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4.鳥越村からの開拓移住者 

 

総説 （鳥越村史 昭和 47年） 

鳥越村は石川県のやや南部に位置

し、白山の北麓地帯にある。総面積

は約 74.6k㎡、うち山地は 61.1ｋ㎡

で総面積の約 83％となる。 

村の東部は北流する手取川を境と

して北より鶴来町・河内村・吉野谷

村に接している。また南部は尾口村、

南西部から西部にかけて小松市に接

し、北西部は辰口町に接している。 

南北は 15.1㎞、東西は最も広い南部で約 7㎞、最も狭い北部で約 0.4㎞である。 

地形的には南部の河原山より北部の広瀬間における手取川左岸の平坦地である。鷲走ヶ

岳より城山にいたる中央山地、大日川の両側に発達する平坦地、大日川を境として西武一

帯にわたる山岳地帯に区分することができる。 

 

手取峡谷 

 この峡谷は手取川本流では本村地域だけに発達してお

り、河原川対山橋付近では安山岩集塊岩を、下吉谷不老橋

付近では凝灰岩を、釜清水黄門橋付近では流紋岩を刻みこ

んで、一大峡谷を作りあげたものである。 

 河原山・釜清水間の約 3.5㎞にわたり、高さ 20～30ｍの

峡谷が続き、紅葉の頃は天下の絶景といわれている。 

 

 

集落 

手取川本流および支流大日川の河岸段丘上に合わせて 28の集落があり、町村制実施までは

それぞれが独立した村であった。その後鳥越村成立まで複雑な離散集合をくり返した。 

 手取川本流筋：・広瀬・瀬木野・河合・下野（しもの）・上野（かみの）・釜清水・下吉谷・

上吉谷・西佐良（にしさら）・三ッ屋野・河原山・仏師ヶ野（ぶしがの）  

大日川本流筋：若原・三坂（みさか）・出合・別宮（べっく）・別宮出・杉森・神子清水（み

こしみず）・渡津（わたづ）・左礫（ひだりつぶて）・三ッ瀬・数瀬 

阿手 支流 堂川筋：相滝・野地・柳原・五十谷  
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鳥越城と一向一揆 （鳥越一向一揆歴史館のＨＰより転載） 

 加賀の守護大名富樫政(まさ)親(ちか)の政策に不満を爆発させた一向宗（浄土真宗）の門徒

が高尾城を落としたのが 1488年。その後 100年近く「百姓の持ちたる国」として門徒の自

治が続きましたが、1570年、織田信長が本拠地である石山本願寺と戦いを開始し、激戦の

末、1580年に織田の家臣・柴田勝家による北陸の平定が始まり、鳥越城もついに落城。歴

史は新しい時代へと移行しました。毎年８月、戦国時代の農民のパワーを彷彿とさせる一

向一揆まつりが行われます。 

 

沿革 

 明治 22年(1889) 市町村制により吉原、別宮、河野の三村が成立 する。 

能美郡 吉原村は釜清水、下吉谷、上吉谷、西佐良、三ツ屋野、河原山、仏師ヶ野の 7集落

からなる。「吉原」とは吉谷の「吉」と河原山の「原」から命名した。 

 能美郡 別宮村は別宮、別宮出、杉森、神子清水、渡津、左礫、三ツ瀬、数瀬、阿手、相

滝、野地、柳原、五十谷の 13集落からなる。 

 能美郡 河野村は広瀬、瀬木野、河合、下野、上野、若原、三坂、出合の 8集落からなる。

「河野」とは河合の「河」と下野・上野の「野」から命名した。 

  

明治 40 年(1907)8 月 吉原村、別宮村、河野村の三村の合併により鳥越村が成立した。当

時の人口は約 6,800人であった 

大正 5年(1916)年 役場庁舎が落成した。 

 昭和 24年(1949)6月 1日 白峰村、尾口村と共に石川郡に編入。当時の人口は約 5,800人 

 当時は手取川を境に東側を石川郡、西側を能美郡としていた。さらに鳥越の人々は歴史的

に小松との交流が深かった。渓谷が深い手取川を渡るより、山を越えて小松へ抜けるほう

が容易だったためである。しかし、1927年に金名鉄道が全線開通し鶴来へのアクセスが容

易になったことで、鶴来との交流が盛んになる半面小松との関係は薄くなったため、石川

郡への編入が妥当として編入の陳情がなされたのである。 2005年 1月 16日 白山市への

合併に向け、閉村式が行われた 
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鳥越村から北海道への移住者 

（鳥越村史 近現代より） 

 

鳥越村から北海道へ移住した人々は明治中期から昭和初期までに約 226戸で 1戸平均 5～6

人とすれば 1,300人程になり、そのほとんどが家族での農業移住であった。 

 鳥越村史では鳥越からの最初の移民は、明治 22年上吉谷の千徳藤次郎が単身、北海道空

知の炭鉱へ働きに出た。そこで、農業移民が有利なことを知り帰郷、父七三郎と家族を誘

い、明治 28年空知郡沼貝村茶志内の高島第一農場へ小作人として移住したのが最初である。 

この年に東藤半七、覚本吉太郎、吉川宗市、南川与三助も同農場へ入植している。 

 河原山の今村三郎と叔父の三郎家族が屯田兵として明治 23年 5月に北海道厚岸郡北太田

屯田兵村に入植している。太田兵村は北太田兵村で全国から 220 戸で石川県から 58 戸で

26％、南太田兵村では全国から 220戸で石川県から 48戸で約 22％と 4人に 1人が石川県

人となり、37屯田兵村の中でも石川県人が多く入植している兵村である。 

 この地は冷涼地で農耕は濃霧と冷害にみまわれ収穫が極端に少なく、現役満了になると

諸給与があたらず、明治 30年頃から離村する人々が多くなったといわれている。 

 また、明治 27年 7月には上吉谷の山下宗三郎、東藤喜三郎が空知郡沼貝村の高志内屯田

兵村に入植している。 

 鳥越村からの移住者の数には波がある（図 1参照）。移住のピークは明治 30年の 50戸で

ある。数の増減は北海道庁の開拓政策と関連している。明治 25 年には団結移住戸数が 30

戸以上であれば 15,000坪の開拓農地が無償払下げ可能となった。 

 明治 30年には団体移住戸数が 30戸から 20戸へと制限が緩和され、移住者が増加した。

さらに明治 41年には団結移住戸数が 10戸以上と軽減され、移住者が増加した。 
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石川県出身者の屯田兵名簿 

 

右に江別乙屯田兵の名簿を示す。 

マーキングしている箇所は鳥越村

からの出身者で住所が判明してい

る方々です。 

鳥越村史では明治 27 年に空知郡

滝川村へ下吉谷、上吉谷、西佐良、

阿手等から 14 戸が移住したこと

になっているが、江別乙屯田兵名

簿で石川県関係者を抽出した資料

では出身地が判明している方は 8

名となっています。 

屯田平として募集した年齢は「18

才以上～35歳未満で身体強壮ナル

モノ」と条件があり、一般的に戸

主ではなくその息子が兵役として

志願し、家族ごと移住していると

見れば、屯田兵の名簿は当然戸主

ではなく息子の誰かということに

なるのです。 

又、厚岸の太田屯田兵村の石川県

関係の名簿で氏名等は判明してい

ますが出身地に関しては「石川県」

のみで出身地方に関してはこれか

らの調査になります。 

その他の屯田兵村での石川県関係

を抽出あいた名簿も状況は同じで

す。 

 各村史、町史の中で氏名と出身

地が判明した者から順次名簿とし

て出来ていく地道な努力が必要に

なります。 

 

 

 

江別乙屯田兵名簿 （全400名中石川県関係を抽出）

番号氏名 県名 郡名・村名 南・北
1 川崎　辰次郎 石川県 北
2 安村　與三郎 石川県 北
3 羽柴　初三郎 石川県 北
4 吉田  與三松 石川県 能美郡吉原町字下吉谷 北
5 覚元　久松 石川県 能美郡吉原町字上吉谷 北
6 窪田　吉松 石川県 北
7 高井　忠太郎 石川県 北
8 佐々木　徳松 石川県 能美郡鳥越村字西佐良 北
9 山根　喜助 石川県 能美郡尾口村 北

10 山崎　金太郎 石川県 北
11 山本　専多 石川県 北
12 上坂　恒吉 石川県 北
13 千田　仁太郎 石川県 能美郡中島村 北
14 千徳　與三松 石川県 能美郡吉原町字上吉谷 北
15 川上　市太郎 石川県 能美郡吉原町字下吉谷 北
16 谷口　久作 石川県 北
17 中島　辰五郎 石川県 北
18 中島　長太郎 石川県 北
19 中野　又次郎 石川県 北
20 長田　権次郎 石川県 能美郡草深村字一ツ屋 北
21 田中　栄松 石川県 能美郡小松町 北
22 徳田　与三郎 石川県 北
23 北山　伝八 石川県 能美郡尾口村字東二口 北
24 本吉　与平 石川県 江沼郡大聖村 北
25 鈴木　　仁 石川県 能美郡吉原村字下吉谷 北
26 加藤　五郎 石川県 南
27 吉沢　甚之助 石川県 能美郡吉原村字下吉谷 南
28 吉田　初三郎 石川県 南
29 今井　由太郎 石川県 能美郡 南
30 坂口　興三 石川県 南
31 山越　源三郎 石川県 能美郡粟津村 南
32 山越　浅吉 石川県 南
33 水上　養太郎 石川県 南
34 太田　作松 石川県 南
35 大西　駒太郎 石川県 南
36 大川　與三吉 石川県 南
37 大村　初三郎 石川県 南
38 中田　弥三次郎 石川県 南
39 長永　権次朗 石川県 南
40 東藤　庄次郎 石川県 能美郡吉原村字上吉谷 南
41 北本　為一 石川県 能美郡草深村字土室 南
42 本所　久太郎 石川県 能美郡草深村字土室 南
43 木下　由松 石川県 江沼郡西谷村字風谷 南
44 林　　新助 石川県 能美郡尾口村東二口 南
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北海道移住先と出身集落の推考 

鳥越村史では次の表 1 から表 3 が掲載されており、今回その表を転載させていただき、鳥

越村村から北海道へ移住した方々の傾向を推敲してみることにしました。 

鳥越村から北海道への移住先を明治23年から大正13年までに一覧表にしたものが（表1）

です。最初の屯田兵が札幌郡琴似に入植したのが明治 8 年で、この時の入植者は東北出身

の士族であった。明治 23年から屯田兵制度が士族から一般平民にも開拓移住が可能となり、

一般平民の北海道への移住が始まったのである。 

 明治 27年からの滝川村の北・南江別乙兵村の屯田兵としての開拓移住が本格的に始まり、

明治 30年には最多の移住戸数となっている 

明治 32年以降の移住者は農場主との小作契約に基づく移住が多かったと推測されるのであ

る。例えば 32 年の歌志内に見る高島第一農場や 38 年の砂川村の鵜農場への移住等が推考

されるのである。それ以外にも親類、縁者を頼っての移住もあったのである。 

 

 

 

 

 

表 2で北海道への移民の多い集落が挙げられている。 

上吉谷、渡津、河原山と上位 3集落で 105戸中 72戸で約 70％弱の比率となる。 

 村史では耕地の狭小な山間部の集落や、吉原用水の開削事業の負担金が影響したのでは

ないかといわれている。 

 

表1　鳥越村民の主な移住先

年代 移住先 計
河原山2戸（明治23年屯田兵村6月
開設士族のみ対象移住の最後）
下吉谷7戸、上吉谷4戸、西佐良、
阿手、左礫、神子清水（各2戸）
上吉谷5戸、河原山1戸、
明治32年高島第一農場に入植

河原山7戸、三ツ屋野7戸、

空知郡歌志内村
字（赤平、幌倉） 別宮、上吉谷、左礫（各1戸）

41～ 虻田郡倶知安村 瀬木野5戸、河合5戸、下吉谷2戸、
大正13年 （東倶知安） 上吉谷2戸、その他1戸

鳥越村史より転載

明治23年 釧路国厚岸郡太田村 2戸

27～37年 石狩国空知郡滝川村 19戸

28年 石狩国空知郡沼貝村 6戸

29年 十勝国河東郡芽室村 14戸

20戸

30年 石狩国雨竜郡雨竜村字沼田 12戸 上野11戸、下野1戸

38～40年 空知郡音江村字沖里河 5戸 野地3戸、渡津1戸、神子清水1戸

35～42年 石狩国上川郡東旭川村 6戸 渡津4戸、神子清水1戸、野地1戸

36年 天塩国上川郡名寄村 5戸 渡津5戸

出身集落内訳

上吉谷5戸、柳原1戸

38～39年 空知郡砂川村字鶉農場 3戸 別宮3戸

32～35年 8戸

34～36年 石狩国夕張郡長沼町 4戸 阿手2戸、河原山1戸、渡津1戸

渡津5戸

柳原9戸、左礫5戸

30年 石狩国石狩郡新篠津村

41～45年 雨竜郡雨竜村字川上 2戸 別宮2戸

15戸

表2　北海道への移民の多い集落

明治20年～昭和2年

順位 集 落 名 戸数

1 上 吉 谷 30戸

2 渡　   津 25戸

3 河 原 山 17戸

4 柳　 　原 13戸

5 上　   野 11戸

左   　礫 10戸

下 吉 谷 10戸

7 相   　滝 9戸

河　　　合 8戸

神子清水 8戸

阿　　　手 8戸

三ツ屋野 8戸

瀬 木 野 7戸

別　　　宮 7戸

10 杉　　　森 6戸

鳥越村出身者であるが、集落名が

不明な7戸を除く

6

8

9
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表 3は鳥越村から北海道への移住先を表にしてある。 

 鳥越村の一山村から北海道の道南の後志、胆振、道央の石狩、道北の留萌、道東の十勝、

釧路、網走と全道に開拓者達が散見されるのは珍しいのではなかろうか、一般的には屯田

兵を除き同一集落に固まる傾向が強いと考えるのが一般的である。 

 その中でも石狩支庁への移住者は 137 戸で全体の 66.2％となっているが、石狩支庁の中

でも雨竜郡や樺戸郡、上川郡は北海道の北部に位置し、石狩支庁だけで捉えても広範囲に

移住しているので、比率的には参考にならないのかもわかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３　鳥越村から北海道移住先

支庁 郡 町・村 明治時代 大正時代 小径 支庁計
岩内 老古美村 １戸 １戸
歌棄 歌棄 １戸 １戸 24戸
虻田 東倶知安村 ７戸 １４戸 21戸 11.6%
虻田 狩太村 １戸 １戸
勇払 勇払町安平 1戸 1戸
山越 八   雲 1戸 1戸 4戸
千歳 濱ケ村 1戸 1戸 1.9%
千歳 漁　 村 1戸 1戸
石狩 篠津町 4戸 4戸
石狩 新篠津町 15戸 15戸
札幌 江別町 1戸 1戸
中川 月寒町 1戸 1戸
夕張 夕張炭山 2戸 2戸
夕張 長沼村 6戸 1戸 7戸
夕張 角田村 3戸 3戸 137戸
空知 岩見沢村 3戸 3戸

奈江村 15戸 66.2%

空知 歌志内 8戸 1戸 9戸
空知 沼見村 10戸 10戸
空知 滝川村 24戸 24戸
空知 幌向村 4戸 4戸
空知 音江村 4戸 4戸

雨竜村 14戸 3戸
(北雨竜村を含む)

樺戸 浦白村 4戸 4戸
上川 東旭川村 5戸 5戸
上川 上名寄村 7戸 1戸 8戸
上川 士別村 1戸 1戸
苫前 苫前村 4戸 4戸 12戸
天塩 鬼鹿村 6戸 6戸 5.8%
留萌 留萌村 1戸 1戸
河西 芽室村 16戸 16戸
中川 別所村 1戸 1戸 21戸
河東 西土狩村 3戸 3戸 10.1%
十勝 十勝村 1戸 1戸
釧路 幣舞村 1戸 1戸
釧路 釧路村 2戸 2戸 6戸
厚岸 大田村 2戸 2戸 2.9%
白糠 尺別村 1戸 1戸
紋別 諸滑村 1戸 1戸 2戸 3戸
常呂 常呂村 1戸 1戸 2%

180戸 27戸 207戸 207戸
87% 13% 100%

(鳥越村史より転載）

後志

胆振

網走

合計

（M36砂川村）
15戸

石狩

雨竜

空知

17戸

留萌

十勝

釧路
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鳥越村 庄田良直氏の聞き書き 

 

庄田良直さんは白山市三ツ屋野に住む 85才で以前は鳥越村の収入役を務められていた。 

昔からの歴史にも詳しく、自ら携わった時の資料等も項目ごとに整理されていました。 

私たちが訪問することを事前に告げてあったので、「北海道移民について」という資料を作

って待っておられました。その時、鳥越公民館の竹田賢一館長も同席して頂きました。 

 

庄田氏の資料より 

「北海道移民は当時の政策と聞くが、これに東本願寺が応援したことにより北陸の山間地

には多いのでは・・・・・？」 

この東本願寺の関係については、尾口公民館の道下甚一館長も同様な考えを示されており、

新天地の北海道への布教もあったのではなかろうか。 

 

1.吉原用水の事業頓挫による北海道移住について 

吉原地区は河原山から釜清水地区までの約 3.5 ㎞は手取峡谷で手取川は平地より 20～

30m 低いところを流れている。その関係で水田への水騒動は他所より激しいものがあり、

それらを解消するために灌漑用の吉原用水を開削する事業が計画された。 

石川県土地改良誌の『水利組合設置ノ義ニ付請願』では、 

 

 

このように吉沢甚右ヱ門氏は世論喚起と組織を作ること尽力し、資金策に東奔西走、私財

をも惜しまず献身したが遂には資金計画で万策尽き事業計画の責任を取り、北海道へ家族

ともども移住した。 

 また、吉原村特別税条例には 

第 2 条 反別割は新設事業費公債金支払いの為の用水使用料条例に依り使用料を徴収し得

るまで之も賦課するものとする。 

     但し、用水使用料を徴収し得るに至るも該使用料を以って毎年公債償還完了し

能わざるときは其の不足分に限り前項に依り賦課徴収する。 

「字仏師ケ野地内弥次郎ケ淵ヨリ新用水ヲ引用シ（中略）今ヤ去ル

23 年法律第 46 号水利組合条例モ御実施トナルタレバ之レガ組合ヲ設

置シコノ事業ヲ実行シ各字住民ノ活路ヲ将来ニ長計セン事ヲ渇望ニ堪

ヘサルナリ、茲ニ於テカ意ヲ決シ誓テ此ノ議ヲ閣下ニ請願シ各字弐百

弐拾余戸、千三百余人ノ疾苦トスル處を具陳シ・・・云々謹書 

明治 24年 1 月 日 

吉原村字下吉谷イ 31 番地 吉沢甚右ヱ門 

石川県知事 船 越  衛 殿 
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第 3条 畑地にして天変地異により荒地となり、免租年中は賦課せず。 

第 4条 賦課率は一反歩に付、年額 2円 10銭以内とし、毎年村会に於いて之を議定する。 

吉原用水事業費を徴収するためにあらゆる方法を講じ、資金確保を行ったのである。 

 賦課金が払えず、川底さらえの工役人夫に出る人もおり、そのことがかえって農業もで

きずに貧乏になったといわれた。 

鳥越村史では「住民の中には来たるべき水田造成に期待しつつも、その時その時の負担に

耐え切れない人もあらわれた。当時鳥越地方から多数の北海道への移住者が出現したが、

その中にはこの用水工事の負担に耐え切れなかった人たちも含まれている」と書かれてい

る。 

 

2.三ツ屋野区からの北海道移住について 

三ツ屋野区は 52戸余りの集落であったが、そのうち 9戸が渡道している。これは庄田氏が

墓地帳により調べたものである。 

 この 9戸については何れも貧困が原因とみられている。 

中には庄田家から借金したが返済できずに、刃物を研ぐ砥石を渡して渡道した家もあり、

今もその砥石は庄田家に大切に保管されていました。 

　　三ツ屋野区の渡道者

墓石番号 氏名 渡道年月
1号 山口 又次郎 明治28年 三ツ屋野 ロ248番地
6号 谷口 太郎左ヱ門 〃 ロ147-甲

22号 今田 重右ヱ門 〃 ロ110番地
35号 熊谷 卯喜太郎 〃 ロ131番地
41号 東出 半兵衛 〃 ロ111番地
50号 池田 與三松 〃 ロ109番地
52号 川島 間左ヱ門 〃 ホ247番地
54号 辻　 伊兵衛 〃 ロ109番地

平田 吉三郎
合計 9戸

　※平田伍佐氏の渡道先住所：北海道川上郡名寄大6線59

住所

 

 

3.鴇ケ谷区からの北海道移住について 

鴇ケ谷には山内忠兵衛なる庄屋を務めた方が明治 35年（1902年）に渡道している。 

尾口村史によると明治 19年の鴇ケ谷区の戸数は 42戸であったが明治末期に 10戸余りが

北海道に移住した。理由は生活苦のようだが、特に明治 29年の水害で斜面の崩落等で生活

環境が激変したことが影響している。 

屯田兵名簿では明治 30年 6月に下野付牛（端野）兵村に山内忠松という名前であったが、

石川県出身で詳細は不明である。 

庄右衛門四代山内美義氏の記録では 10 代目忠兵衛の弟、松右衛門は明治 38 年、3 代彦

太郎のとき長男信茂を連れて北海道北見端野へ移住しているとなっているが、明治 35年に

渡道した山内忠兵衛の親戚を頼って移住したと推測される。 


