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平成 25 年新春のごあいさつ

郷土の歴史を謙虚に学ぶ
会長 大村 昭東
新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様方にはお揃いでさぞや良いお年を迎えられた
たこととお慶び申し上げます。
東日本大震災から早や１年１０カ月。被災地では様々な困難がある中でもみんなが
一生懸命復興に取り組んでいます。内陸で被災者の方々を案じる私どもも、同じ東北
人として息の長い支援を続けていかなければならないとの思いを強くしております。
震災後「ふるさと」という歌が日本中で歌われ、多くの人々が啄木の「かにかくに
渋民村は恋しかり

思い出の山 思い出の川」の短歌を口ずさんだといわれておりま

す。人間の本質にある土地と人々の絆のようなものを思い起こさせます。
この大震災を機に、自然災害に対する先人たちの知恵や教訓がクローズアップされ、
郷土史への関心も高まりました。郷土の歴史を学ぼうとする者にとっては心強いこと
です。一方で、あの大津波で多くの歴史的に貴重な文化財が流失したり、毀損してし
まいました。実に惜しいことであります。翻って、この雫石町においても歴史的価値
を持つ有形無形の文化財が時間の経過とともに次第に消滅、散逸しています。我々は
歴史という学問の学者ではありませんがふるさと雫石の歴史や文化に人一倍強い思い
を抱いている仲間同士です。地域に残る伝説、口碑、年中行事から古文書や生活用具
さらには近代産業遺産に至るまで、あらゆる物に込められている先人たちの思いや教
えを丹念に掘り起こし、それを大切に残して次世代に伝えていく、こうした活動こそ
が史談会の会員である我々の役割であり喜びでもあると考えます。
今年で４７年目に入る当会の活動は、多くの先輩諸氏がそうであったように郷土の
歴史に謙虚に向き合い、先人たちが培ってきた伝統と文化をしっかりと継承して心豊
かな地域社会をつくるために必要な「学習と行動」、「記録」に取り組んでまいります。
今年も会員の皆様の積極的なご参加とご協力をお願い申し上げます。
末尾ながら皆様とご家族のご健勝、さらには貴家のご隆盛をご祈念申し上げます。
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②「盛岡に「東安庭」があり雫石に「西安庭」があるわけは。」
今後の事業・行事予定のお知らせ
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報告Ⅰ

滴石史談会創立４５周年記念研修「歴史学習と東日本大震災復興支援の旅」

東北歴史博物館と多賀城政庁跡を訪ねて
一年遅れになってしまいましたが当会創立４５周年記念の研修旅行を昨年１０月１９日
（土）～２０日（日）に実施しました。歴史学習と東日本大震災の復興支援が目的で、復興
支援は具体的には宮城県東松島市矢本の大曲浜地区の雫石さん方をお訪ねして激励するこ
とでした。当日の参加者は１４名（別記）
。
以下その報告です。

天候に恵まれ順調な旅
今回の研修旅行には、花巻市在住の「雫石
家」の雫石千恵子様と娘さんの菊池千里様も
同行してくださいました。２日間とも天候に
恵まれたほか、研修先の多賀城市、松島町、
東松島市は比較的近いこともあり、移動もス
ムーズで効率的な研修となりました。
主な日程は次のとおりでした。
【１日目】
① 多賀城市にある「県立東北歴史博物館」
で東北の歴史を俯瞰。特に古代東北を拓い
た「多賀城」の概要と役割を学んだ。
② 「多賀城政庁跡」を訪ね、現地案内人
の歴史講話を聴きながら散策した。
③ ほかに周辺の史跡で歌枕の地として知
られる「末の松山」と「沖の井」も見学。
④ 塩釜港から松島湾内遊覧船に乗り松島
一帯を巡りガイドから震災時の状況を聞く。
松島湾は多くの島が防波堤代わりとなって
比較的被害が軽微。幸運だったとのこと。
⑤ この日は松島湾沿い活魚の宿に泊まり
相互の親睦を図った。

【２日目】
① 東松島市矢本の「雫石家」代表者及び
市教委文化財担当者が同行。津波によりほ
ぼ壊滅状態の東松島市の野蒜（のびる）海
岸、大曲浜を巡り、被災の実情を見た。
大曲浜で津波犠牲者の慰霊碑に献花し全員
で参拝した。雫石さん２３名も犠牲に……。

② 矢本大曲浜の「雫石家」の方々と本年
2 月の「雫石氏フォーラム」以来８カ月ぶ
りに再会。市内で昼食会を開き、出席した
た雫石さんグループ 15 名と懇談し、雫石
産の新米 50 キロと紫波産のぶどう 2 ㌔４
箱を贈り（加えて昼食代は当方負担）一
層復興に励まれるよう激励した。
③ 昼食後、市教委佐藤敏幸氏の案内で旧
矢本町内の史跡等の案内説明を受けた。
【左写真】
２日目。矢本町内での
昼食会後の集合写真。
大曲浜の雫石さん方は
みなさんとてもお元気
そうでした。
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今回の研修旅行の参加者
1・大村昭東

2・関

3・渡辺洋一

4・高橋與右衛門

5・小塚典子

6・長坂ハツエ

7・熊谷ツネ子
9 ・東 幹夫
11・高橋 繁

◆会計報告

（敬称略）

【史談会会計から 48,000 円を支出】

敬一

8・熊谷

（支出内訳）
・お土産（米とぶどう）
・博物館入館料
・資料印刷代
・雫石さん方の昼食負担
・市教委佐藤氏案内謝金

望

10・杉村祐一
（以上会員）

支出 合計

12・林尻正雄（中南・一般）
13・雫石千恵子・14 菊池千里（花巻市）

26,200 円
5,600 円
1,660 円
11,540 円
3,000 円
48,000 円

◆参加者個人負担分 21,000 円に対する精算
報告は参加者に別途行います。

ご報告と御礼
被災地支援として募りました「大曲浜の新海苔購入」にご協力いただいた方々は次のとお
りです。ありがとうございました。 【1 月 14 日現在】
敬称略
・岩持斗季子（4）
・大村昭東（2）
・関敬一（2）・雫石千恵子（2）
・小田靖子（2）
・東 幹夫（2）
・小塚典子（1）
・和川サナ（1）・上野ヒデ子（1）
・川崎 貢（1）
・新里栄弘（1） 計 11 人（19 パック・49,875 円）

報告Ⅱ

３年目となった少年少女歴史教室

２４年で３年目となった＜しずくいし少年少女歴史
教室＞を６月から１１月までの６ヵ月間に８回開きま
した。実施日は原則毎回日曜日。時間は午前 9 時から
午後 3 時までで昼食持参。今回の受講生は小学校 5～
６年生６名でした。
（前年は中学生 4 人を加えて 8 人）
スポ少活動が盛んな当町で全 8 回の文化系教室に 3
小学校から 6 名の参加は“健闘！”だと思います。
8 回中 7 回出席が 3 名、6 回 2 名、５回が 1 名でした。
史談会会員は大村会長以下１０名が「支援員」とし
橋場坂本川で貝化石採取に挑戦！

て同行し活動をサポートしました。町教育委員会が後

援団体となり毎回スクールバスを運行してくれたことから、受講生たちはふだん行くことの
ないような地域にまで入って史跡や神社などを見学して町の歴史を学びました。7 月の教室
では「太古の昔、雫石は海の底だった」のテーマで橋場と西安庭で貝や木の葉の化石採取に
挑戦、初めての体験に大喜び。取った化石を家族に見せて自慢した子が多かったようです。
最終日の 11 月 23 日には町の無形文化財芸能祭を鑑賞。引き続いて資料館曲屋での閉講式
では大村会長から「雫石歴史大博士認定証」を授与されて子どもたちはうれしそうでした。
「また来年も参加したい」との声も聞かれました。学校の校長先生からも好評だったことか
来年は特に中学生の受講者も復活することを期待して事業を継続していく計画です。
＜今回見学した主な場所＞ 岩手山神社・雫石神社・沼田神社・大村山祇神社・上和野観音堂・
雫石城跡・生森一里塚・生保内及び橋場御番所跡・旧橋場駅跡・町内三寺・矢櫃芦ケ平・切留・
県立博物館・雫石大火記念碑・日影堰・越前堰・小岩井農場本部・大村森林軌道跡 ほか
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報告Ⅲ

平成 24 年度の事業等の経過

＜4 月 28 日；定期総会後の諸事業＞

５月２２日（火）第２回役員会開催（中央公民館）
＜新役員体制＞
会長 大村 昭東

副会長

関

理事 渡辺 洋一

堂前

正彦

監事 三上 貞雄

岩持

斗季子

敬一
曽根田 優子 高橋與右衛門
事務局長

小田 靖子

新里 栄弘

＜会議並びに行事の開催状況＞
１）第１７回滴石・北浦史談会交歓会第２回打ち合わせ会（町立中央公民館）
・開催要領、収支予算、交流会の内容等の協議
２) 町内史跡草刈り・整備作業 6 月 17 日（日）
【対象：長山街道分岐、生森、高前田一里塚】
・草刈りに役員２名が従事・※その後 7 月 28 日、8 月 11 日も実施】
３）２４年度第１回郷土史教室 6 月 27 日（水）（町教委と共催）
【見学場所；矢巾町方面】
・参加者２２名（会員 11、町民 11 名 徳丹城、南昌山麓、稲荷街道ほか）
４）第１7 回北浦・滴石史談会交歓会 7 月 26 日（木）【会場・雫石町】
・参加者 滴石 19 名、北浦 17 名 盛岡市内史跡めぐり＜盛岡城跡公園・
南昌荘・仙北町方面（小鷹刑場跡・徳清倉庫・駒形神社ほか）＞
・研究発表会・丸山 塁 氏（滴石）・ 茶谷十六氏（北浦）
５）第 11 回みんなで歩こう旧秋田街道の案内 8 月 1 日（水）【橋場・国見地内】
・主催は御明神公民館（参加者；雫石児童館 20、一般 8、公民館職員 3）
９月１０日（月）第３回役員会開催
６）第 2 回郷土史教室 10 月 19 日（土）～20 日（水）【宮城県多賀城市・東松島市方面】
・参加者 14 人〔見学先・東北歴史博物館、多賀城政庁跡、東松島市内ほか〕
７）第 3 回郷土史教室 11 月 13 日（火）
（町教委と共催）【見学場所；御明神地区】
・参加者 17 名（会員 7、一般 10、町教委 1）
８) しずくいし少年少女歴史教室 6 月 23 日(土)～11 月 23 日（祝）まで全８回
・参加者小学生 6、史談会員（支援員）10 名 計 16 名参加
・町内の歴史史跡巡り、化石採取、芸能祭観賞ほか
１２月３日（月）第４回役員会開催
２５年１月１９日（土）開催の第１９回「自主研究発表会」の通知を発送。（12／21）
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町内歴史探訪（寄稿文Ⅰ）
新山道（しんざんどう）～岩手山への古道を探る～
会員

丸 山 塁

古来より雫石の民にとって心のよりどころであった岩手山は、霊山として崇められてきた。
雫石町長山頭無野には岩手山神社遥拝所（写真－１）があり、山頂の奥宮（＝本山）に対し
「新山」と呼ばれている。
富士山、白山、御嶽山、立山（雄山）、月山など、いわゆる百名山と称されるような山々に
は、元々信仰の対象であったものが多い。
月山の麓には出羽三山神社拝社があるけれど、遥拝所と呼ばれる社は岩手山以外にまだ聞いた
ことがない。
「遥拝所」という美しい響きの中に、岩手山に対する信仰の深さがうかがえる。

（写真―１）
ちなみに、岩手山神社遥拝所は雫石町だけでなく、盛岡市中央通にもある（写真―２）。
周りを住宅に囲まれ肝腎な岩手山を拝することはできないが、現在の場所は中央通りの区画
整理事業により移設された場所で、元の場所にあった頃は、遥拝所からはもちろん、市内の
どこからでも岩手山は容易に眺めることができたと付近の老人は語る。

（写真―２）
話は雫石に戻る。
新山から岩手山へは御神坂登山道を経由して通じている。
一方、雫石の中心地から新山へも多くの御山参詣の人々が往来したメインルート的な新山道
があったはずだ。
雫石町史に掲載されている雫石町屋敷絵図（享保 15 年（1730 年））によれば、中町の広
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養寺の入口斜め向かいに秋田街道から分かれて入る岩鷲山道が記されている。
今回はここを起点として、新山に向う新山道のメインルートを探ってみる。
始めに、古地図（昭和 22 年発行の地形図）を元にめぼしいチェックポイントを確認する。
最初のチェックポイントは鳥居の印だ。
場所は今の下長山小学校の東側で、壊れてはいるものの鳥居は現存している（写真―３）
。
岩手山の眺めも良く、登山意欲も高まるような場所だ。
新山道のメインルートとして外せないだろう。
ここと広養寺を結ぶルートは、ほぼ道なりに現在と同じように、晴山を経由していたのでは
ないだろうか。
理由としては、最短経路であることと、晴山が割と大きな集落であったことがあげられる。

（写真―３）
次のチェックポイントは現在の弘法桜と櫻沼だ。
古地図にも広葉独立樹の記号と湖沼の記号がちゃんと記されている。
ルート的に鳥居から新山に向かって直線上だし、当時から旅人の憩いの場として人気があ
ったに違いない。
もちろん岩手山の眺めも良い。
ちなみに、鳥居から櫻沼に向かう途中には、よしゃれ茶屋跡や茶屋の清水もあり、旅人が
立ち寄りたくなる要素に事欠かない。
弘法桜から新山に向けては直線的に今の立派な道を進みたくなるところだけど、弘法桜の
昔を知る人によれば、当時の道は、弘法桜から右に川へ向かって下るのがメインルートだっ
たとのこと。
その道を辿ると、現在の岩手中央森林組合や川井林業の製材所がある立派な道路に合流す
る。この立派な道は古地図にも同じ箇所に道が記されているけれど、かつては凸凹の激しい
あまり利用されない道だったそうだ。
しかし、この道沿いには雫石通細見路方記（1826～27 年）にも登場する景勝地の長山夫
婦石がある。
ランドマークとして旅人の目を楽しませたであろう夫婦石。
もちろん今も現存するが、藪に囲まれて冬枯れの季節以外には見えないこと、近くまで行
ける歩道がないことが残念だ。
夫婦石を過ぎると極楽野を抜けて、あとは一直線に新山へ向かう。
ちなみに、極楽野という地名もいかにも御山参詣に関係ありそうな名前に感じられる。
それにしても、この新山道のルートは随所に見どころがあり、参詣道として魅力的であっ
たに違いない。
しかも、そのほとんどが今に姿を留めているのは、非常にレアなケースだと思う。
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この歴史あるコースは、自転車で巡るのにも適しているので、所々に所在する石碑などに
目を向けながらのんびりサイクリングするのも楽しい。
新山の手前には、その名も「しんざん」という名の蕎麦屋が近年でき、腹ごしらえにも丁度
良い。
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町内歴史探訪（寄稿文Ⅱ）

会員

関

敬一

Ⅰ）はじめに
明治維新から３０年以上を経過したころ、旧御明神村と旧雫石村で、それぞれ官有山
林の処分にかかる大きな出来事があった。この二つの件の経過を追ってみる。
◆
そのひとつは、明治３５(1902)年４月１１日、旧御明神村が明治政府を相手に出訴し
ていた「志戸前山山林地下戻し」の行政訴訟で、村が勝訴したことである。
当時同村の村会議員であった岩持祐助氏が中心になり村当局と村議会を動かし、この
志戸前山は藩政時代から当時の〔御明神村民〕と〔上野村民〕が相当の対価を藩に支払
って入会い地として管理してきた山林であると主張して国に下げ戻しを求めていたもの
であった。明治３２年に申請した下げ戻し願いは同３４年２月、時の農商務大臣から不
許可とされたが、それに屈せず行政裁判に訴えていたのである。先見性が高かった岩持
氏は訴訟には法律専門家が必要と判断し、独自に東京の弁護士や代理人を選定して万全
の態勢を取った。また岩持氏が旧知の御所村長石井保蔵から入手していた藩政時代に志
戸前山が入会地として地元民に下し置かれたことを証明する盛岡藩家老や雫石通代官が
連署した「遣証文（つかわすしょうもん）
」が決定的な証拠となった。
この裁判での勝訴により現雫石町の西南部一帯に広がる「志戸前山」の山林 4,878 町
8 反５畝が立木有形のまま地元に無償で下げ戻されることになった。地元にとってこの
喜びはきわめて大きかった。
それから４０年後の昭和１５(1940)年、皇紀二千六百年を迎えるにあたって御明神村
は下げ戻しに尽力した先人を讃えて、志戸前山入口の日影地区に「砕身興村」の石碑を
建立した。

【経緯】
明治３２年
３４年２月
３５年４月

御明神村が「志戸前山下げ戻し」の申請行う。
農商務省から「不許可」の回答。直ちに行政裁判所に出訴。
「志戸前山山林地下戻し」行政訴訟で御明神村が勝訴
山林 4,878 町 8 反余が立木ともに無償で下げ戻しとなる。

◆
もう一つの動きは、旧雫石村での「七ツ森の払下げ」運動である。七ツ森は藩政時代、
村民の入会地として枯れ枝や小柴など、炊事用の薪木類を採り、馬の秣（まぐさ）を刈
る場所であった。それが明治維新後の明治９(1876)年に「山林原野等官民有区分処分法」
が定められ、この基準に従って全国の山林の官民区分を行った結果、七ツ森は官地に編
入されたのである。困り果てた村当局は明治政府に対し明治１５(1882)年、村を挙げて
その還元を申請したが認められなかった。その２６年後の明治４１(1909)年になって、
当時の生内琭造（おぼないろくぞう）村長は、逼迫していた村の財政を立て直すには村
の基本財産が必要と考え、国から七ツ森の払い下げを受けようと行動を開始した。尋常
の請願では成功が期待できないと判断した生内村長は村議会を味方に引き入れ、さらに
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雫石町出身の県議上野広成の人脈を頼り、郷土出身で当時内務大臣だった原敬と面会
し協力を要請。原敬は支援を快諾した。原の意を受けた農商務省のあっせんで七ツ森が
「不要存置」
（注・そのまま残しておく必要がないこと）に指定され払下げの告示が出された。
これをもとに国の山林の管理者である青森大林区署長らと価格を交渉、曲折を経て明治
42(1909)年３月２９日払い下げが決定した。
台帳面積２３９町８反５畝、実測２２１町９反６畝で立木有形のまま元金 37,000 円、
これを 3 年分割での払下げとなった。当時の雫石村の総予算は 5,559 円 21 銭であった。
なお、この払下げ代金は、村が初回金 6,000 円を支払って登記後、立木を伐採して東京
の業者に売り渡しその代金で完済できたので、村の大きな財政負担はなかった。
それから 41 年後の昭和 25（1950）年 7 月、雫石町町制 10 周年にあたり七ツ森の主
峰生森山の南斜面に払下げ顕彰碑が建立された。

【経緯】
明治 15 年
県議会議員上野広安の主唱で「下げ戻し（無償）
」運動を開始
16 年
願書に対する尋問はあったが、その後回答なし。
（不成功と判断）
明治 41 年
生内村長が「有償による払下げ」申請を開始
42 年 3 月 払下げの願い許可される。
明治 42 年度 6,000 円、43 年度 12,500 円、44 年度 18,500 円 計 37,000 円
の分割で支払い。立木代金は 45 年 2 月までに総額 38,560 円を受領。
大正 3 年 すべての契約事業が終了。同年 1 月 雫石村の基本財産となる。
◆
２ 官有林下げ戻し申請の背景
では、なぜこの時期にこのような動きが立て続けに起きたのか、その背景を見てみる。
明治新政府は、地所の官と民の所有区分を宅地と田畑については、従来における貢租
の事実等に基づき比較的容易に行ったが、林野については、藩政時代における農民の利
用が様々な形で行われ、一般的には独占して支配する形態が存在するに至っていなかっ
たため極めて困難なものであった。
そのため政府は、明治９(1876)年に「山林原野等官民有区分処分法」を定め、この基
準に基づいて官民有区分を行うことになった。さらに明治１８年から、地租改正による
所有区分の脱落や誤謬の補正、地租改正後の土地の異動等の把握のために再調査を行っ
た。こうした近代的租税制度確立のための作業の過程において、諸藩の直接支配してい
た林野、遠山等を主体として官有地とされた。東北地方においては、特別な利用区分が
示されない部分について、おおむね官有地とされたものであり、これが国有林野の原形
となった。志戸前山、七ツ森の両山についても、この当時は特別な証拠となる資料もな
いままに、
「盛岡藩支配の山林」として官有地に編入されてしまったのである。
このため、これまでこれらの山林を利用してきた地元民は大いに困ってしまったので
あった。中には密かにこの山を犯し盗伐の罪に問われる者も出る事態となった。
その後、明治３２(1899)年になって、混乱の収拾のために手続きを踏めば土地の下げ
戻しもあり得るとする「国有土地森林原野下げ戻し法」が公布施行された。
こうした法整備により、様々な申請や手続きにより法的に山林を取り戻そうとする動
きが各地にみられるようになってきた。それが前述の二つの動きにつながったのである。
◆
Ⅰ）でみたように、
「志戸前山」と「七ツ森」では、手法がずいぶん違うことに気づく。
まず、志戸前山は、政府から無償で下げ戻しを受ける方式、一方七ツ森では有償での払
下げによる取得を選択したことである。具体の方法では「志戸前山」は裁判で決着、
「七
ツ森」は中央政界への根回しが功を奏したのであった。
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また、上記では述べなかったが、
「志戸前山」では裁判のために契約した弁護士や協
力者に対する成功報酬が当該山林の立木で支払われている。一方「七ツ森」ではそれが
なかった。生内琭造村長は成功報酬はおろか、村議会から申し出があった「山林の一部
を低額で貸し与える。
」という報償案も固辞した。
「七ツ森」の成功は、明治１５年の１回目の下げ戻し運動での挫折による学習効果が
表れたものであろう。前回の経験から、無償での下げ戻しは＜七ツ森は村人たちの入会
だった＞という藩政時代の明白な証文でもない限り無理だと判断し、むしろ新政府の役
人が“利にさとい”ことを見抜き、最初から「有償払下げ方式」を選択し価格交渉に全
力投球したことがよかったと思われる。
一方の「志戸前山」は、下げ戻し申請を開始したのは「国有土地森林原野下げ戻し法」
が施行された明治３２年になってからである。明治１８年ごろ、のちに農商務大臣にな
る土佐の林有造氏が政治犯で岩手監獄に収監中に、同監獄に森林盗伐の罪で収監されて
いた地元の山津田運蔵に対して「やがて官有山林下げ戻しの法律が公布される。それま
でに藩政時代の証拠書類等を整えて機会を待て」と教えたとされる。こうしたことが
あったことから新法律の公布を待っての申請となったのであろう。
この法律公布の直前、御明神村議の岩持祐助は旧知の石井御所村長を介して、文政９
(1826)年に盛岡藩が発行したとされる「志戸前山は上野村と御明神村二カ村の入合とし
て下し置く」旨が記載されたいわゆる「遣証文」を盛岡衆から入手していた。
当時の御明神村では、東北の一山村が国家権力を相手に争うことに不安を感じる人も
多く、また当時の交通事情を考えると東京への往復などの苦労が想像され、村当局や議
会は及び腰であり、勢い岩持祐助が中心となって進めなければならず、申請書作成のた
めには証拠資料の鑑定人や代書人等を外部に依頼するしかなかったこともあって、岩持
は村の中では孤軍奮闘の様相であった。村当局では助役が専任担当となった。
明治３２年５月、御明神村はこの証拠書類を添えて下げ戻し申請をしたが、同 34 年
２月に出された農商務省の回答指令書は＜下げ戻しの件聞き届難し＞、つまり「不許可」
であった。皮肉なことに、不許可の指令を出したのは、岩手監獄で下げ戻しの方法を教
えてくれた土佐の林有造その人であった。
しかし、岩持祐助はそれにも屈せず、村の議をまとめ直ちに行政裁判所に出訴し、つ
いに翌年の明治３５年に勝訴したことは先に述べたとおりである。
七ツ森のケースと違って、この志戸前山下げ戻しは、村の中において卓抜した力量を
持っていた岩持祐助氏個人の強力なリーダーシップにより短期間に目的が成就した例で
ある。
◆
3 先人のふるさと思う心と行動力に敬服
このように見てくると、当時の先駆者、先人たちの故郷を思う熱き思いと果断な判断
と行動力には敬服するばかりだ。
また、リーダーとなった岩持、生内両氏のほか、特に挙げるとすれば「七ツ森払下げ」
にあたって尽力した当時の村会議員諸氏がいる。この人たちは村長の要請を受けて、払
下げ代金を一時盛岡の金融業者から借りる際の保証人となり、自己所有地を抵当に入れ
るなどの決断をして払下げを成功に導いた。
「志戸前山下げ戻し」においては「国有土地森林原野下げ戻し法の施行」を予見し、証
拠書類の確保を示唆していた土佐の政治家林有造が挙げられる。
◆
これらの「山林下げ戻し」
、
「払下げ」からすでに１００余年が経過した。時の流れの
中で、人々の記憶から当時のことが忘れ去られようとしている。
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しかしながら、双方の山林は、その後様々な経過をたどりつつも旧雫石町（村）や旧
御明神村の財政を助け、民生の安定に大きく貢献してきた。新雫石町となった昭和３０
年以降も貴重な森林資源として人々に恩恵をもたらし、また町財政の基盤をなしながら
現在もなお、町勢の発展に寄与していることは喜ばしいことである。
先人たちの努力に報いるためにも、時折こうして事績を取り上げて紹介してみること
も必要だろうと思い拙文を記してみたが、力不足で十分意を伝えられたか心もとない。
ご叱正とご指導をお願い申し上げる。

末尾ながらこの話題に関する興味深いエピソードをいくつか紹介しよう。
◆
① まずは「新林破り」についてである。
あまりなじみのない言葉だが、雫石町史には次のようにある。――戊辰戦争敗戦の惨
めさを現実に体験し、藩主の処分や転封と、統治が統一を欠く中で、新旧の秩序が交錯
し、民心が荒廃して従来厳重に取り締まられていた制度を無視して林野を侵し、樹木の
盗伐が行われた。
明治２(1869)年には橋場村内秋田境の山林で、盗伐がしきりに行われ県ではこれに対
し、御番所があった時と同様に心得るようにと指示し、草木の伐採を厳しく戒めた。同
２年から３年にかけては下長根の林、安庭村では矢川の用の沢森、芦ケ平の林、長山村
林崎の山林、上野村では和野の山林などが新林破りに襲われている。新林破りとは、徒
党を組んで林野を侵し、樹木の討伐を行うことを呼んでいるもので、彼等は大挙し、鬨
(とき)の声を挙げて山肝入を襲い、今まで大切に保護していた立木を伐る様は実に壮観
というか悲愴というか、今まで抑えられていた力が重たければ重いほど激しい反発で破
っていった観があったと上野家文書に述べられている――。
② 山津田運蔵と林有造の出会い
明治初年、山林盗伐の罪により岩手監獄（盛岡監獄ともいう）に収監されていた御明
神村の山津田運蔵と同人に志戸前山下げ戻しの決め手となった「藩政時代の証明文書」
の確保など申請手続きについて暗示した林有造との出会いについて、下げ戻し顕彰碑
【砕身興村】の碑文から一部抜粋で紹介する。
――明治十四年、村民山津田運蔵森林盗伐の廉により盛岡監獄に下る。時に土佐の林
有造氏国事犯に問われ同獄にありしが、一日村民運蔵より本村山林官有地となり、村民
窮するを聞き必ず将来法律の改正により下戻の機あるを以って、証拠書類を整備し、時
期到来を待つべきを訓えたり。村民運蔵出獄後山林下戻の急を唱えたるも微力実現を見
ずして他界せり。然るに、岩持祐助氏は明治三十二年に至り、御所村石井保蔵氏を介し
有力なる証拠書類を発見せり。（原文は漢字とカタカナでのみ刻字）
なお、山津田運蔵氏に対して“下げ戻しの方法について訓えた”はずの
林有造氏であるが、時はめぐって明治３４年２月、御明神村からの下げ戻
し申請に対して不許可の回答を出した時の農商務大臣は林有造氏その人で
あった。業務上やむを得ない判断だったと思われるが、平成１３年９月に
雫石町が発行した「志戸前山下げ戻し百周年記念誌」では――不許可の指
令が時の農商務大臣林有造により出されていますが、当時の状況や、その
後の経緯から見ますと、これを農商務省のみの判断によることではなく、
行政裁判所の決定にゆだねたものではないかと推察されるものであります。
――、と解説しているので紹介しておく。
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林有造氏の業績紹介は別な資料にもあった。
平成１０年１０月１０日付けの「日本醫事新報」（週刊）の〔MEDICAL ESSYS〕
に当時岩手県予防医学協会集健部長だった鈴木静二医師（盛岡市在住）が＜高知県を訪
ねて＞と題した一文を寄せている。平成 8 年に林有造氏の故郷高知県宿毛市を訪ねた時
の紀行文の中に、林有造氏のことを紹介している件があるので引用する。
――（前略）林有造氏は天保 13 年岩村英俊氏の次男として生まれ、養子となって林
家を継いだ。明治３年に米国、欧州を 8 カ月にわたり視察。明治 4 年高知県の初代県
令となる。また国家の要職にも就いたが、その後郷里に帰り板垣退助氏とともに立志社
を起こし自由民権思想の育成に努めた。（中略）明治 10 年、新政府の専横を改めさせよ
うとした策謀が事前に発覚し、その廉で国事犯となり 10 年の禁獄刑に処せられ、明治
11 年盛岡の岩手監獄に収監された。その時、国有林盗伐の罪で収監されていた御明神村
民の山津田運蔵氏と出会い、村民の窮状を聞き及び、将来必ず法の改正により下げ戻し
機会があるから諸々の準備をして待つように訓えた。林氏は刑を終えると政府の要職に
復帰し、農商務大臣となって法の改正に尽力した。（後略）――
さらに鈴木氏は、高知旅行の締めくくりとして、御明神滝沢地区に建てられた「下げ
戻し顕彰碑」も訪ねており、その時の感慨をこう述べている。――この志戸前山下げ戻
しの事件は、一般の人々にはあまり知られていないようである。林有造氏は服役中、岩
手の島県令をはじめ関係者より特別な計らいを受けたようではあるが、それまで岩手と
は縁がなかったにもかかわらず、志戸前山下げ戻しに尽力され地域の歴史に残る輝かし
い足跡を残し顕彰されていることは、真の政治家として何事にも勝る偉業であると思う。
（後略）―― 私は鈴木氏を存じ上げないが、氏のような鋭くも温かい眼差しが当町の
一地域の歴史だと思っていた「志戸前山下げ戻し」に向けられていたことに驚く。
③ 官文書偽造行使、詐欺取財被疑事件について
＜志戸前山下げ戻し＞成就から 2 年半後の明治 37(1904)年 11 月 28 日、御明神村の
「志戸前山山林に関する裁判宣告書其他同山権利義務に関する書類綴」が、盛岡裁判所
派出の判検事により押収された。また、同日岩持祐助が拘引収監され、翌 29 日前御所村
長石井保蔵が拘引収監、さらに 12 月 2 日前御明神村長小田友吉が盛岡市新田町の仮寓か
ら拘引収監された。同日御明神村では臨時村議会を開き村長安本善太郎からこの旨が報
告された。
これは先に行われた志戸前山下げ戻しに関し、証拠書類とした藩政時代の文書につい
て偽造の疑いがあるとして、下げ戻しの中心人物であった岩持祐助氏と証拠書類の入手
先としての石井氏、下げ戻し当時の村長であった小田友吉氏が拘引されたものとされて
いる。当時は、下げ戻しに関わる成功報酬の実行に関しいろいろ問題がこじれたためと
推測されたようである。盛岡地方裁判所において岩持氏に対して計 4 回の訊問が行われ
たが、結果として三名とも犯罪の証明なく、12 月末には放免された。
この時の尋問調書のうち第 2 回である 12 月 9 日の調書の記録が残っており、「雫石町史」
や「志戸前山下げ戻し百周年記念誌」に掲載されている。下げ戻し申請や証拠書類の入
手経緯について窺い知ることができる貴重なものなので、一読をお勧めする。
なお、「雫石町史」では、この尋問調書を「下げ戻し申請時の行政裁判における尋問調書」
と誤認記載しているので注意を要する。
◆参考図書等；
『雫石町史（第一巻）
』
（昭和 54 年 1 月発刊）雫石町
『志戸前山下げ戻し百周年記念誌』(平成 13 年 9 月発刊) 雫石町
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【資料】
「志戸前山下げ戻し」と「七ツ森払下げ」顕彰碑の場所
七ツ森

（昭和 25 年建立）

志戸前山（昭和 15 年建立）
当時の下げ戻し山林区域
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