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佐渡政党史稿 明治政党之巻    第二号 

 

［十五年四月から二十三年十二月迄］ 

 

政党分合大要 

自由系 改進系 

自由党 自明治十四年十月 

二十一年ヨリ二十三年ノ間ニ大同団

結ト称シタルコトアルベシ 

    至明治三十一年六月 

改進党   自明治十五年三月 

      至明治二十九年三月 

進歩党   自明治二十九年三月 

      至明治三十一年六月 

憲政党         自明治三十一年六月 至明治三十一年十月 

憲政党 自明治三十一年十月 

    至明治三十三年八月 

憲政本党   

自明治三十一年十月 

      至明治四十三年三月  

 

 

政友會 自明治三十三年八月 

    至昭和十五年七月 

國民党   自明治四十三年三月 

      至大正二年十一月 

同志會   自大正二年十二月 

      至大正五年十月 

憲政會   自大正五年十月 

      至昭和二年六月 

民政党   自昭和二年六月 

      至昭和十五年八月 
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佐渡政党史稿 

  明治政党之巻第二号 

             齋藤長三 編輯 

 

●板垣退助岐阜の遭難［十五年四月六日］ 

明治十五年三月 自由党総理 板垣退助は両毛地方を遊説し更に東海道諸縣に向って出発し四月六日岐阜に

達し神道中教院に催ふせる懇親会に臨み二時間の長きに亘る演説を終り玄関を出でて二三歩、一壮漢あり

見送りの人々の中より現はれ「國賊」と呼はりつヽ短刀を閃かして板垣の胸を刺す「板垣死すとも自由は

死せず」と云ひしは此時の事である 内藤魯一 走り来って凶漢の領を掴んで仰向けに倒しヽために大事に

は至らずして止んだ 凶漢は愛知縣の士族 相原尚□といふ者であった 

 

●越佐の有志者北辰自由党を組織す（十六年九月十日解散）［十五年四月十日］ 

十五年四月十日 島田茂、小柳卯三郎、山際七司、八木原繁祉、鈴木昌司等は縣下を一丸としたる政党を組

織せんと計画し 各郡の有志者を新潟の白山公園偕楽館に招集せしに佐渡よりの出席者は鈴木半五郎、中村

清三郎、若林玄益、長野三忠、児玉長内の五人を始め四十餘名であったが満場一致を以て北辰自由党を組

織することを決議し 同時に越佐共致会は解散し十五日は同館に、十六、十七の両日は西堀の島清楼に会合

して盟約書其他を定め理事に鈴木、小柳、八木原、及び 原富次郎の四人を、常備員に鈴木半五郎他九人を

挙げた 

 

   北辰自由党盟約 

党名、北辰自由党 

位置、新潟市東堀通三番町八番地 

第一章 

一、 吾党ハ自由改進ヲ以テ主義トス 

第二章 

一、 吾党ハ自由ヲ擴充シ権理ヲ保全シ社会ヲ改良シ国権ヲ擴充スルヲ以テ目的トス 

第三章 

一、 吾党ハ善美ナル立憲政体ヲ確立スルコトヲ勉ム 

 

北辰自由党規約 

第一条 理事委員一名ヲ置キ会議ニ於テ議定セシ事件ヲ実行シ毎々党中ノ事務ヲ管理セシム 

第二条 常備委員十名ヲ置キ党中ノ重要ナル議事ニ参與シ事業ヲ翼賛ス 

第三条 吾党ト主義ヲ同フシ党員タラント欲スル者ハ記名捺印ノ証票ヲ事務所ヘ申告シ党員名

簿ニ記載スベシ 

第四条 党員ヲ脱セントスル者ハ其由ヲ記シ事務所ニ送達スベシ 

第五条 理事委員ハ毎会員中ヨリ六名ヲ公撰ス其任期ハ六ヶ月ヲ以テ交代スベシ 

第六条 常備委員ハ毎会党員中ヨリ会員之ヲ公撰ス其任期ハ六ヶ月トス 

第七条 毎年四月十日会議ヲ開き党中一般ニ係ル事件ヲ議定ス、但シ緊急ナル事件ニシテ定議会

議ヲ俟ツ能ハザル時ハ臨時会ヲ開クヲ得 

第八条 会議ニ於テハ理事委員ヨリ前季施行シタル事件ノ要領及会斗決算ヲ報告スベシ 
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第九条 理事委員常備委員ハ俸給ナシ、会議ニ於テ定ムル所ノ手当金ヲ給ス 

第十条 党中ノ経費ハ党員分頭ニテ之ヲ拠出ス 

 

〇因みに記す、著者が昭和十三年三月七日より十五回に亘って佐渡民友誌上に「憲政五十年の回顧」

と題したる記事の「中の一」の中に 

佐渡の政党と云えば鵜飼郁次郎氏が板垣の主唱せる自由民権論に共鳴して民撰議院設立に奔走

せるを以て 殆ど嚆矢の如く思ひ居るも是より前 明治十年頃なるべきか夷の若林玄益、湊の中

村清三郎氏等が北辰自由党を組織せることあり云々 

と述べたることは本条に記したる越佐の有志者が新潟白山偕楽館に於て北辰自由党を組織せる際

に若林、中村等の出席し居たるを誤って同人等が組織せるものならんと述べたるものなれば此紙上

を借りて訂正する 

 

●頸城自由党の分裂（十六年九月解散）［十五年四月］ 

頸城自由党は十五年四月 高田町の善行寺に於て春期総会を開き東京の自由党に合同の可否を議題として

協議せしに賛否の議論烈しかりしも樋口亨太、堀川信一郎、小島周治等の合同論多数を創しければ室孝次

郎、中川源造等の反対派は一斉に退場脱退した 

 

●佐渡に於ける政治演説会［十五年四月］ 

十五年四月 日 大阪府平民 上田重徳、平民 袖岡貴久次郎、長野縣平民 龍野周一郎の三人渡来し相川、

河原田、新穂、湊、等にて政談演説会を開いたが当時の演説には弁士は常に官僚を攻撃するので夫が為め

弁士と警察官との衝突は堪えない 去れば傍聴者は演説を聞かんとするよりも寧ろ其衝突を見んとするの

傾向が多かった訳でもあるまいが何れの会場も大入り満員であった 恐らく此政談演説会は佐渡に於ての

嚆矢であったであらふ 

 

●越佐有志者三大自由権要求の建白を為す［十五年七月］ 

十五年九月二十日、山際七司、小柳卯三郎、八木原繁祉、鈴木昌治等の発起にて長岡長盛座に於て越佐自

由党大懇親会を催ふせしに出席者百二十四名にて翌二十一日は言論、集会、出版、の三自由要求の建白書

提出に就ての協議を為し更に第二回を十一月三日長岡杵屋旅館に開き堀川信一郎、今泉富次郎の二人を上

京委員として建白書を提出することヽ為せしが両人は十二月上京して元老院へ願書を提出した 

 

  集会出版言論ノ三自由ヲ乞願スルノ書 

日本国民臣某等誠恐誠惶昧死拝伏謹ンデ我ガ  至仁至愛スル叡聖文武皇帝陛下ニ上ル臣等深ク邦家ノ

開明富強ヲ企画シ 

陛下ノ聖旨ヲ調達スルニ最大要急ナル集会、出版、言論ノ三自由ヲ得ンコトヲ望ミ茲ニ敢テ乞願ノ理由

ヲ上陳ス 

臣等恭シク惟ルニ神聖ノ邦家ヲ径論スルヤ必ズ先ヅ萬世ノ紀綱ニ則リ天下ノ形勢ヲ達観シ一定不易ノ鴻

基ヲ建テ偉略内ニ定メ機変外ニ應ズ是ヲ以テ時ニ或ハ変故アリト雖モ措置計画確然動カズ終始一轍邦家

静寧是レ皇化ヲ無窮ニ傳フル所以ナリ 

陛下夙ニ大政ヲ恢弘シ萬機公論ヲ撰鐸シ僂聖詔ヲ彰示シテ以テ臣等人民ヲ奨励シ殊ニ客年十月ヲ以テ國

会開設ノ大詔ヲ降シ賜ハル嗟呼皇國ノ臣民タルモノ誰カ憤然蹶起セザルヲ得ンヤ誰カ感泣激励セザルヲ
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得ンヤ是ニ於テ臣等人民日夜孜々汲々智力ヲ研ギ政治ヲ談ジ自由権利ヲ伸張シテ國権ノ擴張ニ及ボシ皇

室ヲシテ愈々鞏固ナラシメ邦家ヲ富嶽ノ聖旨ニ報ヒシトスル誠忠ナリ 

然ルニ近来我ガ政府ノ針路ハ毎ニ聖旨ニ悖戻シ壓制ノ政策ニ陥井ラントスルノ弊ナキニ非ズ何トナレバ

今日ニ一大緊急ナル集会、出版、言論ノ自由ヲ検束シ臣等人民ガ将ニ発達セントスル政治思想ヲ妨碍シ

臣等人民ガ聖旨ヲ奉戴シ国会開設準備ノ前途ヲ遮断セラル之レヲ以テ大ニ天下ノ人心ヲ激昂シ演説講談

ハ益以テ詭激ヲ加ヘ新聞論説ハ愈以テ憤激ヲ極ム為ニ罰金禁獄ノ刑ニ処セラルヽモノ其数枚挙ニ遑アラ

ズ鳴呼悲哀惨怛ノ至リナラズヤ今ニシテ之レガ検束ノ条例ヲ廃止セラルヽナクンバ遂ニ英仏ノ覆轍ヲ踏

ミ邦國ヲシテ惨怛無情ノ悲境ニ陥イラシムルノ感ナキニアラザルナリ是ヲ思ヒ彼レヲ思ヘバ臣等臣民至

慮ナリト雖モ若シ天下ノ勢ニ反シテ天賦ノ自由権利ヲ遮断スルハ之レヲ欧州各国ノ歴史ニ徴シ以テ乱階

ノ基タルヲ知ル鳴呼恐レザル可ケンヤ専制ノ政治鳴呼懼レザルベケンヤ反動ノ勢力鳴呼我が  至仁至

愛ナル叡聖文武皇帝陛下  臣等人民ニ與フルニ集会、出版、言論ノ自由ヲ以テセラレヨ今速ニ之レガ

自由ヲ與ヘラレバ詭激ノ論説何ヲ以テカ動ラン反動ノ禍乱何ヲ以テカ生ゼン臣等人民ハ  陛下ノ赤子

也誰カ邦家ノ安寧富強ヲ希図セザルモノアランヤ今ヤ此希欲ヲ達セント欲セバ先ヅ集会、出版、言論ヲ

シテ自由ナラシムルニアルノミ、之レヲシ自由ナラシメ以テ天地ノ公道ニ基キ以テ宇内ノ正理ニ由リ而

シテ以テ政策ヲ施サバ政治日ニ善良ニ赴き邦家ニ開明ニ進ミ上ハ皇室ヲ萬代無究ニ保チ下ハ人民ノ自由

幸福ヲ増進シ国権ノ擴張ヲ達スルノ日ハ期シテ俟ツベキナリ 

是ヲ以テ臣等人民至愚ナリト雖モ其黙止スベキニナラザルヲ知ル忠義ノ至誠止ム能ハズ茲ニ敢テ集会、

出版、言論ノ三大自由ヲ與ヘラレンコトヲ謹ンデ乞願ス鳴呼我  至仁至愛ナル叡聖文武皇帝陛下伏テ

願クハ宇内ノ大勢ノ達観シ天下人心ノ志向ヲ視察シ以テ採納スル処アラレヨ臣等人民感恩感泣激切屏党

ノ置ニ堪ヘズ敢テ威尊ヲ冒涜シ恐懼止ム無シ臣等人民感等誠恐識惶頼首敬白 

  明治十五年十二月  日 

 

●三郡町村総合會官衙移転請願［十五年十月］［一部の冊］ 

明治十三年三郡町村総合会の組織せらるヽや官衙移転は其会の問題となり、遂に大多数を以て決議し其筋

へ願書を提出し居たりしが十五年十月には議員河原田町 浦本金太郎、和泉村 川上賢吉、河崎村 白井石眠

の三人を委員として移転請願書を新潟縣令及内務卿へ提出し移転の止む能はざる事情を詳細陳述したれ共 

何等の理由を示さず唯単に「詮議に及び難し」とて書面却下せられたれば委員は施すべき策を知らず是非

も泣く泣く空しく帰国して議会に其旨を報告し 時の至るを待つことにした 

 

●高橋基一等の政談演説［十五年十月］ 

十五年十月の交 北辰自由党にては東京府士族 高橋基一、岡山縣士族 竹内正志の二人を聘して縣下各郡に

政談演説会を開催したが佐渡へは中魚沼の桑原重正同行し先づ夷町正覚寺に於て開会した其演題は左の通

りである 

  開会の主意        若林玄益 

  何故に政党は必要なるか  高橋基一 

  官府の性質        竹内正志 

  庸 医 論        桑原重正 

 

此演説を聴きたる人々の内には其内容を理解せざりし者もありしならんも 若林等地方有力者の勧誘なる

が故にや共鳴入党するもの頗る多くなりければ若林及 鈴木紀太郎、鈴木半五郎等を幹事として党勢の擴張
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に努力せしめた 

相川に於ける演説会にて高橋の論旨過激に亘り治安妨害の廉ありとて臨監の警察官より弁論の中止並に集

会の解散を命ぜられたが其後新潟にて集会届出の際高橋は縣令 永山盛輝より向ふ一カ年間新潟縣下に於

て公衆に對して政治を談ずることを禁止する旨の処分を受けたヽめ止むを得ず高橋のみは其後は学術演説

の名目にて縣下を巡回した 

 

●板垣退助の海外漫遊［十五年十一月十一日］ 

板垣退助は各地の遊説を終へて十五年六月京へ帰るや後藤象二郎より海外漫遊を勧めて曰く「今や朝に在

ては伊藤博文已に憲法調査の命を奉じて海外に赴けり 野に於ける足下と僕の如きにして未だ足を國外に

措かず立憲の規模を撫せざるは寧ろ責任に顧みて怠るの嫌なきを得んや 今や党中栄なるの時なれば宣し

く相携へて泰西に遊ばん」と板垣は当時已に自由新聞を起し党制も亦略其緒に就き機関各整頓する処あり 

岐阜凶変の創痍も亦全く癒へて憂ふべきなきを以て即ち後藤の言を善しとして遂に相伴ふて万里観光の途

に上らんとせるに党員中之に反対するものありて党内々訌を生ぜしも大石正巳、馬場辰猪、末廣重恭の三

人の脱党を見しのみにて他は之れを賛せしを以て十一月十一日板垣は栗原亮一、今村和郎等を伴ひ後藤と

相携へて仏國郵船ボルガ号に搭じて横浜より出帆した 

 

●頸城改進党の組織（二十一年二月解党）［十五年十二月］ 

十五年四月、高田寺町の善行寺に於て頸城自由党の春期大会（前に出せり）に於て東京の自由党の合併に

反対を唱へて敗れ脱党したる室孝次郎、中川源造等の一派は十二月立憲改進党の政綱に則り上越立憲改進

党なる政事結社を組織し室を幹事に推薦したが上越政界は是れより自由改進の二派對立するに至った 

猶 関矢源左衛門等に依って魚沼郡改進党が組織され、刈羽に山口権三郎、内藤久寛、中蒲原に坂口仁一郎、

玉井貞太郎、北蒲原に市島謙吉等の改進党の共鳴者はあったけれ共 未だ政事結社までには進まなかった 

 

●第三回新潟縣会議員選挙［十六年三月］ 

十六年三月新潟縣会議員の選挙は行はれたれ共 別冊新潟縣会の巻に出す 

 

●第三回選挙［十六年三月］［新潟縣会の巻］ 

十六年三月第三回新潟縣会議員の選挙は行われて曩に抽選によりて退任者となりたる児玉（長）、石塚、市

橋、渡部の代員を選挙せしに結果は左の通りである 

  雑太郡二名（外に前回の留任者橘善吉） 

   中興村  石塚秀策 

   皆川村  池野最平 

     池野は十七年自由一月辞任に付き補欠当選者は 

          皆川村 磯部八五郎 

  加茂郡一名（外に前回の留任者長野三忠） 

   梅津村  市橋藤蔵 

  羽茂郡一名（外に前回の留任者渡部弥三次） 

   徳和村 石塚孫四郎 
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●高田事件［十六年三月］ 

十六年三月 越後の高田に所謂 高田事件なるものが起きた、赤井景韶、井上平三郎、風間安太郎が天誅組

なるものを組織せりとの縣議に依るものにして右三人を始め其共犯者と見られて八木原繁祉、山際七司、

鈴木昌司等三十余人捕縛せされ審理の末 赤井等三人は國家犯として又 八木原は不敬罪として留め置かれ

しも他は放免せられしが、後 八木原は重禁固二年に処せられ次で十一月十四日赤井等三人の予審は終了し

て井上、風間は赦されて獄を出で独り赤井一人遂に公判に附せられたが十二月十七日高等法院は「政府変

乱の目的を以て諸省の卿以上を謀殺せんと決意して其予備を為したるもの」と断じ重禁獄九年に処せられ

石川島の監獄に投ぜられしが十七年三月二十六日同囚石川縣の松田克之と共に脱獄して逃走の途次人力車

夫を殴殺したる故を以て両人共死刑の宣告を受け 松田は十八年六月二十五日、赤井は七月二十七日を以て

齊しく市ヶ谷監獄署内の刑場に絞死せらる 赤井時に年二十七才であった 

〇昭和十二年十一月二十七日、越後の高田郊外金谷山麓に右 高田事件の記念碑の除幕式があった 著

者が前年縣会議員の当時 上田良平氏の要請により建碑費の内へ僅かに金一円を寄附したるの縁故を

以て此序幕式の招待を受けたれば東京よりの帰途立寄り参列した 

 

●天誅党の旨意書及盟約規則［十六年十二月十九日］ 

        （明治十六年十二月十九日 

東京横浜新聞第三千八百九十九号） 

      天誅党旨意書 

世運衰頽シ人情軽薄ニ流レ國勢日ニ危始ニ趣キ義理地ヲ払フ実ニ痛哭流儀ノ至リ矣奸人侫物要路ニ塞リ其

欲ヲ逞フシ私利ヲ之レ営ミ吾人ノ國ハ将ニ売ラレントス吾人ハ将ニ臣妾タラントスル應ニ近キニアル可キ

也政ニ吾人ハ天誅党ヲ組織シ天ニ交代リ奸人侫物ヲ払ヒ世運ヲ回シ人情ヲ敦厚シテ國勢ヲ挽回シ義理ヲ重

ンジ吾國家ヲ永遠ニ維持センコトヲ謀ル幸ニ同志ノ士ハ来リ興セヨ 

吾党ハ前陳ノ旨意ニ因リ殊ニ牛耳ヲ執リ盤血ヲ啜リ左ノ条項ヲ誓フ 

      天誅党盟約規則 

      盟約第一章 

苟モ吾國家ニ不為ノモノアル時ハ吾人ハ踵ヲ回サズ天ニ代交リ之ヲ誅罰スルコトトナス 

      盟約第二章 

吾党ハ義理ヲ重ンズ故ニ義理ノ為メニハ身ヲ致スコトヲ誓フ 

吾党ノ人ハ吾党全体ノ議決ニ依リテハ何等事故アリ之レガ実行ヲ辞セザル事 

      第一条 

吾党ハ何人タリトモ前書盟約ヲ守ルコトヲ得ルモノハ党員三名以上ノ照会ヲ以テ党長ニ申込ムベシ党長ハ

総党員ノ是トスルヲ待ツテ入党ヲ許スコトアル可シ 

      第二条 

吾党ハ定期一会ヲ置ズ事アル時ハ臨時会合ヲ為ス故ニ月幾度ナルヲ顧ミザルモノトス 

      第三条 

吾党ハ前条ノ如キ場合ヲ保ツ故ニ多額ノ入費ヲ要ス依テ月々五十銭ヲ党ニ納ムルモノトス 

      第四条 

吾党ハ党長三名ヲ置キ党事一切之ヲ理セシムルモノ也     （了） 
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●電信架設の建議［十六年四月］ 

十五年七月新潟縣会は越佐間海底電線架設の建議を為したれ共 何等の指令もなかりしを以て十六年四月

又々縣会の決議を以て内務卿に建議書を提出した 

 

     越佐間海底電線架設ノ儀ニ付建議 

新潟縣会議長島田茂謹デ内務卿閣下ニ建議ス 

惟ルニ方今ハ人智日ニ発達シ社会日ニ改進シテ世務繁忙事皆火急ヲ要ス故ニ電信ノ緊要ナルハ敢テ喋ル

ヲ竣タザル所ナリ今ヤ各縣其便ヲ極メ行ク処之レガ設ケアラザルノ地ナキニ至ル然ルニ本縣佐州ノ如キ

未ダ電線ノ架設ナキハ明治昭代ノ欠点トシ謂ハザル可ラズ抑モ佐州ノ地タル絶海ノ一孤島ナリト雖モ屹

然北海ノ要衝ニ當リ良港多クシテ社会ノ交通最モ大ナリ 然ルニ風雨怒濤ノ為メ航海スル能ハズ彼我ノ

通信ヲ欠キ世務活動ノ妨害ヲ為ス実ニ少ナカラズ是レ本会議員ノ憂慮措ク能ハザル処ナリ 

閣下希クハ其情ヲ察シラレ速ニ越佐両国間電線ノ架設アランコトヲ 

   明治十六年四月二十七日 

            新潟縣会議長 島田 茂 

    内務卿 山田顕義 殿 

 

本建議に對する上京委員 寺崎至は同年十一月開会の臨時縣会に於て上京中の顛末として 

本建議に就きて内務卿に面陳したるに其主任へ申置くべしと答へられたり 

由来電信の事に関しては予曽て上京せる際電信局長に面会して親しく架設の手続等を聴き其後同局長の

来港を機とし重ねて談ずる処ありしに当時局長の言として「政府の方針は電信に因る収入を以て電信に

関する経費を至便し而して残餘のある時は夫を充用して漸次擴張を図る事と為しある也 然るに本年は

国内一般の不景気にて収出上に其餘裕なき可如し能に越佐間に對しても今直に之を架するに難しきもの

ありと雖も近く一両年の後には必ず実行するの期あるべきを信ず而かも斯は公れの上より説けるものに

して若し試みに内実を云ふ時は強ち速行の手段なきに非ざるべし 及ち有志拠金等の企画に待つも亦其

一法にあらざるや」と云ひにき然れ共予は未だ佐渡の事情に精しからず従って有志金云々の事に對して

も今之れ可否を即答するに苦しむと答へ且つ問ふに寺泊、赤泊間約六里間に於ける架設費用は幾らなる

やを以てしたるに、局長は約五万円内外を要すべしと答へたり、予は他日重ねて協議する処あらんと告

げて別れき 

と報告したり 

十六年八月中、佐渡三郡町村聯合会議員橘晃去（金沢村大字千種）は電線架設を政府へ請願せんと聯合会

へ建議せるも当時同会には複雑なる幾多の問題ありしを以て来年度末まで延期となった 

 

●板垣退助等の帰朝［十六年六月二十二日］ 

十六年六月二十二日 自由党の総理 板垣退助は後藤象二郎及 栗原亮一、今村和郎等と共に欧州の漫遊を了

へて帰朝した 船の横浜に着するや同地の自由党員は自由亭に歓迎会を開き、東京に帰りて新橋駅に着すれ

ば星亨、大井憲太郎以下三百餘人出迎え幹事 加藤平四郎は祝文を朗読し越ヘて二十四日向島八百松楼に盛

大なる祝賀会が開催された 

 

●松村文次郎 説いて越後の政党を解党せしむ［十六年九月十日］ 

刈羽郡の松村文次郎は予め東京の自由党本部と交渉したる上越後の各政党に財政上の維持困難と小党割拠
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の弊を説いて之を解党せしめ自由党に合同して党勢の擴張を図らんことを提唱して十六年九月十日 新潟

白山公園の偕楽館に有志を集めて協議し遂に北辰自由党を解党せしめしに頸城自由党も亦之れと相前後し

て解党するに至った 

 

●立憲帝政党の解党［十六年九月二十四日］ 

帝政党は政府の援助により時の利を得て一時は隆盛に赴きたるも時勢に伴ひ政府は超然たらざる可らずと

して帝政党に對し解散するか然らざれば政府と絶縁すべしとの命を下しければ党内にも種々議論ありたれ

ども結局十六年九月二十四日京都の大会に於て解党した 

 

●佐渡新聞の計画［十七年四月］ 

石田村（今の二宮村大字石田）の齋藤傳十郎は十六年二月始めて佐渡に活版印刷業を開始した 之れ佐渡に

於ける斯業の元祖なるが次で佐渡新聞を発行せんことを計画し相川の小宮山竜蔵、湊の神原清典等を顧問

とし種々協議の結果、下記趣意書に署名せる人々の賛成を得て十七年四月創設趣意書及仮規約並に収支計

算書等を作成発表して株主募集の為め其子長三（本著者）と共に郡内を奔走した 

 

   佐渡新聞社創立趣意 

夫レ言論文章ハ人ノ耳目ヲ階シテ人ノ脳裏ニ浸染シ其布及スルヤ廣大ナルモノナリ、何トナレバ天ノ斯

民ヲ生ズルヤ之レニ賦スルニ口舌ヲ以テシ之レニ與フルニ発音機関ヲ以テス 苟モ不具ノ徒ニ非ザルヨ

リハ皆之レニ因テ言語ヲ演ベ言語ニ因テ思想ヲ演ブルヲ得ベシ 然ラバ則チ人ノ思想ヲ知ル機関ハ耳目

ノ両者ニシテ我ガ思想ヲ人ニ知ラシムベキ機関ハ手ト口トナリ 之ヲ其面前ニ会集セル人民ニ通ゼント

欲セバ口以テ之ヲ演ブルノ便且速ナルニ如カズト雖モ之ヲ遠キニ達シ之ヲ後世ニ伝フルニハ手以テ之ヲ

書ズルニ如カザルナリ是レ書籍新聞紙ノ世ニ盛ンナル巳ム可ラザル所以ナルカ之ヲ例スルニ人世ノ新聞

紙アルハ猶夜中ノ燈火アルガ如シ燈火能ク物ヲ照ラス妍媸美魄之レヲ掩フコトヲ得ズ新聞紙能ク世ヲ視

ス善悪邪正之ヲ嫣スヲ得ズ故ニ新聞紙ハ國家ノ祥瑞ニシテ文明世界缺ク可ラザルノ要器ナリ暫モ此ノ器

アラザルノ國ハ其國ニアラズ人ハ其人ニアラザルナリ何ヲ以テカ國家ノ祥瑞ヲ岐望スルヲ得ンヤ 

抑モ我佐州ハ倅シテ北海洪涛中ニ在リト雖モ海ニ煮、山ニ鋳ルノ廣利洪益アリ十万ノ同胞志士論客ナキ

ニ非ズ伹文章印行ノ業未ダ全ク通邑大都ニ及バズ 是レ其智識ノ発表セザル所以ナリ我ガ佐州新聞社今

日此レニ従事シ久シク発表セザル者ヲシテ急激ニ流レズ因循ニ接セズ着々歩ヲ進メ漸時改良ヲ加へ多年

欲望スル彼岸ニ達シ興論ノ代表者タルヲ得バ豈啻ニ佐州ノ幸ノミナランヤ 是レ本社ノ此ノ挙ニ於ケル

目的ナリ其レ勉メザル可ンヤ 

伏テ望ム江南湖北有志ノ諸彦我輩ト同感ナラバ下ニ掲グル所ノ仮規約ヲ一覧シ速ニ入社アランコトヲ、

今ヤ創設ニ係リ規約方法未ダ尽サザルモノ勘シトセズ基礎確立百折不抜ノ精神ヲ継持スルガ如キハ一ニ

公衆共同ノ力ニ依ル至懇至欽ニ堪ヘズ 

  明治十七年四月     佐州新聞社創立人 

               高橋又三郎（河原田） 石塚甚吾（石田） 

               近藤吉左衛門（石田） 齊籐傳十郎（石田） 

               佐々木俊蔵（新町）  児玉茂右衛門（五十里） 

               山田倬（相川）    若林玄益（夷） 

               梶井五郎左衛門（小田）風間濤平（小木） 
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仮規約と計画書は不明にて今之を知るに由なけれ共今著者の記憶に残れるものは 

美濃紙判（普通新聞の四分の一）にて毎月六回発行にして資本金は一千円（一株二円の五百株）の計画

であった 

傳十郎は株主募集の為め其子長三を助手として自ら郡内を奔走して所期の約三分の二以上に達したるに八

年十一月不幸二□の犯す所となりて遂に起たず年漸く四十四歳なり天若し仮すに年を以てせば此事業を成

功せしならん果して然らば佐渡文化の進歩も若干早からしめしならんに洵に惜しむべきことであった 

傳十郎は天保十三年今の二宮村石田に生れ 明治維新の際相川の長谷川元良と共に牛酪を製造し或は金

北山下の薬草を蒐め二者共其見本を携へて京阪地方に出張せしも其業に馴れざりし為めか失敗に終りし

が明治九年相川縣を廃して新潟縣に合併せし時は三十五歳にして官撰戸長となり夫より二回三郡町村聯

合議員に撰ばれ次で活版印刷業を開始し更に進んで佐渡新聞を企画中に病没したのであるが 

國幣小社の宮司となりし矢田求が曽て其写真に一詩を題した以て其人となりを知るに足る 

            ［漢詩は略す］ 

 

●憲法制度調査局［十七年四月十七日］［衆議院及内閣之巻］ 

明治十五年三月三日の御下命に依り 参議伊藤博文は憲法制度調査の為め欧州へ派遣せられしが 十六年八

月其任務を了へて帰朝するや十七年四月十七日宮中に制度調査局を設立し 伊藤自ら局長となり井上毅、伊

藤巳代治等十五人を委員として憲法の実施立案に着手し先ず第一着手として各省割拠の制を改め内閣には

総理大臣を置き 以て施政の統一を図らんとして設計略成るや太政大臣三条実美は表を奏って骸骨を請ふ

た 

 

●電線架設の建議［十七年五月］ 

十七年五月本郡選出縣会議員橘善吉は寺崎至、田沢実入、両議員の賛成を以て越佐海底電線架設を政府へ

建議せんことの建議書を縣会に提出し大多数を以て通過となり則ち左の建議書を内務卿へ提出した 

   越佐間海底電線架設を促す義に付き建議 

新潟縣会議長島田茂本会ノ決議ヲ以テ謹デ内務卿閣下ニ建議ス 

抑モ本縣佐州ノ地タル海表ニ斗絶スル一孤島ニ過ギズト雖モ其形勢北海ノ要衝ニ当リ良港佳津頗ブル多

クシテ船舶ノ出入甚ダ盛ンニ従ツテ其社会ノ交通ニ関スル利害極メテ大ナルモノアリ然ルニ一朝風浪ノ

舟楫ヲ妨グルニ当テハ全ク航海ノ便ヲ絶チテ彼我ノ消息相通ズルヲ得ズ仮令事ノ火急ヲ要スルモノアル

モ之ヲ達スルノ道ナクシテ止ムハ毎ニ本会議員等ノ憂慮措ク能ハザル所ナリ、是ヲ以テ曩ニ閣下ニ建議

スルニ電線架設ノ義ヲ以テセリ怕ミルニ電線ナルモノハ文明ノ利器ニシテ其架設アルト否トハ社会幸不

幸ノ由テ岐ルル所ナリ、之レガ架設ニシテ一日後レン乎其来タス所ノ不幸荳止ダ一日ノミナランヤ矧シ

ヤ方今世務漸ク頻煩ニシテ人事益々複雑ナルノ時ニ於テオヤ未ダ佐州ニ電線架設アラザルハ窃ニ聖世ノ

闕典ト謂ハザルヲ得ザルナリ閣下冀リハ本会議員等ノ哀情ヲ察セラレ速ニ越佐両国間電線ヲ架設アラン

コトヲ  頓首再拝 

  明治十七年五月 

                新潟縣会議長 島田 茂 

         内務卿 山縣有朋 殿 

 

建議の外、松ヶ崎、郷津の港湾及新潟築港の為め高岡忠郷、鈴木長蔵の二人を委員として上京せしめたる

が内務省にては電線架設に就ては 
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何レ建議書ヲ篤ト調査シタル上其利害ヲ査覈スベク今ハ即答シ難シ 

との答へなりしとの報告があった、とのことであるが又或人の話によれば建議者は 

費用概算五万円として地方税規則第三条の末項により半数を地方税の至便とし半額は国庫の補助を請ふ

て架設したし 

との趣旨なりしも縣会は六月十八日の第一次会に於て地方税に其科目なきの故を以て無惨にも此建議は否

決された、と言ふが何れが信か 

 

      越佐海底電線架設ノ件ニ付建議 

［前述の建議と類似に付き省略］ 

明治十七年六月二十二日 

              新潟縣会議長  島田 茂 

      新潟縣令 永山 盛輝 殿 

 

当時、川上賢吉は自ら佐渡國中を遊説して左記の人々の賛成を得 十八年八月迄に有志出金及請願の件等を

周旋せしむることヽなしたれ共 渉々しからずして自然泣寝入の有様であった 

一区 川上賢吉 石塚秀策   二区 左近儀平次 橋善吉 

三区 佐々木甚太郎 橘善吉  四区 渡辺弥三次 田辺玄道 

五区 渡辺新十郎 岩原伊三次 六区 本間宇三郎 

七区 長野三忠 市橋藤蔵 

右の他賛成者の一人たる鵜飼郁次郎は出縣の要事を担任することヽした 

 

●星亨の新潟に於ける舌禍［十七年九月三十一日］ 

十七年九月二十日松村文次郎、山際七司、鈴木昌司、   及福井縣の杉田定一等委員となりて北陸七縣

大懇親会を新潟の不動院に開きしに来り会するものは佐渡の池野最平、茅原鉄蔵を始め二百余名東京より

は星亨、加藤平四郎等来り会す酒三更会員交々起って演説せしが中蒲原の井上米次郎又一席を試み言偶々

革命の一語に及ぶや臨検の新潟警察署長 樫尾紋治は演説の中止及懇親会の解散を命じければ会員は□々

として不平を鳴らせしも官命止むを得ずとして一旦は退散せしも黄昏更に式を更め再び同寺にて懇親会を

開きしも事なく互いに歓を尽して分るヽことを得た 

其翌三十一日北陸七縣の有志は不動院に政談演説会を開きしに聴衆千八百希有の盛会と称す、星亨は第四

席に起ち「政治の限界」なる題目の下に演説せしに臨監の警吏は中止解散を命じ星も官吏侮辱罪として重

禁固六ヶ月罰金四十円に処し新潟監獄に服役せしめしが十八年十月出獄した 

 

●自由党の解党と新潟党員の態度［十七年十月十日］ 

此頃は河野廣中の副島事件、赤井景韶の高田事件、小林安兵衛の群馬事件、奥宮健之の名古屋事件等に次

で更に有名なる加波山事件等ありて自由党の行動が詭激なるに従って政府の取締も又厳重となって事々に

不便を感じ 更に一方財政上党の維持困難なるにより自由党解党説が起り来るべき大会には提案せらるべ

きの情勢にありければ新潟自由党員は予じめ其賛否を決し置かんと十七年十月十日其事務所に会合して協

議を重ねたるに結局今日解党するを以て策の得たるものにあらずとの説 勝を制したれば森山信一、西潟為

蔵の二人を委員として大会に出席せしめ大に反対の気炎を挙げしむることヽした 
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●自由党の解党［十七年十月二十九日］ 

自由党大会は十七年十月二十九日 大阪北野の大融寺に開きしにが奇なる哉、此日は恰も曽て両国の井生村

楼に於て結党成立の大旗を掲げたる第三週の記念日にして怪なる哉、此場所は曽て愛国社の再終会に於て

国会期成同盟を立約したる伽藍なり 自由党は同じ此日此場所に於て時勢の日に日に非なるを嘆き有形団

体の利ならざるを観取し爰十五万の大党を解き天下に告白する処あらんとす 奇なる哉 怪なる哉 何故な

る因縁の廻り合はせにや偖て来会せる各代表百餘名 片岡健吉 推れて議長となり内藤魯一、高橋基一、小

林樟雄、佐藤貞幹等説明委員となり 総理板垣も又民心休養に努めんことを詳述し新潟縣代表者を除くの外

全員一致を以て解党を決議した 

終って午後三時より曾根崎新地の静観楼に懇親会を開きしに百六名来り会す列座意気頗る漂烈慷慨の情自

ら面に顕はる席上板垣起って演説を為す「予をして不幸にして死せしめば諸氏請ふ我が墳墓をして秋草

茫々裡に湮設せしめよ、彼の寸功なくして漫りに壮大の墳墓を建て恰も死後に石碑の競進会を為すが如き

都下埋葬場の汚風を受けしむる勿れ」と言ひしは此時の演説である 

 

●新潟党員の解党賛成［十七年十一月八日］ 

前記十月二十九日の自由党大会に於て新潟縣委員の非解党説は一蹴されたのを以て爰に其態度を決せんが

為め十一月八日新潟白山公園偕楽館に幹部会を開きしに 九月二十一日新潟不動院に置ける演説会事件の

為め小甚旅館に滞在中なりし星亨も出席し山際と共に非解党説を強唱せるも鈴木、桑原、松村などは解党

を賛し議論容易に決定せざりしを以て各郡より委員の出港を促がし更に協議会を開きたるに結果は遂に解

党に賛成することヽなった 

 

●大隈重信等改進党を脱す［十七年十一月十七日］ 

改進党に於ても亦解党説あり 十七年十一月の会合に於て賛否の議論□々容易に決定せざりしかば大隈重

信、河野敏鎌、北畠治房、前島密、小野梓等は遂に十七日脱党せるも沼間守一、島田三郎、尾崎行雄、中

野武営、藤田茂吉、肥塚竜、箕浦勝人等は二十一日神田の事務所に会議を開きて党務を整理し政党の形を

存続することの決議を為した 

 

●朝鮮事変に對し新潟の有志者は義勇隊を組織せんとす［十七年十二月四日］ 

十七年十二月四日の夜 朝鮮に於ては独立、事大の両党衝突して紛擾を起し延て我公使館は放火され竹添公

使は仁川に退きたる事件あり 政府は井上外務卿を全権大使となし兵を率ひ罪を韓国に問はしめたれば韓

国は我が要求を容れ事件は一先落着したれ共事情國に交渉あるを以て人心大に激昂し将に清國と事あらん

ことを期し各府縣の有志者にして義勇隊を組織して其先駆たらんことを乞ふ者続出した 此情勢に刺激せ

られ本縣にても山際七司、三島億次郎等の有志十数名は十八年二月十三日新潟の島清楼に会し日清の交渉

決裂し、戦端を開くに至らば北越人士は党派の異同を問はず団結して国難に當たり一死以て國恩に報ずべ

きことを決議し各郡二名の遊説員を選定したれ共 事件は伊藤博文全権大使として円満に解決したれば此

有志の意見も実行するに至らずして止んだ 

 

●有田真平の獄死［十八年二月八日］ 

有田真平は相川の人 盤谷と号す、外務大臣たりし我が有田八郎未知の養父である 幼にして圓山溟北の門

に入りて経史を修め後東京に上り中村敬宇の同人社に入り洋漢の学を業了へて角田真平と共に嬰鳴雑誌を

起して時事を論議す偶病を得て郷に帰り静養の傍ら病閑詩文を草して新潟日々新聞に寄せしより尓来客員
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となり絶えず論説を寄書せしが十六年六月二十日より以降三回に渉りて 

   王室尊栄、人民の幸福とは両立せしめざる可らず 

との論文を掲げしが文中蘇我藤原等の外戚跋扈し王権を蹂躙したるを慨し頼氏の日本政治の論文中より蘇

我を非議したる項を例証に正記の文章其侭引用したる其中の唯一語「脆弱無智の婦女子」が図らずも推古

天皇に對し奏り不敬なりとて不敬罪に問はれ裁判は第三審を経て禁固十ヶ月と確定し新潟監獄に服役中病

を得て十八年二月八日二十七歳を一期として死亡したるを以て親戚知人が新潟にて葬儀を営みたる時最も

人目を引きたるハ新発田の北辰自由党員百数十名が箕笠草履の出立にて手に竹槍を持ち「捨身為義」「愛國」

「愛君」「愛民」など記したる大小赤白の旗数十籏を押立て来り会せることなり、数十の正私服の警官来た

りて竹槍を没収し警戒厳重なりしを以て葬式終るや彼れ等は白和山に上り佐渡に向って慷慨悲憤の演説を

為し盤谷の霊を弔ふた 盤谷は改進党員なりしも事國家に関する言論によりて獄死せるものなればとて彼

れ等は大義明分を明らかにせんとて此挙に出でたるものであったときく 

   獄中作二首   ［省略する］ 

 

有田真平が明治十六年六月二十日より尓後三回に渉りて新潟日々新聞に掲載したる「王室尊栄、人民の幸

福とは両立せしめざる可らず」の論文を獲んと欲して奔走したれ共遂に能はず 然るに新潟軽罪裁判所の裁

判言渡しに對する上告趣意書を得たれば爰に之を掲げて其論文の概要を知ることヽ為す 

此論題を「王室ノ尊栄ト人民ノ幸福トハ相共ナハザル可ラズ」と書くものあれ共非なり 

左の趣意書亦尓り猶著者は其当時の新潟日々新聞及東京横浜毎日新聞等を見て之を知れり 

     上告趣意書 

          新潟縣佐渡郡雑太郡相川大工町六十五番地 

             平民質渡世     有田真平 

                        二十五年八月 

右有田真平謹ンデ言上ス新潟軽罪裁判所ハ明治十六年十二月五日、自分ニ對シ左ノ如キ裁判ヲ申渡シタ

リ 

    裁判言渡書 

         新潟縣佐渡郡雑太郡相川大工町六十五番地 

             平民質渡世     有田真平 

                        二十五年八月 

右被告ニ對シ検察官ノ公訴アリタル不敬罪ノ件遂審理処被告ニ於テ明治十六年六月二十日刊行新潟日々

新聞第百二十七号紙上社説欄内ヘ掲載シタル王室ノ営栄ト人民ノ幸福トハ両立セシメザル可ラズト題シ

タル論文ハ自ラ起草シ該新聞社ヘ寄送シタルモノニシテ其文中ニ脆弱無智ノ婦女子トアルハ人王三十四

代ニ當ラセ給フ推古天皇ヲ指シタル標語ニシテ臣民ノ分トシテ皇上ニ斯ル標語ヲ附セルハ道徳上不敬タ

ルハ免レザルモ皇徳ヲ傷ツクルノ悪念ヨリ出デタルモノニアラズ這ハ当時蘇我馬子ナル者大臣ノ職ニ在

リテ上皇室ノ尊栄、下人民ノ幸福ヲ計ラズ私利ヲ営ムテ事トシ体質ノ脆弱ニシテ機ニ臨ミ巧ミニ事ヲ処

弁スルノ作用アラセラレザル推古天皇ヲ立テ所欲ヲ逞フシ忌ムコトナキノ有様ハ実ニ悪ミテモ尚ホ餘リ

アルヲ以テ其姦悪ヲ筆誅センガ為メ知ラズ識ラズ言語ノ不敬ニ渉リタルモノニシテ故意ニ出デシニアラ

ザレバ法律上不敬ノ所為ト云フヲ得ズト陳弁スレドモ該文章ハ皆被告ノ心匠ヨリ結構シ来レルモノナレ

バ其片言隻語モ故意ニ出デタルコト論ヲ俊タズ而シテ推古天皇ヲ指シテ無智ノ婦女子ト称シタル証拠ハ

該文章ノ原稿及之レヲ刊行セシ新潟日々新聞紙ニ拠リ明確ナルヲ以テ新聞紙条例第十八条ニ照ラシ刑法

第百十七条第一項ニ因リ重禁固十ヶ月ニ処シ罰金四十円ヲ附加シ刑法第百二十条ニ因リ監視ニ付ス 
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新潟縣軽罪裁判所ニ於テ検事補蔭山政紀立会宣告 

  明治十六年十二月五日    判事 後藤幸操 

                書記 福原鍵平 

 

自分ニ於テ右裁判ヲ不法ノ申渡ト思慮シ今般御院ヘ上告仕ル意ハ左ノ如クニ御座候 

抑モ新潟軽罪裁判所ガ自分ニ對シ重禁固十月罰金四十円監視十月ノ罪ヲ申渡シタルハ自分ノ起草ニ係ル

新潟日々新聞百二十七号ノ紙上社説欄内ヘ掲載シタル王室ノ尊栄ト人民ノ幸福トハ両立セシメザル可ラ

ズト題シタル論文中脆弱無智ノ四文字ヲ箝用シタルニ在テ該四文字ヲ認メ刑法第百十七号第一項ノ犯罪

ヲ組織シタルモノナリト判決ヲ下シタルハ全ク擬律ノ錯誤ニシテ治罪法第四百十条第十項ニ相当スル上

告ノ原由アルモノナリ 

刑法第百十七条天皇三后皇太子ニ對シ不敬ノ所為アルモノハ云々トアル天皇トハ在位ノ天皇而耳ヲ称シ

奏ル文字ニシテ業已ニ仙遊アソバサレタル天皇迄モ意味シタル文字ニアラズ其証四アリ第一刑法第百十

六条天皇三后皇太子ニ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタルモノハ云々トアル天皇ノ文字ニ登遐仙遊ノ御歴代

ヲ包含セズシテ惟リ次条即チ第百十七条ノミニ限リテ之レヲ包含スト云フノ理ハ刑法論争ノ精神ニ非ラ

ザルベシ、第二刑法第百十七条天皇ノ文字業巳ニ登遐仙遊ノ天皇迄モ意味スルノ意ナリトセバ勢ヒ皇后

ニ對スル不敬モ遠ク御逝去アリシ御方々迄モ包含スベキ筈ナルニ明ラカニ三后ト書シテ当時ノ皇后ヨリ

順次遡テ大皇太后ニ止ルノ意ヲ表シタルハ猶裏面ヨリシテ天皇ノ文字中登遐ノ御歴代ヲ包含セザルノ意

ヲ明ラカニシタルモノナリ第三刑法第百十七条第二項ニハ皇陵ニ對スル不敬罪ノ明示アリ第一項天皇ノ

文字ニシテ登遐仙遊ノ御歴代ヲモ包含スルノ文字ナリセバ曷ンゾ第二項ヲ以テ特ニ皇陵ニ對スル不敬ヲ

明示スルヲ須タン皇陵ニ對スル不敬ナラバ天皇ニ對スル不敬タル論ヲ俟タザレバナリ、第四我刑法ハ実

ニ明治十五年第一月ヨリ我全國ニ施行セラレタルモノナリ皇室ノ尊厳ヲ保ツニハ最モ注意ヲ要セラレタ

ル刑法ナリ該法論分学ノ当時ニ在テ立法スル意アリセシ乎刑法ヲ天下ニ頒ツト同時ニ天下刊行ノ諸書殊

クニ官校私塾ニ課用シ来ル御歴代ノ天皇皇后皇太子ニ對スルノ書類ハ一切塗沫改載スルカ若クハ絶版ニ

付スルカ宜シク其跡ヲ絶ツベキ筈ナルニ絶テ其事ナク自分ガ爰ニ掲記スルモ忌ハシキ評論記事 

（青山延于ガ推古帝ヲ評シテ後代女帝ヲ立ツルハ天皇偏ヲ作ルナリ盛夏雪ヲ飛バスハ陰気ノ應象ナリト

云フガ如キ、巌恒松苗ガ叛逆ノ罪ハ則チ晏然問フ処ナシト云フガ如キ、又史論ニ惑溺ノ甚シキ女主ニ在

テ固ヨリ論ズルニ足ラズト評スルガ如キ、其他頼曩ガ聖武帝ヲ評シテ帝ノ不君柔暗智者ヲ俟テ而シテ知

ラザルナリト云フガ如キ、山縣禎ガ武烈帝ヲ指シテ帝残暴此々ノ如シ夫ヲシテ久シク位ニ在ラシメバ則

チ天下豈能ク堪ヘン哉ト云フガ如キ）ノ于今依然トシテ天下官私ノ校舎ニ公行スルヲ観レバ立法者ノ脳

裏登遐仙遊ノ御歴代ニ對スル不敬ヲ罰スルノ意アリテ之ヲ刑法ニ写シタルトハ思ハレザルナリ、何トナ

レバ将来ノ不敬ヲ罰スルモ既往ノ記事ニシテ依然天下ニ公行セバ特ニ之ヲ処罰スルモ王室ノ尊厳ヲ保ツ

ノ目的ヲ果タサバナリ由之観之刑法第百十七条天皇ノ文字ノ中登遐仙遊ノ天皇ヲ包含セザルヤ疑フ可ラ

ズ、然ニ新潟軽罪裁判所ニ於テ該四文字ヲ目シ刑法第百十七条不敬ノ所為ナリト判決スルニ至テハ最モ

誤解ノ甚シキモノナリト謂ウハザルヲ得ズ 

抑モ刑法第百十七条不敬ノ文詞タルヤ言語文章動作等ヲ以テ天皇三后皇太子ノ尊厳ヲ傷ツクルノ所為ア

ルモノヲ意味スルニ外ナラズ然リ而シテ該四文字タルヤ脆ハ「モロク」弱ハ「ヨワシ」シ訓シ男性ノ剛

健強壮ト反對ナル柔軟ノ義ニシテ単ニ女性体質上ノ有様ヲ形容スル語ニ外ナラズシテ毫モ心神上ニ縁故

ナシ彼ノ心神上ノ形容ナル脆弱等ノ語トハ大ニ異ナルモノナリ無智トハ唯機ニ投ジ巧ミニ事物ヲ処弁ス

ルノ神智ナシト云フ義ニテ無知感覚ナキノ意義ニ非ズ、易ニ機ハ即チ智也、又機ヲ知ルルハ其レ神乎等

トアルヲ以テ知ルベシ盡シ無知ト無智ト字形並ニ國音ノ類似スルヲ以テ動モスレバ相混同スルノ弊アリ
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詩経ニ雖モ無知之貌トアリ論語ニ愚トハ知不？等トアレバ無知ト評シテコソ雖愚暗愚等ノ意義ニ当ル可

ント雖モ無智ナル語ハ決シテ然ラズ世人漢土ノ子路日本ノ副島正則ヲ評シ有勇無智ト云フ、蓋シ勇アル

モ愚者ナリト云フノ意ニ非ズ子路ハ孔門十哲ノ一人ナリ正則ハ匹夫ヨリ起テ一國ノ城主トナリシ人物ナ

リ愚者ニシテ何ンゾ能クセンヤ然レドモ世人評シテ有勇無智ト云フハ唯霊妙ノ智ナシト云フニ過ギズ秦

代樗里子ヲ評シテ智嚢ト云ヒ漢世陳平ヲ呼ンデ智者ト云フ、皆機ヲ制スルノ神智万人ト異ナルヲ云フナ

リ、我國及支那ノ慣用上智ナル語ハ所謂神智機智等非凡ノ場合ニ使用シ来ルコト如斯明ラカナリ是レ無

知トハ愚者ヲ表スル文字ナレドモ無智トハ愚者ヲ表スルノ文詞ニ非ザル所以ナリ、且ツ自分ガ一般ノ文

章上該四文字ヲ箝用スルヤ推古天皇ヲ主格トナシ評サンコトヲ目的ト為シタルニ非ズシテ老賊馬子ガ姦

悪ヲ筆誅スルニ在リ、該四文字ハ其姦悪ヲ明ラカナラシメンガ為メニ客格ヲ仮用シタルニ外ナラズ？ホ

世上ノ諺ニモ某（主格）ハ実ニ悪人ナリ何某（実格）ヲ柔弱ナル女ト侮リ之ヲ虐待セシハ悪ミテモ尚ホ

餘リアル所行ナリ、格云フガ如シ自分ノ心中王室ノ尊栄ヲ祈リ天下後世亦姦賊馬子ノ如キ者ヲ生ゼザラ

シメント欲スルヨリ該論題ヲ草セシナレバ豈推古天皇ヲ悪評スルノ謂レアランヤ況シヤ前帝ノ明智ニ比

較シ該一節ノ前後ニ歴代ノ帝王ガ大御心ニ富マセラルル云々ノ語アリテ推古帝ヲ取除キタル語ナケレバ

ナリ況シヤ又刑法第百十七条ハ歴代ヲ包含セザルオヤ 

然ルニ新潟軽罪裁判所ハ前掲ノ如キ裁判ヲ言渡シタルハ擬律錯誤ノ甚ハダシキモノト謂フ可シ這般御院

ヘ上告仕候間篤ト御審案ノ上前裁判ヲ破棄シ至当ノ裁判□□□此段及上告候也 

   明治十六年十二月一日        右 

                     有田真平 

       大審院長玉乃世履殿 

 

右大審院ニ於ける裁判長ハ荒木判事、専任判事は武久判事、検察官は林検事にて代言人は岡山兼吉、出

廷数回弁論の末十七年六月二十七日禁固十ヶ月に確定したが其判決書は見当たらぬ 

 

●第四回の選挙［十八年六月］［新潟縣会之巻］ 

十八年六月第四回の半数改選選挙行われて橘、長野、渡辺、三人の代員は左の通り当選した 

  雑太郡一名（外に前回の留任者石塚秀策、磯部八五郎） 

     五十里篭町   児玉茂右衛門 

  加茂郡一名（外に前回の留任者 市橋藤蔵） 

     原黒村     鵜飼郁次郎 

  羽茂郡一名（外に前回の留任者 石塚孫四郎） 

     羽茂本郷村   中川勘太郎 

 

●電信架設の会合［十八年十一月十五日］ 

十八年十一月十五日、縣会議員、三郡町村総合会議員、戸長等は河原田町に集会して電線架設の協議を為

し、請願書を起草し用紙を配分して急速調印を取り纏むることヽしたれ共 或る部分は纏まりたるも一部は

纏まらぬといふ有様にてありしが甚はだしきは十九年の暮に及びたるため曩に起草したる書面の趣旨に齟

齬する処出来たるなど彼是時期を失し遂に其侭に打過ぎたが要するに一人の責任者を設けず寄り賦り仕事

とて斯の如き結果となりたるものならんが去りとは無責任の至りである 
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●山際七司と朝鮮事件［十八年十一月］ 

十八年十一月、自由党員大井憲太郎、小林樟雄、新井章吾、磯山清兵衛等の関係せる有名なる朝鮮事件あ

りて本縣の山際七司又其関係者なりとの嫌疑を以て捕へられ大阪監獄に留置せられしも審議の上関係なき

こと明瞭となり放免された 

 

●三条実美の辞表［十八年十二月二十二日］［衆議院及内閣之巻］ 

十八年十二月二十二日 太政大臣三条実美は表を上って骸骨を請ふた 

 

臣躬台鼎ノ重キヲ荷ヒ曰ク憂懼以テ報効ヲ図ル嚮キニ親シク 

閣下内閣ヲ改制スルノ旨ヲ承ケ幸ニ微哀ヲ披キテ以テ聖徳ヲ迎グノ機ヲ得タリ竊ニ思フ今日ノ事前途猶

遠シ立憲ノ基ヲ建テ以テ中興ノ業ヲ終ヘントセバ区々前轍ニ因襲スルノ能ク成スベキ所ニ非ザルナリ維

新ノ始陛下幼中臣寵選ヲ叨リニシ大政ヲ董督ス実ニ止ムコトヲ得ザルニ出ヅ蓋シ大宝ノ令唐ノ尚書省ニ

傚ヒ太政官ヲ以テ八省ヲ統ベ八省ハ左右辨ニ分属シ官符ヲ得テ施行ス 明治二年職員令ヲ定メ六省ヲ置

クニ當テ仍大宝ノ制ニ依リ太政官ヲ以テ諸省ノ冠首トシ諸省ヲ以テ隷属ノ分官トス此レヨリ後諸省ハ専

ラ指令ヲ太政官ニ仰ギ太政官ハ此ヲ下シテ施行セシメ凡ソ文書ノ上奏スル者ハ皆太政官ヲ経由シ往復ノ

間省ノ寮ニ於ケルニ均シ此レ蓋シ一時ノ権宣ニシテ独リ親政統一ノ體ヲ得ザルノミナラズ亦各省長官ノ

責任ヲ軽クシ徒ニ曠滞ノ弊ヲ為ス者ナリ方ニ今陛下聖徳日ニ躋リ大政ヲ総攬シ事ヲ内閣ニ視諸宰臣ヲ引

見シ文武ノ務親シク奏議ヲ聴キ給フ而シテ中外ノ事盤錯多端官制宜シク更張スベク財政宜シク節度ニ就

カシムベク要務ノ計画施措スベキ者一ニシテ足ラズ此レ宜シク時宜ヲ斟配シ古今ヲ変通シ太政官諸省ニ

冠タルノ制ヲ改メ併セテ太政官諸職ヲ廃シ内閣ヲ以テ宰臣会議御前ニ事ヲ奏スル所トシ満機ノ政専ラ簡

掉敏活ヲ主トシ諸宰臣入テハ太政ニ参シ出テハ各部ノ職ニ就キ均シク陛下ノ手足耳口タリ而シテ其内一

人ヲ選ビ専ラ中外ノ職務ニ當リ旨ヲ承ケテ宣奉シ以テ全局ノ平衡ヲ保持シ以テ各部ノ統一ヲ得セシムベ

シ此レ乃祖宗簡実ノ政親栽ノ體政ニシテ立憲ノ義亦是ニ外ナラズ此ノ如クニシテ綱紀伸張シ各部宰臣均

シク其責ニ任ジ用ヲ節シ実ヲ務メ以テ立國ノ目的ヲ達スルコトヲ得バ天下ト之ヲ公ニスベク宇内各部ハ

之ヲ競フベク閣下中興ノ大案始メテ成諸ヲ終ヒ微臣、犬馬ノ労亦與カリテ餘栄アラン若シ其人ニ至テハ

必ズ陛下ノ聖鑑ニ由リ大局ニ明達シ時務ニ精錬ナル者ヲ得テ以テ之レニ任ズベシ而シテ中外多端ノ機務

ニ当ルガ如キハ実ニ臣ガ堪フル所ニ非ザルナリ伏テ願クハ陛下臣ガ誠ヲ察シ今ノ時ニ及ンデ内閣ノ組織

ヲ改メ併セテ臣ガ職ヲ解キ臣ヲシテ奨順賛襄ノ微忠ニ負カザラシメバ独臣ガ幸ノミニ非ザルナリ言非常

ナルガ如クニシテ実ニ時宣ノ止ムコトヲ得ザルニ出ヅ 推ダ陛下之ヲ断ジ玉ヘ謹奏 

 

天皇之を嘉みし給ひ文武天皇大宝以来因襲の制度を根底より覆へし開闢以来未だ曽て設けざる内閣制度を

採用したる新制度は明治十八年十二月二十二日に発布せられ 且つ新制に拠れる内閣の組織を発表した 

 

●第一次伊藤内閣組織［十八年十二月二十二日］ 

十八年十二月二十二日 三条実美太政大臣を辞し同日第一次伊藤内閣成立し内閣設置の詔勅を賜はりたれ

共別冊衆議院の巻に出す 

 

●第一次伊藤（第一次）内閣創立［十八年十二月二十二日］［衆議院及内閣之巻］ 

十八年十一月三日 内閣制度が創設せられた 是れ従来の内閣制度の変革にて実に我國有史以来の大変革と

いふべきである、其設計成るや十二月二十二日太政大臣三条実美は上書して骸骨を請ふた、之れを採納あ
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らせられると同時に太政大臣、左右大臣、参議、卿、の職を廃し新たに内閣総理大臣の外十大臣を置き宮

内大臣を宮中に属せしめて尓餘の十大臣を以て内閣を組織するの制を裁可せられ即日新制に依るの内閣の

組織を発表を見た 

其顔触は左の通りである 

内閣総理大臣  伊藤博文    外務大臣    井上 馨 

内務大臣    山縣有朋    大蔵大臣    松方正義 

陸軍大臣    大山巌     海軍大臣    西郷従道 

司法大臣    山田顕義    文部大臣    森有礼 

農商務大臣   谷千城     逓信大臣    榎本武揚 

 

越えて二十三日天皇陛下には内閣設置の詔勅を賜った 

朕惟フニ経國ノ要ハ官其制ヲ定メテ機関各其処ヲ得ルニ在リ 内閣ハ萬機親裁専ラ統一簡掉ヲ要スベシ

今其組織ヲ改メ諸大臣ヲシテ各其重責ニ當ラシル統ブルニ内閣総理大臣ヲ以テ従前各省太政官ニ隷属シ

上申下行経由繁複ナルノ弊ヲ免ジシム乃チ各部ニ置テハ宦守ヲ以テ淹席ヲ通ジ冗費ヲ節シ以テ急要ヲ挙

ゲ規律ヲ厳ニシ以テ官紀ヲ粛ニシ除々ニ以テ施政ノ整理ヲ図ラントス是レ朕ガ諸大臣ニ望ム所ナリ 

中興ノ政一タビハ進ミ一タビハ退クベカラズ華ヲ去リ実ヲ務ス綱擧リ目張リ永ヲ継グベカラシム諸臣夫

レ各朕ガ意ヲ體シテ奏行スル所アリ 

 

同月二十六日総理大臣 伊藤博文は行政の綱領を各大臣に下して施治の照準と為さしめた其要目に曰く 

一、 官守を明かにする事 

二、 撰叙を謹む事 

三、 繁文を省く事 

四、 冗費を節する事 

五、 規律を厳にする事 

 

●第五回選挙［十九年五月］［新潟縣会之巻］ 

十九年五月第五回の半数改選々挙は退任者 石塚（委）、市橋、磯部、石塚（孫）四人の代員にて其当選者

は左の通りである 

 雑太郡二名（外に前回の留任者児玉茂右衛門） 

  当選者 三八二票 皆川村 磯部八五郎 

   同  二三六票 中興村 石塚秀策 

  次点  一三〇票 和泉村 川上賢吉 

 加茂郡一名（外に前回の留任者鵜飼郁次郎） 

  当選者  六二票 下新穂村 河原貫作 

  次点   五〇票 大野村 河野勝蔵 

  同    四七票 梅津村 市橋藤蔵 

 羽茂郡一名 （外に前回の留任者中川勘太郎） 

  当選者      田切須村 佐々木甚太郎 
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●星亨等大同団結を説く［十九年十二月二十四日］ 

十九年十二月二十四日 星亨、末廣重恭等の発起にて東京両国井生村楼に全國有志大懇親会を開く来り会す

る者二百〇四名と注す改進党員も来り加はヽりたれ共自由党員最も多かりし、星は「政界の沈睡に帰せし

を慨き國会開設の記も追々迫り来れば現状の侭放任することは憂慮すべきことなり故に先づ無形上の懇親

を先とし小異を捨てて大同を旨とせば団結は自然に生ぜん」と述べ末廣も亦大同一致を敷演し更に明年の

会合を約し各□を尽して別れた、此時本縣よりの出席者は六名ありしとの事なれ共遺憾ながら其名を逸し

た 

二十年五月十五日は前記の約束により第二回大懇親会を大阪に開くことになり居りたれば土佐に在りし板

垣退助も来て此会に臨んだ会場は中ノ島自由亭にて会者二百余名 星亨起って開会の挨拶に併せて再び小

異を捨てて大同に就かんことを高唱し板垣亦簡単なる演説をなし酒間前途の方向を議し更に又々の再会を

約して皆帰った（後藤象二郎の大同団結は後ヘ出す） 

 

●谷干城の意見書と条約改正［二十年七月］ 

内閣の急成を期せる条約改正会議は駸々として其歩を進め二十年七月第二十九回の会議を開き改正将に垂

んとするに至った適々農商務大臣 谷干城 欧州より帰りて一篇の意見書を提出して以来秘密の幔幕に蔽は

れゐたりし消息は忽ち江湖に漏泄し物議猛然として湧き起り暗雲断飛し暴風正に至らんとするの慨あり先

づ前駆として蹶起せる者は世間の学生壮士なり谷干城の議合はずして内閣を勇退するや 二十年八月一日 

林包明主唱となり三百余名の壮士を九段靖国神社境内に集めて谷の為めに名誉表彰の運動会を開いた 

又八月十七日には東北の有志二百二十名の惣代と称し青森の壮士齊籐進一郎外数名井上外務大臣を訪ひ九

月二日には新潟縣外十六県の有志惣代として井上平三郎は井上敬次郎、長塩実太郎と共に宮内大臣に面掲

を求め天皇陛下に上奏せんことを乞ひたれ共容れられなかった 猶其他全國の有志は井上外務大臣に辞職

を勧告し或は総理大臣を訪ふて条約改正の不可を議論する筈により二三閣臣の暴動を見るに至り総理大臣

伊藤博文は外務大臣を兼ぬることヽなった 

此時新潟の鈴木昌司、八木原繁祉等上越の有志は当時大阪事件に連座し大阪監獄に留置中の山際七司（前

に記した）を慰問し帰途東京に出で条約改正中止に関する全國の興論を喚起すべく其方法として谷干城、

勝安房、ボアソナード等の意見書を秘密出版して各県の有志に郵送し九月十五日には上野八百善楼に、九

月十九日には新肴町の開化亭に協議会を開き十月を期し全国的に運動を起こすことを申合はせ各府県に之

れが勧誘員を派遣することヽしたが本県へは群馬県人小勝俊吉が来た、小勝は十月四日高田へ来りて旧自

由党員森山信一、樋口亨太、上田良平及改進党の室孝次郎と会見し九月長岡に至り清水治吉、関矢儀八郎、

廣井一等に面会し更に十日新潟へ出で高岡忠郷、稲岡嘉七郎、西潟為蔵、長谷川萬寿弥等と会見して夫々

趣旨を弁明し十三日副島縣へ向けて出発したが夫が為め新潟にては十月二十八日堀田楼に下越自由改進両

派の有志四十餘名を集め建白書を起草し□□を決定し午後は千歳座に於て演説会を開きしに聴衆三千に達

し大いに気勢を挙げた 

其結果新潟則ち下越にては調印者百十一名の委員として西潟為蔵、長谷川萬寿弥及在京の富田精策の三人

十一月十八日、中越にては二十六名にて廣井一も同じく十一月十八日、上越にては七十六名にて室孝次郎、

加藤貞盟の二人十二月七日には何れも元老院へ棒呈した 

是れより条約改正に関しては縣下の有志挙って公然反対するに至り各地毎日の如く条約反対の演説会が開

催せられた而して最も熱心に此運動に従事したる者は新潟新聞主筆の市島謙吉にして殆んど席温まるの暇

なき有様であった、其頃林包明、関矢儀八郎其他一両名佐渡へ来って各地に演説会を開き著者も其前座を

勤めてあるいた事は記憶にあるけれ共シカとした覚えはない 
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●小崎懋の政治演説会［二十年九月三十日］ 

二十年九月三十日、相川出身にして改進党の機関新聞、新潟毎日社の記者小崎懋は相川の代言人大島三蔵

及今井忠良等と相川長坂町松山アサの掛け小屋の劇場にて政談演説会を開き聴衆は三四百名もあり盛会で

はあったが改進党へ入党を勧めたけれ共入会者はなかった 

 

●相川監獄移転の決議［二十年七月］ 

相川の監獄署（今の刑務所の前身なり）は遠く奉行所時代の建築にて狭隘にして且つ腐朽し最早改築せざ

る可らざるの時期となりたれ共 相川裁判所の正門前に在りて他日裁判所改築の場合には其敷地と為さざ

る可らざる関係より他へ移転せしむることヽしなければならぬ、監獄署は当時地方費の支弁なりしを以て

二十年の臨時新潟縣会は之を相川下山之神へ移転するの決議を為し用地を買収したれ共 國民は縣会の決

議など注意する人なかりし故之を知りざりしが其地均しに取掛りし時に於て始めて之を知りて大いに驚き

コワ一大事なり今此監獄の移転改築を為さしめては他日郡役所移転の一障害物となるべければ一時中止せ

しめて他日郡役所と共に中央へ移転せしめねばならぬとて二十年七月有志者は河原田町常念寺に会合して

種々協議を擬し河原田町高橋又三郎、中山小四郎、金刺操等数氏を委員として新潟に出張せしめ新潟縣知

事及新潟縣会議員を歴訪して 

郡役所の相川に在ることは一国の不便とする処なりとして佐渡奉行所時代の状況、奥平氏の英断、及数

回の移転請願の経路を明かにし、従って山之神へ監獄署の移転改築は他日郡役所を国中方面へ移転せん

とする時の障碍となるの事情等 

を詳細にに陳情し委員を派送して踏査を請求せしを以て二十年十二月の通常縣会は常置委員（今の縣参議

委員）樋口元周（改進党）堀川信一郎（自由党）松村文次郎（自由党）の三氏を委員とし実地を踏査せし

むることヽした 

 

●三大事件の建白［二十年九月十月］ 

二十年九月十月の度 三大事件建白の運動起る 三大事件とは何ぞや曰く地租軽減 曰く言論集会の自由 曰

く外交策の挽回是である、此建白は自由党、守旧党、改進党等苟も国権の隆替を慨き四海の困窮を憂ふる

者は全國八道殆ど一縣として之れあらざるはなく其主動の中心力は専ら高知縣を先とし新潟、栃木、長野、

埼玉、等其他全國諸縣の有志者発奮せざるなく或は有志の総合により或は数郡数町村聯合にて上京の惣代

を選び元老院へ提出せんとするの状態に迫った 

 

●後藤象二郎政客を招待す［二十年十月三日］ 

二十年十月三日後藤象二郎は天下の政客七十餘名を芝公園三禄亭に招待して大いに大同団結を唱へ先づ其

前提として丁実倶楽部を組織した其時の後藤の演説の大要は 

諸君は我日本國の近状を如何に見らるヽぞ、国権外に振はず、而して内には蒼生の膏血将に枯れんとし、

最早国家の基礎たる忠君愛国の情も地平線下に没却し去らんとす、此事実は我国民中少数の者を除くの

外は否定する能はざる底のものにして、実に浅間しとも之を言現はすに適当なる言葉を発見するに苦し

む。諸君よ、吾人の耳は塞がれ、吾人の眼は蔽はれ、吾人の舌は縛せられ居るも此恐るべき悲しむべき

浅間しき現在の事実を放棄し置くに於ては我日本帝国は将来如何なる運命に陥ゐるべきか、実に深憂に

堪へざるものあり云々 

本縣人にして此招待を受けし者は鈴木昌司と並多野傳三郎の二人であったが殆ど自由改進両党の代表者の

様に見受けられた 
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此当時、大隈は表面改進党と絶って居たヽめ改進党の領袖尾崎行雄、犬養毅等は遠慮なく旧自由党の板垣、

保守党の谷千城、鳥尾小弥太等と共に後藤の麾下に馳せ参じた 

越て翌四日全國の同志二百余名聯合して懇親会を浅草の鴨陽館に開き大同団結の趣旨を擴張した 

曽て相軋轢したる自由改進の二党は当時已に解党して復た形体を具せず是によりて丁実倶楽部に依り公心

一致左提右携して前進せんことを期せしも二十一年二月旧改進党の首領大隈の突如入閣となりし為め改進

系の者は此運動には冷淡を極むるに至った 

二十年五月十五日大阪の第二回大懇親会に於ける約を趁ふて全國有志懇親会を十一月十五日浅草鴨陽館に

開く会する者三百四十一名当時各縣の出京惣代は同胞姻親に訣別し郡町村の盛大なる餞送を受けて郷國を

辞し上書の目的を貫通するに非ずば故なくして故土を践まざるを誓ひて入京せし有様であったが今回の懇

親会は時勢の趨く処三大事件の問題に對し協議を擬せしことは勿論である、此時本縣より出席せし者は 

山際七司   八木原繁祉   鈴木昌司   富田精策 

西潟藤蔵   長谷川万寿弥  廣 井一   室孝次郎 

加藤貞盟   青木十三郎   中村福次郎  永井庄吉 

柿本岩次郎  小島周治    今井藤次郎 

の十五人であった 

 

●本縣に於ける三大事件［二十年十一月二十日］ 

本縣の有志者は条約改正中止第二回の建白を為すべく協議中なりしが其手始めとして二十年十一月二十日

午前 新潟劇場に於て政談演説会を開いた 聴衆約一千人弁士は政党員及新聞記者にして其節く処は条約改

正にあらずんば新聞出版集会の三条件に渉らざるはなく論旨過激にして聴衆に頗る感動を與へて閉会し引

続き午後は礎町の興商会堂に於て越佐両国の大懇親会を催ふせしに来会者は三百余名頗る盛会を極めた 

先づ発起人山口権三郎起って開会の挨拶を為し次で佐藤精一、市島謙吉等条約案の缺点を指摘して民間有

志の奮起を促す処あった 

田村貫一が第二回建白書の草案を朗読して満場一致之を可決し第一回の建白書に調印せざるものヽみ調印

することヽし第一回の委員、西潟、長谷川、富田の三人に託して元老院へ提出せしめた 

 

●北溟雑誌の発行［二十年十一月二十三日］ 

金沢村の本莊了寛、茅原鉄蔵、五十里の生田裕及石田の齋藤長三等の協議にて毎月一回北溟雑誌と称する

時事雑誌を発行することヽし本社を中興に置き茅原を発行人に生田を編輯人に齊籐を印刷人とし左の趣旨

書を発表して二十年十一月二十三日其第一号を発行した 

   北溟雑誌を発行する趣旨 

耳目鼻口の必要は今更申さず共分り切ってありますが若し人として耳目鼻口を持たなければ誰が見ても

立派の不具人で事物の分別が出来ないから世間並の交際出来ないでありませう故に自然世間の軽蔑を受

くるは気の毒ながらも止むを得ない仕合せであります 

シテ此道理から推て行けば國の耳目鼻口を持たないも亦不具國であるから他國で耳目鼻口を持ったもの

と互角の交際は出来かねる譯である 斯く申せば理屈は至極尤もであれども國の耳目鼻口などとはチト

不審に思はるる人もあらんかなれ共 國も亦人と同じく耳目鼻口を持たねばならぬ道理が御座います 

抑も私が國に入用の耳目鼻口と云へるは如何なるものであるかと申すに近頃諸國に発行せらるヽ新聞紙

や雑誌の類が則ち國の耳目鼻口であります 何ぜなれば彼の新聞雑誌を利用しますればチャンと座り込

んで居ても諸国の出来事を其時々に見もし聴もし又は自國の出来事を他国に向って語ることも自由自在
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で歌人は居ながら各所を知ると云へる如く世間の有様が明白に分り何事につけてもお互に至極便利が多

い 仮令ば商人が諸国の相場を知りたい時には一葉の新聞紙か一冊の雑誌を□けば郵便税や手数を要し

ませんで東京、大阪、神戸、横浜、敦賀、新潟、其外馬関でも北海道でもイギリスでもフランスでも諸

國の商況相場は悉く明白になりおまけに凡て世間の事情までが直様分ることですから学術上にも事業上

にも大層な利益がありまして自ら人智も國も進歩し学芸も事業も盛大になるには相違ありませぬ  去れ

ば只今世間に行はれてある諸新聞雑誌が丸でないとしたるならば耳目鼻口を持たぬ人と同様で頓と世間

の事情は見るも聴くも語るも不自由千萬になるから言はば世間が真暗で人智も進まず國も開けず学芸事

業の與ること鮮なかろう 然して見れば新聞雑誌は國の耳目鼻口では御座いませんか夫れジャに由て新

聞雑誌類の発行なきは寧ろ不具國として軽蔑せられ世間並の仲間入りを断はられても敢て無理とは言は

れませぬマア考えて御覧なさい我佐渡の國には人口も十万以上あり鑛山もあれば海産物も相應にありて

他國から見るに於ては随分羨むべき結構な國柄でありながら却て佐渡と云へば何となく軽蔑さるヽとい

ふのは畢竟佐渡国民が眠って居て世間の事情に疎く智識や事業が発達せぬ所謂一つの不具國の姿をなし

てあるからの事だらうと私は思ふ 然うして私は世間に向って我國の事を悪さまに云ふのは甚だ本意で

なけれ共 ドウも致し方が御座いませぬ 読者諸君は深く御推察下され処し 可様に私と同じ考へを持た

れた人々は皆常々大に嘆かれてあるけれ共唯嘆いて居るのみでは大切な鑛山も海陸産物も□て内地雑居

といふ羽が生て他の開けた國へ飛び失せらるヽ始末成行くに疑ひはない 是れがどうして浮々で居られ

ませうぞ 去れば我々は兎も角もして佐渡國民が旧来の眠りを醒し教育なり宗教なり衛生なり勧業なり

どうでもこうでも盛大になして此国を保護せなければならぬと思ふが胸一杯からして細腕ながらも北溟

雑誌の発行を企だてヽ即ち佐渡の耳目鼻口の一部分たる責任に當り諸国の軽蔑や抂屈を受けないで所謂

世間なみの交際が充分に出来る力を養成致す覚悟でありますれども不肖の我々迚も読者諸君に満足さ

るヽことは六ヶ数ありますから苟も本誌と目的を同じうせらるヽ諸君は沢山御尽力ある様希望致します 

右北溟雑誌は始め石田の齋藤活版所で印刷したが其後北溟雑誌社にて活字機械を買入れ二十三年五月二十

五日の第三十一号より同社にて印刷せるに二十六年六月に至り畑野の有志者本間茂四郎に譲り渡した 

此時創立者の本莊了寛が有志金を贈られし有志者に對し創業以来五年八ヶ月の決算報告を為すと同時に、

北溟雑誌を手放して他人に渡すことは殆ど慈母と赤子の別るヽが如き感慨無量悲壮なる留別辞もあった、

本莊としては左もあるべきことであらう、其後本間等は更に相川の森知幾等とも共同発行して居たが其辺

の事は著者にも詳細の事は知るよしもないが兎に角三十年の半ば頃 百三十号位は継続して廃刊となり之

れに代ふるに森が三十年九月佐渡新聞を発行したのである 

 

●保安条例の発布［二十年十二月十六日］ 

三大事件建白のため全國の有志続々都門に入りければ流言蜚語巷に満ち物情恟々たりしかば政府の驚愕一

方ならず十二月十六日の午後官報号外を以て保安条例を発布し都門より放逐せし政客は六百餘名にて其内

本縣人は左の十二人である 

 三カ年 鈴木昌司 

 二カ年 山際七司  富田精策  山添武治 

 一カ年 八木原繁祉 加藤貞盟  小林新條  八木原義 

 西潟為蔵  八木原長次 今村 陽  廣井 一 

 

退去命令書は左の如きものである 

              新潟縣 鈴木昌司 
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     保安条例四条ニ依リ満三ヶ年退去ヲ命ズ 

     但明治二十年十二月二十七日午後三時ヲ限リ退去スベシ 

明治二十年十二月二十六日 

               警 視 庁 

 

●本縣第二回条約改正中止の建白［二十一年］ 

保安条例発布直後の二十一年本縣の自由、改進の両派聯合にて第二回条約改正中止の建白を提出せるもの

は左の通りである 

下越にては萩野左門、小柳卯三郎、伊藤左武郎等一月四日西蒲原郡巻町専福寺に集合して千五百九十四

名の調印を纏め 

中越にては大竹貫一、清水治吉、今泉富三郎、石橋元吉等一月四日南蒲原郡今町新田の柳屋に集合して

三百十二名の調印を取り 

下越にては高橋文質、小林福宗、小山宗四郎、等一月七日高田の善導寺に集合して百三十余名の調印を

集め 

夫々委員を以て元老院へ提出せしめた 

 

●西潟 伊藤総理大臣に辞表を勧告す［二十一年一月三十日］ 

南蒲原郡の西潟為蔵は保安条例により退去を命ぜられて横浜に滞在して居たが政府の斯る処置に憤慨し二

十一年一月三十日 一書を認め総理大臣伊藤博文に送り速に引責辞職すべきことを勧告した 

 

●大隈の入閣と□□［二十一年二月一日］ 

保安条例に依り志士論客と名のつく者は殆ど帝都を遂はれ二十一年の正月は全く火の消えたる如き寂莫を

感じた、此時に当り農商務大臣黒田清隆は官民の一大衝突を未然に防ぐの策は民間より聲望ある者を入閣

せしむるにありと主張し伊藤、大隈の間に立って斡旋する処あり其結果大隈重信は二十一年二月一日井上

馨の後を襲ひ外務大臣として入閣した 

大隈の入閣前は改正条約反対運動の為め自由党と相提携して居たことは前に記したる如くであったが大隈

の入閣後は両者の間自然乖離し却て改進党は大隈擁護の態度を取るに至りしも自由党は依然として政府反

対の態度であった 

本縣に於ける改進派も中央と同じく自由党と提携して条約改正反対の態度を取り居たりしも大隈の入閣す

るや中にも上越の改進派 室孝次郎、本山健治、丸山新十郎、中山源造等は曩に組織したる上越立憲改進党

を解党し改めて二十一年三月十五日上越政友同盟会を組織した 

之れを見るや上越の旧自由党員 鈴木昌司、小林福宗、加藤貞盟、上田良平等は同年四月高田来迎寺に集合

して大同団結派として求友会を組織し之れに對抗した 

 

●第六回新潟縣会議員選挙［二十一年一月］ 

二十一年一月 日第六回新潟縣会議員の選挙執行されたるも別冊新潟縣会之巻に出す 

 

●第六回新潟縣会議員選挙［二十一年一月］［新潟縣会之巻］ 

二十一年一月第六回の半数改選にて児玉、鵜飼、中川、三人の代員が當選したが此時の選挙有権者は三郡

にて一千七百六十票にて二十票以下の得票者を除きたる結果は左の通りである 
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 雑太郡一名（外に前回の留任者 磯部八五郎、石塚秀策） 

  当選者 三九六票   五十里篭村 児玉茂右衛門 

  次点   六四票 菊池新太郎  八七票 山本傳十郎 

      一七八票 橘 善吉   三〇票 後藤五郎治 

       二七票 堀脩太郎   二三票 高野問蔵 

       二一票 水谷熊三郎 

 加茂郡一名（外に前回の留任者 河原貫作） 

  当選者 四三五票   原黒村   鵜飼郁次郎 

  次点  一四四票 市橋藤蔵 

 羽茂郡一名 （外に前回の留任者 佐々木甚太郎） 

  当選者 一三六票   羽茂本郷村 中川勘太郎 

  次点   七〇票 石塚孫四郎  三七票 本間孫平 

       三一票  三一票 山田宅蔵 

       二九票 氏江市郎平  二一票 児玉茂右衛門 

 

●第二次黒田内閣成立［二十一年四月三十日］ 

二十一年四月三十日第二次黒田内閣成立したれ共別冊衆議院之巻に出す 

 

●第二次黒田内閣成立［二十一年四月三十日］［衆議院及内閣之巻］ 

二十一年四月三十日 伊藤博文は総理大臣の任を農商務大臣 黒田清隆に譲り 自分は最高顧問の府として

新たに起したる枢密院の議長となった 

黒田内閣は左の通りである 

    内閣総理大臣  黒田清隆   外務大臣    大隈重信 

内務大臣    山縣有朋   大蔵大臣    松方正義 

陸軍大臣    大山巌    陸軍大臣    西郷従道 

司法大臣    山田顕義   文部大臣    森有礼 

農商務大臣（兼）榎本武揚   逓信大臣    榎本武揚 

 

●後藤の大同団結［二十一年六月］ 

二十一年六月大石正巳等を従へて都門を出発したる後藤象二郎は国家の危急存亡を唱へて遊説に上り七月

八日 八木原繁祉等に迎へられて高田に入り高陽館の宴席にて二百七十名に対し「自由改進等の小異に洵泥

するは思はざるの甚しきものなり衆人共同の力に依り地方の団結を謀る」べきを説き、十日は柏崎、十一

日長岡を経て十二日新潟に入り鈴木、山際、松村等に迎へられて兼て宿舎に充てられた礎町の白勢邸に入

った 

大隈入閣したる後の改進党は大体に於て大隈の政策を支持せんとし曽て自由党と提携して井上外務大臣の

条約改正に反対したる気勢は頓に失せ更に来るべき二十三年の第一回衆議院議員選挙を目標として勢力扶

植に努め居たる際にて政府反對の大同団結を悦ばざる情勢にありたるを以て往年政府反對の急先鋒たりし

新潟新聞主筆の市島謙吉は長岡の越佐新聞主筆 廣井一と協議し両紙相呼應して大同団結攻撃の火蓋を切

り一面縣内改進党の有志に激を飛ばして懇親会の出席を阻止し更に後藤と同郷なる三菱出張所の浜正弘を

語らひ折柄新潟に開催中の大地主会に於て後藤独特のなる過激の演説を為さしめ穏健なる地主を反對なら
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しめんとして其策は果して成就した、即ち後藤は市橋と浜に謀られて甘々と其策に乗った、後に之を看破

したる後藤は其翌日堀田楼の県下有志の懇親会に臨み鵜飼郁次郎、池野最平、石塚秀策其他三百余名の会

員に對し滔々数千言危急存亡を陳べて大同団結を高唱し 然る後市島や浜の策謀に對しての復讐といふ譯

ではあるまいけれ共大隈と改進党を盛んに非難したが結局後藤の獲る処は自由党員及同志者のみであった

から矢張り後藤の損失であった 

十六日新発田、十八日水原、十九日中条等を過ぎて羽越の境を越え山形県に入った 

二十一年十月十四日全國の有志者は大阪の新生楼に集まりて大懇親会を開きしに来り会せる者三百八十五

名にて酒間交々起って大同団結の要を淡じ各々胸襟を披いて志を語り更に明春を約して散会したが此時我

が新潟県より出席せし者は片桐道宇一人であったとの事であるが本縣は挙て此傘下に集まりしものなりし

に何故に多数出席せざりしものにや 

 

●監獄実地調査［二十一年六月］ 

二十年十二月の縣会に於て相川監獄実地踏査に決定せる常置委員の樋口、堀川、村松等三人の委員は二十

一年六月来郡実地を踏査したる上縣会に向って左の如き報告を為した 

監獄新設地たる山之神と裁判所の間には数百尺の二個の峻坂ありて車馬の交通不能なるを以て囚人の往

来甚だ不便なり 依って他に移転の地を索求すれ共 相川の地形山を負ひ海に枕み土地狭隘にして設置に

適する処なく止むを得ず移転を中止し寧ろ将来の利害を考ふる時は相川の諸官衙を國の中央便利の土地

へ移転せしむるに如かず云々 

との報告を依て監獄の移転改築は中止することとなったが此報告の一度外間に洩るヽや兼て二十年来官衙

の移転を熱望せる國民は狂喜して此機逸すべからずとばかりに翕然として起ち上り二十一年八月二十三日

河原田町常念寺に有志大会を開きて委員を出縣上京せしめて当路に陳情し年来の目的を貫徹せんことを決

議し請願書を作成し各町村惣代百三十六名連署し戸長三十二名（三郡の戸長は四十一名なり）の奥書にて

二十一年八月雑太郡河原田町浦本金太郎、加茂郡馬首村川上賢吉（元和泉村の人なるが馬首村に移住した）

羽茂郡徳和村 本間真人の三氏が委員となり新潟縣知事篠崎五郎氏へ書面を提出した 

更に有志者としては高橋又三郎、中山小四郎、近藤吉右衛門、金刺操、林儀太郎、中山良輔、齋藤長三、

遠藤森蔵、其他多数出縣し加茂郡原黒村の縣会議員鵜飼郁次郎氏の紹介にて自由党の県会議員山際七司、

鈴木昌司、堀川信一郎、等の人々に拠て其目的を貫徹せんことに大いに努めた 

相川にても此報に接するや町長は有志者を招集して之れが防御の協議を為し委員を撰んで縣当局に陳情し

更に上京せしめて鉱山関係の大者の力を借りて移転阻止の運動を為さんと中島吉次郎、山田倬氏等を委員

として出縣且つ上京せしめた（相川にても絶えず此運動ありたれ共之を略して掲載せぬ） 

官衙移転に希望有志者は二十一年十月十九日河原田常念寺に新潟自由新報記者吉田政春、新潟縣会議員山

際七司、同桑原重正の諸氏を迎えて政談演説会を開いて大いに官衙移転の気勢を挙げた（其後も□々新潟

又は中央より名士を聘して政談演説会を開き実地の踏査を請ひ事情の陳述等ありたれ共煩雑なれば一切之

を省く） 

新潟縣知事篠崎五郎氏は監獄署移転の番？地を実地に踏査せる委員の報告を受け且つ移転請願委員の陳情

を聞き之を適当なりと認め二十一年十一月の通常県会に監獄署移転改築の延期を諮問した 

 臨諮第一号 

   相川監獄移転延期の件 

明治二十一年度ノ施行ニ係ル相川監獄ヲ同所下山之神ヘ移転ノ件ハ已二要地買上及地均し等施行スト雖

モ専ラ将来ノ得失ヲ研究スルニ該要地ハ拾当ヲ得ザル位置下認ムルニヨリ追テ相当ノ地ヲ撰択シ移転ノ
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見込ヲ以テ先ズ本年度ノ施行ヲ延期セントス 

依テ本会ニ諮問ス 

  明治二十一年十一月 日   新潟縣知事 篠崎五郎 

当時新潟縣会は自由、改進の両派に分れて相当の争議はありしも本問題の如き地方問題に就いては政党の

争具となすべきものにあらずとなし殊に実地を踏査せる三人の委員の公平なる報告を受け居りたることな

れば此諮問は満場一致を以て通過せしのみならず更に百尺竿頭一歩進めて地方費に関する緒官衙即ち郡役

所、警察署、監獄署をも併せて國の中央四通八達の要地たる河原田町へ移転せしむることヽし二十二年度

の通常縣会（二十一年十一月）には其移転に要する経費を追加予算として発案せられんことを理事者に請

求すべしとの議を決し則ち二者を合して左の如き上申をした 

 

   上 申 書 

臨第一号諮問相川監獄建築中止ノ趣旨ヲ擴張シ特ニ該位置ノ不適当ノミナラズ相川ノ地タルヤ國ノ西北

ニ僻在シ為メニ人民ノ困難尠ナカラズ故ヲ以テ相川郡衛ヲ雑太郡河原田町ニ移転シテ全國民ノ興論ヲ完

クシ地方経済ノ宣シキヲ得ルハ縣治上目下ノ急務ナルヲ以テ二十二年度通常県会議案ニ相川郡衙其他移

転建築費ノ追加予算議案ヲ発布アランコトヲ本会ノ議決ヲ以テ此段上申候也 

  明治二十一年十一月二十七日  新潟縣会議長 山口 権三郎 

    新潟縣知事 島崎五郎殿 

 

議員等は知事が既に諮問案に於て（将来ノ得失ヲ研究スルニ該地ハ該要地ハ拾当ヲ得ザル位置）と認めて

言明しあることなれば此満場一致の上申に對してハ直ちに同意して移転建築の二十二年度の追加予算案を

提出せらるるものと考え居たるに、一方理事者としては「此移転問題は突然顕はれたることにしてシカモ

重大なる問題なれば充分研究し又内務省の意向をも確めざれば軽々に発案する能はず」とのことにて発案

せざりしとのことなるが理事者としては又当然の処置であろうけれ共議員側は之を承知せず知事の発案な

きを以て自ら進んで左の如き追加予算を提出し直ちに満場一致を以て可決した則ち二十一年十一月の通常

県会であった 

        明治二十二年度追加予算 

一金六百八十一円九十七銭         警察署移転費 

一金千六百三十二円            郡役所移転費 

一金三千二十六円五十六銭         監獄署移転費 

計五千三百四十円五十三銭 

右追加予算は議場にては満場一致を以て決議したけれ共知事は前記の意向を指し居るために同意せざりけ

れば此予算は決議せるのみにて実行するには至らなかった 

此県会に對しては河原田町の有志者が多数運動の為め新潟へ行きしは勿論其旅費や議員或は有志者等を料

亭に招待して相当の経費を要したれども煩雑なれば一々之れは掲げぬ、尓後の縣会にも其通りなれば一切

之を省略する 

 

●官衙移転期成同盟会［二十一年十一月］ 

相川よりも反対運動の為め有志者も毎会出でたれ共之れも略する 

移転熱望の人々は此問題は独り県会にのみ打任せ置くべきものに非ず、佐渡國民が果して移転を希望し居

るや否や政府当路に示すには國民多数の署名せる請願書を提出するを以て最上の策となすべければ爰に官



 27 

衙移転期成同盟なるものを作り多数団結の力によるべしとて同盟会を組織し役員を定めた時は二十一年十

一月であった 

   会長 高橋又三郎   副会長 中山小四郎 

   会計 林儀太郎    同   中山良輔 

   幹事 金刺 操    同   遠藤森造 

   同  齋藤長三 

而して河原田町及石田村の有力者多数を会員とし全國に渉って請願同意の署名調印を需むることヽし全國

五十八カ町村二百九十大字に對し其受持は会員各自の親戚其他縁故あって運動に便利なる町村を撰り取り

とし残れる町村は抽籤を以て分担を定め二十一年の暮れより二十二年の春にかけて寒風漂烈の中を奔走し

たのは言ふまでもなく今日の如き自動車はなく雪中の事故人力車は動かず股引脚絆草鞋の出立ちである 

其時著者は川上賢吉氏が内浦村の戸長なりし縁故をたより更に其隣村内海府村を受持ったが十二月の末頃

見立村の惣代を訪問して事情を陳べた処折柄其村の改正にて重立十数人会合し居れば上れとの事に草鞋の

紐を解ひて 座敷に這入れば十数名の人々は前に前腕を据えて酒宴の最中であった、著者は誘はるヽ侭に上

席にて同一の待遇を受けつヽ移転に就ての利害を説きければ何れも大いに賛意を表され翌日は村民一同印

判持参にて惣代の処へ来りて署名捺印してくれた、次は鷲崎村の惣代渋谷□蔵氏を訪問せし処速に承知を

してくれて渋谷氏の処に泊って居た処夕方其村の使役様の者が来て其家の人に向ひ「役所より人が来て居

るから印判を持って今晩某所へ集まれ」と申せし故著者は相川より反対の運動者が来て居るのではないか

と驚いて主人に問へば「イヤ貴下の事である」とのこと故安堵して主人と共に某所に至れば渋谷氏等二三

人の言ふが侭に署名調印を為しサッサと帰って行った、是等は至極平穏な事なのであるが 相川よりも之を

妨げんとの運動者も各方面へ出て居るのであるから 衝突して議論を始める位の事は些細の事で或は喧嘩

口論となり遂に立廻りを始めた処も少なくなかった、小木、岬、羽茂方面は林儀太郎、中山良輔、佐々木

由太郎氏等が出張したのだが相川よりは山田倬氏等が前に出張して小木の伊藤銀蔵といふ人を頼み反対運

動して居る処へ林氏等三人が乗り込み伊藤の反対運動を聞き込みて其人之を籠絡し却って移転賛成の運動

者たらしめた、此時誰やらの狂歌がある 

  暫く待ったと調印とどめ（移転反対の調印のこと）山田倬さん飴なめた 

こんなことは外でも沢山あったけれ共一々書くには煩雑であり又今は忘れてしまった 

更に著者は内海府の虫碕より黒姫へ出る処の大山越といふは一方は山にて一方は一足踏み外せば青々たる

海面にて黒土の時ですら気持悪い処であるのに雪中の夕刻恐るヽ通りたり、又夫と反対に浦川と松ヶ崎の

間だと思ふ中山越は一方はドツ沢である雪中の事故 コロゲ落れば身体全体が雪の中へ埋って仕舞ふ様の

処を夜燈火もなく探りヽに通ったこともある、今は筆で何の事なしに書いて居るけれ共其時の苦心惨憺今

思ひやるだに身の毛もヨダツ様だ 外の人々にもコンナ困苦は沢山だったであろうと思ふ、時に著者は僅か

に二十三歳の時である（今の青年は如何） 

此書面も翌二十二年三月に取り纏めた、相川でも必死の防御運動であったけれ共官衙の移転は全く國民の

熱望する処であったが故に全國戸数二万五百の内一万四千三百十七人の同意賛成を得た訳である 風雪降

と戦ひアラユル艱難辛苦を尽したる有志者に對しては感謝をしなければならぬ 

二十二年三月新潟縣庁へは羽茂郡徳和村 本間真人、雑太郡河原田町 金刺操、遠藤森蔵の三氏請願惣代と

なって提出し 内務省へは遠藤森蔵氏と著者の二人が提出した、二人は東京日本橋区本石町大友甚造方に滞

在すること一月余 内務省よりの呼び出しにより二人打揃ふて出頭すれば（月日失念） 

  請願規則ニヨリ請願スベキモノニアラズ   内務省書記官 

といふ至極簡単なる附果にて全区戸長四十一名の内三十二名の奥書せるものにて前記の如く有志者が艱難
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辛苦せし願書も唯一片の附果にて却下せられた 二人の惣代は泣くに泣かれず互に顔見合わせたるのみに

て宿に引下った 

上記の如く官衙移転の事たるや其端は遠く明治元年奥平氏の英断移転を決行せし時に胚胎し尓後人民惣代 

或は三郡町村総合会等に依て 往古よりの経歴及事情等詳細陳情しありしことにて縣理事者も稍耳を傾け

県会議員も党派の異同に拘はらず実際上利害便否明瞭なることなれば常に満場一致を以て決議したること

は全く純粋なる精神の発露に外ならざりしものなれ共 問題の進行するに伴ふて自然と党派問題化する傾

きありし処へ今回の一万四千三百十七の調印となりたれば相川にても極力之を防止せんとして新潟東京ア

ラユル方面に手を延ばしたるが時恰も改進党の山本権三郎氏等が越佐同好会を組織せるに對し自由党の山

際七司氏等は越佐同盟会を創立して共に其党勢を擴張せんとする折柄なりしかば此問題も遂に党派問題に

化するの止むなきに立至った 

此頃相川町の毎月の定市日に河原田商人に店舗を貸與せずして退去を命じて追立て 或は此請願書に調印

せりとて八幡、窪田等の行商人の物品を購買せず 又相川の一青年は此問題に渾身の努力をした原黒村の県

会議員鵜飼郁次郎氏に決闘状を送ったなどといふこともあった 

参考 

昭和七年九月十五日河原田町中山五郎氏の発行せる「明治聖代佐渡略史」の明治二十二年の条に 

「河原田町の酒造家中山小四郎等一万四千三百十七名連署を以て諸官衙移転の請願書を県庁及内務省へ

呈出す」とある 

請願書の提出は其通りであるけれ共、中山小四郎氏個人として発起し取纏めて提出したのではない 前記

の通り官衙移転期成同盟会が取纏め提出したのだ 中山氏は同会の副会長であったが故に斯くの如く書

いたのであらう尤も内務省から却下された此多数の調印せるものは中山氏宅に保存してある筈だ 

 

●越後の同好会［二十一年十一月］ 

二十一年十一月改進党の山口権三郎、市島謙吉、内藤久寛、久須美秀三郎、本間新作、坂口仁一郎等は大

同団結に依る旧自由党員の勢力旺盛に赴くを以て之に対抗する為め同好会なる結社を組織し新潟商会に於

て其発会式を挙げた（趣意書は餘りに長きを以て爰に省略した） 

同好会は表面は広く同好の士を需め親睦を図るを目的として居る所謂一の社交団体に過ぎざるも事実は中

央改進党と気脈を通じた秩序的進歩主義の団体で各種の政治運動を為さんとするものであったけれ共 地

主資産家等は政党はすべて過激なるものと考え之を忌避する傾向ありたるを以て殊更に穏健なる社交団体

に仮装して同志を糾合したもので則ち昭和に於ける本縣下の民政党の前進であるが当分の内理事二名を置

いて会務を処理せしむることヽして市島謙吉、樋口元周が其任に当たった（二十二年九月十五日其筋の命

令に依て解散した、後に記す） 

十一月十六日同好会では縣会議員 内藤久寛及佐渡出身にして新潟新聞社の記者 小碕懋の二人を会員募集

の為め佐渡に派し相川に於て政談演説会を開きて趣旨を説明し相当の入会者もありたれば相川に同好会の

支部を設けた 此時内藤は相川町長 秋田藤十郎の紹介状を持ち夷方面へ出張したれ共 同地方は兼て若林

玄益等が早くより自由主義を鼓吹し居りためなるか何等の効果も治め得なかった 其後努力に依って追々

会員も出来 二十二年四月本郡に於ける会員数は二百九十六人まで其最も多き処は相川にて百二十六人次

は小木の二十七人で其氏名及町村名は左の通りである 

相川支部 百三十六人 伊藤政太郎 伊藤弥平 伊藤嘉一 伊藤富太郎 岩佐育四郎 

岩崎仂 岩崎信蔵 石井秀三郎 石井仙吉 池田源六 井関才平 幅野長蔵 

幅野今八 長谷川元良 原田長太郎 西山清蔵 西山忠牾郎 本間藤吉 富田真一 
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富田善吉 渡辺善作 渡辺泰尾 渡部覚左衛門 渡部藤吉 渡部靖 川島篤太郎 

柄沢寛 柿並仙章 陰山定次郎 河辺源太郎 谷口忠作 田辺三郎平 多田房吉 

高野長三郎 武部長五郎 田中玉栄 甲賀伴五郎 高田平五郎 高田平三郎 

遠藤清五郎 今井忠良 曽我専吉 根村忠五郎 中川國蔵 中川弥平次 中川吉次郎 

村上□□ 村田七郎 歌代嘉一 宇佐美内次 楊盧原良庵 大島三蔵 大滝忠次 

大滝衛士 大久保達 大隅國蔵 小川春蔵 久保田金五郎 黒田秀之助 窪田又平 

久保田市郎 山田和秀 山田信蔵 山田輝吉 山田伊三吉 山本新七 山田倬 

安田良蔵 丸岡重五郎 丸山聿 丸山東太郎 松永保邦 松見直義 松田半次 

松田利八 松山佐智丸 松本喜三次 牧野伸 増井巻蔵 松永千吉 藤井孝一 

古川敬次 古土平次郎 児玉茂十郎 小林由蔵 古藤浅次郎 駒形勝蔵 小島清 

寺尾丈作 秋田藤十郎 浅香周次郎 赤江橋震 浅見副詮 阿部誠蔵 青柳兼蔵 

阿部伊平 青柳勇（雄カ）蔵 安倍周一郎 明石瑩 佐々木篤蔵 酒田與四蔵 

佐藤小平 齊籐七治 佐藤栄八 佐藤勇蔵 菊地邦太郎 菊地芳蔵 北出亀蔵 

菊地作蔵 宮崎保寿 宮川菊蔵 宮川幸蔵 三浦良平 島倉久平 信田歌次郎 

志田粂吉 白川紋造 廣田邦憲 平野真守 森山振作 森萬蔵 杉山啓次 末武春蔵 

須藤亀吉 杉山吾作 鈴木菊次 

 澤根町九人 竹本多平 阿野松蔵 阿野奉吉 青木仁平 笠井佯吉 佐々木久右衛門 

  山本金一郎 佐々木音吉 式部作蔵 

五十里篭町一人 児玉茂右衛門 

新町支部三十六人 

 新町十七人 吉田千代吉 山本藤八郎 山本藤右衛門 山本半蔵 佐々木俊蔵 

  島倉朔太郎 松井仁作 嵐城松蔵 高野與吉 山本桂 山本五平 山本□右衛門 

  山本弥二平 島倉祐次郎 松井忠作 金山良照 倉内惣平 

四日町一人 菊地長右衛門   

長石村一人 逸見権左衛門 

竹田村六人 鈴木善太郎 羽生英三 鈴木善蔵 森玄達 志和隅次郎 中川宇平 

吉岡村四人 山田左丸 佐々木角右衛門 永井長右衛門 高野平太郎 

大川村二人 小田惣太郎 遠藤徳平 

真野村四人 真木山豊丸 鶴間兵右衛門 石塚芳太郎 長権太郎 

八幡村一人 金子吉四郎 

畑野村支部 五十五人 

 畑野村十人 磯部道一 本間長次郎 本間金治 本間和平 佐々木周蔵 渡辺初蔵 

  本間紋平 計良森蔵 猪俣甚平 中川源平 

畑方村六人 高野周蔵 今井貞治 中川大吉 今井滝松 熊谷長右衛門 生田裕 

畑本郷村九人 金子太郎平 渡部主右衛門 本間半平 本間源次郎 小田泰蔵 

 渡辺増吉 熊谷與右衛門 本間村蔵 本間愛五郎 

宮浦村二人 大澤周平 信田伊左衛門 

川内村二人 大倉英吉 猪俣藤十郎 

目黒町村三人 藤井嘉吉 長島感得 長島盛蔵 

栗野江村三人 土屋啓次郎 計良茂左衛門 木村寅蔵 
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金丸村六人 若林善一郎 石塚惣助 大地五郎兵衛 中村傳十郎 舟崎金次 

 大地吾吉 

皆川村二人 磯部八五郎 池野最平 

千種村四人 茅原鉄蔵 河辺時三 橘善太（吉カ） 山田孫次郎 

後山村一人 伊藤太吉     寺田村一人 渡辺國蔵 

大久保村一人 大岡長次郎   坊ヶ浦一人 本間源蔵 

三宮村一人 安藤泰蔵     新保村一人 児玉長内 

舟下村一人 俊藤五郎治    中興村一人 植田五之八 

羽茂郡支部 六十八人 

小木町二十七人 海老名叟三 原朔一 金井伊三郎 風間儀太郎 加藤健吾 

 風間傳平 風間乙吉 塚原廉齊 笠木治部平 中川七郎 塚原與右衛門 

 内藤定静 村川清三 村川寿平 氏潤吾 山本泉太郎 松岡正之 増山寛三郎 

 小杉郡治 古城禎吉 古城正吉 古城俊平 元田元貫 荒木森蔵 佐藤卯一郎 

 柴田竜蔵 末武良蔵 

羽茂本郷村十一人 海老名武十郎 海老名民次郎 若林助太郎 渡辺國太郎 

 葛西甚九郎 中川甚太郎 氏江市郎平 松木義胤 齊籐萬次郎 北島幸太郎 

 北島久内  

宿根木村四人 石塚彦右衛門 高津嘉右衛門 佐藤伊左衛門 丸田光輝 

金田新田四人 金田太平治 笠木甚兵衛 山口勝蔵 菊地力蔵 

深浦村二人 本間三郎平 佐久間繁蔵 

堂釜村一人 金子彦平     井坪村一人 堀口民蔵 

大浦村一人 西野正平     木流村一人 菊地富之進 

江積村一人 松本伊勢松    田野浦村一人 東 鶴之進 

犬神平村一人 金子善右衛門  琴浦村一人 藤田多七 

澤崎村一人 高野久太郎    徳和村一人 藤井愛蔵 

川茂村一人 出川直温     滝平村一人 駒形直清 

田切須村一人 佐々木甚太郎  村山村一人 島倉萬平 

赤泊村六人 石塚芳太郎 中川甫吉 小田啓太郎 矢ヶ崎文吾 松沢雄次郎 廣井善八 

 

此同好会は表面社交団体と云い居れ共 事実に於ては公然政治運動を為し居るため政党に関係を有せざる

会員に對しては其不便勘なからざることあれ共 今之を解散して改めて政社と為さば前に此同好会の表面

上の趣旨を賛成して入会した穏健着実なる大地主等の再入会は到底不可能なるを以て同好会は其侭に存続

し置き別に政治団体を組織せんと欲し同好会員たる改進派の山田順治、三輪潤太郎、目黒徳松、本間新作、

市島謙吉、佐瀬精一、小崎懋等四十餘名は二十二年三月五日 行形亭に於て越佐議政会なるものを創立して

趣旨書を発布したれ共 加入者尠なく勢力振はなかった故に改進党は総て同好会に依て政治運動を為した

れば越佐議政会は有名無実の状態であった、が、此越佐議政会の終りは明かならざれ共 同好会は政社と認

められて二十三年九月十五日解散せねばならぬ運命に陥ったが夫は後の事である 

 

●杉村卯之吉の政談演説［二十一年十二月二十八日］ 

二十一年十二月二十八日湊町の星野伊太郎、塚本長三郎、藤井新平等ハ何を感じてか新潟の代言人杉村卯
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之吉を招き夷町の劇場に於て政談演説会開いた 演題は「今日の急務」にて、國会の開設も条約の改正も急

務ではあるが夫よりも天賦の権利を伸ばし人民の自由を得る様にすることが第一の急務であると高唱した 

 

●憲法発布［二十二年二月十一日］ 

二十二年二月十一日神武天皇肇國二千五百四十九年の紀元節に於て帝國憲法発布の大典を挙行せられた其

詳細は別冊衆議院の巻に出すべけれ共本郡に於ける有志者は河原田町常念寺に於て一大祝賀会を挙行し聖

徳を謳歌して萬歳を嵩呼し頌聲六合に溢れ其盛況言はんかたなかったが惜しい哉今其詳報を知るべきの文

献傳はらぬ 

 

●憲法発布［二十二年二月十一日］［衆議院及内閣之巻］ 

二十二年二月十一日神武天皇肇國二千五百四十九年の紀元節に於て帝國憲法発布の大典を挙行せられた是

れ実に明治大帝が烈聖の遺範を継ぐ億兆の夙請を容れ万世の丕基を建て給いし処にして爰に振た未曾有の

盛業といふべく洵に斯くの如くにして平和の革新成り怡体は転遷して立憲君治の世となった 

憲法発布ノ告文 

皇朕レ謹ミ畏ミ  皇祖  皇宗ノ神霊ニ詰ゲ曰サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ニ膺リ人文ノ発

達ニ随ヒ宣ク  皇祖  皇宗ノ遺訓ヲ明微シ典憲ヲ成立シ條章ヲ明示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル処ト

ナシ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益々國家ノ丕基ヲ堅固ニシ八州民生ノ慶福ノ増進ス

ベシ爰皇室典範及憲法ヲ制定ス推フニ此レ皆  皇祖  皇宗□□・・・□述スルニ外ナラズ而シテ朕

ガ躬ニ□デ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得メハ洵ニ 皇祖 皇宗及我ガ皇考ノ威霊ニ依籍スルニ依ラザルハ

ナシ皇朕レ迎テ 皇祖 皇宗及 皇考ノ神佑ヲ祷ノ併セテ朕ガ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此憲章ヲ履行

シテ危マザランコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 

 

憲法発布勅語 

朕國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕ガ皇宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ

對シ此不磨ノ大典ヲ宣言ス 

思フニ我ガ祖我ガ宗ハ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我ガ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我ガ神聖ナ

ル皇宗ノ威徳ト竝ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ國ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ光輝アル國史ノ威跡ヲ貽シタルナリ朕

我ガ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其朕ガ意ヲ奏体シ朕ガ奏ツ奨順シ相與和哀協同

シ益々我ガ帝國ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永遠ニ？固ナラシムノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ別ツ

ニ堪フルコトヲ疑ハザルナリ 

大日本憲法発布詔勅 

朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕ガ親愛スル所ノ臣民ハ即チ祖宗ノ恵撫慈愛シタマヒシ所ノ

臣民ナルヲ念ジ其康福ヲ増進シ其懿徳良能ヲ発達セシメントコトヲ願ヒ又其翼賛ニ依リ與ニ倶ミ國家ノ

進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ及チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履踊シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕ガ率由スル所

ヲ示シ朕ガ後嗣及臣民及民民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム 

國家統治ノ大権ハ朕ガ之レヲ祖宗ニ承クテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ、朕ガ子孫ハ将来此憲法ノ條章ニ循

ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラザルベシ 

朕ハ我ガ臣民ノ権利及財産ノ安全ナラシムベキコトヲ宣言ス 

帝國議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ招集シ議会開会ノ時ヲ以テ此憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスベ

シ、将来若シ此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宣ヲ見ルニ至ラバ朕及朕ガ継統ノ子孫ハ発議
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ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕ガ子孫及臣民ハ敢テ

之レガ紛更ヲ試ミルコトヲ得ザルベシ 

朕ガ在廷ノ大臣ハ朕ガ為メニ此憲法ヲ施行スルノ責任ヲ任ズベク朕ガ現在及将来ノ臣民ハ此憲法ニ對シ

永遠ニ従順ノ義務ヲ負フベシ 

 

此憲法の発布に對し國民は挙て歓天喜地の舞ひ足の踏む処を知らざる有様にて至る処 

夫々盛大なる祝賀式を挙行した 

 

●三郡町村合併［二十二年四月一日］ 

我が佐渡三郡は往古は町村数三百四十以上を数へたものなれ共 随時合併がありて二百九十一ヶ町村なり

しを二十二年に大併合を為して五十八ヶ町村として四月一日より実施した 

 縣令甲第二十二号 

亦制町村制実施ニ付有力ノ自治区ヲ造成スル為メ町村分合弁組合ノ儀内務大臣ノ裁可ニ依リ亦町村ノ区

域及其改称市町村各別冊之通相定メ明治二十二年四月一日ヨリ施行ス 

 明治二十二年三月六日        新潟縣知事 篠崎五郎 

      雑太郡（二十町村） 

□北海村（後尾、石花、北片辺、南片辺、戸中、戸地） 

□金泉村（北狄、姫津、達者、小川、下相川） 

□相川町（羽田村、下戸村、海士村、鹿伏、外相川七十三ヶ町） 

□二見村（大浦、高瀬、橘、稲鯨、米郷、二見） 

□沢根町村（澤根村、沢根町） 

□五十里町（五十里、五十里篭町、五十里炭屋町） 

□野田村（窪田、青野、山田） 

□河原田（本町、諏訪町） 

□二宮村（石田、中原、上長木、上矢馳、二宮、市野沢、真光寺） 

□八幡村（八幡町、八幡新町、八幡村） 

□平泉村（泉、平清水） 

□金沢村（中興、千種、新保、貝塚） 

□國中村（舟下、皆川、目黒町） 

□畑野村（安國寺、寺田、畑野、大久保、河内） 

□小倉村（猿八、長谷、小倉） 

□栗野江村（栗野江、坊ヶ浦） 

□三宮村（畉田、三宮、後山、宮浦） 

□金丸村（金丸、四日町、長石） 

□真野村（竹田、大川、阿仏坊、國分寺、名古屋、吉岡、真野） 

□新町 

      加茂郡（二十四ヶ町村） 

□岩首村（岩首、東鵜島、豊岡、立間、赤玉、蚫［あわび］） 

□水津村（東立島、東強清水、野浦、月布施、片野尾、水津） 

□富岡村（大川、羽二生、両尾） 
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□河崎村（椎泊、河崎） 

□明治村（久知川内、下久知、城腰、住吉、原黒） 

□吾潟村  □潟上村  □田野沢村  □正明寺  □長畝村  

□新穂村（青木、瓜生屋、井内、下新穂、上新穂、新穂、北方） 

□大野村（大野、武井） 

□吉井村（大和、吉井、吉井本郷、安養寺、立野、三瀬川、水渡田） 

□長江村（上横山、下横山、長江） 

□秋津村（秋津、潟端、旭） □湊町  □夷町（夷町、夷新町） 

□加茂歌代村  □梅津村  □羽吉村 

□内浦村（椿、北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見） 

□内海府村（黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎） 

□外海府村（願、北鵜島、真更川、岩谷口、五十浦、関、矢柄、大倉、小田） 

□高千村（石名、小野見、北田野浦、高千、入川、北立島、北川内） 

        羽茂郡（十四ヶ村） 

□恋ヶ浦村（豊田、滝脇、背合、静平、下黒山） 

□小布勢村（大小、大倉谷、田切須、西三川、椿尾） 

□亀ノ背村（小泊、亀脇、村山） 

□岬村（宿根木、金田新田、強清水、犬神平、深浦、沢崎、江積、田野浦、木流、木野浦、大浦） 

□小木町（小比叡、小木町、堂釜、井坪、琴浦、小木村） 

□大橋村（大橋、大石、三瀬） 

□羽茂本郷村（羽茂本郷、飯岡、上山田） 

□千手村（大崎、滝平）  □川茂村（下川茂、上川茂、外山） 

□真浦村（真浦、柳沢、新保、大杉、杉野浦） 

□赤泊村  □徳和村  □三川村（三川、筵場） 

□松ヶ崎村（丸山、河内、多田、松ヶ崎） 

 

参考、昭和七年九月十五日、中山五郎氏著「明治聖代佐渡略史」に「明治九年地租改正に伴ひ旧町村七

十二ヶ町村を合併して三十ヶ町村とし更に三ヶ村を分割して六ヶ村となす」とあれ共 全然誤謬なり随時

二三ヶ町村の廃置分合はありたるならんも三百餘の町村を合併せしとは二十二年三月が始めてである 

 

●後藤の入閣と大同団結の分裂［二十二年三月三日］ 

二十二年三月三日 大同団結の主唱者たる後藤象二郎は突如として黒田内閣の逓信大臣となった、前年七月

國家危急存亡を叫び内閣の施政を攻撃した後藤が未だ一年ならざるに入閣したるを以て党員は極度に憤慨

し延ひて内部には動揺を来し 五月一日東京江東中村楼に於て開ける大会に於て政社非政社の二派に分れ

たれ共 之を統一する処の首脳なき為め遂に河野廣中、犬養毅、井上角五郎、鈴木昌司、山際七司等は政社

として大同倶楽部を組織せるに対し大井憲太郎、新井章吾等は非政社として大同協和会を創立して対抗し

たが後、東京倶楽部と改めた 

其後二十三年二月二十日大井等は東京倶楽部を罷めて更に政党を組織して自由党の名称を付して結党式を

挙けたが後藤板垣の調停に依り庚寅倶楽部を設くるに至りたれば自由党は八月四日に解散し大同倶楽部は

同じく十七日解散した 
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当時本縣及佐渡は挙て大同倶楽部に付随したのであった 

 

●大隈外務大臣の遭難［二十二年十月十八日］ 

二十二年十月十八日 外務大臣 大隈重信は閣議を終って帰途につき外務省の門前に至りし時一名の壮漢現

れ大隈の馬車を目掛けて爆弾を投じた 此犯人は玄洋社の壮士 来島恒喜なる者なるが現場にて自刃した、

条約改正の屈辱的なるに憤慨して此挙に出でたるものと思はれる此為めに大隈は隻脚を失ひ世論を沸騰せ

しめて条約改正は無期延期となった 

 

●越佐同盟會の創立［二十二年三月二十一日］ 

二十二年三月二十一日より三日間新潟北越青年倶楽部に於て松村文次郎、桑原重正、山際七司、西潟為蔵、

荻野左門、渡辺腆、清水治吉、本間勝作、大竹貫一、相馬一郎、板本有燐、小柳卯三郎、富田精策、加藤

勝弥、鵜飼郁次郎、石塚秀策、齋藤長三等二十一人会合せしが其要は十六年九月北辰自由党を解党して以

来中越下越方面にありては政治結社はなかったけれ共 本縣の旧自由党員は挙げて後藤象二郎の大同団結

の傘下に集ったのであるから山際七司、鈴木昌司等は大同団結の主旨に則り政治結社を組織すべく各郡有

志を勧誘中であったが今回之を決定せんが為めの会合であって種々協議の結果大同主義による政社を組織

することを決議し社名を越佐同盟會と名付け規約を定めて山際を理事長に、荻野左門を会計に、鈴木昌司、

鵜飼郁次郎外数十名を評議員に挙げた 

    越佐同盟会規約 

    第一節  総則 

第一条 越佐同盟会ハ自由平等ノ主義ニ基キ國民多数ノ福祉ヲ増進スルニ在リ 

第二条 本会ノ政治上ニ対スル意見ハ左ノ如シ 

第一節  内治 

一、 責任内閣ノ制ヲ建テ議院政治ヲ施ス事 

二、 選挙権ヲ擴張スル事 

三、 政費ヲ節略シ國民ノ負担ヲ軽減スル事 

四、 教育ハ非干渉自治ノ制タル事 

五、 中央集権ノ陋習ヲ脱シ地方分権ノ制を鞏固ニスル事 

第二節 外交 

一、 外交上対等ノ権利ヲ保ツ事 

二、 貿易ノ通商ヲ昌盛ニシ勉メテ軍事上ノ交渉ヲ避クル事 

第三節 組織 

    （以下略） 

此時本郡ヨリノ加盟者ハ左ノ通りデアッタ 

原黒村 鵜飼郁次郎 

夷 村 若林玄益 鈴木紀太郎 

湊 町 中村清三郎 中村治作 清田益太郎 

大和町 長野三忠 

吉井町 池 襄一 

新穂村 浅井貞吉 

中興村 石塚秀策 
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石田村 齋藤長三、石塚甚太郎、本間敬太郎、石塚甚造、鞍立富三、山本萬平 

河原田町 高橋又三郎、中山萬平、中山良輔、遠藤森造、金刺 操、中山小四郎 

 

●越佐同盟会の郡内遊説［二十二年四月］ 

越佐同盟会にては本郡内を遊説せんとして二十二年四月 松村文次郎、荻野左門、渡辺腆等来りて河原田、

夷、湊、新穂、畑野、松ヶ崎等を一週間にて渉りて政談演説会を開き鵜飼郁次郎、齋藤長三、鞍立富三等

同行した 

 

●越佐に於ける条約改正中止の建白［二十二年七月二十日］ 

越佐同盟会にては条約改正が巷間伝はる処と同じく其内容に幾多の欠点あることを知るや改正反対の建白

を起す協議を為さんが為め二十二年七月二十日新潟に於て条約改正反對有志大会を開催すべく計画したる

も其筋より禁止せられたる以て其翌二十一日北越青年倶楽部に於て表面は単なる有志懇親会と称して会合

し条約改正中止建白の協議を為した 会同者は萩野左門、大竹貫一、西潟為蔵、齊籐捨蔵、清野準一郎、加

藤勝也、富田精策、阪本有隣、鵜飼郁次郎、等八十二名にして満場一致建白書を棒呈することを決議し萩

野、大竹、西潟、阪本等を委員として上京せしめた 

此時佐渡にて此建白書に調印した者は鵜飼郁次郎、高橋又三郎、中山小四郎、高橋元吉、齋藤長三、若林

玄益、石塚秀策等六十四名であった 

 

●綾井武夫等の政治演説会［二十二年七、八月］ 

二十二年七、八月の交 自由党員 綾井武夫、諸橋浅三郎、関矢儀八郎等佐渡に来り鵜飼郁次郎、齋藤長三

等と共に郡内各所に政談演説会を開き条約改正の欠点などを強調して二十三年七月一日の第一回衆議院の

選挙に対する気勢を揚げた 

 

●海底電線［二十三年四月］ 

二十三年四月、鵜飼郁次郎は高岡忠郷等と共に態々上京して逓信省に出頭し、前島次官に面会して海底電

線について種々聞糺し予算の大要をも取調べて郡長須藤賢與へ送り越したれば郡長は同月地租第六期納税

期限にて各戸長の郡役所に集まりしを好機とし 

越佐間海底電線架設に就ては其筋にても計画ある由なれ共 何分経費多額な額なれば其支出方容易なら

ざれやに聞及びたれば三郡より一万円の有志金を募集して献納し架設促進の請願を為すもと如何 

と謀りしに衆命な之れに賛成直ちに決議した 

同年十月十七日 郡長は中興村に出張して本三郡聯合町村会議員及県会議員を集めて協議の結果各町村長

に依頼して有志金を勧説することに定めた 

右有志金募集も如何なる経過なりしや又其結果等一切今之を知ることが出来ぬ 

 

●三郡町村組合會［二十二年八月八日］ 

前に記したる三郡町村聯合会には町村長惣代（以前ハ総代戸長といふた）が一人あって一切の事務を取扱

って居たが町村制実施の直前は梅津村長市橋藤蔵が其総代村長であったヽめ町村制による新町村組合を組

織する迄は市橋が仮りに総代村長の職務を代行し二十二年八月八日各町村長を金沢村へ集めて正式に代行

者を選挙せしめし処市橋が当選した 

茲に於て市橋は新組合設置等協議の為め各町村に於て互撰せる一名の委員を九月八日河原田町常念寺に招
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集した 

従来三郡協同ニシテ元三郡町村総合会ニ於テ処理シ来レル（参考、土木ニ係ルモノヲ除ク）諸事ノ経理

ハ町村制実施ノ今日本制第六章組合法ニヨリ之レガ処理ヲ為スベキ儀ニ付組織等評定ノタメ来ル九月八

日河原田町常念寺ニ於テ集会相開キ候間各町村議員中互撰ヲ以テ一町村一名ヅツ同日午前八時迄ニ無相

違参会候様御取計□□致此明□進候也 

 明治二十二年八月十七日    佐渡三郡町村長惣代 

                   梅津村長 市橋藤蔵 

     何町村長何某殿 

各町村委員は同日常念寺に集会して協議の上町村組合設置方法（即ち組合規定）を決定し九月十六日郡長

の認可となったのは左の通りである（此組合は三十年二月軍政実施と同時に消滅となった） 

  新潟縣雑太、加茂、羽茂郡町村組合設立方法 

第一、 本組合ハ雑太、加茂、羽茂郡五十八町村ヲ以テ組織ス 

第二、 本組合会議員選挙ハ町村会議員ノ互選法ヲ以テ各選挙区ヨリ選出ス 

第三、 本組合会議員ノ総数ハ三十名トシ其選挙区ヲ設クルコト左ノ如シ 

第一区、北海村、金泉村     第二区、相川町 

第三区、二見村、沢根町村    第四区、五十里村。野田村 

第五区、河原田町、八幡村    第六区、二宮村、平泉村 

第七区、金沢村         第八区、國中村、畑野村 

第九区、栗野江村、小倉村    第十区、金丸村、三宮村 

第十一区、真野村、新町     第十二区、岩首村、水津村 

第十三区、富岡村、河崎村、明治村  第十四区、湊町、夷村 

第十五区、潟上村、田野沢村、正昭寺村、吾潟村、長畝村 

第十六区、新穂村、大野村    第十七区、吉井村 

第十八区、秋津村、長江村    第十九区、加茂歌代村、梅津村、羽吉村 

第二十区、内浦村、内海府村   第二十一区、外海府村、高千村 

第二十二区、恋ヶ浦村、小布施村 第二十三区、亀ノ背村、岬村 

第二十四区、小木町       第二十五区、羽茂本郷村 

第二十六区、大橋村、真浦村   第二十七区、千手村、豊田村 

第二十八区、赤泊村、徳和村   第二十九区、三川村、松ヶ崎村 

 

第四、 本組合ノ事務ヲ処弁スルノ為メ組合町村長中ヨリ惣代町村長一名ヲ互撰シ其任期ヲ二ヶ年ト

ス満期再選スルモ妨ゲナシ 

第五、 惣代町村長ハ書記若干名ヲ推撰ス 

第六、 惣代町村長ノ報償、書記ノ月俸、会議員ノ旅費日当、其他事務ニ関スル経費ハ総テ組合町村ノ

負担トス但課賦法ハ会議ノ決議ニヨルベシ 

右町村組合設置方法は九月十六日郡長の認可を得て成立したるを以て市橋藤蔵は右組合設置方法は第四項

により町村長惣代を選挙すべく各町村長を十月八日中興西蓮寺に招集し互撰会を開きしに梅津村長市橋藤

蔵が正式に惣代町村長に当選した 

爰に於て市橋は各町村長に向って十月国地付を以て町村組合設置方法第二項第三項により組合会議員を選

挙すべき旨を通告し併せて十月二十九日中興の西蓮寺に於て第一回三郡町村組合会を開催致すべきに付当
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選の議員は同日出席すべき旨をも併せて通知した 

 

●第一回佐渡三郡町村組合會議員選挙［二十二年十月］ 

此町村組合会は前の三郡町村総合会に代って二十二年四月より実施せられし町村制の第六章組合法によっ

て組織せられし団体にして九月十六日郡長より認可せられたる三郡町村組合設置法により始めて選挙せら

るるもので時は二十二年十月で其当選者は左の通りである、但し（ ）内に記せる氏名は其町村会議員の

異動によって交撰したものである 

第一区、本間左内（北見作次郎）  第二区、柄沢寛、中島吉次郎 

第三区、竹本多平         第四区、齊籐作太郎 

第五区、浦本金太郎        第六区、名畑喜十郎 

第七区、橘善吉（児玉治平）    第八区、中川左源太 

第九区、築地新五郎        第十区、中村傳十郎 

第十一区、羽生英三        第十二区、菊池泰蔵 

第十三区、鵜飼郁次郎       第十四区、藤井治卯吉（石塚清太郎） 

第十五区、谷 五平        第十六区、河原作次（小杉猪吉） 

第十七区、渡辺秀蔵（安藤五作）  第十八区、矢田初太郎 

第十九区、伊藤作次郎       第二十区、古玉清吾 

第二十一区、齊籐左内       第二十二区、金子勘五郎 

第二十三区、佐藤熊蔵       第二十四区、笠木治部平（赤塚左一郎） 

第二十五区、渡辺弥三次（若林助太郎）  第二十六区、河野勘太郎 

第二十七区、金子清三郎      第二十八区、羽豆太郎三郎 

第二十九区、矢下田陶蔵 

 

●同好会の小崎懋等の政治演説会［二十二年三月］ 

其頃改進系同好会にても小崎懋を佐渡に送り 児玉茂右衛門、柄沢寛、中島吉次郎、大島三蔵、山田倬等と

共に左の如く政談演説会を開き二十三年の第一回衆議院議員の選挙に備へた 

  二十二年三月、四月、七月十一月十二月 

  二十三年一月、二月、 同年 十四カ所 

 

●同好会の落成式と五縣改進派の懇親会［二十二年十月十五日］ 

二十二年十月十五日、新潟西堀四番町に建築中なりし同好会倶楽部が竣工したので其落成式を挙行し引続

き其翌二十六日は石川、富山、長野、福島及新潟の五縣改進派総合同志会が開かれた 来会者百五十六名に

て午後東北同志懇親会と称し継続して毎年交番に開会するの申合をなしたる後本月十八日凶漢の為めに遭

難したる大隈外務大臣に対し叮重なる慰問電信を発した 

 

●海底電線架設の建議［二十二年十二月六日］ 

新潟県会にて越佐間に海底電線の架設を内務大臣に向って建議せること数回なるも未だ実現せざるを以て

二十二年の通常県会に於て又々左の建議書を提出した 

 

   越佐間海底電線架設の建議 



 38 

方今ノ世運輸ニハ汽車汽船、通信ニハ郵便電信ノ如キ海陸共ニ文明ノ利器ヲ備ヘテ人事ノ便ニ供スルモノ

其数枚挙ニ遑アラザルニ随ヒ社界交通伴フテ複雑煩繁ニ赴クハ勢ノ然ラシムル処也 

夫レ然リ而シテ本縣佐渡ノ地タル帝國北海ノ要衝ニ当リ人口十餘萬鑛山ノ業其ノ名天下ニ高ク海産ノ富敢

テ他州ニ譲ラズ尚且数個ノ良港ヲ有シ船舶ノ幅湊投錨スルモノ年々数千ノ多キニ下ラズト雖モ未ダ電信ノ

架設ナキヲ以テ風浪ノ虜日ヲ経テ止マザレバ茫漠内地ニ向ニ消息ヲ通ズルコトヲ得ズ事情ヲ達スルコト能

ハズ孤島ノ域殆ド内地ト乾坤ヲ別ニシ越佐両州其治ヲ異ニスルノ観ナキニアラズシテ其不便名状スベカラ

ザルモノアリ 

本会明治十五年以来度々利害ヲ陳ジテ其筋ヘ建議スト雖モ遷引歳月ヲ渉リ未ダ採用ノ栄ヲ蒙ラズ是レ本会

ガ嘆息惜ク能ハザル所以ナリ 

聞ク魯國ハ欧州ヨリ満州ニ至ル五千餘里ノ鉄道ヲ布キ對岸浦塩斯徳地方ニ貿易ノ隆盛ヲ謀ルト果シテ然ラ

バ國家ノ大勢ニ二州ノ間海底電線架設ノ必要急務ナルヲ感ジ別紙仕訳書電信架設費五万三百十九円九厘ノ

凡三分ノ一即チ一万七千円ヲ地方税及有志寄附金ヨリ国庫ヘ納付シ明治二十三年度ニ於テ之レガ起工アラ

ンコトヲ請求スルニ議決致候間閣下希クハ本縣興望ノアル所ヲ察セラレ本会ノ請求ヲ容レラレンコトヲ謹

デ建議仕候也 

 明治二十二年十二月六日   新潟縣会議長 鈴木昌司 

   内務大臣伯爵 山縣有朋 殿 

 

       佐州電信線新築費予算 

          但小木港相川ノ郵便局ヲ郵便電信局ニ改定ノ積リ 

一金五万三百十九円九厘 

   内訳 

金四万五千三百八十三円四十銭五厘  海底線架設諸費 

 内 

金二百四十八円五十二銭       工    費 

金三万九千五百十四円九十二銭五厘  海底線三十海里代 

金千二百円             浮標二ヶ代 

金四百六十円            海底線室親切費 

金三千七百九十円          航船□□借入賃 

金二百二十九円九十六銭       建築官従事旅費 

 金四千九百三十五円六十銭四厘    陸線新築費 

   内 

 金六百七十五円八銭         工   費 

 金千二百七円七十銭         桂材千二百九十二本 

 金千七百三十円七銭九厘       架設用物品代 

 金四百五十円五十銭五厘       運搬費及雑費 

 金百六十七円八十二銭        建築官従事旅費 

 金五百五十三円八十銭        通信機械六座代 

 金百十四円十六銭          右附属雑品代 

 金三十六円四十五銭         局内創設備付品代 
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●新潟縣会にて官衙移転請願の決議［二十二年十二月］[一部の冊] 

明治二十三年度即ち二十二年十二月の通常新潟縣会に於て前年度と同じく官衙移転経費（金額は失念した）

を決議したれ共 知事は前掲と同一の趣旨によりてなるか否やは知らざれ共 認可しなかった 

 

●山縣内閣成立［二十二年十二月二十四日］ 

二十二年十二月二十四日第三次山縣内閣成立したが別冊衆議院之巻に出す 

 

●第三次山縣（第一次）内閣成立［二十二年十二月二十四日］［衆議院及内閣の巻］ 

黒田首相の後を承けて臨時首相に就任したる三条実美は辞表を棒呈したるを以て大命は山縣有朋に降下し

十二月二十四日第一次山縣内閣が成立した其顔触は左の通りである 

内閣総理大臣 山縣有朋   外務大臣   青木周蔵 

内務大臣 （兼）山縣有朋  大蔵大臣   松方正義 

陸軍大臣   大山 巌   海軍大臣   西郷従道 

司法大臣   山田顕義   文部大臣   芳川顕正 

農商務大臣  岩村通俊   逓信大臣   後藤象二郎 

 

●第七回新潟縣会議員選挙[二十三年六月] 

二十三年三月第七回新潟縣会議員の選挙執行せられたれ共別冊新潟縣会の巻に出す 

 

●第七回選挙[二十三年三月] ［新潟縣会之巻］ 

二十二年には縣会議員の定数を六十五人に更正なしたれ共 佐渡の三郡には変りなく第七回の半数改選は

二十三年六月［三月の誤り］行はれたが此選挙は来るべき七月一日執行の第一回衆議院議員選挙の前哨戦

であり且つ条約改定問題の経緯もありて至る処大同派と改進党の競争烈しかった様であったが佐渡にても

多少の紛擾はありたれ共 今は詳ならざれば茲には記さぬが前回の退任者、石塚、磯部、河原、佐々木に代

はるべき当選者は左の通りである 

 雑太郡二名（外に前回の留任者 児玉茂右衛門） 

  中興村 （大同派）石塚秀策 

  新町村 （改進党）山本藤右衛門 

 加茂郡一名（外に前回の留任者 鵜飼郁次郎） 

  新穂村 （大同） 河原勝蔵 

 羽茂郡一名 （外に前回の留任者中川勘太郎） 

  赤泊村 （不明） 田辺九郎平 

   （田辺の党派は不明なり後掲風間安右衛門の条を見よ） 

 

［橘版で橘法老は田辺の政派を（不明）の箇所を改進と訂正書込している、 

この記事について野沢卯市は「佐渡政党史稿批正の弁」で誤りとしている］ 

 

第七回の選挙終るや役員選挙の臨時縣会は四月一日より開会せられたるが右選挙に於て当選せる西蒲原郡

の大同派議員 田巻竜太郎は無資格なりとて当選を取消されしため勝敗の決は此一名にありしを以て其可

否の議論は毎日議場を騒がし四日に至りて漸く議長選挙を行ひしに 
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  三十一票   改進党   樋口元周 

  三十票    大同派   鈴木昌司 

にて樋口の当選となりければ議論は一層喧しくなりて毎日同じ事のみを繰り返しつヽ七日に至りしに［橘

法老はここに、改進議員退場後、と挿入］大同派の議員大竹貫一、齊籐捨蔵、堀川信一郎等は議長席に駈

け上り卓を打って議長に辞職を迫りしに傍聴人の中よりも議場に乱入して議長に迫る者ありしに改進党議

員は全部退場して一人の議長を援護する者なく議長は唯一人重囲に陥り危険は刻々と迫り来りしを以て遂

に意を決して 

  不肖任に堪えず其職を辞す 

と陳べ大同派議員の喊聲を挙ぐるを聞きながら樋口議長は沈痛悲壮なる表情を見せて飽迄も死守せんとせ

し議長席を悄然として退いたのは午後十時三十分であった 

［初期原稿では 

「が、此時の改進党議員は同志の樋口議長を見殺しにせしは実に不甲斐なきものであった」 

とあったが、野沢の申入れにより削除している］ 

［野沢卯市原稿、上記削除要求と共に以下の原稿挿入を依頼されているが、長三は無視している］ 

当日改進党議員が何故退場したかといふに其時の議事は田巻龍太郎の資格問題に付き縣知事の処置を不当なりとして之

を内務大臣に具申して裁定を仰ぐべしとの自由党提出の議題が二読会迄通過して将に三読会に入らんとせし時改進党議

員は続々退場したのであるが此日改進党員中に欠席者があって此侭三読会に移れば具申案は多数を以て通過すべき形勢

であったので之に反對せる改進党議員が全員堆積せば自由党だけでは過半数を制し得ないから議事は自然未議了に終る

べきを見越して取った手段で議場駆引としては例のあることである 

之れが為め縣会は四月二十七日内務大臣より解散を命ぜられた 

又一方大竹等三人は樋口元周の告訴する処となり鉄窓に繋がれ新潟地方裁判所に於ては議員保護律違反と

して軽禁固二ヶ月十五日の判決を言渡されたれ共東京扣訴院にては無罪の言渡を承けた 

 

●立憲自由党の組織［二十三年二月二十日］ 

始め久しく土佐に退隠して静かに時代の趨勢を観望しつヽありし板垣は大同倶楽部の河野、山際等と大同

協和会を東京倶楽部に改めた大井等との抗争益々甚しきを以て之れが調停の労を取らんと試みしも両派互

に固執する処あって相譲らざる内に大井等は更に一政党を組織して自由党と名づけ二十三年二月二十日東

京に於て結党式を挙げ、一方河野等は其団結を益々鞏固にして騎虎の勢又止む能はざる場合に立至りたれ

ば板垣は其調停を断念して愛国公党を組織し二月二十五日を以て正に其結党式を挙げんとするに至りしに

計らずも大同及自由の両派は共に起ちて板垣の此挙に反對する処ありて均しく愛国公党に攻撃の矢を放た

んとするに至りければ板垣は心窃かに之を喜びて両派を合同せしむるの時機今や漸く至れりとなし愛国公

党の結党式を延期して更に百万力を尽し融和の商議を進めしに議漸く熟して五月十四日自由大同及愛国公

党三派の委員は東京に会合し、各々従来の団結を解きて一団となり康寅倶楽部の名称を附して暫く首領を

置かず三派各三名の委員を出して事務を取り八月に至りて大会を開く、との事を約し愛國自由の両党は八

月四日、大同倶楽部は十七日各解散した 

此時九州同志会は改進党を始め進歩主義者の総てを此三派合同参加せしむべく努力し河島醇、岡田弧鹿、

山田武甫、田中賢造等も上京して斡旋の結果 改進党も漸く同意し先づ各派の協議委員会を開きしに其綱領

を議するに際し偶々大同三派は「自由主義云々」の原案を出し終に改進党の容るヽ処とならず依て他日に

期するに改進党との合同を以てし一先づ愛國、自由、九州同志の四派を連合して立憲自由党を組織し 九月

十五日芝弥生館に於て結党式を挙行し主義を宣言して「自由に在り」と云ひ綱領は左の通り三項に分った 
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第一、 皇室ノ尊栄ヲ保チ民権ノ擴張ヲ期ス 

第二、 内治ハ干渉ノ政略ヲ省キ外交ハ對等ノ条約ヲ期ス 

第三、 代議政体ノ実ヲ挙ゲ政党内閣ノ成立ヲ期ス 

 

●相川の米騒動［二十三年六月二十九日］ 

二十三年六月二十九日 相川に米暴動起る 其原因を見るに当時米価は十一円台に上り相川町に於ける細民

の困苦一方ならず三々五々各所に集まりて稍不穏の状勢を示したのである此時鑛山工夫に小川久蔵なる者

あり米価の騰貴は米商の買占めによるものなりと憤慨し遂に窮民を煽動して暴動を起し先づ第一番に相川

町に精米所を有し最も盛大に営業しつヽある小田の梶井五郎左衛門の其精米所を襲ふて之を破壊し更に市

内の米商富豪の家屋機械を破壊し其勢ひ猖獗を極め中山峠を越して将に沢根を出んとす 此時両津より帰

り来れる郡長 須藤賢與、相川警察署長 佐藤藤太郎等は之を諭示解散せしめんと努めたれ共 應ぜず遂に中

山峠を越し沢根に出て青野半五郎の数本の大酒桶を打ち破り幾百石の酒を流棄し二見に向ひたる一隊は舟

を泛べて青野の所有船八百石積の大和船萬徳丸の海に浮び居れるに石油を注ぎて之を焼払ひ更に進んで河

原田に迫る 此途次各戸が禍ひの自家に及ばんことを恐れ皆炊出しを為して握り飯を與へ或は酒を出して

之を饗しければ暴徒は一層昂奮し其河原田に至りたる時は、往年河原田町の有志者が首脳となりて相川に

在る諸官衙を河原田町に移転せしめんとしての運動を為したることを思ひだし米商は勿論なれども米穀に

何等関係なき処の者も右移転運動に関係ありし者の家屋は破壊し帳簿書類物などは途上に投げ出し焼払ふ

等其惨憺目を覆はしむ 爰に於て河原田警察分署寺尾精一郎は黙視するに忍びず部下の警察官に命じ抜刀

して之を鎮壓せんとせしも暴徒は一時は驚き退却せしも善宗寺の竹藪に入りて竹槍を造り酒の威を藉り再

び進み来りしかば警察官も力及ばず為すが侭に任せ置くの外なかった 

此時中山小四郎の親戚中偶々暴徒中に知人ありたりければ之れに頼りて酒食を供し若干の金を與へて難を

免れんと交渉の結果其宅前に「予約済破壊すべからず」の看板を立てヽ其難を免れたとの珍談もあった 

斯くの如く彼れ暴徒は恣に暴威を振ひ前後の差別もなく三々五々隊を組んで郡内各方面に横行したれば郡

民は戦々恐々として安き心もなかりけれ共 当時佐渡には未だ海底電線なく郵便の報告なりしを以て三十

餘名の警官の渡来せしは七月三日、新発田聯隊より歩兵一個中隊の来りしは同五日にて已に自然的沈静し

たりし後なれば所謂六曹九菊であった 

偖て此米騒動には裏面に入りては官衙移転問題の復讐や来る七月一日執行せられるべき第一回衆議院議員

選挙にも関係ありて計画的の潜み居るものヽ如く論ずるものあり殊に昭和十六年相川区裁判所検事 小泉

輝二朗の如きは公々然と新聞紙上に尓かく論じ居れ共 決して然らず河原田へ進み来りたる時に二三の好

事家が言ひ出し已に酒に魂を奪われ居りし人々の付和雷同せしものに外ならじ去れば教唆等の嫌疑を以て

引致されし相川町長 秋田藤十郎や代言人 中島吉次郎等の無罪放免となりしを見ても知れるべく又暴徒中

一人の夫れらしき罪名を受けたるものなきを見ても首肯されるのである 

暴動嫌疑にて捕縛されし者は皆相川羽田より汽船にて新潟裁判所へ送られしが夫は言ふまでもなく相川町

長 秋田藤十郎、代言人 中島吉次郎始め百二十四人なるが其中六十五人は左記の通り処刑されたが他は無

罪放免となつた、秋田中島も則ち其無罪の内である、裁判言渡により分類すれば左の通りである 

十三年一人、十二年一人、元凶小川久蔵は七年にて、五年一人、四年十一人 

三年八人、二年六ヶ月二人、二年十七人、一年六ヶ月二十二人、六ヶ月一人 

斗六十五人 

 

或る書に此米暴動の事を左の如く記して居る 
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此暴動を起す動機は米価暴騰に起因して細民救助を名目として起り□々加勢する者多く気勢に乗じて

益々凶威を極め郡長も警察署長も手の下し様なく只傍観して居る体なれば彼等は面白半分に暴れ廻りる

折柄第一回の衆議院議員選挙目前の事にて自由党の候補者 鵜飼郁次郎に反対せる改進党の候補者 益田

克徳の運動者は鵜飼の得票を減ぜしめんが為めに幾分か暗に応援して鵜飼を殺せとか、鵜飼家へ乱入す

るとかの貼札又は風説を多からしめ一時は鵜飼へも乱入するが如き形勢なりしより各地より警戒の通信

煩繁にて両津警察分署よりは藤田署長を始め巡査数名は鵜飼家へ詰切りにて防備を謀る、又鵜飼の居村

明治村にては各戸一名づつの男子同人方に集まり警戒する等実に未曾有の騒ぎであった云々 

是より先二十三年六月逓信省より佐渡郡長へ 

架設費用五万円の内三万五千円を佐渡人民に於て負担するや否や 

と照会し来りしかば郡長は六月二十日町村長を郡役所に招集して之れを謀りしに町村長は三万五千円の多

額に驚き「目下の状況にては到底負担し能はず」と決議したるを以て郡長は其旨を逓信省へ回答したるに

図らずも同月二十九日相川町に此米暴動が起り勢ひ猖獗を極めた、郡長は之を県庁に報ぜんとするも電信

なきを以て何共する能はず幸いにして直方に鎮静したが、県庁にては郵便の急報によりて三十の警官を派

送し又新発田分営より一個中隊の歩兵を渡海せしめしも暴動鎮壓数日の後であった 

此時に至って國民は大に驚き電信速成を希望したれ共 三万五千円に恐れて請願する等の手続きは取らざ

りしも郡長としては知事に対し大に要求する処があったとのことであった 

 

●第一回衆議院議員選挙［二十三年七月一日］ 

二十三年七月一日は第一回の衆議院議員の選挙にて其委しきことは別冊衆議院の巻に出せども大同派は鵜

飼郁次郎を推し改進派にては益田克徳を立てヽ競争の結果は大同派の勝利となった 

   当選  二五七票   （大同派）  鵜飼郁次郎 

   次点  一二〇票   （改進党）  益田克徳 

 

●第一回衆議院議員の選挙［二十三年七月一日］［衆議院及内閣之巻］ 

明治十四年十月十二日の御詔勅により二十三年より開かれる国会則ち衆議院議員の第一回の総選挙は二十

三年七月一日執行さるヽのであるが当時我が佐渡には自由党即ち大同派と改進党の二派あったが選挙法の

実施は初回の事にて当選者の非常の名誉なることは云ふまでもなき事にて又郡内広く一般の名の知れ渡り

たる人ならざれば投票を集むることも亦困難である、爰を以て自由改進共に其候補を選定するには注意を

払ひしことならんが自由党にては本法にも既に数回名前の見ゆる鵜飼郁次郎は十数年前より政界に雄飛し

政治上に於ける佐渡唯一の功労者とも云ふべきであるを以て候補者とすべく其計画を進めつヽありしに改

進党にては相川出身にて新潟新聞の主筆であった小崎懋の周旋で相川の旧貫属にて東京に於ける我邦実業

界の大達者である益田孝の弟克徳を迎へて立候補せしめた 是れに就いては一つの理由があるのだ  

［以下、野沢卯市原稿、すべて採用している］ 

其頃我佐渡には官衙移転といふ大問題があった 夫は相川にあった郡役所其他の諸官署を河原田町に移転せしめんとの

問題（別冊官衙移転之巻に委し）で年々歳々県会の県議となって其都度通過はして居るけれ共 内務大臣の許可がなけれ

ば実行出来ないので移転派も非移転派も夫々内務省へ陳情運動なしつヽあった夫故相川出身の小崎は益田を衆議院へ送

り置けば此官衙移転阻止運動に役立つとの魂胆であったのだ 然るに佐渡の人達は夫等の事を知るや知らずや兎に角之

を歓迎せず孝の弟だからとて人も知らぬ名も知らぬ人を担ぎ込むのは面白くない 寧ろ児玉茂右衛門を擁立すべしとの

説が有力であったけれ共 結局幹部の決定したものだからとて渋々ながら同意はしたものヽ内心に不平を抱き居たヽめ

何れも熱意を持たなかった 
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其当時の選挙法は小選挙区制にて新潟縣は九区に分たれ定員十三人の処佐渡は第九区にて一人選挙有権者

は直接国税拾五円以上を納付する二十五歳以上の男子なれば佐渡三郡にて五百二十七人之れを当時の佐渡

三郡五十八ヶ町村に分別する時は左の通りである 

    投票域                    投票管理者 

相川町十八、金泉村一、二見村一             相川町長 

沢根町十二、五十里町十四、野田村十四          野田村長 

河原田町九、二宮村十八、平泉村十二           二宮村長 

金沢村三十六                      金沢村長 

八幡村八、金丸村十三、新町六              金丸村長 

三宮村二十四、真野村十二                三宮村長 

國中村十九、畑野村十九、小倉村五、栗野江村十五    栗野江村長 

北海村二、高千村四、外海府村三、内海府村二、内浦村三 外海府村長 

岩首村二、水津村一、富岡村七                       水津村長 

明治村二十一、河崎村二                 明治村長 

湊町三、夷町五、加茂歌代十三、梅津村五、羽吉村二     夷町長 

潟上組合（潟上村、田野沢村、正明寺村、吾潟村）九、長畝村十七 

      潟上組合村長 

長江村四、秋津村十三                  秋津村長 

大野村十八                       大野村長 

新穂村四十五                      新穂村長 

吉井村三十三                      吉井村長 

恋ヶ浦村四、小布施村二、千手村一、亀ノ背村三、川茂村三 小布施村長 

小木町三、岬村六、羽茂本郷村六             小木町長 

大橋村八、真浦村六、徳和村七、赤泊村四、三川村六、松ヶ崎村六 

     赤泊村長 

   合計五十八ヶ町村 五百二十七人 二十カ所 

 

斯くの如く少数にして尓かも記名投票にして殊に始めての選挙なれば独り党派の関係のみでなく種々様々

の縁故因縁を辿り有志者は草履がけにて手土産を持ち戸別訪問を為して運動することなれば事前に大体の

予測は難からないのであるが前にも記したる通り鵜飼は佐渡唯一の政党人故氏名を知らざる者は恐らく無

からん夫に引替へ益田は誰も知れる者なく餘りに気乗りもせざるのであるから鵜飼の評判は大したもので

あったが選挙直前六月二十九日の相川の米暴動は此選挙に影響を及ぼし鵜飼の不利になりはせぬかと（米

騒動の事は明治政党の巻に委し）則ち相川暴民が無辜の民家の家屋を破壊し暗に選挙有権者を威嚇せる態

度は心胆を寒からしめ後難を恐れしめて或は棄権し或は違約せぬかと自由党の人々は大に憂慮し警戒を怠

らざりしが当日に至りては形勢恢復の見込みなりしも猶懸念し居たるに開票の結果は案外にも益田は鵜飼

の半にも及ばざりければ改進党の悲憤に引替え自由党の喜びや察するに餘りありであった 

  当選  二五七票 （大同派）明治村 鵜飼郁次郎 

  次点  一二〇票 （改進党）東京  益田克徳 

此時第九区佐渡三郡の有権者は五百二十七人であったが各政党の幹部は其町村の有志者を案内者として風

呂敷又は手拭二本位の土産物を持ち戸別訪問して投票を依頼したものだ 
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本県定員十三人の当選者は右の通りである、即ち大同派十人で改進党は僅かに三人であった 

  第一区 一六二二（大）山際七司 

  第二区 一七〇〇（大）丹後直平   一七〇〇（大）加藤勝弥 

  第三区  九四三（大）高岡忠郷 

  第四区  六九〇（大）西潟為蔵 

  第五区 一四〇三（大）小林□七郎  一三九二（大）長谷川秦 

  第六区  五六一（大）松村文次郎 

  第七区  九二二（改）関矢孫左衛門  六八九（改）本山健治 

  第八区 一一八二（改）室孝次郎   一一四六（大）鈴木昌司 

  第九区  二五七（大）鵜飼郁次郎 

此選挙に出馬したる者三十人落選者十七名の内には改進党にては市島謙吉、樋口元周、久須美実三郎、山

口権三郎及益田克徳等知名の士が枕を並べて居る 

 

●新潟縣会に於ける佐渡官衙移転の決議 [一部の冊] 

官衙を國の中央へ引出したい立場にある原黒の鵜飼郁次郎は自由党の縣会議員なるが故に移転論者は自然

自由党に頼り 相川出身の新潟新聞（改進主義）記者の小崎懋氏や、移転されては困る処の五十里篭町の児

玉茂右衛門は改進党なれば相川人が改進党を力とすることは当然の事なるが当時越後改進党の山口権三郎

氏等は縣下の温厚なる大地主を改進党へ集むる手段として「同好ノ士ヲ需メ親睦ヲ図ルヲ目的トス」と標

榜して其実改進党の機関たる越佐同好会なるものを組織して会員を募集した、相川人は前記の小崎、児玉

氏等の勧めに依て此会に入会して官衙移転防止の金城とした、自由党の山際七司氏等は此の同好会に對抗

すべく自由主義なる越佐同盟会を設けたれば従来よりの関係上河原田の移転派は進んで加入し其目的を達

せんことを努めた、爰に於て此移転問題は立派なる党派問題と化してしまった 併しながら夫は新潟県会に

於ける越後議員だけで佐渡に居て直接利害関係あるものはそうではなかった、例せば徳和村の改進党県会

議員野沢卯市氏の如きは夫である、夫故県会では党派問題となって居たけれ共 地方関係のある佐渡の改進

党議員は移転を可とするが故に議場はイツも大多数を以て通過し一度も否決された事はなかったのである 

（以下、米暴動の項と内容同一、長文なので略す） 

[佐渡官衙移転に記事については、長三旧宅の幾つかの稿本中でも、一部の冊に掲載され

ている、長三は衆議院及内閣之巻と同様、佐渡官衙移転に関する記事を別冊としてい

たが、後にこれを取り止めたヽめと考えられる] 

 

●第八回選挙［二十三年七月七日］ 

二十三年七月七日執行したが別冊新潟縣会の巻に出す 

 

●第八回選挙［二十三年七月七日］［新潟縣会之巻］ 

二十三年七月七日執行の第八回選挙は内務大臣より解散を命ぜられたるために依るものなれば無論全員の

改選なるが七月一日の第一回衆議院議員の選挙に於ける結果は本県の定員十三名に對し改進党は僅に三名

なるに大同派は実に十名を獲得せる大捷の直後の事とて其の影響は県会にも及ぼし県会議員六十五名の中

改進党員の当選は僅に十三名なりしに大同派は実に五十二名の壓倒的多数となり佐渡に於ても定員七名の

処 改進党一名不明一名にて大同派は五名の当選を見た 

  雑太郡三名 
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     國中村  （大同）   池野最平 

     二宮村  （大同）   近藤吉左衛門 

        近藤は二十五年四月辞任に付補欠当選者は 

       澤根町  （国権）    笹井祥作 

     金沢村  （大同）   石塚秀策 

        石塚は二十四年辞任に付当選者は 

     河原田町 （大同）   高橋元吉 

  加茂郡二名 

     秋津村  （大同）   池田球造 

     梅津村  （大同）   市橋藤蔵 

        市橋は二十四年十二月辞任に付補欠当選者は 同人 

  羽茂郡二名 

     赤泊村  （不明）   田辺九郎平 

        田辺は二十三年十二月辞任による補欠当選者は 

       羽茂本郷村（改進）   海老名武十郎 

         海老名は二十四年三月辞任補欠当選者は 

       川茂村  （不明）   風間安右衛門 

   羽茂本郷村（改進）  中川勘太郎 

         中川は二十四年六月辞任補欠当選者は 

       西三川村（大同） 金子勘五郎 

右七名は抽籤を以て池野、近藤、池田、田辺の四人は二十七年の満期迄勤続し、石塚、市橋、中川の三人

は二条五年三月半期改選することになった 

 

●大同派の当選祝賀会［二十三年九月一日］ 

鵜飼郁次郎が第一回の衆議院議員選挙に於て壓倒的高点を以て強敵益田克徳を討ち破りて当選したるを以

て堀脩太郎、渋谷良折、児玉治平、近藤吉左衛門等発起となり、二十三年九月一日当選祝賀会を兼ねたる

懇親会を新穂川原亭に於て開きしに来会者百餘名、近藤吉左衛門の開会の挨拶に次で鵜飼の謝辞其他数番

の祝辞演説あり各地より祝電を披露し紅裙は酒盤の間を斡旋し会員の意気は恰も天に沖するが如く何れも

和気靄々の中に七時頃散会した（驚く勿れ当時の会費は僅かに十五銭であった） 

 

●羽茂郡の独立運動［二十三年九月二十四日］ 

明治二十三年五月十五日 郡制を公布され新潟縣は三十年一月より実施さるヽことヽなりしかば佐渡は従

来の通り三郡各独立すべきか将た合併すべきやの問題起りて羽茂郡にては町村長集会して協議の結果合併

せざるを以て得策なりとの説に纏まりしも雑太、加茂二郡の意見を聞かんとして小木町長赤塚左一郎外二

名を代表として二十三年九月二十四日金沢村植田六十郎方に二郡の町村長と会合せしめて利害の研究を為

さしめしも決定に至らず更に十月十五日相川町に三郡町村長会を開きて講究し其決定せる処を以て其筋へ

建白請願することヽ為して散会したが十月十五日相川町の会合には三郡が独立することに決議し其旨を建

議することヽなった、といふ話しはあれ共其後如何なる運動を為せしや今は之を知ることが出来ぬ 

 

●鵜飼郁次郎同志者を招待す［二十三年十月十日］ 
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鵜飼郁次郎は河野、山際等と同じく大同倶楽部に属する者であるが第一議会開会（二十三年十一月二十五

日）前に於て租税の軽減、政費の軽減等に於て已に議論あり為めに自由党員中意見合はずして脱党するの

問題あり、同志の山際七司等の態度も僅其傾向を煩はしければ彼れは其去就に苦しみ二十三年十月四日東

京を発して帰国し重立たる同志者を十月十日及十二日の二回中興の深山亭に招じて意見の交換をなし略其

諒解を得たるを以て喜んで帰京せしが集会せし有志者は左の人々にて今は何れも鬼籍に入りて現存せる者

は著者一人なるも其協議せし事柄は記憶に存して居らぬが集会せし人々は左の通りである 

池野最平、池田球造、石川寿作、市橋藤蔵、堀脩太郎、本間一松、本間村蔵、本間茂四郎、河原勝蔵、

高橋元吉、長野三忠、山本桂、児玉為丸、齋藤長三、三国源吉 

 

●同好会の解散［二十三年九月十五日］ 

前にも記したる通り同好会は表面非政治結社として組織しるものなれ共其事実は改進党にして選挙は勿論

萬般の事柄に於て公然として政治運動を為しつヽありしを以て二十三年九月十五日新潟縣知事より 

  同好会ヲ政社ト認ムル 

旨の通知ありたるを以て政社としては会員の内 実業家資産家方面の人々に支障を生ずる者もありて続々

退会するの傾向ありたれば遂に之を解散するの止むなきに至った 

 

●山際七司自由党を除名さる［二十三年九月十五日］ 

二十三年九月十五日愛國、大同、自由及九州同志の四派連合して立憲自由党を組織するや山際七司は常議

員に挙げられたるが彼れは國民自由党の組織に奔走斡旋せるを以て二十三年十月二十四日の常議員会に於

て「政務調査規則ニ服従セズ旦國民自由党ノ組織ニ奔走斡旋セリ」といふ理由の下に立憲自由党を除名さ

れた、意見の相違とはいひながら新潟政界の先覚者として洵に惜しむべきことである 

 

●越佐に於ける国権擴張の請願［二十三年十一月］ 

従来政府が条約改正を行はんとして数回失敗せることは当時の国情然らしむる処であるべけれ共 今や我

國は議会政治を布きたれば条約を改正し国権を伸張するには千載一遇の好時機なれば議会賛成の下に政治

を鞭撻せしめんとの事にて有志者は夫々計画しつヽありしが当時越佐同盟会の最高幹部たりし山際七司は

國民自由党に入り鈴木昌司は國民自由党に留り両者相反目對立するに至るや山際の竹馬の友たる小柳卯三

郎は主義の相違涙を揮って山際と分れた又主義を山際と同じくし最も懇意なる萩野左門は選挙区を顧慮し

て容易に同意を表せず、鵜飼又萩野と同一の態度を持したれば越佐同盟会は殆んど適従する処を失ひ僅か

に超然主義を唱へて同志の分裂を防止し居たる折柄なれば此国権擴張の請願書も越佐同盟会の名の下に調

印を纏め萩野左門外千九百九十三人となりしものを二十三年十一月、清水治吉、土田橘十郎の二人が上京

委員となり貴衆両院へ提出した（請願書は略す） 

 

●国民自由党の創立［二十三年十一月二十三日］ 

山際七司、八木原繁祉は前田案山子、遠藤秀景及熊本の佐々木友房、古莊嘉門其他の人々と相結び全國々

家主義の同志を糾合して之れが趣旨書を発表し 二十三年十一月二十三日江東中村楼に於て一大懇親会を

催ふし越て十二月二十一日其結党式を挙行し南蒲原郡の清水治吉は其幹事に挙げられた 
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●海底電線架設の建言［二十三年十二月一日］ 

前に記したる通り六月二十九日の相川の米暴動は僅かに二日にて鎮静したれ共 電信なきが為めに郵便の

報告を受けて発動したるものなるを以て三十名の警官は七月三日に、新発田の歩兵一個中隊は同五日に渡

来し六菖十菊の感があり、来りし者も手持無沙汰の有様であった 

爰に於て新潟縣会は同年の通常縣会に於て又々左の建議書を決議して内務大臣へ提出した 

 

   越佐間海底電線架設の建議 

北海数百里ノ濱港湾ノ克ク巨艦隊艟ヲ容ルルモノハ特リ我佐州ノ数港アルノミ而シテ佐渡ハ森々煙波ノ

間ニ屹立シ人口十四萬山ヲ涛海ヲ煮天然物ニ富ミ鑛山ノ如キハ全國其比ヲ見ズ故ニ内地ト運搬交通頻繁

ニシテ舳艫相望ミ実ニ北洋ノ一大要地タリ然ルニ一朝風伯ノ暴威ヲ逞シクスルアレバ運輸ノ利ヲ絶チ動

モスレバ旬日ニ亘ルアリ殊ニ冬季ニ際シ十月以降翌年三月ニ至ル間ハ風涛岩ヲ噛ミ楫ヲ碎キ危険ニシテ

大艦巨舶ヲ定繁スル能ハザルヲ以テ北海交通ノ船舶ハ悉ク佐州夷港ニ投錨シ貨物ヲ陸揚シ而シテ後風穏

□穏ナルヲ日ヲ待チ徐ニ内地ニ運輸スル半歳ノ久シキ公私緊急ノ事務ヲ欠キ百貨ノ平衡ヲ失シ彼是其観

ヲ異ニスルニ至ル越佐両国ノ人民ノ不幸蓋シ焉ヨリ甚シキハ莫シ爰ヲ以テ本会ハ屡其利害ヲ具陳シ越佐

海底電線架設ノ事ヲ建議スルモ未ダ採納ノ栄ヲ蒙ル能ハズ県下一百六十餘萬人民ノ毎ニ慨嘆スル所ナリ 

既ニ本年六七月ノ交佐州相川ニ暴民蜂起シ全國ニ波及シ其妨害ニ罹ルモノ七十餘戸良民堵ニ安ンズル能

ハザルモノ五昼夜現ニ蒙ル処ノ損害ハ幾方ナルヲ知ラズ、其惨毒名状シ難ニ遂ニ陸軍ノ出兵ヲ煩ハスニ

至レリ、此秋ニ当リ若シ海底電線アラバ警吏ヲ派遣シ禍害ヲ未萠ニ防過スル敢テ難キニアラザルナリ況

ンヤ、國家緩急事アラニ遭遇セバ則チ北門ノ鎖鍮ニシテ最急ニスベカラザルモノアラム 

閣下深ク両国人民ノ不幸ヲ恐察セラレ越佐海底電線ヲ速ニ架設アラムコトヲ本会ノ議決ヲ以テ謹デ建議

仕候也 

 明治二十三年十二月一日   新潟縣会議長 萩野左門 

    内務大臣伯爵 西郷従道 殿 

政府も爰に至っては地元負担金などを主張し居るべきにあらざれば開会中の帝國議会に左の予算を提出し

たれば衆議院の予算委員会は十二月二十五日に可決したが本会は翌二十四年二月十八日に通過して居る 

     佐渡電信線新築費予算 

一金五萬円 

  内訳 

金二銭七十八円六十銭八厘  佐渡陸線新築費 

金二十六円五十四銭二厘   寺泊局引込線 

金千二百円         ケーブル庫二カ所新築費 

金千九百円         官舎新築費（局員二戸建築官一戸工夫一戸） 

金二千二百八十二円五十銭  局舎新築費 

金三百四十円        通信機械付属品費 

金八百円          浮標二個代 

金一万二千円        浅海線四里代 

金二万五千円        深海線二十五里代 

金三千二百円        沈布費 

金一千七十二円二十五銭   旅費諸雑費 
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右原案に局舎即ち電信分局を一カ所とせしは総て電信は一日に百音信を取扱ふことヽならざれば収支相償

はざるものにて佐州の人口物産等に比して其見込立たざるより一カ所とせしものなりといふ然れ共 実際

一カ所にては将来の不便少なからずを以て鵜飼郁次郎は更に小木両津の二分局を増置せられたしと頗ぶる

斡旋する処ありしかば其後逓信省より郡役所へ二分局を増置の要否を照会ありしを以て二十四年三月十七

日三郡町村組合会にては臨時会を河原田町に招集して二カ所の増設費二千三百七十三円三十五銭は郡及地

元にて負担することヽし事務整理の為め鵜飼郁次郎、橘善吉、赤塚左一郎の三人を委員となし二カ所の分

局増設の請願書を提出せしめて爰に十数年の宿望を充すこと得たのである、但し両地元にては三百円づつ

を処出し残餘は郡の興産金の内より繰替へ支出した 二十四年九月一日相川町に二等電信局を設けて事務

を開始せしかば國民は十月十五日河原田の常念寺に関係諸員を招集して全國的に電信開通の大祝賀会を催

ふした 

 

●新潟縣會官衙移転の決議［二十三年十二月］[一部の冊] 

二十四年度則ち二十三年十二月の通常県会に於ては知事に於て移転経費に認可を與へざるならば今度は内

務大臣に移転を建議し之れが実現を速かにすべしとて左記の難儀を決議すると共に一面議長より知事に向

って建議書決議執行の談判を為すことは決議したるが其談判の結果は議長より議場に左の如き知事の答弁

を報告した 

知事 千田貞暁は議決の趣は承認すべきも目下都制実施について佐渡は合併の見込みにて調査しつヽ

あれば議決を結構せんことは予め明言し難し云々と述べたり 

郡政実施について三郡を合併せんとして調査を進めありしことは事実なれ共決議不認可を答へて縣会の攻

撃に逢はんよりはと甘く逃げたのである 

 

     佐渡官衙及監獄移転ノ建議書 

謹ンデ建議ス事縣下ノ利害ニ関スル大ナルモノアリ佐渡國相川裁判庁郡衙警察監獄ノ移転即チ是レナリ 

夫レ相川ノ地タル一國ノ西端ニ偏在シ政庁ヲ置クベキノ地ニ非ズ其レ然リト雖モ幕府ハ鑛山堀採ノ首脳

地タルヲ以テ奉行職ヲ派シテ其事ヲ管理シ民政ヲ兼攝セシムベキ為メ人民ノ不便ヲ顧量スルノ遑アラズ

政庁ヲ相川ニ設置センハ当時勢ヒ止ムヲ得ザルモノアレバナリ今ヤ鑛山ハ皇室ノ財産ニ帰シ政務ヲ別チ

管理ヲ異ニシ亦昔日ノ観ヲ止メズ此時ニ当リ裁判庁ノ如キ郡衙ノ如キ人民煩繁密着ノ関係ヲ有スル政庁

ハ宜ク其便利ヲ謀リ四通八達一國中央ノ地ヲトシ之ガ移転ヲ為サザル可ラズ 

抑モ維新以来相川ニ諸官衙ヲ設置シタルハ地理ニ従ヒ人民ノ便利ヲ謀リシモノニ非ズシテ幕府三百年政

庁ヲ置キタル旧慣ヲ株守継続セシニ外ナラズ是故ニ佐渡三郡人民ハ其位置偏偶ニシテ不便ナルニ堪ヘズ

□ニ郡衙ヲ一國ノ中心ナル雑太郡河原田ニ移転セラレンコトヲ或ハ三郡ノ臣民ヨリ或ハ三郡総合町村会

ヨリ本省及本縣ニ請願セシコト数回ナルモ終ニ裁可ノ栄ヲ得ズ佐渡一國ノ人民ハ明治照代ノ恩波ニ浴ス

ル人民ナリト雖モ尚以前幕府ノ餘弊ヲ受ケ相川諸官衙ノ下ニ棲息シ空シク其不便ヲ憂ヒ徒ニ其不利ヲ嘆

キ年々幾多ノ時日ト資財トヲ消散セザルヲ得ズ蓋シ人民ノ不幸之ヨリ大ナルモノハアラズ啻ニ佐渡三郡

人民ノ不幸ノミナラズ施政上ニ渋滞ヲ来シ施テ地方経済ニ影響ヲ及ボス亦鮮少ニアラザルナリ是レ本会

ガ茲ニ此建議ヲナスノ所以ナリ 

過グル明治二十一年度ノ会議ニ於て適々縣知事ハ相川監獄ヲ同所字山之神ニ移転スルノ議案ヲ発セリ本

会亦之ヲ可決シ将ニ起工セントスルニ際シ監獄新設地ト裁判庁トノ間ニ数百尺ノ峻坂アリテ行通車馬ニ

便ナラザルヲ発見シ他ニ移転地ヲ索ムルモ相川ノ地形タル山ヲ負ヒ海ニ枕ミとぢ狭隘ニシテ監獄設置ニ

適スル所ナク遂ニ移転ヲ中止スルニ至レリ本会ハ翌明治二十二年度ニ於テ郡衙警察監獄ヲ河原田ニ移転
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スルノ経費ノ決議ヲナスト雖モ理事者ノ容ルル所トナラズ二十三年尚ホ同上ノ決議ヲ為スモ再ビ不認可

セラレタリ 

相川各政庁ヲ河原田ニ移転セラレンコトヲ望ムハ特ニ本会ガ前議貫徹ヲ謀ルノ意ニ出ルモノナランヤ佐

渡國人民ノ渇望シテ日夜惜ク能ハザル所ナリ是ヲ以テ河原田ノ相川ニ比シ官民共ニ便且益ナルハ□々ノ

弁ヲ俟ズシテ明カナリトス 

向ニ監獄移転ヲ中止シ今日ニ至ルモ実施シ能ハザルハ畢竟相川ノ適地ニ非ザルガ為メノミ本会ハ再ビ移

転ノ経費ヲ決議シ再三不認可ノ不幸ヲ見ル是レ本会ガ謀リ佐渡相川ノ裁判庁郡衙警察監獄ヲ河原田町ヘ

移転セラレンコトヲ閣下ニ請ヒ裁可ヲ待テ更ニ地方負担ニ属スル経費ノ議決ヲ為サントス冀クハ閣下深

ク佐渡人民ノ不便不利ト将来ノ利害ヲ洞察セラレ採納アランコトヲ 

右本会ノ議決ヲ以テ謹ンデ建議仕候也 

  明治二十三年十二月   新潟縣会議長 萩野左門 

    内務大臣伯爵 西郷従道 殿 

 

右建議の実行を促さんが為め委員を上京せしむることを決議し鈴木昌司、山際七司の二人を委員に選挙せ

しに同人等は二十四年一月上京したるが同年三月の臨時縣会に左の如く報告して居る 

郡衙移転ノ事タル之ヲ認可セバ全國中際限ナシトノ理由ヲ以テ内務大臣ハ一切認可セザル方針ヲ採リ居

レリト聞ク依テ縣治局長ニ面会シタル上、佐渡郡衙ノ移転ニ就キテハ特別ノ事情アルモノニテ縣知事モ

已ニ同意ヲ表シ居レリ但シ之ヲ佐州ノ人民ノ意向ニ諮ヒ之ヲ越佐間ノ関係ニ観、将又縣会ガ従来佐渡ニ

於ケル諸般ノ事実ニ對シテ協賛ヲ與ヘタル所以ヲ尋ヌルモ概ネ河原田ヲ中心トシアルコトヲ縷々陳ジタ

ルニ局長ハ、未ダ知事ヨリ具申セルモノニアラザレドモ知事モ追テ上京スルコトニナリ居レバ其際熟議

ヲ遂ゲタル上何分ノ詮議ニ及ブベシト答エラレタリ 

と報告し次に知事よりは 

理事者ハ一月四日付ヲ以テ上申シタルニ同月十八日ヲ以テ詮議ニ及ビ難シトノ指令アリタリ 

ト説明シタリ 

此時同盟会を代表して齋藤長三が両議員に随伴して上京し二週間も滞在したれ共 何等の土産もなかった 

斯くの如き有様であるから二十五年度則ち二十四年十二月の県会にも此問題の議場を通過せしことは言ふ

までもないことであるけれ共 惜しいことには其書面が見あたらぬ 

 

●第一期議会［二十三年十二月二十五日］［衆議院及内閣之巻］ 

二十三年十二月二十五日を以て第一期の議会は招集された 是れ政府が明治十四年に居れる大詔の約を履

めるものにして我が政党史の前半を終始したる議会開設の運動は爰処に至って完全に其目的を達したので

あるが議会は何事もなく無事に閉会した 

 

昭和十八年十一月一日        （非売品） 

        新潟縣佐渡郡二宮村大字石田八十四番戸 

          著作及兼印刷発行者 齋藤長三 

 


