
2.白峰村からの開拓移住者（1/2） 

 

白峰村の誕生（白峰村史 昭和 34年 4月 上巻） 

 明治 4年（1871）本保県（越前）に属し、ついで高山県（飛騨）の所轄となり、高山県

が廃止されるや足羽県（越前）に属し、同 5年に初めて石川県の管轄となり、能美郡に含ま

れることになった。 

明治 9年第 12大区（能美郡）小 6区に属し、この時まで、白山権現領河内三ケ、風嵐、

牛首、島、下田原はそれぞれ独立の一村であったが、牛首、風嵐、白山権現河内三ケが合併

して 1村となり、白峰村と称した。さらに、明治 15年に島村は桑島村と改名し、下田原村

と共に３ケ村ができた。 

明治 22年 4月 1日の市町村制の施行で、白峰、

桑島、下田原の３ケ村が合併して白峰村となり、鴇
と

ケ村だけが尾口村に編入された。昭和 24年以降、

能美郡から石川郡に属することになった。 

 白峰村は生糸の輸出ルートとして福井県の勝山

との交易の境である谷峠の開削に腐心していた。養

蚕が盛んな白山麓にとって勝山との交易が重要な

位置を占めていたのである。 

 明治 23年（1890）から福井県への所属替えを策

し、時の内務大臣の西郷従直に請願した。これはシ

ルクロード維持のためである鶴来までは道路が悪

く、各官衛へは 3～40里ないし、70里余も迂回せ

ねばならない事務上の不便さもあった。当時、船越

石川県知事」はこれを聞いて早速視察し、その開削

を公約したが一向に実現しないので、明治 27年 1月には県替えを請願した。 

その後、この運動は 10年間も続けられたが、県替えは実現しなかったのである。 

 

白峰村の概要 

 白峰村は石川県の東南隅に位置し、東は白山を隔てて岐阜県大野郡白川村及び荘川村に

接し、西は福井県勝山市及び小松市新丸町に、北は尾口村に接している。 

石川平野を貫流して美川町付近で海に注ぐ本件第一の手取川は、その源流域はこの白峰

村域にあります。 

 四方を山に囲まれ、加賀地方では金沢市から最も僻遠の地であり、その関係から福井県勝

山市の方が距離的にも近いため古来より結びつきが強かった。 

 



白峰 元は牛首と称したが、明治 9 年

（1876）に白峰となり、同 23 年新

白峰村編成の際に役場の所在地と

なり、白峰村の中心的集落である。

旧牛首の白峰本村と称される集落

と、風嵐、河内三ケ、その他に各所

の出作り農家が含まれた。 

    白峰の民家は桑島のものと同様で

あるが、厚い壁土で塗り固められた

二階建てであることが一つの特徴

である。そして外梯子、二階の屋根

に登れる大梯子が立てかけてある

のも特徴である。これは深雪地帯

であり、冬期間何度も屋根雪をおろす必要があるためで、二階にも玄関のような出

入口を設けてある。 

風嵐は江戸時代は独立した一村であったが、明治になってから大字白峰に吸収

され、一小字となった。30 戸ほどの小さな集落であるが、ここの民家はおしなべ

て茅葺となっており、白峰と対照的である。この理由は風嵐が本来出作農民が定住

化したため出作小屋形式の小屋が作られたからである。この地区は木挽業が発達

していたので、伐木運材夫が多い。 

ここの中心産業は製炭業であり、木炭の搬出、農協倉庫への集荷などの便に於いて

も優れており、白峰の製炭業の中心

となっている。 

    手取川の右岸すなわち風嵐谷川の

反対側のやや上流部に支流大杉谷

川があり、これの河谷を中心に小字

河内谷の部落がある。部落といって

も住居が 3戸位集まっている位であ

る。その他にまばらに民家が 20 数

戸が点在ししているが、定住は 7戸

であとは季節的出作り生活者であ

る。定住生活者も出作生活者も家屋

は全く同一の形状で麦入りの入母

屋作りで、規模も大差がないのであ

る。 

ここから更に上流進むと白峰の小

白峰にあった商家で生活用品を商うとともに製糸

業、製材業も営んでいました。建物は江戸時代末期

～明治時代初めごろに建てられたようです 

昭和 56年に白山市民族資料館に移築されました。 

白峰の上流約 6 ㎞にある大道谷の山中にあった出

作り民家で江戸時代の終り頃に建てられた。 

茅葺屋根を地面までのばしたナバイ小屋となって

いる。 

昭和 52年に白山市民族資料館に移築されました。 

白峰村 織田家 

大道谷五十谷の出作り民家  



字市之瀬、赤岩三ッ谷の三部落

がある。ここも明治中期まで相

当数の農家があったのである

が、出作農業が衰退したこと、

すなわち焼き畑耕作では生活が

困難となってきたも.一つの理

由であったが、明治 29年、昭和

9 年と二度の大水害によって人

家、耕地ともに押し流されてし

まったことも戸数減少の有力な

原因でであつた。 

当時、赤岩地区の場合 10数戸の

人家が密集していた場所が出水

によって跡形もなく押し流さ

れ、荒れ果てた河原と化してし

まったのである。 

そのうちで市之瀬は昭和 9 年の

水害で壊滅的に破壊され、ここにあった白山温泉も埋没してしまったが、白山砂防

の基地でもあり、白山登山の根拠地でもあるので、復興は早かったのである。 

市之瀬部落の変貌ぶりにくらべ、三ッ谷は旧態依然とした山村のたたずまいを見

せている。三ッ谷部落の名称は西俣谷、中俣谷、東俣谷の分岐点であるからととい

われている。市之瀬、赤岩、三ッ谷の三部落はその地理的位置から、かっては下流

域の白峰や鶴来方面との結びつきよりも、小原峠、杉峠をへだてて越前の勝山との

結びつきの方がより強かったのである。 

 

桑 島 手取川を挟んで東側にあるのが東島、西側にあるのが西島で二つの集落からなが、。

東・西は色々な点で対照的である。まず、東島は白峰と同様に家屋密度が高く、部

落の中を道路が縦貫している。戸数は西島より多く、桑島の基幹部となっている 

戸数は約 120戸でその職業は製材関係や土工関係である。 

手取川をはさんで東島と向い合わせにあるのが西島である。戸数は東島より少な

く 80数戸、職業構成は東島と同様である。家屋は白峰本村の場合と同様 2階建て

の土蔵作りであるが、ここは茅葺きの入母屋作りで、出作小屋に見られる形式と同

様なものが見受けられるが、中には丁斧造りの古い民家も見られる。 

この辺りの手取川左岸では河岸段丘の発達が悪いので、各々の家は段々畑ならぬ

段々集落の様相を呈している。 

 西島隧道を抜けると赤谷であり、さらに赤谷から尾根を越えると下田原谷となる。 

白峰の上流約 6 ㎞にある河内谷苛原の山中にあった

出作り小屋で、明治 5年に建てられました。 

出作り民家の多くは簡素な造りですが、長坂家は養

蚕を大規模にできるように太い柱を使った 2 階建て

の大型出作り民家です。 

昭和 62年に白山市民族資料館に移築されました。 

河内谷苛原の出作り民家  



 

 

下田原 白峰村の三大字の一つであるが

白峰本村・桑島の東島・西島などに相当する集落というのは下田原谷川の下流の方

に 10戸ある。集落のある場所は、下田原川に小さい支流が合流する部分で、僅か

ながらの盆地状の平地が開け、下田原神社を中心に 6 戸、少し離れて 4 戸が集ま

っている。この集落の職業構成は 8 戸が炭焼きを本業とし、そのうち 7 戸は出作

焼畑農業を兼ねている。 

  

出作農民は各集落とも季節的な出作で冬期間は親村に帰村する場合が多く、ここ近年戸

数の減少が目立ち、空家の数が増加しているのである。 

白峰村の製炭地帯としては、先の大道谷と赤谷、下田原が数えられるのである。 

 

白峰村からの離村 

 明治時代になってから道路の開削等で村々の移動を含め、新しい情報が入りやすくなり、

村民の目が次第に村外に向けられるようになってきた。 

明治 30年頃から多数の離村者が出てきたのである。 

 

江戸時代に桑島の村役人を務めた旧家で、酒造

や養蚕を行い日用品も扱っていました。 

元治元年（1864年）に建てられた 3階建ての家

は白山麓最大の民家で、屋根は栗小羽葺です。多

くの使用人を抱えていたため１階には使用人の

居間も設けられ、2・3階は養蚕のため天井や梁

を低くした広い空間となっています。 

昭和 53 年に白山市民族資料館に移築されまし

た。 

国指定重要文化財の小倉家 

嶋村（桑島）にあった旧家で、江戸時代前期頃

に建てられた。外壁は土蔵造りで登り梁に根曲

り材を使用しています。柱材の釿仕上げや鴨居

の付樋端は江戸時代でも古い時期にみられ石

川県内でも珍しいものです。 

昭和 52 年に白山市民族資料館に移築されまし

た。 

杉原家と大梯子  



右表は昭和 34 年の戸籍簿及

び除籍簿によって調べたもの

で、全戸数の離村の戸数である。 

これにより白峰部落の離村者

が多いことがわかるのである。 

明治 31～45 年について調べ

て見ると白峰の市之瀬・赤岩・三

ッ谷は 60 戸以上の集落であっ

たが、明治 29年の大水害で明治 32年には半分の 30戸が北海道へ移住したのをはじめ、そ

の後も次第に戸数が減少したのである。 

昭和 9 年の大風水害で耕地を失った多くの農民が北海道その他へ離村していった。これ

らの離村者の行先は、年代を考慮せずに行先だけを集計してみると。時代が古くなるほど多

いのが勝山市（旧勝山町）が 94戸、福井県大野郡の各村が 62戸、福井市 11戸、吉田郡 6

戸、足羽郡 6戸となっている。 

石川県の方は時代が新しくなるにつれてその数が増えてきている。金沢市 16戸、鶴来町

9戸、新丸町 7戸、尾口村 6戸、吉野谷村 5戸、小松市 5戸といったところである。 

このことから、時代が古くなるにつれ白峰村と勝山方面のつながりが強かったかがうか

がい知ることができるのである。 

 福井、石川県以外で圧倒的に多いのが北海道の 61戸、大阪 26戸、京都府 18戸、滋賀県

17戸、岐阜県 10戸、愛知県 8戸、東京 8戸といった数になるのである。 

 

白山ろく民族資料館を訪ね山口一男館長に白峰から北海道に移住した人たちのことを伺

いました。市之瀬・赤谷・三ッ谷は明治の初めの大火で書類関係が焼失しており、明治 29

年の風水害で耕地が喪失したがその記録は残っていないそうであるとのことでした。 

今現在、市之瀬に住んでいる人は元の村の住人ではないので昔の事はわからないだろう。 

多くの人達は北海道や勝山、大野の方に転出したと聞いている。 

先日、北海道から親の故郷を探している方から問合せがあったが、白峰から大野に転出し、

北海道に渡ったそうだが詳細については判明しなかったようである。 

 北海道へ移住した名簿はここでも入手できなかったが、北海道の「奈井江」から冊子が届

いていたので今度探しておくとのことで期待をして帰宅した。 

後日、白山部落開拓 60 周年誌「白山部落 郷土史」と白山開拓 100 周年誌「我らの郷土 

白山」の 2冊を借用することが出来、関連個所のコピーを取り、冊子を返却しました。 

明治 28年（1895年）に渡道し、平成 7年（（1995年）には開拓 100周年となりました。 

 

以下の図は白峰村の人家図を表したもので、白山部落郷土史の「60 周年」記念誌より転

載したものである。（提供：札幌菊水南町霧島湯 笹木清一氏） 

離村戸数（部落別・年代別） 

 白 峰 桑 島 下田原 計 

明治 31～45年 122 4 1 127 

大正元～15年 82 14 0 96 

昭和元～20年 148 32 4 184 

昭和 21～34年 41 5 0 46 

計 393 55 5 453 



 

百周年記念誌でも同様な図が掲載されており、「100 年前 70 戸もあった村が 80 年前に

は 40戸になり、更に現在は全くなくなった。これは年中白雪をかぶる白山の頂上近くの雪

が時折の大雨と共に一度に融けて度々の大水害を起すからであるである。」と説明が添えら

れている。 

 

 北海道奈井江町に移住した人達の記録については「白山部落郷土史」の項に掲載しました

ので参照願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加賀白山白峰村過去の状況図 



 


