信達の歴史シリーズⅢ

～人物からみた信達の歴史～

信達の歴史シリーズⅢ
人●
か●
物●
み●
た ●●●●●
信 達 の 歴 史
ら●
●

第７回

福島市のまちづくりの
先駆者

鐸木三郎兵衛

柴田 俊彰（しばた

としあき）

福島市史編纂室

明治20年（1887）６月記『福島沿革記』（注１）
に
「
（前略）是レ畢竟道路狭隘ニシテ其避路ニ便ナ
ラサルカ故ナリトス

当時ノ県令山吉君郡長山田

民弥氏ヲシテ市画改正ノコトヲ市民ニ詢ル
一人ノ之ニ応スルモノナシ

敢テ

偶々鈴木三郎兵衛氏

其事ノ成ラサルヲ聞キコレ寔ニ千歳ノ一遇決シテ
此機ヲ失フベカラスト決然之ヲ改正センコトヲ請
フテ止マス（以下略）」とある。
明治14年（1881）４月25日の甚兵衛火事（注
２・図１）の原因が狭隘な道路だとして、市画
（市街の区画）改正を県令が提案したが、誰も応
すず き

じなかった。ただ、鈴木三郎兵衛（鐸 木 三郎兵
衛）氏（注３）だけが必要性を強く訴えたと記さ
れ、以後の文中にその名前が登場し、市画改正に
大きな役割を果たすことになった。さらに、後に

図１

甚兵衛火事図

（「ふくしま歴史絵巻」より）

は福島町長、福島県会議長、衆議院議員として、
福島町そして福島市発展のため多くの業績を遺し
た鐸木三郎兵衛を紹介する（図２）。

鐸木三郎兵衛の業績
鐸木三郎兵衛について、『福島市誌』（注４）の
「第19章人物第４節特志者
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また、鐸木三郎兵衛の業績について、『福島県
史

第22巻』（注５）には、

「宮城県白石に生まれ、のち福島大町の旧家鈴
木家の養子となる。和漢の学に通じ文章をよくし
た。明治14年福島大火の際には消防組頭として鎮
火につとめ、火災のしずまったのち、市区改正に
奔走し、私財を投じて達成に尽くした。ついで県
庁郡山移庁問題に対し、非移庁運動に尽力。また
町制実施とともに助役となり、町長となって福島
の発展に心を砕いた。その他県会議長として県政
に参与、明治28年の県会には「公娼廃止建議案」
を提出しその可決に尽力した。福島県教育会長と
なって教育の振興に奔走。40年の市制実施前後に
図２

鐸木三郎兵衛（馬巖）

（「福島市史４」より）（福島市提供）

もすくなからず努力を払った。また福島日日新聞
社を創設して社長となり、立憲政友会県支部の相
談役として政治にも力を尽くした。」

「鐸木三郎兵衛

安政５年３月、宮城県白石藩

とまとめられている。

に生れ、後福島大町薬品店としての旧家鐸木家の

その他記載されていない業績として、福島町の

養子となった。同家は旧藩時代、累代彦惣又は三

上水道整備、福島日本基督教会初代信徒で布教の

郎兵衛を以て通称とし、板倉藩より格式取扱を受

先達としての活躍等がある。また、福島高等商業

けた家柄である。養父は西美と号し、篤学の人で

学校誘致にも尽力している。

あった。三郎兵衛も亦和漢の学に通じ、馬巖と号

馬巖鐸木三郎兵衛年譜（注６）によれば、「安

して文章を能くした。明治14年福島大火の際は消

政５年（1858）３月３日生。宮城県刈田郡白石本

防組頭で鎮火に努め、祝融の鎮まった後、市区改

郷櫻小路金谷武功二男。幼にして祖父佐藤大右衛

正此の時にありとして、専心これに奔走し、多く

門直敬の塾に学び後白石義塾に入り更に角田縣立

の私財をも投じて希望達成に竭した。次いで所謂

学校に移り一年余にして同校助教授拝命、角田縣

県庁郡山移庁問題に対し、非移庁運動に尽力し、

廃止後仙台に遊び独逸学校太田孚漢学塾等に学び

又町制実施となるに及んで、助役となり、次いで

其後上京警視医学校に入。同校廃止後病を得て廃

町長となって福島の発展に心を砕いた。其他県会

学。その後明治11年（21歳）伊達郡長岡村芳賀甚

議員並びに議長として県政に寄与し、福島県教育

七氏の媒酌にて福島県福島町鐸木（三郎兵衛）家

会長となって教育の振興に奔走せられた。或は所

督相続」とあり、明治11年県福島町鐸木（三郎兵

得税調査委員となり、明治40年市制実施前後に於

衛）家督相続以前についてはあまり記されていな

ても亦尠なからざる努力を払い、後福島日日新聞

い。

社（現在大町長來軒）を創立し社長として社会の

今回、父金谷武功や金谷家に関して、白石市の

木啄となって貢献し、又立憲政友会本県支部の相

友人から、貴重な情報・資料提供を得たので、金

談役として政治に力を致し、老後は長岡町に隠居

谷家と三郎兵衛の白石時代（白石義塾まで）につ

し、風月を友として文筆に親んだ。」

いて紹介する。

と紹介されている。
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片倉家家臣一番座の金谷家

金谷家は、片倉家家臣一番座、金谷武功の母は

年譜に「宮城県刈田郡白石本郷櫻小路金谷武

家老家佐藤大右衛門直敬の娘であり、一番座金谷

功二男。幼にして祖父佐藤大右衛門直敬の塾に

家は家老家佐藤家と縁故関係にある片倉家の重臣

学び」（注６）とあり、また「氏ハ旧白石藩ノ家

であったことがわかる。

臣ニシテ」（注７）との記載もあり、片倉家家臣
の「家臣系譜書上」（注７）を調べると、金谷家
は、片倉家家臣で一番座一、御知行三貫四文

金谷家屋敷

金

宝暦11年（1761）４月作図安政３年（1856）２

と記載され、初代重光

月写しの「白石城下絵図」（注11・図３）による

で、武功は最後の十一代で、渋谷左衛門元映四男

と、金谷家の屋敷は白石城本丸に接し、大手門内

とある。

側にあたる三の丸の家臣団居住区に位置し、屋敷

谷六左衛門武勝

藤原姓

また、初代重光の説明には「住遠州金谷ニ故ニ
世々所銘を名乗為氏
住ス然処

其後奥州江下り信夫郡ニ居

傑山様大森ニ被遊御座候節御奉公ニ罷

出（以下略）
」
（注７）とあり、祖先は遠州（静岡
県）金谷に住み、代々金谷を名乗るが、後に奥州

前の道に「櫻小路」の文字が確認できる。佐藤大
右衛門家屋敷は大手門を渡り直ぐ北手に位置し、
金谷家とは近接していることがわかる（図４）。
年譜には宮城県刈田郡白石本郷櫻小路とあるが、
片倉氏時代本郷は村分にあたっている。

に下り信夫郡に居住し、片倉景綱大森城主時に御
奉公に罷出とある。鐸木三郎兵衛の祖先が、かつ
て信夫郡に居住していたことがわかる。
また、武功の父十代武勝は左源太と称し、その
妻は片倉家家老家佐藤大右衛門直敬の娘で、母方
の祖父にあたることがわかる（注８）。
『宮城県姓氏家系大辞典』（注９）では、「金谷
かなや （中略） 祖先は遠州（静岡県）金谷に居
住し、代々金谷を名のるがのち奥州信夫郡（福島
県）に移り住む。初代重光は信夫郡大森城で片倉
景綱に召し出され、塩之森・小手森などの合戦に
手柄をたてた。二代正之は梁川・白石・大阪の陣
で武功があり、三代武義と続いた（以下略）」と
ある。
『白石市史』
（注10）によれば、白石臣侍格（慶
応４年）では、一家９、着座９、一番座80、二番
座55、城番士153、士格63とされ、一家は家老家
も含まれ片倉景綱が米沢に居た当時から従った親
族・譜代、着座は一家につぐ縁故深い家臣で、景
綱が大森城主時代以来の者とされる。一番座は景
綱米沢時代から従った者で、大阪夏の陣での軍功
者が多いとされる。なお、二番座は景綱の大森時
代、三番座は亘理時代以来の者とされている。
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図３

安政三年白石城下絵図

宝暦11年（1761）辛巳４月上旬
安政３（1856）丙辰歳２月下旬之ヲ写ス
（白石市教育委員会所蔵）
部分 図４（上下反転）
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の消息に関しては、現段階では不明である。
この時期（明治２～４年）に三郎兵衛は白石に
残留して白石義塾で学んでいることから、金谷家
にとって大きな動きがあった時期である。

三郎兵衛の白石時代
年譜（注６）では、「幼にして祖父佐藤大右衛
門直敬の塾に学び後白石義塾に入り更に角田縣立
学校に移り一年余にして同校助教授拝命」とある。
祖父佐藤大右衛門直敬白石義塾で学び、その後
図４

白石城下絵図三の丸付近

（「安政三年白石城下絵図」白石市教育委員会所蔵）
金谷六左衛門

白石義塾に入った。
私塾の白石義塾は、明治２年から明治４年まで
の間開校し、教員８名、生徒300名の責任者糠沢
弥門の塾であり（注10）、ここで三郎兵衛は学び、

金谷家のその後～北海道開拓へ～

その後、角田県立学校に移ったとされる。

戊辰戦争後、明治２年（1869）８月白石藩が廃

おわりに、今回資料提供いただいた小川淳一氏

止となり、白石県が設置され、同年12月に白石県

（白石市文化財保護委員）には、記して謝意を表
したい。

が廃止され角田県となる。
同年８月片倉家は北海道移住嘆願書を按察府に
提出し、９月に北海道幌別郡を下賜、北海道移住
許可となり、旧家臣の北海道開拓移民が進められ
た。

注１ 『福島沿革史』（1887）信夫郡福島町
注２ 午後４時30分頃柳町二階堂甚兵衛方「みどり湯」
から出火、強い西風にあおられ２～３時間で当時の

その後、明治４年（1871）太政官は片倉家元家
来600名に北海道開拓貫属（注12）を命じた。９
月咸臨丸で出航した名簿に
「一

【注】

長孫恊十二二孫左仲九三孫辰吉四

金谷左源太

十七養祖母四十四（以下略）」とある（注13）。
また、入植地の『白石村手稲村略図』（注13）
金谷成照

で、祖父が変えた。私たちの名付け親です」平成
11年（1999）福島民報『20世紀ふくしまの肖像

武田老右エ門六十妻五十九長子源平卅一

の地割には、「廿四

福島町大半を焼失（1,785戸）した大火災。
注３ 鐸木の姓については、「鈴木姓があまりに多いの

左源太」と記載

されている。
咸臨丸で出航した金谷左源太（成照）は明治４
年17歳であることから、左源太は祖父ではなく、
三郎兵衛の兄（成照）であり、名簿等に父武功の
名はなく、武功は北海道開拓には同行しなかった
ことがわかる。
父武功については、明治２年（1869）に名を
「六三郎」に改めたとされるが、母と共にその後

９

県庁移転運動』で鐸木三郎兵衛の孫が紹介
注４ 『福島市誌』（1942）福島市
注５ 『福島県史

第22巻』（1972）福島県

注６ 『馬巖句鈔』（1941）鐸木彦象
注７ 『福島県名士列伝

前編

衆議院議員候補者略伝』

（1890）福島活版舎
注８ 『白石城主片倉氏と家臣の系譜』（1997）川村要一
郎
注９ 『宮城県姓氏家系大辞典』（1994）角川書店
注10 『白石市史１

通史篇』（1979）白石市

注11 『白石城下地図』宝暦11年辛巳４月上旬
丙辰歳２月下旬子之ヲ写ス

安政３

白石市教育委員会蔵

注12 「戸籍の存在する土地。また、明治期には、その
人がある地方自治体の管轄下にあることを意味」
『広辞苑』
注13 「奥羽盛衰見聞誌」
『白石市史４ 史料篇上』
（1971）
白石市
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