が置かれ︑町

四

久米南条郡

中島村軽田村
・古城村皿村福 二五区の範

田村高尾村一

，

会所位置は下

三

けたことになる︒第一回めはこれであり︑第二回めは第

村を含む

方村北村井口
村大谷村横山
村八出村小桁
村高尾村荒神
山村種村押淵

〆室、

この区制によって︑西北条︑東南条などの郡は単

1
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第 ２ ３ 区

行政区画の統廃合・新たな津山

③次いで︑一六年︵一八八三︶二月になると︑郡内
の町村を幾つかずつの集団に分けて部と称する制度

くでは︑苫田郡の阿波村や上斎原村も二宮村と同様︑大
字名がない例である︒

明治の町村は以上のような推移をたどった︒住民の習

慣や精神面で︑町村よりも大字に強い結び付きがある場

を採用した︒

各部の役所は戸長役場と呼ばれた︒これは一○年

合があるのは︑このような推移があるからである︒

町村合併の議論

二一年︵一八八八︶一○月二六日︑

二︑新たな津山

︵一八七七︶の区務所制度と同じ名称ではあるが︑

今までの改造を集大成して︑町村制施行にいよいよ
近付いた感がする︒

この部と称する連合体の区域が︑二二年︵一八八
九︶に︑ほとんどそのまま新しい町村に移行するこ

岡山県は︑﹁新制施行に付︑町と

そのやや

すぱわち

とになる︒逆に言うと︑二二年に実施される町村制

為すべきものは︑所謂市に亜ぐべき程の状況ある︑則津

いわゆろつ

の村は︑一六年には実質的にできており︑残ってい

山︑高梁の一一箇所に止め︑其他梢市街の体裁を為すもの

虻

るのは︑それに付ける村名であり︑津山市街の町を

あるも︑此際あらためて町名を付せざるものとす︒﹂と︑

れたものの︑区域と町名については︑なお︑幾多の検討

このように︑津山市街を新しい町にする方針は決定さ

政史﹄︶

町についての県の方針を各郡長に達している︒︵﹃岡山県

この

一つにまとめるか二分するかであった︒

明治の前半︑約二○年間の行政区域の変更は︑旧町村
︵今の大字︶を単位とした統合と分解︑そして︑それに
名付けた呼称の変更であった︑と言える︒
二二年の町村制施行後は︑旧町村名は新町村の大字名

一つは︑宮川を境にした西部三六町と東部七町は︑歴

すべき問題が残っていた︒

がそうではなかった︒この村には︑この時期の統廃合が

史的には津山市街という一つの町である︒そして︑三○

として残ることになったが︑津山市域では︑二宮村だけ

なかったので︑大字名が付けられなかったのである︒近

雌

第 二 軍 津山町成立

○年の間︑津山という名称で総称されていた︑というこ
とである︒この点から言うと︑東と西の両市街は一つの

当時の﹃山陽新報﹄︵二一・一一・二付︶は︑津山の

状況をこのように報道している︒

何となく其説高まり︑甲所に親睦会あれば乙所にも談

市制・町村制の発布以来自治制度の時機至れりとて

二つは︑この考えとは反対に︑東西に分離したほうが

話会︑また︑丙所には諮問会と言ふ如く頻繁に赴きた

町に包含されなければならない︒

よい︑という考えである︒その理由は︑岡山市街ほどの

るが︑必寛するに自治制度の蓋あけに就いてのことに

ごとひんぱん

人口もなく︑東部は東南条郡︑西部は西北条郡と分か

て︑昨今は此会が一種の流行を追ふに至りしが︑︵中

ウ上田邑・下田邑・西一宮の三村を合併して田邑村

イ宮川以東の七箇町を津山林田町とする︒

ア．宮川以西を津山町とする︒

この会に提出された議題で大きいものは︑

郡役所で︑町村制諮問会が開かれた︒

二一年︵一八八八︶一一月九日には︑西北条︑東南条

町の様子が手にとるように分かる︒

培養が大切なり︒諸君は如何など喋々弁じ居たり︒

いかがちようちょう

略︶洗湯場にても︑︵中略︶今日の急務は政事の志想

ひつむようふた

れ︑市街地域が広がり過ぎるということであった︒

この外にも︑住民意識の上からぶて︑両地域が一つに

なるためにはしばらく時間を掛けなければならなかっ
た︒というのは︑両地域は︑氏神︵徳守社と大隅社︶で
も︑成立の経過でも︑色合いの違うものがあったのであ
る︒

以上のような事を背景として︑どのような経過をたど
っていったであろうか︒

当時の津山住民が︑町制に対して強い関心を示したこ

とは言うまでもない︒特に町の範囲に関心が寄せられ

回あった︒その一は︑一三︑四年の自由民権の時代であ

村が西一宮村との合併を強く拒否したことと︑津山林田

という三案であった︒この中で論議を呼んだのは︑田邑

とする︒

り︑その二は︑二二年前後の町村制施行から国会議員選

町の名称が適当かどうかということとであった︒強い反

た︒明治時代に︑政治的関心を高あた時が︑津山には二

挙にかけてである︒
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新たな津山

した︒津山林田町の案が出たのは︑東部七箇町は︑昔の

山町の東に接続しているという理由で︑津山東町に決定

をつくり︑津山林田町は林田村という村名もあるし︑津

対意見が出て︑西一宮村は東西田辺村と合併して一宮村

によるも︑右五ヶ町は︑その習慣を同うして他町と大

べきも商売と言ふくからず︒これに加へ︑古来の沿革

ずや︒また︑平素経営する所の所業︑むしろ農と言ふ

地小田中の村落と接続し︑家屋櫛比するの市街にあら

て︑南方一面市街に連なると錐も︑西北両面はまた山

しっぴ

林田村地域に成立した町であり︑各町ともこれまで︑林

たとい

いにその趣を異にせり︒
こ

田上之町とか林田中之町のように︑林田を付けて呼ばれ

五者を合して別に一町を造成するときは︑戸数四一八

是れ故に︑縦令従来の小分にして︑独立の力なきも︑

二一年二月九日の諮問会の原案に

戸︑人口二○一四人︑反別四五町余反歩あり︑右等の

る習慣があったからであろう︒

は載っていないけれども︑武家町に

理由に依り︑西北条郡津山市街を一一ヶ町に造成し︑一一一

闇山町のこと

は次のような動きがあったのである︒それは︑第一章で

一ケ町を津山町とし︑五ヶ町を津山鶴山町とし︑

以上︑答申書を引用したのであるが︑表面には出なか

である︑と述べている︒

するのが当然

公益にあらず︒︵中略︶津山市街全体を以て一区域と

もつ

津山の如き旧城下を分割し数町を造成するは︑国の

と述べ︑そして︑最後に結論として︑

よ

述べている津山鶴山町の問題である︒第一章では地名の
問題として承たが︑ここでは町制の区域の面から承るこ
とにしたい︒

町制実施に当たって︑郡長は︑士族の代表者らにいろ
いろと諮問をしている︒これに対して︑田町・椿高下・

北町・城代町・山下の武家町五箇町の代表者からの答申
書がある︒その答申書は︑

ったけれども︑微妙に動く武家町の様子には興味多いも

いえど

西北条郡津山一二六ケ町は同一市街の如しと錐も︑田

のがある︒この考え方は︑後述する学校に端的に出てく

おのずか

町・椿高下・山下・北町・城代町の五ヶ町は自ら一団

るのであるが︑いかに文明開化の時代といっても︑二○

いちい

体を為し︑その地況は東南条郡村落と一葦帯水を隔
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年少々の経過では︑考え方の改造までには至らなかった
ようである︒

二○○円災害予防及警備費

二五円会議費

この予算書から見ると︑この連合会は︑少なくとも一

会を組織していたのである︒この連合会は︑﹁西北条郡

実は︑津山市街の各町は︑この当時︑既に︑一つの連合

町が個々に行うよりも︑連合体で取り組むほうがより適

れに道路修繕などであった︒いずれも事業の性格上︑各

その事業は︑学校の経営維持︑洪水時の防災・警備︑そ

津山市街一町脱諦誕諏鐘率歴で鐸鍋壁擁で醒弛症両

東南条郡津山市街連合会﹂と言われるもので︑ある共通

切な内容のものばかりである︒西北条︑東南条両郡は郡

こうずい

九年︵一八八六︶にはできていたことになる︒そして︑

する問題については共同してやろう︑という市街行政の

役場も一つで︑この点好都合であった︒

連合会の︑﹁明治二一年度西北条郡第一番学区教育補

いる︒その文書は︑二一年︵一八八八︶八月ごろのもの

あろう︒この一町説について︑次のような文書が残って

このような実状から承ると︑一町説が出るのも当然で

助費並津山市街土木費警備費及会議費収支予算決議書﹂

で︑﹁町制実施意見書草案﹂と名付けられている︒その

に少し触れることにする︒

によると︑東部七箇町と西部三六箇町から負担金を集め

大要を次に述べることにする︒

二一年四月一七日︑法律第一号をもって市制・町村

て︑次のように処理している︒

収入一四一○円二九銭一一一厘︵四三箇町の負担金︶

制が公布せられた︒この施行の日は︑二二年四月一日

この制度は︑自治及び分権の原則を実施しようとす

いかないのである︒

る︒われわれは︑ゆうゆうとして時を過ごすわけには

となっていて︑今からわずかに七箇月を残すだけであ

四円七○銭七厘前前年度からの繰越金

支出一○四○円教育補助費
雨鯨峠錨校匙
もようりょう

一五○円土木費︵道路︑橋梁修
繕費︶
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一本化が図られていたのである︒それでは︑この連合会
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るもので︑われわれはこれに参与し︑国の基礎を堅固
にし︑もって幸福を図るべき時ではあるまいか︒そう
だとすれば︑進んで実施方法の良否を討議するのはわ
れわれの義務である︒

ところで︑我が津山は︑市制を施行するには人口が

町制施行について︑岡山県が政府に提出した趣意書は

次のようなものであった︒︵﹃岡山県政史﹄︶

美作国東南条郡︑西北条郡は連接合膚の地続きにし
す

て︑いずれも他郡に比すれば最も狭少なり︒特に︑一

庁を据ゑ候ては費用の関係もふし少減じて津山市街そ

戸口調密︑舟車幅棲︑岡山につぐ一市街にして︑僅

ちゆうみつふくそうわず

の中に在り︒

の郷土を考えて承ると︑市街の長さは数十町に連なっ

かに一帯の渓流を隔て両郡に跨り︑その景況猶岡山市

少なく︑したがって︑町制が施行される所である︒津山

て東西が二郡に分離しているが︑地勢とか人情は別に

街の御野・上道におけるが如し︒

今これを分割する事︑ふたつながらその宜しきを失

よる

けいりゆう震たがなお

差があるわけではない︒更に︑町村制第二条に示され
ているように︑町村は権利を有し︑義務を負担し︑区

し︑編制偏椅の弊免れ難く︑因て前顕一一郡に一郡庁を

へんい

域の大小によってその負担に軽重が生ずるのである︒

置き︑津山市街に郡庁設け候へば︑地理人事両全の便
利得候儀と見込候事︒

以上のような理由で︑われわれ起草者は︑津山市街
を一町としようとするのである︒諸君よ︑よろしくこ

更に︑津山町︵三六箇町合併︶設置の理由として︵同

ち︑西北条郡に属する三六ヶ町を合併して将来の自治

り︑その区域もやや大なるをもって之を一一分して︑則

これ

然れども︑一市街︑一一郡︵西北条郡・東南条郡︶に跨

しか

雛も︑本制に照し一個の自治体と為さざるべからず︒

津山は一団の市街にして︑現に四三ヶ町各別立すと

書︶︑

の問題を討議し︑津山一万五千二百九十人の同胞兄弟
の幸福のために努力しようではないか︒

この意見書原案には︑一町になった時の吏員の報酬︑
費用の概算を算定したものも付けている︒

どう展開されたかはつまびらかでは

二つの津山以上述べた事柄がどう取り扱われ︑
ない︒

剛
ら

体と為す︒

と述べ︑津山東町︵七箇町︶設置については︑

共に津山市街に在りて︑鯉て一団の自治体と為すべ
きものなれば︑西北条郡に分立せしむるの外︑本郡に
属せるこの七ヶ町を合併して将来自治の一町とす︒
と述べている︒

現と言うことができる︒

上述の両町合併と境界変更のことについて︑岡山県知

事は︑津山町会に同年三月六日付で︑次のような諮問書
を送付している︒

公益上の必要あるを認め︑東南条郡津山東町を廃

し︑同町の全区域及び久米南条郡福岡村大字八出の内

街は︑一応︑このような政治決着をぶた・が︑同時に︑

北の飛地を限り︑別紙図面の通り西北条郡津山町に編

吉井川以北の飛地︑同郡佐良山村字大谷の内吉井川以

吉井川以北の飛地字一の出口以西︑並に大字横山の内

次の統廃合が早い時期に行われなければならないことを

入し︑その境界を変更せんとす︒

二つの郡と二つの町︑この両方に広がっている津山市

暗示していた︒

依て︑町村制第四条第一項及び第二項に依り︑その

すべし︒

会の意見諮問候条︑来る三月十五日までに答申害差出

二次津山町が出現した︒これは︑かつて城下町であった

この外に︑同郡内西苫田村小田中宇土手下の区域︵南

津山の統合整理三三年︵一九○○︶四月一日︑この
日津山町と津山東町が合併して︑第

地域がｌ名前だけは津山と言われていた地域が初めて政

下町の範囲は同じではなく︑吉井川を中心にして南北に

る︒しかし︑正確に言うと︑新しい津山町とかつての城

べきである︑という意見があった︒この大溝は︑津山築

伏見町の大溝以南に編入地を含め︑別に新大字をつくる

これらの諮問については異議はなかったが︑材木町︑

新座南の吉井川畔︶の編入も諮問された︒

出入のあった町村の境界が︑同時に整理されているので

城以前の横山村と山北村の境界と見なされていたもの

治的能力をもち︑公共団体として認められたことにな

ある︒いずれにしても︑津山と称していた市街に︑津山

で︑興味ある一致である︒

おおみぞ

町という町名が正式に認知されたのであるから︑津山再
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東新町に編入

西新町に〃
勝間田町に〃

林田町に〃

橋本町に〃
材木町に〃
伏見町に〃
吹屋町に〃
南新座に〃
鉄砲町に〃

村︑西苫田村へ編入され︑西苫田村の吉井川以南の飛地

ⅢＨＪ

灘叫﹃福面

四〃

たいせ合

別の見方をすれば︑新しい堆積地は四囲の村々ｌ林田．

けるこの附近一帯の開拓の進行の概略を教えてくれる︒

である︒これらの飛地は︑江戸時代に新しく堆積してで

図４は︑吉井川を中心にした飛地の概略を示したもの

するように整理された︒

は佐良山村へ編入された︒これで︑寛文のころまでに吉

図４吉井川沿岸の飛地

きたものもあろうが︑この分布は︑城下町成立以前にお

一

2
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上述の編入地所は︑﹁表二﹂のように処理されている︒

蔚馳翰趣

表二津山町への土地糧入表
福岡村大字八出の飛地で
東新町に接院部分

一︑六︑四︑二
七︑八︑二四

︑一一一

一一︑︑一

六︑五︑一一

一

右西同
新町に〃
右勝同
間田町に〃
右同
、

一︑五︑○︑九

二
二

林田町に〃

福岡村大字横山の飛地で
橋本町に接続部分

右材同
木町に〃

伏見町に〃
佐良山村大字大谷の飛地
西苫田村大字小田中の
南新座に接続部分

○
、

、

又︑津山町への編入と時を同じくして︑福岡村︑佐良

右鉄同
砲町に〃

二

二

井川の堆積地に線引きされた町村界は︑吉井川を境界と

何

、
、
、

同

九
九

右

山村の吉井川以北の飛地は︑それぞれの接続した林田

新たな津山
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る好個の場所であった︒又︑同時に︑戸川宿や城下町が

山北・小田中・一方・大谷・横山・八出が村域を拡張す

代的︵河川境界︶に整理されたことになる︒

の勢力の交わりによってできた複雑な境界が︑ここで近

ここで︑町役場に触れておきたい︒町役場が京町

︵元趣嵯副鐸権学校跡︶に移転して来たのが三四年︵一九○

一︶である︒移転の理由は︑一一一一一一年の合併で新しい町の

中央部へ︑ということであった︒以前の町役場の位置は

不明確であるが︑以後︑昭和九年に現市庁ができるまで
変わっていない︒

そうすると︑町の区域も︑役場の位置も︑これで昭和

四年の市制施行を迎えることになる︒

2
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成立するのにも最適の場所であった︒これらの新旧集落

図５津山町役場一京町成器小学校跡一

（江見写真館撮影）
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条県と津山

一︑津山城始末

よしとも

廃城事情時世が変わるといえばこういうもの

であろうか︒

明治一一年︵一八六九︶六月︑版籍奉還︒藩主松平慶倫

この章では︑この時期にだけ関係をもっているか︑一

倫はその傍らの新邸に移る︒そして︑城郭は兵部省の所

今の津山文化センターの所に津山藩庁が新築され松平慶

は津山藩知事に任命される︒三年︵一八七○︶三月には︑

区切りとして述べたのがよいと思われる事項を取り上げ

管となる︒

九代一七二年居城し︑明治三年に至り廃城となりし

﹃津山城廃殴始末﹄はいう︒

はい合

た︒しかし︑明治全体の中で述べるほうが理解しやすい

の森時代を連想させるものがある︒

区域の統一性と︑その治綴の内容面から承ると︑藩政時

戸から明治への過渡期と承ることができる︒反面︑行政

ものはここに始まる︒この点から承ると︑この時代は江

のはこの時代に姿を消し︑あるものは花を咲かせ︑ある

ほど新旧交替が著しかった時代はないであろう︒あるも

北条県時代は四年五箇月の短期間ではあったが︑これ

北

もの︑例えば︑行政区画︑教育行政︑産業経済などは︑
別章で述べることにしている︒

ものなり︒
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第三章

末一一一年︵一八七○︶︑城郭のもつ本来の意味に変化が起

蝿こったことになる︒そこで︑前書は廃城と記したもので

熱ある︒
だじようかん

六年︵一八七一二︶一月一四日付で︑太政官から陸軍省
これまでその

地所払下御届﹂を出している︵﹃北条県史﹄︶︒この届

けは次のとおりであった︒

当県管下津山真島城郭内貫族邸宅︵士族の屋敷のこ
﹃ ︑つ
守 の りたく
な
らびつかま

と︶井に官舎地所建物共御規則之通り処分仕度︑

もつといまこれ

みぎりやぐ⁝ん

尤も城郭存廃未だ御達し無し之候得共︑昨夏の陸軍省

ところ

に︑﹁全国城郭及び軍事に関渉する地所建物是迄其省管

官員巡回之瑚櫓門石壇総て払下相成候条︑入札可二

所払下等御規則照準取計申候︒此殿御届申上候︒

この

就ては︑廃城御決定必然の儀と奉レ存候間︑郭内地

とりまとめ

轄の処︑今度別冊第一号の通り陸軍必用の分改めて管轄

差出一﹄臼指図に付︑去秋取纏同省へ及二送達一候間御省

られ

被二仰付一︑其余第一一号の通り旧来の城郭陣屋等被し廃候︒

へ御引送相成候儀と奉レ存候︒

すべべき

附属の建物木石に至る迄総て大蔵省へ可二引渡一事︒﹂
と︑達しが出ている︒
とんえい

ここにいう別冊第一号とは︑屯営︑練兵など軍事に必

同じく第二号とは︑﹁諸国廃城調書﹂のことで︑この中

る︒しかも︑それは︑津山に出張して来た陸軍省官員の

郭払い下げの入札をして陸軍省に送達しているのであ

そうすると︑北条県は廃城通知が出る半年も前に︑城

に︑津山の城郭︑真島︵勝山︶の城郭・練兵場・演武場

指図によったというのである︒当時︑明治の新政府に気

用なものを書きあげた﹁諸国存城調書﹂のことである︒

が挙げられている︒︵﹃法令全書﹄︶

を遣い︑自ら城を壊した藩主もあるし︑既に︑二年︵一

八六九︶の廃藩置県直後︑城の取り壊しをしていた県も

同年二月二三日︑﹁廃城の命あり﹂︵﹃北条県史稿
本﹄︶︑﹁津山城廃城に属し﹂︵﹃美作名勝旧蹟記事﹄︶︑

あったのである︒

ろうじよう

当時の事情を伝聞するに︑一度事あるときは寵城す

っている︒

大岡熊治郎︵後述︶は︑﹃津山城廃殴始末﹄でこう言

とあるように︑形式的にも廃城と決定し︑所管は陸軍省
ふちぺたかてる

から大蔵省に移ることになる︒
ところが︑北条県参事淵部高照は︑これから数日後一一
たいふかおる

八日付で︑大蔵大輔井上馨あてに︑﹁旧津山真島城郭内

Ｂ
Ｉ
Ｏ

美作地方の郡長についても同じことが言える︒ほとんど

他の一つは︑郷土に城郭存置運動の声を聞かなかった

○もつ

る恐れあれば︑維新前後の戦状を追想して︑朝命を以

の郡長が美作地区以外の出身者であったので︑自由民権

︵福井県︶の人なりしかぱ︑朝命のままに取毅ちたｈソし

ことである︒城郭の壊されるのを見て涙を流し︑無念の

とりこわ

て全国各所の城構を取穀さしめたｈソしが︑北条県参事

運動とからんで論議を呼ぶのである︒

たつよしつるが

淵部高照は鹿児島県の人︑権参事小野立誠は敦賀県

が︑備前岡山城︑播州姫路城・明石城の如鐸菅は︑郷土

情もだし難く思う者は確かにいた︒しかし︑これが存置

とりこぽ

に縁ある人が参事たりしを以て︑寵城の恐れなき程度

運動として現れてこなかったのである︒

ご・と

に取殴ちて︑天主閣の如きはこれを残せしものなり︑

松江城︵島根県︶について言うと︑広島鎮台は︑その維

他県の存置運動の一︑二の例を挙げて承よう︒

岡山城は︑膨大な建物の維持に困り︑一五年︵一八八

持に経費が掛かり過ぎるため︑天主閣など八年︵一八七

と言へり︒

二︶までに︑天主閣などの建物を残してその他はほとん

時︑藩士たちは運命とあきらめたが︑豪農勝部某が中心

五︶︑入札払いにし一八○円で売ることにした︒この

天主閣の存置︑取り壊しの真相はさておき︑いずれに

となって存置運動に乗り出した︒彼らは︑軍部をも動か

ど壊されたという︒︵﹃岡山市史﹄︶

しても津山城取り壊しの手配は︑まことに速かったと言

して城の破壊を中止させたのである︒これが今に残る松

県︶でさえ︑県庁や有志の間で︑城郭の存置運動が行わ

明治新政府と戦を交えた徳川親藩の会津若松城︵福島

江城の天主閣である︒︵﹁郷土資料島根護書第一篇﹂︶

ぺん

わざるをえない︒

以上述べたことから︑二つの主要な点を指摘すること
ができる︒

一つは︑美作出身者が北条県政の中枢にいなかった︑

城郭売却から二○数年経過した三二年︵一八九九︶︑

れているのである︒

占めていたのであるが︑津山藩士族ではどうにもならな

鶴山城跡保存について町会が審議した時︑当時︑何も打

ということである︒県庁職員中北条県士族は絶対多数を

いことであったのであろう︒二年︵一八七八︶以降の

3
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つ手はなかったのであろうか︑と︑町会議員をして嘆か

文書を送っている︒

より︑北条県は︑大蔵省あてに九月三日付で次のような

価取調差出旨本年五月十七日第八拾号御布達有し之候

御省所轄之旧城郭其の他建物木石共︑悉皆相当之代

しめている︒

却の布告は次の通りである︒︵﹃津

残った石垣廃城通知以前に︑北条県が出した売

り相当代価相分り兼に付︑有志の者共へ相達見込為二申

せ

に付︑種々取調候得共︑城郭之儀は︑平常家屋等と異

一︑城郭御払ひにつき櫓何程何番に何程と価を見込

出一候処冨旧津山城郭建物木石握牢調謹醜迂締壷譲坤窪偉

山城廃殴始末﹄︶

課︑とりわけ十人以上にて入札致し︑来る十日迄に

共悉皆代金千百減拾五円位︑旧真島城郭同断醍幸十匿

江り

この

右は真に当否は難二見留一候得共︑此他取調付兼候に

候︒

蕊藤代金四百七拾七円位に震ば可二引請旨申出

いださ

限り戸長会所に可二差出一侯事︒

いなり

ず

但し︑県庁学校税米御蔵相除き其の他大手京橋之
窪わ

しるしぎ

廻り御払ひの事︒

一︑揃木は宮川稲荷上相除き︑余は不し残見込之事︒

この文書は︑城郭その他建物木石などの売却値段は分か

付先づ此段申上候也︒

この布告は︑筆で書かれたもので︑会所に届けられて︑

りかねる︒そこで︑いろいろ見込承を立てて承ると次の

北条県

そこから更に国中に知らされた︒そして︑六月四日から

ようになる︑という売却値段の報告である︒

明治五年六月五日

一○日までの間︑一般人に城郭内の見物が許可された︒

この文書の中の五月二五日付調書とは︑北条県から大

蔵省に送付した﹁旧津山城郭内反別井に建坪立木取調﹂

どの城郭も︑売却する時は一般に公開されている︒民衆
にとっては︑それが最後の観覧であった︒しかし︑だれ

のことである︒この調書には︑﹁郭内総坪数︑天主︑櫓

門︑倉庫︑仮県庁︑京町門内中学校井に旧軍務局と唱ふ

一人として入札に応ずる者はなかったという︒

六年︵一八七三︶五月一七日︑﹁旧城郭其の他建物木

る建物︑その他総ての建物と︑立木五尺廻り以上六十五

しつかい

石共悉皆相当之代価取調可二差出一・﹂との大蔵省布達に

弓
陽

もみ

ひの６かし

本︑五尺廻り以下一二百四十六本の松・縦・杉・桧・樫・

雑木︑﹂と記されている︒これが九月三日付︑大蔵省あ
ての文中にある﹁津山城郭建物木石﹂であって︑入札の
売却対象となるものである︒

さて︑北条県が九月三日付で送付した文書に対する大
蔵省の指令には︑﹁書面旧津山・真島両城建物之儀は︑

入札払下取計絵図面井に三番札まで相添︑代金土木寮へ

いし麓合ま主

可二相納一︑尤地所・石垣・樹木等は従前之侭存置候条︑
不取締無し之様注意可し致事︒﹂としてあった︒すなわち︑

地所・石垣・樹木は売却しないで存置しておけ︑という

津山城郭建物患苓今欽入札斜承詐が隊墨迄

者ハ余十一月ぞ日ヨリ．十日吃四日茎間異介

曇野剥擬別銚継番睡別迄麗々同月寸土日限告鈎

鍵狩加印之︿礼可家蝿尋．．；榊埋

・６峰

城ィ
山該
津総

但審号限入札手筈咋畢１２９心唾陸

窄銅注咋也．︐．︑

・図岡

明毒ヘヰ覗爪二十塁日子が﹄く

北僻係参事小野義孤荊

各会所に配布された︒この入札の対象は︑建物だけに限

．．．診ｊ

地所については︑政府は家緑奉還士族︵癖銅睦↑飛錨謹

られたことは言うまでもない︒﹃弓斎勤仕録﹂︵矢吹正

のである︒

霊五御︶に払い下げて︑その生活維持の一助にしようと

則に関する記録をつづったもの︒︶には︑﹁津山城天主

かるく

していたものである︒又︑石垣と樹木については︑存置

其外櫓諸建物等入札払之張札出る︒﹂と記されている︒

三番一元津山政庁一軒

門二箇所

一一番一長櫓多門櫓二箇所鉄門一箇所外二

くる鋲わもん

一番一天主建物畳建具一切及門二箇所

当日布告された建物番号区別は次のとおりである︒

するだけの指令ではなく︑﹁不取締無し之様注意可し致︑﹂

と︑一層の注意を促しているのである︒

この大蔵省の指令は︑津山城廃棄に関する外部からの
最初の歯止めであった︒

建物の取り壇し一○月二五日には︑再度の入札の布
告があった︒この布告は木版刷りで
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な〃つぼね

砲櫓長屋共

二十一番一漆門

しらつち

備中櫓到来櫓長局
表座敷腰巻櫓七間廊下涼櫓

一一十二番一長柄門昇門白土櫓馬場門

股とん

さて︑この二回めの入札︵二月一五日︶は︑﹁慶長
そぴろうろもんぺいしようはく

ため

日付御指令に従ひ入札払達候処︑津山城郭の儀入札の員

3
４

四番
五番

外二門二箇所

二十三番一京橋門二階町門田町門作事門北

口門一超矢場門宮川門旭門

あさひもん

色付櫓小姓櫓裏中門
ひじ

肱櫓外二門一箇所

二十四番一旭門ノ内元長局朝日門ノ内小門一箇所

之

へい

紙櫓裏下門

一一十五番一塀但一ノ丸ヨリ総側迄不し残右敷石除し
あらめふみ

番所一箇所
ほしいい

干飯櫓道明寺櫓荒布櫓書櫓長屋
桜門一箇所

以上の物件の中に︑津山市文化財関連のものがある

十一番

長屋櫓大戸櫓粟積櫓鉄門一箇所

以降殆ど一二百年︑一国の藩鎮とし︑五層の天主は雲中に

士︿

十二番

月見櫓天切櫓走り屋二箇所

鋒え︑楼櫓門塀は松柏の間に散見し︑真に美作の壮観た

はなばすぐ雌

な

︵﹃津山城廃殴仕末﹄︶る状況であった︒

たつみ

が︑これは後述することにする︒

十三番

太鼓櫓瓦櫓包櫓門一箇所

るをもって︑︵中略︶破却を痛嘆する者多く︑為に入札者

あずみ

十四番

表銭門同所続長屋共

甚だ紗く﹂︵﹃美作名勝旧蹟記事﹄︶︑﹁種々協議の上入

玉櫓塩蔵門二箇所

北条県は︑一二月二二日大蔵省に︑﹁本年十一一月十一一

冠木門

数甚だ少なく︑毎番三番札迄差出候運びに至兼︑右は達

こしらえどころ

見付櫓表中門四シ足門走り櫓鏡

かぶきもん

ひなわ

火縄櫓塩硝持所長屋門塩硝埋蔵

かわら

十五番

辰巳櫓弓櫓切手門使者櫓長屋二一

札を為さしめず︑代金千四百一一十五円にて落札と定め﹂

くろがねもん

十六番

箇所

十 九 八 七 六
番 番 番 番 番
二 十 十 十
十 九 八 七
番 番 番 番
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とりさばき

を五層の棟に登し︑四方に投捨てしめしも︑量目重く

はい郡

方不行届に相見候得共︑畢寛僻倣の土地柄取捌方の目

大地に達せず︑一一一階一一階に落ち瓦を砕き︑敗瓦飛散の

ひつきょうへきすう

まれやむ

途無し之より自然望承の者稀に有し之儀にて︑不し得し止総

っきおとごうごう
あるい
物音︑或は屋上に積承しを撞落せる響は轟々として︑

なかんずく

入札の侭差出申侯︑就中︑第十一一一番の箇所は別に再一一一相

土煙は山を覆ひ惨状言ふくからず︒十三年の経営にし

て一国の壮観と呼びたる鶴山の風色ここに絶す︒含美

達侯得共大破にて入札一枚も無し之︑礎て取設置︑其他
は此地相当に被し存候間︑高札の者又は一枚外無し之分は

作名勝旧蹟記事﹄︶

建物の一つ一つについて指令のようには入札できなかっ

人もあり︑瓦は天主から木の葉のように舞い下りてい

と表現している︒この状況を田舎からわざわざ見に来た

や

此侭払下可レ然哉︒﹂と伺った︒つみふり入札者が少なく︑

た︒第一三番の建物以外は︑入札の実状に応じて払い下

当時の士族の中には︑驚きと残念さとから︑この年に

た︑と伝えている︒

翌年五月二九日付で政府から払い下げの許可が出さ

生まれた自分の子供に︑城は見られなくなった︑という

げにしては︑と︑その許可を求めている︒

れ︑城郭建物は慶助︑岩吉両名の手に落ち︑その代金一

意味合いの名を付けた者もいた︑といわれている︒

なるか命なるか将天なるか

はた

壮観元たり鶴山の顕境嬉嵯何ぞ及ばん如何

ごついただきああああああ

しめず

鳴呼如何んせん此の際に当り城郭を廃段して全から

↑のあいか

君臣を離間して因縁を絶つ

旧封を除却して郡県と為し

として︑その心中を次のように表している︒

かつて︑藩の儒者であった駒井詑軒は︑﹁夏日の歎﹂

ほうけんたん

一二五円は土木寮に送られた︒

城郭の取り壊しは七年の春から取り掛かっている︒北

条県は︑二月までに終了するよう指示をしたが︑建物
が多かったので︑作業は翌年の三月まで続いた︒
城郭の建物が次々に取り除かれていくのを人々はどう
受け止めたであろうか︒

天主閣の取り壊しは特に印象的であって︑
最終に天主閣は五層共第一上の屋根瓦より取捨てた
り︒大形の瓦故に購求者なく︑城の買主は︑多勢の雇

弓
侭

津山城始末

つくえよ

一燭．

さんぜん

尽日凡に葱りて長歎息すれば

憤然一発右肩を担がん

はだぬ

若し悪乎志士有谷ｐぱ

いずくにか

■

暗涙汗に和して正に潜然
けんち

■

なお

■ 0

の︑ｊ

跡
城

／し

悲憤する

人︑移り変

わりをその

まま受け止

める人︑そ

ったであろ

まざまであ

嘩離の中に仏教
蝉捧的感慨を持
取簿つ人︑人さ

８

図

う︒だが︑

士族の中に

は︑この城

５
階

写し成す感慨の詩一篇

後の今を視る猶今の圭臼を視るが如く

後世子孫をして伝へしめんと欲す

詩の大意は︑﹁廃藩置県となり藩主と家臣の間は割か

れ︑かつての城郭は見る影もない︒憤慨するばかりであ

る︒一日中家にいると涙が出るばかりであるが︑ここに

雲霞

ので
であ
ある
る︒
︒
詩を書きしるして後に伝えたい︒﹂とと
いい
ううの

§
蕊
謹

溌三，鼻麦F…尋呈届〜

硯池水を注いで古墨を磨し

似

蕊
鼠聯．

三三電憂>

、

ー

図７在りし日の鶴山城
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郭の始末も見ないで︑東京に出て行く者が多かったので

てしまっているが︑前者は一部残っていて︑城郭建築の

に︑それぞれ古材で家作りをしている︒後者は改築され

余りにも有名である︒この建物は︑二本のケヤキの巨木

新地座︵現協映劇場︶が︑この古材で作られたことは

壮大さをしのぶことができる︒

ある︒

城の廃材慶助と岩吉が購入した古材について
は︑
おのれ

その外︑

はかなりあ
る︒中には

（天理教国誉分教会）

︵この一一人は︑︶余材をもって己の家土蔵を作り︑一

屋を売却する貧に陥り︑慶助は妻子を挙げて逐電し︑

市内を訪ね

１ｌｂ﹄

建具をその
まま使用し
ている家も

ある︒そし

て︑それぞれの因縁が伝えられている︒

城の古材を直接学校建築に使用したものとしては︑八

図１０城の古材を使用した家

で支えられていたという︒

岩吉は病死したり︒時の人其の奇異を称せり︒︵﹁美作

ると︑城の

︾﹄

一外観を城に似せたという。−

時は富者を装ひたるに︑三年をいでずして両人共に家

名勝旧蹟記事﹄︶

＝

ウ

図９城の古材を使用した家
一城の古材を使用したケヤキの大黒柱と
はり一（藤田裕氏宅）

している家

古材を使用

くりた

画一

呂彦

恥
必

ら

年︵一八七五︶六月二五日に開校した久米郡秀実小学

3
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と述べられている︒

９

慶助は︑田町栗田邸内に︑岩垂ロは︑椿高下野条邸内

〆

津山城始末

しとり

で︑﹁津山城古材を用ふ︒﹂と記している︒︵﹃倭文志
稿﹄︶

むなふ館

た︒果たしてそうであるか︑考証をして承よう︒

この大隅神社神門の棟札なるものが大きく取り上げら

市胸上のある古老の︑﹁津山には大きなお城があったん

る︒かつて︑浜子︵塩田の作業をする人︶をしていた玉野

吉井川を下って︑瀬戸内の製塩の燃料にも使用されてい

る発起世話人の奔走で︑氏子一同の寄附によることに

門とする︒この金は清水武平︑一一一井治助他一一名からな

節︑十九円二十三銭八厘で北御門を落札し︑移して神

山本恭助氏が明治八年七月二十日︑鶴山城競売の

れたころの﹁津山日日新聞﹂︵昭和二八・九・三日付︶は︑

ですなあ︒若い時︑津山の城のものだという大きな古材

した︒その金は︑中之町十円六十二銭︑西新町八円六

しかし︑解体された材木の多くは︑いかだに組まれて

を︑西大寺から運んで来て浜の燃料にしたことがある︒﹂

十二銭︑その他ははっきりしない︒

と書いている︒この棟札は︑当時移築に要した氏子の寄

ほか

という︑懐古談が伝えられている︒

美作では処分しきれなかったのである︒

門と記されている︒この北御門説は︑かなり前から流布

進の事を書いているのであるが︑この新聞記事には北御

のがある︒それは︑従来︑城門とさ

今に残る賭門次に︑城郭内の建物で残っているも

されている向きがあって︑一六年︵一八八三︶生まれの

の規模からぶても納得できない︒﹂と︑漏らしていたこ

れていたものもあり︑中には多少手を加えて移転された

伽︑中山神社の表神門

とを筆者は思い出す︒しかも︑北御門説の出所をたぐっ

士族の古老が︑﹁大隅の神門が北御門だ︑との説は︑そ

城の四つ足門を移したもので︑﹃中山神社資料﹄によ

て承ると︑史実によるものではなく︑北御門としたのが

ものもある︒それについて述べよう︒

ると︑明治七年︵一八七四︶一○月移築している︒後に
念

よい︑と︑故意に作り出された節がある︒北御門︵北口

ひわだ

ところが︑別に︑﹁出道直先生伝記﹂︵

錘錘嘩対勃畷麺特

門︶は︑前述のように売却取り壊されている︒

なって屋根は︑桧皮葺に改めた︒

②︑大隈神社の神門

この門は︑従来北御門を移築したものとの説があっ

3
８

蕊壷矯後︶の自伝の項に︑﹁入口︵修道館の入口︶に

再建をなしたり︒

校地上に在る第八号表門︑時価金六十八円にて購求

右受領候也

明治参拾五年威月壱日

松平陽五郎殿

後章でも述べるが︑実はこれらの物件の売却後︑同三

家老︶を寺総代とする成道寺であった︒

八号物件を購入したのが︑松平陽五郎︵国忠︑もと藩の

上の物件は売却されることになった︒売却物件の中の第

に鶴山高等小学校組合は解散したので︑この学校の敷地

校となっていった︒ところが︑三四年︵一九○一︶三月

北条県庁に引き継がれ︑幾多の推移を経て観山高等小学

よう︒版籍奉還後︑津山藩庁が三年に建てられ︑これが

ここで︑鶴山高等小学校の建物売却のいきさつに触れ

築したものである︒

山高等小学校地上に在る第八号表門及外威坪建物﹂を移

右文書にあるように︑山門は︑三五年︵一九○二︶﹁鶴

津山町長
江口継男

但︑元鶴山高等小学校敷地上に在る第八号建物表
門及外︑武坪建物代金

一金六拾八円

一︑受領証

は校門ｌ今県社大隅神社の正門となっているｌがあり︑

それを入ると畳を敷きつめた教室があった︒﹂と︑修道
館を回想している︒この伝記は︑今のところ︑大隅神社
の神門の出所を記している唯一の資料である︒

以上の諸点から︑この神門は修道館の校門であると言
わざるをえない︒

付け加えると︑城郭の建物の処分︵前述︶と修道館処分
︵後述︶は別々に行われているのであるが︑この両者は︑

その処分時期が重なっていることからとかく混同されが
ちである︒このようなところにも︑両門の取り違えが起
こりやすかった︒

③︑成道寺の山門
この門は︑作事門を移築したものとされているが︑こ
の山門もはたして作事門なのか︑その考証をすることに
しよう︒

成道寺に次のような文書がある︑

一︑当山山門︑慶長八年中建設二階造りの山門美観な
りしも︑明治二十九年八月十八日暴風の為被壊した
るを以て︑明治三十五年三月一日︑元鶴山高等小学．

3
９

北条県と津山
第三章

津山城始末

れている︒
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図１１北条県庁南門
（北小学校蔵）

￨

そこで︑鶴
山高等小学校
地内に︑第三
の門を探して承よう︒

八３Ｖ藩庁南門

Ｐ唾０

自の門である︒いうなれば︑この門は︑天主閣と運命

これは︑上述の二門とは異なって︑新築された藩庁独

庁南門﹂と称する︑との記録がある︒︵﹃津山藩日記﹄︶

月二五日︑﹁従前馬場中央江︑今般新に取建候門を蕪

この門が第三の門である︒明治三年︵一八七○︶一一一

一夕

図１２成道寺の山門

Z
ｎ

しゅんこう

五年九月から同一二六年四月の間に竣工したのが︑後の津

以上の二門

裏の二門には

は︑県庁の表・

山男子尋常高等小学校となるのである︒
次に︑鶴山高等小学校を取り巻く門について話を進め
卜︽浜ノＯ

なったが︑明
治六年の入札

八１Ｖ作事門
この門は︑明治三年︵一八七○︶一○月九日︑﹁作事門

払い下げの対
象となって解

自今藩庁表門と被レ・定﹂ている︒︵﹃津山藩日記﹄・﹃御
触帳﹄︶

体されている

一

のである︒

八２Ｖ北口門
これは前述した北御門であるが︑これも同年一二月

Ⅷ︷制刈一巳七穆北弱唖醗

卿﹃且年月示棚分︲

画一押八栂坪

■

乳弱研

回

二五日︑﹁北口門自今藩庁裏門と相定﹂︵前掲書︶めら

＝

を共にすべき門ではなく︑藩庁︑北条県︑学校と密着

転出する者が多かった︒子供には学問を︑と︑士族は真

と︑門に対して右側に附属の小屋のある門︑糾弾所入

図加は北条県庁の南門附近である︒この図による

は著しかった︒明治二○年ごろには︑県庁や学校などに

家も武家町に多かった︒特に︑城郭区域︵山下︶の変貌

だから︑武家町には空家ができたし︑空地を耕地にする

っては︑これが残された唯一の方法だったのであろう︒

剣に考えた︒政治の中枢から離れている津山の藩士にと

口の門がそれである︒

する門である︒

この第三の門ｌ藩庁の南門が︑北条県庁に引き継が

使用された藩庁と修道館が︑明治初期の姿を残している

合ゆう滝ん

れ︑︵その後︑作事門も北口門もなくなる︒︶更に︑学

だけという状況であった︒

む雌

津山城外廻之儀総て叔睡︵にごり水︶に御座候処︑

北条県は︑政府に︑

め立てが表面化していた︒

月の声﹂とであったが︑この年の一一月には城郭の堀の埋

ほり

さて︑城郭建造物の入札告示は︑六年︵一八七三︶一○

った︒

この地区に決定的変化を与えたのは官地払い下げであ

へんぼう

校に引き継がれて学校表門と称され︑明治三五年を迎え
ることになる︒

以上のように述べてくると︑成道寺の山門は︑明治に
なって作られた藩庁の南門ということになる︒

天主閣消失は︑前時代の終わりを告

城郭挽歌げるあかしでもあった︒作州人にと
っては︑黒船よりも汽車よりももっと身近で胸を打つで
き事であった︒

多分の地所空しく差置候儀も借敷儀に付︑懲役人を以
とりひらかしかるも
て耕地に為二取拓一可レ然哉︒若し前条御採用相成候は

武家の時代が変わったのであるから︑その影響をもろ
に受けたのは士族である︒政府は士族には線の代わりに

ぱ︑別に埋土無し之故堀際の土居を段ち埋方致し度︑就
しとみ

公債を発行して与え︑生活が成り立つように士族授産の

ては土居に有し之蔀之植物蝿樗外井に舜鴎際の石垣等

開墾に差岡候に付︑入札払に執計可レ然乎︒

さしつかえ

方法をいろいろと実行に移した︒

津山でも例外ではなかった︒士族の中には家を挙げて
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と伺っている︒︵地租改正事務進達留︶

政府は︑この伺いに対し二月二○日付で︑
もちろん

入費積害井に消去方法は勿論︑耕地可二相成一反別絵
図面等詳細取調可二申出一事︒﹂

と回答している︒

城郭の土地の士族払い下げは︑政府の方針であったこ
とは既に述べたが︑北条県からは︑八年︵一八七五︶二月

五日になって︑家藤奉還士族への官有地払い下げが開始
される︵﹃北条県史﹄︶・払い下げになる土地は︑農︑

牧畜業を営むことを条件とし︑相当代価の半分で払い下
げられることになっていた︒

山下に関係のあるものを︑同年二月五日付︑同年七月

半︑七焔︑型一一一一叩︑八焔

五日付の伺書から抜き出すと次のとおりである︒︵﹃北
条県史﹄︶

場所名一反別一梓
呪︼郡

広

五︑四︑○一一一

四八︑六九︑○

一○八︑一三︑三

二五六︑○○︑○ 一二八︑○○︑○

二八七︑六○︑○ 一四三︑八○︑○

四○︑○二︑○

九七︑三八︑○

京町門まで 蝉手七︑二︑○九 三六一︑五○︑○ 一八○︑七五︑○

立木八七本

土誌︑一︑一一七

一六︑六○︑○

一一一一ハ︑一ヱハ︑︷ハ

四︑五︑二一 ニニ八︑五○︑○ 一一四︑二五︑○

九︑九︑二三
元二階町門か
内
ら田町門まで 堀五︑四︑○二
土手

一七二︑七五︑六

四五︑四五︑○

八六︑三七︑八

一四︑○○︑○

九○︑九○︑○

六○︑九三︑○

二○︑○○︑○

一二一︑八六︑○

三五︑六四︑○

一一︑一︑一一一

七一︑二八︑○

三︑九六︑○

︷風旧

手一一一︑四︑二七

立木七○本

元作事門から
北門まで

三︑九︑一八

七︑九二︑○

蝉手六︑七︑二一

平地四︑一二

4
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一一
元北門東

城山

立木

三七︑五○︑○

二六一︑五○︑○ 一三○︑七五︑○

七五︑○○︑○

六一本六︑○○︑○

内雲鮭︑一︑二七

芝土手︑五︑○
静五︑二︑○九

︵

昨味月五日付︶

津山郡率識

八︑八二︑七三○○︑○○︑○一五○︑○○︑○

立木二○本一一一二︑○○︑○

立竹若干本二︑八○︑○

建家一六坪六︑○○︑○

三︑四︑○九

三○︑八七︑○

一五︑四三︑五

同第三番一一︑五一一︑七一一二︑四○︑二一六︑二○︑一一

同第六番

以上の物件はいずれも政府から許可されている︒しか

六︑○○︑○

一二︑一四︑五

し︑その後︑これらの土地がどのような経過をたどっ

立木三○本

二四︑二九︑○

八︑一五︑三

二二︑六八︑○

一五︑五四︑○

一一︑三四︑○

七八︑七五︑○

三一︑○八︑○

一五七︑五○︑○

七四︑六五︑五

以上のようにして︑少なくとも表向きは奉還士族に払

で税を出す一定の年期︶が出され許可されている︒

一○箇年間の鍬下年季︵荒地開墾が成功するまで原地価

くわした

第二番︑第三番については︑同年一二月一五日付で︑

がはっきりする︒

うすると︑七月五日付﹁土地払下伺書﹂中の物件の所在

図凋は八年︵一八七五︶ごろのものと推定されるが︑そ

うになったかは︑残念ながら不明の点が多い︒

て︑二○年︵一八八七︶前後の土地台帳に記載されるよ

一六︑三○︑六

二○︑○七︑○

二︑六九︑八

一○︑四︑一八 六 二 七 ︑ 六 ○ ︑ ○ 三 一 三 ︑ 八 ○ ︑ ○

竹二五○八八本

立木二三本

三︑四︑二一

内雫睦︑九︑二七

山黙○︑五︑○六

立木七一一三本 三○七︑二七︑五

一

四︑六︑二四 三五一︑○○︑○ 一七五︑五○︑○

、

五︑五︑○九 一 四 九 ︑ 三 一 ︑ ○

二

元営繕所屋
敷跡
跡

川瀬権屋敷

跡鍛

朝倉右門屋
敷跡

護

趣評嘩蹄上

二

○

、

、

、

八

七

一

四郎

一一
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地所売買願

津山城郭内
元旭門より京町門迄

一︑反別壱町武反六畝十試歩

うさきち

4
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い下げられ︑

土地利用の姿
を変えていく

内

反別七反武畝九歩堀此代価百八拾五円

のである︒と
ころが︑旭門

反別五反四畝三歩土手此代価五十円

第一区西北条郡伏見町

売渡人士族妹尾安五郎

第三区西北条郡山北村

から作事門ま
での堀の地所
のほとんどは
二○年︵一八

右者今般相対之上売渡且買請可レ申積示談相整候間︑

浮田卯左吉
は士族の手を

御聞済之上地券御下ヶ渡被二成下一度依し之正副戸長奥

八七︶までに

離れてしまっ

書を以此段奉二願上一候也

明治八年五月三十一日

右浮田卯左吉

の埋立︑開拓となると︑到底士族の手にはおえなかった

を借用して町の企業家が払い下げを受けた例もある︒堀

後日︑売却という方法でなく︑初めから︑士族の名義

北条県参事小野立誠殿

右妹尾安五郎

ているのであ
る︒

一日には売却されているのである︒次の文書がそれであ

三月二五日付で政府の許可があったものが︑同年五月三

がある︒前述の二月五日付﹁払下伺書﹂の物件のうち︑

次に挙げる資料は︑この経過を物語るものとして興味

図１３西北条郡山下略図（津山裁判所蔵）
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のであろうか︒

ぼうぼう

三一年︵一八九八︶︑ある町会議員に︑この変化をこ
う言わせている︒

﹁目下わが町に他村より牛を連れ来り︑路上の荘々た

いずれにせよ︑作事門から旭門までの堀と土手の地所
は︑二○年︵一八八七︶ごろまでには浮田・植月・矢吹・

る草を食はしむる而巳ならず︑桑園の幼芽を食ひ大い

語

これは︑三○年前後の状況であるが︑その荒廃の状況

て打越︵﹁起﹂か︶し持ち帰る︒﹂

﹁青芽取りと称するもの︑山下内の道路の草を鰍を以

し︒﹂

の不取締も不面目に付︑十分街路取締規則励行した

町長より警察に照会して十分保謹を得たし︒掲示場

不面目にして︑且つ警察の取締不行届也︒

のみ

林・日笠らの市街企業家の所有となっていた︒そして︑

に損害をなす︒斯くわが町を牧畜場となす︑わが町の

L二

か

そのほとんどは鍬下年季の期間中であった︒

以上は官有地払い下げの土地であるが︑私有地の所有
移転も随分行われている︒
じようし

一○年︵一八七七︶に建てられた﹁鶴山城辻碑﹂の碑
ろう腿

図１４山下の屋敷図一明治３ 年現在
（温知会誌所載）

文の一節には︑﹁明治七年に至りて一変し︑桑麻随畝之

一一世し叩

が推察できるであろう︒

以上のように︑二︑三○年ごろには︑城の建物もなく

なり︑堀の姿も一変していた︒その上︑本丸にも武家屋

敷の空地にも︑桑や茶が栽培され︑水田さえ作られてい

た︒このような移り変わりは︑世の中の変化もさること

ながら︑士族授産︑殖産興業という︑時の政策の現れで
もあった︒

当時︑この言葉はなかったであろうが︑津山市街に行
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場となる︒﹂と︑城跡の変化に触れている︒
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図１５山下土地利用図一明治20年ころ一
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図１６山下の土地利用見取図一明治20〜30年ころ一
（安東泰樹氏蔵）

4
６

われた最初のいわゆる﹁都市再開発﹂で

一￨拘

あった︒反面︑﹁城郭挽歌﹂の感を深く

するものである︒

､DgR4J錨い｡

二︑明治六年の暴動

六年︵一八七三︶五月二六日︑貞永寺村︵鏡野町︶に
端を発した暴動はまたたく間に美作一円に広がった︒こ
れが鎮静するのは六月に入ってからで︑六月二日には大
そうじよういつ念

阪鎮台兵二小隊が津山に派遣された︒

この暴動は︑騒擾とも一摸とも称されているが︑その
概略を述べよう︒

凶︑地域的広がりは美作一円︑関係して処罰された者
一一万六○○○人余︑過去の美作におけるいかなる一

摸も︑これには遠く及ぶものではなかった︒

②︑次から次に実施されていく新政に対する反対から
起こったものである︒

四年︵一八七一︶から七年︵一八七四︶までの四
年間に︑新政反対の農民暴動は︑全国的に承て三○
数箇国に及んでいる︒美作の事件もこれらと無関係
ではない︒

③︑この暴動の規模は︑全国的にゑても最大級の一つ
に数えることができる︒

四︑慶応一撲のように市街の中に侵入することはなか

ったが︑その被害は新政策に関係するものに集中し

た︒例えば︑戸長・副戸長・盗賊目付・学校等︑特

に部落の被害が大きかった︒

しかも︑陰に陽に︑北条県の施策に及ぼす影響は

無視することができなかった︒

ることにする︒

起因の概括まず︑一通りその起因について述べ

六年︵一八七三︶七月二○日︑北条県が政府に送った
てんまつ

顛末届には︑

とぎゆう合らかつえた

徴兵令血税の誤解よりして︑地券の入費或は学校資

ごうまん

ふそん

にく

金︑又は断髪屠牛等を嫌ひ︑曾て御布告にありし穣多

非人の廃称より︑新民倣慢にして不遜なるを悪む甚し

く︑交接不一和等︑畢寛因襲の久しき御一新の御政体

を不レ解︑旧慣に安んじ度痴情より⁝⁝︒

と説明している︒︵﹃北条県史﹄︶

おふ

その主謀者とされている筆保卯太郎は︑次のように供
述している︒

自分は︑村の総代役を勤めていたが︑近ごろの御布
れ

令には不満をいだいている︒なかでも︑徴兵︑地券︑

4
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の年の一二月になって任命された︒この交代期のしばら

くの間は︑政治的空白もあったし︑旧主の留任運動に事

学校︑屠牛︑斬髪︑稜多の称呼廃止などについては実
に不満である︒これらのことを取りやめていただきた

寄せた暴動も起こりやすい状態であった︒

ならないであろうし︑そして︑又︑時間が掛かるばか

のも︑四年八月のことであった︒彼が津山に帰って来た

鞍懸圭口寅︵寅一一郎︶が東京から津山に帰り暗殺された

くらかけよしとら

い︑と思っていたのであるが︑願い出てもお許しには

りと思い暴動を起こした︒暴動を起こして県庁に押し

理由は次のようであった︒

ものと思った︒そして︑その機会をねらっていた︒丁

之人民万一動揺等仕候而も奉二恐入一候儀に付︑朝意貫

﹁先般廃藩被二仰出一知藩事被レ免候付而は︑僻土固随

てころう

掛けると︑前に挙げている事柄はお取り消しになる

度︑人々が不平を持つようになったので︑それを利用

徹為二仕度一⁝⁝・﹂︵﹃公務懸日記﹄︶

すなわち︑大体の理由は︑﹁廃藩置県が行われて政治制

ず

﹁僻欧之小県︑固随之風習未二全除一事情掛念之余・・・

いまだ

したのである︒︵﹃北条県史﹄︶

以上のように北条県の顛末届と筆保の供述書には︑暴

度が変わった︒美作地方は不便な所で︑全国ながらの頑固

：．︒﹂︵前掲書︶

因を要約すると︑新政に対して民衆が抱いた疑念と不平

動の起因と承られるものが列挙されている︒それらの起

であった︒更に︑その背景には︑当時における政治状況

な風習も残っている︒このような人々が動揺しては︑

がんこ

や︑暴動によって願を実現させようとする意図が作用し

と︑心配して帰って来た︒﹂というのである︒
やすとも

ていた︒なお︑変革時における群衆心理も見逃すわけに

彼の死後︑松平康倫は︑九月東京に出立して行くので

ある︒出立に先立って康倫は︑郷・市の代表を集めて︑

はいかない︒

次に︑背景の一つに記した政治状況に触れて承よう︒

暴動のないよう依頼している︒これらのことからでも︑

津山県内にはどうにか事は起こらなかったが︑真島県

変革時における政状不安がしのばれる︒

少しさかのぼるが︑四年︵一八七一︶といえば︑廃藩
置県が行われ︑旧藩主は東京に住むようになった年であ
る︒従来の藩主︵藩知事︶に代わるべき北条県参事はそ
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二月︑湯原町︵真庭郡︶を中心にして起り︑津山から

見町・河原町・小性町・二階町・堺町・新魚町・新職人

同年八月一五日の津山県布達によると︑津山市街の伏

ずす者が出てきた︒

常備兵二小隊が派遣され︑旧主留任運動がその理由に挙

町に戸ごとに掛けていた番号札・名札が︑五枚︑七枚︑

内では一摸が起こっている︒それは︑四年︵一八七一︶

げられている︵﹁勝山町概史﹂︶︒この一摸も︑四年︵一

一○枚くらいはずされ︑他の町の軒下とか店先︑格子︑

こうし

八七一︶から︑七年︵一八七四︶にかけて農民暴動の一

縁等に投げ込まれたり︑入れ替えられたりする事が起き

近来高千石に付女壱人牛壱疋異人江相渡候様相成候

いつぴ念

いろいろと広がっていくのである︒

それについて無知であればあるほど︑流言というものは

そればかりではない︑改革の布達が出れば出るほど︑

ている︒

つと承ることができる︒

次に︑六年︵一八七三︶の暴動の主な起因と考えられ
るものについて述べることにする︒
四年︵一八七一︶戸籍法が制定され︑

戸籍法宗門人別帳から戸籍簿に変わった︒
じんしん

いわゆる壬申戸籍簿︵明治五年︶ができたのである︒

趣に流言申触候もの有し之趣︑右様之義更に無し之事に

こ

ところが︑この戸籍調べが人心を刺激したのである︒

よくよく

候条︑以来右等不取留之義は鍵肺話伝不レ申候様︑小

前末々迄能々相諭可レ申候事︒︵津山県触達写︶

まえ

同四年七月に次のような布達が出た︒
このたび

右の触れは︑津山県庁が同年一○月二三日に出したも

此度戸籍編制に付区内の順序を明らかにする為︑毎
区官私差別なく臣民一般番号を定め︑其住所を託すに

のである︒これと同様な次のような記事が久米南町にも

それぞれ

何番屋敷と記し候様被二仰出一侯間︑戸長より夫々之者

洩っている︒

波但馬も右同様取沙汰．．⁝．︒

とりざた

付而は︑芸州はおよそ五︑六万人も御城下江出浮︑丹

此度︑太政官より高千石に女一人差出候様御達しに

差向番号札門戸為し打候条︑此旨兼而心得置可レ申侯︒
︵﹁津山藩日記﹄︶

これは︑一軒ごとに家の門口に木の番号札を順番に打
ち付けるというのである︒すると︑この番号札を取りは

4
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津山の触れ状では︑高千石につき女一人︑牛一匹を異
人に渡す︑ということが︑久米南町の文書︵光延文書︶
では︑女一人の割で差し出すよう太政官の達しが出た︑
と書かれるまでになっている︒

これらは︑同年八月から一○月にかけて起こった広島
の武一騒動︵広島に起きた同様の騒動︶に関係するもの
で︑美作にもいろいろと伝えられているのである︒

この流言の中では︑話題の中心になったのは女子であ
るが︑今度は︑男子が話題になる流言が広まっていくの
である︒その流言のもとになったものは徴兵令であった︒

国民皆兵を目ざす徴兵令は六年︵一

いい

尽し国に報ぜざるべからず︒西人之を称して血税と言

ふ︒其生血を以て国に報ずるの謂なり︒
との文がある︒

北条県は︑同六年一月にはこの告諭を管内に触れた
が︑更に二月には︑

各管下四民之内︑兵卒望之者召集申付度旨同台︵鎮

台︶より掛合有し之候に付︑此旨相心得望之者は︑来

る三月五日迄に無し遅可二願出一侯事︒

但︑兵卒相望候者年齢二十歳以上三十歳以下︑身丈

五尺一寸以上健康なるものたるべし︒

尤も各区副戸長より無二遺漏一相達し︑召集趣意徹底

告諭は︑前年の一一月に太政官から出された︒前述した

男子は︑二○歳になり五尺一寸︵約一・五五メートル︶

と︑副戸長に趣旨徹底を図らせている︒これによると︑

候様精々注意致し取計可レ申候事︵﹁久米郡誌﹂︶・

廃藩置県によって︑鎮台兵という国の統一的な軍隊がで

以上で︑健康であれば鎮台兵になれた︒ところが︑この

微兵令八七三︶一月に公布されたが︑徴兵

き︑それが︑今度国民皆兵制になったのである︒その

徴兵には免役の規定があって︑戸主・嗣子・養子・官吏

る者の多くは︑農村の次男以下であった︒

免れることもできた︒このような事情から︑兵役に服す

ことができ︑次男︑三男でも一家を創立すれば︑兵役を

などは兵役を免れた︒又︑二七○円出すと兵役を免れる

一八九四︑五︶︑日露戦争
一九○四︑五︶を経て次第に兵制は拡充さ

後︑日清戦争︵二七︑八年
︵三七︑八

およ

れていった︒この告諭の中に︑

凡そ天地の間一事一物として税あらざるはなし︒以
すなわ

て国用に充つ︒然らぱ則ち︑入たるもの固より心力を

5
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茂谷より庄屋小前之荒増之者一二︑四拾人も津山県江出︑

しようや

同年九月には︑﹁穣多非人平民同様に被二仰出一侯処︑加

採られる︑﹂という恐怖を伴う流言となり︑農民多数の共

同様之儀は不承知申出︑是非同様に相成候はぱ穣多非人

これに加えて︑告諭の中の﹁血税﹂の文字が︑﹁血を

感を得ていったのである︒この暴動が︑血税一摸と呼ば

征伐可し致由願候﹂︵﹃山本日記﹂︶・と記されている︒

以上のような流言の外にも︑農村ではアメリカに連れ

北条郡の二三箇村の年寄︑庄屋などは連名で︑この件に

次いで︑一○月には︑勝北郡と吉野郡の五八箇村︑東

よし

れる理由はここにある︒

て行かれる︑という流言もあったのである︒英田郡に

ついては従前どおりにしていただきたい︒でなければ︑

これに対して︑津山県は暫定的に︑﹁従前之振合に準

の筋に出す状態であった︒︵﹁津山市史﹄第五巻︶

人心が動揺し異変があるかも知れない︑という願書をそ

は︑次のような日記が残っている︒

明治六年四月中旬より十七歳より四十歳迄のものを
雌ぞらえ

調可レ出旨之仰出︑是徴兵と擬候︒
したじ

又︑新一月より夫役に下地願出候もの御呼立に成︑

拠し︑双方共礼譲相守︑柔和にいたし⁝⁝︒﹂という触れ
うわさ

北条県より大阪へ行趣︑其先は行衛不し知︑風聞には

を出した︵前掲書︶︒この暫定的な触れのことを農民は︑

﹁当分従前通りに御触れ戻しに相成候﹂︵﹁山本日記﹂︶︒

もど

生血を取ると申︑又︑美国︵アメリカ︶へ渡す共申噂
にて．⁝・・︒︵﹁山本日記﹂︶

と記している︒

このような交渉経過でも分かるように︑解放令は形式

的解放に過ぎず︑実質的解放にはいたらなかった︒ため

この徴兵令とともに︑大きな起因の一つになったのが
解放令である︒

四年︵一八七一︶八月︑﹁機多非人

に︑大正︑昭和の解放運動へ発展していくのである︒

風俗・習慣上に大きな変化をもたら

したものに断髪令がある︒この断髪

令は︑津山では士族の間に一紛争を起こさせている︒六

断髪令

等之称被レ廃候条︑自今身分職業共
平民同様たるべき事︒﹂という解放令が出された︒

この事が︑津山県管下に達せられたのは九月であっ
た︒この布達に対する反響は︑特に農村に大きかった︒

5
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みずのえきる

年︵一八七三︶一月︑北条県は断髪について次のような
告諭を出している︒︵﹃北条県史稿本﹄︶

こうでい

断髪之義一身を健康ならしむる緊要たる事は昨壬申
とかく

十月中及二掲示一候処︑兎角旧習に拘泥する者不レ少哉
に相聞候︒

おもんばかこう

村々共断髪に相成候︒︵﹁山本日記︾

頭髪についても︑新旧が混在していたのである︒士族の

中でも︑頭髪のことで一事件があったことが﹃老の小手

巻﹂に︑次のように述べられている︒

断髪令が出された時︑兵士に断髪を命じたがなかな

か行われなかった︒そこで︑藩公が練兵場で閲兵され

そもそも

いえど

抑其身の有益を慮り教示せしむるに不し随︑因循荷
しよ

且の然らしむると雛も︑畢寛開化の御趣意を奉ぜざる

より

て現れたものである︒

ようにして銃を持たせた事の不平などが︑断髪と合体し

この事件も︑かねての不平が︑例えば︑士と卒を同じ

を挙げて自分も刺せ︑と言うのであった︒

ら駆け付けて上田を制したが︑一隊の者は︑ときの声

自分︵﹃老の小手巻﹄の著者︶は︑学校︵藩校︶か

てときの声を挙げた︒

そうとした︒大隊の者は皆︑憂さ晴らしができたとし

ところが︑上田は憤り︑北郷を組承伏せて小刀で刺

興に乗じて小隊長上田某の雷を切ろうとした︒

熊川某が小刀で自分の雷を切り取った︒大属北郷は︑

ｔどり

た時︑その前で断髪せよ︑と命じた︒すると︑一番に

に似たり︒依て来二月十五日限り管内一般断然結髪
不二相成一候︒此段為二心得一相達候也︒

但︑婦女子断髪之義は容飾を失するの甚しき不体裁
に付︑追て一定の規則被二仰出一候迄は従前之通可二相
心得一事︒

続いて二月にも︑県庁の庶務課名で断髪についての説
諭が行われ︑三月に入っても︑﹁未だ其侭相存し候者も
有し之︑﹂として︑更に説諭が行われている︒

当時の農村の一例を挙げて承よう︒
ころ

申︵明治五年︶十月︑十一月の頃より︑近郷区内は

ざかや合

勿論︑国中隣国迄も総髪念封歴鑑龍耐後︶︑じゃん切り

おり

︵榊酔雲輝壷塞皿霊岬鑑皿︶触出し専ら若者共月代不し剃

相生し居申侯︑従し是新年となる︒同一一月下旬︑一統
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学制その他農民は︑五年︵一八七一一︶の学制に

も平年の数倍に達した︒これというのも︑人々の権利

とか地券とかの調査など︑仕事は繁雑になるし︑経費

を保護するためのものであるから︑疑いを持ったり︑

よる小学校の設置でさえ︑﹁小学校
の新設を見て︑百姓に無用の物入﹂︵﹁北条県下暴動記﹂︶

恨むことのないようにされたい︒

は︑全く戸長の説得力いかんにかかっている︒

ている︒そこで︑村の富者に困窮者を救助させること

それにしても︑困窮者が生じてきたことには心痛し

になるとした︒農民は︑学校は自分らには無用である︑
として︑金銭的負担をきらったのである︒

五年︵一八七二︶には太陽暦が採用され︑同年一二月
三日が六年一月一日となった︒

らい︑貧者が安心して仕事ができるように︑大いに尽

戸長は︑富者が進んで救助の金を出すように取り計

ろうが︑﹁御布告日々御達し数知れず﹂︵﹁山本日記﹂︶︒

力してもらいたい︒

次から次へと出る布達は︑新しい政治の熱意であった

と︑一般には歓迎されていないのである︒その上︑どれ

なお︑村も貧しくてどうすることもできない場合

は︑実情を調査して県に具申されよ︒

一つを取り上げてぶても︑今までの社会生活を大きく変
えるものばかりであった︒特に農民にとっては︑経済負

それは︑農民の不満を何一つ解決してくれるものでは
なかった︒

の三大地区と︑小地区として︑落合町の西原︑作東町の

図打によって発生地区を承ると︑鏡野・加茂・日本原

他聞き取りで補い作ったのが図打である︒

暴動の経過﹃山本日記﹄を中心資料とし︑その

﹃北条県史﹄・﹁北条県下暴動記﹂・

担や労力負担の増加となってくるものが多かった︒

これに対し︑北条県が一般的にどのような考え方をし
ていたか︑それを推察することができる文書が残ってい
る︒その文書は︑六年︵一八七三︶二月の︑管内戸長へ
の﹁演達書﹂と言われるものである︒それには次のよう
に述べられている︒

五年は︑県が置かれてから万事新しく変わり︑戸籍

5
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山家地区とを挙げることができる︒発生時を時間的に承
ると︑鏡野地区が一番早く︑五月二○日ごろから既にそ
の兆候が承えている︒

本論に入る前に︑この連絡の事について少し触れるこ
とにしたい︒

文政八年︵一八二五︶から同九年︵一八二六︶にかけ

ての一摸について︑﹁下田邑川東之もの百人計︑草加部

弄句﹃も

起因の項で述べた当時の流言を巧承に利用し︑白衣を

村へ罷越︑追々加茂筋へ入込承候様子に付・・・⁝︒﹂とか︑

ばかり

着た者が血取りに来るという流言を広め︑実際に白衣を

さがかや
﹁加茂中原辺江︑横の大篠之もの共︑下り可屋又は荒坂

まかりこし

着た者を出没させる︑という︑手の込んだ方法をもって

越にて入込承︑加茂筋之ものと一緒に相成︑凡そ三百人

ほ・つＱさ

群集を蜂起琴︑こ

計寄集り︑綾部村之もの共三拾人計右場所へ一緒に相成

こればかりではなく︑慶応二年︵一八六六︶二月の

候︒﹂とか︑﹃文政百姓騒動日記﹄は記録している︒

らの発生地区

一摸についても︑﹃改政一覧記﹄には︑横野から荒坂越

更に︑これ

の間では︑多

えで侵入して来た風に見せ掛けた︑と記してある︒

作北地区に起こったこれらの一摸の連絡路ｌ加茂と横

少程度の差こ
そあれ︑何ら

野ｌは︑この暴動にも重要な連絡路になったであろう︒

全くそのとおりで︑二六日の午後には楢井が蜂起して

かの連絡があ
った︑とぶた

二六日の夜︑鏡野地区の一摸は︑久米町中須賀附近で

いる︒そして︑二七日には日本原地区も合流している︒
と︑口火を切

久米地区の群集と合流していることなども︑相互の連絡

い︒そうする

ったのが貞永

がなされていたことを物語っている︒

さて︑鏡野地区からの一摸は︑主要進路として二宮か

寺村というこ
とになる︒

5
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は大戸︵柵原町︶へ︑更に︑河辺から市街に侵入しよう

た︒ここから反転した勢力は︑勝山・福渡へ進承︑一部

ら西寺町に進んで市街に侵入しようとしたが︑阻止され

ものと合して西寺町の愛染寺に殺到した︒その時︑同寺

が︑二宮方面から侵入しようとした一摸は︑田邑からの

ようとしたのである︒河辺方面からの侵入は阻止した

前半には二宮村から︑後半には河辺村から市街に侵入し

れた︒当時設立されつつあった小学と間違えられたので

として阻止され︵五月三○日︶︑大きな動きはここで止

楢井地区に端を発した美作北東部の一摸は︑日本原の

あろう︒市街住民は︑数年前の慶応一摸を思い出したで

に開設されていた僧徒の研修施設である教学院が破壊さ

それと合流し︑放火・殺傷を行なって加茂川に沿うて南

あろう︒

まった︒

下しようとしたが︑中途で勢力が衰え河辺にはほとんど

ほとんどの町を閑歩して荒らした︒それでも︑この時に

かっぽ

加茂谷に端を発した慶応一摸は︑市街の東から西まで

以上の一摸は︑勢力を維持し増大させるために︑随行

は士族が武器を持っていた︒それに引き替えて︑この度

達しなかった︒

しなければ村に放火すると脅し︑離脱しようとする者に

は常備の兵もいない︒

いる︒

二六日︑北条県は市街の戸長あてに次の文書を出して

は銃を向けて脅しながら進んで行った︒一撲の暴力を恐
れて酒食を出せば︑それを食べ︑又︑強要する状態であ
った︒酒食についてのこのようなやり方は︑従来の一撲

処︑尚追々熱焔相増本庁へ襲来之模様に付︑県下人民

なおねつえん

西西条郡頑民騒擾之義に付過刻相達侯品も有し之候

この暴動の特異な点は︑上述したように政治的︑社会

各覚悟いたし︑沿道之人家火の元別而注意可し致候︒

でもしばしば行われている︒

的改革に対する反発であり︑そして︑従来の一摸に見ら

此旨更に相達候也︒

のである︒この辺りのことを︑﹃明治六年夏美作全国騒

一方では︑市街在住士族に非常召集︵後述︶をかける

れないような被害であった︒

この暴動の目的は︑北条県庁に押し

市中の状況掛けることであったであろうから︑

5
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擾概誌﹄はこのように書いている︒

開始された︒臨時裁判所の行刑表によると︑処罰者は合

計二万六六九四人に及び︑この中︑主謀者らが斬罪に処

くら

市中は一家として残り方なく取り片付ける有様は︑

せられている︒士族も一三三名が除族されたが︑同七年

しょくざい合ん

畳建具に至る迄土蔵へ仕舞︑塵なきものは郷中見知の

︵一八七四︶五月には︑除族は取り消され︑聴罪金︵罰

ざるかなわ

た雌

金︶が徴収された︒

家をさして荷物運送︑或は指運び︑不し叶ものは土を
こしら

掘り︑穴を椿へ隠すもあり︒井戸の中に棚を椿へ入る

︵十月十一日︶此度先達而国中強騒に付候而は三十

この罰金について村の記録には︑

郷中は家を焼かれても家財なくては不し叶とて︑山

日︑とけひ︵徒刑︶罪金︑家別金二円二十五銭出金上

るもあり︒

野に持出す︒上を下へと共に騒立てたる有様は実に筆

納被二仰付一︒尤も日限之儀は︑十四日差立小前一同差

杯だったのであろう︒市中の者は自分の財産を守るため

に火の元には気を付けよ︑と注意を呼び掛けるのが精一

罪金急場之事故︑中通り以下之百姓衣類諸道具質入等

強訴出行不レ申候者は一銭も相還り不し申︑︵中略︶右

尤も十五歳以下之者六十歳以上之者七十五銭上納︒

さし

舌に尽しがたし︒

還候︒甚以迷惑致侯︒

に︑いろいろな方法を工面したことであろう︒上述の文

致し才覚仕︑十四日迄に調達仕甚困入り申候︒︵﹁光

かえし

北条県は市街に︑人民はそれぞれに覚悟を決めよ︑特

章には︑多少の誇張はあるかも知れないが︑さもあろう

延日記﹄︶

と書かれている︒日記の大要は︑﹁この騒動で︑参加し

と思われる︒

た者には二円二五銭の罰金が命ぜられた︒一五歳以下の

ちか立さ

日︑司法権少判事大久保親正らが来

事後処理暴動鎮静後一箇月経過した七月三

者と六○歳以上の者は七五銭であった︒何分にも急なこ

具を質入れまでして金を工面し︑全く困ってしまった︒﹂

とで金の都合がつかず︑中以下の百姓は︑衣類とか諸道

県し︑県庁内に臨時裁判所が開かれ︑事後処理に当たっ
た︒

各区の正副戸長に暴動随行者を上申させ︑処罰事務が

5
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というのである︒

加茂谷の村日記によると︑﹁随行して罰金を取られる

二六日午後一一一時︑在住の士族あてに出された連絡文

起︑騒擾他郡に波及し︑遂に県庁へ襲来の勢に付ては︑

は︑

却しようとして隣村に行ったが︑この村も金の入用で困

緩急見計相達候儀も可し有し之︑其節は貫族子弟十七歳

貞永寺村辺頑民共︑無根の説を相唱候より追々蜂

っていたので︑工面がつかない︒このままでは仕置きに

以上の者為二報恩一所持の兵器相携至急本庁へ罷出可レ

ことになった︒その支払いのために︑物品を質に入れ売

なるかも知れない︒﹂と村民が︑暴動の時に︑差し殺すと

受二差図一︒此旨為二心得一相達置候也︒

市中には避難心得が出ていた時でもあり︑一番緊張し

いる︒

として︑十七歳以上の士族へ非常待機の心構えを命じて

までののしった副戸長宅に金を借りに行っている︒︵﹃美
土路公用日記録﹄︶

恐らく︑いろいろな事が起こったことであろう︒

藩籍奉還後︑津山に在った常備兵

た時点であったであろう︒実はこの後︑即刻出頭せよ︑

との連絡が出て︑二七日朝県庁に集まった士族は約三○

暴動と士族は︑明治三年︵一八七○︶には一大
隊︵約五○○人︶︑廃藩置県後︑同四年︵一八七一︶二

○人であった︒上述したように︑常備兵は既に解体され
ちよう

月には一小隊︑同五年︵一八七二︶二月には︑津山県に

ていて︑銃は一○○挺に満たず︑使用する弾薬も調わな

取りあえず急を告げた西寺町に︑この中から三○人余

かったのである︒

在った兵隊︑軍務の諸官は解除されてしまった︒

一方︑治安維持のため︑北条県発足後︑捕亡吏・盗賊
たんてい

目付︵探偵追捕の役︶が任命されていて︑前者は一八名︑

北条県は︑五︷月二六日の一摸の状況から説諭だけでは

琳・北松原の市街への侵入路に当たる要所の警備に当た

ある︒午後は︑県庁・筋違橋・広瀬橋・今津屋橋・玉

すじかいばし

を割いて一摸の侵入を阻止させた︒士族の最初の出動で

解散は不可能とぶて︑上記の要員だけの市街警備に士族

った︒一摸の勢はますますふくれるので︑北条県は︑二

後者は三○名前後であった︒

を補充した︒

Ｉ
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に出ていて数十人の巡耀がいただけであった︒そこ

じゆんら

七日夜︑大阪鎮台の来援を要請するため︑竹内廉を大阪

で︑遂に藩校の生徒を派遣することになる︒

当県の儀は山陣僻邑之地にて人心も亦固随︑依ては万

ちも︑おっとり刀というわけにはいかなかったのではあ

いたのである︒二六日夜︑非常召集された津山藩士族た

明治になってわずか数箇年で︑万事このように変わって

田家の番刀を借りて行った︒

ので︑近くの者は一口ずつ刀を持って来︑遠い者は池

ひとふり

は蔵に仕舞い込んであったが︑すぐには役に立たない

生徒の中から岡山藩の者を一中隊ほど選んだ︒銃器

に出発させた︒

この時召集された士族の様子について述べて承ること
にする︒

岡山県へ合併された時の﹃北条県事務引継書﹄に︑

ミニケール六十挺但︑附属共

一暴徒一撲相企候節︑為二防御一明治五年二月中兵器上

さんすうへむゆう歯た

納の内︑大阪鎮台に相願預り置候分に有し之︑則ち引

るまいか︒同様なことがあったのであろう︒

北条県は︑この鎮台兵の到着を一日千秋の思いで待っ

泰安寺を宿舎とする︒

大阪鎮台兵二小隊は︑六月二日午前到着し︑本源寺・

渡候事︒
とある︒

そうすると︑北条県は従来の経験に照らして銃六○挺
は保管して置いたのである︒それにしても︑兵器の準備

岡山県︵旧岡山藩︶からの士族の援助隊一○○名は︑

東に出兵すれば西より迫り︑左を守れば右に出︑暴行い

少にして︑漸く県庁・近村の難を救ふに不し過︒且つ︑

ようや

ていた︒政府あての五月三一日付報告の中に︑﹁兵員寡

三○日午後四時ごろ︑旧真島藩士族三○名も同日午後七

よいよ相募り候に付︑鎮台兵の来着を相待候︒﹂と︑守備

がやや調ったのが二九日であった︒

時ごろ津山に到着した︒この時参加した旧岡山藩士族の

の模様を述べて︑その心中を吐露している︒

用する旨の掲示を各地に出し︑三○日には東方からの一

二九日には︑説諭しても聞き入れなければ︑兵器を使

一人は︑出発時の隊員の様子を次のように話している︒
︵﹁小松原英太郎君事略﹂︶

藩兵の一部は既に解隊し︑一部は御親兵として東京

5
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半平が︑一○箇条の願書を北条県に取り次ぐということ

一︑耕地絵図面入用右同断︒

一︑地券入用御貢金之内に而御立用之事︒

あったことと照合した時︑私塾の教師をしたり︑農村に

理の項で触れたように︑除籍処分された士族が一三三名

府に御立戻之事﹂の一箇条は特異な条項である︒事後処

6
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野村︵加茂町︶で私塾の教師をしていた津山藩士族遠藤

これで︑暴動の山は越したのである︒したがって︑前

で︑群集はひとまず引き取ることになる︒この一○箇条

撲を兼田ロで撃退させた︒

述した鎮台兵・旧岡山藩士族・旧真島藩士族は山場を越

は︑遠藤が下書きをし︑文一郎が清書をした︒﹂と述べて
いる︒

してから来着したことになる︒

加茂谷の一撲が猛威を振るったのは

これを受理した北条県は︑一一九日︑﹁東北条郡三二箇

村から出た願書の趣旨は︑採用してもらうように尽力す

二八日から二九日にかけてである︒

二九日︑北条県は東北条郡三二箇村の願書︵恥嘩需郵酸

るから︑この旨村々に触れるように︑﹂と︑各村に指示

士族の動き

錘騨呼瀬謹なるもの蓬受け取っている．この零

して︑暴動の鎮静を試ゑた︒︵﹃岡山県史稿本﹄上︶

断で指令香を出した︑という資任上︑政府に進退伺いを

もっとも︑北条県主脳部は︑鎮静のためとはいえ︑独

一︑断髪従前通り御服仕之事︒

出したが︑そのままで済んだ︒

一︑徴兵御廃止之事︒

散って行ったりした士族の中には︑新政に対する士族な

さて前述の一○箇条であるが︑この中の﹁御政事旧幕

一︑穣多従前之通り之事︒

りの不平があったのである︒

﹁美土路日記﹄は︑この一○箇条の経緯について︑﹁宇

一︑御政事旧幕府に御立戻之事︒

一︑諸運上従前之通りに御立戻之事︒

一︑田畑へ桑草木を植付廃止之事︒

一︑屠牛御廃止之事︒

ママ

一︑五か年貢米免助之事︒

は次のとおりである︒︵﹃加茂町史﹂︶

明治六年の暴動

税にするか︑どうするか︒従来のような物納にする

と︑年によって税収入に変動があることになる︒

た︒これが地租改正であり︑そのために地券︵土地所有

地租の税率を一定にして国の財政を確立する必要があっ

そこで︑課税標準を従来の収種量から地価に改めて︑

四年︵一八七一︶七月︑藩を廃して

三︑津山の地租改正

地租と地券郡県制を施行した︒この時は︑﹁藩﹂

地租が改正になるまでには︑廃藩置県から約二箇年の

の証︶の発行が行われるのである︒

の外九県があり︑現在の市域内でも津山・鶴田・古河・

期間があり︑地租改正にいよいよ取り掛って完了するま

の文字を﹁県﹂の文字に代えただけで︑美作には津山県

生野の四県の地区があったのである︒この状態が︑同

でには︑更に三箇年の年月が経過している︒

③︑その他︑土地の所属態様もまちまちで︑その所属

間には不公平があった︒

を明確にする必要があった︒

はならない︒

だけの地券では︑譲渡の証にはなるが税制改革の資料に

を異にしている︵後述︶・このような売買のあった土地

点︑津山市街地︵城下町区域︶の地券発行とは多少経緯

る︒この時の地券は︑譲渡の証書を意味している︒この

け地券が発行された︒五年︵一八七二︶二月のことであ

認するというものであって︑その対象になった土地にだ

なった︒この事は︑今までの土地所有の状態を改めて公

その際︑地価の記載された証書の交付が行われることに

壬申地券塞蝿準錘準誕唖Ⅷ誕輝唖計麹塗海琶

年二月に北条県の区域に統一されるが︑それにしても
租税はそのままで︑新しい方法ができたのではなかっ
た︒

このような状況であったから︑最も重要な地租につい
て次のような疑問の数々が出てきたのである︒

側︑藩ごとに税がまちまちであったのだから︑当然北

側︑それにも増して大切な事は︑従来の石高による納
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条県内でも不統一があった︒
北条県と津山

②︑津山市街の土地は無税であったから︑農村部との

第三章

津山の地租改正

を発行することにし︑この作業を一○月中に完了するよ

の地券調査は︑地価は自己申告で︑面積も従来の土地帳

上述の布達の内容でも推察できるように︑この段階で

を配っていたのである︒

うに命じた︒この地券が壬申地券と呼ばれるものであ

簿と符合すればよかった︒政府は︑全国の地価総額をつ

政府は︑同年七月︑売買には関係なく全所有地に地券

る︒北条県では︑この地券調査を八月二八日の布達で流

かんで地租を課する資料にする考えであったのである︒

係に任命し︑その充実を図った︒これに任命された者

北条県は︑同年一○月二日︑戸長一○名を選んで地券

した︒︵﹁北条県管下布達留﹂︶

この布達の内容は︑

凹地券は︑その者の持ち分たる永世不朽の証である

は︑ほとんど大庄屋格出身の者であった︒県庁の役人

に︑こんなに多数の農村出身者が採用された例は初めて

ことを強調し︑

②九月中に遅滞なく取調べて届け出る︒

である︒その上︑主任級以外は全部農村出身で占められ

あてまい

さて︑一○月中には地券事務を完了するようにとの指

くことになる︒

があり︑農民自身の自治意識の目覚めにもつながってい

められていくことになる︒ここに地租改正事業の特異性

たのであるから︑地租改正の実務は︑農民自身の手で進

③売買したものはその価を︑そうでないものは宛米
から算出した代価を地価とする︒
ことなどであった︒

そして︑最後に︑﹁地券発行に付ては彼是疑惑を生じ種
ふらち

御政体に於て人民の困苦に相成候様の儀は︑決して御施

令であったが︑農民はその調査に疑いをもっていて︑は

種の流言も有し之哉に相聞甚以て不坪の事に候︑当今の

行無し之候条︑一同安堵致し無二の念なく実地の取調可レ

かどらなかった︒その上︑村にある樺誘幡︵龍銅叫鋤麺碕

のであるが︑地券に関する流言は︑既にこの段階で流れ

前述の暴動は︑地租改正法が出る以前に起こっている

たりしていて︑調査︑点検には種々の困難があった︒

ていても︑実際には作付けをせず︑村が貢租を出してい

錘帳︶が整っていなかったり︑公文書では作付けとされ

あんど

致事︒﹂と付け加えている︒

ていたのである︒そして︑北条県は人心安定に何かと心

6
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第三章北条県と津山

このような事情から︑九月には︑淵部参事が東京に出

向き︑二月までの延期願いを出さざるを得なかった︒
一方では︑北条県職員は︑農村に出向いてその督励に当
たった︒その時︑戸長に渡した督励書には︑

十月中券状渡済之儀は一般御布告に付認一ヶ月之御

雑脚畑
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き上がった

のである︒

この壬申地

券の地券台

帳ができ上

がる一個月

前︵七月︶

には︑次の

地租改正法

が公布され

ていたので

ある︒

と記している︒つまり︑これ以上の延引はできない︒も

革之疑念を醸す﹂︵地租改正事務進達留︶ことを心配し

になると︑﹁下民手数を厭候而巳ならず︑爾後再び御変

じご

し左様なことになるとどんなおとがめがあるかも分から

申し出たのである︒

ある︒これに対して︑政府からは︑﹁兼て取調候地券渡

北条県為政者の胸中には︑あの暴動の事があったので

進展せず︑その上︑暴動は︑更にこの作業を遅延させ︑

方之義は︑まづ見合追而改正之地価調査之上相渡﹂して

しかし︑このような督励にもかかわらず︑地券作業は

る︒

た︒そこで︑この地券の交付を見合わせたい︑と政府に

いとい

北条県は地租改正法によって地券作業をやり直すこと

図１９地租改正悪日誌一明治６年１月の日誌一
（矢吹信夫氏蔵）

ない︒昼夜兼行で完成させてくれ︑と伝えているのであ

末迄も無二遺漏一可二申達一候事︒

端之際に候得共︑態々巡回精々及二説諭一候条︑小前末

相瓜雌而熱誠僻劉候様成行而は遺憾至極に付︑庁中多

隠︒つ

御沙汰可し有し之哉︒且つは何も発起以来之苦心水泡と

ひと

猶予奉レ願御聞届相成候上は︑猶又延期申立候共決而
いずれ

御採用無し之儀に付︑此段何も覚悟致し︑昼夜不し分一
際勉励期限之通調帳差出可レ申候︒

｝
寺允ｖ淀︐

もと

誠

点

３
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明治六年︵一八七三︶八月になってようやく地券台帳がで

計
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よろしい旨の同意があり︑この地券︑すなわち壬申地券

ると共に︑一筆ごとの収種代金︵小作地の場合は小作料︶

は壬申地券の比ではなかった︒このように土地を計測す

んでいる︒

にしたものが図加のような地券で︑これを改正地券と呼

からその地価を算定した︒こうして決定した事項を証書

は交付されずじまいになったのである︒

納の法を廃止し︑更に地券調査をし

改正地券地租改正法によると︑従来の田畑貢
て︑土地の代価に従って︑百分の三の地租︵金納︶を課

過程で問題が多かったのは︑一筆ごとの面積と地価につ

こうして︑地租が徴収されるのであるが︑この調査の

この地券調査の方法は︑個々の土地全部について実際

いてであった︒言ってしまえば簡単であるが︑測量にし

局総裁大久保利通から︑﹁明治九年から旧税法

としみら

林の調査は多少遅れたけれども︑地租改正事務

唖一一一日︑北条県は地租改正業務を終了させた︒山

０

改それから一一箇年後︑八年︵一八七五︶一一一月

唾ある︒

券って︑やっと地租改正の仕事が動き出したので

く

耕正の始まりである︒﹂と書いている︒二月にな

華延びになるので測り方を示した︒これが地租改

獅に︑﹁人民は反別調査の方法も知らない︒延び

﹃北条県地租改正懸日誌﹄の一一月七日の項

の形の面積の出し方が教えられた︒

に計測し︑更に︑係員が現地に出向いて点検し︑相違が

綻滞分︐一一一会・一工

霊瀞蕊瀞畷

圃阜室＃事︐岡山聯一

宕桧査鐘上擬典之

期撚舗飛礁会．一笹一鎚私

地侭伶掘式Ｔ一

一山鍬ニホ︑γ米脈曝儒皐

特上

単守蝉撫子矧圃Ⅱ呼側庁

溺宝膨需︾噸単煮宿迩些冨挿へと獅

地拳

ても︑﹁田畑の反別を知る法﹂が一○月に示され︑種々

ｉ地券．

認識鍵織職斜論ぷゃ父墳汽亙地鉦

等分〃婆金武淵些へｗ飛地懇

代償八図本裕畢識︲

一灘蕊蝋

あれば調べ直させるという厳重さであった︒その厳しさ

するのである︒︵趣懸躍鵠静託一難悪灘鋤が︶

津山の地租改正

6
４
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分帝ノトナレフレァ田弦窒一謬以γ刺叩ハ

卜取己・一せわ？力乙ハ百一十迄杯七

の連判がある︒この年は︑城が完成してから二○年近く

経過したころである︒更に︑延宝元年︵一六七三︶に

も︑同様の売渡証文があって︑これには︑﹁為二後日一永
こけんくたん
代浩券状如レ件︒﹂と書かれている︒松平時代︵元祇以後︶

になると︑家敷の合併・分割は限りがない︒

五年︵一八七二︶二月に︑土地の永代売買の禁が公的

に解除されたのであるが︑以上によって承ると︑津山で

は︑城下町形成当時から家屋敷の売買譲渡が行われてい

たことになる︒そして︑その売買代価の二○分の一が税

文書の治券状であり︑売券とも言われた︒

改正以前の津山市街︵城下町︶の土地には︑城
し
津山の実情下町成立当初から地子じ免
除の特典が

れる証文でもあったことは︑この活券と多分に類似点

村に適用されたもの︶の地券が︑売買譲渡の際授受さ

壬申地券の項で述べている五年︵一八七二︶二月︵郡

あった︒では︑その譲渡はどうなっていたのであろう

をもっている︒︵毒榊か樺麺幽鎧岬暁市噸奇凍︶

武家地については︑版籍奉還後の一一一年︵一八七○︶一

士族卒は住んでいる家屋敷は永久に下されるので︑

二月七日に︑

敷之事﹂という文書があって︑それには︑﹁為二後日一売
かく

売買しても︑又︑そこで帰農入商しても自由である︒

寛永一○年︵一六三三︶に︑京町の﹁永代売渡し申屋

については少しさかのぼって承る必要がある︒

か︒士族屋敷は︑拝領ということで理解できるが︑町地

の日とも称すべき日であった︒

を廃して︑明治八年分から新税法によって徴収してよ

図２１地租改正時の地積測量法
（津山郷土館蔵）

として徴収されていた︒これが︑津山の﹁家売買二十分

塾勢噌歩︽食Ｉｒ粂鯉と
■

１

い︒﹂との指令が到着したのは︑同九年︵一八七六︶一月

１

の一税﹂と呼ばれるものである︒この売買の証文が前掲

闘Ｆ

四日であった︒この九年一月四日は︑地租改正完結宣言

｜
'
'

けん状如レ此候︒﹂と記入し︑売主︑五人組代表︑町年寄
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但し︑地税之規則は後日決められよう︒
という触れ︵溺峰鋤叱蕊︶が出ている︒
そうすると︑一一一年︵一八七○︶の時点では︑武家地︑

町地共に売買が自由になっていたのである︒

平均十銭六厘七毛

此地租金六百二円八拾五銭五厘

但︑原価百分の二

右之地所従来無税地之処︑今後右之目的にて地券発行

は一般の法則に直さねばならぬが︑急にすることもでき

津山の地租改正態露迦は︑政府の意である︑﹁租税

則に照して施行されよ︒﹂と︑一○月三日付の指令があっ

民が売買している直段を券面に記載し︑総て東京府の規

と伺っている︒政府からは︑﹁地価については︑現在人

可し然哉︒

かねるので︑本年は従来どおりにする﹂旨を︑管下に布

た︒これから︑津山市街地の地券発行︑地租徴収事業が

四年︵一八七一︶九月︑津山県

達している︒一二月には地子免除は一切廃止し︑相当の

開始されることになる︒

告の実例である︒

に準じて記入することになっていた︒次のものがその申

その外︑地価については︑実際に売買されている値段

③︑六年一月十日までに提出せよ︒

②︑城郭内は別途指示する︒

よって︑東西南北の間数︑番号まで記入する︒

⑩︑士族・元卒の邸地は︑旧藩で定めておいた坪数に

であった︒

れ︑武家地の調査が始められた︒この大要は次のとおり

さて︑一一月には︑﹁貫属邸宅地調方大意﹂が出さ

ねだん

地税を申し付ける︑と布達している︒癖軸騨触達及届書写︶
同五年︵一八七一一︶八月一一四日︑﹁従来無税の地︑地

券発行に付伺﹂として︑
旧津山県貫属︵本籍の意︶

一︑士族邸地凡拾六万九千七百坪

一︑津山町凡八万四千八百坪
一︑旧真島県貫属
凡弐万八千坪
士族邸地
合弐拾八万弐千五百坪

此価凡金三万百四拾弐円七拾五銭

上等一坪に付拾五銭
中等〃
十銭
下等〃
七銭
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一一恥

孫溺珊猟湖噸調一率︐ノ︑緋ノ恭厘勘舎

東西六間南北十八間

第二区四百七十三番
四百七十三番地居住

一︑屋敷地百八坪士族矢吹正則

此地価九円七拾弐銭
但︑壱坪九銭之積

右者御規則に照拠し地価取調申処書面之通に候也
みずのととり

奏酉一月

ところが︑この申告による地価は高価過ぎるというの

で︑﹁残らず半価に調べ直し﹂になり︑地券調帳は五月

になって県に提出された︒

同六年︵一八七二︶七月二四日付で︑政府あてに︑﹁油

券税施行之義に付伺﹂として︑地租の徴収願が提出され

ている︒この伺いの大要は次のとおりである︒

い︑士族屋敷と町地は︑無税地か有税地か長年の間に

紛乱して︑区別ができにくく︑大体無税地のように

なっている︒精々調査して各の坪数を報告してい
る︒

②︑明和年間から地租免除になっている真島藩士族屋

敷も︑上記両屋敷共に百分の一の活券税を施行され
たい︒

更に︑八月三日︑壬申地券の発行中止申請と引き換え

6
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津山市街地の地券調書（玉置芳久氏蔵）

津山の地租改正

不均衡是正の論が起こり︑八年︵一八七五︶八月︑地租

改正法が適用されることになった︒つまり︑治券地改正
が行われたのである︒

﹁地租改正事務進達留﹂によると︑﹁市街地丈賦心得

書﹂︵八年九月一九日︶として︑

側︑土地の丈量に用いる間尺は六尺一分を法尺とす
る︒

②︑間以下の尺度は三寸から五尺七寸まで三寸を倍す

るごとに六除の数にならないものは捨てる︒

誰
｛

に︑﹁断然治券税法発行﹂を︑と強く要望している︒
このようにして︑六年一○月から市街地地租は︑地価
の百分の一として徴収されることになった︒その結果︑

従来︑町地が売買された時に出していた二十分の一税
は︑六年一月から廃止されることになった︒こうして︑
津山市街地は︑農村地域よりも早く︑政府の希望する地
租徴収の軌道に乗ったことになる︒

しかし︑前述したように︑この二つの地域は歴史的経
緯を異にし︑地租改正法そのものも︑郡村地の現物貢租

③︑邸地がことごとく田畑になっているものは田畑に

る︒

を改正するのが趣旨であったから︑市街地には適用され

ていた︒このよ

改正︑わずかの菜園などある場合は一括宅地とす

・地券

凶︑今般調査の地価帳には︑反別地価の誤記載し︑地

引絵図には縦横の間数を記すこと︒

などを挙げている︒そして︑市街地では一寸違っても地

価に影響する︑というので︑厳重な測量が行われた︒

これを﹃北条県地租改正懸日誌﹄は次のように記して
いる︒

九月十八日明日より治券地丈量着手

市中林田士族地

豊一

ないままになっ
﹁Ｉ

漁個働樵＄可

声言い︾鵠州︾抄癖︾一Ａ詞噸︾垂榊︾︾︾︾

券透ても区別されて

方雑厳冬上校典室人鋤惇いたのである︒
魂電＃学岡山綿ｌ恥季圭謡︾一一一が洲
には︑これらの

雪
国

十九日田町神西︑市中竹内
当分地租改正兼務被し命

二十日竹内・水島︑泊券地丈量指揮として

地価の算定地租改正の過程の中で地域に関係深

いもの︑特に民会の項とも関連があ

る事柄について述べることにする︒

地価の算定は︑田の収種高から割り出された︒したが

って︑収穫米が幾らということは︑直ちに地価の高低に

出張

十一月二十日市街改正調査済︒

関係し︑この高低は地租の高低を決定することになる︒

んことを願う︒これは世の常である︒地租改正の過程で

政府はその多からんことを望むし︑農民はその少なから

一二月︑枯券税法は廃止され︑地租改正法が適用され
ることになった︒

九年︵一八七六︶四月八日︑北条県は地租改正事務局

紛争が起こるとすれば︑地価算定についてが一般であ

る︒ところが︑美作の場合︑この地価算定よりもむしろ︑

総裁にあてて︑

当県管下津山真島市街治券地地租改正之義︑去八年

より大きな紛争は︑地種決定についてであった︵後述︶︒

処している︒その大要を述べて承よう︒

さて︑北条県は︑この算定については極めて慎重に対

一二月中郡村同一御聞届相成︑不日地券書換相渡可レ
申積に有し之︒

と報告している︒これで一応は︑不公平は解消となった

この過程において老農の意見を聞き︑各村吏に衆議

伽︑地味・便不便によって︑各村々を等級別に分けた︒

かった︒市街地の場合は﹁市街宅地﹂と記載され︑農村

を尽くさせた︒

けれども︑全く両者の差がなくなったというわけではな

の場合は﹁郡村宅地﹂と記載されている︒このような名

平均︑県の平均を求める︒

②︑畑は田の六分︑宅地は田の七分を標準とし︑郡の

ったけれども︑農村部に比すれば割安であった︒しか

前三箇年の検見の状況︑貢米額︑米の移出入の多

称の違いの外に︑市街地は︑以前より地価は値上げとな

し︑これらの点は後日の改正に待たねばならなかった︒

少︑人民の申し立てなどを比較検討し︑一村の収稜

6
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凶︑改税法は税額を増減するのが目的ではなく︑従来

の田租の不公平︑米納等の弊害をなくするためのも

五︑三九九一五

下米

四︑三九六七二

五︑五六七八五

平均

四︑四九七七五

円

であろう︒

収種米が決まると︑次は地価の算定

である︒田の地価算定には無論米価が

使用されたが︑畑には大豆が使用され

た︒この米価は︑三年︵一八七○︶か

ら七年︵一八七四︶までの五箇年間

の︑津山・倉敷︵林野︶・久世・垂水

︵落合︶・高田︵勝山︶における上米・

中米・下米の平均値段が用いられた︒

畑については︑同じ五箇年間の津山・

倉敷・久世の大豆相場の平均が用いら

れた︒両者とも厘以下は四捨五入され

7
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高︑地価の目標を作って︑これを村々に渡す︒

③︑これに対して村民の申し立てを受け︑区戸長らの

のであること︒

②︑県庁で討論を尽くし︑専断のことがあってはなら

衆議によって増減し︑決定する︒

以上によってゑても︑人民の申し立てとか︑衆議を尽く

ない︒収稜︑宛米︵小作米︶の調査はその方法を説

五︑五六六一一二

四︑二六三五

二︑六一九五四

北条県小野参事がいかに細心の注意を払ったかが分かる

を起こさせる因となるから注意せよ︒

明すればよい︒立ち入って調査すると︑人民の疑い

すとか︑衆議公論によろうとする意図がありありと歌え
る︒

北条県は︑係員の巡回について﹁巡回説示要件﹂を出

明治三年から
明治七年まで 米価表

し︑次のことに留意させている︒︵管下布達留︶
美作国前五箇年間

五︑七一一一八一一八

四︑三九五三六

二︑五四○一七

三︑六五九七一

中米

四︑五三一三

二︑六一八七三

三︑五四八八二

六︑二四四九二

上米
〃四年

二︑六九九七二

三︑六五八五八

六︑○五五七

円

〃五年

三︑七七一七三

六︑二四二九九

円

〃六年

六︑四三六○七

明治三年

〃七年

円

銭として︑一般の検査に用いられた︒

て︑一石につき︑米価は四円五○銭︑大豆価は四円四五
候事︒

調べ︑いささかも偽りなく申出べく此段くれぐれ申諭

さて︑この反別を測る間尺については︑当初︑従来検

と訴えている︒

重であった︒その点地価算定の態度とは

間尺地租改正に際しての反別調査は極めて厳

地が行われた際に用いられた間尺で丈量する方針であっ

係員が出張して落地の有無︑広狭の当否を実地に当たっ

作国では︑旧検六尺五寸と六尺三寸の両様使用した︑と

﹁間尺は︑すべて各地の旧慣によることであるが︑当美

七年︵一八七四︶九月︑間尺について政府に︑

た︒

対照的であった︒この経緯を﹁地租改正事務進達留﹂に
よって︑大要を述べることにする︒
ごと

て検査する︒もし間違いがあれば再調査を命じ︑悪賢い

の口碑があるので︑これによって測量した︒

北条県は︑﹁精細な一筆毎の反別を申し出させた上︑

事があれば厳重に処分する︒﹂との達しを出した︒更に︑

その後調査して承ると︑慶長年間森氏の時︑一般六尺

け︑且︑祖先より伝わりし用地御取上げに相成る而巳

も︑村毎に取調べの節は必ず現れ︑其身は厳敷各を受

万一畝歩を偽り︑あるいは地所を隠す等の事ありと

かく︑確たる根拠がないのであれば︑六尺一分の間尺を

らは一○月︑﹁従来よりはっきりした習慣があればとも

き届け願いたい︒﹂と願い出ている︒これに対し︑政府か

寸をもって測り︑略整備させる見当もついたので︑お聞

ほぼ

五寸をもって検地をしている趣なので︑管下一円六尺五

ならず︑正副戸長村用懸迄の難儀に相成候条︑心得違

用いよ︒﹂との指示が来た︒このようなやり取りをした北

文を出して︑

致す間敷候︒

し︑右の御趣意貫かず候ては職業相立ず︑日夜心痛候

我等不肖ながら当県御委任を受け︑管下人民へ対

してしまったのである︒

ったのである︒七年九月の伺書にある六尺五寸尺で測量

条県は︑この指示による六尺一分尺を強引にも用いなか

われら

条︑尚追々申達す可く候得共︑差向反別を明らかに取
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領の時︑一般六尺五寸間をもって検査した︑と︑各村の

八年︵一八七五︶三月の北条県の上申には︑﹁森氏拝

北条県は改正事業の完結直後に︑算定の仕直しを実施し

心得違いのないようにされたい﹂旨が通知されている︒

美作を舞台にして行われた︑中央庁と地方庁の二年に

ているのである︒

々これを証するものもあるので︑実歩調査は六尺五寸間

わたる以上のような交渉経過は︑この地域の背景を反映

口碑に伝わっている︒それに︑道路・橋等においても処

で調査した︒昨七年一○月三日付の御指令の趣もあった

したものと言えよう︒

丈逓せよ︑の口碑ありと錐も︑其の後︑津山・真島・

検地は︑古昔森氏全轄の際︑一般六尺五寸竿を以て

二月一七日︶によると︑

政府の係員の﹁北条県出張復命書﹂︵水島文書︑八年

が︑その節は調査済であったので︑今更引き直すことに
なっては︑上下の手数は非常なものとなるので︑不都合
な事ではあるがこのままに願いたい︒﹂と間尺について
弁明している︒

四月一一日︑大蔵卿大隈重信の名で︑﹁一応の申し立て

沼田・古河・鶴田・明石・土浦・旧幕等の諸管に分裂

塑裁く；ようおお§

もなく調査したことは不都合ではあるが︑特別の訳をも

し︑一郡にして三︑四領を交ふるものあり︒其の内新

開の如きは六尺三寸のものあり︑六尺一分のものあ

って聞き届ける﹂旨の許可があった︒

美作だけ︑このように六尺五寸間で測った反別を地券

︵それは地租改正の完結直後である︒︶︑各会所に出され

検の上︑義郎︵係官の名︶再検を遂げ︑広狭整粛に帰せ

這回は︑一般六尺五寸を以て丈量し︑県管毎一村点

とのかい

り︑交互錯雑其の実量を分析するあたはず︒

た達しで︑﹁今般地租改正の際すべて六尺竿をもって丈

しめ︑これを六尺竿に直し︑純反別二万七千七百五拾

に記入したのであろうか︒九年︵一八七六︶一月一三日

通せよ︑とのお達しがあったのであるが︑この達しのと

五町一反三畝十三歩に至り︑旧に比すれば一万五拾町

ざお

おりに六尺竿に直さないわけにはいかないから︑一筆ご

五反九畝二十二歩余を増加す︒
と報告されている︒

とに直すように通知する︒これは︑反別が増加するだけ
で︑収穫・宛米・地価などには少しも関係しないから︑
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であるが︑ここで述べる溜池の問題は地

溜池上述の間尺は土地の面積肱棚係すること

租弁納の分︑︵中略︶高内引地同様公有地の地券証相

の御処分に不二相成一候ては不都合に可し有し之︑尤も貢

地﹂であるか︑﹁私有地﹂であるか︑それによって︑税金

地と私有地の両様があるが︑両者の処分が違ってはよく

と伺っている︒この伺いの内容は︑美作の溜池には公有

渡︑後成二無税地一に取計可レ然哉︒

の有無に関係をもってもくることである︒したがって︑

ないから︑両方とも公有地の地券を渡して︑その後︑無

引のものも︑貢租弁納のものも︑地租改正の上はすべて

その後の政府の回答では︑﹁溜池敷地のことは︑高内

税地としては︑と言うのである︒

これには次の二点が重要であった︒

仙︑まず︑美作一国を領していた森時代からの慣例が
どうであったか︒

②︑官有か私有かということになると︑直接県と農民

っては︑重大事態発生の可能性がある︑と言える︒事

こう承ると︑この問題の中には結論がどうなるかによ

のは︑官には関係がないけれども︑後々間違いがないよ

この作徳米︵収穫米の取り分︶を村等が補償しているも

記載すればよろしい︒但し︑除税地の内持主があって︑

除税になるものであるから︑その反別だけを大帳の末に

実︑北条県の岡山県合併以後︑知事高崎五六の時から約

うに確実な取り極めをさせておくべきである︒﹂と指示

との主張の対立ということになる︒

二○年間の紛争が続くことになるのである︒この紛争の

している︒

示を受けている︒

ても︑除税の上︑無代価の券状を渡してよい︒﹂という指

人共同で勝手に溜池を造り︑自分の田畑の用水にしてい

のも除税地﹂としてよく︑﹁百姓が一両人とか︑三︑四

その後にも︑﹁用水のため造った溜池で個人持ちのも

経過については第五章に譲り︑ここでは︑北条県の地租
改正における処理についてだけ述べることにする︒

地租改正法が出て間もなく︑六年︵一八七三︶八月の
末︑北条県地券懸は︑政府に︑
たかうち

当県下美作国村々溜池敷地之内︑従前︑高内引地貢
租弁納地等両様有し之︑今般税法改正に当りては一様
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種に関係する問題である︒言い換えると︑溜池が﹁官有
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津山の地租改正

以上の交渉の結果︑個人溜池と共有溜池の二種の態様

として︑どちらも民有無税地に編入されることになっ

表者であった︒して承ると︑北条県がした仕事の中で︑

この事業ほど農民の意見が反映されたものは外にはある

まい︒又︑そうでなければ︑この大きな国家的事業は完

成しなかったであろう︒前述の間尺のことにしても︑溜

た︒

ところで︑溜池の所有所属を調べるということになる

池のことにしても︑その交渉経過の中に︑このことを読

げんろく

と︑江戸期一一五○年︑殊に元藤以前の森時代にさかのぼ

承取ることができる︒

﹁引続改正候ては冗費は勿論下民手数を厭ひ候・﹂︵六

﹁再び御変革之疑念を醸可レ申︑﹂︵六年八月三日付︶

る︒それは︑政府への伺書の中に︑

又︑北条県は︑農民の動向にも絶えず意を用いてい

らなければならない︒この溜池の所有関係の証拠をめぐ
って︑北条県が岡山県に合併されてから︑溜池問題とし
てこじれてくるのである︒

改正事業と展民繍鋤︾癌盤嘩畑︾塞州鞭鐸岬詐詩鋤

﹁今更引直し︵六尺五寸尺を六尺一分尺とする︒︶候

年八月三日付︶

まるのである︒そうして承ると︑一般には地券発行が暴

ては上下之手数不二容易一儀に付︑﹂︵八年三月一八日

に当たる︒そして︑改正地券は︑これから二箇月後に始

動の起因の一つに挙げられているが︑それはそれとし

付︶

近古未曾有の諸事業で経費は平年の数倍にもなり︑

みぞう

六年︵一八七三︶四月五日︑北条県は︑政府に︑

と述べていることでも分かるであろう︒

て︑この暴動自体が地租改正に及ぼす影響のほうがより

大きかったのではあるまいか︒少なくとも美作ではそう
であって︑これが民会の一つの契機にもなっているので
ある︒

を支払った残金があるので︑これを下方救助として下

極めて難儀をしている︒ついては︑地券証印税に庁費

持ったのは︑ほとんど農民の代表者であった︒しかも︑

げ渡してやったらいかが︒

廃藩置県後区制が施行され︑政治の末端の仕事を受け

地租改正事業については︑県庁の係もほとんど農民の代
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という伺いを出している︒この伺いは四月一二日に許可
され︑各村から徴収された証印税に比例して︑証印税の

の概略である︒この改正によって︑

地租改正その後以上が︑津山を中心にした地租改正

八七六︶五月二五日︑各区区長は︑﹁この余剰金を下げ

ところが︑北条県が岡山県に合併になると︑九年︵一

たし︑地種の変更もあった︒土地所有の証となる地券も

言うのではない︒後年になって︑土地の面積は訂正され

し︑完全な土地調査ができ︑欠点のない税法であったと

前時代からの租税の不都合な点は一応解消された︒しか

渡すことについては︑岡山県に引き継いでいただいてい

形式が順次改正されて︑二○年︵一八八七︶前後にかけ

残金が配付された︒

るものとは思うが︑どれだけ官費が支払われているか承

て土地台帳に変わっていった︒

飯鋲らだけ

宮の中山神社の境内林について述べよう︒

地租改正後︑変動修正のあった土地の一例として︑一

知したいので︑地券発行から現在までの計算を知らせて
いただきたい︒﹂と︑元北条県参事小野立誠に願い出てい

る︒各区区長は︑合併の混雑の中で余剰金の配付があい

概算書の写しを区長総代に送付している︒証印税の一部

これに対して︑小野は︑岡山県令に引き継いだ書面と

三町五畝一○歩を官有地に編入した︒その後︑神社側か

いた︒ところが︑九年北条県廃止後︑岡山県は︑右の内

県は︑その山林四町六反一畝一五歩を社地として認めて

中山神社の境内林は﹁中山の長良縁﹂と呼ばれ︑北条

が麗村に還付されたことは︑農村指導厨の意向が反映し

らも修正運動があったが︑四○年︵一九○七︶一一一月︑

まいになることを心配したのである︒

てのことであろう︒更に︑九年五月の証印税余剰金につ

ようやく社地として編入を許可されている︒

又︑地租改正は税法の改革というだけでなく︑地券の

いての申し入れには︑農村指導届のなゑな承ならぬ政治

感覚を感じさせるものがある︒実は︑北条県では︑七年

所有者が土地の所有者であり︑だれでも土地を自由に売

買できるという制度を意味している︒江戸時代にも土地

︵一八七四︶には民選議会が成立していたのである︒こ
れについては章を改めて述べることにしよう︒

の売買はあったけれども︑国が一つの制度として認めた
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いう土地を所有する人についての例である︒こんなこと
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ところに江戸時代との大きな相違がある︒この相違が︑
われわれの周囲に大きな変化を生むことになった︒
例を挙げることにしよう︒

城の堀と土手の処分については前述したが︑これなど

88.28

4．０１

は身近に起こった最も顕著な一例である︒それは︑旭門
から京町門までの堀と土手︵反別一町二反六畝一二歩︶
の売買である︒買手は売買の相談がまとまったから︑地
券をいただきたいと願い出ているのである︒このように
して︑城の堀と土手は︑市街の企業家や農村の資産家の
所有になっていった︒

次の﹁表三﹂は︑ある士族の土地独得の状況を年別に
示したものである︒津山市街に住んでいるこの士族は︑
九年から二二年の間に︑周辺農村に膨大な農地を獲得し
ている︒このような場合︑これらの農地を耕作するのは
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地に住む不在地主である︑という土地の生産関係ができ
てくるのである︒これと同じような例は︑津山市街に住
む商人や農村に住む資産家の中にも次から次にできてく
る︒

以上︑土地の私有について二つの例を挙げた︒一つは

表三ある士族の土地猿得状況

は衆と相議して作るべきものである︒たとえ臨時的な事

けられた今北条県史稿本﹄︶︒津山藩は更に︑﹁法律律令

こうして︑土地の所有・生産関係に大きな変動が生じ

柄でも︑決めかねるようなものは︑政庁から下問して︑

は︑江戸時代には夢想もできなかった︒

てくる︒この変動は︑特に農村にいろいろな問題を引き

この衆議にかけて最も妥当なものを採る︒﹂と説明を加

せん心よ

起こすことになる︒

えている︒

戎ず

一一月一一一一一日には︑﹁依し之ひろく人材を撰挙し議員に

差し出すよう触れを出している︵明治一一年御触書控帳︶︒

の内︑可レ然と存候人物有官無役に不し把十人相選﹂んで

四︑民会のさきがけ

備度存候間︑入札公選の法を以て先一級より十四級まで
二二年︵一八八九︶の憲法発布まで

ママ

騒事局股立を︑政治の上から二つの時代に区分

更に︑翌二四日には︑﹁追而大参事︑権大参事井に諸局

とらわ

することができる︒一つは︑九年︵一八七六︶四月︑北

長官は撰挙之外たるべし︒尤も︑追而市郷のものまでも

議員に差加へ可レ申事︒右の趣︑惣町へ可二相触一候︒﹂と

そう童ち

条県の岡山県合併までと︑二つは︑それ以後の岡山県時

代とである︒前者は︑いわゆる民会時代と言えるし︑後

触れている︒

要約すると︑﹁議事局議員には人材を集めなくてはなら

者は︑自由民権運動時代と言うことができる︒このよう
な区分の仕方は︑津山市域についても言えるし︑美作全

ない︒まず︑士族の中からこれはと思う者を選挙せよ︒

二年︵一八六九︶の版籍奉還後︑一○月二九日︑﹁信
どうかい

ものであった︒

市郷の者も議員とする︑という考えは︑極めて進歩的な

時︑既に﹁撰挙﹂とか﹁議員﹂とかの言葉が用いられ︑

街や農村の者も議員に加えたい︒﹂ということである︒当

域についても言えることで︑それほど北条県時代と岡山

述べることにする︒

大参議・権大参事・諸局長官は選挙してはいけない︒市

路を洞開し衆庶をして建言せしむ︒﹂として︑議事局が設

7
７

県時代は対照的なのである︒

北条県と津山

この項では︑北条県時代の民会の源流︑創始︑運営を

第三軍

民会のさきがけ

ば︑書面にしたため姓名︑居住を記入し︑東西両番所な

である︒市郷の者は︑末々に至るまで心付いた点があれ

は︑広く衆議を尽くし公議を採って政治をする考えから

れについての議論は書かれていないが︑廃藩置県の実が

るような害を生ずるかも知れない︒﹂というのである︒こ

どる職︶のように勢力を増大させて︑中央政府に対抗す

いつの日か又︑唐の節度使︵地方の軍事︑政治をつかさ

まま当たっているのである︒このまま過ぎていくなら︑

らびに議事掛の目安箱に入れられたい﹂︵前掲書︶︑と

近からんことを望む声が︑︾﹂の議事局の中にもあったこ

次いで一二月三日には︑﹁今般︑議事局を開かれるの

触れている︒これによると︑二月二四日付の触れの趣

議事局の討議で︑次に興味があるのは留学生派遣に関

とが分かる︒

で意見を上申するにとどまっている︒議員とするには時

することである︒提案者は久原宗甫である︒彼は︑万国

旨から後退して︑士族以外の者は議員にならずに目安箱

機が早過ぎたのであろう︒仮に早過ぎたとしても︑民会

親交の時節に漢文学ばかりではよろしくない︑洋学の勉

どうけたじみ

に賛成したのは宇田川興斎であった︒これに反対したの

強にも少し留学者を多くしては︑と主張している︒これ

そうほ

の感齢きを感じ取ることができる︒

さて︑議事局議員の一人︑中村静一郎は︑次のような
議案を提出している︒

は︑道家助十郎と丹治玄謙であった︒反対論者は︑洋学

あらた

今や封建を革め郡県となし︑諸藩旧封に依て知事・

洋学と言って留学させると︑後にだれが残る︑よい例は

あや

大小参事を置き︑従前の臣僕と共に藩政を行ふ︒是名

箕作ではないかと主張した︒この間をとったのが大村斐

もなく︑いまだ主従関係の色濃い時である︒このような

明治二︑三年といえば︑中村静一郎の言を借りるまで

論じている︒

お

は郡県にして其実は依然たる封建なり︒之を制する其

夫で︑せめて四︑五名くらいは洋学留学生を増してはと

まきりとう

術を得ざれぱ︑他日将に李唐藩鎮の害を生ぜんとす︒
いやし

苛くも王臣たる者︑一利一害知って一一一一口はざるべから

いかう

中村は︑﹁版籍奉還が行われても︑役職の名前が変わった

時に︑彼らは大胆に自分の所信を発言している︒

ず︒其之を制するの術何如にして其当を得る︒

だけではないか︒政治をする人は︑封建時代の人がその
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同年四月には︑﹁北条県議事章程﹂を制定布達した︒こ

の三法の中︑民会を規定している﹁民会議事略則﹂︵以

﹃津山藩日記﹄は︑三年︵一八七○︶一○月八日︑議事

局廃止と記している︒議事局の寿命は一箇年であった︒

下略則︶について述べよう︒

応戊辰︑一一一月辱くも神明に誓ひ給ひし御誓文五条の第

広く会議を興し万機公論に決すべし︑とは︑去る慶

一月の﹁民会議事に関する布達﹂には︑

ことは既に述べたところである︒五

一章にして︑追々民会議事御取開の御趣意に基づき︑

民会の創設北条県になると︑区制が施行された
年︵一八七二︶五月一四日︑北条県は︑各区の戸長を集

尚︑華雨府県既に設くる所の法則を参酌︑今般別冊の通

ぽしんかたじけな

めて戸長会議を開き︑水利物産等について討議させてい

り略定し︑先づ県会取開候条此旨相達候也︒

さんしやく

る︒この戸長会議は︑区制が施行された当然の帰結では

図２５民会議事略則
（中島健爾氏蔵）
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どんな事情で廃止になったのかは不明である︒

第三章北条県と津山

民会のさきがけ

民会議事の基本は言路を開き︑上下の情を通じ︑
各自天賦の自由を遂げ︑以て厚生利用の権を得せし
むる事︒

二区会には戸長副の内議長となること︒

三県会には当分参事議長となること︒
第六章

称す︒此会既に開け体裁組立つに至らば︑一区に一

一町に一会を興し︑一村に一会を興すを町村会と

毎に一人を増し︑千人以上二十人に至るを度と

満の町村にて十人︑百人以上十一人︑以上百人

一町村会の議員は︑人口の多少に準じ︑百人未

議員を定むること左の如し︒

会を興す︒之を区会と称す︒この会亦既に開くるに

し︑在務一年を限とする事︒

第二章

至らぱ︑一県に一会を興す︒之を県会と称する事︒

但︑半途欠員あるも補ふに及ばず︒

二区会の議員は︑毎町村より二人を出し︑其一

第三章

右の如く町村会より漸次設くるを本法とすれど

人は用懸︑外一人は町村会の議員より互選し︑

ここ

議員は総て無給たるべし︒但︑県会の議員二里半

第七章

但︑臨時欠員あらぱ即時公選して之を補ふ︒

三年を限とする事︒

戸長副︑外一人は区会の議員より互選し︑在務

三県会の議員は毎区より二人を出し︑其一人は

ふ︒

但︑臨時欠員あるときは即時公選して之を補

在務二年を限とする事︒

も︑人皆議会の何物たる︾﹂と未だ知らざれば︑菱に
こうえ念

先づ県会を興して洪益たるの目的・を表する事︒

第四章

町村会は毎年六度︑区会は四度︑県会は二度開く
を定例とし︑若し要件ありて臨時開会するは此限に
あらざる事︒

第五章
議長を定むること左の如し︒

一町村会の議長は用懸或は議員の内一人公選し
て之を定むること︒
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以外に住する者は︑区費を以て議事中日当金を絵す
る事︒

第八章
議目大略左の如し︒

但︑県区町村会とも少しく異同あり︒

一旧弊を除き開化を進むること︒
二民費の多寡を議定する事︒

第九章

一議長︑議員の心得其他諸規則は︑追て議定すべき
事︒

第十章

一議員選挙の法則は別冊の通心得べき事︒

議事局と民会幡準諦剛州韮諏吟城壁鑑需垂哩鉦諏

七諸事取締の事︒

六学校の事︒

五郷村社の事︒

市郷末々之ものに至る迄御為筋之儀心付候はば︑書面に

議を尽し公議を採り︑御政憲を被し為し立候御趣意に付︑

する触れの中に︑﹁今般議事局御開きに相成り︑広く衆

前述した︑二年︵一八六九︶一二月三日の議事局に関

るように︑民会開会の御趣意に基づいて民会諸規則を制

八区会議事選挙の事︒

致し居所姓名相記し⁝⁝︒﹂とある︒すなわち︑この両

三租税其他諸公費の帳簿を検査する事︒

九衆庶の業を勧むる事︒

者は︑御誓文の趣旨に添って設けられたものである︒し

定した︑と述べている︒

十道路橋梁水利開墾の事︒

たがって︑この両者は︑会議を興し衆議を尽くす︑とい

四自他訴訟の事︒

十一貧民並帰籍の者処分の事︒

う一貫した基本理念に基づいて作られたものである︑と

への変遷の中で︑為政者は︑この基本理念をいかに制度

御誓文発布以来︑津山藩から津山県︑そして︑北条県

ためすじ

十二失火盗賊手当の事︒

いうことになる︒

きょうりょう

十三町村借金の事並其の返済の事︒

十四御布告並御成規上に於て若し差支の事あら
ば︑其情実を政府へ上陳する事︒

寵
Ｉ

民会のさきがけ

る︑﹁尚︑諸府県既に設くる所の法則を参酌﹂の箇所か

度化に絶えず意を用いていたことは︑民会布達の中にあ

化しようか︑と考えていたに相違ない︒為政者がその制

﹁追而市郷のもの迄も議員に差加へ可レ申事﹂を︑新し

に関する二年︵一八六九︶一一月二四日付の触れにある︑

議員を選挙することになっている︒この条項は︑議事局

定まりし上は︑各町村に於て毎年一回互選の法を以て﹂

くるを本法とすれども︑人皆議会の

略則第三章は︑﹁町村会より漸次設

い制度に載せたものと解することができる︒

らも推察できる︒

五年︵一八七二︶から六年︵一八七三︶にかけて︑民
会の先進府県と言われているのは︑東京・大阪・愛知・

民会の最初

何物たること未だ知らざれぱ︑妥に先づ県会を興し︑﹂

千葉・宇都宮・兵庫・滋賀などの諸府県である︒民会布
達に記している︑既に民会に関する法則を設けている諸

としている︒

図２８蟻員選挙略法
（中島健爾氏蔵）

但︑過日公選之村区会議員追て及二沙汰一候迄立会

一︑毎月区村会議兼確定之通怠惰之弊有し之間敷事︒

た北条県布達の中に︑

七年︵一八七四︶四月一二日付で︑区長あてに出され

で︑これらの民会の開会の時期から述べることにする︒

なければ︑県会も開くわけにはいかないのである︒そこ

づ県会を興して﹂と言ってぶても︑町村会議員を決定し

て町村から出すことになっている︒そうすると︑﹁受に先

互選﹂となっている︒そして︑区会議員は︑同じようにし

二人を出し︑其一人は戸長副︑外一人は区会の議員より

略則によると︑県会を構成する県会議員は︑﹁毎区より

府県とは︑これらの府県の中にあるはずである︒又︑こ
れらの諸府県を参酌するというのは︑絶えず民会開設の
意図がなければできるものではない︒

且毘Ｉ陰﹃＋︐﹄︑﹄諏坐耶畿

﹁議員選挙略法﹂︵以下︑略法︶によると︑﹁選挙人

一

！一
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に不し及候事︒

一︑不日県会議事御取開に付︑選挙人之外たりとも存
あいしたた

意の次第議に懸け度者は︑建言書相認め議事所に
可二差出一旨改て御沙汰之事︒

②︑他所の者でその町村に不動産を持っている時は︑

その名代人を選挙人中に加へること︒

右の規定は︑不動産所有者を重視している現れである︒

選挙の方法は︑選挙人一同出席して︑全員の前で互選

通知のあるまで開会してはならない︒又︑議にかけたい

れた︒毎月所定の通り区村会は開かれるべきであるが︑

以上︑北条県の民会規定によって町村会を承ると︑現在

議長は︑用掛あるいは議員の内一人を公選で決める︒

被選挙権を有するのは二五歳以上の者となっている︒

によって決める︒

事があれば議事所に提出せよ︑というのである︒日付か

とは選挙の方法は違うが︑民選議会であったことは間違

とある︒これによって承ると︑先般区村会議員は選挙さ

らふると︑三月から四月にかけて︑区村会議員の選挙は

当時は官選であったり︑法規はできているが︑民会そのも

いない︒先に述べた民会の先進諸府県の民会でさえ︑この

既に述べたように︑町村会議員が最初に選挙されなけ

のはできていなかったりしているものばかりであった︒

終わっていたことになる︒

ればならないのであるから︑まず︑その選挙について述

略法によると︑選挙人姓名帳に載る者は︑年齢一六歳

の七月八日の条には︑﹁今︑全国府県の民会を開くもの

ら七月一七日にかけて開催された︒﹁地方官会議日誌﹂

第一回地方官会議は︑八年︵一八七五︶六月二○日か

以上で同一町村内に住居する不動産所有者の当主であっ

七県︑区戸長会を開くもの一府二十二県︑其議会なきも

べよう︒

た︒男女の差別条項は記されていないので︑この姓名帳

の二府十七県︑其余未だ明ならず︒﹂と記されている︒

この地方官会議での民会は︑府県会・区会に限られてい

に女性を記している村もある︒

なお︑次のような不動産に関する規定がある︒

たのであるが︑日記文の民会を開くものの中に北条県も

入っていてよいはずである︒しかし︑北条県の名前はど

側︑不動産癖蝉潅︾田を質入書入いたしているならば
その取主を選挙人とすること︒
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第三章

民会のさきがけ

第二十二区副戸長矢吹貫一郎

井上吉雄

こにも出てこないのはどうしてであろうか︒

民会の議事運営規則が﹁北条県議事章程﹂で︑七年

戸長福田政徳

そして︑差出された議案は︑七月三日集会のものである

︵一八七四︶四月一○日に布達されている︒この時点で
は議員も決定していたから︑各議会ともその開会を待つ

から︑区会・村会は七月三日には開会されていたことに
なる︒

ぽかりで︑あった︒

この時︑前述した四月一二日付の布達が区長あてに出

区会については外にも次の文書がある︒
明治七年決定帳

された︒略則にある︑﹁先づ県会を興して﹂という条項
が生きている︒すなわち︑過日公選の村区会議員は︑追

八月五日郷一一一軒唾区会議事所

これによっても︑区会は七︑八月には開かれていたこと

この文書の中に︑区会の裁決した議案が書かれている︒

ってさたあるまで開会延期となり︑県会がまず開かれる
ことになる︒

県会が開かれたのは前後二回になっている︵﹄難鵠

以上述べた議員の構成で︑七年四月から八月の間に実

になる︒

第二回めは六月一一四日から一一六日までの三日間になって

際に運営されていた民会は︑北条県以外ではその例が見

嘩溌蕊︶・その第一回珍は四月一一○︑二一の二日間

いる︒区会・村会の最初の開会日時は不明であるが︑遅

られない︒

それでは︑どんな議題が提出された

であろうか︒

四項挙げている︒これらの大部分は︑当時の他府県の民

とができたが︑略則の第八章に︑大略の議題の類別を一

章程によると︑議案は県庁はもちろん︑議員も出すこ

民会の議題

くとも七︑八月ごろには両者とも開会されていたことは
確実である︒というのは︑北条県議長あての次の文書が
ある︒

右者当区村会是迄相開候分議案奉二差上一侯問答達願
上候也︒
八﹇月三日
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会に共通したものであるが︑特色があると思われるもの
を取り出して承よう︒

北条県は︑県会の可決を得て脚夫連絡路線を実施に

移した︒それは︑久世・真加部︵勝田町︶・勝間田︵勝

あった︒これは︑既設の郵便路線の外に︑北条県独自

央町︶を地方拠点とし︑順次津山に結び付けるもので

十三町村借金の事並其の返済の事︒

の路線が作られたことになるのである︒

三租税其他諸公費の帳簿を検査する事︒

十四御布告並御成規上に於て若し差支の事あらば︑

種痘の事については︑布達も度々受け取ってい

②︑岡山県への合併引継書の中に︑

の三つを挙げることができる︒それはかなり思い切った

て施行しなければならないのであるが︑何分にも

其情実を政府へ上陳する事︒

内容のものが挙げられている︒これらの事項が具体的に

田舎になると︑気候が寒いの暑いのと理由を付け

議員に示したところ︑可とする者が多数なので︑

そこで︑これらの父兄に罰則を科する案を作り

者がいる︒

て︑種痘を行わないで流行痘︵天然痘︶にかかる

どう取り上げられたか︑議案を通して検討することにす
る︒

⑩︑最初の県会への提出議案の一つに︑﹁脚夫を一定
し︑国費を減ぜんと欲する案﹂がある含北条県史稿
本﹄︶︒この提案理由を次のように説明している︒

ると事務が延滞する︒そこで︑従来各区会所と県

でも聞き入れない者は届け出ることに決定した︒

そして︑町村の用懸からよくよく説諭し︑それ

正副戸長にこの事を下問した︒

庁間の文書送付を各が適宜にしているのを︑定期

この決定を通達したばかりの時︑廃県になった次

百事多端で費用の負担に困っている︒経費を削

的連絡網に変えてはどうか︒これに︑公文書を緩

第である︒

この文中の正副戸長への下問に対し︑第三︑四区長

と記してある︒

急に区分する方法も合わせた脚夫網を作るなら
ば︑昨年︵六年︶の脚費が六四八円節約できる︒
よろしく可否決定あらん事を乞う︒

隠
碍

民会のさきがけ

ｆ

す︒度々の御懇諭にもかかわらず︑これに従わな

種痘の事について罰則を作る御下問恐れ入りま

県に依頼したが聞き入れられず大いに苦しんだ︑

出方を依頼したが廃県︵九年四月︶になった︒岡山

事を始めたが経費が足らない︒北条県会に経費支

の一節がある︒すなわち︑両村民が潅潤水路の工

かんがい

県及請二岡山県一弗レ聴︑両村人大苦﹂︵矢吹文書︶︒

い者は罰すべきではあるが︑御仁慈ある度々の懇

というのである︒

中島衛の九年四月四日付答議文は次のとおりである︒

諭にもかかわらず種痘をしない子供がいるのは︑

︵嘩卸ゼ簿緩会議事所︶

件

可合四拾人

否合二人

否
一人
可合四拾九人

過可に決定す

差引可合四拾一一人

一︑津山川勝山川下モ備前船路之奉飴四拾垂

﹁県会に就て可否決定すべし﹂鑑引雨硲池齢邦人

一︑学校世話人給与之件

﹁県会に就て可否決定すべし﹂鑑引雨姶池齢迄人

一︑新聞之件可合四拾五人

以下同様

して北条県会参事之印を押す過可に決定す

県は︑﹁適宜施行不し苦﹂と記入差引可合三拾弐人

一︑放楽芝居税金之件

否合八人

側︑次は区会の議案で︑議案の事後処理がうかがえる︒

その趣旨が徹底しないからであろう︒

現状から察すると︑罰されるのは種痘をしない
父兄ではなくして︑その趣旨を徹底させていない

事務担当者である︒耳目を持ち言語を通ずる人
で︑たれかその子を愛しない者がいようか︒種痘

しようそう

のあるを知りこれをしないのは︑予防の良術であ
ることを知らないからであろう︒

今︑直ちに罰則を設けるのは時機尚早で︑罰則
は後年に設けるべき良法である︒今︑設けるべき
は説諭の行き届く方法である︒

以上のとおり︑正副戸長の意見によって罰則は見合
わされた︒

③︑国分寺︑瓜生原両村醗醗靴難謡欣蓉垂距鋤璽迂遍
塞原嗣麺韮麺鋤銅織跨叫瓜︶の中に︑
こう

﹁初両村人興而経費不し能し支︑乞二救北条県会一廃

8
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いぜ合

否合四人

可合四拾人

﹁井堰に唐戸を設け通船便利を
計る最も可とす
但︑有志輩地先の村方に就て懇談に及ぶべし﹂
しよう

一︑郡郷庄廃止之件

﹁郡名廃止は全国に関し候事差引可合三拾六人
但︑郷庄は自今既不レ用也﹂過可に決定す
⑤︑村会の議案は次のとおりである︒
二二区の八月三日︵七年︶の報告書中にあるもの︒
一︑小学校設立位置の事︒

一︑一小区一名金預選挙の事︒

可十枚否なし

可一枚否八枚

一︑公有地内字ウシャウ畑の山地を開き作益を以

学校の費用を助くる事︒

︵以下略︶

民会の性格池匙︾謂醒瀞距も謝霊癖噴李癖弛窪

討して︑次いで北条県の民会の実態に触れることにす
る︒

も直ちに施行する権限はなく︑県庁の裁断に任さな

仙︑章程によると︑県区町村会は︑各議会で決議して

一︑募金取立期限御布達に依り決定の事︒

ければならない︒権限が当県にない場合は︑その所

一︑一小区一名世話方互選の事︒

一︑地引絵図至急仕立の事︒

属する官とか他県の裁断を得た後に議員に答達し︑

れている︒

黙視することがあってはならない︑と注意事項を入

の議事については︑決して上下の毅誉にこだわって

ものと民費に関係するものである︒だから︑これら

更に︑最も重要な議事は︑地方の利害に関係する

ができる︒

この答達が遅延する時は︑議長に対し催促すること

一︑七年前半年分区村費取調之事︒
︵以下略︶

勝南郡青野村︵英田町︶の場合は︑七年一二月五
日の村会議長︑議員総代から︑九番会所戸長あてに
出された議案報告の内容である︒

一︑村費に課する分︑其時々検査して全く村費と
なるべき分に検印する者両名を置く事︒
但︑検印無し之分は村費に納入仕間敷事︒
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民会のさきがけ

議案が可決されても︑その施行は県の裁断に任せ
る︑というのが制限規定である︒議会で採択された
事項にはそれぞれに指示を明記しているのは︑執行
権を県が保留しているからであるが︑それが濫用さ
れているとは思われない︒

略則に︑﹁人皆議会の何物たること未だ知らざれ
ぱ︑愛に先づ県会を興し︑﹂とするのも︑知識と経
験に乏しいことを知っているからである︒だからこ
そ︑章程に議案審議の注意を規定したのである︒
②︑地方長官会議の最初の召集があった時︑小野参事
は︑県区町村会議員に対して︑七年︵一八七四︶六
月三日付で︑次の文書を送っている︒
今般各地方長官会議之儀御達有し之候に付ては︑
れ

被し召次第拙者儀上京致候所︑此会議は管下人民
に代て協力公議するの御主意に候得ば︑管内衆庶

▽帥一

ｑｆ０︲Ｉ１ｌｌｌｌ︲吟ｑ﹇

民会規定を

勾曲

事い

霊諒に触るる等
小の事何に限ら

ず議すべから

ず﹂︵鳥取県︶︑

﹁政府の大政

に及ぶ事を得

８

というのである︒小野参事の開明的な一面がここに８
も現われている︒

聯哩錨分

雨通じて︑議会
銭荊︿へ・・
今 磁 器 地 グ 代 徹 守 熱 乏 賎 仰 進 ・ 鯛 と 唯 二 打 う率 の 権 能 に つ い
ふ催刀画式鍛拙心拍﹃険・〆︷虞●弘仙諏神蜂紳Ⅶ識︵線︐
社て拒否してい
にるのは︑前述

ハ刷門悪柔之禰処泳ノ執紘玖鼠典蝋季蔦

下人灸．︑パテ禍崎式識然シノ押皐角二脇錨

達の議案の施行
旅 だ け で ︑ ﹁ 忌念

熱緋ヲ不・訓似淡．一難と娘刑●●！〃心︑︑︑屯泌

︑論と師ムハ月．︒︑可

兆伽諜参悲亨か耕蕊誠蜘

巳■■局叩■■

︑霊﹄廷︲産し︑一Ⅱ︿︑認大︑際：ずぉ芹詞・７蝋ァ嘆恥・竜一

可叩出小半
お鰹戦史必

一■

ＬＪＩ．︲乱ノＩ

ず﹂﹁決議の取消権﹂︵兵庫県︶などの禁止規程は︑北条

−１ｌ︲１ⅡⅡⅡｎＭⅡ刈唖

之所見予め領承致置度候条︑公事私事を不し論後

県には見当らないのである︒

あらかじ

来一般の規則となるべき事件見込有レ之候はば︑

角言われているように︑議会は単なる上意下達の機関で

以上︑法規的にぶてもその実態から承ても︑従来︑と
今般開かれる地方長官会議は︑管内人民に代わって

あった︑とするのは当たっていない︒又︑町村会に関す

細大となく書面を以て至急可二申出一侯事︒

出席するのであるから︑皆の意見を間かしてくれ︑

第三章北条県と津山

る限りでは︑半官半民の機関であった︑ということも当

この方針は後者も同一である︒

及ぼす方針を示している︒

けいもう

③県会議長については︑

たらない︒むしろ︑啓蒙期における住民参政への積極性
さが現われているのである︒

前者は︑﹁参事の内議長たるべき事︒﹂

に設くる所の法則を参酌︑﹂とある︒すなわち︑略則・

前者は︑﹁正副の内議長たるべき事︒﹂

区会議長については︑

後者は︑﹁当分参事議長となること︒﹂

略法は先進諸府県の民会の法則を参考にして作ったとい

後者は︑﹁戸長副の内議長となること・﹂

七年︵一八七四︶一月の﹁民会議事
他府県との関係に関する布達﹂の中に︑﹁諸府県既

うのである︒

以上数箇所しか比較することができなかったが︑隣県

となっている︒

を手懸けているのは︑滋賀五年一月︑宇都宮五年二月︑

でもあり︑それに二箇月ほど早く法則を作っているので

民会の先進県と言われる諸府県が︑民会に関する法則

愛知五年八月︑東京五年一○月︑千葉六年一○月︑大阪

ところが︑兵庫県は七年︵一八七四︶五月になって︑

あるから︑兵庫県は有力な参酌県だったであろう︒

まず︑兵庫県を挙げて承よう︒当時︑県令は神田孝平

﹁区会議事略則﹂を定めた︒この略則は︑各町村の戸長

・兵庫六年二月である︒︵各都・府・県の議会史︶

であった︒彼は︑明六社員にもなり︑第一回地方官会議

一名と町村会議員の互選者一名とで区会を開くことを規

か︒

今度は兵庫県が北条県のものを参考にしたのであろう

則﹂とほとんど同名で︑その上議員構成も同じである︒

これは︑北条県が七年一月に布達した︑﹁民会議事略

定している︒︵﹃兵庫県百年史﹂︶

にも大いに発言している開明的な県令で︑六年二月に
﹁民会議事章程略﹂・﹁町村会議心得﹂を出している︒兵

庫県と北条県の民会規則を比較して承よう︒
山﹁民会議事略則﹂・﹁北条県議事章程﹂の呼称は両
者とも類似している︒

②前者は︑民会を町村会から実施し︑区会・県会に

『
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し利用厚生を増加︑﹂とか︑﹁其天分自由の権利を得しめ

名である︒この告諭の文中に︑﹁県内人民の権利を保護

田真道の﹃泰西国法論﹄の一節が引用されているのは有

﹁議事所を設くる大意の告諭﹂が出された︒この中に津

次に鳥取県について言えば︑五年︵一八七二︶四月︑

民に経済的︑精神的な相違を起こさせていたのである︒

るいは︑これに起因する社会的条件の相違は︑両地域住

○年を越す歴史の背景もさることながら︑自然的な︑あ

れこれと考えられていたのである︒吉備と美作︑一○○

があった︵﹁鳥取県史﹂︶︒して承ると︑これについてもあ

じゆんが

一一年︵一八七八︶三月︑県令高崎五六にあてた美作

国各区務所区長総代の﹁巡駕を請ふの建議﹂という建議

ん︑﹂とかいう文句がある︒北条県の略則第一章にも︑
﹁各自天賦の自由を遂げ以て厚生利用の権を︑﹂とうた

書がある︒この建議書は次のように言う︒

しゅよう

の一一一三ふ所或は県庁の旨に非ざるを疑ひ︑其弊終に墳末

ついさ室つ

て︑人民の言ふ所或は県庁に達せざるを猪ひ︑区戸長

うた瀬

の顔の敬称︶を拝し︑其威徳を窺ふ者有らず︒是を以

うか餌

下の巡視を辱うせざるを以て︑人民未だ其芝眉︵他人

しぴ

美作に至りては県庁を距ること数十里︑未だ曾て閣

へ蕗た

ついる︒民会を考える者は︑だれでも使用する文句であ
ろうが︑恐らく︑鳥取県のこれにも目を通したであろう

五︑北条県の廃止
明治九年︵一八七六︶四月二四日︑

六年︵七一一一一︶四月︑備前国から独立して以来一一六三

巡視し︑父老子弟を各所に招集し︑之を説くに政体を

遵守せざるに至る︒︵中略︶閣下希くは幸に美作各郡を

こいねがわ

の私事も或は之を県庁に訴へ︑須要の公達も或は之を

年にして再び岡山県という名の下に一つになった︒明治

以てし︑産を興すは勧業に在り︑民権を拡張するは義

廃止と再置運動北条県は岡山県に合併された︒和銅

時代における行政区画整理の一つである︒

美作住民の心中は昔も今も同じであった︒岡山県に統一

務を尽し︑各其分を守るに在る事を懇諭︒︵後略︶

ない︒というのは︑地方官会議の当時︑﹁北条県を存置

された後︑為政者の遠隔政治は︑美作の民衆にとっては

県の統廃合も︑政府の行政施策の一つであったに相違

して︑因幡・美作・備前三国を管轄させる︒﹂という案

9
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耐えられないものであったのであろう︒

県令は︑その年の二月一○日から一七日の間︑美作

三月一○日

各地を巡回している︒一度の巡回で︑現実と心情をすっ

一八八四

かりと変えることはできるものではない︒

野矢為継は︑備忘録︵一七年

の項︶に︑﹁本日妙願寺に於て北条県再置歎願の義に
付︑津山市街人民会議を起す︒﹂と記している︒

﹃山陽新報﹄︵一七・三・一八付︶にも同様なことが

と論じている︒

同八日には︑更に︑

美作と備南とが差があるからで︑これを無くするに

は︑取りあえず当面交通を便利にする以外にない︒そ

れには︑作伯国境を開竪せよ︒
と論じている︒

して承ると︑一七年から一八年にかけて︑北条県再置

運動とか分県論とか称すべき動きが起こったが︑時の経

施策の面で︑美作に配慮を︑という声は明治にもあっ

過の中に流れてしまったのである︒

三月一○日︑一三日両日妙願寺で︑谷義郷・野上一

た︒いやむしろ︑美作に北条県があっただけに︑より強

報ぜられている︒

九郎・滝川正武外七名が︑北条県再置の義をその筋に

くあったのであろう︒

その後の民会年︵一八七六︶五月八日︑美作国各

岡山県は北条県を合併した直後︑九

上願する事を相談する︒

これ以外の記載は外に見当たらない︒これだけのことで
大きくならずに済んだのであろう︒

かかる分県論が出るのは︑土風民情を異にし交通が

布達では︑旧北条県の県会と混同するが︑名前は県会で

あるから心得ておくこと︒﹂と布達している︒これだけの

区区長に︑﹁来る一六日は県会の期日であるから︑病気

便利でないからであろう︒しかし︑分県論に汲々とす

も実は区長の召集であった︒

一八年︵一八八五︶二月七日の﹃山陽新報﹄は︑﹁わ

る時ではないであろう︒美作が独立県となるのは策を

七月七日には︑﹁県区町村会仮規則﹂が定められた︒

以外は必ず出席されよ︒毎月一六日は︑県会の定例日で

得たものと言えるだろうか︒

9
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が作州地方の諸氏に寄す﹂という論説を掲げ︑
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きゅう倉ゆう

第三章

北条県の廃止

しほら

この規則によると︑県会は︑﹁公選の議員を以て成り︑
入札法を用ひて之を定むくしと錐も︑暫く其適宜により
各区正副区長を以て議員と為し︑漸次真正の民会に至ら

葱に欠く︒﹂としている︒

ここ

する
る者
者な
なれ
ればば
んとす
︑︑
議議
冒員 選 挙 法 及 び 選 挙 人 年 齢 規 則 等 は

又︑区会は︑﹁各戸長を以て成る︒﹂とし︑町村会は︑

﹁町村内公選の議員﹂からなり︑議長は︑﹁議員の公選
による︒﹂としている︒このように︑北条県の民会規定
は︑
︑岡
岡山
山県県
のの
﹄統 一 的 な ﹁ 県 区 町 村 会 仮 規 則 ﹂ に 変 わ っ て

一 ､

いくのである︒

北 条 県 が 作 っ た 民 会 の 中 でで
︑︑
町町
些村 会 だ け に か つ て の 面
影 が 残 っ て い た ︒ し か も ︑ ここ
のの
中中
︵の 村 会 は ︑ 農 会 と も 言
うべき性格と考えられるに至った︒

北条県は︑当時としては他の府県が作り得ないような
高度の民会を作っていた︒それなのに︑四年半という短
い命であったためか︑あるいは︑作北という辺境に位置
したためか︑その名と成果は知られないままであった︒
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一︑学校教育の出発

文部省ができたのは明治四年︵一八七一︶八月のこと
で︑北条県行政の出発より約半年早かった︒次いで五年
︵一八七二︶八月には︑学校教育の在り方と実施の方針

雌かんずく

年︵一八七二︶八月一八日北条県は次のような達しを出
した︒

ふかけつ

なり

皇政盛んに︑開化日に増し文明月に進候︒就中学校
は

しか

の

者天下至重至尋にして︑上下一日も不可閥の大事也︒

然るに今般文部省より全国一般之学則御改正に付︑従

られせるい麓
来の学校を廃し︑更に学則を被し為し起候義被二仰出一︒
いえどもそのずべからろくぜい

錐し然其緩急不し可レ測︒録々︵役に立たない︶傍観畦︵坐
し

を示した﹁学制﹂が公布されている︒第三章で述べた暴

か︶視に不し忍︒よって有志之輩を募り︑右学則相建

おい

動の起因になるような事項は︑皆︑この前後に実施に移

侯迄︑洋学漢学之生徒を選人し︑旧学校に於て初学教

童で

されているのであるから︑行政実務処理に要する精力は

導を託し︑士民同一に集学為し致度︑今や文教照明之

たく

並大抵のものではなく︑特に︑末端の村々に布達する県

際︑一日廃学すれば一日之開化に後れ可し申︒︵中略︶

就ては文部之出張を不レ侯︑細大とも学校を振起し︑

直た

は︑種々の苦労があったであろう︒

とにかく︑﹁学制﹂の趣旨に添うため︑北条県はその

従って学則を正し候方現今別而至急也︒よって︑県下

くっして

準備体制作りに取り掛かった︒﹁学制﹂が出た直後︑五

9
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学校教育の出発

あ室ね

普く有志之輩を募肺ソ︑市在学校を建︑速に文明之域に
きぽう

至らん事を糞望す︒
雌がらさし担う

ふさお

戸長玉置修・豊福俊雄・池田稲夫・片岡義敬・中島
まもる

衛・西村総雄・久山知住︑学区取締兼務申付候事︒
と記している︒

ここではこの七名説にした︒

右に付︑多少共徴用を相立可レ申︑乍二些少一県庁在

官之面々右費用充度段申立候︒就ては︑戸長︑副戸長

学校設立の経費については︑前掲の達しにあるよう

すなわち︑学校をそのまま放置して置くわけにはいか

せん事を尽力有し之度存候也︒癖鋤騨触達及届書類写︶

史﹄︶︒町や村の行政担当者や有力者も︑その財を寄附し

分の一を学校費用に充てるために寄附した含北条県

に︑北条県官員は五年から六年にかけて︑その給料の十

しんしやく

初︑当今御時勢篤と剛酌し有志之却ものを募絢ソ成功を麦

ない︒暫時︑洋漢の生徒を選んで修道館で学校を開きた

たが︑六年︵一八七三︶一月︑北条県は︑次のような告

これ

い︒管下においても有志を募り︑速やかに学校を建てら

︾て

夫れ学問は身を立て名を揚ぐる資本にして︑一日も

諭を出して︑毎戸から壱銭を募った︒

あるが寄附したい︑と思っている︒戸長︑副戸長もこれに

欠くべからざるの義は︑嘗て仰せ出され︑既に管内中

れたい︒県庁の者も︑これら学校の費用にと︑少しでは

協力して欲しい︑というのである︒この触れに現れてい

小学校設立の際︑今般学事御救助の為一か年金千八百

もって

かつ

る熱意と適応の速やかさは︑実に鷲くべきものがある︒

円余︑五か年間下し賜はる由厚き御沙汰あり︒

ごさた

ため

これも藩校から明治の学校への移行の一つであり︑事情

もちろん

またつと

就ては︑管内いよいよ以各区学校の設け︑現今至急

也︒︵中略︶富家有志は勿論︑貧者も亦勉めて一分の

を知っている北条県士族のリードである︒
次いで︑八月には︑戸長五名に命じて学校設立事務を担

力を尽し︑以て費用助けんと欲せば︑其建設山一呈復難か

あにまた

当させ︑六年︵一八七三︶一一月には︑戸長七名に学区

らんや︒

↑のやら

の設ありと︑其勢力隆盛なるも間より他に非ず︒人皆

もと

方今︑都下を始め諸県下開化の地の如き競うて学校

ごと

取締り兼務を命じた︒

この学区取締りについては︑﹃北条県史﹄は六名とし
ているが︑﹁玉置文書﹂は︑

９
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たすいわれ

当然の義務を弁じて多少の集金を資くる謂なｈソ︒

抑当県下の如等ごは山野の僻琉︑人智未だ開けず︑学

そもそもへききょうじんちい雀

校の設最も急にせずんばあるべからず︒故に︑自今毎

この

あえたが

戸に課して︑月に金壱銭を募り︑以て学資に充てしめ
んとす︒衆庶此意を体し︑敢て連ふことなノ︑︑以て朝

則・小学生徒心得・教員給料等級表なども作製されて︑

学校教育は本格的な軌道を進むことになる︒

二︑過渡期の学校

美作地区の学校発達史から承ると︑五年︵一八七二︶

から同七年の時期は︑江戸時代から明治時代への過渡期

恩に報ずべき者也︒

文中の千八百円余は︑国庫支出金でいわゆる委託金と呼

であった︒したがって︑この時期の教育機関には次のよ

おって

今般中学校制立に付ては追而定則可レ被二仰出一候得

創設及届書写︶

北条県中学の次のような触書がある︒︵僻剥蝿触達

通して述べることにしよう︒

この項では︑以上の特異な諸点を中心にして具体例を

ている︒

③学校制度上︑北条県が試ゑた試行錯誤が強く現れ

代の性格を共にもったものが存在した︒

②両時代の教育機関が共存するばかりでなく︑両時

れている︒

⑳教育は士族に必要なもの︑という考え方が強く現

うな特異な点が見受けられる︒

ばれ︑その交付条件として︑中学区︑小学区︑学区取締
りを作ることが要求された︒

又︑毎戸壱銭の負担は︑新政治に対する一般民衆の精
神的反抗を助長させる一因ともなった︒一般民衆の教育
についての無理解さは︑一層反官的な傾向を強め︑明治
六年の暴動へとつながるのである︒この暴動は︑学校教
育の進行を一時停滞させはしたが︑学校の設立と普及の
流れは変わらなかった︒

﹁学制﹂公布以後︑従来の教育機関であった寺子屋
は︑学校への移行を考えるようになり︑六年︵一八七三︶
しじゆく

一月には︑私塾・家塾は自由に開業できなノ︑なって︑許
可が必要となった︒

七年︵一八七四︶四月には︑学区・小学規則・小学教

9
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いじよう

と述べている所がある︒その趣旨を述べると︑

ア学校設立は急務で重要なことなので︑希望する者

はこれに入学させて︑一般にその範を示そうとし
た︒

イ今まで留学していた者をそのまま放置するわけに

いかない︒﹁学制﹂のいう一般普通教育とはいささ

か異なるけれども︑学力の中学相当の者のためにこ
の学校を設けた︒

ということになる︒

官費留学は五年︵一八七二︶に廃止になったが︑この

文部省に出した上申書︵六年八月一○日付︶の中に︑

族であった︒五年九月

ていた者はほとんど士

堕学の始鮮

制
制度
度は
は︑
︑旧
旧藩
藩時代から 引き継がれていたものである︒そ

旧県学校廃止以来︑学制未立の際︑生徒一般切望の

の官費留学廃止当時の

9
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共︑当今年齢八歳巳上之男子入校之義差許候条︑来る
べく

九日より願届之者は士民之別なノ︑直に同校へ可二申出一
侯事︒

但︑学校は当分元津山県旧校を相用候事︒

みずのえさる

壬申九月七日北条県
北条県の作った最初の学校は︑八歳以上の男子を入学
させて修道館︵藩校︶を利用する中学校であった︒

前掲の八月一八日の達しの中にある︑﹁学則相建候迄
洋学漢学之生徒を選人し︑旧学校に於て初学教導﹂をし
ようというのが︑二○日後にこの中学校になったのであ
る︒

これかたわら

して︑この対象になっ

景状傍観するに不し忍︑是を以て学校を設立し︑傍未

実状は︑下の表に示さ

（『岡山県教育史」 の資料から
作成する｡）

北条県のいう中学設立の趣旨を説明しよう︒北条県が

開の人民に学問の務むくきを示さんと欲し︑︵中略︶

れている︒

官費留学制度廃止と

あるい

学制の程規は動かすべからずと錐も︑従前官資或は私

費を以て他方に遊学し︑即今其学力中学に入るべき者

時で︑いうところの該

中学創立はほとんど同
業すべし︒

紗しとせず︒然るに︑小学普及を竣つては此輩腐心廃

すぐなおわ

過渡期の学校

ままとどまった生徒もいたが︑一応の状況は分かる︒

次に︑入学する生徒は︑八歳以上の男子で士民の別な
くとはいえ︑洋学・漢学の生徒を選んで︑ということに
なると︑当時のことであるから生徒数が得られたであろ
うか︒

この中学は︑今の言葉でいうと北条

中学の性格県立中学校である︒そして︑かつて

の留学生や県下の俊秀を選んで入学させた学校であっ
た︒

三年︵一八七○︶二月に政府が出した﹁中小学規則﹂

がある︒この規則に出る中学・小学は︑﹁学制﹂とは異

なり︑俊秀を選んで教育をするもので︑一面では藩校に

代わるものという考えであった︒この考えは多くの県が

北条県は六年︵一八七三︶一月︑各区に︑
各区より生徒一両人づつ中学校へ入塾可し被し致旨申
はなはだ

採用し︑藩校から中学へと移行するのである︒北条県も

ところ

その一つであった︒

かかわら

諭候処︑︵中略︶等閑に相過甚以不都合之事に候︒︵中

追々中学校建設漸を以て管内一般へ御施行之積りに候︒﹂

八月の北条県布達︵御布告写︶の中に︑﹁官員初出金︑

建設の意図をもっていた︒というのは︑五年︵一八七二︶

北条県は︑この中学を手始めとして︑管内一般に中学

略︶正副戸長此旨を体し︑其家之貧富に不し拘性質才
なめん

繁之者一両人精選︑名面︵名前︶右来十一一日限り中学
校へ可二審出一侯︒
べし

然る上は︑其父兄呼出入塾之儀可二申付一︒

と布達している︒︵矢吹日記資料︶

事︑志とたがい︑次々に中学建設という理想は達する

とある︒

的に農村にも就学を働き掛け︑才能のある子弟の父兄は

ことはできなかったが︑中学への限りない思いは後々ま

士民の別なく入校を許可したというだけでなく︑積極

呼び出して入学を申し付けた︒このような奨励策を採り

でも尾を引くのである︒

当時の中学は︑管下の学校行政の仕事もしていた︒こ

集めた生徒の数は︑六年︵一八七三︶には二○四人に達
していた︒︵矢吹日記資料︶

こに掲げた写真は︑学校職員の辞令であるが︑中学が発

9
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当者が五四人いたわけである︒もっとも︑留学先にその

第四章明治の学校

食
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摘

図２８女学小校世話方辞令（安東龍氏蔵）

鞍拶迄晃

卜

書 を 朝 八 時 か ら 午 後 四 時 ま で 一 般 に 開 放 し て︑
︑自
自由
由にに読読継続であった︒

書することを許可した︒五年︵一八

七二︶九月一五日のことである︒﹃北

７条県史﹄は︑﹁学校在来の書籍を校

鋳外に出すを禁じ︑校内に書室を構へ

蔀規則を立て展読を許す︒﹂と記して

くいる︒

跨集書院について五年︵一八七二︶

従前学校︵修道館︶収蔵之書籍

耐九月七日の北条県布達には︑
教
岸
９

４願届之者は︑拝借手形を以貸下候

ざる

かく
唖処︑兎角と等
閑に取計紛失欠本等

不し少に付︑自今貸下げ之儀相廃

し︑中学校へ新たに集書院を設

け︑士民の別なく来る十五日以

更に注目すべきは︑中学に集書院を設けて︑藩
藩校
校の
の蔵蔵中学での勉強は︑英・数・漢・習字で︑修道館からの

取 締 り の 手 を 経 て 県 の 許 可 を 受 け て い る ︒ ︵ 御岬
布布
告写
告︶
写︶これが津山における図書館の最初である︒

方 伺 ︶ ︑ 授 業 免 除 願 の よ う な も の も ︑ 正 副 戸長
長から
ら中
中学
学と書いている︒集書院のできる経過にも触れているが︑

し ︑ 私 塾 ・ 家 塾 開 業 願 等 は こ こ に 提 出 さ れ ︵家
家塾
塾願
願取
取扱
扱但︑院中規則厳に可二相守一事癖剥鯉触達写︶︒

令庁になっているのである︒中学に学区取締り
りが
が常
常駐
駐後 ︑ 朝 八 字 ︵ 時 ︶ よ り 夕 四 字 ︵ 時 ︶ 迄 勝 手 に 展 読 差 許 ︒

過渡期の学校
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生徒は通学する者も︑塾に入っている者もいて︑その
規則は次のようであった︒

規則

雌らぴに

入学井入塾は一一七の日と定むる事︒

成年生と幼年生の局を分っ事︒

校中監事を置き︑塾中舎長を置く事︒

入塾一生は断なく日課を欠くを許さず︑必受持の教

官に故障の子細を届くべき事︒

通学の生徒日課を欠く時は︑翌日出席の節故障の

子細を受持の教官へ可レ断事︒

よ

通学の生徒︑事故なく十五日間欠席する者は除名
する事︒

等級に由り各書籍種類を定め︑井時間を定むる事

りかしゆと

定例休日は︑前日午後第四時より当日午後第六時

夜十時後音読を禁ずる事︒

但︑夜業勤勉は此限にあらず︒

朝第七時寝を出て︑夕第十時寝に就くべき事︒

火を慎承︑盗を戒むくき事︒

怠惰放難は勿論偲歌酒賭禁止之事︒

ほうし

塾則

廊下縁側等足音高く奔走すべからざる事︒

当人の証書可二持参一事︒

書籍拝借の節は︑其書名を記したる教官の書附と

印を押し︑勤惰を可レ調事︒

生徒に日附の系紙を持たせ置き︑毎日国洋算筆之

屡規則を犯し不遜なるものは除名すべき事︒

しばしばふそん

みだり

但︑此条追て相定候事︒

一明治６年３月一（中島健爾氏蔵）

入学退学の節は︑生徒より学校の掛りへ届け︑教
官へは懸りより告べき事︒
すべ

廷〃〆睡

図３０北条県中学規則

都て出入口を定め置候条︑他より狼に出入不し許

許拳

乱足禁止の事︒

。

一釦塁畿生

1０１

事
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迄外出随意たるべく︑平日は︑午後第四時より午後

汰一侯条可二固守一者也︒

右之通更章程相談候条若違背有し之輩者至当之及二沙

中学の廃止処する当座の処置という考えもあっ

修道館に中学を設けたのは︑時勢に

中学

明治六年三月第五大学区

第六時に至るの外︑敢て外校を不二許可一・

但︑臨時非常の事故あるときは︑懸りの許可を可レ
受事︒

席順は其等級に因るべく︑同等は長幼︑同年は入
塾の前後に従ふくき事︒

た︒が︑一方では程度の高い教育を︑更にいえば︑英才

すべ

生徒は総て舎長の示命に従ふくき事︒

教育を︑ともいえよう︒ところが︑非常な意欲をもって

だつこ

設立されながらこの中学は︑六年︵一八七三︶八月三○日

朝第七時より午後第四時まで脱袴を不し許事︒

大人は童子の局に入るを禁じ︑童子は大人の室に

には廃止されることになった︒わずかに一箇年の存続に

過ぎなかった︒何ゆえ廃止になったのであろうか︒﹃北

入るを禁ずる事︒

但︑幼年局は十五歳以下たるべし︒

条県史﹄には︑

い

と述べている︒

に付不二相成一︒

りん避

ことを請しに︑中学設立は小学普及の後に属するもの

是を以て文部省に票議し︑委託金を以て校費に充ん

ここ

を挽回し難く︑永遠維持の方算立ち難し︒

ばんかい

に向ふの人心を忽ち換散︵散り広がる︶して︑一朝之

たち寵・かんさん

金は追日消耗に帰し︑且六年︑管下騒擾に遭ひ︑学事

そうじよう

此校従来人民寄附金及民費を以て設立せしに︑寄附

外人は勿論通学の生徒にても︑塾中の私席に容る

がし笑う

るを禁じ︑要用の事は接見所に於て可レ談事︒

病者五日以上臥床する者は︑外舎して療養可し致
事︒

毎朝私席を掃除し︑無用の衣服等不し可二取乱一事︒

学校懸或は塾長の差図にて席を定め︑狼に不し可レ
移事︒

茶菓子の外私席にて飲食禁止之或︒
紛失物あるときば︑速に学校懸へ具状すべき事︒
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そこで︑北条県は六年︵一八七三︶八月一○日︑再度
の上申をし︑﹁今官立の聴許を得ざれぱ向来維持の方法

身︶ができるまで︑美作の中学校に負わされた宿命であ

イ時期が熟していなかった︒

った︒

烏有に帰し︑﹂と述べ︑﹁土地の状況に因り姑く適宜の施

美作の社会的条件は︑それほど中学校設立を必要とし

しばら

行を︑﹂と︑一委託金の使用許可を願ったのである︒これ

なかったことである︒端的にいうと進学率が低かったの

・つゆ・つ

に対し︑八月二三日の文部省の指令は︑﹁現今の処小学

である︒

○日開校式を挙行し︑翌年三月廃止

女学小校は六年︵一八七三︶一月二

まずもって小学教育を選択したのである︒

そして︑小学教育か︑それとも中学教育か︑北条県も

点︑北条県士族を中心にした教育的熱意の空転である︒

中学校を維持することはできなかったのである︒この

旧藩校と同じような意識と経営感覚では︑明治初期の

普及専一に付︑中学に官金を遣払ふ儀は難二聞届一候条︑

従前の通民没を以て維持の儀可二相立一﹂であった︒これ
が北条県と政府との交渉であった︒

ところが︑一四年︵一八八二︶一二月六日︑六郡共立
まさのり

中学校︵後述︶の連合会で︑矢吹正則は︑﹁美作国に於て
中学校を創立せしは︑明治六年︵五年の誤り︶にあり︑し

かして︑当時小学未だ振はず︑たまたま之を設けんと欲

女学小枝の創設

された︒北条県中学は旧藩校を使用したが︑この女学小

するも教員其人を得ず︒北条県すなはち中学を廃止し︑
代るに師範学校を以てし︑専ら教員を養成せり︒﹂と述

校は京町の町会所︵後︑成器小学︶を使用している︒この

郭確需笠︑﹁女学﹂念瞳卵諏︾料︶︑﹁女紅小学校﹂︵﹃北

この学校は女子だけを入学させたので︑﹁女学小校﹂

に思われる︒

二つの学校ができた背景の相違がここにも出ているよう

べている︒︵矢吹正則の式辞︶

以上の二つの資料を中心にして︑中学廃校事情を要約
しよう︒
はたん

中学を経営維持するだけの財源がないということは︑

条県史﹄︶︑﹁女学校﹂凱潅醍癖壷懸文書︶などと呼ばれ

アまず経済的破綻である︒

二八年︵一九九五︶︑津山尋常中学校︵現津山高校前
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ているが︑女子の小学と解してよく︑ここでは北条県の
辞令の名称をとって﹁女学小校﹂とした︒︵琴銅画如唇栖
琴那あ︶

さて︑第一︑一一︑九区は︑

六年︵一八七三︶二月二一一日︑第一︑二︑九区副戸長
の布達に︑

右者︵女学校︶市中三区合併建設之儀に付︑自今年

り入校致さるべく︑尤右定員を越るは不し苦候事︒

もつとも

齢八歳巳上之女子一町五人づつ選び︑来る三月一日よ

農工商の頑愚なる︑学問は度外の物とし︑身を立る

但︑貫族之儀も準じ入校候様尽力可し致候事︒

邸んぐ

の財本たるを知らず︒況て婦女子の其甚しきに至ては

とあって︑この学校は中学と同様八歳以上ではあるが女

まし

学ある事を知らざる如く︑其親も亦不教の罪あるを知

子だけを入学させた︒しかし︑士族の女子は同一には取

かく

族の女子の受︵授︶業料は︑他区の女子と同様に︑﹁場

﹁北条県管下一︑二︑九区女学校規則﹂によると︑士

よう尽力されよ︑と但し書きを付けているのである︒

り扱われなかったのである︒それで︑準じて入校できる

らず︒今や文明の際に当り斯の如き不知の者あるべか
らざる也︒
けいじつ

頃日官に中学校御設ありて︑庶民男子入校を許さ
る︒是に於て各区も亦小学を相設け競て其学に就かし
む︒

所入費戸数割之一戸分﹂を余分に取っている︒つまり︑

かっこ

抑当区は中学の近傍に接し︑且確乎御規則相立迄は

町会所︵学校︶の使用料という意味で徴収したのであろ

んで三月一日から入校させよ︑とあるのは︑一月二○日

二月二二日の布達︵布達控︶の中に︑一町五人ずつ選

う︒

等級を論ぜず入校許され候義に付︑更に︑女学の小学
を立︑第二第九の両区は当区に連接し︑又︑甚其校に
遠からざるを以て本校に結び⁝⁝︵女学校設立願︶︒

として︑女学小校の設立を願い出ている︒

いたのであろうか︒中学と同様町に生徒を割り当て︑多

に開校式はしたけれども︑実際授業は延び延びになって

町と林田・川崎・野介代・押入の村々の範囲であるが︑

く生徒を入学させるのは差し支えない︑というのも︑こ

この願いの中にある第一︑二︑九区の範囲は︑旧城下

実際は城下町の総町立であった︒
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図３１女学小校設立規則
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と﹃北条県史﹄は記している︒この学校も一箇年の寿命

であった︒そして︑この学校の跡地には︑明治建築の装

いをした成器小学ができる︒

女学小校の﹁女学校設立願﹂と﹁北条県管下一︑
性格と内容一一︑九区女学校規則﹂によって︑この

さいそう

学校の性格︑内容に触れてゑたい︒

この学校の教育目標は︑﹁漉掃︵水をかけ︑ほうきで

きれいにする︶応対より縫績習字及読書其の他の女芸︑﹂

としていて︑礼儀作法を主とする女子教育であった︒

生徒等級表︵図亜︶にあるように︑以上の教授内容を年

壁享

畳︲

足震い鍵
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図３２女学小校の生徒等級表
（福井敬二氏蔵）
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齢によって五級に分けた指導計画を作っている︒

更に︑特別な塾編成をしている︒七歳から一五歳まで
四○人をもって一塾とする方法で︑これを二人の女教師
ひ

と一人の碑︵下働きの女︶が受け持つのである︒
つたなし

教師の人選も︑﹁婦女子之義に付其業は拙と錐も立本
之大道に御座候はぱ︑別而身行第一﹂が肝要であるとし

﹁旧藩人三十余名県庁へ被二呼出一参

七年︵一八七四︶四月七日︑

様︑市中全部に割り当てられた︒

餌山小学れ

事並七等出仕申上候学校設立之義諭し有し之︒﹂
同四月一二日︑

﹁広江︵中沢広江︶学校設立御用にて出庁に付︑今日

以上は︑明治七年﹁津山表日記書抜﹂の一部であり︑こ

之出勉欠席︒﹂

以上の点から推察しても︑男子の中学は指導的人物の

の動きは鶴山小学設立のものである︒中心になって活動

て︑知識や技よりも︑人格的なものを重んじている︒

教育に重点がおかれ︑女子の小学は女子本来の礼儀作法

修道館が北条県中学に使用されたことは既述した︒こ

したのは︑中沢広江・小沢泰・神村信卿などの士族であ

ここで想起するのは︑天保年間に設立された﹁教諭場﹂

の中学について︑六年︵一八七二︶八月二四日付の政府

に重点がおかれた︒この礼儀作法を欠くときは︑進級は

のことである︒﹁教諭場﹂の女子には︑女大学・女今川

の指令︵作諦誇唖雄布壁捧鉦一に︑﹁中学校地は相当代価を

り︑後の二人は同校の取締りとなっている︒

等の女子訓並びに紡織裁縫が授けられた︒﹁教諭場﹂の

以払下学校名請之公有地として券状相渡し︑﹂と示され

許されなかったのである︒

女子教育と︑修道館での男子の教育との対比は︑明治初

ている︒

こけん

期の女学小校と北条県中学の対比とほとんど変わってい

終わりになったが︑学校経饗は生徒の受︵授︶業料を

と︑﹁玉置日知録﹂は記している︒中学は︑女学小校の

今般元中学校御取払に付︑害霜不し残御払に相成候︒

そして︑七年︵一八七四︶三月八日︑

もって充てられ︑不足分は区内有志の募金に依存してい

廃止と前後して売却されているのである︒その時︑修道

ない︒

た︒諸掛かり物や修理などの支出は︑町会所の場合と同
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月一八日︑開校された︒この小学は︑実は︑士族の子弟

切入学を許可せず︒此時︑津山町民は︑成器学校・

山教育する処は旧藩士族の子弟の承にして︑他は一

をここに引用しよう︒

だけの学校であったのである︒六月一七日に︑旧藩主か

時習学校及び日新学校︵開智学校は九年時習学校に

館の講学所は士族に勝入されて掴山小学に使用され︑五

ら蔵本の小学教授書と三○○円が寄贈されたのは︑この

吸収︒︶を設立し︑士族と平民と画然一区域をなし

上
･
』
●

｡

更に︑教師
は六人いて全

②士族共有なり︒旧津山藩学校修道館此地に在り︒

廃藩後大いに規模を損す︒其誰学所を以て之に充

つ︒教員六人︑男生徒二百三十人︑女生徒百三十三

人︒今新訂作陽誌﹄︶

今まで畳の上での授業は︑机腰掛で行はれることと

③明治七年五月︑修道館は鶴山小学と改称せられ︑

た︒すなわ
斎藤元・平井

厚い板紙に︑糸・犬・猫・井などの絵を画き︑それ

当時は︑単語図といって三尺に二尺位な長方形の

喚とと

なった︒

員士族であっ

教育せり︒︵﹃鶴山高等小学校沿革史﹄︶

ような関係があったからである︒

この時の中学の売却代金は約一○○○円と推定される

ｈ

が︑市内四校︵成器・日新・時習・開智︶の設立経費と

唯

して配付された︒

(菅沼栄氏蔵）
図３３鶴山小学教員辞令

ち︑渡部悔・

真澄・金田執

に漢字を書き添へたものと︑連語図といって︑神は

この伝記の部分は︑修道館から鶴山小学に変わった当

へられた︒︵﹃出道直先生伝記﹄︶

やうに難しいことを漢字で書いたものとによって教

ねと

・広瀬五郎・

天の主宰にして人は万物の霊なり︑︵中略︶といふ

ますみ

江口継男であ
った︒

鶴山小学に
ついての記述
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︑■■▼

時を回想した

弛係撫淘斬匂馬士・族．雨ものである︒

而封野矢曹︒郎錘寺子屋から小
ｉ：十一漁導月躍学に変わった
帝聯守ふ鋒訴露ズヘ奴峰牛率扉推梁鶴ずく他の学校も皆

塞修道館と同様

ここに鶴山小学の校舎は成器小学の支校となり︑その

ろくろくけいひん

あろうか︑と︑だれしも思う︒その

一ハ々に品小学とは一体どんな学校で

名も消えたのである︒

六々匡品小学

名称は︑六の六倍は三六︑仁と品を合わせると畷︵区︶︑

すなわち︑三六区の小学という意である︒

第三六区というのは︑五年︵一八七二︶二月︑美作︵北

条県︶に施行された区制の三九区中の一区で︑一つの行

叫卵函炎李字霞韮儒撚必術内鐸であった︒

停士族の学校

畔卵十一一市曙丁唾

政区である︒第三六区に含まれる村を挙げると︑二宮・

枝・真加部・下原・薪森原・原・河本・高山︵以上鏡野

院庄・神戸・戸島︵以上津山市︶︑古川・吉原・寺元・宗

鶴山小織γ割ができたとい
明治七罪︲六月尺日恥薄嘩埜癖か剛

は︑という特別な意識があったからである︒この鶴山小

年︵一八七二︶八月三日︑古川の宝性寺に創立されたこ

この小学は︑当時の一つの行政区を一学区として︑五

町︶の諸村である︒

学のことを鶴山学校︵第一章参照︶と表現するのも︑こ

とになる︒︵﹃鏡野町芳野小学校沿革史﹄︶

には庶民と

の意識の現れである︒しかし︑このような学校が︑長く

今般全国一般学校御取設之積にて学制御渡相成其趣

学制公布後︵八月一八日︶北条県は︑

り︑士族と平民と区別をなし教育するは︑大いに当分の

意別紙之通︒︵中略︶就ては︑即今管下一区に壱箇所

続くとは思われない︒満三年の後︑﹁明治十年五月に至

時勢に背反し︑却て不利なるを以て︑遂に鶴山学校を廃

之小学校相設︑四民共為し致二勉学一度御趣意に候間︑

これ

かえつ

し︑其の区に従ひ此を分割し︑市街の一二校﹂︵前掲沿革

有志之ものを鼓舞し︑夫々教官並に蛮用等相募之方法

それぞれ

史︶に通学させた︒

iｍ３

第四章明治の学校

更している︒︵同校沿革史︶

して承ると︑七年︵一八七四︶四月︑北条県の小学区

見込相立可二伺出一事︒

との布達を出した︒この布達は︑中学校についても触れ

が決定されるまでは︑学校の設立される範囲は適宜であ

第七区仮小学教師当分雇申付候事
明治六年二月

と記されているのも︑以上の状況を示すもので︑過渡期

仮中学

北条県下

中学の出した辞令︵中学の項︑前掲︶に︑

った︒

ているが︑学制公布直後の︑小学設立に関する北条県の
基本方針を示したものである︒すなわち︑
その一は︑管下一区に一小学を設けることである︒

その二は︑教師や設立の費用は有志の者から募金す
る︑ということである︒

そうすると︑右の一の方針が確実に守られたのが六々
に品小学なのである︒

︵一小学区︶は︑人口六○○人を標準としている︒学制

一校作る仕組承である︒小学が一校作られる地域範囲

区からできていた︒一番末端のこの一小学区に︑小学を

学区を三二中学区に区分し︑各一中学区は二一○の小学

は二宮︑院庄の両村が分離して育英小学を作った︒七年

くの村を包含するからである︒六々に品小学も︑六年に

分解を起こすものである︒余りにも広過ぎ︑余りにも多

方では珍しい︒このような大きな学区であると︑急速に

ともあれ︑一行政区が一小学区になった例は︑この地

の学区を暗示させる︒

に記している一小学区と︑北条県の五年八月布達の一小

九月には戸島︑神戸の両村が分離し︑上記院庄村を加え

学制によると︑全国を八大学区に区分し︑更に︑各大

学校を設ける﹁管下一区﹂とは︑実はこのような相違が

て三箇村で岸上小学を作った︒このように︑六々に品小

学も二年でその存在の基盤を失っていった︒

あった︒

修明小学︵苫田尋常高等小学校︶の学区は︑﹁六年三
月に︑小田中・山北・総社・小原の四箇村で開校した︒

七年北条県学区を制定して上河原を加へて五箇村﹂に変
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過渡期の学校

寺小屋と五年︵一八七一一︶の学制公布から七
小学の間年︵一八七四︶の﹁北条県学校諸規
則﹂決定までの学校の状況を︑次の一一校の学校沿革史が
記戦している︒

った︒

明治七年七月四日︑青山館を引き継いで田邑小学校
と称した︒

と記している︒背山館から小学校になっても︑教師は相

変わらず青山館時代の教師繁定院良一人が教えていた︒

この間︑前者にはなんの名称もなかったが︑後者には

修明尋常小学校の沿革史は︑

従来の寺子屋教育跡を収め︑小田中・山北・総社・

以前からの青山館という名称が付けられていた︒それで

箇村の経営という公立である点に承ることができる︒そ

小原の四村連合して総社村正槻寺を借り受けて校舎と

当時︑教員は佐藤謙一郎にして︑生徒男女合せて三

して︑これが明治の新しい教育の場であるとして目に見

も︑教育の公共性は︑前者は四箇村連合体の︑後者は一

拾余名︑学科は主として習字を教へ︑傍ら学問のすす

えるものがありとすれば︑それは︑教場にある高机と腰

し︑六年三月開校式を挙行した︒

め及び大学中庸等漢書の素読を教へ︑算術は教へなか

掛けだけであったかも知れない︒

川崎村は︑六年︵一八七三︶に小学を創立していた

った︒

高机と腰掛はあったが︑誰板はなく︑授業時間割はな
わず

おもしろい例である︒

見て︑川崎・林田・野介代三箇村連合学区で再出発した

が︑七年︵一八七四︶になって︑他村の創立の状況を

ただ

＋のつせん

かつた︒只︑寺子屋教育に僅かな改良を加へしの承︒
と記している︒

田邑小学校沿革史は︑

明治四年ごろ︑土居通信・土居東一郎の斡旋によ
り︑村出をもって川邑村の子弟を教育する︒上田邑引

ほとん

乗寺の馨殿を校舎として青山館と称した︒
生徒数は約六十人で︑指導内容は塾と殆ど変らなか
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図３５小学規則と小学教則（河辺小学校蔵）

中心にして︑

草創期の小学

について述
べ︑更に︑教
師︑教科秤︑

就学状況など

醐恒一七壷ｌ設立

学一覧

伏見・京
階・元魚

校名一所在地一学区町村一創立年月日

成器戸川町
︵妙願寺︶

・鍛冶・

・船頭・

人・二丁
戸川・桶
魚・吹屋

河原の冬

山族
下の子弟
鶴山士
︵修道館︶

西寺
︵本源寺︶

に成巽小学が

女学小校の跡

毒

新築され︑八

年一月落成︒

確錘嘩函誌学

七・五・六 一○年五月︑

併︒

成器小学に合

八年一○月︑
醒密一七・四．七宮脇町に新築

落成︒

八年六月︑上

二一之町に新築落

立日とした︒

修明小学とす
る︒これを創

家に移転し︑

正観寺から山
北村八子の民

Ｃ

時習

五

九年︑時習小
寺・安岡・茅・七・六・五
学に合併︒
︵光厳寺︶新茅の各町

聖

当時の教育の

亨

傭

成

上之町
︵千光寺︶

八

。

小

鉄砲町鉄砲・西今・西

・井工
南・・
新福上

聖

七

実態について

座渡紺

町
町

三︑小学設立

錘霊E 塾 § 認
一一一典
ー ｰ 一 一

町小新屋三美下堺材
性職・丁濃紺・木
・人新・職屋二・
町脇坪細

総田山の新間橋
社中北各・田本

述べることに
したい︒

日新

山北村
︵民家︶
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智
腹

次 の 表 は ︑ 七 年 ︵ 一 八 七 四 ︶ か ら 同 一 一一年︵一八七八︶

録Ｍ，

雑

七

‑
肘

肌
修

の 間 に 設 立 さ れ た 津 山 市 の 小 学 校 で あ る ︒︒ ま ず こ の 表 を

１１、飼

小学設立

︵龍沢寺︶

七・八

六年︑川崎村

が小学を作
り︑上記の日
付で三箇村学

発︒

区として出
二宮小学と岸
上小学に分か
れた時を創立
﹃苫田郡誌﹄

日とした︒

は五年三月と
する︒

弘明

清水 上横野村上横野八・一・ｌ

山崎高野山西村高野山西

下高倉村

一下高倉

部︵東北条郡︶

難藤︾鋤雪晒

分離︒

弘明小学から

謝干

とった︒

九・四．ｌ一審髄﹄暗伽郵

一つ・九・三

尚野一緬趨舞認瑞一高野本郷・押入一七・

成名
よりまつ

寄松

﹁封︵職

西吉田・福力・
西吉田村 新田・金井・中七・四・八

一方・平福・中
島・皿・北・井
口・大谷・菰の 八・六・一六
内上種

原

弱行

原︒割

●

池ヶ原村 池ケ原・黒坂・
堂尾・福吉・為 七・一つ・三
︵民家︶
本

扮曹

一

一尚取

村
明説 平︵福
檀徒寺︶

きゆうこう

一

王邑

小学に合併︒

一

川崎・林田・野
介代

七・九

七・八・己

大篠・上高倉一八・一・１

毒
村

玉琳 川崎村

日就
束一宮

有章一珪陰蝿響錨一酷戸部・沼・大一七・八・Ｉ

輔鋤一謡鍔一束田辺茜田辺一七・九・七

田 邑 一 誰 瓢 垂 酎 一 上 田 邑 ・ 下田邑一七・七・四

神戸・戸一七・九

宮

餓鍋一束一宮西山方一七・八・一一函 一○年︑知新

知新一謬鵠
と砿

鳥羽

篠村
育英 大
︵善応寺︶

艮
楢

二宮村
宮

岸上一院庄村賑庄

二
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山

一

横山・八出・小
桁・金屋・荒神 八・石・八

明道｜高尾村一商尾・福田一九・四・

原智 横山村

︵民家︶

塚角村

︵勝北郡︶

堀坂・妙原・小
字八重・新野

町︶・入神︵同︶

押淵・師の内下
種・塚角︵柵原

九・己．一一へ

一一●一●一一四

静修一雛部謝一綾部・吉見一一一・三・１
ごうめい

・轟名
にいの

山形村

ると八七パーセントにもなり︑津山市域の小学はほとん

ど全部が七︑八年の創立になっている︒しかし︑創立

年月日をいつにするかは難しい問題であるが︑七年

︵一八七四年︶四月の小学諸規則の確立後︑小学という

名称が付けられた時点を創立年月日にしているようであ

る︒前に触れた田邑小学や︑修明小学は︑以前から学校

が開かれていたけれども︑このようなことで七年を創立
時としたのである︒

二宮小学の創立時は︑﹃苫田郡誌﹂は五年三月とし︑こ

ったであろう︒恐らく︑立石家の後ろ立てによって︑そ

︒新野

︵注︶・印の学校位置は津山市外であるが︑市域の村も学区に
入っていたので︑ここに挙げた︒
各校の沿革史を中心として︑﹃岡山県教育史﹄︑苫田・
久米・勝田の各郡誌を参考にして作成した︒

の後方にある龍沢寺が教場に使用されていた︑とゑた

れ以外に明記しているものはない︒五年三月というと︑

小学校一覧によって︑学校の創立年

い︒﹃苫田郡誌﹄は︑何かの事情でこの事を知って︑五

りようたくじ

いまだ学制は公布されておらず︑小学という名称もなか

次をまとめると次のようになる︒

創立年月日

ている︒前記一覧表では九年四月の創立とした︒これ

年三月とした︑と推定したい︒

八年創立校五校一七パーセント
九年創立校二校七パーセント
一○年創立校一校三パーセント

は︑九年二月二七日付の寄松小学への教員任命辞令があ

七年創立校二一校七○パーセント

二年創立校一校三パーセント

るし︑九年四月二四日付の寄松小学の卒業証書があるか

月としている︒ところが︑﹃苫田郡誌﹄は九年四月にし

寄松小学の創立も学校沿革史は九年︵一八七六︶一○

七年創立が全体の七○パーセント︑七︑八年を合計す
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︑﹄ら︑一応その
七夢辿弧惇惇︽塞峨蝿津郷︾誰もにしてい

蔦１洲嘆癖遭吠い猟伽調．零判

で艇ふ参１１︲︾需健以上のょ

同一学区をまとめると︑それはほとんど町村制施行時の

村の区域に相当している︒

そうなった事情は︑町村制施行時の町村合併と︑学区

の決定には類似した条件があったからである︒簡単に言

えば︑学校経営の負担能力がある地的範囲と︑行政上の

それとが一致したということであろうか︒その外にも︑

なされてい

心拠謀静ｌ︑ヂハ喝寸今冬鋤形式形的
慮慮が
式配
的配
が

学区は︑恐らく︑行政単位である村も配慮して作成され

うに順番に番号が付けられた学区で呼ばれている︒この

行政的に決定された学区は︑第一番︑第二番というよ

歴史的背景も考えられたことであろう︒

る︒更に︑学

教育小学の設立伺によると︑

たのであろうが︑実際の学区に比べると一般に狭い︒
ものにも不確

実な点が承られるのである︒大体沿革史そのものが︑学

｜ふう煙尤学競協寄．︐

一紗醗潅か参慨葱鋒一塞騨巽嘩︑２

一喝命診私碁溌鎚蝕寒嘗Ｌ︐．

図３７教育小学設立伺
（河辺小学校蔵）

校の創立時から記城されることは極めて珍しく︑かなり
時間が経過してから神かれている︒したがって︑文神の
散逸とか︑記憶の薄れとかによる誤りが出やすいのであ

西声や４

Ｉ

る︒まして︑人覗交流の著しい時はなおさらである︒︵沿

部とは別々になっている︒又︑農村部の

感

;

校沿革史その

識うに︑多分に

寄松小学教員辞令

図師

一覧表で学区を見ると︑旧城下町と農村

蕊史については後述︒︶

学区

宅＝

小学設立
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第一四四番︑第一四五番︑第一四六番三連区小学号

校名になった地名を細かく承ると︑高取・高野・田邑

・二宮の四校は︑創立時の村名を付けたか︑あるいは︑

町村制施行後の村名を先取りして付けたものである︒

教育小学校
と名付けられている︒すなわち︑三小学区が︑国分寺・

又︑寄松・山崎・清水・鳥羽・岸上・玉琳・鶴山の七校

その丘陵から離れた所に学校があってもその名は付くで

鶴山の名は︑鶴山という丘陵名に由来はするけれども︑

は︑小字名などの地名を校名としたものである︒中でも

日上・河辺・瓜生原の四箇村に相当することになる︒
高取小学は︑

第四大学区第一六番中学区第一四八︑第一五○連区
小学区

意味付けをしているからである︵第一章参照︶︒だから︑

あろう︒というのは︑鶴山という言葉の中に︑歴史的な

このように承ると︑番号制の学区︵学制に規定する︶

鶴山という名称は︑地名の地点から移動して一人歩きを

として開設され︑高取小学と名付けられている︒

は︑形式的に決められたものである︒が︑美作では︑村

するようになる︒この点が他の地名に由来するものと異

②徳目に関係するもの︒

⑩地名に由来するもの︒

ことができる︒

校名を大別すると︑次の二つに分類する

強し身に付けていかなくてはならない︑それが学校とい

いる︒又︑日新という言葉には︑毎日毎日新しい事を勉

かつたら役に立つ人間に成れない︑という意味をもって

成器という言葉は︑いくら素質があっても︑承がかな

②徳目に関係する校名︒

なるのである︒

単位で実状に則して学区範囲が決定されているのであ
る︒

校
学

枝名
趣仙地名に由来する校名︒

うものである︑という意味をもっている︒前述した一一

いる︒

の校名以外は︑皆このような意味をもった校名になって

明これに属するものは︑高野・高取・田邑・二宮・寄
醇松・山崎・清水・鳥羽・岸上・玉琳・鶴山の二校であ
第る︒

咽砿

小学設立

小学草創期の人たちはｌ少なくともこの創設に情熱を
傾けた人たちは︑校名の意味するものを自分たちのこど
もの将来に託したのである︒そして︑自分達が設立した
学校の旗印にしたのである︒このような校名は︑小学草
創期の一大特色であり︑備前地区が一番小学・二番小学
のような学区番号で呼ぶのと極めて対照的であった︒
もうぽ

徳目から名付けられた校名で特異なものを挙げて承る
と︑英田郡には︑孟母一一一遷の教えに由来した一一一遷小学と

しんし

いう校名がある︒備中地区には︑信・義・礼・智・信の
言葉にあやかり︑信之小学・義之小学︵以下同じ︶と名
付けられているものもある︒

たずね●●

●●

韓詩外伝︵礼儀修明︑則君子懐し之︶

●●
漢書︵修副明旧典一︶
●●

詩経︵其容不レ改出し一一一口有し章︶

●●

春秋左氏伝︵動作有し丈一一一口語有し章︶

知新一論語︵温レ古知レ新︶

有章

修明

●●

明知一礼記︵錐し有二明知之心一必進断二其志一篤︶

いずくにか●●
成名一論語︵君子去レ仁悪
乎成し名︶

教育小学の設立伺には次のように費用︑

出納見積りが記されている︒

学校費用

生徒授業料一箇年一八円一函浄一一一種弘霊華厘︶

教員給料一箇年一二○円但し二名
一名月給六円
一名月給四円

舎

明説一晋書鱗誕瀞嚇し師︶︵一一一年明節と改名︶

校

一覧表の校名で︑出典の主要なものを述べよう︒

校名

日新一大鍵︷雌て即細日日新又日新︶

●●
開智一浄住子︵開し智生し福︶︑学制被二仰出一書︵智を開き︶

よるとばしから

典

●●
時習一論語︵学而時習し
之︑不二亦説一乎︶

成器一礼記︵玉不レ琢︑不し成し器︶

みがか●●

出
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書籍器械等一箇年一七円
借宅営講等一箇年六四円六○銭

世話方給料一箇年二四円

一

婆繊尊

減心Ⅶ郡刈 盤 状

轟
唯典屯

容錐
↑坐

閥ふず将鐘殴噛爽

銑守が蝶Ｊ状鮮系蒜綻匙

咽諜侭

十や弧

雀些設

●凸

十グ城

︵鉦

画号竜

図３８教育小学校舎の間取
一同分寺村の民家を借つた明治11年の教育
小学。図は国分寺小学校と記している。−
（河辺小学校蔵）

一金五○円修繕入費

間に合うものではなかった︒当時︑学校建築について特

など︑生徒さえ収容できればよい︑という小規模なもの

て公布︶・だから︑仮に新築されたとしても農村の場合

是者学校有志寄附を以一時充の小訳別紙に有し之候︒

が普通であった︒

育小学創設資料︶・以上の経費の中に借宅営繕等が見積

民家の使用七校

寺社の使用一三校

さて︑一覧表で何を校舎にしたかを承よう︒

られているが︑これは︑校舎の民家使用料やその営繕費

新築九校癖埜酔ぱ羅舞珪恥︑鴫耗弥な︶

村に割り当てられ︑その他は特別寄附によっている︵教

このように経蛮は︑石高割と戸数割によって学区の村

〆金二七円四二銭

別の規則はできていなかったのである︵一八年始め

時間的にぶても︑また経済的にゑても︑校舎の新築は

八基

．

ｲ典

小使給料一箇年一二円
右徴用総計一箇年二五五円六○銭
一高割一箇年一八七円二○銭︵錨霜耐郡奉涯錐畦哩一
一一戸数四一一○戸一箇年五○円四○銭︵一一千率審箇︶

右課賦金一箇年一一○五円六○銭征嘩恥郡肪︶

差引一八円過予備

R
N
｢種

一金六七円四三銭書雑器具其外共

外

牌

用である︒
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Ｍ

難
一
亭
，

垂 微

乎､ａ

ｲ匙

里瑠：

虹＝

誇笥辺

鉦

小学設立

藩校一校
以上のとおりで︑寺の使用が一番多い︒これは︑もちろ
ん︑臨時的なものであったが︑急場をしのぐには一番適
していたのである︒寺小屋からの移行を考えると当然だ
ったであろう︒急場しのぎと言えば︑芝居小屋を使用し

ゆうか

た湯郷小学︑演劇場を使用した致志小学︵奈義町︶︑番

：
●１４Ｊ

ク鞭唖醇齢酢惇訂華●ＢＰ番らぴＪＰ公︑

原ＨＩＩ１１︲︲︲Ｉ︲︲

西七間︑南北一二間半の草葺平屋造り一棟にして︑其の

一

場がなければ

敷地坪数百十坪︑教室は︑舎内を数区に分画して臨時

くさぶき

挙諭尭峰聴謹蕊霊萱・●歌鯉催哩︲乃釦

新しい校舎を

教場を設け︑児童︵男女三十六名︶を収容せり︒︵﹃英

合︑大体次の

は︑農村の場

合わせたのである︒学校設立の一般的傾向は︑早く︑応

六坪︑玉琳小学は河畔の一六二坪︑という狭い所で間に

台帳によって追跡して承ると︑山崎小学は丘陵上の一八

この外︑津山市内で新築された学校をその記録や土地

ようなもので

急的に︑という考えが強かったのである︒

校舎は︑東

ろう︒

あったのであ

作られた校舎

作らねばなら

図４０設立当時の綾部小学校
（清泉小学校沿革史）

田郡河合小学校沿革誌﹄︶

＝ 幸 ｑ

ない︒新しく

ぐ適当な収容

急場をしの

所を使用した飯岡小学︵柵原町︶もその例であろう︒

氷鴨職乎寡へ

下山叶航犀剖

下塗寺小半鋒鵠矛べ〆趣卒挫謙族毒享Ｊ

酔率霞金字唾北鴨難管向
蜂茅十一一一傘蜘浮腫今謬軽唯師烏糟

ｌｌ島小媒戸
ｐ

覗潅︿﹄千隼月十者

図３９山崎小学卒業証書（末宗直夫氏蔵）
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託

今般第一区︑第二区︑第九区の市中へ連区小学校官

立相成候条︑兼而文部省より布達之通子弟六歳巳上之

兄之責不し可レ免候︒心得違無レ之様可レ致候︒此段相達

者は勉て就学可し致︑若等閑に相心得無就学之者は父
ここでは津山市街地の小学ｌ成器・

候也︒

金

次の表のとおりである︒

第二区
三 四円五○銭
銭

第九区

一二円二五銭

七○○戸

この三月︑三箇区から提出された学校設立見込玖は︑

って開業届を出すよう達している︒

家塾を禁止し︑もし家塾を開くなら︑文部省の規則によ

と布達している︒更に︑今まで願書だけで許可していた

時習・日新・開智︵九年時習に合併︶

四︑津山市街の小学

創立当時
の四校について述べることにする︵鶴山小学は前述︶︒

七年︵一八七四︶三月になると︑津山市街でも小学開
設の動きが一段と表面化されてくるのである︒周辺の農
村部は︑心ある指導者たちが中心となって︑村民教育に
既に一乗り出していた︒

第一区

七年︵一八七四︶三月︑北条県は︑

委

七○○戸

三七円三五銭

総戸数一一二四五戸一戸三銭の額

街

中等二銭五厘一五○戸

上
上等
等四
四銭銭 一 ○ ○
○戸
○戸

厘

上等五銭三一九戸

下等一銭四五○戸

同上

一円
円九
九三
三銭
銭一厘
但︑総
総人 数 お よ そ 二 六 ○ ○ 人

、

金

此募金方三等に分つ

一箇月如レ此

此付四

中等三銭五厘三五
五○
○戸
戸
下等二銭二厘三九五戸

二円五五銭
○○人
但︑一鍛毎謹人匡池加画臥割
九厘の割

1１９

三円七八銭七厘五毛

但︑総人数五四一人

但

上等九銭一○○
○戸
○戸
五戸
○戸
中 等 六 銭 三 五三○
下 等 三 銭 三 五三○
五戸
○戸
月一数銭銭銭

如人
しに三

募

御委託余

但円下中上
一、五等等等
一箇総五
箇年人銭三六九

募金
第四章明治の学校

津山市街の小学

一五円

生徒三○○人一人に付五銭

二○円

生徒︾︾○弘唾の

下等一五○人

三四円一八銭一厘

銭銭銭

五七八

九五人

一二三人

同上二円一八銭一厘

同上三円
同上三円
同上二円
同上五円

同上三名一九円一一一塞銅率一一一霊誌叩

円

三七円五銭

同上三名一九円一一一筆荊率一一一鑑誌叩

同上二名四円一名に付二円

同上三円
同上二円

同上一円五銭

同上七円

一○八人

八六人

三

金一五六円一三銭七厘五毛
五一円

内訳

教師六名三六円

世話方三円
借校料四円

予備金五円一三銭七厘五毛

小遣三円
諸費五円
二三七人
一五五人

三

生徒受業料

此遣払金

﹁新訂作陽誌﹂の﹃津

山誌﹄による生徒数

二

女男

六
円

女男

日新は二七一円七七銭︑その外の学校の資料は見当らな四小学は︑取りあえず寺を校舎に充てて仮開校式を挙

充てられた︒この時分配された金は︑成器は二七○円︑措置が行われてくる︒

︵前述︶︑その他は売却されて︑市街地小学の新築費に以上のように︑七年の三月になって急に小学開校への

学校舎は︑一部︵鶴山小学使用︶は津山士族が購入し中学校の売却代金ということになる︒

一︑二︑九区の小学校用として下賜した︒この時︑旧中総額は約一○○○円ということになる︒これは︑又︑元

更に︑同月二五日︑北条県は︑元中学校総建物を第い・四校に大体同じように分配されているとすると︑その

︵注︶この表は︑明治七年三月各区から提出された設立見込書を︑比較の意味から一覧表に作成した︒欠落箇所もあるが了承されたい︒

女男

合
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行した︒これが︑学校沿革史に記載されている創立年月

配賦金中学校建物二七○円

寄附金横山之分一○円

〃一○二二円三九銭三厘新築入費

内二四三円六三銭三厘仮校入費

〆一四八五円六七銭

一金五○円御庁より御下げ金

一金二七一円七七銭唖榊鑑睡鍵物払代

一金一一六三円九○銭九区七箇町寄附金

﹁日新校会計出納表﹂

可戻分︵もどさねばならぬもの︶

合一六一三円

月費之内一○○円

日になるのである︒学校一覧にあるように︑成器は妙願

寺︑時習は本源寺︑日新は千光寺︑開智は光厳寺で授業
を行いながら︑新しい校舎の建築が進められていったの
である︒

校舎の新築濡叫跡較峠評炉誌峠岬癖鋼
岬が嘩
いだ
わ 鐸鋤
上︵現津山信用金庫︶︑日新は上之町の卒屋敷地︵現城
東保育園の位置︶に建てられたが︑開智は九年に時習に
合併された︒

学校の建築入費出納表が残っているので︑次に記して

小計一二六六円二銭六厘

残金二一九円六四銭四厘予備金

承よう︒

﹁成器校建築入費出納表﹂

此内一七円前書寄附金未納

によって推察すると︑恐らく︑時習校の新築費も一三○

成器︑日新二校の建築費は前記のとおりであるが︑これ

出金之部
とうりよう

諸雑費七八円一四銭

○円前後であったであろう︒

棟梁渡一五三一一円一一一一銭五厘七毛

合一六一○円四五銭五厘七毛

間奥行九間︑洋風三階造り︑附属建物小使室便所︑日新

新しくできた学校規模についてふると︑成器は︑間口八

寄附金御下げ分九六六円

は︑間口八間奥行六間︑洋風二階造り︑附属建物小使室

入金之部

寄附金三度目之内二六七円
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圏恭蕊瀞

惑う一一＃

奪小掌雪萎筆

龍︐寧黍学樋生蝶懸管内

茅十一一一中峰唾霊碓汗京可

成哩宛小幽す

覗滞ン︸韮︲キー言削．一画

（森本謙三氏蔵）

1
1
6

便所︑時習は︑間口七間奥行八
間︑洋風二階造り︑附属建物小

一謹繍一麗恭慰努

使室便所となっている︒

十曾斗一一向

そして︑成器は八年︵一八七下竺剣小謹江弟ゑ級率蝶祁候毒丁
五︶一月︑日新は八年六月︑時

必函器小鹿す

あや士

をそ驚かす昼は白壁目に映じ夜は硝子の燈火々も

がらすともしび

中にも津山の三校は西洋型を模造して美一麓は目

ている︒

大村斐夫は︑新築された一一一校の外観を︾﹂のように歌っ

第十二一中浄唾一乳襟郭昌細可

習は八年一○月にそれぞれ落成龍更学曝熊蝋噌内
式を挙行している︒

ここに二枚の卒業証書があ

る︒一枚︵図期︶は七年一一月明治セ﹄千主同乗画
三○日付で戸川町成器小学のも
のである︒すなわち︑妙願寺で

の卒業証書である︒他の一枚
︵図哩︶は︑七年一二月二一一一日付で京町成器小学のもので

ある︒これは︑新築校舎での卒業証諜である︒この二枚

図４２成器小学卒業証番一京町一

学事は一般に隆盛︒︵中略︶京町に成器小学あり︑元

﹃山陽新報﹄も津山の近況を︑

くんもう

新築校舎は使用されていたことになる︒草創期の学校の

文明開化の明腕ソな胸ソ︵﹃訓蒙美作略誌﹄︶

は︑成器小学の当時をしのぶ絵であるが︑新築さ

れた学校の姿を描いた唯一のものである︒

図

沿革を︑この二枚の卒業証書が語っている︒

から推察すると︑開校される八年一月以前から︑京町の

図４１成器小学卒業証醤一戸川町一
（森本謙三氏蔵）
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成景二今日開桟

ルヲ以ラ幸チ此瑛

図４３成器小学校開校式の生徒祝詞
（森本謙三氏蔵）
図４４成器小学校舎正面
（北小学校蔵）

いずうわぺ

西大番所前に時習小学あり︑中之町に日新小学あり︑

中学校を除くの外は何れも洋風の一一階作りにて︑皮相
の観殊に美麗なり︒

と報じている︵一二・二・四付︶︒まさに︑津山市街の

三校は明治建築の先端をきっていたのである︒学校が文

明開化の鍛初の建物であったからである︒

五︑教師の養成とその実態

北条県伝習所小学設立の項で記したように︑七年

︵一八七四︶になってからの学校数

の増加は︑目を見張るものがあった︒学校では︑生徒を

教える教師その人が得られない状態になったのである︒

そこで︑教師の自給を意図した北条県が︑教師養成に関

する最初の布達を出したのは︑七年︵一八七四︶五月の

ことであった︒その布達は次のとおりである︒

兼而文部省規則に照準し︑普く管内に小学校を設立
いまだよって

し︑全国普通之教則を施さんとするに︑其任に堪ふる教

季︒

師未し全︑依し之今般伝習所を設け新教則伝習せしめ︑

卒業之上は右小学の教師たらしむるに付︑望之者は神

ﾛ
ﾛ
蕊

会
緊
ク
幕

重Ｆﾐt皿
二

此ｵ臭

森新

型血鎧遥≦

兎み霊署
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濠
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教師の養成とその実態

一生徒者年齢十八歳以上四十歳以下たる可き事︒

そうりょ

官僧侶四民男女之別なノ︑試験之上入校差許候条︑別紙

一体質壮健にして︑巳に種痘天然痘をなせし者に非

一入校の生徒者︑初め之を下等生とし︑学術之進歩

ざれぱ入校を許さざる事︒

すで

規則之通相心得︑来る二十日迄に学務懸へ可二願出一
侯︒

第一回の試験は五月三一日に行われた︒校舎は︑衆楽

一生徒学資金者官費を以て給すべき事︒

に因り上等生となすべき事︒

員三名︑生徒四七名で開校された︒︵﹁北条県史﹂・﹃山北

一成績之上者専ら小学之生徒を教導するを以て事業

園内の対面所・余芳閣などが使用され︑六月一八日︑教

村誌﹄︶

当時の入学試験の内容は次のとおりである︒

とすべし︒

き継がれでいるものがある︒

これらの規則の中には︑現在の教員養成制度の上に引

る事︒

一成業之上者免許状を与へ︑小学準何等訓導に任ず

書を出す可き事︒

故に︑入校之節︑成業之後必ず教員に奉事するの証

一作文

素読終て後︑其要旨を質問す︒

一日本外史・綱鑑易知録

つづ

題を与へて︑片仮名交晦ソの文及び日用文を綴ら
しむ︒

一算術

次に日課表を示してふよう︒

一朝午前第五時三十分起

加減乗除より分数までを試む︒

但︑右の三課兼業の者に非ずと錐も︑二課或は一

一自二午前第六時一至二八時一論語講議︑喫飯

一自二午前第十二時一至二三時一喫飯︑後力業︑算術

一自二午前第十時三十分一至二十二時一外史団読

一自二午前第九時一至二十時一静座︑素読

より

課に熟達すれば及第せしむ可き事︒

この中にも︑とにかく教師を早く養成したい気持がよ
く現れている︒

次に伝習所規則の概略を示そう︒
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但︑隔日
一自二午後第三時一至二四時一習字
一自二第叫時一至二五時一静座︑素読

一夜学十八史略
かんじよつ郡ん
一不定時間券秋左氏伝・史記・瀧書・速水通鑑・

通鑑綱目・文章軌範・伝習録・詩書・易経．明
かんぴしそうじ

律・令維解訳普・韓非子・荘子
当時の勉強は︑やはり漢学中心であったのである︒︵以
上︑伝習所設立関係文沸︶

この伝習所が設立されたのも︑小学と同様昔の施設ｌ
衆楽閲の対面所・余芳開などの建物が使用され︑お城で
時を報じた太鼓が︑上記日課の時刻を告げる合図に使用
された︒

は︑五○日足

らずで教師の

資格を得たこ

とになる︒

九年︵一八

七六︶一月︑

北条県は政府

への報告に︑

当県に於

て小学を普

及し難きは

きぽう

目今教員の

瞳乏︵不足︶

教師の需要に応ずる事であったから︑小学教則の授業法

金の内を以て充レ之︑猶不足あるときは之を民費に課

以て教員を陶造︵養成︶す︒其費用の如きは当分御委託

一二中学区内山北村衆楽園中の館を仮師範学校となし︑

やかた

に因るを以て︑昨七年六月本省許可を経て︑県下第十

を教える壱﹂とだけで卒業させる速成コースも設けられて

賦す︒︵中略︶目今小学開校頗る盛に教員瞳乏の際︑

牡お

いた︒例えば︑加藤平四郎は伝習所を卒業して︑七年

其卒業を待つ暇あらざるを以て︑学力あるものは︑一

すこぶ

︵一八七四︶八月三︑の修明小学の開校式当日には既に

時師範︑授業両科の内緊急の処を授け︑更に︑学力を

いと塗

着任している︒毛利元治も同じ日︑六々に品小学の首席

この伝習所の雄大の課題は︑年の経過と共に増大する

図４５伝習所入学通知（仁木士弘氏蔵）

訓導として薪任している︒そうすると︑これらの生徒

1倒冒

「

教師の養成とその実態

へきゅうすうち

当今︑小学の設漸く緊密に至り︑僻邑陣地︵田舎の

上うや

五課︵教育担当課︶は︑次のように達している︒

と述べている︒この報告識は︑伝習所のおかれている事

不便な所︶と錐も其設なきはなし︑而して︑其教師た

試験して仮に等級を定め︑各小学に派出︒

情を︑県側に立って政府に報告したもので︑当時の実情

るもの遠く隔地に迎ふるより︑之を近く其地に採るに

しく︑此に於て師範学校を設置し︑各地に就て生徒を

ここ

しくはなし︒然るに︑当今各教師に任ずべき人材に乏

しこう

がしのばれる︒

条県伝習所も目まぐるしく変わって

津山師範学校北条県が岡山県に合併になると︑北

募集し︑教師たるべき者を養成せんとす︒然りと雌

も︑今一時に小学の数に適すべき人員を養成せんと欲

いくのである︒

まず︑津山師範学校と改称された︒

せば︑其費用今の民力にて難し支所なり︒

三〃二人四〃一人
五〃二人六〃一人

一番会議所四人二番会議所二人

そして︑割り当てた生徒数は次のとおりである︒

注意し︑左の人員を抜擢し出さしむくし︒

ばってき

ここ

今や︑其生徒を募集する時に当る︒各区戸厚く弦に

んと欲す︒

より補ひ︑漸次に教師の数をして校数に適当ならしめ

の教師を命じて派出せしめ︑直に其棚員は同会議所内

し学に就かしめ︑卒業する者は︑本人所属の会議所内

故に︑先づ各会議所の人員に割賦し︑一一百名を募集

ま

九年九月三○日︑岡山県師範学校支校と改称︒
同年一○月三一ｎ︑北条県庁跡に︑師範学校支校と附
属小学を移転︒

一一年︵一八七八︶二月二七日︑師範学校支校は岡山
の本校に合併︒

以上がその概略であるが︑この変化の中に学校の基盤の
弱さが現れている︒伝習所卒業生を含めて教師になった
者︑必ずしもその職を永く続けたのではなかった︒教師
の社会には︑激動する時代の満年を引き留めるべきもの
がなかった︒彼らの多くは政界や官界に転向していった
のである︒

北条県合併直後︑九年︵一八七六︶六月︑岡山県の第

1２６

七番会議所三人八番会議所三人

る︵岡山師範学校沿革︶︒この女子師範は︑後に附属裁

七九︶五月には︑更に附属女子手芸学校と改称された︒

縫所となり︑附属女紅伝習所と改名され︑一二年︵一八

十一〃四人十二〃二人

一四年︵一八八一︶には︑附属の女子裁縫所となっていっ

九〃二人十〃二人

十三〃三人十四〃一一人

あったのは︑極言すれば︑北条県の存立期間中というこ

士族の教師

に学校は増加し︑学級数も増加して

養成機関の項で述べたように︑次第

た︒男子にしても女子にしても︑教員養成機関が津山に

十五〃四人十六〃二人
十七〃三人十八〃一人

とになる︒

すなわち︑美作地区の会議所別に計四五名を割り当て︑
六月中に願普の提出方を求めている︒この生徒募集は︑

一一月二二日には︑県は︑美作区戸長あてに︑﹁教育

に︑頼承となるのはかっての私塾の教師や士族であっ

こう考えると︑師範学校︵伝習所を含む︒︶卒業者以外

いく︒それに反して︑養成機関にはとかく生徒が集まり

の事は一日も欠くことができないものである︒若い者に

た︒特に草創期はもちろん︑明治前期における教師は︑

八月にも︑更に︑九月にも欠員のための募集が行われて

はよくよく言い聞かせて︑師範学校に入学するよう尽力

士族抜きには考えられない︒江戸時代から現代に移り変

にくい︒更に︑若い教師には中途で退職する者がいる︒

されたい︒﹂との布達を出す状態であった︒つまり︑師

わる時期の特異な現象である︒例えば︑鶴山小学の教師

いる︒

範学校に入学を希望する者が思うように集まらなかった

は︑全員士族であったことは前述したところであるが︑

そこで︑全体の傾向を知るために︑鶴山小学︵七年Ｉ

六人中五人は士族であった︒

鶴山高等小学校の二○年︵一八八七︶六月現在の教師も︑

のである︒

この事情とは別に︑女子教師の養成所が津山にもでき
た︒九年︵一八七六年︶一○月︑二階町に津山支校附属

として女子師範ができ︑尾上政則が取締りとなってい

1２７

十九〃二人
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教師の養成とその実態

一○年︶︑鶴山高等小学校︵一九年

三○年︶の勤務教

師全員の最終学歴を調査した︒︵哩副州畔鎚癖唖荊恥筆醗一
それが次の表である︒

二人

四人
五・七％
二・九％

匹・二％

上記二校に限ったのは︑他校の資料が得られなかったか
らである︒

この表を見ると︑藩校・私塾出身者が約半分を占めて
いる︒鶴山小学は︑士族の学校であったし︑士族が居住
している市街ということもあろうが︑とにかく︑士族に

たずたひざもと

で︑六五パーセントに達する︒

後の一一校は︑真島藩と鶴田藩の膝下で︑この点津山と

同じ歴史的事情ではあるが︑当時の傾向の一端をうかが
うにたりる︒

ころ

ひんぱん

修明小学校の沿革史はこう言ってい
教師の勤務年数る︒

この頃︵一一一年前後︶︑教員の更迭頻繁にして生徒

に大なる障害を来せり︒

教育小学の七年︵一八七四︶から一四年︵一八八一︶

までに就任している教師は九人︑この九人の内︑四人は

辞職︑三人は転任︑二人は不明である︒この九人の在職

年数は︑二箇月から二年までとなっている︒

次の表は︑秀実小学の教員個人別在職期間である︒

勤務月数一教員数

︵注︶八年から二五年まで︑一人一回の勤務月数である︒

勤務月数一教幽数一勤務月数一教員数

ｌｌｌｌｌｌｌ

えいか

２
2
７2
6
'
2
５2

とって学校はふさわしい職場の一つであった︒

１１３１０１３

津山と同じ傾向は撒科小学︵勝山町︶にも見られる︒九

1
２1
１

1
４

−

−

−

年︵一八七六︶六月創立以来二○年︵一八八七︶までの
勤務者九人中︑七人までが士族である︒一八年︵一八八
五︶になって初めて教員養成所出身者が勤務している︒

秀実小学︵久米町︶も同じで︑八年︵一八七五︶から二
五年︵一八九一一︶の間︑勤務者四三名中︑士族は二八名

州
。
−

３ ２
５
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この表によると︑一年以内の者が二六人を占めている︒

がある︒一部を記して参考にしたい︒

任した加藤平四郎︵最初の衆議院議員となる︒︶の祝辞

回顧すれば既に二十年の昔とはなれり︒明治七年頃

そして︑学校を去った理由は︑四九人中三七人が退職と
なっている︒

る︑この繰り返しが続いたということである︒これは︑

未だ年齢二十歳にも満たざる少年にてありし︒故に︑

余は旧北条県の命を受けて其教員となれり︒当時余は

の事なりし︒此修明学校の始めて創設せられたる時︑

鶴田藩の特殊事情が反映しているかも知れないが︑一般

自分が正に学ぶべき時にして人の師たるの自分に非ざ

そうすると︑この学校では教師が来たと思えば退職す

の傾向を示す代表的な例である︒このような場合でも︑

れども︑其時代に於ける世の有様は︑国の文化を催し

うな郡

教師が得られるならよいほうで︑教師が得られない場合

教育の普及を謀るを急務とするの気運に向ひ︑各地と

き

が多かったのである︒

も同時に初めて小学を設くるの場合なれば︑教員の不

足にて需要最も多き際なるを以て︑今日の如く有り余

修明小学では︑﹁明治九年牧田亀太郎師範校に入学
し︑永井直蔵代りて来る︒是より先男女は別に教授し︑

る多数の中より其準を抜くが如き都合よきことに非ず

すい

殊に級別の増すに従ひ教員の不足を来せしを以て︑生徒

して︑少しく文字を知るものは挙て之を用ひ︑敢て老
えらあたわ

橋本源五郎・小林弥平治・伊賀義太郎・畑時治郎・平尾

幼賢愚を択ぶ事能ざりしなり︒是を以て余の如きも其
せん

文平・清水助三郎を挙げて教授の補助﹂をさせて︑この

撰に当り︑此大任を負はしめられたり︒

斯る次第なれば︑今日事物の整頓したる社会より見

かか

急場を切り抜けている︒

当時の生徒の中には︑塾などに行き漢・数を勉強した

れば︑児戯にも等しき奇妙なる事なれども︑教ふるか

みさかい

者もいたので︑このようなこともできたのであろう︒

教へらるるか︑先生か生徒か︑殆ど見界も付け難き有

これが当時の教師の証言である︒

様︑︵後略︶

又︑このようなことは他の学校でも多く承られた︒

二六年︵一八九三︶三月一九日︑修明小学校改築落成
式に当たり︑創立当時︵七年八月︶最初の教員として赴
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六︑教科書と教則
ここで採り上げる教科書は︑日本全国で使
用された教科書という意味ではない︒成器・
時習・日新・開智の四小学で実際に使用され
た教科書︵教師だけの参考に供されたものも
あろうが︒︶と︑それに一︑この農村部で︑実

際に使用された教科書を対象に採り上げた︒
同様に︑教則についても︑北条県の教則や

まで︑津山で使用された教科書は次

四︑五年から一○年ごろ

美作各郡の教則を中心に採り上げた︒

初期の教科書
のとおりで鉦ある︒

明治五年内田晋斉書

明治五年文部省

治七年七月文部省北条県下書難
改正史略 明
明治八年二月官許翻刻万竹堂横山治平

単語編

○鴎

拝世界国尽

脇

明治四年再刻福沢諭吉訳

会
9
1
否

世界国尽

i
Z
ﾉ
画

明治六年文部省

万国新史
物理階梯

師範学校編北条県下文華堂反刻

明治五年文部省パークル箸

北条県下文華堂反刻

明治八年文部省

明治七年八月改正文部省
明治十年翻刻御届美作津山本加に麺顎

文華堂反刻

明治四年箕作麟祥蕊集

さんしゆっ

○万国地史略

師範学校編明治七年八月改正

○小学読本
○小学入門

地理初歩

近世西史綱紀 明治四年文部省堀越愛国訳

小学読本

癖1罰

図４６明治初期の教科書（東小学校蔵）
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童蒙をしへ草

小学物理書

本史略

○日本地誌略
○日

福沢諭吉訳

明治七年文部省
明治七年改正文部省
明治八年四月官許北条県下文華堂反刻
師範学校明治八年
明治七年石村貞一編

明治九年四月反刻
西北条郡京町草賀藤治郎

内国史略
明治六年笈作麟祥訳

明治六年官許大阪府学務課蔵版

明治七年石村貞一箸

明治六年沢井秋尾平訳

嘩勧善訓蒙

・兎いり

修身小学
国体大意
与ようじ
苗
壱十尽

峠︑雌酔築集

明治八年林正朗編

訓蒙画入
明治六年東岸舎訳
究理知恵のすすめ

地球要覧

海津分数術明治四年

文部省

︑

判幾何用法明治六年
小学算術書明治七年

花井静一郎編

中条澄清訳

中村六一一一郎訳

比例新法明治七年
筆算通書明治四年

術

誰算訓裳

習字作文

うりゆう

明治五年華山品著

明治六年大阪書籍会社

明治七年諏薙霊華北条県学務掛蔵版

改正日本国尽 明治七年改正瓜生寅著

○習字初歩

官名誌

開化用文章
かいてい

改正商売往来 明治六年黒田行元著

怖鍔作文階梯 明治九年大野徳孝編
唾新消息往来 明治七年松浦果著

内国名尽

︵注︶○印北条県教則に採り上げられているもの︒

当時の教科書の特徴の一つは︑翻訳されたものが多い

ことである︒例え翻訳そのものでなくても︑ほとんど︑

翻訳と変わらないほどである︒文明開化︑一にも二にも西

洋という時代であったし︑教科書そのものがなかったか

らである︒翻訳本と︑それを原本にしたと思われる教科

よ−つあん

書の例を︑津山に関係あるものから例を挙げて承よう︒

宇田川椿庵訳の﹃地学初歩和解﹄︵騨呼一一一︾糖行︶とい

う本がある︒この本は︑序文にあるように︑こどもに地球

の大略を知らせようとしたもので︑前半で地理通論を述

1３１

算
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図４７『地学初歩和解』と『地理初歩』
（津山洋学資料館蔵）

て承よう︒

地学初歩和解

ス︑ｒ一フロイ９Ｆ

きょうあい

︵海峡︶ハ︑一一水ノノ狭陰ヲ為

シテ接合スル処ヲ云う︒

陸地ノ間ニアリテ︑海水互二

うが

相通ズル狭キ所ヲ海峡ト云う︒

こ・う

うんそう

ル者ニシテ︑物ヲ運漕スルニ

溝ハ︑人工ヲ以一プ識奄チ通シダ

ナユン非ル

︵瀞︶ハ︑人工ニテ成ル者ニ

用ル水流ナリ︒

シテ︑海峡ヨリ狭シ・而シテ

荷物ノ運用ヲ助クル者ナリ︒

この両者を比較すると︑思い半ばに過ぎるものがあろうｃ

︵注︶片仮名による振仮名は原典のまま︒

したがって︑当時の教科苦の特徴は︑まず︑洋学者の手

1３２

べ︑後半で

各国の地誌
の概略を述
べている︒

ところで︑

群の中に︑

になるものが多いことである︒次に︑文部省や東京師範

前述の教科

東京師範編

った︒

て教科書も︑学校制度の後から遅ればせながらついてい

任せられていたのである︒学校の建物も︑教師も︑そし

でも︑その使用は︑強制的ではなく教師の適宜の判断に

証している︒したがって︑教則に挙げられている教科群

が︑思うように教科誓が手に入る状況でなかったことを

略誌﹄も︑塾生が使用し暗唱していたものの一つである

津山市街の小学の状況を歌った大村斐夫の﹃訓蒙美作

指導的役割を果たさなければならない状態にあった︒

育を︑ということになると︑当時としては︑この両者が

学校の出版︑続築が多いことである︒一日も早く学校教

纂の﹃地理

大洋トハ︑海ノ広大ナルモノ
はきご

ヲ云う︒

シー

一云うＯ

卜云う︒

水ノ陸地ニ曲り入レル処ヲ湾

泊スル一一便ナル処ヲ港卜云う︒

海ノ深ク陸地一一入リテ︑船ヲ

ルモノナリ︒

ル所ヲ一云う︒即大洋ノ分レタ

寸雌わち

海トハ︑両陸ノ間二介マリタ

ヲ云う︒

スル者ヲ云う︒

ル処ニシテ︑海水是レニ浸入

︵湾︶ハ︑地ノ鍔曲ヲ為シダ壷

ゴルフわんきよく

支派︒／作シ陸地二近接スル者

な

︵海︶ハ︑大洋ノー部ニシテ︑

い

︵洋︶ハ︑海ノ／広大ナル者︒／

ヲシーン

地理初歩

初歩﹄がある︒この両者の類似している点を次に表にし

１１

︾職剛馴刷釧剛別皿１１︲誕謁蕊

壷.1−．l命』一々旬0口

第四章明治の学校

や教科書の方針に一つの変化が現れて

ところが︑一二年以後になると︑教則

なり︑自由民権関係のものも使用が禁止された︒この傾

ている︒すなわち︑翻訳教科書が姿を消していくことに

西勧善訓蒙﹄や︑津田真一郎訳の﹃泰西国法論﹄も入っ

教科書の変化
きたのである︒﹃山陽新報﹄︵一二・九・二付︶の論説

翻訳本や︑美作以外の著者ばかりの教科書に︑美作在住

学発足数年にして一つの転機を迎えたのである︒従来の

向は︑津山地方の教科書にも一大変化をもたらした︒小
洋風一たびわが国に入りしより生意︵いきいきとし

は︑

た様子︶開化者流は︑狼りに洋風を慕ひ︑一に洋風二

の著者が加わり︑その上︑美作の教材を採用した教科書

ふ念

も洋風︑自由と言ひ不畷と一一一一口ひ西洋に礼節なきものの

が作られてきた︒

小学美作史略

小学書蹟文章

一一一一●一

一一一一●一

矢吹金一郎

矢吹金一郎

福井孝治
︑

割美作地誌略

鋤騨書臓字林
実用裁縫
ひとりけいこ

一一一一●一一一

一一

福井孝治

一五．五 矢部武一郎
●

岡山市中之町

森禎蔵
万竹堂

津山

右同
右同
右同

寵章堂

津山の綾部に寄留し︑東北条郡︵苫田郡の一部︶の巡回

上記にある福井孝治は︑島根県士族であるが︑当時︑

下等独稽古
小学修身談

斉藤香

一四．一

しよとく

書名一出版年月一著者一出版人

を次に記す︒

この当時出版された教科書で︑美作に関係があるもの

如く誤認し︑区々たる礼節は行ふに足らずと言ひ︑丁
けいそう

重いんぎんなるものを称して不開化人と一一一一口ひ︑軽操侮

慢至らざるなきより︑今日の悪風を養成せしに外なら
合ようせい

しんちよく

ざるなり︒今にして矯正するにあらざれば︑今日学事
じゆんりよう

に従ふ淳良の子弟と錐も此風に感染し︑知識進捗する

処あるも︑却って人間交際の道なる礼節を知らず︑犬
えら

羊社会と撰ぶ所なきに至るを是れ恐る︒
と述べている︒

一三年︵一八八○︶九月二○日︑岡山県は︑﹁小学教
科書に不適当の旨其の筋より通達之れあり候条︑採用い
たさざる義と可二相心得一︒此の旨布達候也︒﹂と通達し︑

不適当な教科書を掲げている︒

使用禁止になった教科書の中に︑箕作麟祥訳述の﹃泰
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夫郎
桃撫
Ｉ
ｌ
Ｍ
ｊ
Ｉ
ｉ

:
古

訓導をしてい
火矢
騎吹
避金
[
ａ

た︒後には自由
民権運動にも活
躍している︒こ

の福井孝治の
著書﹃杯︾修身
談﹄の序に︑彼
はこのように述
べている︒

方今修身書
の世に行はる

荊咽、縦

画

ある︒学校開始後一○年もたたない内に︑このような反

これ又︑教材は身近なものから︑との主張をしているので

に依頼すべからず︒

彼に美なるも我に於て然らざる↑のるが故に︑尽く訳書

ことごと

教彼とひとしからず︑人情も亦小同大異あるを以て︑

して暗記に苦しましむるの患坐のり︒之に加ふるに︑宗

うれい

なるを以て︑地名人名などの如きも耳新しく︑児童を

失し︑殊に其番たる多くは泰西の書を翻訳したるもの

こと

るもの数種ありと錐も︑或は高尚に過ぎ︑或は証例に

群ｊｊ)テ・鍵Ⅲ

図４８小学美作史略（米井孝氏蔵）

省が行われていたのである︒このような教科書に対する

考え方を含めて︑時世の推移と文教政策の変化は︑小学

校の教科書制度に大きな変化を及ぼした︒すなわち︑一

六年︵一八八三︶には︑文部省の認可を必要とする認可制

度となり︑一九年には検定制度が実施され︑三六年には

だいるくみつくりしゆうへい

国定制度が確立された︒国定制度になった時の文部大臣

は菊池大麓︵箕作秋坪の一一男諺菊池家を継ぐ︒︶であった︒

脱皮していく上述の教科書の変化と同じように︑教

教則則にも︑一一一年︵一八七九︶九月の教

育令を契機として大きな変化が現れた︒一一一年︵一八七

九︶の後半から一三年︵一八八○︶にかけて︑美作の各

郡も︑教育会議なるものを開いて新教則の作成に当たっ
た︒

一三年︵一八八○︶三月の西西条郡︵苫田郡の一部︶
役所の学事報告には︑

さきに︑政府教育令を発し︑教育の主義を自治の針

路に向はしむるや︑各郡競うて其教則を改む︒

我西西条郡の如きも亦︑専ら土地適実の教則を制

し︑本年一月を以て之を実施せり︒
と記している︒
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図４９勝南郡小学の校則と教則
（河辺小学校蔵）

岡山県和気郡の小学教則︵一二年一○月︶の緒言を引
用してみよう︒
とひ

一

蝋

武爽維血

卿

脚ｕｌ

L

｡

り︑学期を六箇年となし︑上下各六級と定め︑毎級の

一二年︵一八七九︶の教育令の趣旨に基く勝南郡の教則

次に︑北条県の八年︵一八七五︶改定の小学教則と︑

る︒恐らく︑前述した西西条郡はもちろん︑その他の郡

とを比較しながら︑当時の教育の実態に触れることにす

以上を要約すると︑教育の画一主義に堕するを廃し︑地

も勝南郡と大同小異であったろう︒

し︒

修業を六箇月に充て︑以て教科を撰定する左の如

るが︑この当時の人は︑これを郷土教育とは言わなかっ

巳

因て我和気郡の如きも︑従来教則の方円相容れざる

一一

翫縦

普通小学は︑都部を間はず一般学習すべきは論を待
たずと雌も︑往々其俗と産業とを異にし︑従て習学時
あ篭た

日に長短あれば︑一定の法則を以て数多の学校に実施
し︑画一の教科を以て一般の子女を教育すれば︑其弊

少なからざる旨を以て︑従来の小学教則を廃止せら

準

Ｐ

た︒が︑この考えをこの時代の教材に則して︑見事なま

郡

の弊あるを除かんと欲す︒故に︑今般普通小学の主旨

I
f
j

でに教則に具現した郡もあった︒

る︒

小
一

鎧
Ｉ
勝一

に基き︑実地の俗と産業とを酌承︑其習学時日等を量

．
伽
､
Ａ

方それぞれに適した教育をする︑ということである︒こ
のためには︑地域の教材が採用されることになり︑郷土
か
日本
本︑
︑日日
から日
圭本 か ら 世 界 へ と 教 材 を 広 げ て い く 授 業 計 画
が考えられた︒

後年︑郷土教育という思潮が教育界に流行するのであ
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改正小学読本
巻の一︑

び色の図

百から万まで
の数

減算九九

加法
乗算九九
当分筆算
訓蒙

同上巻の四
日本地誌略
巻の

同上巻の五
同上巻の

地図を示す

乗法

日本史略

巻の一︑

同上巻の

地図を示す

除法

名尽大字行書 大字行書

巻の一︑

同上巻の三
万国地誌略

巻の一︑

地図を示す
当分の内
世界国尽

分数及び諸等

法

近世ル
巻の

博物

破理耀
巻の

字草書

万国史略
巻の一︑二
同上巻の三
地図を示す
当分の内
支那西洋史略
世界国尽
巻の三

小数

きんじ

字草書

皇国年号の大 国府県名万国 皇国苗字略の 美作往来の大 尺臓錦字を大

減法

線度図を授く 地図を示す

球儀及び形体

地理初歩と地

同上巻の三

一ハ

下等小学指導内容︵明治八年の北条県教則によって作成した︒︶

五十音図

の読・書
加算の九九
暗唱

一から百まで

改正単語図
改正連語図

読物 濁音図

算術

級

級

皇国の帝号

字槽書

巷陣六巷

五十音の字形

級

級

大字の槽書

匡砿一中

巻の一
巻の一

身論
上

巻の︑

毒 Ｕ 】 ⑰

同上

級
級

こん

級

級

内 、 の

右
ののjオロの畔

四
四

級
級

五
五

習字初歩坤の
巻を用ゐて
大字

刀 Ｅ
坐雨楽氷

一ハ

ソ 〕 〃 ］

七

七

級
級

習字

級

、−／

級

︵注︶香取・問答・暗記・体操の課目は略した︒

一 観 一 盛

上等小学指導内容︵同

Ｄ地の戎

級
級

及

八
八
牛｡壱部
琶

136

算術

ゐ細字行書
ゐ細字草書

公用文鑑を用 訴訟文格を用

日本文鑑 証券類集
速写

糖行書の細字

けい

罫画

対数用法

幾何学大意

罫画

直線孤線平面 聴識僻をかく
地図など
をかく

罫画

襟濡鏑
鍵 比 例 和較比例一開平法一開立法一級数

ゐて細字樵書

日本郡名を用

単率比例 合率比例
日本官名
日本国名
を用う

日本略史上︑下

同上二︑三

万国史略一︑二

そうし

初学人身究理一

小学物理書一︑二

末子小学外編一

同上

経済要旨一︑

同上

同上巻二 同上巻三 同上巻四

級

習字

四級
小学読本巻一

級

同上・同上

万国地誌略一

地理初歩

一

細字楢書

五級

連語図

上︑下

日本地理杏

美作地誌略 同 上 巻 六
︵当分本県地誌略
美作の部代用︶

美作史略

ロ函

一

ほか

前級に同じ

物理
生理

前級に加

経済談国政談

前級に加へ前級に加へ

同上
前級の他に
地 理 談 勧農談 物理談一端緋談一歴史談
物品・歴史・修身
博物・養生・勧農

生

級

勝南郡小学指導内容︵勝南郡小学教則によって作成した︒︶
級

小学読本巻五

六

身等の事

０

十侶ろ
語清

三

︵注︶輪講・暗記・作文・体操の課目は略した︒唱歌は︵当分之をかく︑︶となっている︒

口授

図音音音波は

前級に同じ
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養修物

鈍錘錘を高尚にす︶

談談へ

下 等

上 等

下等
上等

読書
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教科書と教則

字

鍔一行

下 等

名

仮

草
変

体
人

及

名

啓一前級に同じ草

正

顕

槽
書

字

槽書
本郡

村

書前級に同じ

苗

名

計面書の上に明示したものとして注目したい︒

以上指摘した二つの事項は︑郷土教育の先例を指導

い０

取り上げられたことは︑現在までにその例を承な

イ美作の地理・歴史が教えられた︒このような形で

えるである︾ク︒

これまた︑後年に主張される産業教育の先例と言

あろう︒

けて︑生徒の生活に切実感をもたせようとしたので

腿村地域に則した教材を採用し︑口授の時間を設

り入れた︒

ア読書と口授の時間に農業に関する読物や説話を取

前記二表の︑後者の特徴は次の点である︒

多少制度が移動しているが︑指導内容を比較すると︑

行書

隣郡中接近村名

農業往来

行縄毒耗

わがまま

﹁世人は︑自由教育を以て名とし︑垂ロ侭教育を以て実

二九付﹃山陽新報﹄︶

も寸進尺退し︑また振起せざるなり︒﹂︵一三・七・

統轄するものなきときは︑是迄折角力を尽したる教育

︵中略︶其校ごとに自治と言ひ自由と言ひ以て教育を

白滝即ち自催教育にして︑決して自由教育にあらず︒

じま室

て数ふくからず︒

て自治の精神を伸張したものとなし︑其弊害たる挙げ

﹁教育令の旨趣を誤り︑寺子屋の風に変ずるものを以

うな弊害も指摘された︒

又︑地域によってどのように受け止められたか︒次のよ

さて︑この新しい指導計画がどの程度実施されたか︒

う配慮が︑学年を追って端的に現れている︒

ゥ習字の教材には身近なものから遠いものへ︑とい

︵注︶下等では︑復読・筆卯・書取・問答・体操を︑上等では︑暗記・算術・作文・体操を略した︒

習

iH躯
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とし︑誤言縦行遂に昨日に嚇々たる教育も今日の微々
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治の前半は︑まさに改正に次ぐ改正であった︒

七︑就学の実状

ということになる︒
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倉敷
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八年
年都
都邑
邑就
就学
学率

規定されたのであるから︑この表は︑義務制以前の総括

小学校の義務制は︑一九年︵一八八六︶の小学校令に

一般傾向が了解できるであろう︒

この表により︑明治前半における美作・津山の就学率の

︵注︶この表は︑明治一八年岡山県学事年報により作成した︒

騒圃厩､画唖

すいたい

40.2

次の表は︑明治前期の就学率を示したものである︒
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に至れり︒︵中略︶この状況は教員詩君︑今少しく教
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就学の実状

美作と津山の就学率はかんばしいものではなく︑九︑

一○年の落ち込承と一四︑一七年の落ち込玖は︑全県平

均をはるかに上回っている︒又︑一八年の都邑の就学率

入った者の比率は︑平均して約三○パーセント前後であ
る︒

次に︑七年︵一八七四︶の一月から一二月までの間に︑

学齢六歳になる者で就学した者を調べて承ると︑

時習小学該当者五六人就学者○

も︑津山は最下位になっている︒

以上の全体的傾向の上に立って︑各校の沿革史・報告

成器小学︵男︶該当者四八人就学者四

創立当初の入学者は極めて少なく︑そ

く︑又︑全体の就学率も極めて低かったことを示すもの

族の子弟は鶴山小学に入学する︒︶六歳を過ぎた者が多

である︒

の入学者には︑年齢と学力にばらつき

となっている︒このことは︑創立当時入学する者は︵士

︵この中︑一八人は八年に入学︶

書・学籍簿・就学年齢簿などから︑明治前期の実態に触
れてゑたい︒

草創期の就学

が大きかったことはよく知られている︒この実態に触れ

帳︵成器と時習︶によって︑慶応元年︵一八六五︶から

この中九人が就学︵一八パーセント︶したに過ぎなかっ

は︑創立した時六歳から一三歳までの生徒は三七人で︑

農村の一例を挙げて承ると︑行信村︵柵原町北和気︶で

明治六年︵一八七三︶までの間に生まれた者が︵六歳

た︒以上︑市街地と農村の例から就学の大体を推察する

ようとして︑一二年︵一八七九︶一月改めの学齢生徒台

一四歳︶︑とにかく入学したかどうかを調べた︒これが

ことができる︒

修明小学の六年︵一八七三︶三月の生徒総数は三○余

とが大きかった︒

に左右された︒美作においては米の豊凶に左右されるこ

多い中途退学者た︒就学率も中途退学数も経済事情

就学率も低いが︑中途退学も多かつ

次の数字である︒

時習小学成器小学

全体三七・三パーセント二○・三パーセント

一四・○〃

男四八・一〃二六・二〃
女二五・四〃

この数字を承ると︑六歳から一四歳までの間に学校に
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名であったが︑最初の卒業者は︑一三年︵一八八○︶五
名︑一四年︵一八八一︶三名に過ぎなかった︒

教育小学は︑七年︵一八七四︶九月創立され︑男五九
人︑女一五人であったが︑一四年︵一八八一︶四月︑初
めて卒業生男四人︑女一人を出している︒それほど卒業
することは難しかったのである︒

凶作の年の生徒の減少については︑学校沿革史はこう
書いている︒

明治九年︑︵中略︶当時︑教員三名︑生徒一二○名な
とど

りしが︑凶年の為退学者多く︑僅か六○名を止むるに
至れり︒︵﹃修明小学沿革史﹂︶

したご

み

て︑生徒の進歩随×ノて其功を視る少なノ︑︑且つ生計の

かんなんけんしゅん

たん

顛難なると地勢の峨峻なるとを以て︑学齢間全く在学

する能はず︑往々半途退学の者多斗ごは実に歎ずべ等どの
至り︒

ことは経済的措置である︒授業料減免

子弟の就学奨励策で︑まず考えられる

と︑その実状を報告している︒

奨学対策

のことであるとか︑教科書の貸与︑月賦払いなど早くか

ら行われた方法であった︒学校の教師や村の関係者が︑

貧困者に対して精神的︑物質的にいろいろな援助を与え
たことは珍しくはない︒

区取締り︑巡回訓導に対し︑﹁学事奨励の為︑第五課出

一○年︵一八七七︶八月︑岡山県は︑美作の区戸長︑学

明治一三年六月︑︵中略︶此時教員三名︑連年豊作の

張所を師範学校津山支学内へ相設け︑本月二十日より勧

逆に︑豊作になると就学生徒が多くなるのである︒

影響により︑生徒漸く増加し一五○名に至る︒従而教

学事務取扱候条︑此旨相達候事﹂の布達を出している︒

この特別な配慮は︑続いて第五課長を県令代理として出

場狭隆となり︑束手の一棟を借り受け教員控室
にしている︒︵同前︶

張させるほどであった︒すなわち︑

学校の貴重なる今更論を不し待事にて︑各地方漸々

気候によって景気が左右される農村は︑年々生徒数の
増減がある︒この傾向は僻地になればなるほど著しい︒

かんがい

隆盛に赴くと錐も︑独り美作国に至りては︑合県後次

第に衰顎を崩し︑畢寛連年の早害故とは申しながら実

きざひっきょう

西西条郡︵苫田郡の西半分︶の学事報告︵一三年︶は︑
た耀

唯いかんせん学資の乏しく良教師を得るに難きを以

141

就学の実状・奇跡の学校

に遺憾の至に付︑拙者出張の上諭達可レ致の処︑事務

出︽

ふくｋ・っ

多端の折柄︑第五課長一等属太田卓之を代理として派
遣せしめ候条︑能く其説諭を確信服贋可レ致事︒

八︑奇跡の学校

その苦悩れ︑一年後には廃止されたことは既に

第二次中学と五年︵一八七二︶修道館に中学が設立さ

郡制施行になってからは︑郡書記は郡内を巡回し︑村

述べた︒廃止の理由は︑中学よりも先に小学を︑という

と︑美作各区にその趣胃の徹底を図っている︒

会議員を集め︑父兄を召集し︑学区内戸長を呼び督励す

基本線と︑中学を維持するための経済的破綻であった︒

北条県中学は廃止になったけれども︑為政者の内心に

るところがあった︒

前述した一三年︵一八八○︶の西西条郡の学事報告に︑

は︑中学を再置しようとする意図は消えてはいなかっ

北条県に出仕し︑政治の動きを知り尽くしていた矢吹

た︒

﹁唯いかんせん学資の乏しく良教師を得るに難きを以て

︵中略︶且つ生計の蝦難なると地勢の峨峻なるとを以
て︑﹂と言わせた文は︑まさに関係当事者の心中を吐露

四日︑﹁就学督責規則﹂が布達された︒これによって︑

このような状況の中で︑一四年︵一八八一︶一○月一

して廃県に会し終に︑不きず︒﹂と述べていることは︑ま

るはなし︒是に於て北条県復中学を開設せんと欲し︑而

年に至り小学大いに興り︑山村僻邑至る所に之れあらざ

正則が︑六郡共立中学校連合会の式辞の中で︑﹁明治八

就学の将蛍︵正し五める︶は学務委員が取り扱い︑教員

さにこれを証するものである︒そのような中学に対する

したものであろうか︒

は生徒出席簿により日々点検するなど︑学齢児童に対す

北条県の情熱は︑二年︵一八七八年︶になって日の目

つい

る督励は次第に厳しくなっていった︒

を承ることになる︒

一一年二月二七日︑岡山県師範学校津山支学は岡山の

本校に合併され︑その跡︵旧県庁跡︑現津山文化センタ
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︲︶に変則中学の設立が布達された︒零韓稗鮭砦
祉趣嚇さ︶

早速︑年齢一五歳以上の自費生徒一○○名を募集し︑

一二年︵一八七九︶三月に議決された岡山県予算に︑

津山中学校没千四百三十二円四十銭

とあるのは︑第二次中学校の予算であって︑当時︑中学

員に満たなかったのである︒そこで︑﹁未だ満員せざるに

等小学卒業者は応募してよい︑とされた︒ところが︑定

学︵四則運算︶であった︒なお︑一五歳未満でも上︑下

試験科目は︑日本地誌要略・勧善訓蒙・輿地誌略・数

つての津山師範学校と同じ道をたどり︑一三年︵一八八

育の実施には時期が早過ぎたのであろう︒この状況はか

を募集している︵一二・七・九付﹃山陽新報﹄︶︒中等教

二年︵一八七九︶七月九日にも︑一四歳以上の者二五名

地域には︑この中学を養う土壊がなかったのである︒一

どじょう

校は岡山・津山の二校だけであった︒それにしてもこの

付︑来る五月二十五日まで募集延期﹂となったのであ

○︶六月二三日︑岡山中学校に統合され︑この第二次中

四月五日を締め切りとした︒

る︒この再募集でも定員を満たすことができなかった︒

学校も約二年で幕を閉じることになった︒

よら

師範学校の生徒募集と同じであった︒

るものと雌も︑満十四歳以上にして︑試験に堪ふる者は

業のものは試験の上入学﹂を許し︑﹁下等小学卒業せざ

名欠員に付︑当年十月満十三歳以上にして︑下等小学卒

いう経済的有利性があったし︑それに︑県立ということ

二次中学校は︑中学存立希望の外に︑師範学校跡利用と

この第三次中学校は明らかに行政主動型であった︒第

第三次中学と第二次中学校廃止当時︑又々︑公立中
その問題点学校設立への動きがあった︒

更に︑一一年︵一八七八︶二月には︑﹁生徒五十九

入学せしめ﹂るとして︑願書の締め切りを一二月一五日

もあった︒しかし︑第三次中学校は公立である︒ここに

立中学補助として地方税の内から金員を配賦するから︑

さて︑県は︑一三年︵一八八○︶八月七日付で︑﹁公

問題が起こるのである︒

とした︒

以上のような再募集でも五九名の欠員があり︑受験資

格の引き下げをしてまで再再募集をすることは︑この中
学が不人気でもあったからである︒

1４３

各地方において決議をして︑一郡または二︑三郡連合し
て中学を設置するよう︑﹂との諭達を出した︒続いて一

かに︑その設立当時から疑義があったことを立証してい
る︒

の概要を示す﹁町村立中学校概則﹂が定められている︒

・久米北条・東南条・東北条・西西条・西北条の六郡で

き︑初めは︑勝南郡も含まれていたが脱落し︑久米南条

それにもかかわらず︑中学校は設立の方向に進んでい

このような背景があったのだから︑第三次中学校には行

設置することになった︒これが六郡共立中学校︵津山中

四年︵一八八一︶三月には︑中学設立の準則と手続き

政段階において︑県から郡︑郡から町村へと設立の勧誘

学校ともいう︒︶で︑位置は北条県庁跡と決定した︒

こ

漢学︑皇朝史略或は日本外史︑叙事句読及文章書取︑

目に従ひ試験候条十五日迄に可二申出一候也︒

本月二十日当校開校候に付︑入学試験の者は左の科

・八・四付﹃山陽新報﹄︶

共立中学校の募集要項は次のとおりであった︒︵一四

と指導が行われた︒

東北条郡︵苫田郡東北部︶の担当戸長が出した村への
連絡文書に︑

書面中学校設立之儀︑︵中略︶人民協議上より成立
則ち十三年十月十四日決定致候ものに有し之候︒但︑
設立順序之儀者村々戸長に於て熟前相運び候儀にて︑

数学四則

但し︑小学卒業の者は試験を要せず︒

其他︑従来修め来りし学課に就て試験を乞ふ者は別に
之を許す︒

以上の要項を見ても︑新旧交代する時代相がよく現れて

それに小学校卒業者は無試験で入学させていることが

月には中学設立の議を決定しているというのである︒そ

戸長役場に直接聞かれたい︑と言っている︒これは︑文

目に付く︒向学心のある者にはその機会を与えねばなら

いる︒

中言うところの人民協議上成立したものではなく︑明ら

の上︑設立順序のことについて不可解なことがあれば︑

この文書には︑八月に中学設立の諭達が出され︑一○

と記している︒︵美士路文書︶

廉も有し之候得者村々戸長役場へ尋問有し之候也︒

戸長より答弁を要す訳に無し之候間︑尚不可解之
か担当ど
ば

奇跡の学校
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い︑とは︑北条県中学創立時からの主旨でもあったし︑

第二次中学校から得た生徒獲得の最良の方法でもあっ
た︒津山中学校規則第一条はこの事を明記し︑

本校は︑尋常小学を卒業したる生徒の来り学ぶ所に
ややこうしよう

して︑梢高尚なる普通の学科を教授する所なり︒

但し︑小学校卒業せずと難も︑年齢十四歳以上にて
志願の者は︑試験の上入校を許す︒
と述べている︒

前記の創立時における手続上の問題は︑民権伸張への

自覚を高めている農民と︑共立中学校を設立しようとす
る郡長との間に︑経費支弁の問題で深い対立を生んだま

灯盲︲噛豚△

蔓〃︾聯郷一

沼

藩た約一箇年で

噌姿を消したの

設置されたこ

県の主動で

令である︒

辞
員

学

中の種の中学校

摘肌稚秘諮難

に開校し︑二︑三年の後には閉鎖されている︒その理由

︵一八八一︶

教員が決定しないので九月一日に延期された︒開校され

は︑経費の負担増と︑高等小学校との両立不可能という

まであった︒その結果︑七月上旬開校の予定が︑校長・

てもこの問題は解決されず︑教員・生徒を巻き込承︑授

事情からであった︒美作の場合は︑もっと深く後章で触

学校の支校となって廃された︒ところが︑一四年︵一八

士族の子弟だけを入学させた鶴山小
鶴山学校の軌跡学校は︑一○年︵一八七七︶成器小

業が中止になることもあった︒
一五年︵一八八二︶一一一月二六日︑遂に廃校に追いや

おうせい

られた︒﹃鶴山高等小学校沿革史﹄は︑﹁六郡共立中学

校は︑此学事旺盛の時期に臨んで終に煙滅するに至れ
り︒些呈慨歎の至りならずや︒是を以て鶴山小学校は六郡

八一︶七月︑鶴山小学校が又創立された︵鴎淑軸銅霊恥学

がいたん

共立中学校の跡に移転し︑﹂と記している︒第二次中学
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場嬰賭琴里恥翰利群煮羅建噛蝉壁
輝酬議露睦蕊蕊附録鍛唾維遡電録郷稚極込生一．この学校設

立について﹃津山女子尋常高等小学校沿革史﹄は︑﹁鶴
山小学は復之を再興し︑﹂と述べ︑﹃鶴山高等小学校沿
革史﹄は︑﹁再び鶴山小学校を興すの機運に至れり︒﹂
と述べている︒

次に︑鶴山小学校の特異な点に触れることにしよう︒
一三年︵一八八○︶四月六日付の﹃山陽新報﹄は︑﹁津

山藩主より士族達に下賜された千円でもって鶴山小学の

再興﹂の件を報じている︒これは︑かねがね再興の計画
があったことをほのめかしている︒新聞が報ずるよう
に︑この学校は︑津山藩士族と資金面において特別の関
係があった︒

この学校が︑旧北条県庁の建物の一部を使用した︑と
いうことは︑六郡共立中学校︵第三次中学校︶と同じ場所

ということになるのである︒この両校は皮肉なことに︑
旧北条県庁の建物を分けて使用することになった︒第三
次中学校は北条県庁の本庁舎︵現津山文化センター︶︑

第二次鶴山小学校は師範学校附脇小学校︵北条県糾弾
所ｌ現駐車場︶を使用した︒

図５２時習・成器・日新の学区一明治12年一
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図５３明治15年津山市街の学区

以前の鶴山小学は入学者を士族の子弟に限ったが︑こ

れは︑学区を北町・椿高下・山下・城代町と田町の大部

分としたことに特徴がある︒すなわち︑大部分の武家町

を学区にしているのである︒こうなってくると︑鶴山小

学の再興と表現されるのも当然であろう︒

﹃鶴山高等小学校沿革史﹄が︑鶴山小学校を﹁鶴山学

校﹂と称し︑鶴山小学を﹁鶴山学舎﹂と表現しているの

も︑この一連の学校は︑﹁鶴山書院﹂︵藩校︶の流れを受

ける︑という具体的な共通事実があったからである︒

さて︑一七年︵一八八四︶一○月︑鶴山小学校は︑高・

中・初等科の小学校に︑これ以外の西北条・東南条の小

学校は中・初等科の学校に改編された︒これから以後

は︑両郡の初・中等科卒業者は︑鶴山小学校の高等科に

入学することになっていくのである︒

九︑小学校の整備

一九年︵一八八六︶になると︑小学校は整備期に入っ

てくる︒市街地にできていた小学校は統廃合されて︑一

つの中心校ができ︑新たに高等小学校もできた︒

１４７

小学校の整備

更に︑校名も町村制施行を機にして︑従来の名称を廃
して町村名が付けられた︒ようやく︑われわれの記憶に

そして︑高等小学校も数学区連合で設立してもよい︑と
された︒

津山町・津山東町・東苫田村・西苫田村・林田村・田邑

これを受けて鶴山小学校は︑二○年︵一八八七︶四月︑

この整備の過程を二つに分けることができる︒一つ

村・東一宮村圧延碑鋼錨嗣燕病後︶の二箇町五箇村共立高

出てくる学校名が出現してくることになる︒

は︑鶴山小学校を中心とするものであり︑他は︑成器小

等鶴山小学校に改組され︑これら町村の高等科の生徒だ

けを収容することになった︒
ところが︑

生徒が多くて
収容しきれな
い︑として︑

あった︒鶴山

垂

森本慶雲一鱗

函山懸平氏本謙

瀞異剛志芽一ヶ月書

小学と中学の！１１． ・ 唖

でいた校舎で﹃Ｕ茅帝難．
︲高
等

峠蝉弛︾誇準藷錘卿準鶴閏小雲闇剛︾︾

全勝︒一番拳邑永命橡沖娠

岬押︾錘︾︾︾︾一︾︾︾︾︾一弾論︾

又︑校舎移転

蔵

学校を中心とするものである︒成立の経過を全く異にす
るこの両者は︑影響する範囲を多少異にするけれども︑

まず︑鶴山小学校は︑一九年︵一八

市街地については︑この両者を抜きにしては考えられな
い︒

高等閏山小学校

八六︶四月︑﹁一四年以来旧中学校建

物を借用候処今般生徒通学の便宜により︑従前鶴山小学
校旧校舎を修繕し︑﹂これに移転したのである︵癖馳副癖︶︒

これは︑通学の便宜と記しているように︑一一町五箇村が

学区であるから︑交通の便利のよい旧藩校跡に移ったの
である︒

ところが︑小学校令︵一九年四月一○日︶によって︑

小学校を高等・尋常の二等にすることになった︒すなわ
ち︑小学校は︑尋常小学校と高等小学校に分けられた︒
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系統は︑藩校と北条県庁の跡を遍歴しているのである︒

二○年︵一八八七︶六月︑﹁津山中学校舎之義は数年
荒廃に帰し︑︵中略︶此侭捨置候も遺憾之至りに有し之︑

しつかい

目下鶴山小学校舎狭隆を訴へ候折柄に付︑該校舎に相充
度︑就ては建物書籍諸道具は勿論︑敷地とも悉皆相当代
価を以て御払下﹂を岡山県に願い出て︑中学校の土地・

中原

上高倉

二四・四一高等正名小学校

二二．三一〃高倉〃

山北

大崎︑河辺︑北和気
南和気組合立
三四・三解散

二七・三解散

神庭︑高倉組合立

西苫田︑東苫田︑田
邑︑東一宮組合立
四一・三解散

この一覧表でも分かるように︑市域の周辺部の村々

三四．六 苫田高等小学校

これに修理を加え︑その年の一○月にはこの校舎で授業

は︑市域以外に立地する高等小学校組合に参加している

建物・器具等を計二五二円六八銭七厘で入手している︒

が再開され︑翌二一年︵一八八八︶一月一○日には移転

場合が多い︒そして︑組合構成の村々はかなり変動して

〃双松〃
かもがわ

″鴇川〃

所在地
下横野

院庄
後︑

野

高田︑高倉組合立
四一・四騨敬

閏院庄組合立
小差Ｊ称︿︑

ハ．一○︑尋常富

て町立でいくか︑その決定を迫られていた︒三二年︵一

組合立を続けるか︑同じ経費がかかるなら将来を勘案し

らない状態であった︒それに︑小学校の新築と重複し︑

このまま組合立を続けると︑学級数を増やさなければな

さて︑鶴山高等小学校︵二三年改名︶は︑学区が広く︑

を設置していくのである︒

れを機にして組合は解散し︑関係各村は尋常高等小学校

箇年となり︑それにつれて高等科も二箇年となった︒こ

四一年︵一九○八︶四月には︑義務教育は小学校が六

いる︒

式が行われた︒

二

四

唇匪村ウ

その当時設置された高等小学校は︑次のとおりであ

月

高等重小学校

たかむら

学校名

る︒︵現市域︶

年

設置年月

○
一一一．一ハ

高野本郷
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八九九︶ごろには︑組合分離の意思は決定的になった︒

こつつそ︒つ

″Ｐ限

磯綴

I適

リ

三三年︵一九○○︶三月には︑組合解散が決定し︑三四
年︵一九○一︶四月には︑津山高等小学校と改名した︒

こうかつ

﹃津山男子尋常高等小学校沿革史﹄はこのように記し
ている︒

おのずか

其区域の広澗に失する︑学級数の多大に過ぐるも︑
加ふるに人情風俗の自ら異なるとを以て︑遂に組合を

解除し︑明治三十四年四月一日津山高等小学校を設立
し︑旧津山燕士族の共有に係る家屋を使用し︑併せて
同敷地内に︑東西二十間南北四間半の一棟を建築して
仮校舎とせり︒

じようし

同年八月︑更に︑東西八間南北四間半の和風二階造
の一棟を建築す︒

ぽく

翌一二十五年九月一日︑鶴山城吐の西北なる商燥の土
地を卜し︑一二千十坪余を購入し︑一万四千七百余金を

投じて一校舎を新築し︑翌三十六年四月三十日を以て
土木工竣る︒現今の校舎即ち是なり︒
然るに︑年々歳々生徒の数増加し︑校舎狭臓を告ぐ
るに際し︑義務教育延長せらる︵四十年四月︶・是に
於て明治四十年九月二日︑二千六百四十円を以て四教

幽凶

淵謹同逢︑壷■ロも
彊

『
･
那

覇

唾

図５５津山高等小学校の女子卒業生
一明治40年２月19日写○４１年４月１日男子校となる。一（北小学校提供）
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尋常科高等科を併置し︑名づけて津山男子尋常高等小

室を増築し︑同四十一年四月一日︑男女を各別にし︑
校があった︒

習・日新の三小学校と︑高等科生徒も収容した鶴山小学

ると同時に︑成器小学校は尋常津山小学校と改称され︑

二○年四月︑鶴山小学校が高等鶴山小学校に改組され

これが言うところの男子校である︒この男子校創設当時

他の二小学校と名目上の統合をするのである︒すなわ

学校と改称す︒

の事情を︑町会議事録は概略次のように記している︒男

分校と︑各校名変更が行われた︒小学校の校名で津山の

ち︑時習小学校は同校第一分校︑日新小学校は同校第二

小学校令改正︵四○年三月公布︶により︑義務教育

名称が付けられたのはこれが初めてである︒更に︑注目

女を別学にした理由が分かるであろう︒

年限が六箇年になったので︑津山尋常小学校は多数の

当時はまだ町制施行以前であったから︑津山町もな・け

すべきことは︑日新小学校をも第二分校として統合した

れば︑津山東町もなかったのである︒あったのは個々の

生徒を収容しなければならず︑これに反して︑津山高

ここに於て︑校舎充用の便と教育上男女区別の便に

町だけであったから︑学校の方が一歩も二歩も先に統合

ことである︒

より︑津山尋常小学校に女生徒を︑津山高等小学校に

したということになる︒城下町という歴史の重承をここ

等小学校は多少生徒が減少することになる︒

男生徒を収容することを議す︒

男五○一一八二四一○二

本校第一分校第二分校計

徒数は︑

業式が行われたのはこの年が最初であった︒卒業した生

二○年一二月一五日︑尋常科卒業式が挙行された︒卒

にもふることができる︒

四一年︵一九○八︶四月一日︑上述の男子校と共に︑
女生徒を収容する小学校が設置された︒言うところの女
子校である︒この女子校にたどり着く流れの中心が︑成
器小学校なのである︒

成器小学校次に成器小学校を中心にした統廃合を
中心の統廃合承ることにする︒
二○年︵一八八七︶当時には︑市街地には︑成器・時

1５１

ていくと︑一つは︑鶴山小学から藩校に到達し︑一つ

は︑成器小学校から教諭場に到達する︒

一○︑中等学校の開設

学校となり︑第一分校は尋常津山小学校支校となった︒

た中学校のことを述べた︒それは想像もできないような

経費がなかったりしたため︑開校と廃校とが繰り返され

先に︑募集定員が集まらなかったり︑それを維持する

前者は︑合併によって再度統合され︑津山尋常小学校の

ことであった︒中学校を興そうとする希望と︑それを支

えていくための必要条件とがちぐはぐであったからであ
る︒

本校としていた津山尋常小学校は︑山下︵現駐車場を中

︵一八九九︶二月一九日に行われた︒成器小学校︵京町︶を

中学校は高等女学校よりも数年早く開設期を迎えていく

このような状勢が熟していく過程においても︑やはり︑

勢になるのは︑二○年︵一八八七︶を過ぎてからである︒

小学校の整備に伴うて︑その条件が満たされる社会状

心とする区域︶に位置を変えた︒町人町にできていた学

明治二十五年四月創立

い︒この学校については︑﹃苫田郡誌﹄に︑

設立学校について述べなくてはならな

津山普通学校の津山中学校を述べる前に︑津山普通

のである︒

の経緯を述べてきたのであるが︑更に︑昔に糸をたぐっ

学校整備の過程の中に二つの流れがあるといって︑そ

となる︒

九○八︶四月の改組によって︑津山女子尋常高等小学校

校としては初めての移転であった︒これが︑四一年︵一

たのである︒建築ができあがり︑移転記念式は︑三二年

懸案を解決するため︑津山尋常小学校の新築に踏歌切っ

この間︑老朽校舎の改築と名目統合を実質統合に移す

分教場となった︒︵三六年一二月廃止︒︶

この行政区画の変動によって︑第二分校は尋常津山東小

○年後︑三三年︵一九○○︶四月︑この両町は合併した︒

城下町は津山町と津山東町に二分された︒それから約一

ところが︑二二年︵一八八九︶町村制施行によって︑

となっている︒

女三○一七一二五九
小学校の整備・中等学校の開設
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入る希望の生徒を収容して勉強させている︒

二○年︵一八八七︶前後のころには︑私立普通学校も

津山普通学校山下

校長大村斐夫

設立されていた︒更に︑清心・山陽・関西等の私立高校

ず︑中学校への入学希望者は岡山に旅をしなければなら

末に廃止になって以来︑絶えて中学校設立の声が聞かれ

ところが︑美作では︑共立中学が一五年︵一八八二︶

の前身が続いて設立されるという時勢であった︒

教頭菅沼定光
明治二十八年八月廃止
と記している以外に何の記録もない︒それでは︑この学
校は山下のどこにできていたのであろうか︒
こけぐら

苔ロ良治︵津山中学校第五期卒業生︶の日記に︑創立

これら内外の状勢から︑藩政時代からの碩学大村斐夫

せき都く

﹁山下の大手門跡の近所で︑京町の通りに祇角な通りの

を校長とし︑かつて留学生でもあった菅沼定光を教頭と

なかった︒

突き当たりにあった︒ここは︑中学校になる前は別の名

して︑中学に代わるべきものという意図の下にできたの

当時の津山中学校︵旧藩校の一部︶の位置を説明して︑

称の学校があったように思う︒﹂と書いてある︒この普

が︑この普通学校であった︒

る︒

是より先︑時運の未だ熟せず︑法規の未だ一県下に

この辺の事情を︑一．中学校誌﹄の中にはこう記してい

通学校は私立の学校で︑当時︑山下に位置した公立の学
校は︑北条県庁跡の鶴山高等小学校だけであった︒
以上の点から考えると︑津山普通学校は︑今までの中
学校や鶴山小学校の源流となった藩校の一部にできてい

次に︑この学校のできた背景を述べることにしよう︒

を寄するの校舎なく︑去って笈を遠きに負はんか︑学

小学校の卒業生は︑進んでますます学を修めんか︑身

二以上の中学校設立を許さざるの時に当ってや︑高等

大体︑普通学校という名称の学校は︑岡山にはずっと以

資の以て支へ難きを奈何せん︒是故に︑坐食遊優以て

たのである︒

前から存在していた︒岡山藩の藩校は︑五年︵一八七二︶

其の生を送るもの亦紗しとなさず︒

いかんざしよく

きゅう

に普通学校と改称されて︑東京とか大阪とかの大学校に
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是に於てか︑有識の士皆以て中等教育の必要を感じ︑
たまたま

偶々私立学校設立の議起り︑遂に津山普通学校なるも
のを設け︑大村斐夫を以て校長とし︑川村良二郎・菅

沼定光・大谷藤次郎を以て教師とし︑明治二五年一○
月一日を以て業を始む︒

この記事から︑かつての北条県中学が作られたのと同
じ意図をふることができる︒学問への燈火は全くは消え
てはいなかったのである︒

更に︑この学校の教師を承ると︑校長・教頭の外に川
村良二郎・野矢恭二郎・大谷藤次郎がいるが︑大谷を除
いて全部士族である愈睦識が給酔畔峨崎﹄︶︒こうなる
と︑北条県中学との類似点がますます増し︑ただ一一○年
の隔たりがあるだけである︒

普通学校のでは︑どういう学校か︑この学校の規

実態則︵抜粋︶を記して承よう︒
第一条本校は︑他日諸官立学校に入らんとする者及中
等の普通学科を修めんとする者の為に︑必須の
学科を教授す︒

第二条本校修業年限は三箇年とす︒
第三条本校修業の課目は︑倫理・和漢文・英語・数学

派川啓辿畢ｆ規則
罰一な眠蹄
無櫨承

闘一血堆惟諏他別柵稲汀路に凸入シダ︐良・蘭延中
等ノ韓典蛭川︐他ノザーノ〃守り５祭り疹耐︐

剖二町那桧催面脈以当；弗卜浄

罰三郷索附蛎執ノ例Ⅱ卯仙堀︒鞠厩変・蚕減︒蛍聯●此
狂・暖史︒晦冊．〃挫冊心八

握ヲ毎〃山砥ノｆ亦柵ｊ払

手柵裳噌根峨︑紋嶋輔ノー朴乃ザク窃晩郭〃壁

記二浬昂叩●作ｕ

鯉５ｆｐｂ︑守秘画徳ＩＣ駒子呂河

フ向肘・ゲ気産・砿・

論夕︷︸耳随夕陀需斗曲酎◇帆２乃

掴一﹄

法入蝦配碕

鉱毎″関

峨︑Ⅳ

仕向や冊

朝・鯖山他人郷晦歴醗一吋﹃現・ｏ０ｐ
蝋惟・判謙洲巾仏心

邦〃ｕ

聯Ⅲ鮒唖然侭瞬中

生恥月凹

急名耐

盤扇凱霜

鯖江ソ佃碓・叩〃噸偲当廻一鰹批尭於今刷鼻岡山蝿嵯

馳師脆仏も
年″脳

魂十一他琶フⅡ躯Ⅲ擢醐欠席〃窃毎毎胴？伽戯凡

一域仔

討究弗十鰹瓜噸昌ソトメル職卸雌蕊人鋸騎か城ワ罰澗イ

川プ記〃

﹃卸掘九雌蝿誕人ノ佐脈奥官民縞〃鰹喜︾・君唖之閥

工誰休異詫伽細証山祁ア

訂画斌恥牟恥丸川毎階β盟冬蛭川︼誕少
鉱五底鍬誕卿？爽土か予遊〃批詳

年隠作式域苅雌訟
催

闘三厚入癖血旺瓜顛

測竃及騒側

年飼体皿一

輔刷︒．腿・帆郁

麓鋪ア岨深酔畦一賊飛潅澗域湖畷一飼十煽邸忘蝿調飛呼鑑漏吻啄入偏︐爾〆

棚雅寧境重

一二

砺寸正確視藻秘ナ篭悔凌ｐ是〃函霞恥・一面ナ終止︽

釘Ⅲ一慨瀧脳所定〃仏澱？守公竜伊

；唾︑一曾懸岬灘難寵︾⁝

り砂ｒ叩剛︑溌

生年〃・一獅雌部賊誌螺鐸涯蒜鯉圏砿︐

はぎ印跳十洗戯蹄叶巽掌小一銅毎画一一百皇・行〃

住読蕊麓

進侭今舷弱扶﹄入吊郵到︽甜輝蹄前癌式下穴画罰躍一一罰十岬酔狂叩咋極郡癖酔確認聯含蝿抽鰹千証今ベザ紅〃

入蛾風

魚ゲ帥光姫０９入恥試陰卜ひえＴｙ△毎ヶ麻Ｉ川も出一人婿ｆ詠啄︒アシか鼻駐ハ州締卜ｖヶ
茂七低入序謬職〃洲公左汎Ｊ錨︐亘同及瞳圧︑矛幽︽五紬塊り牝凸剛作伽腰同室奴寅耐焼印回〃粉軸筋

年″仙

寄揮距確瞳粒風侭秒

恢吊助麗回

作山葡瑚郎腹倒小

布ね脆制圃綴侭也

磁州螺鮒窯

図５６津山普通学校規則（美土路博氏蔵）
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・地理・歴史・理科の七科とす︒

午後︑英語・漢学・数学等の一科若しくは数科
の教授を受くるものを専科とす︒

第四条学年は九月に始め︑翌年七月に至る︒

第六条入学せんとする者は︑年齢十三歳以上︑品行方
正にして小学高等科第二年以上の学力を有する
ものとす︒
そくしゆう

承ｎ口宮輿倉垂

厚別一一一牟

崎︾︾雷認︾串叫釧倒釧到

何回一塁子
早︒働
圭卜
子小
画回
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侮侭文
一弐赤

璽辱一回回
鍾錠
恥川川響測

画き何年入刀一冊

入毎飼或胆詮呼

麗皿榔役鋤緋所

家夢丸〃一日貢０口極誤次回〃ｇ︽八〃二十Ⅱ瞳

鹿邸一回錘

別

郡役所内に置かれていて︑両郡の出身生徒からは入学金

が取られていない︒これらの点は︑両郡とこの学校は特

第十一二条本校へ入学を許可されたる者は︑束惰として
金五拾銭を収む可し︒

別の関係があったことを裏付けているのである︒すなわ

ち︑津山市街が中心であったことはいうまでもない︒

西北条・束南条両郡の者は此限りにあらず︒

第十四条毎月五日までに授業料四拾銭を収むくし︒但

﹃高等小学校の学区域と同様にて負担せり︒﹂と述べてい

津山町会で︑この学校への補助金を出す件の説明に︑

第十六条臨時試験は一学年間三回之を行ふ︒

る点は︑津山町外六箇町村︵津山東町︑林田・東苫田・

し︑専科のものは二拾銭とす︒

第十七条学年試験は学年の終りに之を行ふ︒

西苫田・東一宮・田邑の諸村︶間に何らかの協議があっ

たことを物語っている︒しかし︑高等小学校のような学

第十八条臨時試験点数は︑試験得点に日課点数を加へ
二分して得点とす︒

校組合はできていなかった︒﹃中学校誌﹄の︑﹁しかし

て︑其挫額︵学校経費︶は︑生徒の授業料と︑津山町・西

学年試験得点六十点以上の者を及第とす︒

この規則によると︑中学に代わるべき学校であり︑更

苫田村・田邑村・津山東町・林田村・東苫田村・東一宮

村の補助金とを以て僅かに能く之を支へたり︒﹂という

に︑大学志望者のための学校であった︒

この学校の設立準備の仮事務所は︑西北条︑東南条両

1５５
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記事は︑よくこれを裏付けている︒

そこで︑二五年度に補助金を出した所を町村資料で調
べると︑次のとおりである︒︵他は不明︒︶

津山町九六円三七銭三厘

今︑七十円近い金額を十人ほどの生徒のために費や
へんぱ

すのは惜しいことである︒

あるいは︑﹁偏頗の学問をすれば︑後来大いに害があ

る︒﹂との発言も出るようになった︒

一一六年度には出席生徒六○人︵内津山町二三人︶であ

ったのが︑これを反映してか︑生徒数も年々減少してい

西苫田村一八円六九銭二厘

田邑村一○円一○銭

小学校を卒業して入学した生徒でさえ一年足らずで退学

くようになる︒入学者が少なくなるばかりでなく︑高等

し︑市内の漢学や数学の塾に入所していく有様であっ

高野村八円︵畦鋪紳酷釧に拙狗︶
これ以外にも経費負担をした町村があったであろう

入ることとなれり︒鳴呼︑津山普通学校の設置は︑本

ああ

廃し︑而して︑生員は概ね正規の試験を経て中学校に

おおむ

生員殆ど七十︑津山尋常中学校の設立とともに之を

﹃中学校誌﹄は最後の条に︑

た︒︵津山市学校資料︶

が︑年とともに脱落し︑一番力を入れたと思われる津山
町でさえ︑二七年度には補助金が三○円になってしまっ
た︒当然︑経済的行き詰まりがやって来るのである︒こ
れ以上に致命的なものは︑この学校に対する精神的支持
がなくなっていったことである︒

二七年︵一八九四︶町会予算審議の討論を借用しよ

るに於て︑其功紗からざるなり︒乃ち以て附記す︒

すなわ

校︵津山尋常中学校︶を開始するの必要を感ぜしめた
漢籍を少し習い︑また︑歌を読承詩を作り︑あるい

と結んでいる︒その設立意図と︑一般の反応の状態が推

う︒

は算術あるいは英学を修めるようなことでは︑将来中

察されるであろう︒

その直後九月には︑津山尋常中学校が開設される︒そし

この学校は︑二八年︵一八九五︶八月に廃止になり︑

学・師範に入学しても利なく害があろう︒十人位︵津
山町からの生徒︶の生徒なら︑志さえあれば田町・林
田・惣社へ行けば先生の自宅で十分勉強ができる︒
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て︑普通学校の校舎と︑そのほとんどの教師と生徒が新

るべし︒﹂と規定している︒尋常中学校が岡山にあれば︑

其地方税の支弁又は補助に係るものは各府県一箇所に限

ところが︑二四年︵一八九一︶一二月の中学校令中改

中学校に籍を移すのであるから︑この学校の役割は全く

藩政時代から燃やし続けた学問への火は︑ようやく県

正によって︑﹁尋常中学校は︑各府県に於て一校を設置

津山にはできないということである︒

立中学校として再点火されることになる︒この火を消さ

すべきものとす︒但︑土地の情況に依り文部大臣の許可

過渡的なものであった︒

なかったところに︑津山普通学校の意義があるのであろ

の状況の変化によって︑急に中学校設立へと動いて行く

を得て数校を設置﹂することができるようになった︒こ

県立中学校の過去二○年間の歴史が証するように︑

ことになる︒

う︒

設立この地域では中学の早急な開設は無理

た生徒募集はほぐれてくる︒しかし︑もう一つの陸路で

小学校の整備拡充が進んでくると︑陸路の一つであっ

が経てきた歴史を細かに述べて︑美作の特別な地域性に

九月のことである︒この設置願の中には︑今までの中学

学校設置願﹂となって現れた︒これは二六年︵一八九三︶

この運動は︑西北条・東南条郡の各町村長の﹁県立中

あった経費については︑私立や公立では賄うことのでき

触れ︑中学校設立の必要性を切々と述べている︒次に主

があったのである︒

る地域ではなかったから︑県立に頼らざるをえなかった

明治の初年北条県に於て中学校を設け全国の子弟を

要な個所を引用しよう︒

県立となると︑﹃中学校誌﹄のいうように︑﹁是より

教育せり︒明治十三年六月に至り廃校となる︒此際小

のである︒

先時運の未だ熟せず︑法規の未だ一県下に二以上の中学

学校を置かるるも亦遂に廃止せられ︑明治十四年八月

学教員伝習所あり︒後︑岡山県師範学校支校津山師範

すな．わち︑中学校令︵誹瓢譜咽五一○︶の第六条は︑﹁尋

に至りて︑西北条・東南条・東北条・西西条・久米北

校設立を許さざるの時﹂であったのである︒

常中学校は各府県に於て便宜之を設置することを得︑但
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校を設置したらよいではないか︑という意見がでたの

しはら

条・久米南条の六郡に於て公立中学校を設け︑暫くし

が︑中学校増設に踏承切る発端であった︒

方に於て高等小学校の業を卒へ︑而して︑更らに進ん

は︑美作国人の深く遺憾とする所なり︒今夫れ美作地

爾来︑小学校外一の高等学校︵中学校︶の設けなき

は中学校の経費が支えられるものでなく︑県立中学校の

というのは︑県会議員であった河田繁穂が︑組合村税で

に私費でもって建設することも考えられたようである︒

志に呼び掛けていくのである︒この時も︑かつてのよう

そこで︑津山町長など八名の委員を作り︑美作地方有

て岡山県立中学支校を設けられたる事あれども︑皆遂
に廃校となれり︒

で中学校に入らんとするの志望を有する者︑其数紗少

増設を図るのが鼓良である︑と主張しているからであ

じらい

に非らざるなり︒独り奈何せん︑道路隔絶交通不便な

る︵認雛雛謡輪鮮器漂郷鮭沖諒離鎮

しげほ

るの承ならず︑物価の高きと風土の異なるに従ひ︑或

唾噸理︒この主張で︑県立中学校設置に衆議が決定し︑

せんしよう

は資金を得ず︑或は其他の障碍に依り︑中途にして廃

美作一円に働き掛けるとともに︑備中にも共同歩調を取

し担う那い

学する者亦少からず︒されば︑退いて業務に従事せん

ることを説いた︒

なお

か年歯幼弱学識尚浅し︑進んで資金と場所とを得ず︒

月を過し︑人生惰学鼓要の機を失ふもの比々皆然り︒

に尋常中学校の設立が決定した︒これが津山高等学校の

会議員多数の賛成を得︑同年一二月二六日︑津山と高梁

これらの熱心な説得によって︑中学校設立の建議は県

法的にも中学校増設が可能となり︑願いとなってこの

前身である︒その本館の様子は成器小学の本館を思い出

実に今日の青年輩に在て其方向を失ひ︑緑々以て其歳

運動の糸口が開かれると︑後は具体的な運動の時期と方

設立に当たり︑美作一円から負担金が出された︒中に

させる︒

たまたま︑二七年︵一八九四︶三月︑西西条・西北条・

は︑八六円の橋梁予算から八○円を割愛して支出した村

法だけである︒

東南条・東北条四郡の町村長有志の会合で︑﹁教育勧業

もある︒

きょうりょう

奨励﹂について話し合いがあった︒その席上︑実科中学
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図５７津山尋常中学校の最初の教員辞令（菅沼栄氏蔵）

中学校生徒
の入学年月冊
は二八年︵一
国鐸霊癖郡鶴理勉謙馨森誠一芋管沼定尤

荻放師タ嘱記ン周

弐画ヲ吟ス
咽港廿へ一千へり其日

図５８津山中学校第１回卒業生（津山郷土館提供）

八九五︶九月
一六日で︑椿

高下に新校舎
ができるまで
︵三三年三月

移転︶普通学
校の跡が使用

岡山

された︒︵三

二年四月︑岡
山県津山中学
校と改称︒︶

創立期の津山次に︑創立当時の事に触れよう︒
つる
尋常中学校ここに久原射弦みか
ら菅沼定光に送った

このたびおり

手紙がある︒それには︑

︵前略︶此度は兼御同様希望いたし居候尋常中学校
愈津山へ設侭相成候趣︑津山人の幸福御同慶の至に御

いよいよ

座候︒就ては菊池謙二郎なる者校長に任命相成候︒

IU調

常
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は︑津山に於て多年津山青年の教育に専心従事被し致︑

山行年教育の為に希望いたし候事等和話し︑且︑先生

事情津山青年現時の風︑井に我々が向来校長に向て津

︵中略︶此度本人赴任に際し面会仕候間︑津山の来歴

学校創立時の人事の難しさを感じたであろう︒

在任中六人︶他県人を採用しているのである︒彼は︑中

名の発令をしている︒二八年が過ぎると︑菊池は全部︵

事を急ぎ︑八月中には︑普通学校からの三名と事務職一

菊池は津山に着任すると︑菅沼の協力によって教職人

くわ

を安ん瞳む一旦扱念
簿逮毒山の宏きに認

腫以て謝恩に報銚

肥曲り禰槻逓研念志
し図法に池ひ儲肥術

積年の御経験老練に被し在候事共精しく相話し︑赴任

職制
無学仁職の大猫
くし園蝋を菰ん
災たる遊期し上
侭以て父母の心
身命を猟ちて園

＆る畢友洲沿︑嘘等は祁共腿迄を犠ひて
て漣らきらむことを務めむ

あげてよんだという｡

た︒目的地は伯畜橋津で︑往路は人形峠を︑復路は犬狭

いぬぱさり

から二○日までの六日間︑全校参加の秋季行軍を挙行し

された職員は八名いる︒これが創立時の職員であるが︑

次いで︑同年二月三日の天長節の日から︑三大節に

峠を通る約二○○キロの行軍であった︒
の三名が津山普通学校の教師であった︒

この中七名は︑津山町出身で士族である︒更に︑この中

さて︑二八年︵一八九五︶八月から一○川にかけて任命

次に︑菊池の教育の一端を紹介しよう︒

図５９創立時の教育方針

ている菅沼に︑新任中学校長菊池︵水戸出身︶への協力

一校長は生徒とともに声を

後は︑万事先生へ御相談申上ぐる様申侭候得ば︑本人
より御相談申上候ほぼ︑津山の為御配慮の程奉二希望一

候・且︑本人は津山には知人を有せざる趣にて︑全く
孤独の有様に御座候︒万事御心添の程希望の至に御座
候︒︵後略︶

と記している︒この手紙の日付は一○日とある︒恐ら
く︑二八年︵一八九五︶八月一○日であろう︒
久原と菅沼は津山燕妓後の留学生であって︑以来ずっ

ぱ 下 瓦 唯 Ｉ ユ

菊池は︑一年たった二九年︵一八九六年︶一○月一五日

1挺狸かあ｛畏削蝋輸

を依頼しているのである︒

と東京にとどまった久原が︑郷里で学校教師の道を歩い

糊
へ望むらりの海

1６０
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峰彼は倫理講演をし︑彼の作った誓詞︵図調︶を生徒
と共に黙調した︒︵﹃済美会雑誌・一三号︶

彼は︑津山にないものを生徒の心に植え付けて︑三○
年︵一八九七︶四月に去って行ったのである︒

長谷川裁縫所

沼・本〃

椿高下

椿高下

菊井〃｜桶屋町

一七・

四○・

一九・

二○・

四五・

四○・

学校設立が浮上してくる三三年︵一九○○︶ごろまでの

ある︒これが七年︵一八七四︶に廃止になって︑商等女

の付いた学校は︑六年︵一八七三︶の女学小校が岐初で

た︒津山︵美作でも︶で女学という文字

に承ると︑塾から高等女学校への漸移型というべきもの

と︑高等女学校設立までの過渡的なものであり︑内容的

淑徳館と津山女学校である︒この二校は︑時期的に承る

機関があった︑それは︑高等小学校卒業者を入学させた

ところが︑高等女学校設立以前に︑もう一種類の教育

これらは︑裁縫伝習所以外は家塾であった︒

間︑女子教育機関が議題になった形跡はない︒それは︑

一一一一

四四

となっている︒高等小学校卒業者の多いのは当然である

菊井裁縫所一尋常小一
計
一
二
六

津山高小二○私立女学校二

津山女学校一○郡部の高小一五

淑徳館二五不明の高小五二

出身校人数出身校人数

べて承ると︑

今︑高等女学校の一︑二回卒業生の出身校別人数を調

である︒

女学校以前女子の教育は一歩も二歩も遅れてい

五五

二￨型 五￨聖

女子は裁縫塾で結構である︑という考えが強かったから
である︒

創立年月
廃止年月

二○・九

明治元年二月

女学校設立以前の裁縫所は次のとおりである︒︵﹃苫田

町

郡誌﹄︶

位置

二階町
山
下
田
町
階町

三 三

裁純所名
松岡裁縫所
津山裁純伝習所

牧山裁縫所

三木〃｜小田中

1６１

＝八
八七

胆
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が︑淑徳館と津山女学校出身者の多いのに気付くであろ

に当て︑入校生徒に一層の便宜を与へんと欲す︒︵後

館則を９も益々改良し︑他日完全なる高等女学校の開館

まず雀す

う︒この現象は︑この期の卒業生の特色であり︑又︑こ
略︶

と述べている︒この予算の中には︑オルガン代︑春秋二

の二校の存在意義を特色付けるものである︒
それでは︑この二校についての説明を簡単に述べるこ

淑徳館は二八年ごろ創立され︑館長は矢吹正則︑主任

れている︒普通学校が中学校に吸収されたように︑この

れていて︑従来の単なる裁縫塾とは一味異なる性格が現

季生徒父兄会費及び生徒運動会費︑寄宿舎家賃も計上さ

は宮田艶子であった︒南新座の宮川の自宅︵郷土館の東︶

学校も県立女学校に吸収された︒普通学校の教師が中学

とにしよう︒

が学校となり︑裁縫を中心にして修身・作法・茶道．読

校教師になったように︑浦川艶子も岐初の県立高女の教

つや

替・算が教えられた︒この学校の特異な点は︑県立女学

員に任命されているのである︒

語の授業と賛美歌を歌ったことは特色であった︒

縫も教えられたが︑英・数・国等もあった︒中でも︑英

の自宅を中心にして経営したもので︑もちろん家事・裁

もう一つの学校である津山女学校は︑竹内文が南新座

校ができるまでの︑段階的な学校であることを強く打ち
出していることである︒この点男子を収容した津山普通
学校と類似した性格をもっている︒
三四年︵一九○一︶の淑徳館収支決算書の備考に︑
ぎえん

竹内はキリスト教信者で︑父の竹内廉は︑津山キリス

教場の築費及学資補助として三年間若干の義損・を約

せらるるは︑県立女学校の開設ある迄本館を維持する

卜教会で洗礼を受けていた︒こんな関係からか立石岐の

不思議にこの学校については︑﹃苫田郡誌﹄は何も語

ちまた

の覚悟に外ならず︒於レ是本春教場を新築し︑︵中略︶

助力を受けていた︒

るなきの実効を挙んとす︒今は校舎の建造に没える所

らないのである︒縦者が口にしたのは︑三九年︵一九○

はｆ

諸君と共に力を女学の発達に注ぎ︑県下の代議士に塊

なければ︑明年以後諸君の義金と生徒の束怖月謝は悉

六︶前後の県立女学校の記録の中に︑津山女学校・私立

ことごと

く是を経常没の一途に注ぎ︑教員教呉の珊加は勿論︑

i
I
6
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霊学一・心

ｈ詞賢

漣容Ｐ寺

図６０津山高等女学校の敷地視察
一明治35年10月10日，地ならしの委員と役場吏員一（神保写真館撮影）
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画今Ｐ

か↑へ

﹄Ｐ一二記

一一一﹃丞

些や︾︾｜勺

己ご一塞

悪礎．

﹄錘今

浮垂

蕊一製

砲

津山女学校という名称だけである︒当時を知っている人
は︑﹁竹内塾﹂といっていた︑と語っている︒又︑当時
の女学生の記録の中にも︑﹁竹内塾﹂と書いている︒英

穂、

となった︒この敷地は︑町の負担で南側の堤を切り下

とし︑この堤を残して県費でもって地ならしをした︒堤

もあり︑且つ︑女学校としては最も適当な障壁である︑

が︑知事が現地の視察に来て︑南側の堤は従来の遺物で

巳

＝

星、

−狽色Iヴ、

瀧見=

語授業で新風を起こした上に︑中学校の教師も応援した
という点から︑津山女学校と呼ぶ者がいたのであろう︒
この学校は︑三○年︵一八九七︶ごろ開設され︑県立女
学校開設後閉鎖されている︒

津山高等女学三三年︵一九○○︶七月ごろには県立
枝の設立女学校設綴の件が浮かんできている︒

しゅんこう

当時︑藩校跡には︑中学校に次いで津山高等小学校が入
居し︑北側には︑津山尋常小学校が竣工したばかりで︑
まさにこの附近は学校発祥の地となっていた︒
地元県議はもちろん︑政友会県議にも働き掛けて︑県
立女学校設置議案が県会を通ったのは︑三四年︵一九○

一︶二月二六日のことであった︒この働き掛けは激し
かったので︑翌年六月には贈収賄事件にまで発展して︑
町長江口継男は辞職するに至った︒

■

は残った︒この堤が︑いわゆる﹁万里の長城﹂として戦

この学校は︑勧業試験場から藩校の跡にかけてが敷地

慧蕊雲霧ﾐン

ー．Ｚ竜一．ｰ

、

＆

げ︑その土で北側の地上げをする計画であった︒ところ
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後まで残ったＪものである︒当時︑堤の南側には堀が一部

深し︑﹂てふ感慨を起さしめんとす︒︵中略︶

て南に延び︑其の寂しげなる有様︑﹁城春にして草木

旧り

残っていて︑蓮池とＪも称されていたが︑三五年︵一九○

鶴山館なる本館には︑二教室と校長室教員室を取り︑

学校は︑三六年︵一九○三︶四月二八日開校され︑本科と

は戸障子なく通風の過良︑多く其の比を見ず︒鶴山館

は普通教室二個と裁縫教室とを設けたり︒音楽教室に

東南なる建物の階上を音楽教室にあて︑北なる一棟に

はすいけ

二︶七月︑﹁蓮池三畝歩︑埋立蛍五十円﹂の町予算で埋

湯呑所昇降口を設け︑また︑生徒の会合所を設けたり︒

技芸科に分かれていた︒この学校も︑中学校と同じよう

は︑其の後︑鶴山の中腹に移されて大いに其の容を更め

ゆのみ

め立てられた︒

に︑新校舎ができるまで何年か待たねばならなかった︒

たれども︑旧時の居所を眼下に耐て今塗臼の感に堪へざ

かたらあらた

草創期の初代校長堀尾金八郎は︑﹃校友会誌﹄

ぜきれき

るが如く︑また︑常に本校の隆昌を祈るに似たり添錘

己か

女学校の第一号に︑この空白時をこう記して
いる︒

よりて授業を開始せざるべからざるに至れり︒今の第

大いに後れ︑竣工亦従って後れたれば︑勢ひ仮校舎に

校以前に落成する予定なりしも︑事故ありて起工の期

とす︒是より前︑既に建築に着手せる我舎本館が︑開

なり︒特に︑大陸国として陸軍の精惇は世人の認識す

り︑幸に勝報連に至ると雌も︑露国は世界の最大強国

人心帰する所に迷ふ︒既にして仁川旅順の海戦とな

たり︑満州の地風雲急に日露の国交将に破れんとし︑

本校創業の第一年を送り︑第一一年を迎へんとするにあ

耐蓋撒砿抵泌一七雨癖︾罫吋趣雅が︶︒︵中略︶

一運動場は︑当時鶴山高等小学校の在りし所にて︑用

る所︒夫の大那翁︵ナポレオン︶がモスコーに破れてよ

本校の生徒を募集し︑授業を開始せるは三六年四月

に堪ふる建物は︑之を今の高等小学校に移転改築せる

リ欧州に亦衡を争ふなきや久し・最後の勝敗は識者と

と守ワ

かだいなおう

ゆうぐ

いかんあやぷ

せいかん

さ︷舎管

際なれば︑残れるは︑今の鶴山館を中心とし見る影も

雌も憂倶なき能はざりき︒之を以て︑新に入学せしめ

しさり

なき二階建の校舎其東南に連り︑柱傾き壁落ちて危げ

んとする父兄にして本校の前途如何を危承︑或は世人

ひと

なる一棟北に並び︑屋なく壁なき廊下の骨格単り存し
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ちゅ・うちよ

調治一一一十一皇年域月

︑学校沿革史のこと

の感想を顧慮して入学を躍跨し︑または半途にて廃学多難であった︒
したるもありき◎︵後略︶

県立女学
学校
校の
の工
工事
事は
は︑
︑三
三六年︵一九○三︶一月に起こ
日露
露戦戦
したが︑日
役役
なな
どど
︵の た め 竣 工 し た の は 四 ○ 年 ︵ 一 九
○七︶一二月であった︒

堀尾は︑当時の人々が学校の教育を次のように批評し
た︑と付け加

図６２小学校の沿革史（北小学校蔵）
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を願はず︒

育はまだまだ

鯛革
＃
漣雌 織

画．

鳴
胤

獅

津
‑ − 宮

図当時の女子教
ー

学校沿革史のこと

学校沿革史は沿革誌とも書かれているが︑ここでは沿

・つ︒埴

っす︽び

只︑怨むらくは︑関係者にして既に遠逝されたるあ

実は︑この沿革史は現在ではどの学校も備えなければ

要誤ｈソ無きを信ず︒若し夫れ誤謬遺漏の点あらば︑観

て︑二十余年前以来の実歴些失なき能はずと錐も︑大

り︑記録紛失して事実を詳らかにするを得ざるあｈソ

ならないのであるが︑明治前期に創立された学校のそれ

者補筆の労を各むなくんば幸なり︒職を本校に承けら

革史とした︒

は特に千差万別であった︒明治後期に創立された学校で

るるの諸氏︑爾後の経歴を加筆し︑本校と共に本史を

た叢

ごぴゆう

も︑創立時の事情については雲をつかむような事が多い

永遠に伝へ︑沿革を明らかにし給はらんことを︒一一一一一口

むつ

のである︒一体︑沿革史はどういう経緯をもってできた

編築の始末を叙し︑併せて後承職員諸士に至嘱す︒

と記している︒日付は三九年︵一九○六︶一一月三日とし

おし

のであろうか︒明治の学校沿革史の具体例の中から探り
出したい︑と思う︒

てある︒この記事から沿革史編集について︑次の事が分

ア三二年︵一八九九︶郡の学事諮問会で決定する︒

かる︒

仙識名尋常小学校︵悪戦癖大︶の沿革史は︑その冒頭
に︑
たまたま

イ記録・口碑・談話等の資料による︒

余︑学校沿革史の必要を感ずること久し◎会々明治
三十二年春本郡長の学事諮問会に於て︑郡内各小学校

ウ三四年に完了︒

を仰ぎて訂正を加へ︑三十四年一月仮に簿冊に納む︒

要領を綴り︑三十三年稿成るに及び︑更に諸氏の閲覧

し︑記録に談話に将た口碑に残れるをば取拾して︑其

を欠くにより︑誌録の存するものなし︒余の明治三十

ず︒加ふるに︑首座教員の更迭の際︑事務の引継其当

全にして其締り厳重ならざれぱ︑校具の保管十分なら

本校創設以来︵八年六月二八日創立︶校舎の設備不完

②梶並尋常高等小学校の沿革史は次のように記す︒

編纂のことに決す︒依て好機の至れるを喜び︑学校の
しゅうしゅう

開設以来の関係者雲両氏に乞うて︑之れが材料を蒐集

以来誤りを正し漏れたるを補ひ︑内容の確実と形式の

年三月三十日職を本校に奉ずるより︑沿革誌を編せん

は

完全を期せんが為︑葱に再度の訂正を加へぬ︒
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只従来抄写せる断簡一零墨の散逸せん﹄﹂とを憾玖︑葱

﹂つもり

と欲すれども︑材料の整はざるを以て︑或は床下に出

に年次に抄録して卯か調査の績を遺す︒之が完成は他

のこ

席簿を求め︑或は押入の隅に成績調査表を探し︑其信

日其人あるを期す︒

一九二二︶まで約

しる

大正六年初夏某識す

い食一さ

ずべきものをとり︑余が記憶せる所を加へ︑仮に此誌
を編し︑荷も本校の事に関する︑人に質し︑其足らざ

と記している︒この時の校長は︑明治三五年四月一七日

ただ

る所を補ひ誤謬を正し︑日を追うて完全なるものを編

から大正一一年三月三一日︵一九○二

いやしく

せんと欲す︒

二○年間︑この学校に勤務している︒そして︑その大部

分の一五年間︑沿革史編集を心に掛けていた︑という︒

明治一一一十年十二月三十一日

この記述は︑創立以来約二○年間の記録保存の状況を

これによると︑要点は次のとおりになる︒

こまごま

明和二年藩校設置当時より︑明治三十年なほ鶴山高

凶津山男子尋常高等小学校の沿革史の緒言は壱

史を年次別に編した︒

イ大正六年︵一九二二︶になって︑ようやく︑沿革

いた︒

ア三五年︵一九○二︶以来編集を志し資料を集めて

細々と教えてくれる︒これによると︑要点は次のとおり
である︒

ァ首座教員の移動により誌録分散する︒
ィ三○年︵一八九七︶にできる︒
③河辺小学校沿革史は︑
とうと

管要を得んと欲せば資料豊かにして史眼明らかならざ

等小学校の存立せし頃に至る︑大約百三十余年に渉腕ソ︑

・史籍の体は管明にして綱要を得ん﹄﹂とを尚ぶ︒而も

るべからず︒河辺校沿革誌編纂の要ある久しうして而

教育制度井びに之にとｑもなふ諸規則等を蒐集し︑一篇

いつぺん

わた

も未だ成る能はざる所以葱に存す︒己を滞らず之が調

の沿革史を草したるは︑余が教鞭をその校に執ｈソし当

ゆえん稔か

査に着手せしも︑薄学にして史眼なく︑寡聞にして資

時なり︒︵中略︶旧稿の完成とその後の変革とを記し

きようぺん

料に乏しく︑遂に初志を成す能はず︑堂繁簡要否を論

第二沿革史四巻を編述せり︒︵中略︶此冊子或は現今

いと哀

ずるに逼あらんや︒
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に渉る教育上諸般の推移変遷を知るの参考となり︑︵後

の教育界に直接の益なしとするも︑よく過去より現在

しく︑正しい沿革史ができているのは︑校長の熱意

る︒更に︑アとイの場合を問わず︑資料を集め︑詳

てくるのは︑三○年を過ぎたころからが一般であ

ず二・．噛皇シ糖︐︑然溌︐誘
季裳熟 命 ・ 恥 可 号

︲所忙然制

今零本籍︐締雷吏袋渋菜︒継笈︲・毅
暑今凋羅⁝蓋篇有識ふ一赤拳鼠雌前
払噸鵡学 零類等侭へ︐︐喋州卑寸人

豊冥⁝地雷番︐家誕雄式︽口碑慧俸鵠誕
嵩学言衣整然︵饗穫丞鵠︐失龍；郵難・；

幾辱月人．．ｒ祭痩遥翻豊γ縦・蝶支歴７渚圭箭・

物本末一剛迄終雑了其永司凋；・其薙︲懇⁝艮

中馨狼誇

いかんにかかっていた︒沿革史についても︑三○

略︶

明治四十三年九月一日
と記している︒

津山男子尋常高等小学校の沿革史は︑当初︵明治四三
年︶四巻という部厚いものであった︒この時の校長は︑
これを第二沿革史と呼んでいる︒前文に出ている鶴山高
等小学校の沿革史︵第一沿革史︶を調べると︑二六年︵一
八九三︶までしか記されていない︒
以上は︑沿革史に緒言があるものを抜き出した︑もので

ある︒その他︑沿革史を記戦した時期の明瞭なものは︑
修明尋常小学校の三五年︵一九○二︶四月がある︒

(津山高等学校蔵）
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中等挺試笈圭革

竿擢葛

御陰英作咽ハ圭俳二町曹

︐︒︐︲・し．︼旨くトーＰ・空一

九︽キエ百八土．．；典圃

ずプ

̲た嘘
撫.償
が,↓

芋
ノ

ｨ磁夫零

く
j
ノ

鱒脅

師敷淫鶴砦個徐へ澄素一一雷

Ｊ
･
ヘ

イ校長の判断によりその編集が試承られたものもあ
る︒

ウアとイ︑いずれにしろ︑沿革史の編集が試承られ

麺

灘
誉

V
目

冬皇識

．
ｉ
一

難負溌塁

I
I
6
f
8

第四章明治の学校

年一世代という月日が経過する必要があったのであ
ろう︒それにしても︑備えなければならない︑とい
うほどのものでもなく︑学校の裁量に任されていた
のである︒

ここに特別な例を挙げる︒それは︑津山中学校の﹃中
学校誌﹄である︒

二︑ある学校の系譜
ア創立以来同じ校名
イ創立以来同じ学区

以上の三条件をほとんど満たす学校がある︒それは成

ウ創立以来高等科を置かない小学校

まず最初に︑﹁物本末あり事終始あり︒其本を明らか

名小学校である︒明治の学校が生きている︑という意味

つ虫ぴいんめつ

にし其始を審らかにせざれぱ︑歳月の久しき終に浬滅し

で︑この学校の沿革をたどりたい︒

次のような条約書を結んでいる︒

学区した七年︵一八七四︶に︑この学区は

成名小学校の北条県の学則︑教則︑学区などが決定

て復た其事歴を考へ能はざるに至らんとす︒﹂として︑

創立当時からこの編集を計画していた︒すなわち︑二七
年︵一八九四︶から二八年︵一八九五︶までの美作一円
の創立分担金収支決算の中に︑創立縁起誌編集費を計上

この書は︑中学校設置の沿革︑津山尋常中学校設置の

学校︑当節休校の折柄︑今般新教則被二仰出一候に付再

先年各村示談の上︑楢村地内向河原に取建有し之候

﹁連衆学校仮条約﹂

起因の二部分からなっていて︑明治初年以来の中学開設

興致し︑配置方の儀は︑総て御法則に従ひ諸営繕等談

しているのである︒

の経緯と津山中学校創立の模様を書いている︒いうなら

判の上相運び︑互に協力追々隆盛に及び候様取計︑各

そうだい

くだん

ば︑﹃中学校誌﹄は︑この学校の創立事情を後世に残そ

分離致間敷依し之条約書取替し置候処如レ件︒

支じく

うとしたもので︑沿革史とは多少趣を異にしている︒

明治七年八月

第七区東北条郡草加部村惣代

169

ある学校の系譜

以上のとおりである︒すなわち︑この村々は︑学校制

の連帯意識は極めて強いものがあった︒この意識の核と

らも塾生が来ていたほどであった︒したがって︑三箇村

I別０

横三・五間︑草葺平屋︶︑草加部︑野︑楢の三箇

村立成名校として創立されたのは一○年︵一八

七七︶一○月一五日であった︒この段階で本郷

の内は脱落し︑他の三郡にまたがる三箇村が一

学区を作るのである︒この三箇村は︑二二年の

町村制施行によって次のような村々の大字とな
る︒

楢村勝北郡勝加茂村大字楢
野村東南条郡高野村大字野

草加部村東北条郡神庭村大字草加部

この三箇村︵以下学区の旧三箇村を指す︒︶は︑

各勝北郡の西部︑東北条郡の南部︑東南条郡の

道に沿う三集落である︒そして︑この学校を中心とする

東部の交界地域に位置し︑加茂川の水路と因幡

第八区東南条郡野村惣代

半径ほぼ一キロメートルの円内に位置する︒

江戸時代から塾も盛んで︑北は加茂・新野・山形︑南

度出発当初から分離はすまい︑との申し合わせをしてい

なるのが成名校であったのである︒

は上野川・広野・池ヶ原︑東は滝本︑西は高倉・押入か

るのである︒文中にある学校︵塾︶を修理して︵縦八間︑

︵各記名印︶

第十一区勝北郡楢村惣代

同上本郷の内惣代

図６４成名小学校の位置（成名小学校提供）
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ろいろの問題が生じてくる︵筆極砕に幽榊噺繊岬嘩躍砿︶︒

大字となったのであるから︑ここに学校存続についてい

しかも︑三箇村の政治区画は︑それぞれ異なる村の三

ようにしよう︒

があっても前約を守り︑子弟の通学の便が失われない

し︑永遠無窮に維持しようとした︒たとえ時世の変遷

校支校として存続された︒名を棄てて実を採ったのであ

学務委員を中心にした学区民の結集が︑高野尋常小学

前に︑も触れたように︑二二年︵一八八

る︒名を棄てたのは︑二七年︵一八九四︶二月までの四

この問題を四時期に要約して述べることにする︒

明坐Ｐ中期

なる︒

産の利子だけでもって学校経挫を支弁しようとしたので

て金銭の積玖立てを開始した︒その最終目標は︑基本財

明治末期政の確立のため︑基本財産の準備とし

三六年︵一九○三︶五月には︑学校財

り︑高野村︑勝加茂村︑神庭村組合立尋常成名小学校と

年間だけであった︒法改正により独立校設置が可能にな

九︶の町村制施行は︑一部の学校には

その統廃合の起因にもなった︒成名校も同様であった︒
二三年︵一八九○︶二月︑岡山県は︑﹁市町村の区域
を以て学区と定む︒﹂とし︑﹁尋常小学校は各学区又は
二学区以上連合して一個を設置すべし︒土地の状況によ
り支校を設くることを得︒﹂とした︒これは︑三箇村を
学区とする成名校の壌初の試練であった︒
二三年︵一八九○︶二月の﹁小学校維持盟約書﹂は︑

弟の就学不能になる事態にもなる︒我が成名小学校が

便を考え︑その位置が良くなければ教育は衰微し︑子

べきものでない︒特に尋常小学校の如きは通学の便不

教育の道たる国家人民と共に無窮にして一日も欠く

動揺せず︑永遠に継続を誓う﹂ものであった︒しかし︑

績も極めて良好であるので︑時勢の変遷法制の改正にも

も前契約書と同様︑﹁この学校が至便の位置にあり︑成

を三七年︵一九○四︶一月に結ぶのである︒この契約書

以上の方策を樹立するとともに︑第三回めの維持契約

ある︒

三箇村にまたがるのは︑天然の地形によったもので私

学校組合の中には︑村の生徒を二つの学校に通学させる

こう記している︒

意に出たものではない︒故に創設の際︑同心協力を約
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るものである︒四○年︵一九○七︶三月︑義務教育年限

張する向きがあった︒財政上の問題はいつかは表而に出

も同様決議をなし︑組合会は組合存続を主張し︑為に

会において該組合分離の決議をなし︑なぼ他の二箇村

本村外二箇村学校組合管理をなせり︒三月中︑本村

をこう表現している︒

が六箇年に延長されたことによって︑この主張が表而に

議論紛糾し︑今日に至り未だ解決に至らず︒

は︑この学区

i秘２

ことが教育饗の増大につながる︑とし︑組合の解散を主

大きく浮かび出てきた︒

ので︑義務教育延長に応ずるため︑校舎の改築を必要と

の第二の試練

四一年︵一九○八︶から四二年︵一九○九︶にかけて

する︒なお︑将来延長されることもあるを予想し︑この

の時期であっ

図６５成名小学校の新築校舎一明治42年９月15日一
（成名小学校提供）

同年六月︑郡長は︑﹁成名小学校は︑校舎が不完全な

辺よくよく熟議し︑組合を持続されるかどうか︑七月五

た︒この間︑

表に載せなか

日限り開申されよ︒﹂と諮問したのである︒この諮問を

神庭村会は︑四一年︵一九○八︶五月︑﹁成名小学校

ったので︑郡

高野村は学校

組合分離は多年の宿題であった︒多少の情実と一部の解

長は予算表に

機にして︑まず︑高野︑勝加茂両村会は学校組合の分離

散反対によって続いて来たのである︒今や一一村において

加載命令︵予

組合費を予算

分離を決議したのは︑多数の輿論と一一一一宮わなければならな

算に組む命令︶

を決定した︒

い︒﹂として︑その分離の決議をした︒三箇村の村会が

を出すなど︑

よるん

分離を決議したが︑事態はこれで解決しなかった︒学区

郡と村︑ある
いは村会内で

三部落の結束は︑三回に及ぶ盟約祥のとおり問かつた︒
四一年度の高野村の﹁事務報告樵﹂は︑この成り行き

きざ完
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組合は解散に決定し︵九月一四日付︶︑大字野に高野村

田両郡長︑三村長︑三村の組合委員の合同会議で︑学校

月にかけてが最大の山場であった︒六月二日︑苫田・勝

の議論の対立が続いた︒四二年︵一九○九︶五月から六

を決意した︒この盟約書はいう︒

金積立盟約書﹂を作り︑自力による成名校の経費の負担

た︒昭和一二年五月野部落は︑﹁成名尋常小学校奨学基

費をも負担するという︑二重の負担をすることになっ

を配分しない︑というのである︒このような状況の中

た︒受託している高野村は︑委託している村にはこの金

悪化させたのは︑義務教育国庫下渡金配分の問題であっ

への委託拒否の議決が行われることもあったが︑更に︑

苦難解決した︑というのではない︒成名校

昭和初期の大正から昭和にかけても︑この問題が

ても我等の成名校は永久に廃してはならない︒また永

の学校に外ならない︒どんな強大な力を以て之を妨げ

収容しようとした︒たとえ神庭村に移管されても我等

の学校が出現すると共に︑野児童を高野校に無条件で

校を廃止し︑神庭村立成名校を認可した︒ここに異例

箇村に誠意がなく︑監督官庁は無情にも高野村立成名

三月から四箇年間︑その存続に努力してきた︒関係三

野部落民一同は︑成名校廃止の挙に対し︑昭和八年

で︑昭和一二年四月︑成名校は︑現位置のまま神庭村の

遠無窮に同校に学ばなければならない︒そのために︑

立成名小学校を設置することになった︒

管理を受ける神庭村立成名尋常小学校となる︒学校の名

奨学貸金の積立をし︑学校の施設経営の資にしたい︒

それは︑明治前期のそれを思わせるも

称がこのように変わるところに︑この学校の苦難が象徴
されている︒

のがある︒昭和二九年七月︑高野村・

神庭村が津山市に編入され︑翌年︑楢︵勝北町︶も編入

戦後の統廃合

委託料を管理村である神庭村に出し渋った︒このため︑

された︒この時︑成名校の最後の試練がやって来たので

高野︑勝加茂両議会は︑成名校存続に否定的で︑児童

楢部落は︑児童を神庭村に寄留させて︑村税不払いの挙

ある︒

成名校の児童数が少数である︑との理由で︑統合する

に出ようとした一幕もあった︒この紛糾のため︑高野村
野部落は︑高野村の租税負担はもちろん︑成名校の組合
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で坐なければ︑複式教育にするかの問題が出てきたの
か︑で
で﹄ある︒

成名校は︑隣接地区近長を成名学区に入れて︑従来ど
おりの存続を保った︒明治三六年︵一九○三︶五月の﹁基

本財産準備積立規約﹂の中に︑﹁勝田郡広野村大字近長
より便宜入学生ありたるときは︑其授業料﹂を積立金と
する︑との条項がある︒すなわち︑明治時代から近長も
成名学区と無関係ではなかったのである︒成名小学校の

歩いた道は︑明治の学区を理想のものとして守り通し
た︑学区民の熱意と団結の軌跡であった︒
明治に生まれ︑明治・大正・昭和を歩いたある成名校

出身者は
は︑
︑﹃
司創 立 百 周 年 記 念 誌 ﹄ に ︑ 関 係 者 の た ど っ た
道を回想して︑

童こと

星霜正に百年︑変り行く母校の歴史と姿を願承る
時︑感慨淘に新たなるものがあります︒
と結んでいる︒まさに感無途であったであろう︒
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けいもう

これら指導層の考え方は︑一つは︑殖産興業であり︑

一一つは︑民権の拡張という啓蒙的主張であった︒この指

れが共之社である︒一一年︵一八七八︶四月︑大石平︵倉

一︑共之社の設立
北条県では既に明治七年︵一八七四︶には民会制度が作

敷村︑現美作町︶・安黒基︵大篠︶・立石岐︵一一宮︶・

念ようししゃ

導層の考え方を広めようとする一つの結社ができた︒そ

られ︑公選議員の参加により運営されていた︒九年︵一八

杉山良介︵二宮︶・杉本弘盛︵二宮︶が発起人となり︑

ちまた

七六︶に岡山県に合併されると︑岡山県に歩調を合わさ

共之社設立の願いが出された︒美作における民権運動の

い荷や
しくりくしんもつ
も愛国の志操ある者は︑尽意裁心結社以て国家の

その設立願は︑

出発点となるのである︒

せられ民会制度は後退してしまった︒

それから二年経過した一一年︵一八七八︶三月︑美作
まもる

沢泰︶は︑県令高崎五六に書を送り︑美作の巡視を進言

資益を興起し︑社会の幸福を保全せんと欲するの美挙

国各区務所総代四名︵井手毛一一一・中島衛・美見孝治・小

した︒その中に︑﹁産を興すは勧業に在り︑民権を拡張

陸続たり︒此れに準拠し︑今日私達同志輩決意仕り共

こ

するは義務を尽し各その分を守るに在る﹂ことを述べて

之会と称し︑西西条郡一一一九番地に於て演説会場と相

おい

いる︒︵第三章参照︶
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定め︑毎年二月︑五月︑八月︑一一月を期とし︑毎月
七日を以て開会定日

その

しんらよう

とし︑更に︑結社の目的としては︑
およそ

凡学芸技術より其他人知を伸暢し︑品行を改良する

つかまつ

井手毛三︵落合町︶福井豊一郎︵久世町︶
定方喜与治︵久世町︶大林栄四郎︵不明︶

横山像治郎︵久世町︶吉岡有隣︵不明︶

平田勤︵久世町︶近藤正登︵久世町︶

﹃山陽新報﹄は︑﹁︵西西条郡書記中島衛は︑︶有志

こうえさ

等事物の理由を演説仕り︑衆庶鼓舞養成殖産製物を振
みち

の人と謀り共之社といへる一社を設立し︑自ら社主とな

たぐ

きそう

・一・一六付︶︒

ｊ美美牡盟釣
雄薪請来欠運９

いず

共之社に名を

御連ねた者は︑何
ようや
祇れも庄し屋
級の者

く

妬で︑従来からの

之

約その地方の世話
鍛役であった︒と

共にかく︑共之社

帳概意蓋春一園

った︒そして︑

最初の結社であ

ルモ人へ〃桐生乳争曾典吟柔刈 諏は美作における

巻毛愛鋤ノ豊燕〃

既成人零月二閉閏

０

頃に至り随分盛んに行はるる由︒﹂と報じている︵一一一

ころ

事件等を懇ろに演説し︑教化の道に尽力せられしが︑此

この

り︑近隣の老若を集め︑新聞紙中の奇談珍説及び緊急の

作し︑大に勧業の路を進め︑社会鴻益繁栄来し候様仕
り度︑

と述べている︒

こう

これに呼応して集まった者が二○名︒一一年︵一八七
ごさい

八︶四月五日︑共之社盟約を結んだ︒その盟約には︑

吾侭︵なかま︶同志協心結社事理を討論し︑疑義釦
もん

間︵尋ねる︶衆議以て社会の鴻益を謀らんと欲し︑社
則を設け盟結をなす︒

ふさお

としている︒入社している者は︑次の二○名である︒
にぎ腿

内田焼穂︵加茂町︶西村総雄︵美作町︶
中島衛︵鏡野町︶直原又十郎︵柵原町︶
安黒基︵津山大篠︶石原豊松︵奥津町︶

立石岐︵津山二宮︶牧野競︵奥津町︶
片岡義敬︵鏡野町︶菅英治︵中央町︶
大石平︵美作町︶水島束太郎︵久米町︶
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を民衆に及ぼしていくことであった︒この意味からいう

結社の目的は︑殖産を振作し︑相互に事理を究め︑それ

を立てんことを﹂県議たちに呼び掛けた︒︵一二・五・

列貞と共に協同を将来に締結し︑以て三国親睦会の基調

この呼び掛けに応じて結成されたのが︑親睦を旨とし︑

八付﹃山陽新報﹄︶

であった︒当時︑民衆とこれら指導者の間には考え方に

相互に意見の交換を目的とする両備作三国親睦会であっ

と︑中島衛は︑新聞が報道するように段も代表的な人物

おいて︑又︑知識において大きな隔たりがあった︒これ

た︒この呼び掛けに記名同意した中に︑美作では安黒基

江がばた

をまず啓蒙しなくては︑と考えたのである︒

である高野神社の一隅が集会場になったことは明らかで

い︒ただ︑設立願の文中一二九番地から︑立石岐の地元

をしたか︑又︑その経緯がどうなったかは明らかでな

は︑国会開設の建言をすることに決定した︒この決定を

ことになる︒同年一○月二六日︑岡山で開かれた親睦会

けや︑一般状勢推移の中で︑国会開設運動の流れに乗る

親睦会は︑その後︑外部からの国会開設運動の働き掛

︵東北条郡県議︶・永幡和平︵勝北郡県議︶がいた︒

ある︒この結社について︑蚊もはっきりしていること

受けて︑岡山から新庄厚信・小林樟雄・竹内正志の一二名

この共之社がどれほどの会合をもち︑どのような活動

は︑この社員の中から多くの美作民権の指導者が出たこ

が趣旨説明に来津した︒

て︑﹁今般︑県下の志のある人を募り︑国会開設の事を

一一月一一日︑安黒基・渡部拘・立石岐の名でもっ

まこと

ぐずお

とである︒

二︑国会開設請願運動

・竹内正志の三名が協議に来津する︒ついては︑十一月

政府に請願しようとして︑岡山から新庄厚信・小林樟雄
一二年︵一八七九︶五月︑岡山県会書記小松原英太郎

十六日十時に︑津山一一階町椿平宅に参集されたい︒﹂と

つばき

は︑県議忍峡稜威兄︵浅口郡︶・菅英治︵久米北条郡︶・

の文書が発送された︵仁木文書︶・この文書は︑当時の

おしぉいずえ

立石岐︵西西条郡︶と諮り︑﹁両備作三国の人物と同席

指導層に送られたのであろうが︑これが美作における外

こいね跡

相対するの好機に際会す︒糞はくは此の好機を失はず︑
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部と交流する民権運動の幕開けである︒

国会開設請願書が起草され︑これを持参する美作の代

を紹介しよう︒
ある者は︑

三月中旬のこの二階町の会合から井手らの上京する

忠勇の気概を興起し︑協同団結して以て国権を震起

苛も国政に参与し︑邦家の利害得失に任ぜしめ︑愛国

速やかに該会を開き︑人民天賦の自由を得せしめ︑

一箇月間に︑これに対応する諸準備が必要であった︒立

し︑愈以て真成独立国と我唱へずとも︑彼の赤白人が

表には井手毛三が選ばれた︒

石岐・中島衛が中心となって︑西西条・西北条・東南条

拍手称誉するに至らしめんには︑何ぞ国会を除きて他

いよいよ

三郡の有志に働き掛けた︒郷党親睦会が発足したのはこ

にあらんや︒︵中略︶速やかに上京尽力一身犠牲に供

するとも︑好結果を得ざれぱ空しく郷に帰る勿れ︒

なか

の時点であった︒

一二月六日付の﹃山陽新報﹄が︑﹁この会︵郷党親睦

人民自由の権利なかる可らず︒愛国の心志なかる可

ペか

図したのであろう︒︶の人民をして︑交際を広くし︑人情

からず︒それ自由の権利を伸暢し︑愛国の心志を発揮

と述べ︑ある者は︑

を厚くし︑該郡村の利益を図らしむることである︒﹂と報

し︑外にしては外国の侮辱を拒ぎ︑内にしては独立の

会︶の主意は︑両郡︵西北条と西西条で︑最初は二郡を意

じている︒この事は︑二月中にもこの会への準備が行

主権を保全し︑国威を海外に灘かさしめんと欲せば︑

とどろ

ふせ

われていたことを裏付けている︵後述︶︒そして︑一方︑

宜しく人民をして国政に参与し︑国事を分担せしむく

る︒

︵流公が秦の苛法を除いた例を史記から引用し︑こ

はいこうしんかほう

これに対し︑井手毛三は次のような答辞を読んでい

と述べている︒

し︒

よる

村では請願書の賛成署名簿が回されていたのである︒
井手毛三が上京︵一二月二九日︶に先立ち︑一二月一一
おうきゅうしや

一一一日︑垂水︵落合町︶の哩鳩舎で︑作州有志一一○○名に
よる上京送別会があった︵一三・一・六付﹃山陽新報﹄︶︒

その時参会した者の激励文がある︒恐らく︑重立った者
や知人関係の者ばかりであったであろう︒ここに一部分
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するものではあるが︑美作民権運動と特に関係するの

卜心︾つ︐ん

れは流公がなしたのではなく︑輿論の力がなしたので

で︑政治団体生育の過程の中で述べることにする︒

こうたく

とれいま

以上によって承ると︑自由民権運動には︑その権利の

できていて︑﹃山陽新報﹄が︑﹁過日初会合を香々美中

会員九︶二月には︑郷党親睦会の準備が

その結成と前項で触れたように︑一二年︵一八七

三︑郷党親睦会

ある︑と例に挙げ︑︶皇国四千万の人民をして永く至聖

そ●もそ９℃

の膏沢︵恩恵︶に浴せしむるＪい︶のは︑其責果して余輩

士︷今ご

に在るか︑抑諸君に在るか︑是未だ知るべからざるな
ハソ︒此日将に程を発し東京に至らんとす︒害して以て
ただ

主張と国益を図ることが︑影の形に添うように主張され

村にひらく︒﹂と報ずるように︵一二・一二・六付︶︑

諸君送別の盛幸唇に答へ︑且以て自ら規す︒

ているのである︒

中島衛は︑立石鯛の庄屋見習をしたことも↑のり︑中

ぶれ

一二月には実質的出発をしている︒

︵﹃岡山県政史﹄︶︒又︑この請願は︑国会開設請願の

島・立石の両者は由来相通ずるものがあった︒先の共之

この時の署名者は︑県下で一○万人に近かったという

最初のものであった︒請願運動はこれで終わったのでは

社を一歩地に下ろした︑ということができよう︒

西西条・西北条の外に東南条が加えられ︑この組織が

ない︒第二次国会請願運動は︑第一次と異なり︑他県と
連携して行われ︑美作代表として加藤平四郎︵勝山︶が

同し相親しみ相和し︑互に思想を交換し︑知識を拡充

固まるのは一三年︵一八八○︶一月のことである︒この

第一次の請願運動は︑美作民権運動に一つのきっかけ

し︑以て各自の便益を増進﹂する︑というにある︒この

派遣された︒彼は一三年︵一八八○︶一○月上京する︒

を起こさせた点に意義があり︑第二次の請願運動はより

ためには︑地区を分けて香々美︵鏡野町︶・西一宮・山

会の目的は︑﹁西北条・東南条・西西条三郡の有志輩合

組織化され︑美作自体の中に政治団体を育てたことに意

北・二宮・竹田︵鏡野町︶の五地区とし︑各区で小会をも

第二次の請願運動が始まるのである︒

義があった︒第二次請願運動は︑第一次のそれと連続
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ち︑全体で総会をもつ︑という仕組承になっ
ていた︒次のとおり︑会長と各地区に一名の
副会長を置いた︒

会長中島衛
副会長武田定次郎︵香々美︶
中島帰一︵西一宮︶

（中島健爾氏蔵）

のが図郎である︒

郷党親睦会員分布図によって承ると︑

の位置は津山の北部︵津山を含め︶であるか
ら︑そこに分布するのは当然であるが︑この

郡

大谷慶次郎︵山北︶

立石岐︵二宮︶
ひかさ
日笠省︵竹田︶

会員証

月の名簿によると︑

図６７郷党親睦会の

会員総数は二○六名で︑これを分布図にした

年︵一八八○︶

鰯謬誌Z覇畷

<二コ津山市域

砿:鰹明治初年の津山市中

・共之社員

△自由党員

×郷党親睦会員

坤C庵Ｘ

Ｘ

驚騨

率錘

＆

雑.̲蕊議

図６８共之社員と郷党親睦会員の分布

182

第五章民樋運動の展開

分布地域は︑後述する諸団体員の分布とも大体重なるの
である︒この点︑美作における政治活動地域の特性が現
れている︒

会員分布の多い所を挙げると︵五人以上の村︶︑

西北条郡計九○人内西一宮二惣社一○

上河原一○小原九
香々美八山北

秤田曜各五
西田辺

奥津川西五院庄五

西西条郡計八五人内二宮五黒木五
東南条郡計三一人内東一宮二九
となっている︒

その性格

既にこの会の目的とするところは述べ

ているが︑具体的な事例を挙げてその

性格を掘り下げることにする︒

一三年︵一八八○︶一一月の例会では︑﹁産米の精製を

すべし︑と︑これが話題となり︑各自は︑精製の明証を

付けることを約束し︑これからの例会は︑第一に農事会

話︑第二に時事討論︑勧業・教育・風俗に関する演説を

する﹂ことを決定している︒︵倖一一一山降詐報一一七︸

会長中島は︑竹田地区会でこう述べている︒

本会の主意とするところは︑世益を謀り︑傍ら時事

ねこしゃくし

ふけ

を討論し︑以て互に知識を交換し︑人間本分の義務を

尽すにある︒猫も杓子も相集り︑飲食に耽り︑婦女に

以外にはない︒津山市街からの参加は皆無と言ってよ

鎮中の鐸々︵すぐれている︶たる諸君を以て組織せし者

の甚だ取らざるところ︑本会は︑郡中の俊中の俊秀︑

は芯は

戯れ︑以て本会に盛大の名をなさしめんとするは︑余

い︒会員は全部農民であった︒郷党というからには︑こ

なれば︑自ら奮って先覚者となり︑率先して斯民を誘披

津山市街では︑北町・椿高下・上之町に各一で︑それ

うなるのも当然であったかも知れない︒それにしても︑

するを以て其の責任となすものなり︒︵俳把山唾新謹迦︶

そうそう

共之社やこの親睦会に関する動きと︑津山の学校設立に

彼は︑会の席上が酒席になることをたしなめ︑本会の

ころは︑かつて二年︵一八七八︶︑高崎県令に送った

初心に帰ることを主張したのである︒彼の本意とすると

しみんゆうえ念

関する動きとは︑その関連する地域と人については余り
にも対照的である︒
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文中の意と少しも変わるものではなかった︒彼が︑単に

睦会永代共済規則﹂という︒

くこのやり方を取り入れたのである︒名付けて﹁郷党親

こうざ

に保全するためにこれを設くるもの﹂であり︑本会の親

に出で︑専ら本会を維持し︑以て親睦の交誼をして永遠

い

その目的は︑﹁該会員鞭難相救ひ緩急相助くるの至情

かんなん

言うところの孤高を保つ人であったなら︑多分︑時は彼
を捨てたであろう︒

彼は︑一四年︵一八八一︶三月︑一宮の

共済制度親睦会で共済制度の提案をしたのであ

趣旨を説明し︑二円ずつを出して株五○○を集め︑一○

○○円を資本と称する︒資本金より生ずる利子一箇年一

この具体的な規定は︑﹁一株二円︑株数五○○︑一○

睦の趣旨を全うするためのものであった︒

○○円の資本を作る︒この資本の利子でもって︑会員は

割半と予算して年々一五○円︑之を共済支出に充てる︒

る︒それは︑﹁欧米諸国で行われている人命災害保険の

もちろん︑父母の不幸︑風水害の見舞︑救済に充てる︒﹂

父母・本人は三○円︑水火風震等非常災害にかかり︑居

これ

というものである︒そして︑会の了承を取り付けた︒全

住の家屋が全部流出︑倒潰︑焼失した者には一一○円を給

郷党親睦会が結成されたと同じころ︑

一三年︵一八八○︶一月一五日には︑南

新座親睦会が結成式を挙げた︒矢吹金一郎は︑その時︑

南新座親睦会

類を取り寄せた︒これが彼の本領であった︒

る︒そのためには︑専門書を読承︑先進地域から参考書

益につながるものはすぐに実践に移していったのであ

った︒殖産興業︵後述︶についても同じことで︑福利公

中島は︑このような新しい制度を直ちに取り入れてい

とうかい

国的にも︑一三年︵一八八○︶から数箇年共済社が流行

付する︒﹂ということであった︒
図６９郷党親睦会の永代共済規則
（中島健爾氏蔵）

した︑というが︑彼もまた︑各地の規則を研究しいち早

・ふい副獄購シ一

１恥Ⅷ端洲珊捌胤恥鞭Ｉ小認

﹃御遣．・菱遍為

一柔

一︐滞暖一流懐や雫動議鯛卿臓瀞燃崎

一一

一 ●
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次のような演説をしている︒

いう津山親睦会である︒その発起者は︑次の人々であっ

後隔月一回会議を開き︑蓄積・吉凶慶弔・災害救助の事

竹中清一郎竹中鶴治郎

梶村平五郎安東久次郎

た︒

について話し合うことにする︒吾人の責任は︑国会を

横山治平福井周二郎

我南新座親睦会は︑今日を以て開会の式を行い︑以

開設し︑物産を繁殖し︑輸出を盛んにし︑国権を拡張

成立の年月は不明であるが︑大体同じころだったであろ

豊福恒寛

人の小会だけでは脚的を達しにくいので︑順次輪を拡

う︒この種の団体は外にもできたであろうが︑おもしろ

して万国に劣らない国を作ることである︒しかし︑吾

大して︑他の町村郡国にも及ぼしていくべきである︒

いのは︑郷と市街と士族中心のもの︵士族全体という結

たであろうか︒

一四年︵一八八一︶三月七日︑起発者︑

そうすると︑これを一つにまとめるものはできなかっ

合はなかった︒︶が結成されたということである︒

会員は︑武家町のことであるから士族中心であったで
あろう︒会の性格は︑矢吹の述べているところから承る
と︑全く親睦会の域を出るものではなかった︒

矢吹は︑国権を拡張して富国の基を作るには︑他の町
村郡国にも輪を拡大しなければできるものではない︑と

郎・立石岐・渡部胸の名をもって︑三月一九日妙願

中島術・岡︵後に大岡と改姓︶熊治

は︑輪を拡大することをしなかったのである︵後述︶・

寺において美作親睦会を開く旨の通知が出た︒結合の輪

美作親睦会

むしろ︑連合よりも分離の方向をとっているのである︒

を広げようとしたのである︒この会の席上︑発起者の一

主張する︒だが︑この会はｌこの会を構成する人たち

この点︑郷党親睦会とは極めて対照的な存在であった︒

す准わ

人である岡熊治郎は︑このような弁説をしている︒

広く一国の精神を集結して民権︑即ち垂ロ人の自由を

士族中心の南新座親睦会に対して︑商人中心の結合が
できた︒﹁津山市街の有志誰合同し︑互に思想を交換し

振張するに︑あるなり︒一元来我美作の国たる土地僻遠に

へきえん

て︑知識を拡充し︑以て相親和するを目的とする︒﹂と
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田町一六名︑南新座七名︑古川︵鏡野町︶六名︑田邑

みま

位し︑目に文明の物を視る希れに︑耳に開化の事を聴

五名︑黒木︵奥津町︶五名

したが

ノ︑少なきを以て︑人知の開進Ｊ⑥随って其遅々たるを免

以上の外は一︑二名の町村が多い︒この会の特異な点

いえど立た

は︑士族の参加者の多いことである︒

ここ

同年一○月一五日︑妙願寺の第二回会合に招かれた山

よ

れずと錐Ｊも︑亦又交際の広からざると奮発心の足らざ

あり︒よって今此会を開塾ご相親し承相睦び︑以て国中

陽新報の藤梁洲は︑﹁本会の主旨は︑結合の基本を固

むつ

るに由るなきを得んや︒︵中略︶余輩かつて此に見る

の気脈を通じ︑大いに其精神を集結し︑之を養成し之

め︑各人の志操のあるところを明らかにし︑政党を組織

しこう

を作興し︑以て吾人自由の光輝を嚇散し︑而して諸州

し︑国論を一定にするの目的なり︒﹂と主張し︑﹁他日

どいつ

ように︑とする慎重論者もいたのである︒農民と商人と

いたが︑中には︑軽操︵かるはず承︶のそしりを受けない

けいそう

進歩的な者はこれが政党に転化すべきものとさえ考えて

この会の参加者の意見は必ずしも同一ではなかった︒

︵徐袈山降知報﹂九︶

り成るといふも不可なかるくし︒﹂と言い切っている︒

政党をなし︑美作の国論を一定するのは今日の親睦会よ

の師表とならんと欲す︒諸君聞かずや︑自由は独乙の
森林より出づ︑と︒

美作の地は開化に遅れ︑民心が振わない︒そこで︑会を
開き語り合うことが大切である︒結集して自由を振張し
よう︑というのである︒この会ほど︑自由とか権利とか
が主張された会は外になかったであろう︒
ごう合

岡山の西毅一も案内を受けたが参加できず︑祝詞を送
ｈソ︑﹁剛毅耐忍の気を鼓舞して︑自由の空気﹂を強調し

いる︒会員名簿︵一四年三月一○日︶によると︑一四六名

この会に参加した者は二○○名︑と︑発起者は発表して

八年︵一八八五︶七月に他界していた︒

今まで発起人として開会の世話をしていた中島衛は︑一

会も︑発起人という名で案内が出されているのである︒

大きく︑郷党親睦会のような組織化はなかった︒いつの

士族と︑官と民と︑又︑地域的にも階層的にも広がりは

が記載されている︒もちろん︑美作一円から参加してい

激励している︒

るのであるが︑多い所を抽出すると次のとおりである︒
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美作親睦会の欠点が端的に現れたのは︑二一年︵一八
八八︶九月二一日の会合であった︒︵仁一﹃山鋤新誕凱︶

この時の発起人は︑次の人々になっている︒

四︑自由党の結成

一三年︵一八八○︶一○月︑第二回め

の国会開設の請願書の提出が行われる

ことになった︒今度の運動は︑茨木・山梨・新潟など他

美作同盟会

土居通信中島大二郎福井周二郎

府県と共に進めようとするもので︑加藤平四郎が上京委

馬場認矢吹正則小沢泰
斎藤元黒田鷲三渡部拘
森本藤吉河田保男仁木永祐

を中心にした集合に変質していた︒又︑人的構成から承

ではなかった︑という︒この時の会は︑地域的には津山

導者︶も来会しているが︑演説・議論が百出し尋常一様

この会には植木枝盛︵板垣退助と共に自由民権運動の指

何年たりとも解散しない﹂旨を強調し︑本部・郡部・村

約条によると︑｜この会は︑請願の素志を遂げない間は

署名を取り︑運動資金を集めるものであったが︑同盟会

開設請願同盟会を組織した︒これは︑当面美作一円から

美作各郡の有志は︑一○月一○日津山で会合し︑国会

員になった︒

ると︑かつての自由民権の面影は薄れて︑町村制施行に

部と重層組織にしている︒本部の会合には各郡から三名

この会の役員は次のとおりである︒

という︑組織的なものであった︒

の委員︑郡部の会合には各村から二名の委員が出席する

移っていく感がする︒

憲法発布は近く︑自由民権の展開過程の中で生まれた
親睦会ではあったが︑自由民権を高める組織にまではな
らなかったのである︒

幹事長中島衛書記小原敏治郎

潅計担鞘植月澄江

渡部拘
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自由党の結成

出るのが美作同盟会である︒臨時的なものを恒久的なも

大 浦 百 ク ワ シ

縦 ツ ー 〜

北超龍

､H認

一四年︵一八八一︶二月︑知力と行動力を付けて生まれ

出席している人は︑

のに︑対応的なものを主体的なものにしたのである︒同

図７０美作同盟会規則（中島健爾氏蔵）

この組織で︑岡山や各郡と連絡に当たって︑幹事会に

菅英治牧山勝太郎桜井徹

盟会規則の大要は次のとおりである︒

腿よく

安東久次郎前原恒四郎岩佐民太郎

ア三大主義

鰹好〃

池上知嘉竹中勝二広瀬義典

一吾人一致協力して国権を伸張し︑帝室を輔翼す

貞 慮 北 シ フ 孔
餌餌毎８｡へ試乳

松岡寿夫立石岐

べし︒

一吾人一致協同して自由を進取し︑幸福を全うす

≦等索鱈ラ湾亨
、ー斑邸催風公価

らであった︒これらの者が幹事をしていたのであろう︒

錘愈哩歴⑮シ・′、′
任ァ健鳳韮宿傘を

この会で集めた金は美作一円で二○四円︑署名数は四

べし︒

職零。鍬

八二七人であった︒加藤平四郎は一○月二六日上京した

￨
蕊
:
龍
:
i
i
i
溌
鯛
"
：

一吾人一致協同して節約を固守し︑富強を図るべ

￨鯛〆溌珊＊：：： ：
￨￨曾鯵熊：職ツツザ灘

が︑以来︑彼は東京と作州の連絡に当たり︑両者のパイ

｜煙具僅，。一一一我

し︒

訂僅芙簡郡＊刑轡Ｉｉ

プ役を務めた︒

加藤のものと思われるが︑一一月二九日付中島衛あて

だじようかん

の手紙には︑﹁この時の請願書︵二回めの国会開設請願
書︶は︑元老院にも太政官にも受理されなかった︒美作
においても団結の承でなくて︑もう少し知力を進める方
法を考えられてはいかがであるか︒﹂としたためてある︒

又︑二月二四日付で︑岡熊治郎・福田政徳・井上吉雄
あてにも連絡があったところを承ると︑これらの人も美
作東部の世話役であったのであろう︒
このような状況の中で︑諭願同盟会は発展的解消し︑

ｉ付凹侭隙胆八人ノ、

第五章民権運動の展開

イ演説会
政治・法律・勧業・教育・修身・衛生・経済などに

は親睦会とは異なって︑はっきりとした政治目的をもっ
ていた︒

ところが︑美作同盟会ができると︑しばらくして︑も

う一つの同盟会ができた︒勝南同盟会と呼ばれるもので

ついて会合を開き︑この主義の拡張に努める︒

津山本部隔月第一日曜日

ある︒この同盟会は︑大きな組織とはならず︑大きな動

きもしなかったが︑一応触れることにしよう︒勝南同盟

各郡部隔月一回
ウ雑誌の発行

会は︑その名が示すように勝南郡︵現勝田郡︶を範囲とす

る村の指導者が構成員となっている︒その盟約は次のと

社主中島衛噸唯識加藤平四郎
この目的のため︑毎月一回美作同盟会雑誌を発行する︒

おりである︒︵矢吹文書︶

可レ致事︒

べき

一一郡自治之精神を養成し︑他の侮りを請けざる様

これが﹃美作雑誌﹄である︒︵後述︶

なお︑同盟会の事務所は二階町牧山勝太郎宅に置かれ
た︒

一各天賦自由之権利を全くする事︒

一一郡共同物︑興廃すべきときは必ず協議する事︒

以上によると︑美作同盟会は︑はっきりと政治活動に
進出したのである︒﹃美作雑誌﹄一号︵一四年八月︶に

一一村以上に関する得失懸証に及ぶときは︑相互に

これは︑外部に働き掛けるものではなく︑村の指導者

厚く親切を尽すべき事︒

は︑知識を錬磨し︑政治思想を発達させ︑政党を作って
憲法発布に備えるべきの論説を掲げている︒まさに政党
誕生の前夜ともいうべき時であり︑最初の政治結社であ

ここまでのところをまとめると︑郷党親睦会に続いて

点が美作同盟会と性格を異にしていて︑したがって︑活

自由之権利﹂の文字を加えたものに過ぎなかった︒この

の心構えを盟約としたものである︒この心構えに﹁天賦

次々に親睦会が生まれた︒これらの親睦会の地ならしの

動的なものでなかったのである︒

った︒

上に︑美作同盟会が生まれてきたのである︒この同盟会

旧誰

自由党の結成

と述べている︒この手紙は︑次のような事を物語ってい
るのである︒

まず︑二月末自由党本部の林包明が来津した時︑中島

八一一︶の間に︑美作においても自由党

政党誕生一四年︵一八八一︶から一五年︵一八
結成の動きが表面化してくるのである︒自由党は党勢拡

衛は︑自由党結成の運びになった旨を林に報告してい

る︒すると︑林の来津は︑美作に政党が誕生する契機に

張のため︑幹事林包明を諸国に派遣した︒林は︑一五年
︵一八八二︶二月二一日津山に来た︒

次に︑美作同盟会は︑美作に自由党が結成されれば廃

なったことになる︒

月三日付︶︑﹁林が来津するのであるから︑それ以前に有

止されてよい︑とあるのは︑美作同盟会の性格が︑政党

林を迎えるに当たり︑中島衛は︑仁木永祐あてに︵二

志の考えをまとめておかないと恥じ入ることになる︒そ

最後に︑当時における結党の苦しさともいうべきも

結成への準備的段階のものであったことを示している︒

れによっていかようにも取り運びたい︒﹂との手紙を出

のが︑明治一○年代の右か左か︑去就に揺れる世状が語

の手順などについて御明断の上御回報いただきたい︒そ

している︒中島衛にとって仁木永祐は︑よき助言者であ

られている︒

に自由党組織の事略相運候由欣喜之至御座候︒︵中略︶

林包明巡回之節は御尽力に依り余程感なりし趣︑殊

地盤から同盟会が生まれ︑更に︑自由党に発展する過程

治的意図を持つものではなかった︒このような親睦会の

名︑美作親睦会は一四六名︒しかし︑これは︑特別な政

もう少し言葉を加えて承よう︒郷党親睦会は二○六

ったのであろう︒

三月八日付の加藤平四郎の中島衛あての手紙には︑

今般御尽力に依り美作自由党なる者成立候はぱ︑従来

の中で︑去る者は去っていった︒加藤の言う五○名か三

よ

の美作同照会は廃止候而宜敷︑︵中略︶今度の自由党

○名か熱心な同志でもって︑という発言は︑政党結成時

てよろしく

ほぼきんき

はたとへ人数寡少なるも真の篤志者の玖相集め度︑最

の決意と読承取れる︒

こうして︑一五年︵一八八二︶四月︑美作に自由党が

初五十もしくは三十名の熱心家を集め︑之を基礎にし

れたし

て漸次多数の同志を募集候様御運被レ下度︒︵後略︶
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規約には︑五つの盟約が挙げられている︒
わ鋲

一章五画党は︑皇室の尊栄を図り︑国権を伸張する事
を務むくし︒

二章吾党は︑自由を拡充し権利を保全し︑以て人民
の幸福を増益し︑社会の改良を企図すべし︒

三章吾党は︑善美なる立憲政体の確立する事を希望
すべし︒

四衆吾党は︑︑本圃に於て︑蕃党と主綻目的を同一
にするものと一致結合すべし︒

五章吾党は︑自由党東京中央本部に同盟し︑其地方
部たるものとす︒

この五つの章と︑美作同盟会の三主義とを比較する

明諦十肱即肱川欧肥

白川縦美作地方本部塊約

ｎ山︾．．●災什哩〃小冊

巳︸｜一旦一同﹄同昌哩幸巳塞巳一一昌一Ｅ一個雲唱一個雲但一個﹄一個﹄一個﹄一個﹄一個

いる︒三章は︑一四年︵一八八一︶一○月の国会開設の

勅諭が出された後のことであり︑同盟会の第三項は︑共

之社から引き継がれている殖産富強の流れ︑と︑このよ

うに考えるなら︑結成されたそれぞれの時点の相違と解
することができる︒

自由党美作地方部の本部は︑津山三丁目六一四番邸に

いう金岡的な組織体として当然なことで︑対象とすべき

のであることが分かる︒後者の四章と五章は︑自由党と

員の経歴などを一覧表にまとめて承よう︒

現在︶︑党員は五一名となっている︒ここに五一名の党

﹁自由党美作部人名簿﹂によると︵一五年六月一五日

置かれ︑中島衛が委員となっている︒

は︑前の三箇素である︒一章を皇室と国権︑二章を自由

と︑両結社は︑一つの流れの過程にできた同質異名のも

画

図７１自由党美作地方本部規約

結成された︒自由党美作地方部と呼んだ︵一五年五月規
ロ

規約によって少し説明をしよう︒

、̲ノ

と幸福と要約して承ると︑同盟会のそれと全く一致して
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加高田加藤平四郎
３

郡垂水飯田燕太郎

蝿本郷合田剛

澄江庄屋

英治一庄屋

円守安八郎庄屋

士

教員教員
戸長

副戸長一○

郡長一戸長

教員
戸長

基一庄屋一嘩壷一戸長

餓穂一庄屋

奨

○

出身の者である︒豪農民権と言われる理由はここにあ

ここ

る︒しかし︑この地域には︑自由民権時代に︑士族民権

と呼ばれる時期は出現していないのである︒

この後︑一五年︵一八八一一︶八月には︑﹁吾党が今弦

ゆえん

に美作自由党を組織し︑以て社会を改良し︑国家の福利

を増進せんと欲するの所以﹂として︑美作自由党として
出発することになる︒

山県最初の政治雑誌である︒美作同

﹃美作雑誌﹄は︑美作はもちろん岡

五︑﹃美作雑誌﹄と﹃政談いろは新聞﹄

最初の政治雑誌
盟会規則によると︑

べし︒

一本会の主義を拡張し人心を鼓舞するため︑本部に

はつだ

於て毎月一回美作同盟雑誌を発党︽

しゅうしゅう

一該雑誌は︑会員の内外を間はず本会の主義に適す

せんてい

る論説及広く世界の奇事異聞を蒐輯す︒

と規定されている︒社主は中島衛で︑編輯長兼印刷長に

一編輯者は会員中より撰定す︒

く五名︑次は商業七名︑その他はほとんど農村出身者で

は加藤平四郎がなっている︒本誌一号には発行の趣旨を

階層別に五一人を区分すると︑士族出身者が一番少な

下横野一前原恒四郎一庄屋一里正一戸長

″一安黒盛人一庄屋

黒田

崎安東藤九郎

藍沢

脅｜菅
安内

○
○

■■

篠和

○
○

○
画

画

園

■■

芳｜制：
大知｜川｜赤

ある︒しかも︑これらは大部分がかつての庄屋とか大農

193

東 北 条 郡 （ ４ 人 ） ｜ 英 田 ｜ 吉 野 久米南条￨久米北条￨勝北

二号X品

芳幹荘J

目Ｊ１官

ー 宮 一 一 一 一 一 一 ｡

ＲＳ8

切目

■

鵬

岸鹿

u
､
１

*八０１

︑ノ

︐山

す雌わ

蒸誌再稜萱川届

行

図７３『美作雑誌』再発行届
（中島健爾氏蔵）

一日に一号が出版され︑月二回出版されていたが︑一五
年︵一八八一一︶一月から月三回になった︒一時︑一七号

以下を休んでいたが︑一五年︵一八八二︶四月一五日再

になっている︒

この雑誌の内容をまとめると次のよう

発行届が出されている︒しかし︑詳しくは分からない︒

雑誌の内容

山県令高崎五六と県会を批判し︑府県会規則の改正
を論じて︑

明一二︑三︑四年の三箇年間︑県令は︑県会の予算

議決を認可せず︑あるいは︑県会の議決を得ずに郡区

長に高額の月俸を出し︑郡区役所費の増加を図った︒

︵当時は︑県会で議決しても︑それを執行するかどう

ﾕ9４

述べて︑

則ち︑自由

一美廊瀦断誰鷺蝿緋幸鵡評
方走貿型う孝併煮疑潤械蜘称仏溺

観酔巽蚤洋画簿罪偉・諦笹茨河

耳麓言孝葦

今震継釣等な盛撚

鋳笈零渡曇渇孝
硬︼

ア政見演説会や国会開設に関するもの︒

︾輔索常客鼎著喬式才島稀

イ他県の県会に関するもの︒

はんしよく

Ⅶを隆盛にし︑

し︑声価強を図

ウ美作地方に起きた主要覗件の解説︒

図物産を蕃殖

識し︑帝室を輔
棒翼し︑節約を
陰固守し︑教育

峰幸福を保全

雌権を拡張し︑

癖を進取し︑民

〆

以上の事柄を主題にして︑政治的・時局的な見解を述

Ｑ１ＩＷ

り︑国権を伸暢する等の法を論ずるに在るものなり︒

尾 に ‑

べ︑美作人の政治的啓蒙をしているのである︒具体的な

守り･

と言っている︒これは︑同盟会の三主義を中心として共

叩ⅡⅡ
似 ．一
鷺 紘瞬

巡Ｐ▼眉Ｊ働乳●閲ＱＤ

○食
ず賦

ｎＰＩＩ．

例を挙げてふよう︒

●○二﹃ロロ○画・Ｉ︲ＩＩｌｌＰｒＬ

；
;
ｉ

之社の考えが加味されている︒一四年︵一八八一︶八月

今厘一亜亜一ｍ印可﹃唖︾串ロエ︾叩．ｒ

魚Ｍｆじ

八島︒炎竹加拙水肋

尾噂

ｐ叫

巽叱Ⅶ

食Ｅ

災掛川鯉獅幡

ｕ

虎 開 〃

刺︒ｒ臓鐸ⅡⅡ穴到
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よかった︒︶経費節減の為に郡の合併をしようともせ

かは県令の裁量であったから︑議案を執行しなくても

ころからである︒

州の郡長になるのは︑小沢泰以外は明治も終わりに近い

で︑この中︑岡山士族が半数を占めている︒作州人が作

この雑誌が心配するような対立で︑特に取り上げられ

ず︑経費の増大を野放しにしている︒地方税が地租の
三分の一以内であれば︑議会の議決がいらない︑とい

③直接民衆に関係する問題として取り上げられたも

ているのは︑六郡共立中学校問題であった︒

なる︒まさに岡山県会は無用の賛物と言うべきで︑参

のは︑六郡共立中学校問題と溜池問題である︒この両問

ぜいぶつ

うのであれば︑県会は三度も徒労の議決をしたことに

政の自由とは︑与えられるものでなく︑人民自ら奮発

題とも︑市街地よりも農村部で問題になり︑前者は六郡

両者は美作の民権運動を象徴するものとして︑別項で述

郡長と︑後者は岡山県令と対立するものであった︒この

ためいけ

し︑自ら進取すべきものである︒
と述べるのである︒

②国会開設の準備は︑地方制度の改良にありとし

く

側この雑誌も自由民権の流れを汲むものであるか

べることにする︒

区長の県の任命制を強く批判し︑土地人民と何等関係の

ら︑当時の新聞と同じように筆禍を受けたことがある︒

て︑県令・郡区長の公選を論ずるのである︒ことに︑郡

ない者が任命されてくるので︑とかく︑両者間の対立が

一○号︵一四年一二月発行︶︑二号︵一五年一月発行︶

たのである︒これを要約すると︵一四号所載︶︑

に所載した酒屋会議の記事が︑条例違反として罰せられ

生ずることを指摘している︒

郡長制が採られるのは一一年︵一八七八︶九月からで
ある︒美作には︑西北条・束南条・西西条・東北条・勝

た︒この軽減を請願せんとした全国酒造営業人が︑大

一三年九月政府は︑酒造営業税と造石税を重くし

庭の一二郡があり︑二郡長︵西北条と東南条は一人︶

阪で会議を開こうとした︒その撤文を﹃美作雑誌﹄に

南・勝北・吉野・英田・久米北条・久米南条・真島・大

が任命されていた︒この一一郡長の中︑津山士族は西西

戦せた︒これが問題にされ︑津山軽罪裁判所検事局

けもぶん

条郡長小沢泰一人であった︒外の一○郡長は全部他国人

195

美作雑誌と政談いろは新聞

垂ひＱさ

せんと．っ

は︑法を誹殴し︑人民を煽動するＪ心﹀のとして︑仮編輯

長川島大助を罰金三五円に処した︒
ということであった︒

この時︑一五年︵一八八二︶一月一六日︑川島大助が
裁判所からの尋問に対して出した手続書がある︒

﹃政談いろは新聞﹄

津山で発行された最初の新聞であ

いろ

るが︑現物は今のところ見付かっ

強んできかい

﹃山陽新報﹄︵一五・一一・一一八付︶は︑﹁﹃政談以呂

ていない︒

は

波新聞﹄が発行禁止になり︑社員旧慣洗聯会と称して有

志者をまねき︑五︑六十人が集まり飲めや歌への大騒ぎ

へんぺん

︵撒文︶掲救仕候事件に付尋問之一届々御答南や上候︒

をして︑果ては発行禁止になった新聞を道にまき散ら

︒り

右事件は︑高知県下酒造営業人等が酒税軽減あらん事

し︑町の人に拾はせた︑といふ理由で︑警官が拘引に行

ため

を政府へ諦願せん為︑ｐＨ本全国酒屋会談を開かんし﹄す

き︑大乱闘となり⁝⁝︒﹂と報じている︒

﹃大阪自由新聞﹄附録︵二五・一・二九付︶は︑﹁明

るの論題にして︑昨明治十四年十二月十四日の投書を

もつと︒もすで

治一五年︑︵安東久次郎は︑︶立石岐・福井周二郎と共に

得て掲城仕候︒尤原稿取調候得共巳に廃紙に致し︑投
書人物名記憶不し仕候事︒

民権拡張の策を講じ︑﹃政談いろは新聞﹄を発刊し︑大
あら

津山丸焦

４
７
ヨ

審﹂によると︑この新

政幅るが︑その﹁故障趣意

が拘引取り調べを受け

この事件で九人の者

る︒﹄と報じている︒

が故に︑発行禁止とな

り︒時恰も当時︑宮中顧問官たる高崎五六氏県令たりし

あたか

いに専制の弊害を論じ︑自由民権の重んずべきを極論せ

一右投替の趣意を案ずるに︑其精神詰願を企候決し
て成法を誹議するＪ心︶のに非ざる義と思雌候事︒

一詔
膳ノ

図７４政談いろは新聞社印
（福井敬二氏蔵）

一前条の理由なるに付︑人民を煽動するの心得を以

Ｉ︲

必､し良

て之れを掲救せしものに無し之事︒

一前条の事件雑誌に掲載仕候義︑持主中島衛義承知
不し仕候︒

右手統諜を以申上候義︑相述無二御座一候︒

なお︑この大阪での全国酒屋会議には︑美作酒造家の
代表として安東久次郎が出席した︒

、

k
A
,
‐

一

一 一 一 一 一
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と計算される︒発行になって二箇月で発行禁止になった

聞の二○号以下が発行禁止になったのは︑一一月二三日

楼にて開店式を行ふ︒﹂

一︲津山活版所は有待社と称し︑二月一日新魚町の福伝

有待社の開店式には立石岐・植月澄江・中島衛・桜

井徹らが参列している︒︵﹃美作雑誌﹄︶

と報じていることから︑九月ごろ第一号が発刊された︑
と推定できる︒そして︑新聞の創立に関係したのは︑福

﹁津山三丁目二三番地津山申報社創立事務所設立﹂

同年二月二五日発行﹃美作雑誌﹄一四号

は︑これまでに記したように︑美作同盟会から美作自由

以上の記事は︑﹃政談いろは新聞﹄と無関係ではある

井周二郎・立石岐・安東久次郎らであった︒上記三名

党に関係した中心人物であった︒したがって︑﹃美作雑

進めていかねばならない︒しかし︑自由党の中心的人物

まいが︑どういう経緯がそこにあるかは︑丹念な実証を

一五年︵一八八三︶になると︑津山の印刷関係は急に

によって印刷所ができ︑新聞発行が企てられ︑発行され

誌﹄と同根の出版物である︒

明るく活気を帯びてくるのである︒自由党結成への胎動

たことは間違いない︒

一一月二八日付の﹃山陽新報﹄は︑﹁目下入監中の者

と全く軌を一にしていることも興味がある︒
ここに新聞・雑誌の記事を拾って承よう︒

は︑福井浪二・福井周二郎・椿清吉・遠藤忠興・福田耕

次郎・中島国太郎・井上豊吉・安田金次郎・牧駿足の九

一五年一月四日付﹃山陽新報﹄

﹁中島衛主幹にて﹃津山新聞﹄と題する一枚摺りの新

名︒﹂と記している︒すべて自由党に関係した人々であ

ず

聞を毎土曜日に発行せんと出願中︒﹂﹁津山二丁目立

る︒この事件は︑一六年︵一八八三︶二月に公判が行わ

政治に関係のある発刊物が︑一度は必ずこのような処罰

﹃美作雑誌﹄と﹃政談いろは新聞﹄の事件は︑当時の

になったかは不明である︒

れた︒その傍聴筆記概略が町に流れているが︑どのよう

石岐が主唱して活版所を築かんとしてゐる︒﹂
一五年二月三日付同紙

﹁活字は大阪より到着し︑元魚町横山治平の二階に備
付︑一月二十日開業︒﹂

同年二月四日付同紙

ｴ9７
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を受けた︑という津山での例証である︒

参考のために︑当時の状況を載せた新聞記事を見てふ
よう︒

一三年︵一八八○︶一一月二二日付﹃岡山新聞﹄には︑

﹁作州津山辺では︑市中を巡行せらるる一本筋の巡査の

権運動は下火になり︑殖産興業に精力が注がれていくの
である︒

みぞう

一三年︵一八八○︶八月一一日付﹃山陽新報﹄は︑﹁岡

ごと

山県同胞兄弟に告ぐ﹂という題で︑﹁未曾有の美挙以後

之︑人々私利を営承︑同胞の愛情自ずから沈埋し︑互に

の危難に遭遇するあるも︑隔岸の火災を見るが如く︑加

しかのみ

は︑今日に至りては之を忘れたるものの如く︑目前︑国

ならずおの

話などをしている者があると︑これこれ其の方共は今何

仇敵視するに至る︒﹂と載せている︒事実︑当時の新聞を

うちに︑︵中略︶市中にて国会開設のことや︑新聞雑誌の

を話していたか︑けしからい︒隠さずと申し上げよ︑と

見ると︑一四年︵一八八一︶を過ぎると自由民権関係は

は︑余輩は只々其速やかに開設あらんことを切望したり

ただた麓

中島衛は︑﹁其未だ開期︵国会︶を公示せられざる間

ったのであろうか︒

のである︒はたして︑美作地方もこのようになってしま

むゆうて心し

て︑其の話していた事柄を聞孔し︑住所姓名までたづね

影をひそめ︑代わって殖産関係の記事が多くなってくる

台きた麓

て手帳にひかへらるる︒﹂と出ている︒

一五年︵一八八二︶四月二七日︑二階町で開かれた自
由大親睦会が警官によって︑集会条例に抵触するとして
解散させられ︑自由党美作部の党員が連行された︒
︵一﹃唾鮮鋸付︶

しと錐も︑今や一歩を進めて国会開設の準備に着手する

は今日の急務﹂︵﹃美作雑誌﹄九号︶︑と︑運動方向の変

なく︑政治を外から内へと重点を変えることを強調して

更を示唆している︒これは︑政治から殖産への変更では
岡山県では︑一二年︵一八七九︶後半

いるのである︒

共之社設立以来︑各結社の指導的役割を果たしてきた

から一四年︵一八八一︶の間が︑自由

六︑中学校問題と溜池問題

両問題の意義

民権運動の高揚期と言われている︒これを過ぎると︑民
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者は︑農村出身者であった︒これらの農村指導者は︑北

津山中学校とも称する︒︶の諸規則並びに経費徴収につい

翌年五月︑津山で開かれた連合会は︑六郡共立中学校︵

以上の経過の中で︑紛争の中心になった点は︑連合会

条県時代を通じ政治方面への自信と力を深めながら︑新

た︒これらの指導者が︑国会開設問題から美作自身の問

議員選出法と中学校経費の徴収についてであった︒特に

て決定した︒

題に目を向けていく︒これが中学問題と溜池問題であ

中学校経費の徴収は︑実際上の負担者となる村にとって

しい時代の地方指導者としての地位を確立しつつあっ

る︒この両問題は︑不思議にも︑共に農村自身の問題で

て︑その経過を述べよう︒

次に︑この紛争の発端となった鏡野地区を中心にし

は重大問題であった︒

のである︒そして︑もっと重要な点は︑身近な問題に対
はあく

する民権運動として把握された︑ということである︒

屋村両村では︑貧富の懸隔も考慮し︑適宜の賦課方法を

中学校経費が割り当てられた西北条郡香々美中村︑藤

発端一○月一四日に設立が決定されてお

作るために臨時村会を開いた︒その時︑連合会の組織及

中学校問題の六郡共立中学校は︑一三年︵一八八○︶

り︑その当時から疑問があったことは︑四章で述べたと

び議決のいきさつを戸長に質問した︒戸長の答弁に満足

できなかった村は︑更に︑郡長に伺い書を出した︒

おりである︒

まず︑この紛争の発端から述べることにする︒

この伺い書に見られる村側の主張は︑

ア連合町村会において新たに事業を創設すること

六郡は︑一三年一○月中に︑郡ごとに町村連合会を開
き︑連合中学校設置案を可決した︒郡ごとの町村連合会

は︑委託された範囲を越えるものであるから︑越権

イ連合会議員は︑複選の手続きによって出されたも

無効である︒

の決議である︒したがって︑中学校に関する決議は

は︑各郡の町村から選出された議員で織成されていた︒
︵犀却壷幽妨椎奉澄溶郡︶

更に︑各郡の連合会議員から各四名ずつを互選し︑六
郡連合会︵以下連合会とする︒︶を構成することにした︒

199

あった︒それだけに︑大きな地域的広がりをもってくる

第五章民擢運動の展開

中学校問題と溜池問題

ので︑議員たるの資格に欠けている︒したがって︑
無資格者の議決であるから遵守する義務はない︒
というにあった︒

久米北条郡打穴上村菅英治
久米南条郡一方村植月澄江

東南条郡籾保村仁木永祐

は︑議決は有効である︑と主張するだけであった︒学校

長も︑村側の主張に対し明確な回答が出せなかったこと

以上の経過の中で︑推察できる重大な事は︑戸長も郡

西北条郡香々美村人民総代中島術

は︑一四年八月二○日︑仮開校式を挙行し︑強行発足を

である︒そして︑郡長は︑民費徴収の見通しが甘かった

これに対し︑共立中学校設立を推進してきた郡長側

した︒そこで︑今度は県令あてに︑﹁津山中学不当之組

ことである︒

県令への上請書の署名者を見ると︑自由党の中心人物

織御取調之義上請書﹂として提出されるのである︒この

上請書は︑今までの経過とこれに対する村側の主張を述

であり︑地方政治の指導者ばかりである︒単なる中学校

これまで

べ︑最後に︑﹁右之通是迄口雲出候願伺書に対する明了の
ま玄

設立にとどまらず︑政治の基本に関係する問題になって

どう

理由をも示さず︑私共人民の情実奄も貫徹不し仕此侭□

きたのである︒

せ

至りて︑此上不当非法の費額をも負担為し致候様相成︑

新聞・雑誌の﹃美作雑誌﹄の論評は︑加藤平四郎が

はくだつ

私共人民の権利を剥奪せらるべき場合に立至り容易なら

論評自ら筆をとったもので︑次のように書

なにとぞ

いている︒︵第五号一四・一○・五︶

ざる次第に付︑何卒御明断を以て御取調被二成下一︑公明
あんど

正大之御処分相成︑私共人民一同安堵仕候様御裁断奉レ

余は該中学校には関係のない者であるが︑事人民の

権利の消長に関するので論評したい︒この中学校は︑

仰候︒﹂と書き︑次の連署をしている︒

西西条郡円宗寺村池上智嘉

六郡人民の協議費で維持すべきものであり︑この協議

きものである︒しかるに︑中学校の発議は六郡の郡長

費は︑町村会議員議定して戸長認可して実行せらるべ

東北条郡下横野村小林小太郎
前原恒四郎

同郡大笹村安黒基

陽nｍ
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一郡四名ずつを選挙させて議員とし︑これによって中

から選出させて郡連合会を作らせた︒次に︑その中から

であり︑その郡長から戸長に諮り︑各郡の町村会議員

ある︒

の人民と同一視し︑人知進歩の度を知らざるの一例で

以上の事は︑官吏が今日の人民を︑依然として昔時

これを論じたのは︑社主である中島衛の地元から取り上

と痛論するのである︒﹃美作雑誌﹄が民権伸張の立場で

されば︑人民の代議士といえる資格を持つ者とは言

げられた問題だけに︑好個の事例であった︒加藤は︑こ

学校の規則︑教則を議決させたものである︒

えない︒かかる議員が議決した中学校の経費は︑出金

の問題を取り上げて地方遊説もしている︒

を決議する性格を備へたる町村会議員より公選せしめ

六郡の連合会に列席したる者は︑協議費支弁のこと

うな警告と皮肉を論説に載せている︒

一方︑﹃山陽新報﹄︵一四・九・二付︶は︑次のよ

する義務はない︒

更に︑加藤平四郎は︑次のような風聞があるとして︑
かこう

郡長が戸長に諮った時︑美酒佳肴を供し︑勢力ある
戸長を別室に招いて︑内愈を含めて他の戸長を説得さ
せた︒

たるものに非ず︒︵中略︶郡長諸氏よ︑諸氏は今日の人

し

郡から村に費用を賦課して︑戸長が臨時村会に諮っ

民を以て一片の公布も知らず︑一条の法令も識らず︑

いい

たが︑議員も戸長も︑津山中学校の成立の順序につい

善となく悪となく︑唯々諾々上命是従ふ十年前の人民

正理党と呼ぶまでになった︒

是とする者を郡長党と呼び︑この措置を違法とする者を

この対立は日を経るに従って深くなり︑郡長の措置を

と同一視するか︑何んぞ迂闇の甚しきや︒

うかつ

ては明了には知らなかった︒

そこで︑議長が郡長に事情の説明を求めたところ︑
中学校設立の事は良い事であるから︑少々の失措は許
したまえ︑との言い訳をしただけであった︒
又︑ある郡では︑郡書記を派遣して中学校へ入学を
す すめ︑
︑小
小学
学を
を卒
卒業
業しし
なな
︑い の に 卒 業 証 書 を 渡 し て ま で
入学させようとしている︒
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その結末一五年︵一八八一一︶五月には︑村側は︑
最悪の場合は一時休校してもよい︑と
の腹を決めるに至った︒ここで三村久吾︵県会副議長︶・

組織に不完全をならし候までにて︑之を廃止する等は生

等の本意に無し之︑︵中略︶生等も貴意に譲り︑﹂と答え

て︑解決への道が開かれたかに歌えた︒

県令高崎は︑最後の詰めに入り︑六郡長と中島衛らを

県庁に呼び仲裁をしたが︑県令は︑協議会議員は違反で

渡部拘が仲裁に入る︒

渡部は︑﹁願はくは兄等も一歩を譲り︑敢てその組織

り︑生徒は家庭に帰らせ︑教師も辞表を出す者が出てき

別れになるが︑この対立で学校長は未決定のままとな

た霊五一・一唖付一﹃叫端隷鋒藍・︶・まとまりかけた会談も物

はない︑と郡長側を支持し︑農村側は議員の改選を主張し

．蔵

︵連合会︶を責めず︑意を教育の一点に注ぎ︑今回の事件
は全く我等数輩
に托して︑以て

六郡千万人の為

た︒中学校は開店休業になってしまった︒この間︑自由

誕

る︒

もちろん

すみお

勿論︑有志者昇校あれ︒此旨広告す︒

十五年十一月

一二月に入って連合会を開催し︑決算審議の席上︑正

そして︑校長には久米南条郡長岡田純夫が任命された︒

学務委員

て︑専ら生徒の便益を謀らんとす︒目下帰休の生徒は

今般校長を置き︑教員を増し︑従来の面目を一新し

同年二月五日付﹃山陽新報﹄はこのように報じてい

失敗している︒︵一手課匪軒祇帝︶

め此不満足を止︑痢窪〃幽呼必啓椎基非認

一一一

廃

鰐踏泌向ぺ迦乙︾

教育で有名な新井奄を校長に︑という運動もあったが︑

して︑唯会議の

らざるの学校に

︾窪綿岡山賎蛎

を出している︒珊側了斗管了ＩでＮ︾廿吉巳︾

と︑中島に文書

澄浄蕊紘鴻抜篭邦で職

共にご尽力あら

め︑じ後共同し︑．一考齢愈樹詠
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理党の議員から中学校廃止の議が提案され︑多数決で廃

側のこの言い分を聞いて承よう︒

六郡共立中学校の廃校は︑一五年︵一八八一一︶一一一月

には︑北条県の民有無税地総計帳も引き継がれてい

にも配付されているはずである︒その上︑九年六月

載されている︒︶は︑北条県の承ならず︑どの府県

ア﹁改正局日報﹂︵九年一月四日︑政府認定の旨が記

二六日となっている︒難行の末決定された校長の岡田純

るはずである︒しかるに︑その中から淵池だけを岡

校と決定した︒︵作や山陽涯報一一二︶

夫は︑翌年の一月に︑岡山県中学校長・師範学校長にな

山県が再調査の取り扱いにするのは不思議である︒

らない︒

イ他から譲り受けていたなら買得証書がなくてはな

あるはずである︒

ア民有地であれば︑従来地租を負担していた証拠が

の理由は︑こうである︒

というのである︒これに対し︑官有である︑という県側

兼ねる︒

く心得難いことで︑どんな説諭を受けても承服致し

はずのものである︒しかるに︑その事もないのは全

イもし︑改正未済のものであれば︑正租徴収になる

っている︒この中学校は意外な結末を告げたのである︒

山中学校のそれと基本的に異なるのである︒

美作の地租改正︵田畑宅地︶は︑九
溜池問題の発端年︵一八七六︶一月四日認可されて
一段落した︒この時︑潮池の地種は民有無税地であっ
た︒ところが︑九年四月︑岡山県に合併されてから︑一

人持ちの溜池にだけ地券が下付され︑二人持ち以上のも
のには地券の下付がなかった︒

一二年︵一八七九︶一二月になって︑岡山県地理課か

ら戸長あてに︑二人持ち以上共有溜池の地種が未定であ
るから︑荊池敷地の証拠を調べよ︑との通知があった︒

県は村側の言い分を一向採用しないまま︑一四年︵一

以上二者を欠く時は︑人民に所有権はない︒

っていることで︑政府も民有無税地として認定済承であ

八八一︶一○月には︑更に厳重な調査をしたばかりでな

これに対して農民は︑旧県中にこの事は改正済承にな

るから︑納得しかねる旨を上申するのである︒少し農民
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作ったのである︒一四年といえば︑北条県が合併されて

と訂正して送り返してきたのである︒まず︑既成事実を

別・持主等記載の箇所を一方的に一つ一つ消し︑官有地

新税が施行されたのは︑北条県廃止以前である︒そう

たかに尽きる︒大体︑改正事務の結了認定が行われ︑

の上引き継がれたか︑それとも未済のまま引き継がれ

この紛議の要点は︑北条県の地租改正事務が︑既済

とではない︒

五年以上も経過しているのである︒そして︑両者の主張

すると︑岡山県は一体どんな理由で︑民有地編入を拒

く︑以前提出していた地籍帳の︑溜池の字・番号・反

は平行線のままであった︒発端の時期もその経過も︑共

否しているのであろうか︒

同様︑農村全体の問題となった︒

及んだのである︒この点からゑても︑共立中学校問題と

条・東南条・久米北条・勝南・大庭の七郡一○四箇村に

この測池に関係する地域は︑西北条・西西条・東北

と述べている︒

立中学校問題とほとんど同じである︒異なるのは期間の
長短だけであった︒
﹁美作雑誌﹄の﹃美作雑誌﹄の九号︵一四・一二・五︶

論評と一○号︵一四・一一一・一一○︶は︑社説
に︑

そもそも︑この紛議はわずか数百項の濡池の敷地の

であると笑われるかも知れないけれども︑この地種が

い︒今︑自分がこれを論ずるのは︑あるいは無益の弁

三月までの間に︑関係村々は委任状の作成をし︑それを

た︒一四年︵一八八一︶一一月から一五年︵一八八一一︶

結末て︑東京の内務省との交渉を決意し

上京運動とここで村民は︑県との交渉に望玖を捨

はたして官有であるのか︑それとも民有であるのか︑

代理人に届けた︒村々から出された委任状の文面は︑次

争論であって︑さしたる大事件と言う程のものではな

ということはすこぶる重大な車である︒これは︑われ

のようなものであった︒

拙者等所在溜池之儀者︑去る明治八年旧北条県治

は

われの人権の消長にも関係する︑と信ずる︒

県がこれを官有である︑というのは︑美作藩の実状

中︑新旧反別調査之上︑改正整頓御認に相成候処︑爾

ところじ

を無視したもので︑法理的にも道義的にも許されるこ
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︾﹂

られ

後本県においては︑改正未済之段被二相達一候は意外之
しばしばすえおき

義に付︑峨々民有掘識之儀嘆願致候得共︑御採用不二

明治十五年四月十一日午後四時二十分︑東京本郷分

局発︑同日六時五十分姫路分局着電報

ネガイスンダジレイハキソクニテケンヨリデ

つい

相成一遂に調査遷延之分は︑直に官有第一二種へ編入候
やむ

ルヲカヤマヘイタルシレイデルマデタレカノ

もはや

様被二相達一︑最早嘆願之道Ｊも絶え︑無し止上告改正之

コルイサイハアトヨリ

右︑今四月十三日姫路より郵便にて来着せり︵午前八

済否判決を仰之外他事なき次第に立至り︑持主一同協
議之上︑貴殿を以て本村の代理と相定め︑︵後略︶

岡熊治部︵池ヶ原︶・広瀬義典︵勝部︶の三人であった︒

全村民の代理として上京したのは︑仁木永祐︵籾保︶・

ある︒長い年月の交渉は︑石橋もたたかなければならな

するが︑それが出るまで︑たれかが在京するというので

内務省は民有すえ置きを了承し︑その旨岡山県に通達

時︶︒

この三人は︑江戸から明治にわたる有力な村の指導者で

いもの︑と思わせたのであろう︒

と述べて︑全員署名押印している︒

あり︑同時に美作自由党の中心人物であった︒実は︑こ

して地租改正事業を担当した一人であり︑﹃北条県史﹄編

る︒矢吹は︑前にも触れているように︑北条県の吏員と

の一二人の外に顧問として矢吹正則︵南新座︶が同行してい

という指令書が来ているのを確認し︑更に︑県令から︑

て︑民有地と認定処分済のものに付︑其旨可二相心得一・﹂

国田地用水溜池地種の儀は︑旧地租改正事務局におい

帰郷後︑総代は岡山県庁に行き︑内務省から︑一︲美作

まさの恥ソ

集にも携わった人物である︒溜池の史実と改正事務の経

﹁人民満足候様処分すべき旨﹂の言葉も聞いて帰津し

ぺし

緯の説明には︑矢吹をおいて外にはない︒この四人は︑

た︒ところが︑数箇月経過しても県からはなんの通知も

来なかったのである︒農村側は県に再三願書を提出し

一五年︵一八八二︶三月八日上京する︒

上京した総代から︑四月に入って電報が届けられた︒

た︒提出された願書の中には︑﹁該願の如きは成規之通

戸長連署之上︑郡役所を経由して可二差出一筈に付︑本書

はず

この電報を︑﹁矢吹日記資料﹂は次のように記してい
︾︵︾◎

205

中学校問題と溜池問題

へんれい

却下候事︒明治十五年五月一一十九日︒﹂として︑返戻さ

なおせんぎ

に対し︑返ってきたＪものは︑﹁処分今尚詮議中﹂という

れたのもあったのである︒このようにして出された願い

文字だけであった︒

請願言

乗共種来砺持罷左候田地周水溜進一展

一別
別持
持主
主記
記裁
裁蝶
蝶一
・呼
一調帳へ箇所コト︒｜字香論友
〃上差出蚤候康宝九年一月四
付付
ず孝
謎琴
一プ
Ｚ其
月国
四日

認寂査ね成武︐有地へ忽込御 成規ノ通北橘派

ハ客年一一一月中狗省へ伺願仕候通落北
倦懸治中明治七へ濁年問桝宅地卜同畷紳

価帳末尾にある番外記載の溜池について誤りがあるの

改正事務局御別報中︑美作国新旧税額比較表及び旧県

地租改正御調査の上︑民有地と御認定の儀は︑地租

を下付されたい︑としていて︑今までの願書の内容と変

緯をるると述べ︑認定通り民有地にすえ置き︑至急地券
ならび

わったところはない︒ただ違っているのは︑﹁今更十年

まかり

令の御達にて判然罷在候処︑今更前件雑号達井に伺井
さかの似

以前に測り﹂とする経過年数の説明の所だけであった︒

かど

あいかさ

候︒︵中略︶何卒至急岡山県再調査御差止め︑兼て御
認定之通民有地へ御据侭被レ成度︒

ところが︑この諦願襟は︑一七年︵一八八四︶一月二

六日付で︑﹁県令へ諭願の手続を了せざるものに付却

高ノ︒

い︒恐らく︑月Ｒだけが経過していっていたのである

その後︑どんな接渉があったのか︑つまびらかではな

八八四︶の一二月のことであった︒

指令の如きご脈を以て︑九年以前に測り再調査相成候磯

あてに請願書を提出した︒この請願書には︑今までの経

下﹂の付鍵がついて却下されてきた︒そこで︑再度県令

ふせん

詣成改正耽溺ノ偽︽判然仕
振候
磯磯
二二勺
勺墾
番喚 鯵

溌 令 ヨ ー 殺 粕 逢 是 二 殻 テ 始 羨 溜逃 走
走管
管轄
轄壷 二

認定
定淘
淘成
成候段
第二於テ蕊テ調査之通街認
段個舞

たのは光陰だけであった︒
この年の幕一一一月一八日︑再び︑東京の内務卿あてに

図７６溜池の請願書一明治16年12月18日一
（仁木士弘氏蔵）

県令は高崎五六から千坂高雅に代わった︒一七年︵一

次のような請願書が出された︒

｜ノー−

は承服難し仕︑随て費用等相嵩承持主一同大に難渋仕

唯いむ念侭う

は前進しなかったのである︒書類の交換だけで︑前進し

で︑戸長で取調べよ︑との指令が到着した︒一向に事

年も明け一六年︵一八八三︶に入る︒この年三月︑地

、
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二七年︵一八九四︶九月二一日︑千坂知事︵一九年七
月県令が知事に変わる︒︶から美作各郡役所あての訓令が
あった︒

﹁其郡内用水溜池の義は︑是迄調査の次第も有し之候
すべ

処︑総て北条県査定の地種に据置候条︑此旨溜池所在
村長へ相達すべし︒

但し︑従前の達指令等にして︑本訓令に抵触するも
のは総て取消す︒

町︶が︑福井周二郎︵三丁目︶に出し

矢吹金一郎︵南新座︶と黒田鷲三︵田

七︑美作民権の特異性

民権と士族

のぶれ

た次の手紙がある︒

かたじけ

しか

拝啓陳ぱ︑本日美作自由党地方部規約御議定之由に

て御招状を辱のうし奉二万謝一候︒然る処生等両名に於

由を愛し権利を重んずる事は他人に譲らざるの精神に

ては︑自由党本部之主義は決して異存無し之︑且︑自

二宮の古い土地台帳を見ると︑﹁明治二十九年九月二

候へ共︑当地同感の士を結合し一小団結仕候上︑追々

これが溜池問題の終止符であった︒

十六日許可︒所有者訂正︒﹂とされて︑﹁官有第三種﹂

御部と連絡を通じ侯様可レ致積に候条︑暫時御地方部

かたがた

が﹁二宮村﹂に訂正されている︒実に一八年という年月

除名候間左様御承知被レ下度此殿御断り秀々伺二貴意一

会し︑党員の大部分が両党のいずれかに入会しているの

を見ても︑郷党親睦会に入っている者は美作親睦会に入

への段階のできごとである︒自由党員の一覧表︵前掲︶

郷党親睦会から美作親睦会に輪を広げ︑政治集団結成

四月二十二日

候也︒

江り

が経過していたのである︒

﹃美作雑誌﹄で論じた加藤平四郎は︑国会議員になっ

一三年九月︶・岡熊次郎

か詮︶

二三年三月︶

二五年二月︶・仁木永祐︵一三年一二月

たし︑矢吹正則︵一二年二月
︵一三年九月

一五年五月︶・広瀬義典︵一五年五月
も県会議員になっていた︒

︵鑑記飢極斗儒錨継也働

である︒
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中︑津山市街地の居住者は三四名である︒更に︑この三

住民が参加するのである︒その会員は一四六名︑この

に過ぎなかったが︑美作親睦会になると市街地の多くの

二二年の町村制施行による町長や︑多くの町会議員が出

その上士族の多くが参加している︒そして︑この中から

会︵前述︶の発起者には︑市街地居住者が中心となり︑

それとは反対に︑二一年︵一八八八︶九月の美作親睦

あったからではあるまいか︒

四名中武家町居住者は二五名︵田町一六名︑南新座七

てきている︒目の前に近付いた現実的政治には︑より興

郷党親睦会員には津山市街地の者は三名︵内二名士族︶

名︑椿高下二名︶である︒この段階で︑政治剛体への結

味があったのであろう︒農村指導者脳と士族の動きに

民権運動のでは︑民権運動に関係した者ほどうい

成案内が出たのである︒前掲の手紙は︑その結成案内を

する旨の通知である︒一三年︵一八八○︶一月に結成され

地域性う分布を示すであろうか︒これを知る

は︑町村制施行時の前と後とにも大きな相違がある︒

た南新座親睦会の開会における矢吹金一郎の式辞には︑

ために︑共之社・郷党親睦会・美作自由党の構成員の分

受けた矢吹・黒田両籍が美作自由党地方部入党には遠胆

この会は︑更に大きく輪を広げ︑国会開設など所期の目

布図を作成した︒

士族や商工業者が住む津山市街地と︑遠く市街地から

野に広がる水田地帯を含む地域である︒

である︒いうならば︑上河原の水田地帯から︑院庄・鏡

山市街の北西部で︑しかも︑市街の周辺に位置する地域

図刀を見ると︑これらの三者が重なり合う地域は︑津

的を達成すべきもの︑と述べられている︒にもかかわら
ず︑自由党名簿を見ると︑武家町からは牧駿︵牧駿足と
も書かれている︒︶一人が入党しているに過ぎない︒
士族たちは︑士族以外の者と政治的に同一の行動をと
るには︑なおいささかの抵抗があったのであろうか︒美
作親睦会結成総会の席上︵一四年三月一九口︶︑士族の多

離れている後進性の強い山間僻地とが︑空白の地域とい

あた

くが﹁権利は結合に非ざれぱ伸張する能はず︑﹂とか︑

うことになる︒

狭い美作についてゑても︑このように三地域に大別す

﹁各自の権利を暢達し︑﹂とか主張しながら︑これ以上
のものになり得なかったのは︑このような緒神的矛盾が

副眠

第五章民椛運動の展開
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図７７共之社員・郷党親睦会員。美作自由党員の分布

ることができる︒民権運動という点から承

て︑津山がどんな位置にあったか推察でき

るであろう︒

八︑議員とその選挙

北条県の民会については︑既に︑第三章

で述べている︒ここで触れる議員とは︑岡

山県としての最初の県会であった一二年︵

一八七九︶三月の県会議員と︑町村制施行

へんりん

時の町会議員のことである︒以下︑明治の

に府県会規則が制定され

一一年︵一八七八︶七月

選挙の一端を述べ議員の片鱗に触れてゑた
い︒

県会議員

た︒これが岡山県妓初の県会につながるの
である︒

当時の県会議員選挙規則の主なものを挙

げてふよう︒

一議員は郡区ごとに選挙で決める︒

班019

議員とその選挙

一選挙人は︑満二○歳以上の男子で︑その郡区内に
本籍を定め︑その府県内で地租五円以上を納めてい
る者︒

一被選挙人は︑満二五歳以上の男子で︑その府県内
に本籍を定め満三年以上居住し︑その府県内で地租
一○円以上を納めている者︒

くれたく

公撰之処︑拙者高点に付承諾致し呉度︑瓜生原村渡辺
佳平治申来候︒

ゅう合

二月八日︑津山郡役所県会議員撰挙会相開候処︑拙

者高点之旨郡長結城秀伴より達し来︑出頭之上勝南郡
の方承諾致候︒

西北条郡之方は︑次点渡辺拘承諾いたし候・

ろが︑﹁一人にして数郡区の選に当るときは︑其何れの

け加えられている︒この点は現在も変わりはない︒とこ

条︑勝南二郡の選挙会も三日のずれがある︒

日間に選挙会を﹂︵規則︶開けばよかった︒上記西北

が︑選挙は︑必ずしも同一の日にする必要はなく︑﹁某

上記の引用文で︑選挙日が五日と八日になっている

九日勝間田へ出張︑森下郡長より撰挙状受取候︒

郡区に属すべきかは当人の好承に任すべし︒﹂という条項

もちろん︑上述の選挙人︑被選挙人には欠格条項が付

がある︒当時は立候補制は採用されていないし︑被選挙

選挙人は︑配付されている用紙に自分と被選挙人の住

所︑姓名︑年齢を記して︑予定の日に郡長に出す︒これ

人はその郡内に居住している必要はなかった︒そこで︑

二郡以上からでも同時に選挙される場合を予想した条項

が選挙であった︒

月︑立憲政体を以て国是と定め給ふの聖勅に基き︑十

たま

会議を興し万機公論に決すべし︑との御誓文︑八年四

なり︒そもそも︑県会の挙は︑明治維新の初め︑広く

県会とは何ぞ︒人民をして民政に参与せしむるの挙

諸君各位に白す﹂という文書を郡民に送るのである︒

もう

さて︑勝南郡選出議員になった矢吹正則は︑﹁勝南郡

である︒

ところが︑この条項に該当する例が起きている︒矢吹
正則が︑西北条郡と勝南郡の二郡から県議に当選したの
である︒西北条郡は矢吹の居住郡であり︑勝南郡は矢吹
の出身郡であったのである︒

矢吹の記録から引用して承よう︒

明治一二年︵一八七九︶二月五日︑勝南郡県会議員
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二年の今日に至って始めて国会の端緒を試ぶられたる

の選挙権者と被選挙権者になることができる者は︑次の

一町村税を負担し︑

男子で︑

一その町村に二年以上居住する二五歳以上の独立の

ような人であった︒

きようゆう

ぽくとうきょう
ものなり︒︵中略︶僕︑幼年楊郷︵少年のころのすまい︶

いわ

を出て津山に住すること殆ど一二十年︑貴郡の郷邑村落

して︑僕︑本籍西北条郡の議員たるを辞して貴郡に従

一町村内で地租を納め︑もしくは︑直接国税を年額

すでに一々識る能はず︒況んや風土民情をや︒然り而

事する所以のものは︑選挙に先後あると遠隔諸君の愛

二円以上納めている者︒

又︑当時の選挙は︑等級選挙制度と言われる方法で行

・て

顧を被るとを以て無比の面目なりとし︑︵中略︶行々

定数は前者は二四名︑後者は一二名であった︒

いう︒︶でも︑同じ日に同様に大信寺で行われた︒議員

級選挙会が妙願寺で行われた︒又︑津山東町︵東町とも

う︒︶では︑六月二五日に二級選挙会が︑翌一一六日に一

さて︑このような方法によって︑津山町︵西町ともい

が︑大きく取り上げられていた︒

制度に比べると︑男女の区別と財産の大小による相違

の者であり︑その他の者が二級選挙人である︒今の選挙

わせていき︑選挙人全員の納める額の半ばに当たる人数

は︑選挙人中直接町村税の多い者から順にその税額を合

を選挙する︑という仕組承である︒一級選挙人というの

て一級と二級に分けた︒各級の者は議員定数の半数ずつ

国会を興起し以て聖旨に副はん事を図り︑又以て︑国
あらかじ

われた︒この制度は︑選挙人を直接町村税の多少によっ

お

家の安寧を図らざる可からざる也︒︵中略︶僕︑ここ
に筆を掴くに当り︑予め諸君に約言する所あり︒僕︑

既に貴郡に諾すれば則ち貴郡の議員たりと錐も︑県会
に列するに当りては独り勝南郡の議員に非ず︒即ち︑

岡山県会の議員なり︒勿論︑貴郡の為には飽くまで尽
力すべけれ共︑一県下の便益たる所を図るを以て主義
となすべきなり︒唯然り︒故に一郷村の故を以て一県
下の是認する所を非議する如きは︑僕の敢て当らざる
所なり︒︵弓斎勤仕録︶

これが百年以前の議員の気概であったのである︒

町会議員の選挙睡岬極揮袖緬唖塞醒諏録歪症嘩詮↑
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られ

おい

れたき

にして︑既に朝廷に於てＪい︶別冊の通︑蚕種製造御規則も

被し仰追々盛大に被し成度御模様に付︑当藩管内に於てＪも

︵鞠弛醍史︶︑と通達している．このように︑政府からの

朝旨を遵奉し︑養蚕速やかに相開き候様尽力致候事﹂
我が国は︑当時︑発展途上国であった︒

殖産指令は︑地方の村々へ通達されていく︒

︑殖産興業と民権

産業を発達させて国を富ますことが最

五年︵一八七二︶六月には︑﹁鉱山業の義は︑管下に

産業の奨励

大の目標であった︒明治になると従来にも増して︑次か

於て最Ｊ心︶盛んに可し起業の義︑渇水等の故障を称へ束縛
これもつ

すべき﹂ことと達せられた︵蟻弛蝉史︶︒この時は︑既

と飯

ら次に産業奨励策の指示︑対策が打ち出されていく︒こ

の聞え有し之を以て︑富国の是非を論じ企望の者は興業

くき

の足取りを追ってふることにしよう︒
明治三年︵一八七○︶三月︑植月七右衛門︵一方︶・大岡

に北条県になっていて︑北条県独自の砂鉄奨励指示であ

︵中略︶於二当管内一御趣意を奉じ︑追々盛大に取開度の

同年九月にも︑﹁養蚕の儀は︑皇国有名の産業に付︑

ｚや◎

熊治郎︵池ヶ原︶・美見孝次郎︵目木︶が勧業掛に任命

○月︑津山藩は︑﹁蚕業の儀は皇国産出中第一
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されている︒それは︑版籍奉還後の津山藩の時であっ
⑥

同年

た

その

は雌は麓

まなかったのである︒

さて︑もう一度思い出したいのは民権

運動のことである︒この民権運動と︑

これから述べる殖産興業とは︑明治前半の歴史を進めた

結社と殖産

︵前掲書︶︑と︑勧農世話方に告諭をしている︒次いで

二本の柱であった︒ところが︑この二本の柱は︑同一の

ふさお

一○月には︑安藤善一︵久米町︶・西村総雄︵美作町︶

梁でもって結ばれている︒この梁とは︑江戸時代から続

以上が︑明治当初の産業施策であるが︑この中から︑
次の二つの事が分かる︒

その一は︑特産物の奨励に力が入れられたことであ
る︒それは︑古来からの砂鉄業と︑新しく力を入れよう

く農村指導層なのである︒言い換えると︑農村指導層

は︑民権運動の先導を務めながら︑農村産業育成のパイ
ロットになっていた︒

そこで︑第五章で述べた結社に︑殖産という面からス

も︑美作では最も古い起源をもつ産業であるが︑明治の

を演説仕り︑衆庶鼓舞養成殖産製物を振作し︑大い

凹まず︑共之社は︑その設立の理由を︑﹁事物の理由

ポットを当てて承よう︒

時代が進むにつれ︑次第に砂鉄業は衰微していき︑蚕業

に勧業の路を進め﹂るためとしている︒そして︑上

るように︑これらの戸長は︑江戸時代におけるかつての

ったことである︒これまで述べてきた各章から推察でき

その二は︑この殖産興業の推進役になるのも戸長であ

うとするものでもあった︒

をする真意が分からない︒﹂という︑欠点を改めよ

る︑﹁不便な土地に住んでいる人は︑結合して事業

述した五年︵一八七二︶八月の告諭で指摘されてい

おおじようや

正事業の当初任命された改正掛の顔触れである︒政治︑

産業いずれにしても︑これらの人が動かなければ前に進

竹田での親睦会では︑第一に農事会話︑第二に時

②次に︑郷党親睦会について触れよう︒

大庄屋格の人たちである︒ここで思い出すのは︑地租改

みち

が主役を占めていく︒

とする蚕業と製茶業が挙げられている︒砂鉄業も蚕業

はり

の戸長二名に︑製茶︑養蚕奨励の仕事を担当させた︒

先づ有志の者を募り︑結社の途相開候様尽力可し致事﹂

みち

の大志不し立より其方向を失ひ︑甚以不二相済一次第に付

ざる

と
ころへ台すうさと
処︑僻欧の民情︑同心結社の意を暁食っざると︑報二国恩一
殖産興業と民橘
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活そのものが第一に取り上げられたのである︒それ

事を討論することである︑と演説している︒農村生

島衛は︑本会の主意とするところは︑世益を図り時

行事内容とする︑と決めている︒これを主宰する中

事討論︑勧業・教育・風俗に関する演説をすることを

民権推進者である︒

村出身者であり︑既に述べたように︑共之社時代からの

べることにする︒二人とも津山市域ではなく︑周辺の農

った︒ここでは二人の人物ｌ菅英治と中島衛について述

なくとも明治時代に花を咲かせたものは蚕業︵後述︶であ

これらの人々が先駆者として経営した企業のうち︑少

まもる

を広げるならば︑共済制度にも発展するであろう︒

菅英治の家は︑北条県の暴動の際に打ち壊しに遭った
ため

又︑何の了解もなく農村に負担が掛かるとすれば︑

というが︑彼は︑九年上京して津田仙の門に入った︒津

ろうか︒主義の一つに︑一致協力して節約を固守

③美作自由党の母体となった美作同盟会はどうであ

は︑﹃農学雑誌﹄を出版して国産を盛大にしようとし

を施して増収に成功した︒そればかりではなく︑津田仙

改良に利用し︑七年︵一八七四︶九月︑稲の花に媒助法

らんかく

共立中学校のように徹底的に反対するのである︒溜

田仙は︑津田梅子の父で︑研究した蘭学を我が国農業の

し︑富強を図ることを掲げ︑政事・法律・勧業・教

た︒菅はこの点に魅せられたのであろう︑はるばる久米

いけ

池問題にしても同じである︒

育・修身・衛生・経済などの演説をすることを行事

彼は︑﹃農業雑誌﹄の七号に︑﹁冷水に育つ稲の事﹂

郡打穴︵中央町︶から上京するのである︒

農村生活事項の影は薄らいではいるが︑いまだ抜け切

と題する論文を寄せて︑﹁余の隣郷に数十年来農業に尽

に挙げている︒

ってはいない︒ここにこの時代の特徴が見られるのであ

力する老農がいる︒この人は︑冷水うけの水田にも強い

ろう︒﹂と述べている︒次いで︑同誌八号にも﹁一茎稲

いつぼんいね

ので︑北海道とか︑山間の冷水うけの地とかによいであ

清水濡という品種を得た︒これによって増収を得ている

しみずもち

る︒

農村の指導者当時の農村指導者の中には︑先進他県
と交流し︑自分の財でまずやって承る
という人が多かった︒
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の場合とを比較し︑藁などを含めた実地の損益計算を出

の疑問﹂と題する論文を載せて︑．茎稲の場合と普通

之が委員一一名乃至一一一名を選任すること︑また︑臨時試

たるや本県勧農科と各郡区の間に︑農事通信を開き︑

なお︑該業をして一層の功を奏せんと欲す︒其方法

わら

し︑必ずしも一茎稲が有利とは言えない﹂旨を具体的に

験場を設くる

というほどの人望家であった︒又︑新しい知識を取り入

ら起こった北条県の暴動も︑彼の家は避けて通過した︑

中島衛は香々美椛の大庄屋を勤めていた︒彼の地元か

か法え

思想は︑政策としてこの建策の中に盛り込まれている︒

彼が山間僻地で取り組んだ体験と︑東京で学んだ理論

ことを主張している︒︵勧農の儀に付建言︶

ぱいし

論じている︒

又︑彼は︑津田仙の考え方にも学んだところが大きか

ったであろう︒打穴に帰って来ると︑二年共之社の一
員になる︒一二年︵一八七九︶には最初の県会議員に当
選する︒
ち堂た

同年五月︑彼は︑立石岐・松田涼治︵久米町︶と共に︑
どじようたく

れて実行に移す︑という行動的な人であった︒津山藩士

かか

次のような農業振興策を県令に提出し︑

となって︑幕末維新時に活動した鞍懸寅次郎は︑一時︑

く；け

禾果の熟否は之を土塊に托して︑其発生栄枯するの

しこう

理を究めず︒植物の虫害家畜の疾病等は之を天時に帰
さたん

中島家に身を寄せて彼の教育をしていた︑という︒

いたず

して︑其予防駆除の法及び療養するの術を求めずし

彼の日記の中に︑こういう記事がある︒

めいしんしやいで

明治十四年︵一八八一︶四月十四日︑明辰社へ出候︒

蕊搾一一一識一茎一一○○茎粒

一中稲名福吉
籾五斗一株二七

もみだねところ都え

て︑徒らに其損耗を嵯嘆して︑而して己が其学術に精
と郡あにうかつ
熟せざるを各めず︒堂迂潤もまた甚だしきものにあら

籾種処換の事を児島郡宇野津村川井速太より依頼に

けだこ

ずや︒蓋し︑是れ我が耐古来農営の行はれざると︑取

付左の両種を送る︒
しゆったい

ごと

長補短の念なきと︑官民隔絶して互に気脈の貫通せざ
るにより出来す︒︵中略︶近年製糸及製茶の如きは近県

無比の盛大に及び︑︵中略︶之れ独り我が岡山県下の幸
福の詮ならず︑皇国一般の幸福といふくし︒︵中略︶

瀕恥

の

一晩稲稲名明神
籾四斗

稲株二株一挙二匡函鐘
玄米一一一合

ろ︑強健で成繭もよく︑氏はまさに殖産富国の戦士で

ある︒ここに氏から得たものを世の同志に告げよう︒

これを拡充することができれば︑殖産富国に役立つ

ことになる︒連絡されよ︒

で県会議員をしていた︒更に︑川井は︑干拓事業にも関

は︑一三年︵一八八○︶九月から一六年︵一八八三︶一月ま

品種の授受をする︒両者ともに農村の中に生き︑身をも

東京に遊んで実学を学び︑後者は︑他地域の同志と優良

に備えて︑理論を実際に生かそうとしていた︒前者は︑

彼もまた︑菅英治と同じように︑﹃農業雑誌﹄を座右

係をもっていた︒丁度︑中島も︑一三年︵一八八○︶四月

ってその先導に立ったのである︒そして︑共に民権の先

児島郡宇野津村は今の倉敷市宇野津である︒川井速太

から一五年︵一八八二︶五月まで県会議員を勤めていたの

導者であった︒

なぜ︑美作が蚕業の中心地域になったのか︑それはな

る︒

蚕都である︑とも言われるほど急激に成長したからであ

換えると︑古い起源をもちながら明治になって︑津山は

ど美作にとって︑古くて又新しい産業は外にない︒言い

養蚕と製糸を一括して蚕業と表現しよう︒この蚕業ほ

二︑養蚕と製糸

である︒両者の間に︑南の干拓農業と北の山間農業との
稲作が話題になったのであろう︒川井からの依頼で︑種
籾
︑津
津山
山﹄に あ る 明 辰 社 と い う 高 瀬 船 の 運 送 店 に 送 ら せ
籾を
を︑
たのである︒

彼は︑一五年︵一八八二︶一○月一○日付の﹃山陽新

﹃農業雑誌﹄で︑養一蚕についての三河国渥美郡︵愛知

奉報﹄に︑こういう記事を寄せている︒
済

鐸県︶小柳津忠氏の論文を読承︑更に︑手紙を出して報告

鋳とらわれず︑イタリー等の養法を取り入れている差﹂と

るべくしてなったのである︒少し時代はさかのぼるが︑

産を得た︒それによると︑信・上・岩・羽諸州の習慣に
第を知った︒そこで︑氏に依頼して秋蚕種を求めたとこ
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寛政三年︵一七九九︶︑久世の早川代官は︑﹁海なき国

３︑地場資本活躍時代︵二六年以後︶

２︑基礎確立時代︵二五年まで︶

七年︵一八七一一

にぎほ

七四︶内田簾穂は信濃の

六年一月士族の有志が上州・武州に

九月有志の男女六名︑上州島村で技術

七年三月女子三名︑工務省製糸場で製

苗を持ち帰る︒

帰る︒吉野郡の戸長千原修吉が︑信州から小牧種の桑

六年勝山藩士が︑福島県から小牧種の桑苗を持ち

糸技術の伝習︒

六年九月

の実習︒

六年四月

所させ︑製糸の伝習を受けさせる︒

五年一一月山下吉蔵︵勧業掛︶を前橋製糸所に入

見学に行く︒

五年一○月

上塩尻村に実地修業に行く︒

五年

る︒まず︑年代順に記していくことにする︒

技術の習得優良品種の導入が行われる時代であ

この時代は︑先進地の技術習得︑桑の

１︑先進地見習時代

には︑蚕の業を勧むる事︑昔よりの教へなり︒必ず捨つ
くからず︒﹂︵﹁久世町史﹄︶と︑農民に教えたという︒

この言葉ほど︑蚕業立地の条件を言い現して妙を得たも
のはない︒彼が名代官と言われる理由はこんなところに
もあるのであろう︒

蚕業は時代により消長はあったが︑一般に自給自足経
済型の江戸時代には︑成長型の産業にはなりにくいもの
であった︒

それにしても︑関東に本拠地をもつ沼田藩の支配地が
ある吉野・勝北・英田の諸郡や勝山藩では︑先進地域と
交流して蚕業が勧められていた︒このような素地と蚕業

立地の好条件の上に︑開国による外国市場の出現によ
り︑蚕業は︑外貨獲得の花形として登場してくる︒すな
わち︑殖産興業の優等生となってくるのである︒前項で
触れた三年一○月の布達︑五年九月の告諭なども︑蚕業
への力の入れ方を示すものである︒

以下︑北条県設置以後の明治を次のように時代区分し
て︑蚕業の発展の跡をたどって承よう︒
１︑先進地見習時代︵一○年まで︶
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七年南新座の安藤重恭は︑教師を招いて桑苗の栽
培試験をする︒
うさきち

していただいて︑数万金の結社を作って国恩に報じた

い︑と思う︒﹂と記してある︒

物産融通会社の事業の大略は︑次のとおりである︒

伽養蚕

七年浮田卯佐吉は︑但馬から仲間木を取り寄せて
栽植し︑種子を取り寄せて二反歩にまく︒妻柳は︑信

旭川・吉井川・吉野川の河原や附州など不毛の地に桑

在来の産茶の質を高め︑増産になるように世話をす

②製茶

る︒

者には融通もし︑なお︑桑苗の希望の向きには斡旋もす

あっせん

以上の件について︑開墾や栽培のための資金が必要な

るよう尽力すること︒

極力︑今ある桑で養蚕を勧め︑生糸の良いものがとれ

野・荒地にも栽培すること︒

を栽培し︑蚕種を作ること︒これ以外に︑田畑を初め山

州から松本九八及び同人妻を招き︑養蚕製糸の法を習
う︒

以上が先進地からの技術習得の状況である︒これとは別
に︑北条県は︑一つの機関を作って特産物の奨励に乗り

養蚕世話方に出された告諭︑﹁︵前略︶

この会社は︑五年︵一八七二︶九月︑

出している︒これが物産融通会社である︒
物産融通会社

一同申合先づ有志の者を募り︑物産繁殖の道相開候様尽

同年一○月︑森本源治郎︵養蚕世話方︶・西村総雄︵養

る︒開墾や植え付けや肥培に資金が入用な者には︑その

力可し致事﹂を受けて作られたものである︒

蚕世話方︶・山下吉蔵︵勧農懸養蚕世話方︶・安藤善一︵勧

求めに応ずる︒

は何でも相談に応ずる︒

その他牧牛・養豚に限らず︑国内富強の基になるもの

却できるように世話をする︒

上記の繭・生糸・製茶については︑なるべく高値で売

業掛︶は︑物産開業仕方書と物産融通会社定則を作り︑

県庁︵北条県︶の許可を得て︑各区の戸長︑副戸長に尽
力を求めるのである︒

戸長︑副戸長への依頼書の中には︑﹁区内漏れなく説
もちろん

諭していただき︑何とぞ一区一口は勿論︑幾口でも勧誘
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又︑翻訳書の売買や貸本も営む︒

以上︑換金農畜産物に関する技術指導から︑それに要
する資金の斡旋︑更に︑購入販売に至るまで世話をする
というのである︒

であろう︒

︵鶏銅軸華蚕業沿革史﹄︶

２︑基礎確立時代

特定少数者の内地留学だけでは︑早急

な技術の向上には結び付かなかった︒

蚕の飼育法でさえ失敗が多く︑更に︑製糸に至ると粗悪

技術者の養成

一本局は︑津山二階町元銀札場に置かれた︒

もはなはだしかった︒そこで︑一○年︵一八七七︶三月︑

又︑この会社の組織は次のようになっていた︒

一資本金は壱万円で一株百円である︒

山下の元懲役所跡を勧業試験場として︑桑などの有用植

すべ

一養蚕︑茶製造その他総て物産事業勧誘教育などに

物を植えてその奨励に努めた︒一方︑隣接する物産会社

跡は養蚕製糸所として︑産業機械を備え付け︑製糸技術

従事する者は︑衆議公選によって決め︑冊給をもっ
て一腿う︒

同年六川には︑群馬県前橋から山塞民治を招いて︑養

を伝習させることにした︒

この物産融通会社がどれだけ活動したかは詳細には分

蚕と製糸技術の指導に当たらせた︒第一回の伝習生が卒

その他社長︑副社長︑会議の事などを決めている︒

からないが︑北条県の産業奨励に対する並々ならぬ熱意

業したのは八月三○日であった︒

ここに初めて︑技術者の自給の道が開かれ︑美作にお

を読承取ることはできるであろう︒これまで述べた状況
から判断すると︑恐らく︑養蚕の奨励に諏点が侭かれた

ける工業近代化への第一歩が踏歌出されることになる︒

を仕入れ︑作州一円に一一万八六五八本と五一一駄を売りさ

伏見町浮田柳

二宮村河原政ノ

第一回の卒業生は︑

であろう︒この会社に関係した森本源治郎の﹁桑前渡し
帳﹂が残っている︒これを見ると︑上州・因州から桑苗

ばいている︒恐らく︑この会社を通じた売買と推定され

伏見町松本テル

だ

るが︑桑苗の販売が当而この会社の段大の仕聯だったの

既
2
ﾘ
２
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城代町日下フサ

を受けた者は二七名であった︒この二七名を分析して承

一三年︵一八八○︶に勧業試験場で︑養蚕製糸の伝習

郡部八名︵内士族三名︶

城下町︵市街地︶一九名︵内士族一八名︶

ると︑

吹屋町松本トヨ
以上五名で︑この五名は︑二年︵一八七八︶︑上等
卒業者となっている︒一○年︵一八七七︶から一一年
︵一八七八︶にかけて合計五六名が卒業している︒

士族の子女の進出が増加しているのである︒蚕業が脚光

となり︑城下町出身の士族が極めて多く︑この方面にも

第一回卒業者五名の中︑四名が城下町居住者である

を浴びて来だし︑士族の男子は多く教師になったが︑そ

︵一﹃に陽細報一一八付︶

が︑二年︵一八七八︶までの総計で承ると︑城下町居

の女子は︑養蚕製糸の技術職へ進む傾向が出ている︒

﹃山陽新報﹄︵一二・二・二四付︶が︑﹁旧城郭は変

住者は一九名で︑かなりの数を占めてはいるが︑農村出
身者が過半数を占めている︒この中には︑浮田製糸の浮

じて桑田に化し︑茶園となる︒﹂と︑津山の近況記事を

よしの

田卯佐吉の妻柳︑妹圭口野もいるし︑矢吹貫一︵一一階町︶

戦せているが︑当時の状況がしのばれる︒

である︒当時としては︑先端をいく技術者であった︒

とにより︑次に来る製糸業経営の素地を作っていったの

と︑当時の蚕業指導者は家族ともども蚕業に従事するこ

の共之社の面々によって二宮に設立された︒共之社の目

七八︶︑立石岐・中島衛・菅英治・内田鏡穂・安黒基など

設立されていくのである︒その第一号は︑一一年︵一八

このような環境になってくると︑私立の養蚕伝習所が

つるこ

の娘津留子も︑西村総雄の娘マサもいる︒こうして承る

又︑この中には男子四名が含まれ︑︒新しい時流に乗る職

的に挙げられた︑﹁大いに勧業の路を進め︑社会鴻益繁

した浮田柳を始め松本テル・日下フサを教師とし自給体

一二年︵一八七九︶には山室民治の職を解いて︑熟練

任は妻日下フサであった︒ここにも︑第一回伝習所卒業

五章参照︶︒この伝習所主任は日下礼行であり︑製糸主

栄﹂に尽すことが︑実行に移されていったのである︵第

こうえさ

場でもあった︒

制が実を結んでいくのである︒

冴蛎

養蚕と製糸

生が技術指導の前線で活動しだしたのである︒
これ以後︑養蚕製糸技術の伝習は︑矢吹貫一・大岡熊
治郎︑安藤亜恭・畑信好らによって随時行われた︒
二○年︵一八八七︶前後になると︑県立や郡立の養蚕
伝習所が再び設立されだした︒この設立の波に乗ってで

そ・つ

きたのが︑二一年︵一八八八︶︑慨山校附属建物に設置

しら

された県立津山伝習所である︒︾﹂﹄﹂には群馬県の中島惣

七が教師として招かれている︒二一一年︵一八八九︶にな
ると︑伝習所は︑実業を授けるにとどまり︑高級な技術
を究めるに至らない︑として︑学理と実業とを併せ習得
へんみ

できるための講習所に発展的解消をするのである︒
一一四年︵一八九一︶逸見寅雄は︑津山養蚕伝習所を作

った︒この伝習所は理論と実際の両者を身に付けさせよ
うとしたものである︒逸見寅雄は︑二○年︵一八八七︶︑

東京滞給社第一回識習を修了し︑次いで︑西ケ原養蚕試
験場︵東京高等蚕糸学校の前身︶を二三年︵一八九○︶

業年限は︑男子二箇年︑女子三箇年で︑理論と実習を授

に卒業している︒彼は︑父の士族廃止に伴う給付金で︑
東京に出てこの道の勉強をした︒津山に州ってくると︑

けるという学校的色彩を多分にもっていた︒毎年一○名

から二○名の入学生を収容し︑明治を通じて多くの養蚕

椿高下に養蚕場を新築し︑津山養蚕伝習所を開設した︒

伝習所という名にはなっているが︑入所した生徒の修

図７８私立津山養蚕伝習所（逸見初音氏提供）
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技術者や蚕種製造者を育成した︒又︑彼は逸見小石丸と
いう蚕種をも作り出している︒

製糸場出現一○年︵一八七七︶前後の生糸は︑製
糸技術も悪く産額もまとまらないの
で︑輸出するまでには至らず︑せいぜい国内向きであっ
た︒それでも繭産額︵一○年︶は︑

美作国六二一石八斗八升三合

備前国一三八石一斗一升
備中国一三一石八斗三升
と︑地方別では美作は他地域をはるかにしのいでいた︒
一○年︵一八七七︶の勧業試験場・養蚕製糸所設置は︑

養蚕製糸への資本投下を刺戟した︒
ざくり

一一二年︵一八八○︶︑浮田卯佐吉は伏見町で座繰製糸

を開始した︒これが浮田製糸である︒一四年︵一八八一︶
戎こと

立石岐・内田賎穂・安黒基・渡辺拘・中島勝らが︑一一宮
で座繰製糸を始めた︒
えいしんしや

やすたみ

一五年︵一八八二︶には盈進社ができた︒この会社は︑

盈進社規則

は︑

方今士族の

産に就くや︑

蓋し蚕業より

善きはなし︒

何となれば︑

便多くして弊

害少し︒︵中略一

いわこうかつ

す

日く︑広澗の

邸地を鋤きて

直に桑圃とな

す︒臼く︑巨

ず江わ

大の居宅を割

って即ち蚕室

となす・日く︑

男女老幼各執

さんし

るべきの業あり︒其他桑枝を薪とし︑蚕尿を肥料し﹄な

ここ

士族授産の目的で設立されたもので︑松平康民を初め約

︑す等︑細利に至るまで枚挙に這あらず︒於し是広く有

いとま

八○名の士族と︑浮田卯佐吉・森本宗吉・矢吹貢一ら企

志の士を募り同心協力し︑一社を設立して販路を疎通

図７９明治初期の養蚕所（『作陽商工便覧』所峨）

業家四○名の出資により︑五八九○円が集められた︒

閣蛎
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図８１盈進社第一回決算書（森本謙三氏蔵）

し製糸を改良し︑

大規模とな
る︒その代表

と述べて︑士族の産業としては︑蚕業が一番条件に恵ま
れていることを主張している︒そして︑会社の事業とし

的なものが︑

七九︶から一

一二年︵一八

事務局は二階町に置き︑工場は田町︵現津山民芸の店︶

五年︵一八八
二︶の間に士

十台を置いたというから︑当時としては最大の製糸場で

族授産事業と

市脳定州辿無之侠也

刷晩十大年間川吐腿河村正路
叶馴災藤亜拙
釘叶瓶砿Ⅲ武

移転して機械製糸に切り替えた︒

下に座繰製糸を始めたが︑二六年︵一八九三︶︑田町に

田製糸も機械製糸に切り替えた︒同年︑日笠曲豆五郎は山

ひかさ

所に機械製糸場を作る︒次いで二○年︵一八八七︶︑浮

た︒一九年︵一八八六︶︑矢吹貫一は︑南新座柏原車の

かしわぱらぐろ士︽

津山︵美作︶にも産業構造の変革が蚕業から起こり始め

二○年︵一八八七︶前後が機械製糸の開始期になる︒

園などである︒

開墾による桑

た︑日本原の

して行われ

漢ルー従亭傘へ

本韓︑麦蒋ノ爽食籍蕊今燕了然童蕊瀞︽総ｊ謹まず

影司三像

承稽牽豊階町亮審懲ふ畷チ侭萄１ャ魂

茅一一悔

座繰製糸ではあったが︑製糸場が次々に設立されてく

あった︒

経営し︑営業年期を一○年と定めている︒座繰製糸機数

に置いた︒西村正路・安藤重恭・飯田武が幹部となって

げている︒

て︑養蚕製糸︑繭の買入︑蚕種製造販売︑生糸販売を挙

図８０盈進社規則（津山郷土館蔵）
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以上挙げた製糸場は︑二五︑

六年︵一八九二︑九三︶までに
一

トロ

︒■

膳
『

』

しげほ

浮田製糸は︑二五年︵一八九二︶には八○釜とし︑一一一

中美製糸が作られた︒前者は︑四四年︵一九二︶には

に作楽製糸を作った︒勝間田には︑一一一一年︵一八九八︶︑

さくら

田繁穂を中心とする津山西方の企業家が︑吉原︵鏡野町︶

口世ｐ匡

図８２浮田製糸の養蚕室一明治中ごろにできた。

○年︵一八九七︶には一四○釜として︑津山製糸と並ぶ

■１

P

津山周辺部に目を向けると︑二八年︵一八九五︶︑河

廿

解散した︒

は最大の一四○釜を備えていた︒

一p▲

このように︑市街地の資本も農村の資本も互いに結合

図８３浮田製糸のかつての工場

は︑浮田製糸以外はほとんど姿
を消してしまった︒だが︑製糸
場設立は緒に就いたのである︒

３︑地場資本活躍時代
二七年︵一八九四︶︑土居通
信・森本藤吉・苅田善治郎・甲
元保五郎・橋本源五郎・中島恒
四郎・畑信好ら津山市街と市街
近接部の企業家によって︑津山
製糸合資会社︵資本金一万三五

、

窪越・工場は畑町︵現中島病院附近︶で︑当時として

○○円︶が創立された︵稗帥趣

両

規模となった︒田町に移転した日笠製糸は︑三一年︵一
八九八︶には操業を中止した︒
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とは明治を過ぎて大正に入ってからである︒

資本が華やか

にかく︑地場

者の養成を始めた︒四一年︵一九○八︶には︑県立腿事

築移転され︑蚕業に関する試験研究︑蚕種の配付︑技術

七年︵一九○四︶︑岡山県農事試験場蚕業部が二宮に新

金融の仕組承は︑津山では明らかでは

江戸時代から明治時代へ引き継がれた

１︑銀行設立以前

為替方任命

ない︒しかし︑北条県が開庁されると︑津山において

も︑新しい金融制度の芽生えが見受けられた︒それは︑

為替方任命という形であった︒それが民間の企業という

形でなく︑その上︑公務の執行という仕事内容であった

ところに︑津山地方における経済の立ち遅れがうかがえ

陽研８

して︑地域の中心地にそれぞれ製糸工場を作っていっ

に活動した時

講習所と名称を変えた︒ここで養成された技術者は︑地

このように地場資本による蚕業発展期になった時︑三

代である︒こ

方に分散し︑蚕業界の隆盛に尽くした︒郡是製糸社長と

た︒中には︑経済的理由で解散するものもあったが︑と

の中で代表的

なった石田一郎もその一人である︒

は浮田製糸と

津山製糸を挙
げることがで
きる︒前者は︑

同族経営であ
った点に特色

があった︒後
者は後︑外来
大資本に合併
︵郡是製糸︶

されるのであ
るが︑このこ

三︑金融機関の発達

なものとして
図８４二宮農事講習所

るのである︒

ここに森本源治郎︵伏見町呉服商︶・椿徳平︵二階町
紙問屋︶・菊井治郎三郎︵桶屋町絞油商︶・苅田音四郎
︵勝間田町足袋商︶・田中直平︵中之町鉄問屋︶・三好

益三︵新魚町酒造業︶の六名が︑北条県に出した明治六
年︵一八七三︶の願書がある︒︵森本文書︶
今般為替方被二仰付一難し有仕合奉レ存候︒就ては大数

今般廃県に付ては県下五名之者共経費仕払方差止め﹂
た︑と説明している︒

まずは公金取り扱いから出発していくのである︒

融通所の設立北条県廃止以後︑金融と物産流通につ
いての新しい機関の設立が必要とされ
へいそく

だした︒すなわち︑﹁先般廃藩になると人情は消失し︑

ず︑ために他地方の商人にひどい安値で買い取られる状

金銀融通は急に閉塞して︑折角できた産物も売りさばけ

之公金取扱余程の手数相還候儀と奉レ存候︒右に付︑

態である︒このような状態では︑秋になると市在とも貢

あいかえり

第一区伏見町田中清八儀は金貨改方相勤罷在︑同区同

物にも差支えることになる︒﹂︵融通所設立金拝借願︶

まかり

町浮田卯佐吉儀は米価取調方被二仰付一御用端相勤︑右

と︑当時の流通事情を述べている︒こういう状況の中か

雌にとぞ

九年︵一八七六︶八月︑﹁私共同志申合せ︑先に出金以

た︒

ら︑経済安定の意図の下に生まれるのが融通所であっ

両人共兼て実体に勉励仕候者に御座候間︑何卒為替方
助勤被二仰付一候様︒

六名の者は︑お預り金に間違いがあった場合に備え
て︑五万円相当の物件を北条県に担保として提供し︑田

又は︑抵当にて安利を以て貸付﹂けることを目的とし

融通所取建︑米穀並に諸産物等時々之相場を以買入れ︑

七年︵一八七四︶になると︑京都の島田組と共に為替

て︑次のように融通所を設立した︵融通所設立に付報

中・浮田を補助として公金取り扱い業務を開始した︒

方をつかさどり︑島田組は東京その他の為替事務を︑森

告︶・大要は次のとおりである︒

一設立者森本藤吉四○株一株二五円

本組は経費支払い事務を引き受けていた︵北条県事務引

継説明書︶︒この会計事務に付き﹁事務引継説明書﹂

苅田善治郎二○株

ながらひっきょうの

は︑﹁為替方とは乍レ申︑畢寛県限適宜之取計中に付︑
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田中清八一二株
浮田卯佐吉一二株

の多きに従ひ会社の名義︑

にする考えを明らかにしている︒︵前掲書︶

更に︑同管内有志者の相互扶助を説き︑貧富ともに救

済し合う必要を主張して加入を呼び掛けている︒

県庁からの拝借金八○○○円

一資本金一万一○○円

講金融

融を目的にした多くの講が存在してい

二○年ころまでは︑多かれ少なかれ金

一・融通所は伏見町の森本藤吉の家に設ける︒

しんぼく

た︒親睦的色彩の強いものから︑銀行に代わるべき金融

︒大体国立銀行の規則によって運営する︒
・三箇年間で官からの拝借金は返済する︒

目的をもっていたものまである︒ここでは︑特に興味の

たい︒

あるものを紹介して︑銀行設立以前の状況の一面に触れ

・貸付金は︑一箇月一歩二朱とし︑六箇月限りと
する︒

・預り金の利息は一箇月一歩と定める︒

仙永続講

この講は︑﹁親睦を本とし資金を厚くし︑漸次一会社

以上によって承ると︑融通所は美作主要物産の価格安
定操作をし︑預金貸付業務もしていた︒更に︑将来につ

を設立し︑合同一和して以て流通を便にし︑拡して国家

銀行への過渡的機関の意味が強く打ち出されている︒

般人にも貸し付けた︒

融通を受けるものでもなく︑抵当物件があれば︑広く一

社を設立しようとする意図があった︒これは組員だけが

期間は決めず︑漸次資金を多くしていって︑一つの会

七三︶三月創設された︒

の富盛を助くるに至らんことを﹂趣旨とし︑六年︵一八

いて︑組織が拡大されることを予想して︑役員について
は︑あれこれ配慮がなされている︒すなわち︑
しかいえど
な

仮に四人の内頭取差配人と為り従事す︒然りと錐

も︑追々加入の人多きに従ひ︑投票を以て役員を定
め︑勤役一年を満期︑
とし︑融通所については︑

仮に津山伏見町森本藤吉の家を以て融通所となす︒
然りと雌も︑更に一箇所の別宅を設け︑追って加入人
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事実︑この講は︑一三年︵一八八○︶一二月︑蓄積され
た資金を津山銀行の株式とし︑これを組員に配分して解
散している︒

さんろく

の制度をやめて︑旧士族にだした公

九年︵一八七六︶︑金藤公債︵石吉向

２︑銀行の設立
津山の国立銀行

債︶で国立銀行が設立できるとなると︑士族救済の趣旨

組員には︑

森本藤吉泉源助森本惣吉

から︑一○年から一二年︵一八七七

と高梁の第八十八国立銀行は︑このブームに乗って設立

立銀行設立ブームが起こった︒岡山の第二十二国立銀行

七九︶にかけて国

目瀬亀吉中島喜治郎中島房治郎
日笠豊五郎
らがなっている︒

された︒でも︑津山にはできなかった︒この事情を次の

廃藩後︑士族の多くは政府から給付された公債を所

②大黒講
五郎らが︑二年︵一八七八︶一二月に組織した︒毎月

持しているだけで活用しない︒中にはしたことのない

ように述べている︒︵銀行設立主意口述控︶

会を開き︑出された蓄積金は森本藤吉が預かっておく︒

商業や工業に手を出して︑大抵失敗している︒全く忍

武岡喜四郎・山内克徳・森川芳蔵・藤田頂蔵・牧尾勇

社員で入用の時はいつでも用立てる︑というものであ

時のためのものではなく︑多分に銀行的業務を果たして

以上の二つの講は︑単なる親睦︑相互救助︑非常災害

く︑山間僻地には行われないものと思い込承︑中には

を心配して︑県庁は銀行を勧めたが︑世の大勢に暗

一個の利益を営もうとするからである︒このような事

びない事ではあるが︑共同事業をする心がなく︑自分

いるものである︒しかも︑津山銀行の中心人物である森

これに応じようとした者もあったが︑大勢に押されて

る︒

本藤吉が中心的役割をしているところに︑銀行はすぐそ

さたや承となったのである︒

第二十一一国立銀行増資の時にも︑二︑一一一の希望者が

こまできていて︑銀行設立前の過渡期の様相が色濃くな
っている︒
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作人は︑其銀行︵一一十一一銀行支店︶の盛んなるを悦

よるこ

あったが︑津山の士族は許可されなかった︒津山の士

ぶの情絶えてなく︑又︑其助援を乞ふを屑しとせざる

こいさぎよ

族は先非を悟り︑共同の必要を感じ︑津山士族約二○

也︒又︑決して銀行の為に其利を謀らざるなｈソ︒思ふ

ため

○○人︑公使証書の金およそ三︑四○万︑誤って失う

に銀行の主任者もまた︑作人の為に謀るは其国人の為

どうさつ

得る事なく︑支店もまた︑其期する所の如く利益なか

す
でたとえこの
巳に然り︒然らば仮令此支店あるＪも︑作人は為に益を

に謀るが如く︑親切懇篤ならざるは明らかなり︒情実

ぱり

者があるも︑なお︑保持する者が少なくない︑として
動いたけれども︑時既に遅かった︒︵後略︶

時勢に乗り遅れ国立銀行ができなかったので︑岡山の
第二十二国立銀行の津山支店が設置された︒

るくし︒︵中略︶

前件の情実を洞察し︑非常破格の特典を以て津山銀

第二十二国立銀行支店の設置は︑一二年︵一八七九︶一

月二七日付で︑大蔵省の許可が出ているのであるが︑実

行設立の許可あらば︑︵中略︶今支店に於けるが如きの

お

際に開業されたのは多少遅れている︒﹃山陽新報﹄︵一

情し﹄日を同じくし語る可からざる者あらん︒是有志輩

し︑汲々たる所以なｈソ︒︵後略︶︵銀行設立主意口述書︶︒

べ

二・四・一三付︶は︑﹁第一一十二国立銀行四月一一十日︑︵中

が自家の私利を忘れ︑士族の為に謀り︑国人の為に議

一二年︵一八七九︶六月︑岡山県は西北条・西西条・

として︑第二十二国立銀行支店設立当時の人心の動きを

合ゆうＢゆうゆえん

略︶玉島・津山に支店を開き︑﹂としている︒

東南条・東北条・勝北・久米南条諸郡の大蔵省為替方税

記すと共に︑津山銀行設立に動くのである︒

国立銀行設立が失敗に終わると︑こ

金預所の位置として︑﹁西北条郡津山堺町一二八二番地

第二十二国立銀行支店﹂︵岡山県布達甲一○五号︶と指

この第二十二国立銀行支店は︑津山における銀行の最

円︶募集活動が行われた︒国立銀行設立が銀行設立の発

われた︒一一一年︵一八七九︶七月には︑株式︵一株五○

最初の民間銀行れに代わるべき銀行の設立準備が行

初であるとともに︑外来資本の第一号であった︒外来資

端であったから︑商人の外に士族の資本参加が大きかつ

示している︒

本への住民感情は︑今も昔も変わりはない︒
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人の株主によって所有され︑この中八人が商人︑二人

た︒二一年の株式の分布は︑五○パーセント以上が一九

した︒

のである︒そして︑一三年︵一八八○︶一月営業を開始

であったことも︑この銀行創立にからむ背景を物語るも

蕊

ﾌ気

鶴

■足

丘F窪

＝
豆

詞
−

図８５錦屋事森本商店
一津山銀行は森本藤吉の私宅を使用し，
明治17年以後日本銀行の業務を代行した｡一
（『作陽商工便覧』所峨）

しつかい

れと同様である︒そして︑又︑大正に入ると統合の時代

行の乱立時代を迎える︒それは︑前述した製紙工場のそ

津山銀行を最初の銀行として︑明治の後半に入ると銀

支店となって元魚町に移るのである︒︵伽諏稲坐諏匪稀畔︾

行の出張所が津山ロに設けられ︑これが翌年二月一日︑

ところで︑四三年︵一九一○︶一二月一日︑第二十二銀

ている︒第二十二銀行は堺町から移ったことになる︒

れによると︑津山銀行と第二十二銀行は伏見町に同居し

のような絵があるが︵明治二二年﹃作陽商工便覧﹄︶︑こ

津山銀行は︑三月から日本銀行の代理を行った︒図明

以て事務多忙︒﹂

﹁三月一日︑本日は︑国庫金取扱所引継の初日なるを

雛形廻送相成たり︒﹂

ひ鉱がた

取扱所に改正相成しに付︑是迄の諸表︑悉皆改正の分

これまで

﹁二月二二日︑本日東京森本藤吉氏より︑今般国庫金

うに記している︒

一七年の﹁野矢備忘録﹂は︑津山銀行について次のよ

が士族になっている︒大株主は︑旧藩主の松平康民と森

毒

本藤吉の二人であることも︑又︑岡山県最初の民間銀行

︾

一議

協隠粥

Ｌ 一 一 １ − − − − １ ■ ̲ − 画 ﾛ ＝ ー
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を迎えるのである︒

次に明治時代の民間の銀行を表にまとめて承よう︒

１

森本藤吉
土居通博
元魚町

元魚町

伏見町

三万円
二八年一月

安黒基

三○年︑

行名 一鑑立舞月畦一頭取一位置一備考
五万円

津山中央銀行
三万円
二八年

安黒基

一二年一二

津山貯蓄 銀行
三○万円
二九年三月

河田五六

津山銀行

美作銀行
三万円
三五年

１１

二六銀行
四万円
四二年

四一年

坪井町 二六銀行
陸恰餅

坪井町

妹尾与志夫

坪 井 町 普通銀行
を合併

本店は
︑邑村

四五年︑

妹尾順平

坪井町

西今町

今井辰蔵

︵﹃津山の銀行﹄︶

旦睦良 田町

代表者

土居通博

四二年︑

三 丁 目 解散

普通銀行
五万八千円
四五年一月
一○万円

津山信用組合

六万八千円
三○年四月

三○年三月

鶴山銀行

津山支店

土居銀行

妹尾銀行

月

銀

四︑商業その他

新しい気風と明治を迎えると︑津山の山間部にも新

坪井町しい文明開化の波が押し寄せてくる︒

新しいものに適応しようとする動きが︑どこからともな

く現れてくる︒その動きは︑まず坪井町に現れている︒

さくしろう

五年︵一八七二︶一一月二五日付で︑第二区副戸長大

西保賊・福井勝太郎・金児儀平・大野朔四郎の四名の名

都んこ

で︑北条県に新聞縦覧所の設置を願い出ている︒その願

書には︑﹁当地は︑山間の小さな町なので︑民情は頑固

で︑古い習慣がそのまま残り︑不学文盲の者が多い︒だ

から︑御布告の事も分からず御維新の事もわきまえてお

らない︒これというのも︑一つは都の文明開化の状況と

か︑外国の日進月歩の状況とかを知らないことからくる

のである︒ついては︑東京で発行されている新聞を時々

取り寄せ︑区内人民に古老から読承聞かせたら︑今の情

勢も分かり︑次第に開化されていくものと思う︒﹂とし

て︑新聞の取り寄せ方を願っているのである︒この縦覧

所は︑坪井町の第二区会議所に設置され︑区内の者はも
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店を出して紅燈を張る︑このような新しい客寄せの方法

陸恐らく︑町の商工会に類するものであろう︒街頭に

九年︵一八七六︶農村部にも縦覧所を作り︑会議所に

が考え出されたのである︒この町が︑津山最初の誓文払

ちろん︑通行する旅人に至るまで開放されている︒

購入している新聞︵﹃東京日日新聞﹄・﹃備作新聞﹄︶を

する人々も増加し︑夜市の店も商いが多くなった︒縦

大なり︒︵中略︶之に加ふるに新聞縦覧所ありて︑縦覧

八二︶七月二

一五年︵一八

付けているｃ

︑ロー弓ｑ・鼠︽も啄戸︐奇

Ｂ■■１日Ⅱロ■Ⅱ

！Ｉｌ：
１
１１１１

：同
︲論Ｉ
１
１ｌ
傭雲
荷；
澱⁝

さしずめ今様のスーパｉである︒これを当時勧工場と名

取りそろえて販売するという︑新しい商売が流行した︒

勧エ場の出現一三年︵一八八○︶から一五年︵一八八
二︶にかけて︑一箇所に多数の商品を

い︵後述︶を行ったのも︑なるほどとうなずかれる︒

けいもう

に早く新聞縦覧所を設けた例は珍しい︒恐らく︑坪井町
は新しい動きに敏感であったのであろう︒次のような報
道がある︒
とのころ

覧所の発起人はこれを基礎として︑更に繁昌ならしめ

一日︑﹁津山

﹁津山坪井町此頃商業に勉励するもの多くして追々盛

んとして︑商売上の議会を作り︑大文社という一社を

共同勧工場﹂

店した︒

が津山にも開

作り︑銘々議員となり︑︵後略︶﹂一一﹃に陽諦報認付︶
あき戦いみせ

ねこ

﹁坪井町には街頭に商騨を出し紅燈を張る︒ひげをは
うちわ

やした官吏や︑団扇をもてあそぶ妖猫は︑たそがれよ

森本藤吉・

森本宗吉・竹

り涼気を追うてここに集り︑此節は繁華なり︒﹂
︵作手山齢新軽部︶

山治平・田口

中清一郎・横

る︒津山市街を代表する︑いわゆる津山銀座であったの

半次郎らの発

陽酪悔

当時の新聞に出る町の模様は大抵坪井町のことであ

であろうか︒この町が商法上の議会を作った︑というの

図８６勧工場設立届（森本謙三氏蔵）

配付して啓蒙に尽くした例はある︒しかし︑前者のよう
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商業その他

あるい

器脂

本会︵博覧会︶純益金は︑其金額に依り勧工場の負債

を償ひ︑或は出勤者︵琳畦麺評識毛岐雌弛て︶へ賞与等︑

本会総理の意見に任す︵博覧会決定書︶・

とあることは︑以上の措置の裏付けである︒

山陽銀行も設立され，現在は駐車場一

起で︑津山西町の商人二六名が株主になっている︒
ぎそう

京町の元義倉を修理してこれに充て︑各店が販圭元する
物品を持ち寄り安価に売るという趣旨である︒
この勧工場のやり方を説明して承よう︒︵癖鋤継伺銅立
蝦騨︶

一創立没一一八○円のうち四○円は借金し︑残り一一四
○円を株主が出資する︵一株六円とし四○株︶︒

図８７勧工場の設立場所

一勧工場の収益は︑出品者から取る場貸料である︒
場貸料は出品者の売上高の百分の三である︒

一三箇年を開業年期とする︒
一必要商品を︑普通価格より多少安くし︑正札付で
現金販売とする︒

一勧工場を幾つかに区切り︑それを店主に貸し︑店
主は自宅から通勤する︒

一金銭の取り引きは津山銀行と明辰社︵後述︶が取
り扱う︒︵当時一つしかなかった地方銀行ｉ津山銀
行の人脈と金脈の現れである︒︶

ところが︑この勧工場は三箇年の期間という条件であ
ったが︑一箇年で赤字経営になったので︑﹁津山共有博
覧会﹂に切り替えるに至った︒

−ここに勧工場が設けられた。津山銀行や

第六章産業経済の発展

博覧会の会期は︑七月一四日から八月六日までで︑這

その他の発展策

ああもし︑こうもしたであろうが︑

それは個人的なものが多かった︒津

山町全体で考えられ︑実施されたことは︑明治の時代に

券料︵入場料︶を取って収入とした︒

以上が全国的に流行した勧工場であったが︑津山の場

年︵一八九八︶の富くじである︒これは二六年︵一八九

はなかった︑と言ってよい︒ところが︑珍しいことに一

今度は︑次の方法が一つの町の発展策として実施され

三︶の天然痘の流行と︑日清戦争の後遺症から脱却しよ

合は一年で切り上げた︒二六名の商人が商業繁栄策とし

ることになった︒三○年︵一八九七︶ごろ︑坪井町の今

うとした苦肉の策であった︒今井辰蔵・竹中源一・河野

つだけ津山全町の合意によるものがあった︒それは三一

井辰蔵・草地虎四郎・山下清吉らによって計画され︑坪

正勝・多羅尾勉らが中心となり︑大運動の末︑富くじ開

てやった事には間違いない︒

井町︵今井呉服店︶から福渡町にかけて通路を作り︑こ

催の特別許可を取り付けたのである︒
その富くじの要項は︑

だらお

れに面して商品を陳列した︒いずれも勧工場と言われて
いるが︑この坪井町勧工場は︑前の勧工場と大きな違い
があった︒それは︑この通路の福渡町分を娯楽︑飲食店

街にしたことである︒計画者の頭の中には︑浅草や千日
前をねらう夢があったのである︒娯楽街と家庭百貨販売
の組孜合わせ︑そして︑家の中ではなくて通路の両面の
使用︑古いものから新しいものへ次々に変わっていく︑
その過程と商業への熱意をここにふることができる︒

２３７

これは︑四二年︵一九○九︶︑今井辰蔵の個人経営にな
ったので︑勧工場には終止符が打たれた︒

図８８江戸時代の富場（長船忠夫氏蔵）

商業その他

ウ各町から委員を出して世話をする︒

イ全津山町の商家が連合して主催︒

ア会場は城山松の段︒

まれたのが誓

た︒ここに生

が必要であっ

本的な振興策

こ玄

エ駒は文句入りでおもしろくおかしく◎

文払いである︒

︵職潤紳塀昧蝉小麺詐嘩い群仙麺牝限り︶

全国商工人名録﹄を資料にした︒

た︒二五年︵一八九二︶と三一年︵一八九八︶の﹃日本

次に商工業の大勢を知るために次のような表を作っ

のになったのは大正も終わりのころであった︒

が全町的なも

この誓文払い

町であった︒

ったのも坪井

が︑これを行

のことである

○○︶一二月

三三年︵一九

オ景品は米の外沢山提供︒

などであった．︵津蝶轄蕊蕊卿淀は︑︶
当日は人出の山ができたという︒そして︑数年来の不
景気も吹き飛
んだという︒

翌年にも実施
を願ったが許
されず︑これ
に代わるもの

として︑津山
小学校庭でマ
ラソン競走を
して人集めを
した︑という︒

それにして

も︑新しい抜

鶴
］

図８９富くじ風景一明治31年一（今井松代氏提供）

図９０津山最初の誓文払一坪井町一（今井松代氏提供）

２３８

鋳物
山

鋳物製造及金物

闇

ｉ
ｇ

社３︵︾識型︶

各種営業

銀行会社

旅人宿料理店

材木商

１

米穀１

８︵迦群型︶

銀行４

︵一︑唖

１

宿一３

商

合名会社浮田商店四五年︵生糸︶

津山飲料合資会社四三年︵飲料水︶

日本柳織合資会社四○年︵柳織︶

会社名創立年製造品目

ことにしよう︒︵認岬斡醗諦﹄︶

次に四五年︵一九一二︶現在の製造会社を参考に挙げる

う︒

山間部の地方消費都市の典型的な例と言うことができよ

のそれより先行しているのである︒これを要約すれば︑

工業にはあまり変化は見当たらない︒商業の進化が工業

商業の分化が特に著しいことが分かる︒それに比して︑

両者を比較すると︑後者は︑数年たったばかりなのに︑

上記の統計は︑両者とも明治中期のものではあるが︑

△琴

人

三一年版

Ｆ︽戸﹄一一

鉱

二五年版

足袋製

染物

４３１２１２４７１２１６１２１４１５１１１５１２３３１２
ｑＯ宮

業

1
０

醤油灘

酢醸
清酒醸造及販売

穀物

煙草製造及販売

小間物卸商及雑貨

造｜商｜商｜商｜商｜商｜商｜売｜造｜造｜業造
諸油商︵石油など︶

行

旅
銀

呉服商
古着商

弓
︻§

糖｜物器｜物

卸商

製

呉服太物商

笛

物

小間物商２

種 荒 問

ばこ
煙た草
製造仲買一５

子

しよ・フゆ壱

屋 ｜ 屋
商 Ｉ 商

陶相｜魚
紙｜菜｜砂荒

醤油醸造一２

物

酒酢製造一２
魚 ｜ 穀
物

養蚕業一１

陽刷９

相
薬

１１２
１

足袋商３
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商業その他

共栄鋳造所四二年︵鋳物︶

津山織物合資会社四五年︵白木綿︶
出張して為替

員一両名ほど

府におき︑社

燃鋤︾排主ダル水

がハ鏡融排次二内

昌一
語⁝沈
黙
︒鍵

美作製紙株式会社二九年︵板紙︶

ひ︑

金の事診を取扱

前項で米穀諸産物の買い入れ価格を安

津山製糸合資会社二六年︵生糸︶

明辰社

と報じている︒

同社に所属し

師いぷ珊職

寺︑銅鉱︶がある︒この鉱山は︑一五年︵一八八二︶か

れた鉱山には国盛鉱山︵津山市国分

殖産興業という方針で︑新しく開発さ
国盛鉱山こ
くせい

送にも営業を広げていた︒︵後述︶

これより先一四年︵一八八一︶には︑明辰社は旅客輸

くだら

下落の損害のため︑同社も維持ができなくなり︑一八年

は︑

び︑本社を伏見町字追廻におき︑支店を西大寺・大阪

おい型わし

津山の米商共は︑当春より明辰社といふ一社を結

う為替の取り扱いであった︒当時の新聞Ｆ一一一岡止森聞一一︶

米穀中心の諸荷物運送並びにその売りさばき︑それに伴

明辰社は︑森本藤吉・森本宗吉・森本弥吉・佃口林助

剛
Ｉ

定させ︑又︑資金の融通もするという

融通所について述べた︒次に誰金融についても記した︒

錘

溌到可議・一狸

非山点可司

１

︵一八八五︶九月︑百済市郎・大林定次郎・福井周二郎・

蕊蛎瀬

側

た船は︑渡海船
三六隻︑高瀬船
六○余隻に達し
ていた︒高瀬船

１
１

・中島常四郎・泉勝四郎・目瀬他吉・片桐種吉らの︑米

嘉朕

この両者とも︑銀行業務を端的に示していることにも触
れた︒この銀行業務的な分野は︑一三年︵一八八○︶一
月から開業された津山銀行に引き継がれた︒
ところが︑融通所の米穀部門はどうなったか︒これを

竿

福井浪二が整理して︑再出発させた︒

の遭難や︑米価

r◆

穀商中心の共立会であった︒したがって︑その業務は︑

引き継いだのが明辰社である︒

１
ｊ

図９１明辰社飛船の株券（美作高等学校蔵）

２４０
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ｰ垂ロデ

ら採掘され︑二五年︵一八九二︶ごろ最盛期に達し︑四

につしん

碑h＝

○年︵一九○七︶過ぎまで続いた︒小規模な鉱山ではあ
ったが︑日清・日露の両戦争が起こった時期でもあった
ので︑開発の波に乗り︑鉱山としては恵まれた時期であ
った︒その当時︑従業者は五○○人もいた︑と伝えてい
る︒

図９２国盛鉱山地区の宅地造成

県の通達では︑この鉱山の開坑に際しては村々とよく
協議をして故障になる点がなくなって出願せよ︑という
ことであった︒採鉱の当初から︑いろいろと公害が予想

されていたのである︒一六年︵一八八二︶になると︑鉱

刊Ｒ砥９

Ｑｃ宰今一

学 ４

− ＝ ジ e ‐

､錆認j課 、

謹:鋤溌傘

山から出る水や精錬の煙が︑農作物︑特に稲作に被害が
あることが問題になっている︒砂鉄採集時の濁り水が下
流農民を悩ましたことは江戸時代からあった︒そうする
と︑この鉱山は︑津山における公害第二号であったこと
になる︒
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かつて︑鉱山事務所や倉庫があった場所ほ︑今は宅地
に造成されて︑新しい集落に変わりつつある︒
b
』
』
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第七章明治の交通
昭和五年一○月一○日の﹃大阪毎日新聞﹂に︑大正の
初年︑自動車が津山市街に姿を見せた時の写真を載せ︑

った︒

そうすると︑明治時代は︑江戸から昭和への過渡期で

あって︑新しいものがちょっぴり姿を現しかけただけ︑

ころ

﹁まだその頃は︑自動車がやたらに珍しい時分のことと

といっても差し支えない︒
げいぎ

明治初年︑藩の障壁が除かれた時︑他
陰陽連絡の道地域との交通を一番に望んだのは商人

一︑道路と船

て︑それ自動車ちゆうもんが来るんだ︑といきりたった

津山人は︑文字どおりのてんてこ舞︑百余名の津山芸妓

が人力車を連ね︑他に津山愛輪会の自転車隊百名が繰り
出すという騒ぎ方︑﹂と説明している︒

津山地方で自動車が使用されたのは大正六年と言わ

であったであろう︒商人は物を手に入れることを望承︑

れ︑自転車の販売店ができたのも明治四○年︵一九○七︶

ごろであった︒明治時代の汽車は︑今の津山ロから岡山

陰陽連絡上︑津山と鳥取を結ぶ従来の道は︑最短コー

士族は教育を考え︑農民は政治に望承をかけた︒

も︑津山に送電する泉村︵奥津町︶の水力発電所が︑四

スと言えるものではなかった︒この間の道路は︑江戸時

までの開通であった︒今︑ふんだんに消費している電気

三年︵一九一○︶四月に操業を開始するという状態であ

245

道路と船

代から鳥取街道︵因幡道︶があり︑楢から滝本を経て︑
黒尾峠を通過し智頭に達するものである︒これをもっと

短縮する道路ｌ三浦から奥津川へ︑炭山を通過して那
岐・智頭を結ぶ道路が考えられたのである︒これを因州
道と称して︑従来の山道を改修して物資の輸送をねらっ
た︒自ら資金を出してこれを実行に移したのが森本源治
郎︵伏見町︶であった︒

森本源治郎は︑二年︵一八六九︶二月には因幡︑美
作︑備前三国間通商の便を説いて︑津山藩へ因州道開設

の道路の開通に意欲を燃やした︒四年︵一八七一︶三月

に使用している︒途中深扉二と洪水に悩まされながら︑五

同年秋には工事に掛かり︑山林の樹木を切って道普請

︵後略︶

にはこの道筋を測戯し︑所要の人夫と蟹用を算出してい

年︵一八七二︶の終わりにはどうにか開通している︒蚕

願を出す︒一方では︑つてを求めて鳥取藩と交渉し︑こ

る︒廃藩置県後も鳥取側と密接に連絡をとり︑同年一○

業の項で述べている因幡産の桑苗は︑彼の作ったこの道

こうずい

月の願書︵最後の開設願であろう︒︶には次のようにそ

しやだん

路を通って津山に運搬されたに相違ない︒

いたせいか︑交通路開発という点では︑陰陽連絡が東西

上述したように︑中国山脈によって陰陽が遮断されて

道御座侯︒︵中略︶因州表より播州道へ罷越候荷物︑

交通よりも強く打ち出されている︒その二番めは︑次の

かい

当方罷越候様相成︑賃銭駄に付壱匁位は安目に被し存

ような一七年︵一八八四︶の﹁山陽山陰両道舟車道路開
さく

候︒左候へぼ︑上下荷物年分には四︑五百駄位越候様

蝶工郡発起同盟﹂の動きである︒

もつためすじのむぽしめし

申者も御座侯︒誠以て両国民家為筋格別之以二田心召一︑

まかりこし

だられ

奥津川より因州宇塚村分本宿野原村迄馬鍬通より近

まで

の経済的効果を説いている︒

図９３かつての因州道
（小谷善守氏提供）
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そのきょうあい瞳︒つよう

山陰︑山陽の地形を以て察するに︑其狭陵なる蜂腰

域との経済交流という面から承ると︑

道路の改修物資の動きが自由になったので︑他地

の如し︒作州東北条郡に発する加茂川Ｌ﹂︑因州智頭郡

山陰との交流が大きな主題となったのである︒そして︑

ごと

に発する加露川は︑水源両国境に起腕ソ南流する者即ち

津山の役割は︑始点としてでもなく︑又︑終点としてで

︑ずなわ

加茂川︒︵中略︶加茂川は知和駅まで︑加露川は智頭駅

もない︒山陰と他の諸地域との通過点としてのそれであ

さ︒ｂ

として︑矢吹正則・安黒基・ロロ瀬藤四郎︵瓜生原︶・内田

と︑雨天の時は︑実に泥海の如くなり︑歩くに寸地もな

ついてご布令もあったが︑北条県の市町の道路を承る

ふれ

ついて出した布達には︑﹁先般︑市在道路の掃除などに

六年︵一八七一二︶一月︑参事淵部高照が市中の道路に

ふちぺたかてる

となったのは︑その改修ということであった︒

道路そのものについて承ると︑北条県として一番中心

った︒

まで船路を波へ︑知和駅より智頭駅まで四里余︑陸路
はなはけんそ

即ち︑今に坂あれどＪも甚だ峻岨ならず︒従来米商︑因

これ

州智頭・八上二郡の穀類を備前海に運輸する道なり︒
之を修繕すれば陸運Ｊも便にして︑北陸及び一一一丹の穀を

︵中略︶南海に︑南海の諸物を北海に相輸出入する＋
いで

暁穂︵加茂︶・牧恭四郎︵加茂︶が︑知事の裁決起業を促し

いほどになる︒その上︑暑寒湿気のため湿気病の因とな

主さのり

ている︒これは︑物見峠の見直しの意見であるが︑同じ

る︒ついては︑市中戸毎に一人づつ割り当てて︑津山川

日・を出ず︒

ころ伯誉国赤崎から倉吉を通って美作に通ずる計画︵伯

原の砂石を道路に敷くようにされたい︒﹂と述べられてい

府から交付された河港道路経費は六九一○円であった︒

ごと

どろうみ

作両国線路開竪起工︶も主張された︒︵倖や山降詳報一一七︶

る︒当時の道路の実状が推察されるであろう︒これを修

にぎほ

これらの案は日の目を見ることはできなかったが︑現

理すべき経費は思うにまかせず︑八年︵一八七五︶に政

せんぺん

在の道路鉄道網︵又は計画網︶と比較すると︑その先鞭
を付けたものと言えるのである︒

これが︑更に︑三七一三円に減額されるという実情であ

った︒出雲街道︵国道︶でさえ︑修繕の七分どおりは民
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費で負担しなければならなかった︒

ウ広瀬橋から西寺町筋を一直線に入って西今町に至

なければ︑道路は修繕されないままとなる︒道路の改修

央部に好都合であるとし︑ウ案は西今町・坪井町の津山

特にイとウの案について論議を呼んだ︒イ案は市街中

る線︒

が県の手で進んでいきだすのは︑一七年︵一八八四︶一

西部に好都合であるとして対立したのである︒結局︑各

以上のようであったから︑関係地元民が強く申請をし

二月︑県令千坂高雅の着任以後からである︒

かなかったのであろうか︒第一に岡山ｌ津山間の道路の

て偽りでない事を知った︒合県以来どうしてこの路を開

山Ｉ津山間の県道の粗悪なのを聞いている︒今実地に見

新職人町ｌ桶屋町ｌ南新座筋に変わっている︒そうする

備前往来は︑一一年一一一月に︑西今町ｌ閥田川筋から︑

の工事は︑二○年︵一八八七︶四月には完了した︒実は︑

一二月二○日の通達で西寺町の改修工事が決定した︒こ

町の総代が郡庁に呼ばれて議論するところがあったが︑

改修をしたい︒かつて︑津山地方の分県論が起ったの

と︑この改修工事による変更は二回めになる︒交通路の

彼は︑赴任すると美作を視察して︑﹁本省において岡

も︑ここにその因があったのであろう︒﹂と漏している

取り入れについての津山町中央部と西部の対立は︑鉄道

おもしろいことに︑津山市街は︑その筋からの達しに

みち

︵矢吹建言書︶︒千坂も岡山ｌ津山間の道路の実情にびっ

敷設の場合も同様であった︒

こうして︑岡山から津山に向かって道路の改修が始ま

より︑各商戸の軒下一尺余りを切り捨てている︵二一一一一龍

いだ邸わ

くりしているのである︒

るが︑一九年︵一八八六︶二月になって福渡ｌ津山間の

緬騨︶︒道を広く使用する意味だったのであろう︒

明治の交通機関として人力車を忘れることはできな

改修に手が付いた︒この改修で問題になったのは︑市街
への取り入れ口であった︒これについては次の三案があ

の中に︑﹁人力車来る︒一二日稼相始候︒﹂と出ている︒

かせぎ

い︒四年︵一八七一︶八月二日の﹁書物帳﹂︵玉置文書︶

ア高尾から二宮に延びて国道に合流する線︒

人力車のかせぎ人は京町の赤木茂平であった︒

った︒

イ広瀬橋から鉄砲町・南新座・桶屋町に入る線︒
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美作では︑六年︵一八七三︶には二人乗り五両︑一人

便を保持することは︑従来は︑一般人には関係なく船主

年︵一八七九︶には四八○両とある︒津山市街の人力車

こともなくなり︑船税が課せられることになり︑船主の

ところが︑明治になると︑貢租としての米を運搬する

の負担とされていた︒

は︑一二年一○四両︑二二年︵一八八九︶には一七九両

河川改修の責はなくなった︒

乗り三両とあり︑七年︵一八七四︶には二九八両︑一二

となっている︵唖鈴捗蓉獣挙率認金硫雲一．一一鍵麺鋤鐸詰雑諏

一方︑明治になると︑交通も自由となり︑自由に船を

作って商売をする者も出てきたので︑高瀬船の数は減る

偲率趣・明治の人を運ぶ陸の交通機関は人力車で︑そ
の数の増加の傾向だけは了解できるであろう︒タクシー

どころか逆に増加するのである︒

三郡を除く︒︶の船数である︒

次の表は︑一二年ごろの美作︵真島・大庭・久米北条

やバスは大正を待たねばならなかったのである︒
一七年︵一八八四︶の﹁野矢備忘録﹂はこう記している︒

﹁一月六日︑二宮より追分迄人力車を雇ふ・値一八

聖−０

０一０

1
８

郡別一久米南条一英田｜吉野一勝南一勝北一束北条一束南条一西北条一西西条

船数

4
０

銭︒もっとも︑坪井駅迄十二銭︑同駅より追分まで六

でいねいかえす牡わ

112

︵﹃共武政圭窪明治一二年による︒︶

1
１

銭の割合︒追分より目木に至るの間道路険悪︑加ふる
に雨後泥坤︑車行は却って遅緩なるを覚ゆ︒乃ち︑歩
行目木に至り︑同処より久世の間車に乗じ十二時前着

＝−一戸

﹁勝間田より津山伏見町まで二十銭︒﹂

ら福渡の船数を除いて︑その他を合計すると二○九隻と

江戸末期の津山出入の船は大体一八六隻︵﹁津山市史﹂

田原船などがある︒︶となる︒

高瀬船の交通従来の物資輸送の動脈は河川交通であ

第五巻︶とされているから︑明治の船数はかなり増加し

当時︑人力車のたまり場は伏見町にあった︒

なる︒これが最少限度の吉井川本流の船数︵外に︑備前

英田︑勝南両郡を吉井川の船数に入れ︑久米南条郡か

,
9
綴
'
5
９

﹁倉敷︵林野︶より津山伏見町まで二十八銭︒﹂

す︒値八銭︒津山より久世に至る車賃合二十六銭︒﹂

内

った︒そして︑河川改修をして舟運の
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一五年︵一八八二︶五月︑矢吹正則の運輸会社である

以上のように︑河船は増加しているにもかかわらず︑

にも同様吉井川改修費として千五百円計上︑都合三千円

明辰社あての手紙に︑﹁十一二年の通常議会にも︑十四年

めいしんしや

水路の補修は放置され︑船路は変わり︑岩石は川に吃立

を実用に供するよう尽力されたい︒﹂と依頼している︒

ていることが分かる︒

し︑破船の憂いが出てくる状況になった︒北条県時代に

こうしてようやく改修が実行された︒

南郡議員︶・馬場信成︵東南条郡議員︶・渡部胸︵西北

北条県合併後︑一二年︵一八七九︶四月︑矢吹正則︵勝

でもって岩石の取除きができたが︑以来十数年経過し︑

いの中に︑﹁去る明治十二年の願いは採用され︑地方費

年︵一八九二︶四月にも同様改修願が出ている︒この願

きつりつ

も関係区会の議題になってはいるが︑積極的な手は打た

条郡議員︶・直原又十郎︵久米南条郡議員︶らが中心とな

洪水のため山石崩れ落ち︑一方︑山陽鉄道和気駅通過以

河辺・瓜生原︑明辰社・共済社の二村二社から︑二五

り︑全県議員に働きかけて︑﹁県下三国物産を興隆し︑

来舟運一層頻繁になったので︑﹂として︑その重要性を

れなかったようである︒

運輸の便を図るには︑船路の改修が第一である︒美作に

強調している︒二七年︵一八九四︶二月にも願書が出さ

吏こと

ついては︑久米北条郡宮尾村から備前鴻の瀬までに︑し

れている︒このように︑水路修理の願書が出されては水

二八年︵一八九五︶三月の改修願審から︑このような

ひんぱん

ばしば破船の憂いが出てきている︒船税を増加するに当

路の修理が行われる︒これが繰り返されてきているので

こう

たり︑明治十二年度の予算土木費中︑河港改修費八千円

ある︒この点が江戸時代との相違である︒

およ

の内︑凡そ千五百円を一二分︵美作・備前・備中︶して改

修の没用に充て︑船路防害岩石を取除き物産運輸の便を

一三年︵一八八○︶にも︑そして︑一四年︵一八八一︶

は今なお河中にあって危険がある︒今後︑岡山津山間

一一七年秋には︑石砂掘俊方仕様書通成功したが︑石

くつしゅん

繰り返しが終わりに近付いたことが予見できる︒

にも吉井川改修愛として一五○○円が決議されたが︑一

に鉄道がついても︑又︑和気から津山に県道が改修さ

図られたい︒﹂と︑河川改修の建議をしている︒

向工事には手が付けられていない︒
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れても︑このために川船運搬が減少することはない︒

一乗客一人前上等五拾銭壷下等三拾銭とす︒但し︑

午前五時津山出帆︑薄暮西大寺へ着港すべき事︒

昼食付︒

一荷物壱駄四拾八銭とす︒

かさ麓かこの

三一年︵一八九八︶に中国鉄道ができるのであるから︑

る共済社も運送業務に携わっている︒

た︒一一五年︵一八九一一︶前後には︑西原正臣を総代とす

まさおみ

このころ︑明辰社は約六○隻の船で運送業務をしてい

可レ申候事︒

べく

一積込之御荷物に為換金入用之御方は為換御取組

かわせ

るか︑又は︑嵩高の物品は此限りにあらず︒

但し︑壱駄四袷貫目とす︒尤も︑別に手数を要す

一登り荷物壱駄八拾銭とす︒

一登り船乗客壱人前壱円とす︒但し︑賄付︒

西大寺出帆︑三日間を以て津山へ帰着すべき事︒

一毎月半の日︵則ち︑一日を始めとし隔日なり︒︶

︿上り﹀

るか︑又は︑嵩高の荷物は此限りにあらず︒

但し︑圭琶駄四拾貫目とす︒尤も︑別に手数を要す

もつと

今運搬の便を開いておかないと︑津山への客足が衰え
るから︑例年通り岩石取り除きを願う︒
というのである︒汽車という交通革命の時代が近付いて

は思うようにはいかない︒舟運につい

船路の改修も︑政治が軌道に乗るまで

いることは︑ある程度は感ぜられていたのであろう︒
明辰社の船便

ても同様であった︒一四年︵一八八一︶九月三日付の﹃山
陽新報﹄は︑

従来飛脚船と唱えて︑毎月四︑九の日津山発の定め
であったが︑いつとはなく破れて不規則になり︑不便
浄うき

になった︒結城郡長の尽力で明辰社の有志が規則を改
正し︑旧来の船三隻を︑もって隔日に津山を発すること
になった︒

ひせん

と報じている︒前章で明辰社が米穀等の貨物輸送をして
いることを述べたが︑この年九月には飛船︵客船︶の経
営をすることになる︒明辰社の﹁飛船上下出帆表﹂によ
ると︑
︿下り﹀
すなわ

一毎月半の日︵則ち︑一日を始めとし隔日なり︒︶
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二○年代の後半
が舟運の全盛期
になる︒この全
盛期に津山東町
では︑正運社と
か堀毎運送店と
かが輸送業務に
進出していた︒

その他一︑二

の運送業者は出
てくるが︑始逸
と終わりが全く

舵分ナ曲厘昨忠別室叙璽綻盤亭

飛舟上下出帆瑛
一何〃キノ汀疏↑北妙酋︐︒︶午飾望時津山関砿脇靭両夫寺へ

︼津山耐火叶之ロ
訂励評︽寺可
一攻拝受人面上辱玉怜浪下辱三抽三健・１−．

ロザ且桑託酋戻両日■た別弾手型ゥ冨・や◆又﹃寓葛〃Ｒｎ︽鹿回

−初心麦理同紘八雌？課

一再刀字ノ閲踊牢邸か雌︑骸︶剛大晦山軽三側寓り域プ雄山へ

一︐９曇黄寺愛人曾愛脚１１ｒ

阿巧鼻︽今寸一
御し閲舵

一室ｒ禰駒愛勉八桧塊り課・

カハコ帆陣瓦興町中鵬卯

ロロ塁昼ｎ口Ｘ回りａ免別・守画少圃呉ＰＰｘ碑孟冨少ｎ塁一見■

一軍昌之御両駒・寓棋会入胴窺

麺︽牛蚊前毘之翼０興側輔填説了不娃介紅之眠嶋介川逗仏
浅口御阿釣刀毎揮波回ノ閉打倒片侮史鯉蕊廿下反我守本瓦

︒⁝⁝⁝鱒︑麹
各位

僅罪言宅君喜寿寄吉宗桑

ると︑高瀬船は柵原の鉱石運搬に集中するようになる︒
明治末期には鉱石運接のものが一三○隻︑津山に出入す
るもの四○隻︑その他三○隻くらいであった︑という︒
︵﹃高瀬舟﹄︶

図９４飛船出帆表（森本謙三氏蔵）

飛

を知ることはできない︒前記鉄道が現津山ロまで完成す

不明でその経緯

ｑ

想は︑明治当初から存在している︒四

山陰と山陽との連絡路を作るという発

二︑鉄道の幕開き

中国横断計画

年︵一八七一︶の因州道︑一七年︵一八八四︶の﹁山陽

山陰両道舟車通路計画﹂は︑この発想に起因する︒この

当時の物資輸送の交通機関は船と車であったが︑汽車が

敷設されだすと鉄道と陰陽連絡の発想とが結び付くので
ある︒

二二年︵一八八九︶一○月一日の﹃山陽新報﹄は︑次
の記事を載せている︒

作伯鉄道の計而のため︑東京から技師を招いて路

線の難易を予測した︒この路線には︑物見越︑人形峠

越︑田代越︑四十曲越の四路線があり︑それぞれ検討
された︒

四十曲峠を通って山陰に通ずるものとが討議されて

当時︑津山でも人形峠を通って倉吉に達するものと︑勝
山

いたことも報ぜられている︒こういう鉄道建設となる

と︑個人の力で道路を設けるようなわけにはいかず︑こ
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ノ
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拠 仙

／宅

図９５山陰山陽連絡鉄道図
(森本謙三氏蔵・山陰山陽連絡鉄道中央路線理由書から。）

の時も︑各郡の郡長が津山二階町で会合をもち︑鉄道の

鎧塾査一
錨を貴一

計画について画策した︑という︒︵﹃久世町史﹄︶

Ｍ

すなわち︑明治も二二年︵一八八九︶になると︑舟車

;
デ
r

は鉄道にとって変わられようとしていた︒
次に二五年︵一八九二︶︑鉄道敷設法ができ︑これによ
って経済上・軍事上必要な線があらかじめ計画された︒
この計画の中に︑山陰山陽連絡鉄道線路が取り上げられ
た︒この線路には次の三路線があった︒

ア姫路Ｉ鳥取ｌ境港︵東方線︶
ィ岡山Ｉ津山ｌ倉吉Ｉ境港︵中央線︶
につしん

ウ倉敷ｌ米子ｌ境港︵西方線︶
九七︶までの好況時に︑中国鉄道

ィの中央線の岡山ｌ津山間が︑日浦戦争後の一一八年か

ら三○年︵一八九五
として建設されるのである︒

中央線の経過地を少し詳しく述べることにする︒
︵軸準鋤準華鑑識道︶

岡山Ｉ玉柏ｌ金川ｌ福渡ｌ弓削ｌ原田ｌ福田ｌ佐良山

2樹６

から吉井川を渡って津山に達する︒津山以北は︑竹田ｌ
久田ｌ奥津ｌ上斎原ｌ栗祖︵鳥取県︶ｌ穴鴨︵同︶ｌ倉吉
︵同︶Ｉ︵以下略︶と延びることになる︒しかし︑中国鉄道

‑
.
.
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鉄道の幕開き

なって︑出雲街道に沿って建設され︑米子に通ずること

の計画路線は︑津山以北の部分は︑上述の中央線とは異

吉井川を渡り津山に達するというものであった︒これに

中国鉄道路線は︑当初は上述したように︑佐良山から

時︑一方の堤防が切れたのに︑安岡町の堤防は切れずに

ついては︑二五︑六年︵一八九二︑九三︶の大水害の
さて︑中国鉄道建設に関係して︑津山

済んだことが例に挙げられ︑洪水時の水害を考慮して︑

吉井川に鉄橋を作ることに反対したのである︒

町会の一大問題になったのが津山駅の

になっていた︒

鉄道と津山
位置であった︒大体︑明治時代に︑津山の住民の間で大

■●

以上のような討議の中で︑現津山ロ駅が津山駅として

三一年︵一

一△歩

きく取り上げられた問題は三つある︒一つは︑岡山ｌ津

つは︑津山駅の位置をどこにするかの問題である︒特に

八九八︶一二

決定するので

後の二つは︑町会において町民全体の意見を調査すると

月二一日︑津

山間の県道を︑どこから市街に取り入れるか︑二つは︑

いう態度を採ったのである︒明治の者は︑今の審議会と

山駅に簸初の

ある︒

いうような機関は考えなかったのである︒そのやり方

汽車が姿を現

１１

図９６中国鉄道津山駅一現津山ロ駅一
（江見写真館撮影）

鶴山公園の設定について園内の私有地をどうするか︑三

は︑各大字︵各町︶ごとの意見をまとめる︑という形で行

九七︶三月︑

したのである︒

ア宮脇町以西の大字は長法寺辺りを主張︒

津山駅の位置

われた︒大体の意見は︑津山駅の位置は吉井川の南岸と

イ坪井町以東は︑境橋下から今津屋橋︑津山町避病

を審議する町

三○年︵一八

院辺りを津山町の中央と認めて︑ここに駅の位置を

会でも︑﹁津

n

して︑次の二つがあった︒

主張︒
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■DＬ

圃中潤懲嫌式倉職

⁝ｉ
山駅ができる
と︑そこにい
ろいろと家が
建ち︑今まで
の津山町は寂
れる︒﹂と︑津

山駅設置に消
極的な意見も
あった︒この
意見のとおり
津山駅の設置
によって︑城

下町成立以来経験したことのない新しい集落ｌ駅前町

︵今の津山ロ︶の出現となるのである︒中国鉄道の開通

は︑県内では二四年︵一八九一︶の山陽鉄道︵山陽本線︶

に次いで二番めであった︒

当時︑岡山Ｉ津山間は︑一日四回の往復で︑汽車賃は

五二銭であった︒荷物も乗客も予想以上に多く︑翌年三

月には七回に︑大正に入ると︑一○回から一二回に増便
されていくのである︒

中国鉄道が建設されだした当時︑もう一つの鉄道計画

が進められていた︒それは︑二九年︵一八九六︶一月から

二月にかけて計画された作東鉄道である︒この路線は︑

津山ｌ勝問田ｌ江見ｌ久崎︵兵庫県︶Ｉ上郡︵同︶に達

するものと︑江見から分かれて大原に達するものとの二

線からなっている︒これは︑同年六月に出願が却下され

ている︒却下はされたが︑津山から姫路の方面に鉄道を

建設するという意味で︑現在の姫新線の前触れであっ
た︒

ばんぴ

更に︑津山から姫路に至る鉄道計画は︑四四年︵一九

一一︶一二月︑播美鉄道株式会社発起人総会となって現れ

る︒明治末から大正にかけての軽便鉄道建設ブームの現

賜制５

１1
図９８中国鉄道第１号機関車（蓬郷巌氏提供）

図９７中国鉄道開業時の時刻賃金表

鉄道の幕開き

》島鰯

§
雲
鳥
(森本謙三氏蔵）
図９９作東鉄道計画案

れである︒この会社の創立委員会は︑四五年︵一九一

二︶四月には︑中国鉄道株式会社が所有していた︑佐良

山ｌ江見間軽便鉄道敷設権利の譲渡を受けた︒これは︑

明治を過ぎていろいろと焼き直され︑現姫新線となって
いくのである︒

一方︑陰陽連絡中央線は︑岡山ｌ津山間が開通しただ

けで︑津山以北はそのまま放置されていた︒というの

は︑中国鉄道が出雲街道に沿う津山ｌ米子間敷設権を所

有しておりながら︑経済事情によって手を付けなかった

からである︒三九年︵一九○六︶︑中国鉄道がこれを放

棄すると︑再び陰陽連絡路が浮上するのである︒四三年

︵一九一○︶︑津山町は︑津山ｌ米子間鉄道敷設速成を政

府に働きかけた︒津山を中心とした東西南北路線が姿を

現しだすのである︒これが現実のものとなるには︑まだ

芽だ三○年前後の歳月が必要であった︒

最後に︑当時歌われた中国鉄道唱歌の一つを紹介しよ
う︒

けふの天気をさいはひに
中国線の汽車に乗り

煙残して岡山を
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あとに玉柏︑野々口や
みのじ

金川つぎに箕路なる
トンネル過ぎて建部駅

しあはせよしや福渡

鉄橋渡れば作州路
しようらゆう

弓削の焼酎名Ｊも高ノ︑

つぎは美作誕生寺

名さへめでたき亀の甲

源空上人の出生地
さらや玄

久米の皿山さらさらに
名残りも尽きぬ津山駅
川の向ひの津山町
千代とことほぐ鶴山に
城跡残りて名もゆかし
この種の鉄道唱歌は各地に存在し︑地名を覚える教材
として当時学校でも使用された︒又︑口から口へ伝えら
れるので︑歌詞も変形され︑作者もはっきりしないまま
になりがちである︒この歌も作者不詳となっている︒
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ある︒

現市域に関係する郡と郡役所の所在地は次のとおりで

と︑来るべき郡の統廃合を暗示しているのである︒

ことが考慮されたからであろう︒これは︑一面から承る

た︒両郡は地域も狭く︑一つの城下町であった︑という

たが︑郡役所︵一○年廃止の鶴山小学跡︶は一つであっ

第八章公共諸機関の草創期

一︑郡の統廃合と郡役所
第二章の﹁行政区画の統廃合﹂で一部触れたが︑郡が
行政区画となるのは︑明治一一年︵一八七八︶の郡区町村

編成法施行以後である︒北条県は︑五年︵一八七二︶三月

から四月の間の一時期だけ郡長を設けている︒したがっ

西西条郡鏡野町竹田
東北条郡津山市綾部

勝南郡勝央町勝間田
勝北郡勝北町勝加茂西

て︑この時期は郡制と区制とが共存したことになる︒例

域区分にだけ使用されていたのである︒上述の一一年の

久米南条郡久米南町下弓削

外的なこの時期を除くと︑郡名は行政区域ではなく︑地

編成法に基づいて同年九月︑従来の郡の名称と区域はそ

藩校跡の郡役所は︑一七年︵一八八四︶一二月︑山下

の旧藩士邸跡︵現津山地方振興局︶に新築移転され︑郡

のままにして︑郡役所という行政機関を置いた︒

津山市街は︑東南条郡と西北条郡の二郡に分かれてい
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郡の統廃合と郡役所

役所廃止までこの位置は変わらなかったｃ
美作一二郡の統廃合は︑郡制の実施された当時から県
会議員の間で強く主張されていた︒その最大の理由は︑

(江見写真館撮影）
図100苫田郡役所

官吏が多過ぎて多額の民費が掛かる︑ということであっ
た︒

二七年︵一八九四︶三月︑郡の実質統合が始まったの

である︒すなわち︑西西条・西北条・東南条・東北条の

四郡︑勝南・勝北両郡︑久米南条・久米北条両郡の三者
を各一郡役所とした︒

次いで︑三一一一年︵一九○○︶三月には全面的な統廃合
が断行された︒

既に︑郡制の上では統合していたものを︑名目的にも

実質的にも統廃合するのである︒美作一二郡は五郡とな

り︑上述の三者は苫田郡・勝田郡・久米郡となる︒以

後︑これらの郡は︑その後︑町村合併によって区域に多

少の変動があり︑又︑郡制廃止によって行政区画ではな

くなったけれども︑現在までその名称は存続している︒

市域に関係があるので︑少し触れておこう︒それは︑

勝北・勝南・英田・吉野四郡の統廃合の問題である︒

当時︑勝北・勝南二郡を勝田郡とする運動と︑英田・

吉野・勝北・勝南四郡を作東郡とする運動とがあった︒

この問題の視点を変えると︑勝間田︵勝央町︶と倉敷︵美

作町︶の盛衰に関係する問題であった︒これは︑中央政

2
1
6
脇
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をもってその取締を為さしめ︑︵中略︶余員は第一番

必

界にも働きかけるという激しい政治運動に発展したが︑

屯所に詰めしむ︒

北条県廃止後︑九年︵一八七六︶六月一五日︑津山に

とある︒津山市街には三屯所が配置されたのである︒

結局は勝田郡説に決定した︒

二︑警察署と裁判所

第五警察出張所が置かれた今県布達全書﹄︶︒安岡町が

第一巡査屯所となり︑西新町が第二巡査屯所となる︒

警察署となり︑巡査屯所は分署と改称されて︑市内には

一○年︵一八七七︶二月には︑第五警察出張所は津山

聴訴︑出納の四課が置かれた︒このうち聴訴課は︑県内の

西新町分署が一箇所となった︒

五年︵一八七二︶一月になって北条県
最初の警察署の事務分掌が決定した︒庶務︑租税︑

訴訟を審聴し︑その情を尽くして長官に具陳し︑県内を

次に︑津山警察署の位置と建物について述べて承よう︒

蝿蕊

図101初期の津山警察署（服鳥一氏提供）

巡視して罪人を処置し︑捕亡の事をつかさどった︒つま

り︑行政事務の一つとして警察と裁判の事を受け持っ
た︒三権分立ではなかったのである︒

同年二月には捕亡吏一八名を任命し︑三月には盗賊目

一りそつ

付︵刑事の仕事︶が置かれた︒六年︵一八七三︶七月に
おふれ江らぴ

は迩卒と改められ︑八年︵一八七五︶一○月に巡査と改
められた︒︵郭布誇掛詐郷釦鍵錯︶

とんしよ

北条県の﹁警察監獄事務引渡演説書﹂によると︑
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巡査総員五十五名井屯所八か所を設置す︒第一番屯
所は県庁の傍に︑第二番屯所は東南条郡西新町︑第三

番屯所は西北条郡安岡町︑︵中略︶各屯所詰巡査一名

ｄ

塞零霊奮需

画凋一．

&

警察署と裁判所

まず︑美作各区区長から高崎県令に出された﹁警察御

と建家とを買い上げていただきたい︒

一二年六月一八日付の﹃山陽新報﹄は︑﹁津山警察署

ぎ

出張所地所建物差上願﹂︵九・五・三○付︶がある︒そ

は︑士族邸の跡にて門の内外に破璃燈を設け︑屋宇鏡と

はりとう

れには大要︑﹁今般︑警察署御出張所津山表へ御設置に

して外観宏壮たり︒﹂と報じている︒

県時代の戸長会議所︵田町二三番邸︶跡である︒それ

ア九年六月︑第五警察出張所が置かれたのは︑北条

警察の設立当時をまとめて承よう︒

多少はっきりしない部分があるが︑以上の記録などから

て家賃をとる︒

明治十五年八月より明治十七年七月迄一一か年間貸与し

戎で

美作人民共有美作国西北条郡田町二十三番邸宅は︑

更に︑年月は不明であるが次の文書がある︒

こうそう

なる趣であるが︑美作国各区で共有している区長会議所
の地所建物を︑右警察御出張所に御採用願いたい︒﹂と
述べている︒これに対して︑六月一日付で次のような返
事がなされている︒
の

願之趣︑地券名前従前の通にて︑警察出張所に相用
べく

候条︑地租及区入費等同所の費用にて仕払可レ申候︒

更に︑年月日は不明であるが︑﹁美作全国人民共有︑

現今津山警察署使用たる宅地建物﹂と記した文書があ
る︒

は借家住まいであった︒

イ田町二三番邸︵一反七畝一一二歩︶は︑田町三一番

次いで︑一一年八月一三日には︑津山警察署の地所建
物を官に買い上げていただきたい旨の決議書が︑各区区

ている︒この願いが直ちに許可されたか︑どうかは

地︵五三二坪︑現警察署の位置︶である︒一一年に

美作国西北条郡田町第二三番の宅地︵一反七畝三歩︶

不明であるが︑一五年八月から一七年七月まで二箇

長に回覧されている︒その決議書には︑大体次のように

と建家は︑北条県時代戸長会議所であったが︑津山警

年間貸与して家賃をとっているから︑家賃だけは警

は︑田町二三番邸の土地家屋の買い上げ方を願い出

察署に使用されることになった︒将来︑美作国の共有

察が支払っていたのであろう︒

書かれている︒

としておくと︑取り扱い上差し支えるので︑この地所
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ウ警察署は︑門の内外に破璃燈が設け
暇閲

に府県裁判所が置かれ︑聴訴・断獄・庶務・出納の四課

を設けた︑とある︒これが︑﹃岡山県史稿本﹄に記して

図102糾弾所と脈庭（北小学校蔵）

られて︑威厳のある構えであった︒

エニ一年調製された土地台帳による
と︑田町三一番地︵五三二坪︶は既に
警察署敷地になっている︒

最後に付け加えると︑二六年一○一月
の町会記録には︑成器小学校を修復し︑警
察事務が執れるくらいにして警察に渡して
くれ︑という交渉があった︑と記している︒

この交渉はまとまらなかった︒警察の改築
か移転が考えられていたのであろう︒

最初の裁判所次に︑裁判所について述
くよう︒

五年︵一八七二︶八月三日︑北条県裁判所が置かれて

おおくら念よう

六年︵一八七一一一︶一一月一八日︑大蔵卿から府県に来

いる北条県裁判所である︒

所は︑北条県の行政組織にできた裁判所であった︒県行

みずのえさる・られ
た布達には︑﹁去壬申九月裁判所被し設候に付︑各地に
おい

政の組織から離れて裁判所ができたのは九年である︒こ

於て相応の官庁御渡可二相成一︑付ては司法省官員出張の

これ

夫々共議不都合無し之様﹂に場所建物を見分して引き渡

そそぞれ

はずその

の裁判所の性格を明らかにするために︑九年︵一八七六︶

節︑地方引合取極め候筈に付︑其旨相心得出張の官員と

県区域を管轄した︑とある羅輔醍史一．この文中の裁判

戸

までの関係記録を拾って承よう︒

﹃法令全書﹄によると︑五年︵一八七二︶八月︑府県
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し方を取り計らえ︑とある︒

ところが︑北条県庁舎の図面には︑庁舎の南側に糾弾
所と訴庭が書かれている︵現文化センター駐車場︶・北
条県は︑恐らく︑以上の布達によって裁判関係の諸施設
︵糾弾所・訴庭︶を設けたのであろう︒
八年︵一八七五︶六月五日には︑

県は︑九年︵一八七六︶三月︑聴訴課を廃して岡山県

裁判所と称している︒細細癖鋤蛎︶

岡山県合併後︑同年五月一九日︑美作地区一戸長は︑岡

へきち

山県令に︑岡山県裁判所津山支庁設置の請願書を出し︑

美作国たるや山間僻地︑県庁を隔たること遠きは一二

か

○余里︑人民事を訴うるも所轄の会所があり︑区戸長

が↑のるとはいえ︑刑事はもちろん民事といっても︑勘

たつよし

兼任六等判事北条県参事小野立誠

くせもの

解︵正︑不正の審査︶をなしその事を扱う権限はない︒

訴えに行くのにも費用が掛かるから︑曲者が横行する

げ

兼任七等判事北条県七等出仕鈴木薫
の任命があった︒この時でも行政官と裁判官は兼務であ

ことにもなる︒各自の権利を守る意味から︑美作国に

裁判所支庁を置かれたい︒

ったのである︒

九年︵一八七六︶一月︑北条県は︑﹁︵八年︶府県職

か︑裁判所を置かない県は︑更に発令になるのか︑﹂と︑

のは︑六課の外に聴訴課をおいて民事刑事を取り扱うの

任している県では︑裁判事務従前の定めによれ︑という

ぼり︑これの裁判をする者はわずかに十四名罰華燕都

わけ︑取り扱い民事四千四百余件︑刑事千三百余件にの

判所設置再伺﹂を出し︑﹁県庁の事務が多端になり︑とり

県令は県令で︑九年︵一八七六三○月︑太政大臣に﹁裁

と述べている︒

太政官に伺いを出した︒これに対する指令は︑﹁裁判所

窪燕瀞訴他認識︶に過ぎない︒この状態では裁判事務も行

制お達しになり︑聴訴課が廃されたが︑参事が判事を兼

については︑某県裁判所と称し︑課名を民事と刑事の二

政事務も牡︿に遂行できない︒﹂として︑分離した裁判所

だじようかん

課として事務を取り扱えよ︒又︑民刑を兼ねるも便宜に

設置を具申している︒︵岡山地方裁判所資料︶

ここまで記すと︑上述した五年︵一八七二︶八月三日

せよ︒﹂ということであった︒これによって︑北条県は︑

聴訴課を廃して民事と刑事の二課を置いている︒旧岡山

以諦

第八章公共諸機関の草創期

閥●刺肌

・輪島列．︐獄；︲

６−

イは安藤氏宅地，ロは元裁判所宅地（安藤泰樹氏蔵）
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A
１

明治10年の裁判所宅地（津山裁判所蔵）

−郵雲一︾

為当．ｒ

（
B
）

の北条県裁判所の名称と実体がどんなものかが分かる
であろう︒

津山に裁判所が開庁されたのは︑九年︵一八七六︶一一

月二八日のことである︒その名称は︑神戸裁判所津山区

裁判所である︒所長は二級判事補首藤頼功であった︒裁

判所の位置は山下二七番地であった︒この二七番地は︑

再三番地の変更を受けているが︑追跡していくと一二八

番地に行き当たる︒すなわち︑現在中国銀行・津山信用
金庫が在る場所
である︒

安藤文書の旧
屋敷図︵図伽︶

には裁判所と明
記しているが︑

この屋敷図と裁
判所の地積測堂
図︵津山区裁判

所資料︶の形
状と面積は全く
一致する︒更に︑

図104移転後の裁判所（江見写真館撮影）

砲

蝋竣噸イル︲一Ⅱｎ挺恥峰歩二で冠寵沸蘭茜︾９蝿

塗挿]『,局 ，

図103裁判所敷地図

凶固
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三年︵一八七○︶の武家屋敷図と照合すると︑軍務局の
位置に相当する︒軍務局は︑二年︵一八六九︶︑藩政改

南新座・鉄砲町は西組で引き受ける︒︵後︑南新
座は中組に変更︒︶

一郭内出火の時は三組一同が駆け付ける︒

おいおだ

革の時練兵場北側に新築されたものである︵﹃老の小手

一組外に出動してはならない︒

ま合

大体以上が廃藩置県までの火防組織である︒すると︑こ

巻﹂︶︒そうすると︑︾﹂の軍務局が裁判所に利用されたと
推察して間違いない︒

これを森時代の組織︵﹁津山市史﹄第三巻︶と比較する

の組織は藩政時最後の火防組織となる︒

れ︑椿高下の現在位圃に武家屋敷を購入し︑一七年︵一

と︑東・中・西の三組に分け︑町人町の者が侍屋敷の火

その後︑津山治安裁判所︑始審裁判所などと改めら

八八四︶三月起工︑六月一五日落成移転した︒これが今

防に出動することは同じである︒相違する点は︑明治に

卒邸の分担も組による分割が行われていることである︒

なって︑東・中・西の三組の地域区分が明確になり︑士

の改築以前の裁判所である︒

三︑消防組織の変遷

松平時代のものは分からないが︑大体同じような仕組承
であったであろう︒

廃藩置県となり︑北条県行政が発足する五年︵一八七

二︶の九月︑消防仮規則が達せられた︒ここに消防とい

年は︑内政改新の年でもあった︒

明治前期版籍奉還後の三年︵一八七○︶という
火防組織も次のように区別された︒

う言葉が法規の上に初めて出てくるのである︒この規則

うな名称で呼ばせた︒

区を三組に分け︑第一区一番組︑第一区二番組のよ

一津山市街は三区に行政区分されていたが︑この各

は大約次のようになっていた︒

一橋本町以東を東組︑内町を中組︑今町以西を西組
とした︒防火の道具は︑組内で備え付ける事︒

一林田の士卒邸は東組で引き受ける︒

宮川以西田中川以東の士卒邸は中組で引き受け
る︒
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一各区を次のような組織にした︒
りゆうどすいこの

龍吐水一二此人足一八人外に頭取六人

みずためおけ

げんぱ

水溜桶一一○此人足一一四人
つるぺ

玄蕃桶六此人足一一四人外に頭取一二人

釣瓶一一一此人足四八人外に頭取六人

サス又三此人足一二人外に頭取三人
のこぎり

鋸一二此人足六人
とびぐち

織弄一一雨程此人足二四人

のぼり

鳶ロ四八此人足四八人外に頭取六人

組印昼職︵織地浅黄︑文字白︶此人足六人
たかはりちょうちん

夜高張提灯︵文字墨︶一二

合人員二一○人
外に消防方頭取二七人
右人員を三組に分け︑一組を頭取九人︑人員七○人
とし︑これを町に割り付けた︒

一この費用は︑すべて士族平民にかかわらず建物の
表門口に応じて出金させた︒
各組の一例を次に示すことにする︒

第二区二番組
西今町

飽吐水一此人足一二頭取二

組印一此人足二

玄蕃桶二此人足八頭取一

小印二此人足二

〆人足二四頭取三
宮脇町

水溜桶四此人足八

手提桶八右水溜
桶
人足受持

釣瓶四此人足八頭取二

〆人足一六頭取二

福渡町

サス又一此人足四頭取二

鋸一此人足二

梯子二噸一一一此人足八

鳶口一六此人足一六頭取一一

〆人足三○頭取四

合人員七○外に頭取九

るのであるから︑少なくとも消防の組

消防組の誕生一一年︵一八七八︶に区制は廃止にな

名は改正されたであろうが︑これを裏付ける資料が見当
たらない︒
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一名称は津山消防組とし︑消火防水を目的とする︒

この規約の大要は次のとおりである︒

れたように︑津山は市街の呼び名に過ぎず︑権能ほ各町

一組員の定員は一六○名︒

二二年︵一八八九︶の町村制施行までは︑第一章で触

にあったのであるから︑消防に関する組織も︑従前と大

一役員を頭取一︑副頭取二︑小頭六とする︒

る者の中から選挙する︒小頭と消防夫は頭取が選定

正副頭取は︑組合会で︑組合町公民中選挙権を有す

同小異であり︑この点︑江戸時代と基本的には差がなか
ったであろう︒

さて︑二一年度の文諜として︑﹁津山市街土木徴警備

する︒

津山消防組の名称が初めて出てくるのである︒二七年

費及会議出収支予算決議群﹂がある︒これは︑災害予防
及び鵜備役として二○○円を計上し︑これを各町に負担
こう

町

一部安岡町茅町西寺町西今町新茅町鉄砲

分けた︒

たが︑翌年には再び津山消防組とし︑次のように六部に

四一年︵一九○八︶には︑消防組を西組と東組に分け

いる︒

○六︶に︑鶴山時報鏡を信号の基にすることが決定して

私設消防組から公設消防組に改組された︒三九年︵一九

︵一八九四︶五月に︑消防組は警察の管下に入り︑従来の

ずい

金として割り当てているのである︒恐らく︑︾﹂れは︑洪

水時などの共同作業の必要性から生まれたものであろう
が︑消防の組織とどう関連するかは不明である︒このよ
うな﹁極軸舞郡津山市街連合会﹂の開始がいつかは不明
であるが︑消防組織と同様に津山市街の共同体的意識を
感ずる︒

町村制施行によって︑従来の各町は権能を消失し︑津
山町と津山東町の二箇町ができる︒両町は二二年︵一八
八九︶一二月には︑町組合を結成し︑教育・出火・出水

屋町城代町美濃職人町鍛冶町下紺屋町

二部宮脇町福渡町田町坪井町細工町上紺

が︑﹁岡山県軸献鋒岬枠叫軸町組合町立消防規則﹂である︒

南新座

について共同行政を行っている︒この中から生まれたの

実質的には従前と同じで︑名称が変わっただけである︒
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三部京町堺町新魚町二階町元魚町吹屋
町桶屋町新職人町戸川町二丁目三丁目
四部伏見町材木町小性町船頭町河原町山
下椿高下北町
五部中之町勝間田町林田町橋本町上之町中

コレラは安政五年︵一八五八︶長崎か

四︑伝染病の流行と避病院

もんし

コレラの流行ら全国に流行し︑これにかかるとたち

まちのうちに悶死するので﹁コロリ病﹂とも言われた︒
コッホ︵一八四三

村通以西

六部東新町 西新町上之町中村通以東

は明治一六年︵一八八三︶のことであるから︑コレラに

時代に︑コレラが全国に大流行し︑その死者が一○万を

越えた年は︑一二年︵一八七九︶と一九年︵一八八六︶

であった︒記録を集めて当時を回想しよう︒

かかや

説為二心得一頒布︒﹂として︑予防方法の印刷物を配付し

ため

狼痢竺寸之病症に躍り候もの有し之哉之趣に付︑別紙予防

ろり

九年︵一八七六︶八月一一一一一日︑岡山県は︑﹁痢病及虎

こ

一九一○︶がコレラ菌を発見したの

以上︑藩政時

行以前の時代
へ︑そして︑津

山町︑津山東町
共存時代から両
町合併時代へ移

︾︾ジ

対する一般の認識程度は大体推察できるであろう︒明治

図105津山消防組

代から町村制施

字
̲
ﾆ
レ

浦
汚
裂
乏
E
Ｌ

る過程の中で︑

ている︒これがコレラ流行の前触れであって︑一二年の

大流行につながっていくのである︒

ちゆうみつでんぱやす

九年に配付された予防説はこのように言っている︒

この病は︑人口調密地に伝播し易いから︑次の点に
注意せよ︒
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Ｃ

を承たのであ
る

いかが

次いで︑一○月二八日付の手紙の中に︑

御地はコレラ病は如何や伺ひ申上候︒若しコレラ病

者有し之候共︑尊大人には御診察はくれぐれも御見合

蹄W２

ア家屋は︑石灰をもって壁を塗り︑通風をよくし乾
燥するようにする︒
りよくばん

イ汚物は︑硫酸亜酸化鉄︵緑馨︶の溶液を注いで︑

せ可レ然と奉レ存候︒当年のコレラは︑至極烈性の﹁コ

レラ﹂と申様子︑就ては当地の医者と雌も甚だ感染し

遠隔の広野に埋める︒

ウ病人の用いた器具は︑他の者は使用しない︒便

易きを以診察する医者は︑悉皆石炭酸水を以て其身体

しつかい

器︑衣類などは石炭酸で洗い︑はなはだしいものは

をかためて病者に近づく︑

二二日に発病し︑一○月二日に終わった︒この間の患者

一二年︵一八七九︶は大流行の年で︑岡山県では五月

員を主張した人である︒︵第二章参照︶

久原の父は︑医者をしていて︑明治の初期留学生の増

と述べ︑石炭酸水の作り方をも記している︒

もって

焼却せよ︒
せる虞んこく

その上に︑日耳愛国︵ドイツ︶が一八一二九年︵天保一○

年︶に布告した摂生法と予防法を紹介している︒一○
みつる

年︑東京の久原弱弦が津山の父親に出した手紙に︑コレ
ラのことが記されている︒彼の一○月六日の手紙には︑
コレラ病に付種々御申越被レ下委細承知仕候︒︵中略︶

は八九七九人︑この中死者四六六三人︑全快二五九○

れ

先般内務省より予防の法方厳しく御達しに相成候に

人︑治療中一七二六人︵一○月二日現在︶となってい
臆雌は

じまん

会の用向ありて外出する者は︑車に乗りて飛ぶが如く走

の至って少なく︑白昼も寂々翼々たり︒たまたま上等社

ぱくぱく

斯くの如く盛んなるにより︑︵中略︶市中を往復するも

かごと

し︑其雲母焔椙獄を遇しうし︑日に新患者十人を下らず︒

どくえんしようけつたくき

津山の状況について新聞は︑﹁当市街はコレラ病滋蔓

る︒

付︑府下にては市中家々に於て貧富を間はず予防を尽

あろう︒コレラは︑予防が大切である旨を記している︒

父は︑久原に︑コレラについていろいろ連絡したので

と書いてある︒

集﹄︶

先以御地にても予防可し然と泰レ存候︒︵﹃久原射弦諜簡

候得ば︑他に病毒の伝染する事甚だ難し︒︵中略︶
窪しず
しかる

伝染病の流行と避病院
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ただ

即今︑コレラ病の如き劇症の蔓延に際し︑最も其症

と述べている︒彼は続けて医者に次のように言う︒

︵倖一ｒ蝿新許竜︶

侯と治療法とを詳らかにせざるべからず︒︵中略︶使

ｈソ︑貧者に至りては只疾走す︒﹂と報じている︒

徳守宮では祈祷が行われ︑衆楽園の建物は避病院とな

命の大任を負担したる医員にして︑何んぞそれ其業を

として︑この会議の開催を求め︑郡長にこれが採否を要

協同会合し︑

うかつろうよる

つ室ぴ

り︑学校は休校となった︒成器小学校は予防事務所及び

講ぜざるの迂且随なるや︒此際︑宜しく郡内の各医員

ｂとう

医員詰所に使用されたのである︒
まもる

郡長小沢泰にコレラ対策として衛生会議諭融誕華韻︑︶の

請した︒

この当時︑西北条郡書記であった中島衛︵前出︶は︑

開催を進言して︑次のように言っている︒︵誉一一一︸恥二九一

べからざる者の如し︒既に︑津山市街中該毒に感染死

虎列刺の各地に蔓延椙獄を極め︑其惨状実に名状す

にして︑官公署と関係町村と会議を開くようにした点

ている︒彼の意見との関係は不明であるが︑委員を中心

一三年四月︑岡山県は︑町村に衛生委員の設置を達し

これら

亡するものありときく︒そもそも︑津山は本州の都会

は︑彼の意見と同じ方向を示すものと言える︒

岡山県は︑八月三一日付で︑﹁コレラ発生につき学校

と報じた︒

付︶は︑﹁コレラ流行の徴あり︒石炭酸の相場急騰す︒﹂

間︵一七○日間︶であった︒﹃山陽新報﹄︵一九・九・一

次の大流行は︑一九年︵一八八六︶五月から約六箇月

にして︑各地より往来するもの最も繁く︑︵中略︶其
あに

地にして此伝染惨毒あり︑登予防をゆるが・せにすべけ
んや︒

と述べ︑更に︑
いたず

徒らに神仏を盲信し︑予防法に至飾ソてはあへて顧承

ざるＪものの如し︒是即今誘導をゆるがせにすべから

諸工業場を除くの外︑多人数集合することを停止﹂する

これ

ず︒予防方法を講究する目下の急務と言ふくし︒︵中

通達を︑美作の各郡役所︑津山警察署に達示した︒

すなわ

九月二日付﹁山陽新報﹄は︑﹁コレラ毎日︑三︑四

略︶乃ち郡内衛生会議を開き︑適宜の方法を論究する
にあり︒
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伝染病の流行と避病院

ていたが︑目下計画中である︒監獄避病院もこれまで川

名の患者があって避病院はこれまで林田村興福寺を借り

︵医師である町議︶の患者も二十二人いて︑その中六

入用になっている︒津山町もこの積りでやりたい︒私

る︒大抵一人につき石炭酸四十五銭︑人夫賃二十五銭

ばならない状況であり︑予算も多く入用である︒

人はだめである︒これらの人は皆町費で支弁しなけれ

崎村にあったが︑久米南条郡大谷村に新築落成し︑九月
六日患者を移す︒﹂と報じている︒
監獄避病院について︑﹃岡山県政史﹄は︑

はやまず︑新患者は増加する一方なので︑予算流用の件

と︑いろいろ討議されている︒この後も︑天然痘の塑延

いて︑仮避病監を東南条郡林田村大字川崎に設置し︑

が審議されている︒

明治十九年八月三十日︑虎列刺病発生す︒ここにお

後︑九月十三日︑久米南条郡大谷村字杉山の地を質上

同年二月一七日︑天然痘患者の隔離所として吹屋町の

るしつ

げ︑男監︑女監︑腹室及看守所︑医務所の四棟︑炊

民家が買い入れられ使用された︒学校はもちろん休校に

かわや

室︑小使部屋一棟︑同一一棟を建設す︒其坪数七十六

なっていたが︑開校されたのは二月一四日であった︒

大きな伝染病の流行だけを述べたのであるが︑隔離病

坪︑費額三百十五円六十五銭︒

と記している︒津山町民の避病院は︑伝染病発生時の臨

二六年︵一八九三︶一月になると︑

行以後である︒すなわち︑二六年︵一八九三︶二月から

が町会の主要議題となってくるのは︑二六年の天然痘流

舎は応急的な施設以上のものではなかった︒これの建設

今度は天然痘の大流行があった︒一

時的なものであったのである︒

天然痘と鮭病院

二七年︵一八九四︶三月にかけてであった︒

当時︑火葬場の問題とか︑小学校新築の問題とか︑町

月二日現在の警察の調査による患者数は二○○名︑医
師からの届け出は七四︑五名であった︒余りにも患者が

財政は火の車であった︒このような状況の中で︑二七年

︵一八九四︶大谷に建設されることになる︒

多くなったので町会でも問題になり︑その予算措閥が審
議された︒町会では︑

栃木県の例は︑患者百人につき三十余人死亡してい
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同︶・勝間田村︵勝田郡︶・塚谷村︵苫田郡︶・高尾村

︵津山市︶・弓削村︵久米郡︶・桑村︵同︶・宮尾村︵

同︶・香々美中村︵苫田郡︶・川崎村︵津山市︶・吉ヶ

原村︵久米郡︶・坪井下村︵同︶・通谷村︵同︶・百々

五︑郵便局と税務署
草地六郎治・林藤助が郵便取扱方に任命され︑堺町に

村︵同︶・大戸村︵同︶・小中原村︵苫田郡︶・目木村

︵真庭郡︶・久世村︵同︶・針貫小川村︵同︶・高田村

﹁郵便取扱所﹂が開設されたのは四年︵一八七一︶一二月二
五日であった︒今津山郵便局新築落成記念誌﹄︶

︵同︶・垂水村︵同︶の諸村である︒含北条県史﹄︶

北条県駅逓懸から出ている﹁美作国中郵伝賃銭表﹂に

は︑二四箇所が﹁郵伝取次所﹂となっている︒北条県が

独自に設置したものだから︑いろいろと名付けられたの

山に置き︑備前岡山に隔日往復す︒﹂と記している︒廃蕪

﹃北条県史﹄は︑﹁明治五年一月四日郵便取扱所を津

田・美甘・新庄の七箇所と︑坂根・落合の二箇所に﹁郵

雲街道の宿場町である土居・勝間田・坪井下・久世・高

五年︵一八七二︶︑北条県は︑駅逓寮と協議して︑出

であろう︒

置県が実施され︑県の統廃合が行われて︑北条県の新陣

六年︵一八七三︶九月には︑北条県管内の﹁郵伝取次所﹂

う郵便取り扱いが︑一番早く開始されたことになる︒

以上によって承ると︑津山ｌ岡山間と︑出雲街道に沿

の隔日便が毎日往復となった︒

便取扱所﹂を置いた︒これは︑北条県独自のものではな

図った︒その二四箇所は︑古町村︵英田郡︶・倉敷村︵

道路に郵便伝取扱所﹂を二四箇所置いて管内通信の便を

五年︵一八七二︶四月︑北条県は︑﹁適宜を以て本支

容で仕事が始まるのは五年︵一八七二︶一月四日である︒

図106

い︒六年︵一八七三︶八月には︑出雲街道の郵便は︑従来

草地六郎治の印鐙届
一明治５年壬申
７月18日届出｡−
（玉置芳久氏蔵）

郵便取り扱い業務もこの日に開始されたのであろうか︒

僻

同︶・真加部村︵勝田郡︶・楢村︵津山市︶・新田村︵

閣宙

公共諸機関の草創期
第八章

郵便局と税務署

は廃止されたｃ

を開く︒次いで︑八年︵一八七五︶一月一日︑津山郵便

所と改称された︒同年一二月︑支道に二九箇所の取扱所

った︒その所在地も二階町五七番地であった︒少しさか

山税務署が置かれたのは二九年︵一八九六︶二月であ

国税事務が県庁から分離して大蔵省の直轄となり︑津

元魚町一九ｉ二一番地

局と改称される︒ここで初めて郵便局の名称が定まって

のぼって︑二三年に置かれた津山分署︑二六年に置か

ここで初めて官有となった︒

きた︒これまでの草創期には︑北条県は︑郵便網の不備

れた津山収税署は︑二階町にあったが詳しくは分かつ

七年︵一八七四︶六月︑津山郵便取扱所は津山郵便役

を補うために︑独自に取次所を作ったり︑公文書の運搬

ていない︒郵

庁に共通して

上述した官

る︒

正を経過す

り︑明治・大

二三番地に移

三︶には田町

六年︵一九○

像できる︒三

していたと想

うな所に位置

便局と同じよ

連絡網を作ったりし︑その過渡期を切り抜けてきた︑と
いうことになる︒

郵便料金が全国均一制になり︑郵便制度の基礎が確立
されるのは一六年︵一八八三︶のことである︒
それにしても︑津山においては︑郵便局ほど借家住ま
いの長かった官庁は外にはないであろう︒郵便局の現在
までの移転は次のとおりである︒
四年︵一八七一︶一二月堺町︵現産賀店と推定︶

六年︵一八七三︶四月二階町二番邸

二二年︵一八八九︶堺町五六番邸
一一七番地

三一年︵一八九八︶二階町五七番地
三八年︵一九○五︶二階町一一三

四一年︵一九○八︶二階町六○番地

ー

ー ー ̲

漆
･
一
恵
一

図107明治末期の郵便局（津山郵便局提供）

囲捌６

いる点は︑最初は山下とか二階町にできていて︑しか

も︑北条県の公共建物か民家に仮住まいしたことであ
る︒それは︑この地区が従来管理中枢地区であり︑取り

る︒
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あえず使用できる建物が手に入りやすかったからであ
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謹

■？■

蕊騨

図108鶴山城吐碑

第九章城跡再発見と史誌編集

瀞蕊

L

一︑城跡再発見
第三章の﹁津山城始末﹂で︑壊れい
城跡保存への道く城郭の過程を述べた︒
明治八年︵一八七五︶には城は撤去され︑その跡地は公

売されて︑桑や茶が植えられていった︒この事態に遭遇し

じようし

た旧藩士たち︵藤田拙斉ら六名︶は︑同志を募って︑本丸

跡に鶴山城吐碑を建てたのである︒時に一○年︵一八七
七︶三月のことである︒この碑は旧藩士たちが︑﹁かつ
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てこの地は︑主と臣とが喜び合った地であることを︑石
に刻んで後世に伝え﹂ようとして建てたものである︒こ
うして建てられた碑も︑これが直ちに城跡保存につなが

瀞諺撚

るものではなかった︒単なる心情のあかしを碑としたに

の発端となるのである︒

二○年にして︑石垣の大崩壊が起こる︒これが城跡保存

それは︑二三年︵一八九○︶九月一二日午前四時︑本

主さのり

り︑﹁津山人に於て城山の保存は田樫はざるにこれ無く︑

丸北の方︑腰巻櫓の石垣の崩壊である︒一一︑一一一の者はこ

おい

過ぎない︑と言える︒矢吹正則でさえ過ぎし日を振り返

下官も当地の者にて︑往時追想の念はこれ有り候へ共︑﹂

の石の払い下げに動いた︒そこで︑二︑三の者だけの私

一四年︑津山勧業試験場の関係施設は︑矢吹貫一が借

岸の堤防の石として払い下げを受けては︑と︑町会議員

利にするよりも︑この際津山一般の利益︑すなわち︑河

こしまきやぐら

と言って後悔している︒

用して継続した︒この中には︑鶴山旧城郭︵反別四町四

の中で画策する事態になった︒

て町の土木用にするべく手続中の旨を話すのである︒

れていく城の実状を述べ︑現在︑落石の払い下げを受け

に出張して来た︒案内として同行した矢吹は︑廃城後壊

一○月二五日には︑県から書記官河野忠三が現地視察

反五畝二四歩の畑︶が含まれているので︑この時点で︑
本丸も︑二の丸・三の丸も開墾され︑桑が植えられてい
たのである︒

二○年︵一八八七︶には︑大手口京町見付︵識捧施︶の
いしがき

石垣の石は学校用として払い下げられた︒ところが︑学

締まりをするよう指令されていたのである︒にもかかわ

の時︑石垣と樹木は残して置くよう︑しかも︑十分取り

跡形もなくなった︒大体︑六年︵一八七三︶公売手続き

なるであろうか︑津山城の規模は壊滅してしまうであ

げを受けるような風潮になっては︑後々にはどんなに

ま保存してはどうか︒崩壊のたびごとに競うて払い下

本丸の桑畑に行ける程度に道を開き︑落石はそのま

これを聞いた書記官は︑次のように答えた︒

らず︑積極的保存の方法はなされていないのである︒こ

ろう︒有志者の中で︑この落石の払い下げが定まって

校用となったのは約十分の一で︑その他の石は散乱して

のような状況になると︑﹁何分廃城後掃除致候者も無し

たくみ

いるのなら︑それを変更せよ︑と言うのではない︒

実に︑︾﹂の城の視るべきものは石の工であって︑そ
﹃か

之︑石垣中に雑草木の相生じ︑風幸三の為裏石・詰石﹂が

動く状態になってくるのである︒そして︑版籍奉還後約

これため

城跡再発見

陽冊２

第九章城跡再発見と史誌編集

が伝わっているのは︑津山のために惜しいことである︒

の崩壊を待って払い下げを受けようとするような風潮

石垣が壊れた時︑津山以外から払い下げの申請があっ

同感者は多くなってきた︒心配な点は︑今日のように

わないことになる︒ついては︑城跡保存のため無事な

て︑地方庁でそれを許可されては︑津山士民の意に添

思わずかの万里の長城のような︑人民悲吟の遺跡も

石垣はもちろん︑落石があっても払い下げのないよう

この話を聞いて︑矢吹はこう思った︑という︒

今なお相保存していることを︒まさに一国の藩扉で↑の

に尽力していただきたい︒

はんぺい

った城郭で︑先に天主閣を壊された後︑士民の痛惜し

手代木は河野書記官と相談し︑更に︑千坂知事とも話

存の方法については︑錦地紳士方においてはなんとか

きんら

ら受け取り知事に出した︒知事は同意された︒その保

津山城保存一件について︑貴殿の手紙を手代木氏か

次のような手紙が来ている︒

二八日︑河野書記官から矢吹に︑知事も賛成した旨の

して︑その賛成を取り付けている︒

た情を思うた︒

城跡保存の運動は︑これを契機として始まるのであ
る︒この保存運動の本質は︑外からの破壊を防いだ︑と
いうのでなく︑自らが破壊していくのを中止し︑城郭に
対する関心を目覚めさせた︑ということであろう︒
矢吹は︑町長斎藤元と話し︑数名の有志者を説き︑郡
てしろぎかっとう

長手代木勝任にも城跡保謹の線で意見を一致させた︒

の方向に向くまで待つのが上策かと思う︒なお︑城の

工夫していただきたいが︑急がずに一般の考えが保存

矢吹の手紙があるが︑大要次のようなものである︒︵一

石は払い下げのないように注意する︒

二三年︵一八九○︶一一月六日︑郡長手代木に依頼した

一月七日︑手代木出県の節︑県へ働き掛けることを依頼

この書面を手にした矢吹は︑子息金一郎に有志勧誘文

と︑その取り運び方の配慮まで書き添えているのである︒

城郭に対する津山の対応の仕方について他意はな

の作成と鶴山城跡保存会則草案を作らせ︑その草案の加

する︒︶

い︒書記官の意見を聞いて感ずるところがあった︒こ

除を大村斐夫に依頼するのである︒

あやお

れが保存について︑町長や有志らにも話したところ︑

畷張ｉ
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いえどへ合雌解

ありと離Ｊも︑地僻にして眺めなきを以て︑多く此城跡
しょうよう

さて︑郡長手代木勝任と知事千坂高雅との人間関係に

に這遥す︒官人遊客津山を過〆︑る者必ずまづ城跡に登

の勝地にして眺望絶佳なるを以てなｈソ︒故に井せて官

ちようぽうあわ

とれ

う︒

は︑浅からぬものがあったことを︑ここに記しておこ

覧せざるなし︒是名城の遺跡たるによると雛Ｊも︑天然

手代木は会津藩士︑千坂は米沢藩士︑この両者の出会

許を得て登覧の場となさんと欲す︒︵後略︶

ぽしん

いは︑戊辰の役を通じてであった︒若松城が東征軍の包

二四年︵一八九一︶二月︑保存会は出発した︒そして︑

あっせん

の県有地︑それに私有地と︑それぞれが交錯して存在し

当時︑城山には︑石垣等の官有地︑二の丸・三の丸等

公園として保存しようとしたのである︒

囲を受けた時︑密使として米沢藩に行き︑降伏斡旋の相
談をした一人に手代木がいた︒そして米沢藩方の一人に

千坂がいたのである︒両者の知遇関係はここから始ま
る︒︵手代木勝任君墓碑銘︶

それにしても︑県官によって教えられた城跡再発見か

ていた︒問題はこの土地をどう処理するかにあった︒

であるから︑感一しおのものがあったであろう︒この点

ら既に一○年になろうとしていた︒この間︑県へ保存願

この両者が岡山県で再会し︑しかも︑鶴山城保存の話

は︑六年︵一八七三︶︑当時の城郭取り壊しの時の風潮

の進達は再三行われたようであるが︑最終的な詰めは三

二年︵一八九九︶になってからであった︒

とは︑全く対照的であった︒
矢吹の手から﹁鶴山城跡保存会趣意書﹂が配付される︒

この年︑公有地の無償下げ渡しがあった︒その間︑私

しやくばつあるい

︵前略︶近時徒に老樹を研伐︵切る︶せんとし︑或

有の城地は︑転売という事もあったが︑なお︑数名の私

もつ

は累石を崩壊し︑以て土木に転用せんと欲するものあ

有地があったのである︒

いで

いたずきゆ・つむよ

ある町議の意見の概略を記しておこう︒

解決の私有地の取り扱いについて町会は沸騰した︒

三二年︵一八九九︶から一一一一一一年︵一九○○︶にかけて︑未

り︒早く保存の方法を設けずんぱ︑数年を出ずして累
ようや

石漸く壊廃し︑老樹もまた濫伐せられ︑徒らに丘城と
なり︑津山市の風致を損ぜん︾﹂と知るべきなり︒あに
ざし

坐視するに忍びんや︒︵中略︶︵津山は︑︶公園の設け
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も容易に入らないでもない︒今日天主閣がないのを既

が︑この城跡を転々と販売していくと︑外国人の手に

今日の時勢故権利ある以上は致し方もないであろう

止之事︒﹂と記している︒

十一日より昼夜十二時を報じ候︒依而御城内の太鼓御廃

鶴山館日︑今般藩庁中にて鐘楼御取建相成︑

時鐘設置と﹁御家扶日記﹂に︑﹁明治四年一一一月五

われわれは非難を免れることはできないであろう︒一

が登ることができない︑ということになるなら︑後世

不満に感じている︒今又︑この城跡に︑津山町の人民

もあったであろうに︑と思われ︑自然先輩諸氏の処分を

この時鐘も一二月には廃止となった︒一方︑不用になっ

に代えられ︑その場所も藩庁︵北条県庁︶に移された︒

いたのである︒この太鼓は︑四年︵一八七一︶三月に鐘

ってしていたが︑同一七年︵一六一二︶に太鼓に代えて

慶長一二年︵一六○七︶から時を知らせるのに鐘をも

よって

に人民は遺憾としているところで︑当時なんとか方法

般人民の世論に問い︑その後に事を決すべきである︒

た太鼓は︑津山師範学校で使用され︑北条県が岡山県に

ここに至って衆人時計の有用を感じ︑時計を購求せ

のように記している︒

﹁報時鐘改鋳之理由﹂には︑時報廃止以後のことを次

られ︑一日は二四時間とされた︒

さて︑暦は︑五年︵一八七二︶一月から太陽暦に改め

合併になると︑岡山に移されていった︒

そして︑各大字代表者三名ないし五名ずつを招集し
て︑各大字の意見を聞くことになった︒このような事
は︑中国鉄道津山駅の位置決定の場合に次いで二回めで
あった︒このような方法が決まったとたん︑土地問題は
急転して解決し︑大字代表者会は中止された︒

三三年︵一九○○︶三月︑鶴山公園が設けられ︑以来
町の管理下になった︒

しも時間に一定の標準なく︑為に戸々の時計は各時間

やぶざ

四一年︵一九○八︶には城跡の北の薮座を切り開き︑

を異にし︑時刻を約するも実効なく︑時計を懐にして

そこで︑時報再建の動きが出てくるのである︒この動き

かえ

津山高等小学校の上の運動場とした︒この時切り取った

却って時機を失す︒是れ有志者の深く憂ふるところ︒

やげんぽり

土は︑薬研堀に持ち込まれ︑この土で堀の一部は埋め立
てられた︒
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も︑時報廃止後一七年を経過しようとしていた︒時報設
置について段階的に述べていくことにする︒

側二○年︵一八八七︶︑西北条・東南条郡長上村行
業は︑時鐘を再興しようとして︑その経費を連合町
会に相談したが︑連合町会は承認しなかった︒

している︒主な支出は︑

二百三十一円六十銭報時鐘改鋳費︑銘文彫刻費︑運

送費

五十六円五十八銭鐘楼建築費及び付属品代
となっている︒

改鋳について次のような請負証がある︒

報時鐘改鋳請負証

②二一年︵一八八八︶一月︑郡長は再度連合町会に
相談した︒今度は根回しがよかったのか︑報時鐘費

高四尺五寸

およそ

六○円が承認された︒矢吹正則らが不足の金を募金

直径一二尺量目凡百五拾貫積
此請負金弐百拾七円

明治二十三年五月十三日

人を置き︑明治を通じて時を報ずるに至った︒

改鋳された巨錬には大村斐夫の銘文を刻承︑つき手二

百済市郎

百済直治郎

くだら

津山住

して︑鐘楼を天主台に作り︑長法寺の古鐘を買収し︑
三月から報時を再開した︒

③ところが︑その秋︑号鐘に破損を生じ︑又︑鐘が
小さかったこともあって︑音響が低く四方に聞こえ
にくくなってきた︒

二三年︵一八九○︶三月︑森本藤吉・斎藤元・黒田鷲
雀こと

一一一・渡部拘・原田利平・矢吹正則・三好政親・馬場初・

安藤惣兵術・田口半次郎らが発起者となり︑時鐘の改鋳

この時の会計によると︑三六○円五○銭が収入金であ

一○分から一時間の差違ができ︑期を約して会合をもつ

やむなく時報は一時中止された︒ために︑各家の時計は

二九年︵一八九六︶︑大風のため鐘楼が倒れた時には︑

った︒この中︑七○円を津山町・津山東町連合町会が出

こともできなかった︑という︒

と鐘楼の新設を目的として︑大規模な募金を開始した︒

し︑その残余はほとんど現在市域の有志者の寄附に依存

冴砺
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館を忘れる

えば︑鶴山

山城跡とい

さて︑槌

実は︑明治の学校の章でしばしば触れた旧藩校の一部

助を諸ひ︑相当基本財産を作り︑︵後略︶

温故会なるものを組織し︑なほ︑旧藩主家よりも御補

ほ一旦寄附致候ものに付これを利用して︑更に︑津山

種々熟議︵各方面にいろいろと相談︶を遂げ候末︑右

が︑高等女学校建設のため取り除かれることになった︒

いったん

ことはでき
ない︒

旧藩士へ次

四月一日︑

一九○五︶

温知会誌﹄の発行となっていくのである︒﹃津山温知会

価格四○○円が中心となって温故会創立となり︑﹃津山

工事は︑三七年︵一九○四︶一二月終了した︒建物の買収

当時の事情に触れているのがこの回章である︒この移転

これが城跡に移築されて鶴山館となるのであるが︑その

のような回

誌﹄の第一編は︑四一年︵一九○八︶四月に発行になり︑

三八年︵

章が出てい

遠保存致度︑及二御協議一候処︑御賛成相成既に寄附の

を津山町に寄附し︑鶴山公園内︵旧城祉︶に移転して永

物の内本館一棟は︑旧津山藩の遺物なるを以て︑これ

拝啓︑一昨年九月中︑旧津山藩士族共有鶴山校舎建

られた︒その後︑倉庫で眠っていたのであろうが︑昭和

は岡山県に渡って︑岡山師範学校で時の太鼓として用い

中に︑﹁太鼓但︑台付一個﹂と記されている︒これ

く︒九年︑岡山県に合併された時︑北条県の引渡目録の

時を告げた太鼓のその後のことを︑ここに記してお

昭和三年五月第一五編で終わっている︒

事に相運申候︒然るに︑其後同町の都合に依り︑右は

六年︑県庁の玄関で︑朝．正午・晩一日三回︑庁員の勤

る︒

一切町費支弁の事に相成︑本館の代価金四百円と評定

務合図に用いられている︒︵罷郭雌陽読報﹄一○︶

しかそのよ

し︑代金支弁相受候事に相成候間︑我々各方面委々
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鶴山公園に関連して衆楽園について述
のである︒

一六年︵一八八三︶になると︑岡山県はこの維持に窮

して廃園に踏承切った︒当時の園地は六八九七坪で︑主

くることにする︒

衆楽園は︑一七年︵一八八四︶以降大正年代を通じ

要部以外は農地と化していた︒衆楽園が最も荒廃してい

衆楽園
て︑岡山県津山公園として存続していた︒津山町の所管

た時である︒

もどし

ごさた

戻之願﹂︵﹃御家務日誌﹄︶には︑

いずれの

松平家の同年九月一七日の﹁美作国元借楽園地御払下

に移ったのは大正一四年︵一九二五︶のことで︑それか
ら旧名に復して衆楽公園と名付けられた︒さて︑衆楽園
と言われたのは三年︵一八七○︶に一般に開放された時か

かく

むなしくはき

当今廃園之御沙汰相成候上は︑結局何之年にか開墾

うっそう

らである︒それまでは︑御対面所とも西御殿とも称され

之外有し之間敷︑従来鯵蒼たる園地空敷木石を破殿

まじく

ていた・松平家の﹁御家務日誌﹂には借楽園と称してお

し︑たとへ良田と相成候も将来また斯の如き風致之場

かいらくえん

り︑北条県の政府報告書には衆庶借楽園としている︒園

所は当国に於て再び難し得︑可レ惜之至りに付︑元所有

べき

名の由来がしのばれる︒

之縁故も有し之︑

として︑園地に対する心情を述べて払い下げを願い出て

この衆楽園は江戸時代にも縮少されているが︑明治に
なってからも田畑に開墾され︑四年︵一八七一︶には︑

いる︒

更に︑一七年︵一八八四︶二月︑松平家は﹁園地保存

一町五畝歩も山北村に下げ渡されているというのは︑こ

の場所は︑山北村の田畑であった︑という理由からであ

美作国西北条郡山北村字衆楽園之儀は︑数百年来当

寄附願﹂︵前掲書︶を出し︑

県の所管となるが︑岡山県もその維持に困り︑年を追う

国中無比の名園にして︑衆庶借楽之地たるは賛一一一一巨をま

る︒九年︵一八七六︶には︑北条県の廃止によって岡山

て荒廃していった︒この間︑山北村はこの地所の下げ渡

たざる儀︑然るに追年荒蕪と成り果て︑此ままにて樹

ぜいげん

しの運動をし︑松平家も同様下げ渡しの運動をするので

木泉石破壊致候儀は︑実に愛惜遺憾之至に付︑漸次修

こうぷこの

あるが︑後者の場合は︑衆楽園地の保存を企図していた
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うら

しつち

当倹っざるを恨むと共に︑其の経過並に結果を悉知し得

ばんかい

繕相成︑年来之状景を挽回し︑永ノ︑保存公景之借楽地

ざるを遺憾とす︒

た合

として︑二○○円と毎年米二○俵を寄附したのである︒

付されやすく︑時の経過につれて書かれた歴史・地誌そ

歴史・地誌は書かれるが︑それができる経過は等閑に

と述べている︒

に復し度至情に御座候︒依し之別紙米金仕訳書之通寄
なにとぞ

岡山県は同年二月にこの願いに応じて再び公園とし

のものも散逸しやすい︒ここに明治における︑地誌・歴

附候条何卒御保存相成度︒

た︒以来︑津山公園として明治・大正を経過する︒この

史の編集の跡をたどることにする︒

はあく

︵一八七二︶から始まる︒政治上︑国

地麓編集地誌の調査は︑廃藩置県直後の五年

園地も数奇な経緯をたどっているのである︒

二︑史誌の編集

防上国の現状把握は︑政府にとって最Ｊ⑨大切な基礎的調

査であった︒したがって︑地誌事項に関する中央への調

へんさん

﹃岡山県政史﹄は﹁国史地誌の編纂一の項に︑

査報告が︑北条県地誌調査の出発点であった︒

たず

今之が編集に付て其の経過並に結果を討ぬるに︑当

一明治６年２月一

時集収編録したる草稿文案︑詩材其の他編集関係文

・鯛拓ユひ惟挫偽誠羽磯＃ぬ那狩側
ころ

︑︐〃．．

（矢吹信夫氏蔵）

くりわず

書︑全く散逸煙消して其の事実を知るに足るものな

抄・ず耐闘塀酵か

も

鐸龍喚管汝糾拭幽

ふ夢︐８．解捻ｇ 土︵徴イＪ

曲祁礼鍵場︐の茨公称域い圃勺

妙僻璽扱父よ坦沸

畢郷河︾嘩錘嘘舗〃灘輪

鷲肉・一８ク●の

鯛驚鰯騨臓鋤評
空

︾＃壱間劃曇誕

一．畠︒拝山武未上

く︑庫裡僅かに残れるＪものは明治十一一年頃より同十七
世で

年頃迄の間に於て︑各戸長の編集提出せし村誌を郡別
へんてい

に編綴したる村誌及郡誌の一部︵以上地誌︶︑並に立

庁より明治十四年に来る岡山県県治記事四十四綴︑小

しゆうろく
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田県歴史︵趣術舜越明︶二綴︑北条県歴史温栃埜趣明︶

一一綴あるの承にして︑他に蒐録編纂したる文書類の見

図110天主閣からの測逓文啓

史誌の編集

六年︵一八七三︶二月︑矢吹正則が︑津山城の天主から

四方の山の方角を測量した図がある︒その図の説明に︑
れいださ

明治五年地誌編集被二仰出一︑郡村図製造方要用有し
みずのととり

之︑天主閣より測星墨之儀小野参事中へ申立︑六年奏酉
二月︑戸田象二同道測量︑諸方角地名難二相分一に付︑

間に調査の粗密が出ないように配慮している︒

郡誌は︑全体としてその郡を把握しようとしている︒

まず︑一郡ごと詞鑑荊郵龍喋三︶の地図を製作させ︑

気候︑人物の項目を設けている︒

この時︑津山市街は︑岡山市街と同様﹃津山誌﹄と題

して上︑下二巻とし︑上巻は市街を総括し︑下巻は各町

たつよし

の沿革が記載されることになった︒

おんやぶれ

地誌編集の儀は︑昨八年六月第九十七号公達に其例

継説明﹂はこう述べている︒

の地誌事務担当は︑矢吹正則が中心であった︒﹁事務引

地誌調査の係を瞳いて組織を整えた︵北条県達︶︒全体

概則を通達し︑会所に地誌調査の主務者を置き︑町村に

八年︵一八七五︶には︑正副戸長に編集のための着手

戸長在県人一連にて協議之上相定候︒其筋小野立誠殿

堂わ

にも出席相成候︒同年より城郭御蝋に相成再難し製図
書に付取仕廻し置候事︒

と記してある︒これは地誌調査に取り掛かっている貴重
な資料である︒

当時の大きな仕事には地租改正があり︑それに六年に

は暴動が起こり︑地誌編集どころではなかったであろ
だじようかん

則に照準し︑当県に於て仮に着手の規則を設け︑兼て

う︒

八年︵一八七五︶六月︑太政官から﹁皇国地誌編集例

下附致し置該官派出調査為し致候処︑美作国西六郡は

せ

則並着手方法﹂︵﹃法令全書﹄︶が示され︑これによって

旧領主森氏作陽誌の撰あるも︑東六郡︵英田外︶は無し

之︑旧津山藩士族の私撰にて東作誌あるも確実と難し

せん

本格的に地誌編集が進められていく︒
この地誌編集は村誌と郡誌に分かれていた︒

致古実の難徴あり︒風土城吐の興廃等都て実地に就き

すでところ

すべ

村誌は︑全村の実状を細密に記述することが眼目であ

精確取調図誌の間に棚縮なきを注意為し致︑昨八年八

そご

って︑位置・沿革から始まり︑人数・牛馬・舟車・湖

月中着手吉野︑英田両郡は巳・に客歳中下調相済候処︑

ていとう

沼・道路・堤塘など細かく調査項目を列挙して︑村相互
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土壊の接続に関係有し之︑本年一一月以来勝南郡へ着

は︑少なくとも満足すべき調査資料が引き継がれていな

すると︑引継書に記載されている郡名以外の郡について

ど服︺よう

手︑四月一一十口Ｈ大約取調の上別紙引用書籍等に因り︑

かったことになる︒

おおよそ

吉野郡並勝南郡六十九村の内四十四村編集︑且︑英田

今︑津山で目にするものは︑村誌の﹃山北村誌﹄・﹃小

すなわち

郡より差出候分Ｊも点検中廃県に付中止致し︑即︑左の

原村誌﹄・﹃小田中村誌﹄・﹃西一宮村誌﹄と︑郡誌の﹃美

美作国東南惟郡義

明治十七糸士一則渦

作国西北条郡誌﹄・一●美作国東南条郡誌﹄とである︒

仕訳の通並当仮規則相添引渡申候︒可レ然御取計有し之
度候︒

以上によって編集の手順を承ると︑戸長からの調査報
告と既に刊行されている﹃西作誌﹄・﹃東作誌﹄等を参
考文献とし︑その過程中に事実と食い違う場合は︑特に
﹃東作誌﹄については直接巡検︵英田・吉野・勝南三郡

明治十七年十１鵜

美作函一西北係郡龍

（矢吹信夫氏蔵）

を八年八月から九年四月まで︶してその正確を期したの
である︒ところが︑九年︵一八七六︶四月︑岡山県へ合併

されたので仕事は中止した︒これ以後は︑しかるべくや
っていただきたい︑と引き継いだのである︒
この時︑どこまで完了していたかは︑西作地区の説明

がないので不明である︒一一︑一二︑一三年︵一八七
八︑七九︑八○︶と︑県から毎年のように地誌調査の促
進とか︑地誌提出の督促の布達が出ている︒中でも︑一
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三年︵一八八○︶五月の督促の布達は︑美作では︑勝南・

吉野・英田以外の郡町村に出されているのである︒そう

図111『西北条郡誌』と『東南条郡誌』

史誌の編集
明治一七年︵一八八四︶一○月稿と︑﹃東南条郡誌﹄には︑明

特に郡誌には年月の記入があって︑﹃西北条郡誌﹄には︑

記載するの規則を以て編纂の儀︑本県史誌編集懸及戸

誌と題し︑上巻は市街を総括し︑下巻は各町の沿革を

編集に相成︑岡山・津山市街は其地限り岡山誌・津山

ず

治一七年︵一八八四︶一二月稿と記されている︒

長中より依頼に付︑浅学寡聞を不し顧昨春来起草︒

この書面は︑彼が草稿を書き上げて︑寺院にその正誤を

この項の最初に引用した﹃岡山県政史﹄の中に︑﹁庫
裡僅かに残れるものは︑明治十二年頃より同十七年頃迄

依頼した時︵一四年一月二七日︶の付け文である︒

一七年︵一八八四︶八月︑完成したものを県に送るの

の間に於て︑各戸長の編集提出せし村誌を郡別に編綴し
たる村誌及郡誌の一部﹂と記しているが︑この文中の年

であるが︑その時の添え文には次のように書いている︒

所︑行文の雑俗を問はず質実を要すべしと錐も︑津山

の元稿なれば︑凡そ例則に見ゆる者或は例外載する

岡山県の丙号御達を奉じ編纂する所にして︑皇国地誌

此編は︑明治八年太政官第九十七号及び十二年五月

月は︑上記美作の二郡誌の脱稿年月と符合する︒それに
しても︑これらの地誌は全部完成したのであろうか︑そ
れとも未完のままになっているのであろうか︒

さて︑前に︑津山市街については﹃津
﹃津山誌﹄脱稿山誌﹄として編集された︑と記した︒

おおむねたまき

いかん

藩政に係る文書廃藩の際多くは散逸し︑且つ︑市長に

ま

﹃津山誌﹄だけは︑郡誌や村誌とは別個の体系で編集さ

おも

蔵する記録も大率紛乱し︑其僅に存する者独玉置氏の
と２

れたのである︒この著者は矢吹正則であった︒この﹃津

承︒実に古を尚読後を懐はざるの致す所復た之を奈何
あた

山誌﹄は︑当時編集された地誌の中で代表的著作であ

ともなす能はざるなり︒

かつ

採択の便に供せんとす︒稿成る及で之を上す︒

し︑荷も沿革の見るべき者は務めて之を備載し︑他日

いやしく

書は玉置氏に索り︑而て之を予が嘗て記録する所に校

さぐしこうし

故に︑稿を起すに方り︑藩の書は家務係に︑市井の

あた

り︑その経緯も比較的明らかである︒そこで︑その記録
をたどって当時の編集事業をしのぶことにする︒

矢吹正則は︑﹃津山誌﹄の編集を引き受けた事情を次
のように言う︒

︵明治八年以後︑︶本県に於ても︑管内一般地誌御
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付供二内覧一候也︒不具備の編集に候へ共︑此侭浄書︑

士︽す︽

矢吹正則は一三年︵一八八○︶春からこの編集に取り掛

戸長役場より郡役所を経てロ雲出し可レ然哉奉レ伺候︒尤

なり

かっている︒したがって︑この依頼を受けたのは一二年

も此草稿は正則手元へ相伝へ置度に付︑該書巻首に御

０︐つ︒と

︵一八七九︶の後半と推察される︒一四年︵一八八一︶

覧の証被二成降一候ほぼ本懐之至難レ有奉レ存候也︒

や

一月には草稿を寺院︑神社に回覧しているから︑一年間

そして︑一七年︵一八八四︶八月に呈出される︒

闘寺券圭剛異Ⅷ﹂一﹄射︑

珂砕唖一必いふ歴僻舛蜂

勢一繍蝋瞬州燃綱憩縦

なしくださ

に書き上げていることになる︒

彼が﹃津山誌﹄を執筆した一三年︵一八八○︶という
年は︑国会開設請願運動の華やかな時であった︒この時
点で︑多くの文書は散逸紛乱していたのである︒その
上︑彼は︑一二年︵一八七九︶二月から一三年︵一八八
○︶七月まで県会議員をしていた︒豪農の家に生まれて

士族に列し︑幕末維新をくぐって北条県に出仕し︑剛

まずみ

直︑意志強固であった彼にして初めてなし得たことであ
ろう︒

さて︑草稿の訂正方は︑神社では徳守社の小原十寸見︑

寺院では愛染寺畠山照南・妙法寺由良日正にそれぞれ依
頼している︒この回覧などによる誤脱訂正が行われ︑浄書
してもよい時点は一五年︵一八八二︶の中ごろであった︒
一五年︵一八八二︶七月︑彼は︑岡山県史誌編集懸に︑

2M躯

次のように具申しているのである︒

兼て御内意を奉美作国津山地誌上下二巻粗稿脱稿に

図112『津山誌』脱稿時の具申蜜
（矢吹信夫氏蔵）

史誌の編集

にあった者でさえ︑命を受けて約五箇年の歳月をこの著

﹃北条県史﹄の編集にも従事している彼のような立場

る︒︵弓斎勤仕録︶

日には︑﹃北条県史﹄編集が全部終わって呈出されてい

四︶二月であった︒そして︑八年︵一八七五︶四月二

一年も経過しない間にできたことになるが︑地誌の記

作に掛けているのである︒

この﹃津山誌﹄は︑前述した各郡誌と共に︑﹃西作

載とは異なり︑﹁立庁の日より明治七年十二月に至る迄︑

役工業及び騒擾時変等の事類を分ち歴叙﹂︵編集例規︶す

ろくせい

誌﹄に次ぐ美作における官撰地誌であり︑同時に︑﹃東

部内政治の施設制度の沿革︑租法腺制拓地勧農より︑軍

四年︵一八七一︑︶に古器旧物類の保

るもので︑編年体に事実の記戦をする︑という簡単なも

そうじよう

作誌﹄・﹃西作誌﹄と並ぶ代表的地誌の一つである︒

存︑翌年には記録の整備が布告さ

のであった︒ところが︑呈出された北条県史は︑簡に過

﹃北条県史﹄編集

れ︑旧をきらい新を競う風潮に政府は釘を刺した︒これ

ぎるとして再調を命じられた︒一︲事務引継説明書﹂はこ

くぎ

は︑従来あるものの保存に過ぎなかったが︑七年︵一八

う述べている︒

られ

明治五︑六︑七︑三か年分取調進達致し候処︑叙事都

県史編纂の儀︑明治七年中御達相成︑其例則に徴ひ

なら

七四︶二月には︑政府は︑歴史編集の例則を定め︑本
格的な県史編集に着手するのである︒これは地誌のそれ
より半年早かった︒

て簡に過ぎ候旨を以︑再調を被し命書類過半御下付に

似ぽ

なお

例規によって大要を述べると︑

付︑夫々着手為し致猶八年十一一月中御達詳明の例規に

ら岡山県において調査してくれ︑というのである︒その

過半差しもどされて再調をしたが︑一部未完成であるか

候条︑御取調有し之度候事︒

たく

事︒右之内工業の部等且︑咋八年分は未だ着手不し致

いま

基き︑本文一二か年分粗編集候に付︑別記の通引渡候

それぞれ

ァ県が成立して以後の政治の沿革︑民物の盛衰等を
編年体で記載する︒

ィ七月一二日までのものをまず差し出し︑以後一年
ごとに差し出す︒

というものであった︒

矢吹正則が編集主任に任命されたのは七年︵一八七
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後︑未完成の部分は岡山県で完成させ︑政府の正院歴史

った︒そうすると︑美作全体からゑて地誌よりも歴史的

﹃北条県史﹄は︑北条県時代の数年間の記録に過ぎなか

き処︑九年四月廃合の令下り︑九年に係るものは︑僅

で所持していたが︑一度も用いることもなく︑これま

旧津山県から引き継いだ旧郡代所蔵書類は︑北条県

の項に︑

矢吹は︑﹁弓斎勤仕録﹂の九年︵一八七六︶五月六日

の歴史編集に志した当時の背景である︒

著作に乏しかった︑ということが言える︒これが︑矢吹

課に送付された︒﹃北条県史﹄の緒言には︑
すべ

旧北条県明治八年以降の歴史は総て本県に於て廃絶
し︽

めいりょう

の余を継ぎ︑引続の文書に拠って之を編纂す︒故に事
玄ま

蹟往々疎漏を免れず︑間首尾曲折明瞭ならざるもの↑の
よし

かに三か月余の事歴なるを以て︑八年各条下に併て登

でも処分しては︑という話もあり︑今度岡山県に引き

り︒今詳細調査に由なし︒凡歴史年紀を分て編纂すべ

載す︒

現在︑われわれが見ることのできる﹃北条県史﹄の例

処分される時には自分に払い下げてくれ︑と︑前々か

た︒ところが︑自分は古い物を好む癖があったので︑

渡しても運送費が高くつくだけだ︑ということになっ

言には︑﹁この北条県史は︑明治七年十一月太政宮達第

ら頼んでおいたところ︑本日払い渡されることになっ

として︑北条県からの引き継ぎ以後の説明をしている︒

百四十七号により全国各県に於て︑その県治となりたる

史課に報告したる副本なり︒﹂と記してある︒つまり︑こ

自分や︑中村松次郎・村田登之助・竹内脈が数日郡代

これらの書類は︑明治四年︑津山県が廃された時︑

た︒

の副本の写本を手にすることができるのである︒正本は

所で取り調べたものである︒たとえ︑役に立たないも

明治四年よりの︑沿革変移の万般を調査記録し︑正院歴

現在国会図書館にある︑という︒

いたが︑受領できて本懐の至りである︒どうか︑虫鼠

ちゅうそ

のでも︑一たび消失すれば実に残念である︑と思って
であった︒彼がこれに着手するころに

の害がないようにして後世に相伝え︑政事の沿革や事

官撰史誌以後県史・地誌編集の中心人物は矢吹正則
は︑記録類の大部分は既に散逸消失し︑当時編集された

制9脂

史誌の編集

物の移り変わりを知ることに役立てたい︑と思う︒

ばつせんえつ

物は貴顕紳士の校閲︑序践Ｊもありますので信越ではあ

この旧郡代所蔵書類の入手が︑彼をして歴史編集事業

岡・三辺・増田・坂谷諸先生の内へ同様お願い致しま

い致します︒もし︑できかねますなら︑中村・亀谷・

りますが︑編修官諸公の内へ校閲並びに序文をお願

に駆り立てさせたのである︒彼の著作の代表的なもの

す︒

と述べている︒

は︑一四年︵一八八一︶六月に世にでた﹃美作略史﹄で

明治四年︵一八七一︶北条県設置までの史実を︑編年体

﹃美作略史﹄は︑和銅六年︵七一三︶美作国設置から

作中古紀事﹄・﹃美作山林制度調書﹄・﹃美作古簡集﹄・﹃森

に取り掛かったことが分かる︒この外にも︑彼は︑﹃美

一一年︵一八七八︶ごろから﹃美作略史﹂編集の仕事

という意味のものである︒

に記載したものである︒美作の通史は︑この略史が唯一

家全盛記﹄等多くの労作を残している︒

ある︒

のものである︒

﹃美作略史﹄の稿ができた時︑彼が小野立誠︵元北条

県参事︶にこの校閲を依頼した手紙の原稿が残ってい
る︒

︵前略︶本州には沿革を通視すべき書物がなく︑残

念に思い︑一昨年略史編集に従事し︑和銅六年から明
治四年の間の治乱の沿革︑諸家の興廃等について記録
を集め︑このころ脱稿しました︒ところが︑有志者の
勧めによって刊行することにしました︒もともと︑私

の見聞の便にと思っていましたが︑世に出るとなる
と︑世の信用を得るように致したいので︑近ごろの書
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ｏ岡山県史稿本岡山県地方史料叢書

ｏ美作雑誌
ｏ農学雑誌

ｏ津山藩日記
ｏ津山温知会誌津山温知会

ｏ北条県史稿本
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︒岡山県の歴史岡山県

ｏ訓蒙美作略誌大村斐夫

ｏ岡山県政史岡山県

ｏ岡山県七十年史山陽新報社

・真庭郡誌真庭郡役所
◎苫田郡誌苫田郡教育会

ｏ加茂町史加茂町史編集委員会
ｏ久世町史久世町教育委員会

ｏ勝山町概史森本清

ｏ勝田郡誌勝田郡誌刊行会
・久米郡誌久米郡教育会
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ｏ倭文志稿寺阪五夫

ｏ島根叢書︵第一篇︶
ｏ地方官会議日誌明治文化全集

・津山市域土地台帳

ｏ学制百年史文部省

ｏ津山市域各小学校沿革史

︒津山市域町村会議事録

・岡山県教育史岡山県教育会

ｏ共武政表参謀本部
・法令全書博聞社

ｏ各小学校沿革史

︵蝉雷町祷袴叶識塞町瞬挫吋榊帳緬飯緬姫恥癖馳

︒岡山県布達
ｏ森家先代実録

・新訂作陽誌

陽
1
9
】
、
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ｏ津山中学校誌

︒岡山県学事年報岡山県
・岡山県自由民権運動の研究内藤正中
ｏ近代国家の出発色川大吉

ｏ自由党史青木書店

ｏ大隅神社資料

大阪自由新聞付録

ｏ本源寺資料
ｏ安東文書︵安東龍氏蔵︶
学校関係資料

ｏ山本忠兵衛日記︵山本太熊氏蔵︶

ｏ津山案内記村川嘉一
ｏ小松原英太郎君事略木下憲

自由党美作地方本部規約

美作自由党規約

郷党親睦会名簿

共之社規約

ｏ久原朗弦書簡集津山洋学資料第三集

勧農の儀に付建言

ｏ立石文書︵立石融氏蔵︶

︒鶴峰漫談平沼淑郎︵汎岡山所戦︶

自由党美作部人名簿

ｏ岡山県蚕業沿革誌牧野常四郎
ｏ作州からみた明治百年小山健三

ｏ津山坪井町の歩み今井三郎

ｏ高瀬舟今井三郎

溜池問題一件書類

ｏ仁木文書︵仁木士弘氏蔵︶
中島衛の書簡

ｏ津山の銀行今井三郎

学校関係の記録

溜池民有御据置願

地租改正につき北条県出張復命書

ｏ水島文書︵津山郷土館蔵︶

区会村会関係文書

伝習所設立関係文書

津山域廃殴始末

ｏ大岡文書︵岡山県総合文化センター蔵︶

・出道直先生伝記出道直氏古稀祝賀会
ｏ地学初歩和解宇田川椿庵訳
ｏ津山中学校済美会雑誌︵第三号︶

ｏ地理初歩東京師範編纂
ｏ津山高等女学校校友会誌︵第一号︶

ｏ津山区裁判所資料
ｏ津山郵便局資料
ｏ会津武家屋敷資料

地券御証印税之儀に付願

ｏ東京高等蚕糸学校西ヶ原同窓会名簿
ｏ津山普通学校規則

水島暦蔵手帳

ｏ中山神社資料

ｏ成道寺資料

副躯
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ｏ矢吹文書︵矢吹信夫氏蔵︶

弓斎勤仕録
見聞雑用集
森家全盛記
美作地理歴史集

触書達書写

北条県管下布達留

布告控

御触書控帳
玉置日知録

加藤平四郎の書簡

大阪事件関係文書

銀行設立主意口述控

︒福井文書︵福井敬二氏蔵︶

地租改正懸日記

政談いろは新聞関係資料

地租改正事務進達留

美作名勝旧餓記事

国分寺瓜生原両村開蕊新渠記

女学小校設立関係

ｏ森本文書︵森本謙三氏蔵︶

鶴山城祉銃楼設置一件書類
矢吹日記資料

鶴山城辻風致保存一件書類

因州道関係文書

物産融通会社略記

融通所関係文書

関東行道中日記

ｏ中島文書︵中島健爾氏蔵︶

六郡共立中学校設置関係文書

郷党親睦会永代共済制度規則

津山共同勧工場

各種講規約

郷党親睦会名簿関係

民会議事御布達書

成器小学関係資料

美作雑誌再発行願
美作同盟会規則

作陽商工便覧

作東鉄道株式会社︵計画書︶

山陰山陽鉄道中央路線理由害

報時改鋳の理由

北条県中学津山市街小学設立資料

公務懸日記
御家扶日記

盈進社第一回決算書

日本全国商工人名録

津山表日記書抜

津山製糸合資会社契約

ｏ愛山文庫︵津山郷土館蔵︶

盈進社規則
ｏ玉置文庫︵津山郷土館保管︶
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︒井手文書︵井手紘一郎氏蔵︶
国会開設鯖願運動関係文書
︒美土路文番︵美土路博氏蔵︶

公用日紀録
六郡共立中学校資料

・菅沼文香︵菅沼栄氏蔵︶
学校関係資料

︒野矢文書︵野矢猛史氏蔵︶

野矢日記
学校関係資料

・日笠文書︵県政史編纂室︶
和気郡学校関係資料

ｏ浮田文書︵浮田佐平氏蔵︶

地所売買願

あとがき

一︑資料の所在は予想外に断片的で︑そのうえ分散的で

あった︒にもかかわらず︑一応出版できたのは︑市民

の方々や郡部の方々の資料的協力があったからであ

る︒ここに記して感謝の意を表したい︒

一︑記述事項については︑重点が明治時代にあるが︑関

連する事項で別の面から解する必要がある場合は︑統

一的︑発展的見地から前後の時代に拡大させたものが

ある︒又︑同じ見地から︑次の巻の関連事項に回した

もの︵日清・日露の戦争とか︑一部の文化事項︶があ

る︒おおかたの了解を得たい︒

一︑記述に血税一摸を取りあげているが︑明治初期にお

ける政治的変革の中で︑民衆の動きとその社会的背景

を明らかにして︑その後の自由民権を目標とする部落

解放運動へと発展する経過を知る一助にと考えたから

に外ならない︒読者の正しい理解と国民的課題として

の部落差別の解消を心から願うものである︒

︵第六巻執筆担当者竹久順一︶
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第六巻年表

1９０９１４２

主 要 記 事

焔１邪皿皿１型１胴８

1９０２１３５

岨４姐３４Ⅲ皿２４７４４４４１

年｜月｜日

津山最初の誓文払いを行う（坪井町)。
津山米穀取引所解散。
邸番を地番に改める。

二六銀行創立。
芭蕉句碑鶴山城跡に建つ。

津山高等女学校開校。
皇太子殿下津山に行啓。

元修道館文学所を鶴山公園内に移し，鶴山館と称する。
日鰹戦争。露国に宣戦布告。

岡山県農事試験場蚕業部設立。

煙草専売始まる。

美作５郡の戦没将士忠魂碑を，鶴山公園内に建てる。

津山男子尋常高等小学校，津山女子尋常高等小学校設立。
『津山温知会誌』第１編発行。

津山信用組合創立。
普通銀行創立。

津山電気会社操業開始（点燈戸数1,442戸)。
妹尾銀行創立。

(年表）５

第六巻年表
主 要 記 事

年｜月｜日

班︑１１
２５６７
1890

Ⅲ４４２Ⅲ２３８９３８

1892

５
２

1893

２
６

1895

2
７

2
８

教育勅語発布。
逸見寅雄，津山養蚕伝習所を設立する。
津山普通学校設立。
天然痘大流行。

1
３

1894

市制町村制実施。

美作から立石岐・加藤平四郎当選。

刑

４
2

最初のキリスト教会設立（美濃職人町)。

衆議院議員（第１回）選挙。

鵬

1891

津山郵便局，電話通話事務開始。

吉井川洪水，津山市街浸水。
津山製糸合資会社設立。

郡役所統合。
１

日清戦争。清国に宣戦布告。

１
２

溜池問題は民有を確認される。

１

津山尋常中核学設置決定。
津山普通学校閉校。

1897

鵬

3
1
0

3
１

1900

３
３

９
1

津山米穀取引所設置認可。

１

美作銀行設立。

８
２

中国鉄道起工式挙行。

２
２

西西条・西北条・東南条・東北条郡農会設立ｃ
土居銀行津山支店創立。

羽班１

1898

２３７３３４加姐４

1896

津山中央銀行・津山貯蓄銀行創立。

鶴山銀行創立。
美作製紙会社設立。

中国鉄道開業。
津山町と津山東町が合併し，津山町成立する。
郡制実施。美作は３郡となる。苫田郡誕生。
鶴山城跡を町営の鶴山公園とする。

(年表）４

第六巻年表
年｜月｜日

主 要 記 事

学制を廃し，教育令を布告する。

Ｉ

郷党親睦会設立。

1880

1
３

津山銀行営業開始。
津山中学校閉校。
六郡共立中学校設立決定。
明辰社開業。

浮田卯佐吉座繰製糸を始める。

1881

1
５

美作同盟会成立。

２
３

1
９

美作親睦会結成。

７

１

鶴山小学校開校。

８

１

８

２
０

『美作雑誌』第１号発行。
六郡共立中学校（津山中学校）仮開校。
二宮に座繰製糸場設立。

１３４

1882

1
４

有待社開業（津山最初の活版業）。
溜池問題で代表者上京。
盈進社設立。
美作自由党地方部成立。

1
８

７８
８８
９
８
８
８１
８
１１

2
０
２
１

津山共同勧工場設立。
六郡共立中学校（津山中学校）閉校。
巡査携帯のカシ棒を廃し，帯剣とする。
津山市街の町名に津山を冠させる。
西北条郡・東南条郡郡役所新築落成。

羽１躯︑

1885

別邪１邪３

１
７

７岨１６︑２︑４１２

３８
４
８
８
８
１１

1
６

『政談いろは新聞』発刊。

衆楽園を岡山県津山公園とし，郡長の所管とする。

大阪事件発生。
高等鶴山小学校開設。
岡山一津山間，県道の改修完了。

■

２
２

大日本帝国憲法発布。

(年表）３

第六巻年表
主 要 記 事

年｜月｜日

女学小校廃止。

津山市街の成器・開智・時習・日新・鶴山各小学創立。
1
８

北条県，教員伝習所を設立する。

津山郵便取扱所が津山郵便役所と改称される。
津山郵便局と改称。

1８７５１８

津山市街地の地租賦課法を，ｉ古券税法から改正税法に改める。
1８７６１９

1
８

北条県，岡山県に合併。
北条県教員伝習所を津山師範学校と改称。

2
５

美作国各会所を会議所と改称。

１
０

津山に第５警察出張所を設置する（津山警察署の始まり)。
融通所を伏見町に設ける。

3
０

津山師範学校を岡山県師範学校支校とする。
岡山県師範学校津山支校附属として，女子師範学校を設置する。
津山区裁判所設置。

女子師範学校閉校。

1８７７１１０
2
１

津山元懲役場跡を試験場とし，草木を栽培する。
鶴山小学閉校。
養蚕製糸伝習所を設置する。

会議所及び小区事務所を廃し，区務所・戸長役場を設置する。
1８７８１１１

2
７

岡山県師範学校津山支校を本校に合併し，この跡に変則中学を開
設する。

共之社設立。

私立の養蚕製糸伝習所設立。
2
２

1８７９１１２

5−８

郡区町村編制法制定。

岡山県会議員（第１回）選挙。

1
０

変則中学を津山中学と改称。

２
０

第二十二国立銀行津山支店設立。
コレラ大流行。

(年表）２

津山市史第六巻年表
年｜月｜日

明治

1871

４

｜■Ｇウ

1872

６７７ｕ岨１２３

西紀

３
1

津山藩，管内に戸籍区を制定する。

４
１

廃藩置県。津山藩が津山県となる。

７
２

藩札引き換えの布達が出る。

５
１

美作一円，北条県となる。

５
２

津山郵便取扱所設置。

４

北条県開庁。

８
１

北条県，美作諸県の管轄事項の引き継ぎ完了。

９

７

４８８８９９刈姻１３５６７７８８Ⅲ１３

1874

ＲＯ

1873

主 要 記 事

美作全国を39区に分け，各区に戸長を置く。
郡に郡長，村に里正を置く。

2
７

郡長・里正を廃し戸長・副戸長を置く。

２

学制公布◎

７
１

北条県下各村の統廃合実施。

８
２

北条県，地券調査の命令を出す。

７

北条県中学創立。

１
日

中学に集書院設置。

物産融通会社設立。

2
８

徴兵令公布。

０
２

女学小校開校。

３

徳守神社，県社となる。

６
２

暴動，貞永寺村（鏡野町）に端を発し，美作全域に広がる。

５

津山城郭建造物の売却を布告する。
津山市街地に治券税法実施。

2
８

地租改正条例公布。

８
２

39区（北条県行政区）を19区とし，１９会所を設置する。

０
３

北条県中学廃止。

２
５

再度，津山城郭建造物の入札を公告する。

北条県，民会議事略則・議員選挙略法を布達する。
各町村，議員選挙を開始する（町村会．区会・県会）。
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4．商業その他
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勧工場設立届
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勧工場の設立場所
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江戸時代の富場

237
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富くじ風景
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０
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津山最初の蒋文払
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１

明辰社飛船の株券
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国盛鉱山地区の宅地造成
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第７章

明治の交通
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かつての因州道
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道 路 と 船
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飛船出帆表
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鉄道の幕開き
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山陰山陽連絡鉄道図
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中国鉄道津山駅
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中国鉄道開業時の時刻・賃金表

255

９
８

中国鉄道第１号機関車

255

99

作東鉄道計画案
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第８章

公共諸機関の草創期

1
0
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苫田郡役所
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１

郡の統廃合と郡役所

101

初期の津山警察署
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．
２

警察署と裁判所
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糾弾所と訴庭

265
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裁判所敷地図
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104

移転後の裁判所
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3．消防組織の変遷
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津山消防組
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5．郵便局と税務署

106

草地六郎治の印鑑届
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明治末期の郵便局
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第９章城跡再発見と
史誌編集

108

鶴山城辻碑
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１．城跡再発見

109

青草の中の鐘楼

287

２．史誌の編集

110

天主閣からの測避文書

289
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『西北条郡誌』と『東南条郡誌』
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『津山誌』脱稿時の具申書
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6

儲織鵠聞」
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第６章産業経済の発展
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津山中学校第１回卒業生
創立当時の教育方針

津山高等女学校の敷地視察
津山高等女学校第２回卒業生
小学校の沿革史

ページ

９５
９６
０６
３６
５６
５８
５
１
１１
１１
１６
１

12．ある学校の系諮

７５
８５
９６
０６
１６
２６
３６
４６
５６
６６
７６
８６
９７
０７
１７
２７
３７
４７
５７
６７
７７
８７
９８
０８
１８
２８
３
５

11．学校沿革史のこと

番号

｢中学校誌』
成名小学校の位置

170

成名小学校の新築校舎

172

共之社盟約
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郷党親睦会の会員証
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『美作雑誌』
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『美作雑誌』再発行届
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政談いろは新聞社印
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第３次中学廃校による教員辞令
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溜池の請願書

206

共之
員
郷党親
員の分布
美作自由党員

209

私立津山養蚕伝習所

224

明治初期の養蚕所

225

盈進社規則

226

盈進社第１回決算書

226

浮田製糸の養蚕室
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浮田製糸のかつての工場
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１．「鶴山」と「津山」

第２章津山町成立
２．新たな津山

第３章北条県と津山
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１．津山城始末
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津山地図（明治８年）
本源寺棟札

妙法寺の鰐口の銘

3．津山の地租改正

4．民会のさきがけ

第４章明治の学枝
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津山城の入札布告

３

在りし日の鶴山城

３
６

取り城し後の城跡
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山下土地利用図
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