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佐渡政党史稿 明治政党之巻（終） 第四号 

自明治三十三年十二月、至明治四十五年七月 

 

●高橋、鵜飼を伴い新潟に渡航せんとす［三十三年十二月一日］ 

明治三十三年十二月一日 高橋元吉は鵜飼郁次郎を伴い新潟へ出でヽ末松謙澄に会見せんとして出航せる

も風浪のため果たさなかった 

鵜飼郁次郎は佐渡に於ける政党の古参功績者にして始め自由党にして大同団結に加わり後国権党に属し保

守的思想を持てる者であって改進党とは倶に天を戴かずなどと常に豪語していたのであったが 第一期議

会を了し第二回議会の直前 民憲両党の区別を明らかにするに方り 国策意見の相違より旧政友と立場を異

にし 時勢の変遷、時代の進化、心境の移動、離合集散は致し方なく 政界の事は昨是今非殆ど常識を以て

評すべからず 種々の境遇を彷徨したものだ、当時本間一松等の旧友は彼れの去就について大いに議論を戦

はし論争したれ共 彼は旧来よりの□□ありし自由党を忘るヽ能はざりしにや党派以外には常に自由党員

に接近し自由党員亦尓り常に喜々として手を握り合って居たのであった、夫故自由党員は寄ると触ると復

党を勧めたのであったけれ共 彼れ中々に剛腹にて應諒せないけれ共、高橋元吉等亦執拗倦まず逢う毎に勧

誘止まざりければ彼も心中稍々寂寞を感じつヽありし折柄とて心窃かに何事も時期あれかしと待つものヽ
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如き態度ありしが適々内務大臣 末松謙澄、立憲政友会新潟支部発会式の為め新潟県に来るを以て県下同志

の士之を行形亭に迎えて歓迎の宴を開かんとするの計画あり 高橋等は之を好期とし名を末松歓迎に託し

て彼れを新潟に誘い末松をして之を説かしめんと則ち鵜飼に面会して末松歓迎の為め新潟に同行せんこと

を勧む 彼始めは躊躇したりしも高橋等の勧説大いに努めたりしかば彼れも何事か期する処ありとみえ遂

に同行すること□□新潟支部発会式の前日即ち三十三年十二月一日両津より乗船した。果たして鵜飼が末

松に会見せば旧友と相携へて政友会に入るや否やは未定の事に属すれ共 高橋が已に彼れと同行すること

となりたれば必ずや末松をして之を説くかしむべく末松亦進んで之れに應じ百万説き伏せざれば止まざる

べく、鵜飼と雖も之を知らざるの訳なけれ共 末松等の勧誘強硬なりし為め是非なく之れに應じたりとの口

実を設くるの意志ありしにはあらざりしか兎に角高橋は吾輩あれりの意気込みにて船中最も得意の有様な

りしが船信濃川に至りしに風浪高く入る事が出来ぬ、当時新潟港は今日の如き設備なかりし為め河水の流

失に□□の打込みは最も烈しく到底見込みなしとの船長の言葉に高橋は痛く残念の思ひたれ共 如何共仕

方なく東の空を睨みながら遂に空しく引返すの外なかった、若し此時末松鵜飼高橋の三人鼎座談合せしな

らば或は佐渡の政界に何等かの異変を来せしかも知れなかったのであった 

 

●自由党員の新年宴会［三十四年一月六日］ 

明治三十四年一月六日、金澤村尾花崎小原楼に自由党の新年宴会を催し 齋藤長三開会の主旨を述べ本間一

松は政友会の創立及び県会の経過を報告し 政友会入会勧誘の方法並に三十四年度収支予算を採決し次に

本郡町村は従来小に失し自治の本分を尽くす能はざるを以てこの際大合併せしむるは緊急問題なるが能に

委員を選び充分調査を為したる上当局に向って建議することヽし委員には児玉甚右衛門、本間一松、北見

賢治、池田球造、風間安右衛門、齋藤長三、野方平作、高橋元吉、本間雄次郎、池野最平の十名を挙げて

宴会に移り席上数番の演説あり数名の紅裙は盃盤の間を斡旋し快談壮語充分の歓を尽くして散会せしは午

後十時過ぎなりし 

 

●佐渡自治会の決議［三十四年三月十八日］ 

中山小四郎、高橋元吉、の主唱にかかる町村分合問題に関する協議会は三十四年三月十八日 金沢村中興 深

山助五郎方に開会せり 出席者は後藤五郎右衛門、山本傳十郎、高橋儀次郎、中山小四郎、高橋元吉、池田

球造、齋藤長三、河辺源太郎、池襄一、本間一松、尾畑実、石井亀太郎、森知幾、其他数十名にて高橋と

中山は先づ主唱せし理由と其原案を示し之れに就て討議せしが之れが実行手始めとして先づ委員七名を選

挙したるに 

森知幾、中山小四郎、高橋元吉、本間一松、山本傳十郎、後藤五郎右衛門、池田球造 

当選し該委員は郡長並に参事会員及其他へ向って協議会の意見を陳述して賛同を求むることヽし更に本会

をば佐渡自治会と名称し町村分合の結了するまで継続することに決し同夜十二時散会した 

其後委員は郡長其他とも会見協議したることをきヽたれ共 結局を知ること能はざりし 

 

●新潟縣代議士の復党問題［三十四年五月二十四日］ 

曽て増税案に反対なりとして憲政本党より脱党したる磯部八五郎を始め所謂新潟組と称せられたる本縣代

議士の復党問題に就き 三十四年五月二十四日 憲政本党新潟支部評議員会を開きたるが申す迄もなく一同

復党する事に決したる筈なるも更に翌日大隈伯の新潟に来らるヽを待って一応の意見を扣き以て復党に確

定する筈なり、と佐渡新聞は報じて居るが其後の事は聞かぬ 
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●大隈伯の来越［三十四年五月二十四日］ 

大隈伯は予定の如く三十四年五月二十四日 午前高田に着して東京専門学校上越校友会茶話会に臨み並に

歓迎会一場の演説を為し翌二十五日午前高田を発して新潟に至り行形亭に暫時休憩の上専門学校校友会に

臨み翌二十六日縣立学校運動会を参観し正午十二時より行形亭鳥居館を合併して会場と為せる縣下有志者

の大招待会に臨み一場の演説なりたり、同伯一行の人々は波多野傳三郎、市島謙吉、三枝森富、大石熊吉、

久松及入江の両県令の外に従者一人 早川富五郎の八名にして尚又帝國通信社長 竹村良貞、報知新聞記者 

上島長久、朝日新聞記者 古我雅芳、専門学校校友 羽田知隆等随行せり、而して高田新聞記者 関美太郎、

越佐新聞記者 小宮山龍蔵等も新潟へ随行したり、二十七日新潟を発し長岡の真澄亭に於て催ふす同地の歓

迎会、二十八日柏崎西光寺に於ける歓迎会に臨み帰京の途についた 

 

●第十一次桂（第一次）内閣成立［三十三年六月二日］ 

三十三年十二月招集の第十五期議会に提案せる各種の増税案は挙党多数の威力を持って容易に通過を見た

が貴族院にては委員会に於て否決したるも詔勅降下を以て原案の侭可決したるも其後の財政計画に関し閣

内の不統一を来し 五月二日伊藤首相は辞表を捧呈し枢密院議長 西園寺公望が一時総理大臣を兼ねたが六

月二日第一次桂内閣が成立した 

 

内閣総理大臣 桂 太郎    外務大臣 兼 曽根荒助 

内務大臣   内海忠勝    大蔵大臣   曽根荒助 

陸軍大臣   児玉源太郎   海軍大臣   山本権兵衛 

司法大臣   清浦奎吾    文部大臣   菊池大麗 

農商務大臣  平田東助    逓信大臣   芳川顕正 

 

●鵜飼郁次郎の逝去［三十四年九月二十七日］ 

佐渡政党の先輩元代議士 鵜飼郁次郎は病気の為め新潟病院に療養中なりしも薬石効を奏せず三十四年九

月二十七日遂に倒れた、年僅かに四十九歳当時夫人は東京浜田婦人科病院に在りて一週間以前に病死し長

男重雄及び其妹菊枝は其の遺骨を焚き来たりしも鵜飼も命目石に迫り居たりしを以て之を秘し居たのであ

ったが一時は佐渡の政界に雷鳴を轟かせし彼も晩年は不遇の情勢にて英雄の心境は乱れて糸の如きであり

しことを思えば感無量であった 

当時 齋藤長三はが其訃に接するや急ぎ駆けつけて弔うたが、の上田良平も同じく飛んできて死せる鵜飼の

手を取って嗚呼君は已に我党の人であったというて泣いた、蓋し将に政友会に入らんとせるの情勢ありし

を知ればならん 

 

●新潟に於ける鵜飼の仮葬［三十四年九月二十八日］ 

三十四年九月二十八日 新潟市西堀通六番町北山洋光寺に於て鵜飼郁次郎の仮葬を執行し同人生前の知

己友人にして新潟に居りし者は午前六時より参集して厳かなる仏式を行ひ萩野左門、憲政本党新潟支部

（柏倉一徳代読）在新潟佐渡人惣代□□等の弔詞あり衆僧読経の中に親戚及会葬者の焼香ありて同八時

半粛々として柩を白雲郷に送り一遍の荼毘に附し遺骨は令息重雄氏及親戚等護り十九日郷里明治村へ帰

り 十月一日本葬を執行せるが新潟の仮葬に来られしは知事 柏田盛文、新潟市長 鈴木長蔵、前代議士 大

竹貫一、憲政党幹事 萩野左門、外参事会員 田村寛一郎、同 平松遮那一郎、同 野沢卯市、高等女学校

長 柏倉一徳、今泉澤次郎、関矢橋太郎、永井友松、片桐左一郎、長谷川相資、石崎佐一郎、鳥井諦次郎、
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本田寛吉、三島志武、小林門平、山際敬雄、久保田重太郎、本間三治、太田彦治、児玉茂右衛門、深見

善次、伊藤亀太郎、羽田清次、齊籐八郎平、森知幾、中川敬忠、柏倉八重子、中山千代子、茨城五郎、

齋藤長三、渡辺栄太郎、猪坂亮、長井千尋、藤沢利七郎、山田穀城、杉山熊太郎、長谷川俊平、浜松茂

樹、近藤義郎、齊籐久吉、酒井醇太郎、渡辺襲、修理磯吉、廣橋足穂、榎武吉、風間儀太郎、高野莊太

郎、加藤政治の諸氏にて萩野左門の弔詞は左の如し 

 

鵜飼郁次郎君逝ク萩野左門友人一同ニ代リ謹ンデ君ガ在夫ノ霊ニ告グ 

我輩、君ト志ヲ同フシ行ヲ一ニセルモノ政見ニ於テ私行ニ於テ二十年来敢テ諭ル所アルナシ君ノ一生

ニシテ傳フベキモノアリトスレバ是ヲ傳フル者君ヲ知ルコト尤モ深キ我輩ノ措テ他ニアラザルナリ 

君ハ県会議員トシテ県政ニ力ヲ尽シ代議士トシテ国政ニ力ヲ尽セリ、而シテ君ノ尤モ力ヲ用サシハ外

交問題ナリ、藩閥打破ハ君ノ□論ニシテ又我輩ノ素論ハ対外硬ハ我輩ノ宿論ニシテ又君ノ宿論、君代

議士トナルヤ我外交ニ就テ特ニ詳密ナル調査ヲ遂ゲ同志ト共ニ無為無能ナル時ノ内閣ニ対シ熱血ヲ注

デ抗争スル所アリシハ我輩ノ今ニ忘ルノ能ハザル所ナリ、尓来君志ヲ政界ニ絶チ専ラ郷里ニ於テ閉日

月ヲ送レリト雖モ而カモ一片耿々ノ念廃スベカラザルモノアリ是ヲ以テ時ニ一言ニ文ニ我廃ニ提醒セ

ルコト一再ニ止マラズ我輩亦他日更ニ大二君ト計ル所アラント予期セルニ今ヤ君忽焉トシテ白玉楼中

ノ人トナル同人ノ痛恨胡ゾ堪エム 

外交問題ハ君ノ尤モ心血ヲ注グ所今ヤ時局ヲ顧レバ欧米列国ノ勢力ハ漸次東亜ヲ壓シ来リ外交ノ中心

点ハ全ク極東ニ集中セルニ拘ハラズ我国ノ外交ハ常ニ一等ヲ輸セントス是レ志士力ヲ効スベキノ秋ナ

リトス、是ノ時ニ当リ君ノ遠逝ニ遇フ独リ我輩ノ不幸タルノミナラズ抑モ又家国ノ不幸タラズンバア

ラズ君既ニ逝ノ其□□ヲ継デ現下ノ難局ヲ度スル者是レ我輩ノ力ムベキ任務ニシテ而シテ又君ノ霊ヲ

慰ムル所以ナリト信ズ、我輩今君ノ霊ニ対シ感極テ言フ所ヲ知ラズ在天ノ霊尚ホ享ケヨ噫哀哉 

（筆者長三曰ク、本弔九行「尓来君志ヲ政界ニ絶チ」ノ上ニ落字ナキカ） 

 

斯てに月九日鵜飼氏夫妻の遺骨（此時夫人は病の為東京にて死亡し不思議にも遺骨の来たりし時に鵜飼

も死亡した）送致者は遺子重雄、同まつ、佐藤しげ、青木永太郎、児玉茂左衛門、吉野栄五郎、羽田清

次、の七名にて越佐汽船会社にては第五度津丸の上等室を右遺骨送致者の室に充て哀悼の意を表したり

と 

十月一日明治村に於て執行せし鵜飼夫妻の本葬儀は午前十一時棺前に於て僧侶の読経ありて後自宅出棺

先づ政友の寄贈にかヽる銘旗一對次は提灯次に造花一對次に白蓮一對（共に政友の贈られしもの）次に

僧侶次に位牌次に亡夫人の霊柩次に亡鵜飼の霊柩次に嗣子重雄次に提灯次ぎに親族政友知己会葬者と順

次閑々として湊町を練り勝廣寺に到り爰にて葬儀を挙げ先づ釈尼妙理（夫人）次に法輪院釈吼霊の棺前

に於て格別に読経し次に明治村村長柳屋兵次、政友惣代市橋藤蔵等の弔詞あり各地よりの弔詞弔電は藤

井應吉 之を代読し夫より親戚会葬者一同の焼香ありて全く式を終へしは午後一時なり、当日会葬者の重

なる者は高橋元吉、山本悌二郎、石塚秀策、山本傳十郎、本間一松、植田五之八、高橋仁作、玉置清丸、

齊籐八郎平、守屋泰等無慮三百餘名なりき 

更に同人の作詩二首を得たれば左に記す 

      獄 中 作 

［漢詩略］ 

 

三十五年一月九日の佐渡新聞の「なぐりがき」欄に岩木秤陵の談話として 
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明治三十五年は下は町村会より郡、県会の改選まで一度にかちあった年だから定めし政治屋といふ連

中は忙しいことだらふと思って居ると其外に活気のないようじゃ △夫も其筈で鵜飼逝き島倉病み 

アトは何れもドングリの背比べで、あれではテンデ角力にもなるまいて △鵜飼は少偏狭な所もない

では無かったが兎に角自称政治家連中とは自ら撰を異にし、何処か超然と群を抜いている所があった 

△彼れが十五六の腕白盛りで湊の溟北塾に居た頃の事じゃそうな △塾の既定では朝だけは必ず粥を

食わねばならぬ定めであった所、鵜飼は天性粥が大嫌ひで何としても夫を食ふことが出来ぬ △そこ

で彼れは言をまげて朝に限り断食して空腹を忍んで居たが、遂には夫が習慣になって後年になっても

大抵は二食で済ます事が多かったそうな △夫から彼れが新潟の師範学校に居た頃はそれはそれは手

の附けられぬ乱暴者で、或時同窓の会津藩士と口論の挙句に会津侯を誹謗したとか、せぬとかで大喧

嘩を始めた △其頃は維新を距る遠からず学生中にもまだ中々武士気質の残って居る時で殊に会津藩

士と来てはイザと云へばスグヒッコ抜き兼ねぬ連中が多かった △夫で彼等は鵜飼に失言を謝せもし

謝さなければ斬って仕舞ふとまで嚇かしたそうじゃ △此時同窓であった岩木などは相手が相手だか

ら、とういふ間違ひがあるまいとも限らぬ非常に心配して種々調停を試みたが鵜飼は平気の平左でナ

ニ奴等の鈍刀で俺の首が切れてたまるものかと、何処を風が吹くかというような顔で済ましていたそ

うナ △それで会津の先生達もトウトウ我を折ってそれなりグヅグヅに泣き寝入りになって仕舞った

が △一寸の事ながらコウ云ふ藝は今の先生方にはチト覚束無い方ぢゃろうナ 

 

鵜飼は圓山溟北の門人にして漢籍を修めし者なるが其の割合に彼の作詩を知らず適々一詩を得れば左に記

す 

     老  将 

    ［漢詩は略す］ 

 

当時の佐渡新聞に左の如きことを載せてあった 

鵜飼が逝った時、非常に落胆失望したのは、彼の門下生よりも、進歩党員中の親しい政友よりも、却っ

て反対党の高橋元吉であったそうな ○元来鵜飼という男は存分頭の緻密な癖に、放胆で磊落で、セセ

コマシイ小細工など大嫌いにも係わらず、巾着切り見た様な策工の多い進歩党に擁せられたのだから、

イツモイツモ苦い顔ばかりして居たそうな ○ココを見て取った高橋は早くも彼に結ぶの利を悟り、両

人の間は何時の間にやら肝胆相照らし、同気相求むるという至極濃厚交情になったそうじゃ ○此の結

果はいうまでもなく、機を見て鵜飼が国権系の一派を挙げて自由派に走ると同時に、高橋は同勢力を利

用して哀々たる自由派に局面展開を試みるつもりであったらしい ○風波に妨げられて果たさなかった

が、鵜飼が政友会の総務委員末松謙澄と新潟に会見を企だてたも、逝去の数週間前に、進歩党へ対し脱

会届を出したも、皆此間、暗黙の契合を証拠立て居る ○斯る苦辛惨祖の画策も鵜飼の逝去と共に悉く

水泡に帰してしまったのだから、当時、高橋の苦悩は実に察するに餘りありて、恐らく我事去れり□と

箸を抛り出して嘆息をしたであらう云々 

実に然り高橋の鵜飼を新潟に誘はんとせし事は本号第一頁にある 

就て之を見れば此新潟記事の真相が分かる 

 

●県下町村分合［三十四年十月］ 

三十四年十月、本県下に町村大分合が行はれた 

我が佐渡三郡の町村数は往古より相川町内の町名を除きて二百六十七ヶ町村でありものが随時若干の分合
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はありたれ共 二十二年に大分合を実行されて五十八ヶ町村に纏められたが更に三十四年には之を約其半

数の二十六ヶ町村の半数に縮小を断行せられたのであった 

当時県庁の発案せる中で反對を唱へし重なるものは 

下相川を相川町へ  加茂歌代の一部を夷町及湊町へ、 の合併 

河原田、八幡の二カ所と二宮村の一部を合併 

等であった様だ、県庁の発案には素より党利党略のあらふ譯はなけれ共 恰も憲政本党の野沢卯市が県参事

会員であったヽめ自党の利益のみを考へて組合はせを為したのであると声を大にして反対したものだ、則

ち下相川にては有田秀蔵、加茂歌代にては榎武吉、市橋卯一郎、八幡村の村岡藤蔵、金子吉四郎、二宮で

は齋藤長三、近藤仲蔵其他多数が屡々出縣して縣当局に陳述し参事会員の野沢等を訪問して運動に努めた

れ共 縣参事会にては知事案（多少の修正はありたれ共）を可決したれば前記の人々は上京して内務省に陳

情したれ共 何れも採用ならざりしが独り二宮村の異議は採用されて河原田、八幡、二宮の三ヶ町村は合併

ならずして何れも旧来の如く据置独立したのである 之れに対し八幡村は二宮村を除外して河原田町への

合併は反対なりと唱へ、二宮村にては其村の大字石田及中原の名かを分割して或る小字のみを河原田町へ

合併せしむるこそ党利党略によるものである二宮村全部若しくは大字石田の全部又は中原の全部を合併せ

しむるものならは決して異議を唱へさせれ共 大字石田、中原共に其小字の或る部分のみを分割することは

土地共有権或は水利の関係其他総ての旧来の刊行等にも支障を来たすこと尠少ならざるを以て旧来の如く

独立据置を希望するとの事なりしかば此組合のみは独立据置と決定し合併町村は二十六ヶ町村であったが

其町村は左の通りである 
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現在町村名 

(34年廃合) 

大

字

数 

大字名（往古ヨリノ町村名） 22年廃合 

町村名 

高千村 11 石名、小野見、北田野浦、高千（高下、千本）入川、北立島、北川内 高千村 

石花、後尾、北片辺、南片辺 北海村 

金泉村 ６ 戸中、戸地（戸地、同炭屋町） 

北狄、姫津、達者、小川 金泉村 

 相川町 78 下相川 

相川町（七十三ケ町名略）、羽田村、下戸村、海士村、鹿伏 相川町 

二見村 ６ 大浦、高瀬、橘、稲鯨、米郷、二見 二見村 

 

沢根町 

５ 沢根町、沢根村 沢根町村 

五十里篭町、五十里、（五十里本郷、西五十里、東五十里、田中）五十里茶屋

町 

五十里町 

野田村 ３ 山田、青野、窪田村 野田村 

河原田町 ３ 本町（河原田本町、大阪町、塩屋町）、諏訪町 河原田町 

八幡村 ３ 八幡町、八幡新町、八幡（上八幡、下八幡、辰巳） 八幡村 

二宮村 ８ 石田、中原、上長木、下長木、上矢馳、市野沢、二宮、真光寺 二宮村 

 

金沢村 

６ 平清水、泉（和泉、牛込、當野平、下矢駆） 平清村 

中興（藤津、中興、下中興） 

千種（大和田、西方、本屋敷）、新保、貝塚 

金沢村 

 

 

吉井村 

13 大和（舟津、横谷、馬場）吉井（吉井上町、吉井下町）、吉井本郷、安養寺、

立野、三瀬川、水渡田 

吉井村 

上横山、下横山、長江 長江村 

秋津（釜屋、篭米）、潟端、旭（細屋、青竜寺） 秋津村 

 

 

 

新穂村 

15 潟上（潟上村ヲ分割シタル上潟上ノコトナリ） 潟上村 

田野澤、 田野澤村 

正明寺、 正明寺村 

長畝（長畝、谷塚、二方潟） 長畝村 

新穂、北方、下新穂、上新穂、井内、青木、瓜生屋（瓜生屋、善光寺） 新穂村 

大野、武井 大野村 

舟下（舟代、下村）、皆川 國中村 

 

 

畑野村 

15 目黒町、 

安國寺、寺田、畑野（畑野、細本郷）、大久保、河門内 畑野村 

猿八、長谷、小倉 小倉村 

坊ヶ浦、栗野江（三十二〆、二十五〆） 栗野江村 

畉田（北村、馬場）二宮、後山、宮浦 三宮村 
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赤泊村 

12 下川茂、上川茂、外山 川茂村 

真浦、柳沢、新保、大杉、杉野浦 真浦村 

赤泊 赤泊村 

徳和 徳和村 

三川（腰細、山田）、筵場 三川村 

金丸村 ４ 岩首、東鵜島、柿野浦、豊岡（尾戸、小浦）、立間、赤玉、蚫 金丸村 

水津村 ６ 東立島、東強清水、野浦、月布施、片野尾、水津 水津村 

 

河崎村 

11 原黒、住吉、城腰、下久和、久知川内 明治村 

河崎（河崎、三分ノ一）、椎泊 河崎村 

両尾、羽二生、大川 富岡村 

吾潟（潟上村ヲ分割シタル下潟上ノコトナリ） 吾潟村 

松ヶ崎村 ４ 丸山、河内、多田、松ヶ崎 松ヶ崎村 

 

真野村 

16 金丸（金丸、金丸本郷）四日町、長石 金丸村 

竹田、大川、阿佛坊、國分寺、名古屋、吉岡、真野 真野村 

新町（新町、田町）、 新町 

豊田（渋手）滝脇、背合、静平、下黒山 恋ヶ浦村 

 

西三川村 

８ 大小（大須、小立）、田切須、大倉谷（大立、倉谷）椿尾 

西三川（西三川、笹川、高崎） 

小布施村 

小泊、亀脇、村山 亀ノ背村 

 

小木町 

17 小比叡、小木町、堂釜、井坪、琴浦、小木村 小木町 

宿根木、金田新田、強清水、犬神平、深浦（白木、沢寄）、江積、 

田野浦、木流、木野浦、大浦 

岬村 

 

羽茂村 

８ 大橋（西方、清士岡）、大石、三瀬（赤岩、野崎、大泊）、 大橋村 

羽茂本郷（羽茂、羽茂本郷）、上山田 羽茂本郷村 

大崎、滝平 千手村 

 

両津町 

４ 湊町、 湊町 

夷町（夷、夷新町）、 夷町 

加茂歌代（小字、谷地、浜田、福浦） 加茂歌代村 

 

 

加茂村 

13 加茂歌代（前三字ノ残部全体） 

梅津 梅津村 

羽吉（羽黒、吉住）、 羽吉村 

椿、北五十里、白瀬（白瀬、小松）、玉崎（玉川、坊ヶ崎）、和木、 

馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見 

内浦村 

内海府村 ５ 黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎 内海府村 

外海府村 ９ 願、北鵜島、真更川、岩谷口、五十浦、関、矢柄、小田、大倉 外海府村 
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以上を合計すれば往古よりの町村は三百四十ヶ町村（二三不明の点あれば夫れだけ合計に相違ある）の処

其後随時廃合ありて今日大字と唱へ居るもの二百九十一（此内へ相川町の七十三ヶ町も加はり居る）にて

明治二十二年廃合の時は五十八ヶ町村なりしを三十四年の廃合には二十六ヶ町村となりしを翌三十五年、

野田、二宮の両村は任意合併して二宮村（大字十一）となりたれば現今の二十五ヶ町村となったのである 

 

●新潟県進歩党の組織［三十五年三月十五日］ 

三十五年三月十五日 本県にては憲政本党新潟支部を解散して新たに新潟県進歩党と称する地方団体を組

織した 

是より先、三十三年十二月二十五日の第十五期議会に於て伊藤内閣の財政問題に對して憲政本党にては賛

否両論あり採決の結果多数を以て之れに賛成せんとするや反対の三十四代議士は三十四年二月十五日に連

袂脱党して三四倶楽部を組織するや本県選出の九代議士（本郡の磯部八五郎も此中に在り）は何れも此三

四倶楽部に加入し居たりしも憲政本党新潟支部の名称は持続し居たりしが十二月二十四日、室孝次郎を除

く以外の八代議士は新潟白山偕楽館に集会して左の決議を為した 

一、 新潟縣は独立して新たに団体を組織する事 

一、 八名の代議士は新団体の組織成立するまで従来の方針を取る事 

一、 新団体の成立後は其決議に基き一致の進退を為す事 

而して三十五年三月十五日午後一時より新潟の島清館に於て憲政本党新潟支部の臨時大会を開きしに出席

者六十餘名に萩野左門 開会の挨拶を為して田村寛一郎を座長として憲政本党との関係を絶ちて新潟支部

を解散するの決議を為した 

夫より引続き新政党の組織会に移り田村寛一郎を座長とし発起人惣代として萩野左門 新政党樹立の演説

を為し名称を新潟縣進歩党とし漸減、宣言及党則を決議し役員を定めた 

  

    宣   言 

帝國憲法発布以来茲ニ十有之年議会ヲ開クコト十六回静ニ之レガ経過ノ蹟ヲ顧レバ効果固トニ少ナカラ

ズト雖モ閥族専権ノ積弊未ダ脱セズシテ各人ノ権利自由ハ尚全カラザルモノアリ行政ニ刷新スベキモノ

財政ニ整理スベキモノヽ如キ亦未ダ緒ニ就アラザルノミナラズ却テ議会自ラ其弊ヲ助長スルノ実情ヲ見

ルニ至レリ豈慨嘆ニ堪ユベケンヤ 

又政党ノ行動ヲ察スレバ多クハ是レ権勢利禄ニ競争シテ一時ヲ糊塗スルヲ常トシ其多数党ナルモノハ国

務ノ公ヲ以テ党派ノ私ニ殉ジ少数党亦断乎トシテ其主張ヲ遂グルコトヲ為サザル等時事看策レバ迷惑止

ム能ハザルモノアルナリ 

我輩同憂ノ士時局ニ鑑ミ将来ニ慮リ第十六回ノ始メニ当たり政党合同宿弊革新ヲ標榜シテ中央政界ニ努

力スル所アリシト雖モ遂ニ成功ヲ見ル能ハザリシハ畢竟時機ノ未ダ熟サザルモノアリテ然ルコトヲ信ズ、

只夫レ我ニ主張アリ我ニ見地アリ従ウニ躁急盲動熟セザルノ運機ニ於テ旬合スルコトヲ為サズ、政界ノ

一角ニ拠リテ以テ其主張ヲ遂ゲンコトヲ期シ断然既成政党ト関係スル所ナク爰ニ新潟進歩党ヲ樹立シテ

其趣旨スル所ノ要領ヲ衆白ス 

 

   要   領 

一、政弊ヲ改革シ責任内閣ノ完成ヲ期ス 

一、 國政ノ適度ト必要トニ應ジ陸海軍ノ整理ヲ期ス 

一、 財政ノ膨張ヲ矯正シテ國力ニ適合セシメ地租ノ與復ヲ期ス 
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一、 若シ夫レ内治、外交、教育、産業等ノ主張ニ至リテハ已ニ昭々タリ今改メテ宣言ノ要ヲ認メズ進ン

デ政党大合同ヲ謀ルコトノ如キハ倫ロニ機熟シ時至ルノ日ヲ待ツノミ 

  幹事 坂口仁一郎  萩野左門 

  評議員（他都市は略す） 

    佐渡郡、野沢卯市、中山小四郎、齊籐八郎平、市橋藤蔵 

 

頸城の室孝次郎は他の八代議士と共に一旦憲政本党を脱党したれ共 まもなく復党したるため憲政本党頸

城支部は解散せずして其侭持続した 

 

●第三回佐渡郡会議員選挙［三十五年三月三十日］ 

佐渡郡会議員第三回の選挙は明治三十五年三月三十日であったが此時は三十四年に県下町村大併合ありて

本郡も二十六ヶ町村となりしを以て選挙区を十八に改めたれ共 議員数には異動なかった 選挙の結果は左

の通りである 

第一区、相川町、三人、川添利郷、森知幾、河辺源太郎 

第二区、二見町、沢根町、二人、市野重太郎、山西籐左衛門 

第三区、河原田町、八幡村、一人、村岡藤蔵 

第四区、野田村、二宮村、一人、渡辺栄太郎 

第五区、金沢村、一人、野方平作 

第六区、吉井村、一人、□本□海 

第七区、新穂村、二人、佐藤市之丞 

第八区、畑野村、二人、土屋幸作、本間知平 

第九区、真野村、二人、尾畑與三作、小田惣太郎 

第十区、西三川村、小木町、二人、濱野嘉平次（辞職補欠）海老名円平、金子利郷 

第十一区、羽茂村、一人、蝦名勇吉 

第十二区、赤泊村、一人、石塚兼次郎 

第十三区、松ヶ崎村、岩首村、水津村、一人、臼杵喜太郎 

第十四区、河崎村、一人、本間七次郎 

第十五区、両津町、一人、星野和三次 

第十六区、加茂村、内海府村、一人、服部孫次 

第十七区、金泉村、一人、加藤孫惣 

 

明治三十五年三月三十日 第三回郡会議員選挙後役員選挙の為め四月二十七日郡会の招集さるヽや役員の

競争となり 進歩派は優勢にて勝算明なるにも係らず同派の領袖株は尚念を入れよと云ふので相川の会場

に出づる以前に所属議員を河原田町江戸屋に集めて勢揃ひを為さしむることヽした、然るに政友派と中立

派は聯合して十二名を得て進歩派に対抗することヽなりたる結果数日開会するに到らざりしかば二十八日

聯合派の高橋元吉、森知幾は進歩派の本部たる旗亭常盤へ赴き 野沢卯市、中山小四郎等に面会し役員選挙

位で日事を費し開会せざることは郡民に対し相済まざることなれば何とか妥協の途を講ぜんと申込み再三

会合交渉の結果役員七名の中、正議長及参事会員二名と参事会員三名とを双方に別ち副議長は抽籤を以て

定むることヽなりて聯合派より正議長と参事会員二名、進歩派より参事会員三名を出し副議長は抽籤の結

果進歩党より出すことヽなりて同夜議員一同及双方の有志者は寿志嘉亭に集まり懇親会を開いた 
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斯て四月三十日開会し正議長は中立の森知幾、副議長は進歩派の土屋幸作に決り、参事会員は既定の通り

二名と三名を挙げた 

 

●佐渡独立選挙区［三十五年八月十日］ 

三十五年の第十六期帝國議会に於て衆議院議員の佐渡選挙区独立の請願は通過確定して三十五年八月十日

の第七回の総選挙より実行することヽなった 

佐渡が従来 衆議院議員選挙に於て第六回までは本縣の第九区として一人の議員を選出して殆ど独立区の

やうに見えれ共 島嶼としての独立選挙区ではない人口十一万餘を有し小選挙区区別の割当による優に一

人を選し得る資格があるがためであった 若し区制を変更さるヽ時は何れかの郡区と合併せしめられるヽ

やも計り難き（昭和の今日は現に新潟市及西蒲原郡と連合して本縣の第一区となって居る）を以て島嶼と

しての独立を希望し曩きに請願せしことありしも今は不明となって居るが三十四年二月法律第七十三号を

以て島制を施行せざる島嶼は本土と一括して大選挙区制の下に立たざる可らざることヽなりたが佐渡は島

制を施行せざる島嶼なるを以て斯くては十二万の人口を有する佐渡住民の権利幸福を害すること尠なかざ

れば党派の異動を問わず選挙法別表中の一部を改正して佐渡を島嶼として独立選挙区たらしむるの請願を

為さんとの計画をなし 三十四年十一月三日 中山小四郎、高橋元吉、後藤一作、本間一松、齋藤長三、青

木永太郎、森知幾、伊達喜太郎等は相川の出雲屋に集まりて之れが協議を為し高橋を政友会、中山を憲政

本党の各本部へ、本間を政友会、齊籐八郎平を憲政本党の両新潟支部へ委員として陳情交渉せしむることヽ

して請願趣旨書を発表した、更に中山と齋藤長三は国の中央便利の処に住居を占め居れば両党を代表して

事務を取扱ふことヽして更に十一月十四日河原田遊景楼に会合して左の各項を定めた 

一、 請願書は貴衆両議院及内閣へ提出するものなれば三通調整する事 

一、 旧一ヶ町村一枚に八名づつ署名調印する事 

一、 年齢は十二月を以て斗算すべき事 

一、 署名者には惣代又は代表者の名を用い可らざる事 

一、 書類纏まり次第事務員は発送の手続きを為すべき事 

 

     衆議院議員選挙法別表中 

         改正ノ儀ニ付請願 

新潟縣佐渡國佐渡郡河原田町中山小四郎外  名衆議院議員選挙法別表中改正ノ儀ニ就キ謹デ請願仕候 

明治二十二年法律第三号ヲ以テ御発布相成候衆議院議員選挙法ノ附録ニ重モナル島嶼ハ人口ノ比例ニ依

ラザルシテ特ニ之ヲ独立選挙区トナシ又本年三月法律第七十三号ヲ以テ改正セラレタル同法別表ニ島制

施行ノ島嶼ハ旧法同様以前独立ノ選挙区ト御既定相成候ハ畢竟島嶼ハ其事情ニ於テ大ニ本土ト異ナルモ

ノアリ之ヲ本土ト一括セシ大選挙区制ノ下ニ置クコトハ島嶼人民ノ権利幸福ヲ害スルコト尠カラザルノ

慮アルニ拠ルコトヽ信ジ候而シテ当國ハ旧法制定ノ当時島嶼ノ特性ニ依ラズ独立シテ一選挙区タリシト

雖モ右ハ当國ガ本土ト事情異ナルモノ無キニ拠ルニ非ズシテ其人口優ニ一選挙区ヲ為スニ足リシニ外ナ

ラザル事情ト存候 

然ルニ改正選挙法別表ハ其独立選挙区ヲ市及島制施行地ノミニ限リタルヲ以テ郡制施行地タル当國ハ為

メニ越後各郡ト通ジテ大選挙区ノ下ニ立タザル可ラザルコトヽ相成其不利洵ニ不少コレ当國住民ノ挙テ

其復旧ヲ望ンデ巳マザル所ニ候 

抑モ改正選挙法ノ精神ハ佐渡ハ郡制施行地ナルヲ以テ他ノ島嶼ト同一ノ特例ヲ與フルノ必要ナシト認メ

タルモノヽ如クニ候ヘ共島嶼ガ其本土ト其事情ヲ異ニスルハ其郡制施行地タルト島制施行地タルニヨリ
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テ異ナル理ナキハ勿論殊ニ当國ガ越後各郡ト事情ヲ異ニスルハ郡市ノ事情ヲ異ニスルヨリモ更ニ甚□差

違有之言語風俗習慣生活ニ至ルマデ全然根底ヨリ相違致シ居候ニ付縣下各郡ト通ジテ一選挙区ヲ為シ候

ハ到底当國住民ノ忍ブ能ハザル義ニ候間何卒前陳ノ事情御洞察ノ上当國ハ特ニ島制施行地同様独立ノ一

選挙区トナシ選挙法別表中新潟縣ノ部ヲ 

  新潟市一人 郡部十三人 佐渡一人 

ト御改正ノ義特別ノ御詮議ヲ以テ御聴届相成度別紙新潟縣人口比較表（茲ニ掲載ヲ省ク）相添ヘ連署ヲ

以テ此段奏願上候也 

    明治三十四年十二月 日 

            新潟縣佐渡郡河原田町大字本町  番地 

               平民 中山小四郎 

                 （以下略す） 

   内閣総理大臣 桂 太郎 殿 

   貴族院議長  蜂須賀茂韶殿 

   衆議院議長  片岡健吉 殿 

 

斯て此請願書は代議士磯部八五郎の紹介を以て十二月開会中の第十六期衆議院へ提出せしに恰も良し全國

五十三市も其市を独立選挙区たらしめんとして運動を起しつヽありたれば磯部は在京の佐渡人弁護士 瀬

下清通（後大正四年第十二回の衆議院議員総選挙に同志会の候補者として政友会の山本悌二郎と戦ひ敗れ

たる人なり）等と謀り且つ是等関係方面の代議士とも協議したる後 政友会の西原清京、植松隆慶、鮫島相

政、宮崎常次、及本縣代議士大滝傳十郎、聯合党の鳩山和夫、島田三郎、山田喜三助、高木正年、及本縣

代議士佐藤伊助、室孝次郎及磯部八五郎の十三名提出者となり残余の本縣代議士並に外八十余名の賛成を

以て全國島嶼の内佐渡、五島、壱岐、の三島を独立選挙区と為さんとするの建議案を三十五年一月二十六

日提出したが全國多数の島嶼中此三島丈れの建議と為せしは此三島が第十三期議会に於て一度衆議院を通

過せしことあるを以ての故であった、而して今回の建議は衆議院に於ては二月二十七日、貴族院に於てハ

三月くにち無事通過確定し政府亦之れに同意したるを以て選挙法を改正し新潟縣は新潟市一人郡部十二人

の外「佐渡は独立として一人」合計十四人の定員にて三十五年八月の第七回総選挙より実施することヽな

った 

斯て右改正となりしものは三十五年法律第三十三号を以て 

 新潟縣  新潟市一人 郡部十二人 佐渡郡一人 

と公布されたるを以て進歩党の青木永太郎と自由党の齋藤長三は郡内の同志者数十名を三月二十五日午後

一時より河原田の遊景楼に集めて（此日会合せし者は中山小四郎、高橋元吉、齋藤長三、青木永太郎、野

沢卯市、伊達喜太郎、山本傳十郎、堀脩太郎、本間和平、小田貫一、本間茂四郎、市野重太郎、林儀太郎、

中山和吉、の十四人なり）四月六日に大祝賀会を開催することヽして各新聞に左の如き廣告をした 

 

独立祝賀会廣告 

拝啓春暖相催し候［略］ 

現行衆議院法に依る時は大選挙区制なるを以て時に或は本郡より議員選出なし能はざることなきを保し

難きを以て有志者は本郡独立を希望の余り独立気勢同盟会なるものを起し一面には内閣及貴衆両院に請

願し一面には自由進歩両派より各委員を上京せしめ熱烈なる運動は遂に両院共大多数を以て通過し郡民

一般の希望は爰に満たす事を得たり、就ては来る四月六日（旧二月二十八日）午後一時より河原田町に
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於て一大祝賀会を開き独立を祝すると共に上京委員其他本県に鞅掌せる諸氏の慰労を為さんと欲す清ふ

有志の諸氏奮って御来会あらんことを 

追て準備の都合も有之候間ご来会者は来る四月二日迄にに最寄発起人又は佐渡新聞社及二宮村齋藤長

三方迄御申込み・・ 

一、 会場は当日河原田町各所に掲示すべし 

一、 食費は金五十銭当日ご持参の事 

一、 午前十時開会午後五時閉会の事 

一、 余興 煙火 

以上 

   三月二十五日 発起人（氏名略） 

 

斯て四月六日午後参事より河原田町常念寺に於て祝賀会を開催し先づ発起人惣代として伊達喜太郎開会の

挨拶を為し次で上京委員 高橋元吉、中山小四郎、請願事務委員として齋藤長三、の各担当事務の報告を為

し最後に森知幾の祝詞演説あり、宴に移りては本間令栄の羽衣と海士の素舞あり 数十の紅裙は盃盤の間を

斡旋し或は詩吟に歌謡に或は談論風発両派共今後の選挙には自党の候補者が独立するかの如き喜びを為し

各自十二分に歓を尽し非常の盛況裡に六時散会したが当日は市橋、松本の両前代議士を始め両党員の重立

は云ふも更なり平素政党に関係せざる人々も多数見受けたるが猶 野村相川、村山河原田の両警察署長等無

慮二百名の来会であった 

 

●佐渡独立選挙区について［三十五年七月］ 

此問題に最初より携はりし伊達喜太郎が三十五年七月 佐渡新聞に連載せる「選挙区独立始末」の中より抜

粋 

磯部八五郎の麹町隼町の宅にて面会した △数々運動の経過をきくと、壱岐、五島の独立には長崎縣代

議士の反対多くて物になりソウにもないが佐渡は新潟縣の代議士や進歩派政友会を問はず誰一人反対の

ものもないために大に都合がよい △唯驚くべきは郷里の有志者の冷淡で此間から中山や野沢へ何度手

紙をやったり電報を打ったりして上京を促したか知れぬが、どうする積もりウンだともツブレタともマ

ルで返事がないので困る △他府縣の市独立問題の如きは委員を上京させて盛んに院外運動を始め、自己

の選出代議士に熱心に支援するに引かへ、佐渡のように我輩一人に任せきりでは、実に何とすることも

出来ぬであるまいか、と嘆息した △それで之れは郷里の有志者から動かして来ねば駄目だ、そうして

委員でも惣代でもドシドシ上京させて選出代議士を督励すると同時に院外からも盛んに支援を與へねば

覚束無いと考えた △さて郷里へ帰って見ると彼の町村分合騒ぎ最中で独立問題の話しどころではない 

△先ず政友会の高橋元吉を説き郡参事会員の青木永太郎に謀り中山小四郎に話しをしてもらい進歩政友

の交渉会を開くまでに漕ぎつけた △其頃相川に三百年記念祭があって郡内の重立が相川に集まるのを

利用して独立問題の両党交渉会を出雲屋に開いた △是れは僕が名付けて独立問題の出雲屋会議と呼ぶ

ので重なる参会者は政友会では高橋元吉、本間一松、齋藤長三、進歩党では中山小四郎、青木永太郎、

後藤一作、政党以外では森知幾と僕であった、此以外二三人居ったかも知らぬが記憶に浮かばぬ △出

雲屋会議の結果は両派合同を以て内閣及貴衆両院へ請願書を差出し又政党本部へ交渉の為め委員を上京

せしむることヽなった △委員は凡て四名とし政党本部へは高橋元吉、憲政本党本部へは中山小四郎、

政友会新潟支部へは本間一松、憲政本党新潟支部へは齊籐八郎平の諸君を煩はすことに決した △而し

て請願書の起草は僕自ら当り、請願に関する一切の事務は齋藤長三君担当することになった △それか
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ら各政党へ対する運動は請願書の提出を待つに及ぶまいとのことで、中山、高橋の両君が急に上京する

ことになった △然るに出立間際になって中山君は俄に事故が生じたといふので高橋君一人が上京した 

△請願書も僕の手元で脱稿したので齋藤長三君の方へ廻し各町村の調印を求めたが、此際此請願書に冷

淡であった土地は何処であるかと云へば若林助太郎君に委託した羽茂本郷と齊籐八郎平君の受持であっ

た夷方面で共に佐渡進歩派の巣窟と目さるヽ所であった △下院に大多数を占めて居る政友会は単独大

選挙区制の本家本元であるから佐渡を特別に小選挙区にせよとは筋違ひの注文で之れをウンと言はせる

には中々骨が折れる △高橋は非常に困ったが総務委員や其他の有志者に色々と事情を訴へて漸く賛成

して貰ったのである △こういう都合で政友会の方を辛くも同意させたので頼りに電報を以て中山君の

上京を促したが、どういう訳か上京せぬ △仕方がないから高橋君は磯部代議士に向ひ、中山君が上京

せぬから君から本党へ話しをして貰はねば困るといった △スルト磯部代議士はイヤ我輩は今では本党

を退いて三四倶楽部に籍を置くのだから、ドウも本党の方へは今更話がしにくいと断った △僕は今日

になって進歩派の悪口を云ふには忍びないけれ共 彼等は中山君と云ひ磯部君と云ひ此問題に対して斯

くの如く不熱心であった △其後中山君は漸く上京したが貴衆両院とも無事通過したので独立問題は殆

ど自分一人で背負って立ったかの如きことをいふけれ共、当時の中山君のお尻の重いこと梃子でも動く

様子はなかった △中山君は委員の責任を幾度か自党の野沢君や後藤君にナスリつけんと試みて果さず

僕等は元より自党の者からさえも種々の非難を受け、やっとのことで渋々上京したのだ △中山君上京

して以後の異については磯部君とも謀りしならん瀬下清通君らも相話せしならんか併しつまる所は大勢

已に決した後の事なれば格別骨の折れる筈はないのである 

 

三十四年十二月三日の佐渡新聞に左の記事があったが前記 伊達喜太郎の独立始末と照合すれば思ひ半ば

に過るものがある 

  磯部代議士と佐渡進歩党の衝突 

佐渡進歩党が一昨年来熱心に主張せし選挙区独立問題は同党の磯部代議士が冷淡無頓着なるため幾度か

時機を失し今日に至れるに係わらず進歩党員は益々熱心に奔走し過般来自由派とも数回交渉会を開きし

上、党議に反すればとて容易に同意せざる自由派と漸く折合をつけ別項の如く（此別項とは十一月十四

日に両派会合を決定せる事務取扱事項の六項の事にて夫は佐渡政党史同日の条に掲げあるものと同じけ

れば之れには省く）既に請願調印取纏めに着手せしに磯部代議士は地方党員の斯る苦辛を知るや知らず

や一昨日午後四時麹町局発にて中山小四郎へ宛て 

   ハヤクコイ、コネバカマワヌ 

と打電し来りたり、左なきだに磯部の冷淡を不快に感じ居る矢先へ斯る傲慢極まる電報に接したる党員

等は何とて其侭に黙止すべき昨日午前重なる人々河原田江戸屋に集合し直ちに佐渡進歩党の名を以て 

   カツテニシヤガレ 

との返電を発したる由亦以て如何に進歩党員が磯部代議士の冷淡に激昂せしか見るに足らん 

 

●佐渡進歩派の嚮向［三十五年］ 

本郡選出の磯部代議士は一昨年進歩党を脱し、昨年又々三四倶楽部を退きて縣下の各代議士等と別に一団

体を組織する由なるが右に付佐渡進歩派が同代議士と相率ひて新政社へ加盟すべきや否やは頗る注目すべ

き問題にて其結果によりては来る総選挙に際し或は異様の現象を呈するに至らんも知る可らず佐渡進歩派

が容易に右に対する意嚮を発表せざるも全く右の疑□を懐くに依るなるべし、と佐渡新聞は報じている 
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●山本悌二郎、政界乗り出しの経路［三十四年四月］ 

政友会の本間一松、高橋元吉、齋藤長三等は相前後して上京し 山本悌二郎と会見を為し今後佐渡に於ける

衆議院議員の候補者たらんことを約した。 

佐渡の政友会にては最初自由党大同団結を唱へし頃則ち第一回の衆議院議員選挙に於て自派の鵜飼郁次郎

を当選せしめしのみにて、その後政界の変遷に際し遂に不幸第六回までは國権党又は改進党に勝を占めら

れ自由党員を出さず、本間一松、高橋元吉等の如き敢て其材幹ならざるにあらざれ共 如何せん財力之れに

伴はず此状態にては自由党は常に人の褌を担ぐに過ぎずと憂慮し居りたりしが爰に新町山本桂の次男悌二

郎が独逸より帰りて仙台に教鞭を採り居りしが後、日本勧業銀行に入りて鑑定課長たりし当時同行理事の

改選に際し鹿を追ふて敗れたるを以て台湾製糖会社に入りて支配人となり居たりし者に白羽の矢を立てヽ

此者を引出さんが為め本間等三人協議の上、上京したのであるが是より先、明治三十年の頃 今の河崎村大

字吾潟の本間令造、石川林平其他郡内の有志者は組合を設けて吾潟村地先加茂湖面埋立事業を企だて（潟

上村牛尾社の坂下より両津町に向って行く縣道の左側の田地の大部分は此時に埋立てたのである）其資金

壱萬五千円を勧業銀行より借り入れたので当時鑑定課長たりし山本悌二郎の指導を受けたる為め同組合員

たりし本間 高橋 齋藤等は屡々東京に出でて山本とは知己の間柄となって居たので山本が新進の学識あり

今日は相当の蓄財もあるべければ、持って来いの適任者であると見込みをつけたのであるけれ共 唯彼れの

父桂は政党員にはあらざるも私的関係よりして國権党の鵜飼郁次郎を全面的支持する者なれば或は如何あ

らんかと此点に疑問を抱きたるも桂がしかりとて悌二郎迄もしかりといふべき理由なければ先ず交渉した

る後 彼れの出様によりては臨機の処置を執るべしとて三人は上京したのである 

処が山本悌二郎が台湾製糖会社に入った頃は役人が大威張りで跋扈している時だ、夫は北海道開拓使の威

勢と並んで凄い勢いのものであって実業家が仕事をするに当って役人の私宅を訪問せず役所の表玄関上り

込んで談判するのが気に入らず随って仕事が円滑に行かない山本の性格は正々堂々玄関より上り込むので

あるから中々面倒であったが其癖役人の議会を恐るヽことは甚だしいので議会で問題になるといふが如き

は一大事として居た、山本は良しイツカ議会の力を借りて此仇討をしてやるぞと云ふ決意を固めて政治家

にならうと考へて居た矢先へ本間等が候補者勧誘と出掛けて来たのだから彼れはホクホクもので首を前に

頷けば三人も亦ホクホクもので、是は案じるよりは安かったと爰に双方の交渉は纏まり其年（三十五年）

八月十日の第七回総選挙には出馬すべしとの事にて先づ佐渡の政友会の諸氏と初顔合はせを為すべく夫が

為め五月 日、帰省し新穂の乗光坊（？）にて歓迎をかねたる面識会を開いたれ共 今其詳細は分からぬ 

 

此山本悌二郎政界乗り出しに対し、三十五年六月二十日の佐渡新聞には「選挙運動の裏表」といふ見出し

をつけて 

佐渡自由派は今回の総選挙に進歩派の中山小四郎 甚だ優勢にして到底当たるべきにも見えざるより自

派より推すべき候補者に窮して本間一松、齋藤長三、の二名、五六十日も滞京の上同郡出身の山本悌二

郎、高橋慎蔵の両人を担ぎ上げんと狂奔中なり云々 

といふて居た 

 

●進歩党の候補選定会［三十五年六月九日］ 

進歩派有志者は三十五年六月九日、畑野村 本間和平方にて衆議院議員の候補者選定会を開きたるが当日来

会者の重なる者は磯部八五郎、野沢卯市、中山小四郎、青木永太郎、齊籐八郎平、河辺源太郎、山本傳十

郎、後藤一作、本間和平、土屋幸作、後藤五郎右衛門、土屋桂太郎等にて磯部の発言にて候補者は中山小

四郎を推すに異議なく決定したり 
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尚来たる二十八日新町に会合し運動方法に関する諸般の協議を為すことヽして散会したり 

 

●自由派の会合と交渉会［三十五年六月二十三日］ 

三十五年六月二十三日 自由派は第七回衆議院議員候補選定のため臨時大会を金沢村尾花崎河原楼に開き 

高橋元吉は開会の主旨に併せて兼ねて山本悌二郎との間に交渉せし顛末を報告したる後 推されて座長席

に就き 

一、 今回の選挙には自派より有力なる候補を推して当選せしむるため委員を挙げて詮衡せしむること 

一、委員は五名として座長より指名すること 

の二項を満場異議なく決議した。 

既に内交渉に於いては山本と決定し居るも、是れ正式の手続きを執りたるものにして座長は池野球造、本

間一松、有田秀蔵、齋藤長三、児玉甚右衛門の五人を指名して閉会した。 

政友会新潟県支部にては六月二十五日候補選出委員会を開催せるも本部委員は支障ありて出席せざりしを

以て本郡の候補者は本郡に一任されたしと申し込んだ。 

候補選定委員会は六月二十九日、河原田町河内屋に開催したれども欠席者ありしため延会して左の件を決

議した。 

本郡は独立選挙区となり、且つ進歩、政友、両派以前には他党を交えて居らざれば、買収脅迫等の如き

従来の悪弊を矯むるには最も都合良きを以て両派申し合わせの上 競争は主義政党を以て戦い其間毫も

卑劣の手段を許さざることヽし、其方法として両派は各要地の同一の場所に演説会を開き候補者及び党

員をして選挙人に対し政見を演説せしめ 場合に依っては双方の候補者をして立会演説を為さしむべき

申し合わせを為すこと 

本間一松、齋藤長三の二人を委員として進歩党へ交渉せしむることヽし散会したが、二人は直ちに進歩党

の野澤卯市、青木永太郎、齋藤八郎平へ其旨を申し込んだ。 

 

右の交渉会は七月七日、河原田町の遊景楼に開き政友会より本間一松、齋藤長三、進歩党よりは青木永太

郎出席したが青木は 

政友会の委員より自分等に交渉を申し込みたるは進歩党に申し込みたるものにあらず、野澤、青木、齋

藤等の党内個人へ申し込みたるものなるべしとの考えにて党議を経ず出席したれば党を代表しての答は

出来ず 故に一應党に諮り追って何分の回答すべし 

と述べ、本間、齋藤は交渉申し込み書に「両党」または「双方の候補者の立会演説」などの文字を用い且

つ「貴党にてもご同意ならば交渉会を開かん」と申し込みたるに徴して個人に非ず党を代表するは当然な

るべしと主張したれ共 結局意志の疎通せざりし処ありとして当日は何等纏まりし交渉もなく更に進歩党

の回答を待つことヽして散会した 

其後、進歩党の代表者遠藤森造（河原田町長）は政友会の委員齋藤長三と吉野屋で会見して 

選挙の弊害を矯正することは大に賛成なるも夫れは警察の取締りにて充分なりと信ず 又主義政党の発

表を為すは演説なり新聞なり吾党適当の手段を採るべきにて敢えて立会演説をなすの必要を認めず。 

との意味の回答ありたれば同問題は之れにて立ち消えとなった。 

 

然るに当時の佐渡新聞は少しく順序を顛倒して 

二十一日夜に至り前河原田町長 遠藤森造は進歩派代表の資格を以て政友会の齋藤長三と河原田吉野屋

に会見し 
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進歩派は演説会を以て政見発表の必要を認めず 且つ公開演説に依らざる選挙競争は他に取るべきの

手段方法あるを信ず 選挙場裡に於ける従来の弊害云々に就ては警察の取締りにて充分なりと信ずる

を以て旁該党よりの交渉に應ずる能はず 

 と絶対に交渉を拒絶し是れにて両派の交渉は手切れとなった 

と報道したれば遠藤森蔵より左記の取り消しが出でたとて、佐渡新聞に又々左の如き記事を掲げた 

 進歩派の取消し 

三十五年七月二十四日佐渡新聞第八百八号に「進歩派の政見発表拒否」云々の記事は全然虚構の記事に

候らへば左記の全文を掲げ取消した 

  明治三十五年七月二十五日          遠藤森蔵 

今回の選挙に関し政友会より進歩派への交渉に對し去る二十一日齋藤長三と吉野屋に会見し回答せる

要旨は「選挙の弊害を矯正する為め選挙人に対しては一切卑劣手段を以て勧誘せず」といふ点は大に

賛成なるも「主義政見の発表を為す方法」は演説なり新聞なり我党適宜の手段を採るべきにより敢て

立会演説を為すの必要を認めずと云ひしのみ、其他種々雑談はありしも交渉には関係なし 

煎じつむれば五十歩百歩の立会演説や政見発表を共にせんと云ひしことを拒絶せしにあらずや本誌の報道

の記事の全然虚構なりといふことは那辺にあるやと長々しく附記してあった 

 

●政友会の候補選定会［三十五年七月十二日］ 

政友会の衆議院議員候補選定委員会は七月十二日、遊景楼に開き委員五名の他、高橋元吉も出席し満場一

致を以て山本悌二郎を推薦するに決し 委員及び高橋の連署を以て別日推薦状を発送したが山本は目下台

湾に在り七月二十日頃までに帰国の事に申し合はせは出来て居たのだ 

山本は台湾より帰国の途次 播州須磨にて病に罹りしを以て数日同地保養院にて治療を加へ居りしも稍軽

快に卦きたるを以て七月二十二日 神戸発列車にて新潟を経由二十五日午前十時夷港へ上陸し高橋、本間、

齋藤、森、伊達等と共に各町村にて政見発表演説会を開き 大体選挙区の巡回も終へたれば折柄東京にて開

催する台湾製糖株式会社の総会に出席すべく三十一日澤根出帆の御代島丸にて直江津を経て上京せるが会

終へて再び帰国すべく八月八日上野出発九日直江津へ着したるに定期船御代島丸佐渡より来たらず 選挙

は迫り居れるを以て旅館いか屋主人の斡旋にて伏木港より新潟に行くべき汽船北越丸を八十円にて雇ひ九

日直江津出帆十日拝暁小木に着し直ちに待ち受け居る有志者と共に畑野、新穂を過ぎて両津に出て更に吉

井、金沢、河原田等を経て相川に着し、沿道の選挙者に顔を見せて河原田へ引き揚げたが佐渡で始めての

ことヽといひ殊に反對者の色々の妨害などもありたるためか開票結果は 

当選 九四八票 進歩、河原田町 中山小四郎 

次点 七八二票 政友、東京在住 山本悌二郎 

百六十六票にて山本の敗れとなったが十五日金沢村尾花崎山田亭に開ける送別会に臨み東京へ向けて出発

した。 

同選挙に於いては山本は輸入候補の佐渡始めてというも同じ事なるを以て政見の発表と顔見せを兼ねての

演説会なれども今日の如く中央その他から弁士が来るというのではなく皆郡内の人々だけなので従って忙

しい 政友派にては河原田と澤根を同日に開いた。 

河原田にて午後一時三十分より 

第一席 齋藤長三  第二席 山本悌二郎 

第三席 高橋元吉  第四席 森知幾 

澤根にて午後二時三十分より 
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第一席 高橋元吉  第二席 森知幾 

第三席 齋藤長三  第四席 山本悌二郎 

河原田と澤根の一里の間を人力車にて往復するので此頃の演説会には敵も味方もコンナのはザラであった。 

 

●佐渡毎日新聞社［三十五年七月十三日］ 

佐渡毎日新聞は幅野長蔵に拠て明治三十五年七月十三日第初号を発行された、彼れが何故に此新聞を起こ

したか、自己の主義主張を発表せんが為めであるか、若くは自己と其主義を同じくする政党擴張の為めで

ありしかと云ふに、斯る高尚なる考へではなく、彼れと常に犬猿の間柄なる森知幾が佐渡新聞を利用して

時に彼れが不利益なる事柄を掲げ或は人身攻撃にアル事ナイ事を摘発するなど、彼れより言はしむれば、

森の横暴極はまりないやり方である、為めに苦しんで居た折柄、進歩党にては佐渡新聞に拮抗せんが為め

に新聞計画を為したれ共収支精算の関係上、如何せばやと頭痛鉢巻の由を聞込んだる彼れは、時節到来と

ばかり大に喜び早速 浅香周次郎、佐々木増右衛門の両人を以て 

創業委員は勿論、維持費、経常費、等総て幅野にて負担して日刊新聞を起こさんと欲すれ共 読者を求む

るに苦しむ・・・幸ひに貴党にて相当の読者を與へられなば貴党の機関新聞たらん 

と相談を持込み来りたれば進歩党も渡りに船と大に喜んで議は忽に成立し進歩党の機関新聞として佐渡毎

日新聞と名付け三十五年七月十三日其第一号を発刊した、が、サテ愈々発刊するに至って進歩党は我党の

機関新聞なりと云ひ、幅野は我が独力にて発行せるものにて何等進歩党の恩誼を蒙り居るにあらず、との

衝突を来すこともありて何分円満性を欠くことありて双方共嫌味を生じたる折柄、藤井千代雄が之を担任

して経営に当りたれ共思はしからずとして見捨てしに今度は大正七年 月憲政会にて引受け田中亮一が社

長となり機械一切を引受け新穂に持ち行きたりしが幾何ならずして遂に廃刊するに至った 

 

●第七回衆議院選挙［三十五年八月十日］［衆議院及内閣之巻］ 

三十五年八月十日 第七回衆議院議員の選挙は行はれた、独立選挙区として始めての選挙ではあるけれ共 

佐渡は初めから小選挙区の第九区として独立を為し一人を選出し居たれば其選挙の実質に於ては何等変り

のないのである 

本郡憲政本党にては六月二十八日、新町吉田旅館に会合して中山小四郎を立候補せしむべく大体の意見は

決定せしものヽ未だ政友会の候補者も見当つかざるを以て発表するに至らざりしに政友会にては東京より

輸入するとの風評あり 次で山本悌二郎を担ぎ出すとの噂もあったけれ共 山本は鵜飼郁次郎とは特別懇意

なる山本桂の次男なればマサカ政友会の候補に立つとは思われず之れを信じなかった 而して暫く其動静

を眺め居たるに新聞の報道は頻々として伝へ政友会亦之れを発表するに至りしかば憲政本党も直ちに中山

立候補の廣告を為し之れに応戦するの準備を為した 而して新聞に或は演説に文書に山本を「輸入候補」と

か或は「金権候補」などヽ攻撃し選挙界は稍活気を呈するに至った、一方政友会にては已に山本との約束

ありたれば台湾在住の山本悌二郎とは頻りに電信を往復して諸般の打合はせを為し本人の承諾は得たので

あるけれ共 七月は愚か八月に至るも本人未だ台湾を出発せざりければ政友会員下にても山本を知らざる

者多く況んや有権者は猶尓りといふ有様故半信半疑を懐ける者ありし処へ選挙の日は追々と切迫し 前々

日の八日に至るも猶本人来らざりければ憲政本党にては得たり賢しと言はんばかりに機関誌佐渡毎日新聞

は「山本は台湾会社の重役より候補辞退せよとの厳談を受けつヽあり」とか或は「山本候補断念せり」と

か種々の偽電虚報等を掲載したるため編集人松島米吉は起訴され軽禁固一ヶ月に処せられたが又郡内所々

には何人所為にや「山本は候補を断念して来らず」との張り札を出し選挙界は大混乱を来したる処へ山本

悌二郎は選挙の前日即ち九日に直江津へ着したる処折悪しく定期汽船御代島丸は八日に佐渡に行き九日に
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来らざりければ夫は憲政本党に買収せられたのであるなどヽの巷間の流説もありたれ共 元より左様な事

のある訳はないが兎に角汽船の来ないのには山本も大に弱り旅館いか屋の主人と色々相談の上にて越中國

伏木港より新潟へ行くべき汽船の直江津に碇泊して居るのに交渉をなし八十円の賃金を払って小木へ航海

して貰ふことヽなし九日の晩出航して十日の暁小木へ着したのであるが郡内の同志は九日になっても来ら

ず漸く直江津へ来りたれ共 汽船なく渡海出来ないとの電信を受けて青くなり赤くなって苦しみ居る処へ

九日の晩直江津より「船あり明朝小木へ着く」との電信来りければ聊か愁眉を開き幹部連は夜を□めて腕

車を小木に飛ばせ 山本に面会して部署を定め大活躍を為したれ共時既に遅かった、候補者其本人を知らざ

る選挙者、尓かも其本人は来らず反対党は必死の運動を為す傍ら「候補断念して来らず」等の新聞記事や

航海の張り札もあり夫れや是れやが災を為したるに中山は強き憲政本党の地盤に楯て篭もり勇戦奮闘せる

を以て百六十六票の差にて山本を屠った 

  当選 九四八票（憲政本党） 河原田町 中山小四郎 

  次点 七八二票（政友会）  東京   山本悌二郎 

本縣に於ける選挙の成績は憲政本党七人、政友会五人、中立二人であって其当選者は左の通りである 

  二一五〇 久須美実三郎（憲政本党）  二〇一〇 坂口仁一郎（同） 

一九五八 竹越與三郎（政友会）    一八四四 川上元治郎（同） 

 一八〇二 大竹貫一（憲政本党）    一七三一 桑原重正（同） 

 一七二二 萩野左門（同）       一六六一 齊籐和平太（同） 

 一六六〇 相馬一朗（同）       一五〇三 関矢儀八郎（政友会） 

 一四八二 高橋茂次郎（中立）     一四一八 丹後直平（政友会） 

  三七八 鈴木長蔵（中立）       九四八 中山小四郎（憲政本党） 

 

［以下、山本悌二郎政界乗り出しの経緯と重複のため略す］ 

 

三十五年七月二十日 進歩派の機関誌たる新潟の新潟新聞及東北日報は其紙上に一字一句も違はず 

政友会は山本悌二郎を押立て県下の各新聞にまで廣告したが何んぞ計らん 山本へは全く無断にてやっ

た仕事にて決して当人が承諾したものにあらず、高橋元吉は今春以来種々進歩派に離反策を試み、又山

本が承諾せぬより去る十七日自ら上京して山本に迫りたり、最初はデモ候補に押立て俄に承諾を申込ま

れて直ちにオイソレと受合ふような山本の器量も知れたものなり 

など真っ赤な嘘を並べたて居るが抑も山本政界乗り出しの経路は本史三十五年四月「山本悌二郎政界乗り

出しの経路」に委しく、今回候補発表の電報に接するや急遽台湾を出発し二十四日帰郡するや直ちに各地

に於て政見発表の演説会を開いて居るので両新聞の虚構なることが分る 

 

三十五年九月天象道人なる者が佐渡新聞に「當世身の上判断」を発表し九月十一日には中山小四郎、二十

八日には野沢卯市を判断し居ればお慰みに次に出す 

    巽 為 風     新代議士  中山小四郎 

四十二年 

ナル程今度代議士に御当選で、それは御名誉なことでござる、定めし激しい競争があったでござろう、

イヤ愚老もコウして引込んで居るのでサッパリ世間の琴は分らんでな、 

ハア・・・運動では随分世間では色々批難を受けて困ると仰しやるが、ナニそんなことは構ふことはご

ざらぬ、仮令尊公がどんな手段を取ったにしろ、勝さへすれば何んとでも勝手に言はせて置きなさい、
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犬といはれても毛さへ生えねばよいといふのが当世でござる、ハア・、でも此先が心配だから一算見い

と仰しやるか、宜しうござる、エー御齢は、ナル程牛で今年は四十二の厄年、では御心配も御無理はご

ざらん、スルト尊公の生れは四緑でござるな、是は易で巽為風といって台風船を復すの象、枝折れ幹仆

るヽの意と見え通達の意ありて思ふこと遂げらるヽ卦でござる、又巽ハ散なく入なり、柔軟なりともあ

りて、尊公は失礼ぢゃが内心我意強けれ共表面柔軟にて人気に應ずるの御生れぢゃ、併し常に反覆阻隔

あり、又虚あって実なし、破財の兆ともあるから晩年は大に御注意は肝要でござる、天から尊公に限っ

て左様なこともござるまいが、どうも此四緑の人は疑惑多くして欲深く、常思ひ事絶えず、癇癪強くし

て自身は遠慮をする気でも、人からは随分傲慢に見られることが多ふござるから、是も随分お気をつけ

られい、アヽ、今年の運気でござるか、とうも四緑の人は衰運の年で凶年でござる、八白エ性中宮に入

る年で、本命相克だから、縁組、普請、貸借は勿論、苦情、争論、訴訟、病難、何れも凶とあるから、

能々慎まねばならぬ事でござる、だから尊公の前でござるが愚老の判断では、どうも今年尊公選挙競争

に勝つなどは卦の表から見てチト合点が行かぬが・・・ウム、ナル程其代り運動費の七千円も費ったか

ら、矢張衰運の年だと仰しやるか、イヤ左様でござろう、左様でのうては八卦もサッパリ的になりませ

んからナ、そして尊公は萬事自分一人で事を為すは皆凶でござるから、何れ尊公の属する政派とかいふ

ようなるものがござろうから、凡て其派の言ふ所に従ひ何処までも我分を守って居るのが肝要でござる、

ナニ先生のお説を待たず選挙の時なども本部の宣告書をソックリ其侭に配ったとか、イヤ是れは御機敏

な事で恐れ入った、甲迄もござらんが、今後も其方針で議会へ出ても凡て首領様の言ふ所に盲従し常に

味方の起立に気をつけて、忘れても間違はぬ様に御用心なさい、ナニ選挙区民などがグヅグヅ言った所

で、当選したらモハヤ四年だけは梃でも動くコッチャァござらんぜ、 

                ［以下、略す］ 

 

●佐渡毎日新聞社の選挙違反［三十五年八月十日］ 

佐渡進歩党の機関新聞たる佐渡毎日新聞は三十五年八月十日の第八回衆議院議員選挙に際し「山本、候補

を断念す」との捏造号外を発行したるため署名人 松島米吉は選挙法違反を以て軽禁固一ヶ月罰金五円に処

せられたが更に三十七年三月一日執行の第九回の総選挙に於いて政友会と憲政本党と妥協の上 山本を候

補に推薦せるに同新聞はまた「妥協破れたり」との号外を発したることは山本の当選を妨害せんが為めの

行為なるが是れは毎日社員のみならず前代議士 中山小四郎 郡会議員 市野藤平等も関係し居るものヽ如

く当時巷間伝ふる処であったが夫があらぬか市野は毎日記者と共に二月二十八日相川警察署に召喚され取

り調べを受けたれ共 放免されたるが三月六日は自宅にて取り調べを受けたるが更に三月十二日、林、市野

及び編集人 藤村貞蔵の三人は予審判事の取り調べを受けて林は相川監獄支署に収監されたれ共 市野等の

事や其の結末は如何になりしや不明である、是は後の話しなれ共序ながら爰に記しおく 

 

●田辺九郎平死亡［三十五年八月十二日］ 

田辺九郎平は政友、進歩、両党ともに我党の人なりと云ひ居る（明治史第三号明治二十六年二月八日第十

回新潟縣会議員選挙 風間安右衛門の条を見よ）ことにて本人死亡の今日は誰か鳥の雌雄を知らんと書き置

く事にする 

彼れは天保二年十月を以て赤泊村に生る父を九郎兵衛と云ひ母を里加と云ふ幼くして父母を失ひ加ふるに

赤貧洗ふが如く具に辛酸を嘗む 嘉永元年出でて徳和村 羽豆太郎三郎に仕へ同年志を立て北海道に航し武

部喜八郎に仕へて炊夫たり居ること四年僅ふ独立して太物行商を為せり、□後□□勉励十一年を経て居を

江差中歌町にトし漁業者に資本貸付の業を営む後二十五年去って郷土に帰らんとするや漁業者に告て曰く
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予の今日あるは実に諸君の賜なりと、則ち玄米三千九百余苞搗粟二百叺其他漁船漁具を分與し且つ貸付せ

る八万余円の証書は悉く抵当を免じ負債者は其望に任せ十年及至百年の年賦返還に改めしむ爰に於てか漁

民の彼れを仰ぐや猶其慈母を仰ぐ如し 明治二十年海防費壱千円を献じ藍綬褒章を下附せられ又赤泊小学

校に一千円を寄附して銀盃を下賜せられ 二十二年村長に推され続で縣会議員、所得調査委員、徴兵参事員、

学務委員、農工銀行創立委員等に挙げらる彼れ又力を公共に尽すことあって赤泊港に私費七千円を投じて

波止場の築造し 続て寺泊赤泊間の汽船航海を開航又港湾改築の事を官に結ぶこと数次に及び縣会遂に議

を決して測量に着手し四千円を閲して之を了せしも其事業を見る能はずして明治三十五年八月十二日死亡

せり時に七十二歳なり 

触れ常に人に法て曰く、港湾の改築にして功を竣へんがために家屋を削尽するも遺憾なしと彼れの公共に

尽すのあつき亦以て見るに足らんか 

 

●磯部八五郎政党絶縁［三十五年八月十日］ 

磯部八五郎は三十五年八月十日、自由、改進の聯合隊たる所謂民党の候補者と何等の運動費をも要せず当

選せることには政界野心家の垂涎三千丈であったのだが何故か□来斯く四年の三十五年八月某日、新潟新

聞に左の広告を見た 

    政党の関係を絶つ 

       佐渡新穂村  磯部八五郎 

 

●山本の送別会［三十五年八月十五日］ 

三十五年八月十日の第七回総選挙に次点者となりし山本悌二郎の送別会を十五日金沢村尾花崎山田亭に於

いて開きしに席上山本は今回は立ち遅れのために敗れたが今後撓まず何回でも輸羸を試みるべし云々と云

ひしが斯くなる以上は山本の親戚知人等を抱擁するには佐渡自由倶楽部の名称は宜しからざるべければ自

由倶楽部は解散して新たなる団体を組織すべしということヽなり高橋元吉、本間一松、齋藤長三、有田秀

蔵、児玉甚右衛門、佐藤三郎（今の小木町の佐藤嘉市）笹本弘海、高柳角太郎の八人を委員に上げて之れ

に一任した 

 

●山本の帰省［三十五年九月三日］ 

山本悌二郎は三十五年九月三日、上野発二番列車にて出発し、五日午前十一時度津丸にて夷港に渡航し本

間一松、高橋元吉、齋藤長三、森知幾、伊達喜太郎等と共に郡内の各要所にて政見演説会を催し、十五日

小木解舫の御代島丸にて帰京の途についた。 

 

●進歩党佐渡支部発会式［三十五年九月七日］ 

進歩党佐渡支部にては萩野左門、坂口仁一郎、其他数人を招き三十五年九月七日午後二時より河原田町常

念寺に於て支部発会式を挙行したる後右両人の外 坂爪寅三郎、今泉鐸次郎、中山小四郎、野沢卯市、尾畑

与三作、高島蔵之助等は郡内各地に政談演説会を開きて党勢の擴張に努めた 

 

●山本悌二郎の学位記念園遊会［三十五年九月十四日］ 

御承知の通り、山本悌二郎は年十七歳の明治十九年三月独逸公使品川弥次郎の随員となって渡欧し、遊学

すること八年ライプチッヒ大学より「フ♯ロフ♯エドクトル・ボナルム・アルチウム・マギステル」の学

位を授与せられて二十七年三月帰朝したのであるが三十五年九月帰省せるを好機とし十四日午後一時より
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真野町新町円靜寺境内及び其の附近一帯の松林一丁四方の丘陵をトし、周囲には仮柵を設けて外部との境

界をなし、三カ所の入り口には何れも大緑門を作り林中の所々に十数個の食堂を設けて数々の趣向を凝ら

し、相川、小木、新穂、両津、河原田等より選抜せし紅裙隊は園遊会と染め抜きし揃いの浴衣に襷赤前垂

れという扮装にて三々五々各自持ち場の食堂におりて顧客を招かんとするの準備は整い開宴を待って居た。 

同日天気晴朗来賓の数は実に八百五十名を数えたが余興の能楽堂には開会前すでに開演し、猩々（景山新

右衛門）熊坂（渡辺主右衛門）紅葉狩（本間会蔵）の笛や太鼓の音勇ましく山本は入り口にありて接待員

と共に来賓を迎えて中央の丘上に起立し挨拶を兼ねたる一場の演説を為し来賓総代として佐渡中学校長森

田利房の謝辞に次いで佐渡政友倶楽部代表として本間一松の祝辞朗読ありたる後、山本は恭しく天皇陛下

の萬万歳を三唱して衆皆之れに和し次に齋藤長三は衆と共に山本君萬歳を唱へたる後来賓は思い々に好み

の食堂に足を運びければ受持の紅裙連は競って顧客を招き場内には新潟慈善会音楽隊は絶えず各種の奏楽

を為して興を添え又背後の松林中にては昼夜共多数の煙火を打ちあげて夜は数百の球燈を樹間に連ねたれ

ば不夜城の観あり本郡には古来未だ知らざる園遊会にて殊に盛会なりければ群衆せる数千の参観者も充分

の歓を尽くし思い々に散会したが、当日は中山代議士を始め進歩党の人々をも招待したりしも主立った者

にし山本傳十郎一人参会せるのみにて他は一人も来らず其の機関新聞の佐渡毎日新聞社員も来らなかった。 

 

●佐渡倶楽部の組織［三十五年九月二十五日］ 

三十五年九月二十五日 佐渡政友系の人々は八月十五日 金沢村尾花崎に於ける山本悌二郎の送別会席上に

於いて従来の佐渡自由倶楽部を解散して新たに社交団体を組織することヽして其の全責任を委任されたる

本間一松他七名の委員は全郡同志に対して 

前略）過般衆議院議員選挙の際は一般の呼び声最も高く非常に優勢なりし山本悌二郎君の遂に落選する

に至りしは反對派が種々陋劣なる手段を逞ふせしため在りとは言ふものヽ、思ふに団結力の慱弱なりし

も亦一原因なりと相信じ申候間将来御互競争場裡に駆逐するには団結を鞏固ならしむるは最も必要ある

事と信じ爰に同志相謀り佐渡倶楽部を創立し交情を温め有事の日に於ては相提携目的を達成するの具と

為さんと欲す（下略） 

 

●鵜飼元代議士の追悼会［三十五年十月二十七日］ 

三十五年十月二十七日 元代議士 鵜飼郁次郎の追悼会を両津町湊勝廣寺に催ふせしに会する者 高橋元吉、

中山小四郎、石塚秀策、市橋藤蔵、後藤象二郎、齋藤長三、後藤一作其他一百余名にて式は午前十一時よ

り始まり第一読経、第二焼香（親族、発起人惣代 石塚秀策、来客者惣代 長野三忠）第三献詠披講、第四

為径寺比丘尼及 北見クラの弾琴にて式終り別室にて齊の饗応あり来会者は故人遺愛の書画物品等を見て

其逸話など語り出でイトしめやかなりしが午後四時といふに一日退散し 

［以降、佐渡新聞に掲載された後藤一作についての文章が紹介されているが略す］ 

 

●中山代議士の送別会［三十五年十一月五日］ 

第十七回衆議院議員の選挙に当選したる中山小四郎の政友知人は三十五年十一月五日 河原田吉田屋に中

山の送別会を開催せしに出席多数にて中々の盛会なりたりしも其詳細は分からぬ 

 

●第十七期議会の解散［三十五年十二月二十八日］［衆議院及内閣之巻］ 

三十五年十二月二十六日召集された第十七期議会は海軍擴張、地租増徴の二大案提出され政友会と憲政本

党の聯合軍は之れに反対して大に議論を闘はし将に討論終結を告げんとするや突如として五日間の停会を
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命ぜられ而して停会に次ぐ停会を以て開議僅かに三日にして二十八日を以て解散を命ぜられた 

 

●佐渡進歩党員の会合［三十六年二月一日］ 

本郡進歩党にては三十六年二月一日、河原田江戸屋に会合を催し野澤卯市、青木永太郎、市橋藤蔵、齋藤

八郎平、尾畑与三作其の他数十名にして前代議士中山小四郎の第十七期議会の経過報告ありたる後来るべ

き総選挙には中山前代議士を再選することヽ決したれ共、中山は了承せず押し問答中に野澤、青木、尾畑

の三人は車を新町に飛ばせて嵐城嘉平と会見［以下、文章欠］ 

 

●第八回衆議院議員選挙［三十六年三月一日］ 

三十六年三月一日第八回総選挙を執行するに當り中山、山本の競争とならんとせしも調整者あり妥協とな

り中山を候補として当選せしめし事は衆議院及内閣の巻に詳述せり 

 

●第八回衆議院議員選挙［三十六年三月一日］［衆議院及内閣之巻］ 

三十五年八月十日の第八回衆議院議員選挙に於て山本悌二郎は落選したけれ共 政友会にては一度彼れを

担ぎ出せし以上は幾度にても立候補せしめんとの意志なりし処へ八月十五日金沢村に於ける彼れの送別会

席上にて於て彼れは捲土重来何回にても輸羸を試むべしと表明せることあれば十二月二十八日 第十七議

会の解散さるヽや政友会にては三十六年一月十三日河原田町の遊景楼に会合して彼れを推薦することに決

定し直ちに電信を以て諾否を確めたる上左の如き書状を政友会其他一般の知人に発送した 

寒冷之侯益々御清適奏賀候、偖て昨年総選挙の際は一方ならざる御配慮に預かり辱く奏存候随って第十

七議会も遂に解散され来る三月一日愈々選挙執行の事に相成候上は既に其節も申上候通り再び候補に立

ち素志の貫徹を期し申致就ては前年に倍し偏に貴下の御尽力を煩はし度不取り敢此段御依頼申上候 

明治三十六年一月十三日                敬具 

                     山本悌二郎 

斯て政友会にては中立派の賛成を以て一月十七日山本推薦の廣告を各新聞に掲載し選挙事務所及役員を左

の通り決定した 

選挙本部（河原田諏訪町河内屋方） 

 本部長 高橋元吉   代理者 齋藤長三 

 選挙委員 池襄一 林儀太郎 本間一松 葛西幸太郎 

      臼杵寿八 有田秀蔵 森知幾 

相川支部（一丁目児玉ユウ方） 支部長  渡部八十八 

河原田支部（本町本間藤吉方） 同    本間和平 

金沢支部（新保川原五作方）  同    児玉甚右衛門 

吉井支部（三瀬川廣海助蔵方） 同    池田球造 

新穂支部（町大久保吉太郎方） 同    池野最平 

真野支部（新町松井亮蔵方）  同    嵐城松蔵 

西三川支部（西三川佐々木源十郎方） 同 高柳角太郎 

小木支部（小木同志会内）   同    佐藤勘十郎 

赤泊支部（ 

河崎支部（ 

両津支部（夷町山形屋内）   同    佐野喜平次 
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然るに政友会本部にては三十五年十二月三十一日 各支部に向って左の訓示（摘要）を発した 

来る三月の選挙は解散後の総選挙にして事態極めて重大なるを以て本部は左の諸項を規定す、各支部は

宜しく之れが遂行を力むべし 

一、 本会所属前代議士は之を候補に定むべし 

一、 憲政本党に於ても現状維持を希望せるに依り本会亦比趣旨を諒し努めて選挙の競争を避くること

を□るべし 

一、 本部は厳に前諸項の趣旨を貫徹することを努むべきに依り此方針を攪乱する者ある時は速に事情

を申告し処分を請るべし 

一、 前代議士以外に於て候補者を定めんとする時は総て本部の指揮を受くべし 

一、 地方に於て到底前諸項の規定に依ること能はざる特別の事情あるときは本部の指揮を請ふべし 

 

政友会新潟支部は此訓示によりて山本の立候補に対し異議を申来り数回の電信交渉を行ひしも容易に公認

を與へずして新潟縣進歩党本部との交渉には常に其往復の電信を示すを以て進歩党本部は之を佐渡の進歩

党員に移諜し来りて政友会の策戦に齟齬を来すこと尠からざりければ佐渡政友派は大に怒り一月三十一日、

新潟政友会支部へ左の電信を発した 

是迄往復の文書は貴部に於て新潟の進歩党本部へ示し同部よりは中山氏へ通知し来るを以て当方の運動

上大に支障を来せば今後何等の事柄も貴部へは申送らず、且つ越後内地の前議員を再選せしめんがため

に大に勝算の目的ある山本君を郤けんとして電報にて命令に盲従せよとは甚だ不都合なり 故に交渉を

要する事あらば幹事は宜しく来郡の上処置せられよ 

と申送り其後書面又は電信にて往復中なるにも拘はらず二月十一日の各新聞は両党連署にて「交渉の結果

前代議士を候補とする旨の廣告を掲げ中山小四郎をも列挙しありたれば政友派の人々は承知せず直ちに新

潟支部に向って 

数回の照会に対する回答に反して候補を発表せることは公平の処置にあらず我々党員を無視したる行動

と認むるを以て本郡党員は全部政友会を脱し初一念を貫徹すべし 

との最も強硬なる打電を為し二月十三日の佐渡新聞に「政友会新潟支部脱会」の廣告を為し中立派の賛成

を得て着々其準備を進め二月十四日河原田の本部に於て会合することとした 

前代議士中山小四郎は再起の希望を有し窃かに出馬の準備を為し居る処へ新潟に於ける両党は相提携して

前代議士再選の廣告を出したれば爰に大に力を得政友陣を木葉微塵に打砕かんとの勢を示し政友派は亦何

んぞ新潟支部の力を借らんや見事栄冠を獲得せんものと是れ亦戦備をさをさ怠りなければ爰に一大激戦は

展開されん状況となりしを郡の有志者中に 

大に之れを憂ふる者あり中にも河原田の医師酒井直一は其事態の容易ならざるを考へ之れが調停を試みん

とし種々画策奔走の結果、拾も政友派が其本部に会合せんとする二月十四日に中山の親戚たる中山和吉、

遠藤森造、政友会の高橋元吉及中立派の森知幾に進歩党の野沢卯市等を河原田町の遊景楼に招じて種々協

議を重ねたる結果一種の妥協案を作りて中山を立候補せしむることヽしてサシモの大問題も目出度円満解

決するに至りたりければ直ちに各新聞には左の廣告を出した 

 

    緊 急 廣 告 

相互妥協の上今回の総選挙には中山小四郎君を本郡選出衆議院議員候補者に推薦致し候に付此段各選挙

人並に政友諸氏に廣告致候 
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         新潟縣進歩党佐渡支部員 野沢卯市 

                     青木永太郎 

         佐渡政友会員      高橋元吉 

                     本間一松 

         佐渡中立派       森 知幾 

                      伊達喜太郎 

 

妥協の内容に於ては左記書類の如き契約を為し 其書類を作成し中山の親戚の遠藤、中山と政友会の高橋、

中立の森が署名した、野沢にも署名□べく謀りたれ共 進歩党として署名することは如何にやと躊躇の様子

に見受けたるを以て其署名は除いたれ共 書類を本莊了寛に保管方を依頼せる時には野澤も署名者と同行

した 

此日協議の為め政友会の選挙本部に集合せる選挙委員各支部長其他の有志者も此妥協に賛成し其旨を中山

に電報すると共に選挙者及有志者へも報告したるを以て、山本は帰国を見合はせ、従って選挙事務所も閉

鎖することヽなしたれ共 万一異変のあらんことを恐れ齊籐と遠藤は交るがわる政友会の選挙本部に詰め

居たれ共何等事なかった、最も小木町有志者は二月三月同地倶楽部に臨時総会を開き満場一致を以て山本

悌二郎推薦の決議を為し同六日の新聞に廣告せる位に意気込み居りたることヽて此妥協成立の通知に接す

るや憤激甚だしく独立にて選挙事務所を設けて勇往驀進せんことを決議し外海府の矢部茂作を始め其他各

地にも此種の運動起りたれば政友会にては池襄一、齋藤長三、有田秀蔵、臼杵寿八等を各地に出張せしめ

て非常に苦心の結果漸く鎮撫せしむることを得た 

因に記す、当時新潟には憲政本党新潟支部の外に新潟縣進歩党なるものがあって甚だ複雑であったけれ共 

憲政本党新潟支部は名のみにして何事も新潟縣進歩党であったが此進歩党も三十五年三月の創立にて三十

六年一月解散して亦本党に復した 

 

    契 約 書 

一、 吾々ハ今回ノ衆議院議員選挙ニ対シ山本悌二郎君、中山小四郎君ノ両候補間ニ立チ左ノ条件ノ下ニ

調停協和ヲ謀リ徳義上左ノ契約ヲナスモノトス 

一、 中山小四郎君ハ今回ノ臨時議会ト次ノ通常会（臨時議会ニアラザル定会ヲ云フ）壱回限リニテ辞職

スルモノトス 

一、 其辞職ノ期日ハ山本悌二郎君ニ協議シ同君ノ意向ニ任スルコト、但シ臨時議会中ハ勿論通常議会ノ

開期中ニ於テ解散セラケタル場合ハ次回通常議会壱回ハ満足ニ勤ムルモノトス 

一、 山本悌二郎君ハ中山小四郎君辞職後ノ通常議会三カ年勤続スルモノトス 

但シ、右期間ニ於テ議会解散セラレタル場合ハ臨時議会ヲ除キ前後通ジテ三カ年ノ通常議会ヲ勤ム

ルモノトス 

一、 今回ノ妥協ヲ維持スルタメ佐渡両新聞ニハ前記ノ趣旨ニ反スル記事ヲ掲載セシメザル様努ムル事 

一、 本契約締結次第直チニ選挙運動ヲ中止スル事 

一、 左ニ署名セシ以外ノ者ニ本契約ノ趣意ヲ妨グルモノアルトキハ一致協同シテ排除ノ責ニ当ル事 

一、 本契約ヲ公示スルタメ佐渡両新聞ニ政進中三派ノ責任アル者若干名ノ連署ヲ以テ廣告スル事 

右契約ヲ証スルタメ各自署名捺印ノ上本書一本ヅツ交換スルモノナリ 

 明治三十六年二月十四日    遠藤森造 

                中山和吉 
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                高橋元吉 

                森 知幾 

右契約証の交換と共に左の附帯証書の契約をもした 

 

    借 用 証 

一金 五千円也 

右之金員借用仕仕候度確実也返済之義ハ何時ナリ共御返済可仕候為念借用証書差入れ処如件 

  明治に三十六年二月十四日  遠藤森造 

                中山和吉 

   高橋元吉 殿 

   森 知幾 殿 

 

   念  証 

明治三十六年二月十四日付金五千円ノ借用証書ハ実際吾々ヨリ貸付ケアル債権ニアラズシテ別紙三十六

年二月十四日付ノ遠藤森造、中山和吉、高橋元吉、森知幾ノ署名アル衆議院議員選挙調停ニ関スル契約

証写ノ如ク契約履行サルル場合ニハ当然無効タルベキモノニシテ万一該契約書写ノ事項ヲ履行セザルニ

於テハ其代償トシテ前記五千円ノ債券ヲ保持セルニ外ナラズ依テ為念一札差入置クモノ也 

 明治三十六年二月十四日      高橋元吉 

                  森知幾 

    遠藤森造 殿 

    中山和吉 殿 

 

而して右の契約証、借用証、及念書は事実上の調停者たる酒井直一へ預くべきかと云ひしも酒井は山本を

支持する者にして亦中山とも別懇の間柄なれば全然選挙には何等関係を有せざる者が良からんといふので

金沢村本屋敷の得勝寺の住職本莊了寛を撰び更に左の念書を作成して前記の証書類に添へ高橋、野沢、遠

藤の三人が本莊を訪れ事情を打明け保管を依頼したのである 

 

     念  証 

明治三十六年二月十四日高橋元吉、森知幾ヨリ遠藤森造、中山和吉宛ノ念書並ニ遠藤森造中山和吉ヨリ

高橋元吉、森知幾ニ宛テタル金五千円ノ借用証書ヲ貴殿ニ委託シタルニ於テハ万一中山小四郎氏ニ於テ

念証中ノ契約ニ背キタルトキハ該念証並ニ借金証ハ貴殿ノ手ヨリ直チニ高橋元吉、森知幾ニ交付相成度

中山小四郎ニ於テ念証中ノ契約を履行シタルトキハ直チニ中山和吉遠藤森蔵ニ交付相成度依テ双方連署

ノ上権限委託致実也 

明治三十六年二月十一日    森 知幾 

                   高橋元吉 

                   遠藤秀景 

                   中山和吉 

      本莊了寛 殿 

 

右にて双方の妥協誓ひたるを以て政友会にては山本悌二郎外十九人の名義を以て郡内の有権者全体に発送
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せし書状は左の通りである 

時下益々御清□國家の為め大慶之至りに奏存候 

従来衆議院議員選挙に對しては山本悌二郎の為め御尽力被下御厚意の段忝く御礼申上候陳□来る臨時総

選挙に就ても又々御配慮願候処双方交渉妥協相整ひ左記契約証写（前に掲ぐ）の通り中山小四郎氏を推

薦の事に決定致し候に付左様御諒承願度、今回中山氏を推すは他日山本を推す所以に候間来る三月一日

には一致協同の上中山氏に投票候様呉ぐれも御依頼申上候 

先は不取敢御通知旁得貴意候 

 明治三十六年二月十五日 

      池襄一 池田球造 池野最平 林儀太郎 本間一松 本間権平 

      渡部八十八 葛西幸太郎 高柳角太郎 高橋元吉 曽我吉右衛門 

      臼杵寿八 山本悌二郎 児玉甚右衛門 嵐城松蔵 石田秀蔵 

      齋藤長三 佐藤勘十郎 佐野喜平次 森知幾 

 

如上の妥協により中山小四郎の独り舞台にて当選した 

 

     当選 一二六二票（新潟進歩党） 河原田町 中山小四郎 

     次点   五九票（政友会）   東京在住 山本悌二郎 

 

此時の有権者は千八百九十七人にて棄権失権等五百四十八人無効票等二十八票であった 

本縣の成績は進歩党八人政友会五人憲政本党一人で左の通りである 

二五七〇票（憲本） 中川源造    二一九六票（進歩） 坂口仁一郎 

二〇五七票（進歩） 久須美実三郎  二〇一九票（政友） 竹越與三郎 

二〇一〇票（同）  桑原重正    一九三一票（同）  丹後直平 

一八九八票（進歩） 大竹貫一    一八二三（政友）  関矢儀八郎 

一六〇二票（政友） 齊籐和平太   一四九八票（進歩） 萩野左門 

一二六二票（進歩） 中山小四郎    三四三票（進歩） 鈴木長蔵 

 

此時の有権者数は左の通りであった 

相川町  五七  畑野村 二一六  河崎村  一二八 

二見村  一二  真野村 一二一  両津町   四八 

澤根町  四九  西三川村 三七  加茂村  一一八 

河原田町 二一  小木町  四〇  内海府    六 

八幡村  二八  羽茂村 一〇七  外海府   一六 

二宮村 一〇三  赤泊村  八二  高千村   三八 

金沢村 一七九  松ヶ崎村 一三  金泉村   一九 

吉井村 一五二  岩首村  一六  合計  一八九七 

 新穂村 二八三  水津村   八 

 

●佐渡政友会員の会合［三十六年六月十四日］ 

山本悌二郎は三十六年六月十四日 東京出立十五日直江津より御代島丸にて小木着港帰省せるを以て政友
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会員は七月十日新保町六丸亭に山本を迎へて同志懇親会を開きしに出席者八十余名にて先ず左記の件を決

議したる後宴会に移り山本、高橋元吉、森知幾、佐野喜平次等の演説あり胸襟を披ひて意見の交換をなし

歓を尽して散会は十一時頃であった 

一、 政友会の一部は本年第八回選挙の際脱党せしが今回は本部を挙げて脱会する事 

一、 脱会せし会員は中立有志者と相提携して同志会なる社交的団体を組織する事 

一、 同志会に理事七名評議員三十名を置く事 

一、 理事の選任は山本悌二郎に一任し評議員は理事に於て選挙する事 

斯て山本悌二郎は自己及本間一松、高橋元吉、齋藤長三、臼杵寿八、池襄一、児玉甚右衛門の六人を指名

し齊籐、児玉の両人を常務委員とした 

山本は十二日両津を経て帰京の途についた 

 

●第十四回新潟県会議員の選挙［三十六年九月八日］ 

三十六年九月 日第十四回新潟縣会議員選挙の執行の事は縣会之巻に出せり 

 

●第十四回選挙［三十六年九月八日］［新潟縣会之巻］ 

三十六年九月の第十四回の改選に際し 憲政本党にては九月八日午前十時より河原田の江戸屋に臨時総会

を開き中山代議士の第十八回議会の報告を為したる後 縣会議員選挙に就いて協議を為し野澤と尾畑与三

作を候補と決定せし処へ後藤五郎右衛門が突如として候補者の名乗りを挙ぐるに至った 然るに是より前、

大竹貫一の部下にて東北日報の記者たる今泉鐸次郎が窃かに佐渡へ来りて中山と会見し更に中山は新穂に

赴きて後藤と面会したる事実を聞知したる野沢は若し後藤にして当選せば或は其亡父五郎治と鵜飼との関

係より大竹派に走るべきやも計り難く然る時は是れ由々しき大事なり 寧ろ自己の候補を後藤に譲りて其

災を防遇するに如かずと彼れは急遽新穂に出張して面談し 

［橘法老が鉛筆書きで：「出張もせず面談もせず」 ］ 

遂に後藤、尾畑の二人を立候補せしむることにして自己は候補を辞退したが選挙終了後大竹と坂口は分離

したけれ共 佐渡は野沢が種々工策を回らしたる為め其分裂を防いだ 

政友会にては九月十五日河原田の河内屋に理事会を開き、児玉甚右衛門と曽我の二人を立てヽ雌雄を決せ

んと其準備を整へしも児玉は予じめ其当落を知る能ざれば萬一曽我を落選せしむる様なことありては新進

の士を失ふの道理なればとて自ら競争を避け当選を曽我に譲らんと二十四日突如候補の辞退を申出でたれ

ば結局尾畑、後藤、曽我の三人となりたるを以て選挙は至極平穏となり其結果は左の通りであった、去る

にても児玉が党の為め身を犠牲となしたる熱誠は感ずるに余りあることである 

 当選 千九百六十三票 （憲本） 真野村 尾畑與三作 

    千四百八十九票 （同）  新穂村 後藤五郎右衛門 

     九百六十八票 （政友） 真野村 曽我吉右衛門 

 次点     四百票 （同）  金沢村 児玉甚右衛門 

    後藤は三十八年五月辞任に付補欠当選者は 

            （憲本） 二宮村 後藤栄太郎 

 

●坂口仁一郎の対露問題に関する意見書の提出［三十六年九月］ 

三十六年九月、本縣進歩党の領袖 坂口仁一郎等対露問題に関する意見書を政府に提出して開戦を促したが

当時露國の満鮮政策に対して我が國論は沸騰し露國膺徴の叫びは日一日と昂って来た、建部、戸水、中村
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等七博士の率先して日露開戦を唱へたのは此時である、坂口等又日露開戦を主張して意見書を作成して有

志者の調印を求め桂首相に提出し政府に開戦の決意を促したのである 

 

  対露問題に関する意見書 

謹ンデ内閣総理大臣桂首相閣下ニ白ス 

頃日露國ノ放肆益々加ハリ東亜ノ危機愈々迫ル是レ真ニ関心スベキノ秋ナリ顧レバ去年北清事変ノ際露國

敢テ清國ニ對シテ鯨鯢ノ欲ヲ逞ウセントスルヤ我帝國政府ハ他ノ列国政府ト共ニ清露両政府ニ對シテ警告

スル所ニアリ、其力能ク露國政府ヲシテ其密約案ヲ撤回セシメ尋デ現行満州条約ノ締結ヲ見ルニ至レリ、

然ルニ露國ノ放肆ナル毫モ該条約ヲ履行スルニ意ナク却テ益々兵員ヲ増派シ各般ノ要求ヲ提出シテ清廷ニ

迫リ満州ノ主権益々危キヲ致ス是レ豈当初ノ露清両國ヲシテ満州ノ条約ヲ締結セシメタル列國ノ漫然傍観

スベキ秋ナランヤ況ンヤ我帝國ノ如キ歴史ヨリスルモ将タ其東亜ニ於ケル権勢天職ヨリスルモ宜シク率先

以テ此際ニ周旋努力スベク決シテ一日ノ安居ヲ許サザルナリ我政府若シ退嬰自屈以テ露國ノ為ス処ニ放任

セバ満州ハ遂ニ清國ノ有ニアラズ満州其主権ノ所在ヲ変セバ朝鮮亦韓國ノ有ニアラズ其利害ノ影響直チニ

我帝國ニ波及シ不祥云フニ忍ビザル結果ヲ出スベキコト疑ヲ容レズ、兵固ヨリ叨リニ動カスベカラズ、然

レドモ徒ラニ平和ヲ望ミテ一日ノ安ヲ貧ル如キハ國家兵ヲ養フ所以ノ本旨ヲ没却シ真正ノ不遜ヲ顧ミズ敢

テ時局ニ関シテ一言県議スル所以ナリ 

 

●第四回佐渡郡会議員選挙［三十六年九月三十日］ 

第四回佐渡郡会議員選挙は明治三十六年九月三十日執行したが其結果は左の通りである 

第一区、相川町、三人、森知幾、齊籐七治、佐々木増右衛門 

第二区、二見町、沢根町、二人、式部作蔵 

市野重太郎（失格補欠）大場辻蔵（辞職補欠）戸内常蔵 

第三区、河原田町、八幡村、一人、本間繁（辞職補欠）山田喜右衛門 

第四区、野田村、二宮村、一人、相田栄蔵 

第五区、金沢村、一人、伊藤円蔵（辞職補欠）藍原儀八 

第六区、吉井村、一人、市野満平 

第七区、新穂村、二人、阿部忠吉、武田民蔵 

第八区、畑野村、二人、今井貞治、中川新平（辞職補欠）長島百太郎 

第九区、真野村、二人、臼杵啓蔵、小田貫一 

第十区、西三川村、小木町、二人、 

佐々木甚太郎、塚原与右衛門（辞職補欠）菊地藤松 

第十一区、羽茂村、一人、武井盛三郎（辞職補欠）藤井市蔵 

第十二区、赤泊村、一人、石塚稲次郎（辞職補欠）榎庄太郎 

第十三区、松ヶ崎村、岩首村、水津村、一人、菊地泰蔵（辞職補欠）渡辺源右衛門 

第十四区、河崎村、一人、須藤茂三郎 

第十五区、両津町、一人、星野和三次（辞職補欠）齊籐次兵衛 

第十六区、加茂村、内海府村、一人、佐竹守太郎（辞職補欠）古玉作平 

第十七区 外海府村、高千村、一人、水谷佐平（辞任補欠）池野栄蔵 

第十七区、金泉村、一人、大辻國蔵（辞職補欠）北見作右衛門 
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右選挙の結果は進歩党多数となったれ共 役員選挙に就ては如何なる異変あるやも計り難しとて其所属議

員を河原田町江戸屋に招集して協議せる等にて十月十五日の招集日に開会すること能はず漸く十七日午前

十時開会して議長選挙を行ひしに 

  当選 十四点 進歩党 佐々木増右衛門 

  次点  九点 政友会 星野和三次 

佐々木議長席に着き副議長以下の選挙に当たり議長の指名選出で星野森等は反対を唱へたれ共 議長発言

を許さざりしを以て両人は議長席に迫りてアワヤ一乱闘を起こさんとせしも郡長 山下良実の注意によっ

て治まりしも星野、森の一派は指名推薦を潔しとせずして退場したれば一人の異議もなく、副議長以下参

事会全部進歩党より指名した 

 

●新潟縣進歩党分裂の真相［三十六年十月十五日］ 

進歩党は縣会に於ける役員選挙に関し 三十六年十月十五日 野沢卯市及田村、永井、高橋の四参事会員は

及萩野、坂口両代議士を委員として其選定を一任せしに委員は十九日其事務所に報告会を開き萩野代議士

より先づ 

役員の選挙は一致の態度を要するを以て若し異存あらば報告前に申出らるべし報告せる以上は一切異議

を採用せず云々 

と陳べたるに皆異議なしと言明せしかば萩野は然らば委員に於て選定せしは 

議長 高岡忠郷、副議長 原吉郎、参事会員 西山寿平次、関矢儀八郎、吉原義雄、大崎二六郎、樋口寿平、

平松遮那一郎、 

と報告せしに一同一言の異議なく之を是認し堅く一致の態度を執るべき旨を誓ひ袂を聡ねて縣会議事堂へ

赴きしに縣会に於ては意外にも委員推薦の参事会員候補者中國権系の吉原義雄、樋口寿平の二名落選し改

進系の海沼英祐、高橋慎次郎の二人当選したが傍聴席にありし國権系の萩野代議士は激怒し憤然として議

場へキット目くばせするや同系の議員 鳥井諦次郎、吉原義雄、渡辺憲司、本間健四郎、高橋郷次郎、三田

村太郎、後藤五郎右衛門等の面々何れも席を蹴って退場した 

（著者曰く樋口寿平の退場せざりしは何故なるか疑はして而して本間健四郎は改進系にあらざるか） 

 

斯て旧改進系と國権系との間には種々の小ぜり合ひもあったが十一月二十九日午前八時より評議会を開き

たるが出席三十余名にして坂口 萩野の両幹事より裏切議員に對する事実調査の顛末を陳べ國権系より激

烈なる質問などありたる後 

海沼英祐、高橋慎次郎の両名は参事会員を辞する事、若し辞せざる時は党則第一条により除名すべきも

のとす 

との提案ありて之に決し幹事 坂口仁一郎は「畢竟幹事たる自分が監督不行届」なればとて幹事を辞し引続

き行形亭に大会を開きしに出席七十餘名にて高岡忠郷議長席に着き開議せしに大崎二六郎より突然 

新潟進歩党解党の動議 

を提出せしかば議論沸騰殆んど底止する処を知らざりしが結局多数にて解党に可決したれば会議は引続き 

憲政本党へ復帰すべしとの動議 

を提出して是亦直ちに決議せしかば国権系の人々は如何でか堪へむ何れも憤然として席を蹴立て一同退場

したれば後は改進系水入らずにて懇親会を開き九時散会した 

新潟進歩党の解党したる後本縣代議士の憲政本党へ復党せしは坂口一人にて大竹貫一、萩野左門、中山小

四郎、鈴木長蔵、相馬一郎、桑原重正、久須美実三郎は同志の他府縣代議士を糾合して交友倶楽部なるも
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のを組織した 十二月七日 大竹、萩野、中山、相馬、久須美の五人は連名にて左の意見を発表した 

吾輩ハ新潟縣進歩党ニシテ所謂新潟組ナル独立ノ一派ナリ、今ヤ縣地ノ党界ヲ攪乱スルモノアリ、吾輩

其腐敗ヲ慨シ不偏不党無所属代議士ノ地ニ居リ以テ同感ノ士ト交友倶楽部ヲ組織シ政務ノ講究ニ遺憾ナ

キヲ期ス 

  十二月七日              右五名連署 

 

抑モ新潟縣進歩党は二十八年五月十日 遼東半島還付の詔勅降下せらるヽや熱血多情なる大竹貫一は義憤

禁ずる能はず改進系の坂口仁一郎等と握手して越佐会を組織し 二十八年五月には小会派の合同したる進

歩党新潟支部となり 三十一年七月自由党と合同して憲政党新潟支部となりしも十一月解党したる後 憲政

本党新潟支部なりしに三十五年三月には再び旧改進系を代表する坂口仁一郎と旧國権系を代表する大竹貫

一との握手に因て合同して新潟縣進歩党となったのであるけれ共 所詮は並び立たず其後此二人は種々の

問題で暫時感情の疎隔を来し、中央政情の変化を其一大原因として、又本人同士の性格の相違や、二個の

政党が党風を異にして居て根本的に一致し得ぬ処もあったであろうし、兎に角斯うした傾向が三十六年の

夏頃より自然と顕はれて来た処へ九月に行はれた縣会議員選挙によって益々露骨となり十月招集せられた

る臨時縣会に於ては参事会員の選挙問題が導火線となって爆発し前に記せる如く十一月の党大会に於て旧

改進系の提議に係る新潟縣進歩党を解党して憲政本党新潟支部を復活することとなりて爰に全く改進国権

の両派は分裂するに至ったのである 

爰に於て大竹の一派は国権派と称して一団を為し政友会及憲政本党の間に介在し縣政に関しては政友派と

提携し専ら憲政本党に対抗するに至った 

処が前記新聞廣告の連名五代議士中の久須美実三郎は此廣告を見るや大に驚き是れ自己の知らざる処なり

とて直ちに取消しを為したといふことである 

 

●第十九期議会の解散［三十六年十二月］ 

三十六年十二月招集されたる第十九期議会は十一日解散となったが夫は衆議院之巻に出す 

 

●第十九期議会解散［三十六年十二月十一日］［衆議院及内閣之巻］ 

三十六年十二月十一日 第十九期議会は議長 河野廣中が對露外交軟弱なりとて政府を弾劾せる彼れの有名

なる奏答文の為め開会僅か一日にして解散を命じられた 

此奏答文問題は余りに有名なる事なれば其大要を左に示さう 

十二月十日開院式を行はせられ勅語を賜ふた、衆議院は午前十一時三十分開会、議長 河野廣中議長席に着

き、自ら起草したる奏答文案を把り出して朗読した 

 

今ヤ國運ノ隆興洵ニ千載ノ一遇ナルニ方リ閣臣ノ施設之レニ伴ハズ内政ハ□健ヲ事トシ外交ハ機宜ヲ失

シ臣等ヲシテ憂慮措ク能ハザラシム、仰ぎ願クハ聖鋻ヲ埀レ賜ハランコトヲ、臣等協賛ノ任ニ在リ慎重

審議以テ上 陛下ノ聖旨ニ答ヘ奏リ、下國民ノ委託ニ残ヒンコトヲ期ス 

   衆議院議長臣河野廣中 誠恐誠惶謹ンデ奏ス 

 

右朗読終るや満場粛として一人の異議もなく拍手の中に可決した 

明十一日午前十一時を奏答文捧呈の時刻と定められたりしが、十日薄暮に至り突然宮内大臣 田中光顕より

議長河野へ左の通牒が来た 
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明十一日午前十一時勅語奏答ノ為メ拝謁被仰出候ニ付参内可有之旨過刻申込置候度延引被仰出候条比明

更ニ申込ニ也 

明治三十六年十二月十日 

          宮内大臣 田中光顕 

     衆議院議長 河野廣中 殿 

 

右に付奏答文再議問題が出で頗る紛議を醸したが結局再議すべきものに非ずと決した、此時河野議長は書

記官長 林田亀太郎を招きて左の問答をした 

河野曰く「田中宮相の通牒に由りて奏答文捧呈の拝謁は延期せられた、万一此間に解散の命下る時は奏

答文を聖聴くに達する能はざるに至るが、如何したら良いと思ふか」 

林田曰く「上奏に二つの方法がある、其一は宮内大臣を経由して捧呈すること、其二は議長を惣代とな

し謁見を請ひ奏答することの二方法がある」 

河野曰く「然らば奏答文は宮内大臣を経由せずして捧呈するも差支へなきか」 

林田曰く「奏答文の場合の先例はないが、奏答文も同じく上奏なる以上は決して差支へないと信ず」 

茲に於て河野は蹶然と起ち議会は副議長 杉田定一に一任して将に議会を出で宮中に赴かんとする一刹那

に議会解散の命は下った 

 

 朕帝國憲法第七条ニヨリ衆議院ノ解散ヲ命ズ 

  明治三十六年十二月十一日 

 

●中山前代議士の行動に就いて［三十七年一月七日］ 

三十七年一月七日の佐渡新聞に曰く 

襄に新潟進歩党分裂の際縣下の新聞紙に 

不日帰郷の上支部の党議を以て去就を決すべし 

と廣告して上京せし中山前代議士は議会解散後は病気療養を口実として伊豆の修善寺に滞在して今に帰

郡の模様なきが、右に付昨今進歩派にも同志会（政友派）にも漸く同人の行動を難ずるもの多くなりた

るが、其理由は抑も同人は去年の総選挙には進歩、中立、同志、三派妥協の上推薦されたるものなれば

進歩党分裂に関する自己の去就は兎に角、議会解散に対しては速やかに帰郡して当時の政況を選挙区に

報告すべきは当然の義務なるべきに、妥協条件中再選を保証されあるをたのみ今日に至るも帰郡せざる

は自党の兎もあれ他党に対し誠に踏付にしたる仕打にて奇怪千萬なりといふにありて、此議論は同志会

中立派に多く又進歩派は曩に同党分裂の際不日帰郡の上支部の党議を以て去就を決定すべしと公言しな

がら在京中は肆に公友倶楽部に入りて早川達介などの金箔付の政府党員と行動を共にしたるのみならず

総選挙を目前に迫れる今日悠々閑地に遊んで故意に去就問題を避けんとするは横着至極の了見なりと憤

慨し、敵味方共に甚しく感情を害し居れば同党支部総会にても開くに至らば中山は党員総攻撃の焦点に

陥るべしといふ、何にせよ此際一日も早く帰郷して鎮撫の策を講ぜざれば、或は同人に取りても以外の

患を醸すべしといふ 

 

●大竹派の決議［三十七年一月十四日］ 

新潟日報の転載として三十七年一月十四日の佐渡新聞は左の如く報じた 



 35 

新潟大竹派の前代議士即ち大竹貫一を始めとし萩野左門、鈴木長蔵、、久須美実三郎、並に鳥井諦次郎、

吉原義雄が去る六日以来新潟に於て連日連夜鳩首密議を擬し居ることは前号に報ぜしが今聞く処によれ

ば其密議の結果愈々、大竹、萩野、鈴木、相馬、中山、久須美の六人轡を並べて来る総選挙に出陣する

ことに決議せりといふ、尚新政党組織に於ても協議せしかど其機関新聞と予期せる東北日報が一萬円位

の補助金でも給するならイザ知らず左もなくば単に機関新聞の相談を持ちかくれば断然拒絶することに

已に楽屋評定ありしので不得巳結党問題は総選挙後に譲りソレまではベッタリの態度を以て一意選挙の

必勝を期することに申合はせたりとなん 

 

●政友会新潟支部大会［三十七年一月十五日］ 

政友会新潟支部に於ては三十七年一月十五日午前 評議員会を開き午前一時より大会を開きしが会者六十

余名先づ西潟為蔵を議長に推して吉田、石田両幹事より諸般の報告を為し次で評議員会に於て決定せし左

記議案の説明をなして討議に入りし処二三質疑の後満場一致を以て之を可決せり 

 

一、 選挙委員七名を選挙する事 

一、 候補者の員数及、選挙地域は選挙委員及幹事の協議を以て之を定む 

一、 各郡市に二名以上の委員を設け選挙事務を嘱託する事 

次に選挙委員を座長の指名に任じたるに座長は左の七名を指名した 

中頸城郡 石塚譲     中魚沼郡 大熊英策 

古志郡  酒井□ノ助   西蒲原郡 小柳卯三郎 

中蒲原郡 須藤時俊    北神原郡 関川市在門 

岩舟郡  加藤勝弥 

 

右終って午後四時散会し散会後鍋茶屋に於て懇親会を開いた 

因に記す、議案第二項は前代議士五名の外、郡部に於て一名推薦する事 

尚、佐渡郡並に新潟市にも候補者を挙げんと欲する意を以て決議したるものなりといふ 

 

●憲政本党と中山前代議士［三十七年一月二十四日］ 

三十七年一月二十四日の佐渡新聞に左の記事があった 

中山前代議士の去就につき或消息は曰く、中山が新潟進歩党解党の当時、尾畑与三作、後藤五郎右衛門、

の両縣会議員と連署して、去就は帰郡の上決定すべしと公言しながら今に新潟にさへ帰らざるは其後復

党派と国権派との軋轢益々甚しく、ウカと帰縣すれば国権派の首領なる大竹貫一等に新政党組織を迫ら

るヽあり 去りとて大竹に服従すれば選挙区の地盤を危ふする虞あり 旁々板挟みの苦境に陥いりたれば

僅かに昨年の妥協条約を頼みに去就を明らかにせず曖昧の間に総選挙の難関を切抜ん軍略にて今日まで

病に託して帰郡せざる次第なれど最早選挙期も切迫せしのみならず此曖昧政略却て甚しく選挙区の感情

を害したれば彼れは暫く表面上國権派に背き当分憲政本党に復党して目前の切所を通過せんと企てるな

るべし、去れど其党籍は何れに置くに係はらず議会に机を並べし暁は彼れが大竹に頭の上らずして其□

篭中の者たるは明らかなれば仮令復党せしとても憲政本党の幹部は彼れに対して快く公認候補者たる承

認を與へざるべし 
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●中山代議士の報告会［三十七年一月三十一日］ 

三十七年一月三十一日 中山代議士の報告会を河原田町江戸屋に開会せしに来会者非常に少なし 旧進歩党

佐渡支部去就の協議などは為すべくもあらず 単に議会の報告のみに留め 更に二月九月に右問題に関する

集会を催ふすことヽし散会せりとのことなれ共 九日の集会の情勢は分からぬ 

爰に中山は仮りに改進派の人々と共に憲政本党への復党するとすれば國権派の面目を汚辱し首領大竹貫一

等に□まざるのみならず降伏変節の汚名を蒙り公生涯の終滅を遂ぐるの虞れあり サリトテ復党を肯せず

断然改進派と手を断つに至らば同志会（佐渡政友派）の如きは妥協条件の消滅と認めて如何なる態度に出

るやも知る可らず旁々彼方立つれば此方が立たぬといふ板挟みの羽目へ陥いり昨今其去就につき非常に苦

悶の体なりと一般の観測であった 

 

●佐渡同志会（政友派）の政友会復党［三十七年二月十九日］ 

佐渡同志会は三十七年二月十九日 河原田町遊景楼に理事会を開き 

一、 総選挙に対する件は憲政本党と提携して我党の山本悌二郎を候補とすることヽして交渉其他一切

を高橋元吉に一任する事 

一、 昨年候補問題の衝突より政友会を脱党せしも現下の政局に鑑み政友会へ復党する事 

を決議したが山本は西園寺公望の紹介により正式に政友会へ入党した 

 

   立憲政友会入会に際し郷里の政友諸君に告ぐ 

                          山本悌二郎 

曩ニ政友会カ党員多数ノ意見ニ反シ総裁専制ナル辞柄ノ下ニ彼ノ憲政ヲ蹂躙シテ無名ノ解散ヲ断行シ

タル桂内閣ト姑息ノ苟合ヲ敢テセシニ當リテヤ予輩ハ深ク之レヲ非トシ同志ノ士ト相率ヒテ断然政友

会トノ関係ヲ絶チ以テ主義ノ団体タル政党ガ主義ヲ抛チテ情実ニ泥ムノ行動ヲ憚ラザルヽ取リモ直サ

ズ自ラ其生存ノ大半ヲ破壊スルモノニシテ拾モ刃ヲ自己ノ頭上ニ加フルニ均シク人心ノ離反ト共ニ遂

ニ全党ヲ挙ゲテ土□瓦解ノ域ニ瀕セシムル所以ナルコトヲ示シテ政友会ノ反省ヲ促シタリキ 幸イニシ

テ政友会幹部亦大ニ顧ミル処アリ伊藤旧総裁ノ引退、西園寺新総裁ノ就任ト同時ニ隠微模稜ノ態度ヲ蝉

脱シテ公明正大ノ方針ニ復帰シ姑息ノ利害ヲ度外ニ措テ専ラ立憲ノ大義ニ殉ズルノ決意ヲ以テ今ヤ憲

政本党ト相提携シテ将ニ大ニ為ス所アラントス 余輩同志諸君ノ苦哀幸ニシテ一党警醒ノ効ヲ奏シタル

ハ竊ニ本懐ニ堪ヘザル所ナリ 

今ヤ日露折衝ハ効ヲ稿俎ノ間ニ収ムル能ハズシテ遂ニ解決ヲ炮火ノ中ニ求ムル止ムヲ得ザルニ至ル誠

ニ是レ東洋安危ノ惣ル所ニシテ而シテ亦帝國隆替ノ岐ルヽ所國民ガ赤誠ヲ披瀝シテ國事ニ尽粋スルハ

正ニ此時ナリト云フベシ 余輩ハ已ニ政友会ノ刷新ヲ認ムルト同時ニ君國多事ノ暁政党ガ最モ其本能ヲ

発揮セルノ好機ナルヲ信ジ今回改メテ立憲政友会ニ入会スルコトニ決定セリ 今ヤ其実行ニ臨ミ一言以

テ余輩ノ心事ヲ開陳シテ郷里政友諸君ニ告白スルコト苒リ矣（二月十六日稿） 

 

●第九回衆議院議員の選挙［三十七年三月一日］［衆議院及内閣之巻］ 

三十七年三月一日は第九回衆議院議員の選挙であるが中山小四郎は三十六年二月十四日の契約（第八回衆

議院議員の条を見よ）により 今回は当然自分が立候補し得るものなりとや思ひけん 着々其準備を進め気

早なる二三の同志は逸早く新聞に廣告などを出したれ共 何ぞ知らん彼れは三十六年十一月の新潟縣進歩

党大会に於て同党を解党し憲政本党に復帰するの決議を為したる際大竹貫一等三名の旧國権系代議士と共

に 
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我々は新潟縣進歩党なり而して今回憲政本党に復帰したるものとは意見を異にするを以て議場に於ても

座席を同じうせず 

と廣告して憲政党へ復帰したる旧新潟縣進歩党と行動を共にせざるもの（明治政党の巻三十六年二月新潟

縣進歩党大会の条を見よ）なれば政友会にては旧進歩党員との間に締結したる三十六年二月十四日の契約

は当然無効のものなれば之を遵守するの義務なしと云ひ、新潟の旧改進系の領袖 坂口仁一郎亦 大竹等の

行動を快しとせず従って其同系にある中山を支援するの必要を認めずとの意味を仄めかし居たれば佐渡の

憲政本党又此意を体し居れりと見るや中山の親戚は財政上の関係より其立候補諫止し彼れの立候補は到底

不可能と見たる友人 青山栄太郎、北条欽等は言葉を尽して断念せしめんことに努めれば彼れも四囲の情勢

甚だ不利なるを暁り遂に其涙を飲んで其意見に従ひ立候補を断念したれ共 吉井の市野萬平、高島蔵之助等

は之に服従せず四方に奔走勧誘せる為めに彼れは百七十四の得票を得たのであるが之れは後の話しである 

政友会及憲政本党共に夫々協議を擬しつヽありたりしも現下の国情（時恰も日露交断絶せるの時であった）

に鑑み無益の闘争を避くべしとの意見は略一致せるを以て双方より委員を挙げて之れを協定すべく三十七

年二月二十一日、河原田町遊景楼に会合して種々協議の結果、両党一致提携の上 山本を推薦することに決

し其発表の手順及来る二十八日河原田町に於て両党大懇親会を開く事等の打合はせをなして散会したが則

ち二十三日より憲政本党及政友会の佐渡両倶楽部の連名を以て山本推薦の廣告を出した 然るに憲政本党

佐渡支部の機関誌たる佐渡毎日新聞は二月二十七日 特に号外を発し又翌二十八日には同本誌に 

衆議院議員候補妥協破れたり、と題して 

憲本、政友両党提携にて山本悌二郎を衆議院議員候補に推薦せし妥協は或る一部の者の策になりしもの

にて憲政本党は全然妥協を排し自由行動を取るに決したり 

 

と掲げたが此新聞を見たる憲政本党にては大に驚き二十七日夜特に選挙委員の野沢 青木の両人を毎日社

へ出張せしめて厳談の上号外及本紙に取消しをなさしめ猶 憲政本党の選挙委員は佐渡新聞に左の廣告を

出した 

    緊 急 廣 告 

本日発行 佐渡毎日新聞第四百五十五号に「衆議院議員候補妥協破れたり」と題し、憲政本党政友会の妥

協は我々委員等の僭越の行為に出でたるものにて其結果妥協破裂せし記載せしも委員等が僭越に妥協せ

しにあらざるは現に憲政本党が山本悌二郎氏の候補に同意し自党より候補者を立てざりしに微して明白

なる事実にして本郡憲政本党は今回の妥協に賛成したるものなれば 茲に毎日新聞の記事の誤報なりし

ことを証明し併せて選挙人諸君に告ぐ 

     憲政本党選挙委員    野澤卯市 

       青木永太郎     北条 欽 

       尾畑與三作     高橋仁作 

       後藤五郎右衛門   山西後左衛門 

 

右妥協成立に伴ふて二月二十八日午後四時より河原田町遊景楼に於て両党聯合懇親会を開きしに憲政本党

の野沢卯市、青木永太郎、北条欽、政友会の高橋元吉、本間一松、星野和三次等を始め七十余名出席し発

起人惣代として高橋元吉、憲政本党を代表して北条欽の祝詞演説に次で齋藤長三は山本及新潟両党支部の

祝電を報告し夫より宴会に移り歓間湧くが如く十時過散会したが山本は帰り来なかった 

薪て三月一日の選挙は平穏無事の裡に終了したるが其結果は 

  当選 七七九票 （政友会）    東京在住 山本悌二郎 
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  次点 一七四票 （国権党）    河原田町 中山小四郎 

 

本縣の定員十四名の内憲政本党六名、政友会五名、国権二名、中立一名にて其氏名は左の通りである 

 二一〇〇票 （憲政本党）山口達太郎   一八八〇票 （憲政本党）山田平太郎 

 一七四〇票 （同）   坂口仁一郎   一七三五票 （国権）  大竹貫一 

 一五五一票 （同）   波多野傳三郎  一五一九票 （政友会） 丹後直平 

 一四四一票 （政友会） 齊籐和平太   一四三四票 （憲政本党）佐藤伊助 

 一三四八票 （同）   竹越與三郎   一二八七票 （国権）  萩野左門 

 一二七〇票 （同）   青柳信五郎   一二一九票 （憲政本党）竹村良貞 

  七七九票 （同）   山本悌二郎   二三七票  （中立）  白勢春三 

 

是が山本の中央政界へ乗り出したる第一歩で尓後八回即ち第十六回までは連戦連勝であつたけれ共 浜口

民政党内閣の昭和五年第十七回に一度落選せるも其後亦三回当選して在任中の昭和十二年に薨去した 

 

此第九回の選挙に於て本郡真野町新町出身の松井源内は北海道寿郡より立候補して当選したが其後大正二

年二月十日其地にて死亡した 

（大正二年二月十日の其条を見よ） 

 

●第九回衆議院議員の選挙［三十七年三月一日］ 

三十七年三月一日第九回衆議院議員の選挙を執行せらるヽに當り山本悌二郎と中山小四郎との間に将に激

烈なる競争を演ぜんせるを憂へ調停を試むる人ありて遂に妥協整ひ山本を推薦せることは衆議院の巻に詳

記せるが此の妥協成立せるを以て二月二十八日政友、進歩、中立の三派は河原田町吉野屋に聯合懇親会を

開きしが来会せるもの七十余名 発起人惣代として進歩派の野沢卯市及政友派の高橋元吉の挨拶に次で前

代議士 中山小四郎欠席の為め青木永太郎 代理となって謝辞を陳べ中立派 伊達喜太郎の演説あり数十の

紅裙は盃盤の間を斡旋し昨日まで鎬を削りたる政敵も今日は恰も忘れたるが如く和気□然なる裡に十二分

の歓を尽し午前六時散会した 

［北海道、松井源内の記事は略す］ 

 

●望月天洲の政談演説［三十七年四月七日］ 

三十七年四月七日 望月天洲（旅弁士か）なる者相川中教院にて政談演説会を開きしが聴衆七百余名にて弁

士は熱心に数個の演談（不明）を演じ 最後に「交戦中の國民の覚悟」と題して日露戦争は未だ序幕に過ぎ

ぬ國民は此際最も沈着に軍隊の後援を為さざる可らず僅々一二戦の勝利に早已に全局の勝利を得しが如く

狂喜するは大國民の態度にあらずとの苦言は満場の大喝采を博した 

其他各所に開きしものならんも不明なりし 

 

●山本代議士の報告会［三十七年四月八日］ 

代議士山本悌二郎は第二十期議会を了へて三十七年四月八日 東京を出発し九日正午両津へ渡航して二三

の要所にて報告演説会を開き 十五日両津より帰京の途についた、十三日午後三時より河原田常念寺にて開

会 高橋元吉の挨拶についで山本は約二時間に渉る長廣舌を振ひ大喝采裡に閉会し終って幽［遊］景楼にて

慰労懇親会を開きしに出席七十余名盛会なりし 
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●日露媾和条約に対する県民大会［三十八年六月二十五日］ 

日露媾和の成立するや政友会新潟支部にては之れに対する意見を決定せんがため 三十八年六月二十五日

午後一時より評議員会を開きしに出席三十余名にて議論百出数時間意見を闘はしたる末意見書を起草する

ことなりて須藤時俊、高橋元吉、田辺熊一の三人を委員に挙げて散会したが此の媾和は侮辱的媾和なりと

なし新潟縣民の與論を発表せんが新潟四新聞社の発起に係る縣民大会は九月十三日午前十時より新潟白山

公園に開かれたるに来会者無慮三万人と注され 石井大介開会の主旨を述べ萩野左門を座長となし坂口仁

一郎左の決議案を朗読した 

  決議案 

一、 政府ノ締結シタル媾和条約ハ國民ノ與論ヲ無視シ開戦ノ目的ヲ没却シ東洋永遠ノ平和ヲ恢復スル

能ハザルノミナラズ国威ヲ失墜シ国運ヲ阻害スルノ甚シキモノトス因テ断然破棄セレンコトヲ熱

望ス 

一、 政府ハ憲法ノ大義ヲ無視シ警察権ヲ濫用シテ民権ヲ蹂躙シ為メニ帝都ヲシテ無政府ノ状態ニ陥イ

ラセシメ遂ニ戒厳令ヲ施行スルニ至ルハ失政ノ甚シキモノト認ム 

一、 現内閣ハ外ニ媾和ヲ誤リテ国辱ヲ千載ニ残シ内ニ憲政ヲ紊リテ紛擾ヲ帝都ニ起ス宜シク責ヲ引テ

速ニ処決スベシ 

 

右決議は総理大臣、枢密院議長、憲政本党、政友会、媾和問題聯合同志会ヘ通知することを萬雷の如き喝

采場裡に前回一致を以て決議し次に田辺熊一、鳥井諦次郎、関矢儀八郎等の悲壮なる演説あり、終って行

形亭に有志懇談会を催ふせしに来会者七百余名、吉田新潟市長開会の挨拶を述べ今泉澤次郎、丸山嵯峨一

郎、齊籐和平太、坂口仁一郎等の慷慨悲棲なる演説ありて五時散会した 

 

●県会議員の補欠選挙［三十八年六月二十七日］ 

縣会議員 後藤五郎右衛門は三十八年五月辞職を申出でたので 六月二十七日其補欠選挙を行ふことヽなり

憲政本党にては二宮村の渡辺栄太郎を推薦し 政友会にては金沢村の児玉甚右衛門を推挙せしを以て一時

は非常の競争となるべく思ひしも児玉は自身は病気でもあり且つ本党出身者の補欠選挙の事なれば反対派

に任せ置く方宜しからんとの至極穏健の意志にて辞退したれば政友会にては別に候補を立てざりしを以て

結局選挙は無競争となりて有権者五千九百九十三人の内棄権者は七割六分強にて投票者は僅かに千四百六

十七人に過ぎなかった 則ち憲政本党の渡辺栄太郎の独占であつた 

 

●媾和破毀の上奏［三十八年九月十三日］ 

政友会の西潟為蔵、憲政本党の坂口仁一郎、国権党の萩野左門等の首唱にて三十八年九月十三日 白山公園

偕楽館に媾和条約破毀の上奏を為さんが為めの新潟縣民大会を開いた 

是より先八月十日 日露両国全権委員の為せる媾和の内容一度国内に伝へられるや戦掉の効果を没却し國

民の所期に反する甚だしきものありとて人心激昂し 九月五日大竹貫一、河野廣中、小川平吉等の発起せる

國民大会が日比谷に開かれ彼の有名なる焼打事件といふ大問題を惹起したるが新潟にても九月十三日縣民

大会を開き条約破棄の上奏を為すことを決議し左記の請願書を作り調印を取り纏め西潟為蔵、中山小四郎

の二人を委員とし請願書捧呈の為め上京せしむることヽした 

佐渡より出席したる中山は急遽来郡して同志者を河原田の常念寺に集めて部署を定めて調印を請はしめ両

委員は十八日出発し二十日上京 宮内省へ捧呈した 
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  請 願 書 

                草莽ノ微臣 西潟為蔵 

謹ミテ奏ス臣等伏テ推ルニ征露ノ戦役ハ曠古ノ大業ニシテ宣戦ノ大詔ハ炳トシテ日星ノ如シ而シテ皇師

ノ連戦連掉ヲ奏セルハ  陛下ノ稜威ト陸海軍将士ノ忠勇トニ之レ由ルト雖モ國民ガ協力同心臣節ヲ致

セルノ功亦決シテ尠カラズ然ニ 陛下ノ閣臣及全権委員等ハ深ク之ヲ念ハズ搆如ノ事ヲ誤リ上ハ 陛下

ノ聖旨ニ悖リ舌ハ 

國民ノ與論ニ□シ啻ニ連掉ノ偉勲ト相副ハザルノミナラズ國家将来ノ深憂ヲ貽ス此ノ如キハ國民ノ竟ニ

忍ブ能ハザル所ニシテ臣等ノ憂□ニ堪ヘザル所ナリ伏テ推ルニ閣臣及全権委員等ハ大政補弼ノ重任ヲ愆

ル是レ実ニ 陛下ノ罪人ニシテ亦実ニ上 皇宗ニ対シ奉リテ下後世子孫ニ対スル罪人ナリ今日ノ事臣等

復言フニ忍ビズ及チ越俎ノ罪ヲ忘レ斧鉞ノ誅ヲ冒シ敢テ赤誠ヲ披瀝シテ謹ミテ 閣下ニ伏奉ス仰ギ願ク

ハ 陛下 聖鑑ヲ垂レ給ハンコトヲ臣等誠恐誠攫頓首頓首 

明治三十八年九月二十日 

       新潟縣西蒲原郡長沢村大字福岡新田三番地 

         平民  西潟為蔵 

             弘化二年十月十五日生 

                 （以下氏名略） 

 

●新潟県会議員の政府問責問題の協議［三十八年十一月二十三日］ 

本縣縣会議員一同は三十八年十一月二十三日、午後四時より新潟鍋茶屋に集会を開き高岡議長を座長に推

し政府問責問題に付て協議を為し 

   決 議 

現内閣ハ内外ノ失政ニ對シ宜シク責ヲ引テ速ニ処決スベシ 

  申 合 

一、 右決議ノ主旨ヲ貫徹スルガ為メ代議士ト協同一致現内閣問責ノ事ニ螯力スルコト 

二、 帝國議会解散ノ際ハ前代議士ヲ再選スルコト 

但シ、候補者ノ変更ヲ生シタル場合ハ其所属ノ政派ヨリ選出スルモノトス 

 

との決議を為したるが右決議案及申合の討議を開くや縣会議員にして進歩党佐渡支部評議員の一人なる尾

畑与三作より 

佐渡ハ事情自ラ他ト異リ居ルヲ以テ第二項ノ但書ヲ「特別ノ事情アルトキハ此限ニアラズ」 

と修正せんと発議せしも賛成者少数にて成立せず、大多数を以て原案を通過したが此政友会進歩党相一致

して頑□なる藩閥内閣を弾劾せんとする時に当りて「議会解散の場合は前代議士再任」を約することに異

議を唱へし尾畑の意志は那辺にありしか 

更に十二月三日午後六時より政友会、憲政本党、旧國権派其他縣下の有志百余名は十一月二十三日の決議

実行方法協議の為め新潟市鍋茶屋に懇親会を開き高田議長開会の主意を述べ次に政友会幹事 石井大介は 

一、 過般決議の趣旨を貫徹するため協固致螯力スルコト 

一、 帝國議会解散ノ前代議士ヲ再選スルコト但シ候補者ノ変更アル場合ハ前候補者所属ノ政派ヨリ選

出スルこと 

一、 河野廣中、大竹貫一、氏等五氏（焼打事件ノ発起者）ニ対し慰問状ヲ発送スルコト 
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を建議し満場拍手の裡に可決し夫より萩野代議士は本縣代議士の代表として一場の演説を為し 献酬歓談

時を移し八時過ぎ散会したが此日尾畑縣議の出席せざりし為めか第二項に就ては何等の異論もなかった 

 

●第十二次西園寺内閣成立［三十九年一月七日］ 

三十九年一月七日第十二次西園寺（第一次）内閣成立せるがソは衆議院之巻に出す 

 

●第十二次西園寺内閣成立［三十九年一月七日］［衆議院及内閣之巻］ 

桂首相は日韓協約成り日清条約の締結をも見て内閣の事業も茲に一段落を告げたるを以て総辞職を決意し

政友会総裁西園寺公望に後継内閣を委ね総辞職を決行した 茲に於て大命は西園寺に降下し三十九年一月

七日第一次西園寺内閣が成立した 

内閣総理大臣  西園寺公望  外務大臣    加藤高明 

内務大臣    原 敬    大蔵大臣    阪谷芳郎 

陸軍大臣    寺内正毅   海軍大臣    齊籐 実 

司法大臣    松田正人   文部大臣 （兼）西園寺公望 

農商務大臣   松岡康毅   逓信大臣    山縣伊三郎 

 

●高等女学校［四十年三月二十日］ 

明治四十年三月二十日の佐渡郡会に於て高等女学校の位置を相川町と決議した郡立女学校問題は三十五年

十二月十五日の佐渡郡会に於て始めて建議が現れ亦来三回議題となりしも理事者の容るヽ処とならざりし

が三十九年の郡会に郡長江口英房は左の如き諮問を提出した 

第一号諮問 

郡（市）有高等女学校ヲ或ル条件ノ下ニ縣立ト為スノ件今回知事ヨリ縣会ニ対シ諮問セラレタリ 依テ本

郡此際学資特別会計ニ於ケル蓄積金ノ内金三萬円ヲ創立費又ハ基本金ニ寄附スルノ条件ヲ以テ来年度ヨ

リ本郡ニ高等女学校ノ学科程度ヲ斟妁シ女子工藝学校ヲ縣立トシテ設立セラレンコトヲ本会ヨリ建議シ

一面知事ヘ申請セントス 

    理 由 

本文高等女学校設置ニ対してハ曩日本郡会ヨリ建議モアリ 然レドモ本郡ニハ果シテ純粋ナル高等女

学校ノ必要アル乎 蓋シ本郡ノ状況トシテハ寧ロ工藝学校ノ必要ナルベシト思考スルモ二者何レモ選

択スルカ今尚ホ調査中ニ属シ急速之レガ統斗ヲ立ツルコト能ハズ 然レドモ幸ニ縣ニ此挙アリトセバ

此際幾分ノ寄附ヲ約シ以テ工藝学校設立ヲ申請セントスルニヨル 

 

此諮問は同日の議題に上り多数にて可決した、郡長江口英房は此の高等女学校問題と共に水産学校をも提

案した、然るに相川町にては此女学校を同町に設置せんとして議員の賛成を求むるに当り小木町及両津町

は水産学校の位置を獲んとするものなりしを以て其交渉に行悩んだ 

小木町では女学校に賛成すべきに付小木町より提出する水産学校の建議書に相川派議員の全部の署名捺印

を求めて共同戦線を要望したれば相川町にては両津町よりも此の如き要求ありたれば如何にせんと憂慮せ

しに両津町よりは 

両津町にては水産の建議書は提出せざれば議員の署名を要せぬが女学校には賛成する、而して議事の順

序は女学校の決議を経たる後に水産学校を議題に供せよ、我々は女学校の決議を終ふれば直ちに退場す
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る即ち水産学校は当日の議題として議場に現はれば夫にて可なり 即ち小木の建議を不成立たらしむる

のだ 決して両津にても自町に設立の要求はせない 

との申込みであった、相川にては大に喜び小木の建議書に署名すると共に女学校の建議書に小木派議員を

署名せしめた 

 

    高等女学校位置ニ対スル建議 

本会ハ曩ニ高等女学校ノ必要ヲ認メ之レガ設置ヲ建議スルコト再三ナリシニ今ノ理事者ニ至リ始メテ本

会ノ與論ヲ賛シ茲ニ高等女学校設置ノ発案ヲ見ルニ至レルハ本員等ノ欣喜措ク能ハザル所ナリ而シテ相

川ハ三百年来治府ノ地、随ツテ民情風俗自ラ温雅健全ナルヲ以テ該校ノ位置ヲ相川ニ決定サレンコトヲ

望ム 

右建議実也 

 明治四十年三月 日    佐渡郡会議長佐々木増右衛門 

    佐渡郡長 江口英房 殿 

            建議者 齊籐七治      佐々木増右衛門 

                森 知幾      北見作次郎 

                池野栄蔵      戸内常蔵 

                式部作蔵      （以下相川派） 

                菊地藤松      佐々木甚太郎 

                （以下小木派）   山本喜右衛門 

                臼杵啓蔵      （以下中立派） 

 

小木派にては相川派が両津派とも何事か交渉しつヽあるならんと稍感付きしものと見えて警戒中々怠らず、

議事は女学、水産の両建議書を一括して議題に供せよと再三要求せしかば相川派は議長が自派なれば其時

に臨み如何様なる策も講じ得らるヽを以て陽に小木派の要望を諾した 

両津派にては議事は必ず女学校を前にせよ、我々は此決議を見るや用弁を装ひ退席すべはし、若し二題一

括して提出したる時は直ちに退席すべしとの態度を示し且つ両津派議員の退席も小木派又は内容を知らざ

るものに仰留せらるヽ様の事ありては不都合なれば相川派の有志者は新聞記者席の前に在りて両津派議員

の退席の通路を開くべしとの要求をなして、偖て会議は開かれたり、小木派の藤井市蔵が二題一括を要求

し、両津派の齊籐が分割説を発言せるに議長佐々木は之れに対して何等の答弁も與えず突如として 

女学校の建議を議題に供す 

と宣言するや相川派、両津派共に一同に立ち上り賛成、異議なしと連呼し小木派の未だ何等発言せざる中

に議長は又スカサズ 

満場異議なしと見て決定しました 

と述ぶるや両津派の議員は書類風呂敷等を卓上に置きたるまま、兼て約束の相川有志者の立たるまま傍聴

し居る新聞記者席の前に至れば道を開いて之れを通した、此時小木派は定数を欠き自派の水産建議の運命

を知るや、夫れ留めよ、引戻せると叫びたれば相川の有志者も小木へ対する義理合上之れに応じて騒ぎ立

たれ共 聲ばかりの事能、両津派議員及応援の有志者は何れも退場したれば議長は乍遺憾定数を欠きたれば

議事を進むる能はず之れにて閉会しますと宣言したれば小木派の有志者も議員も爰に始めて相川派に謀ら

れたることを知りたれ共 如何共策の施すべきなく無念の涙を呑んで退場した 

此時四十年度の追加予算として提出せし高等女学校の経費は左の通りで其説明に曰く「曩に本会の建議に
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基き高等女学校を設置し高等普通教育を施すと同時に必要なる技藝を専修せしめんとするに因る」 

高等女学校費 弐萬壱千三百七拾五円五十銭 

   内 訳 

校舎建築費  金壱萬七千百弐拾三円五十銭 

敷地買上費  金千五百円 

備品費    金弐千弐百三十弐円 

工事監督費  金三百円 

雑費     金弐百弐拾円 

 

然に郡会終了後間もなく郡長 江口英房は他に転勤となり、深井康邦後任として来りたれ共如何なるものに

や満場一致で決定したる女学校も其侭何等手をつけなかった 

 

●佐渡水産学校［四十年三月二十日］ 

四十年三月二十日の佐渡郡会に（高等女学校問題と共に）水産学校問題が現れて一紛憂を醸した、時の郡

長江口英房は郡立として水産学校設立の諮問を為し其説明に曰く 

水産学校は四囲環海の本島には是非共之が設置を要するは本官の喋々を要せざる次第故追加予算諸表に

於ても充分審議協賛せられんことを望む 

と述べ又四十年度追加予算として左の如き提案をして居る 

水産学校費 金壱萬弐千九百八拾五円五十銭 

   内 訳 

校舎建設費 金九千四百八十七円五十銭 

敷地買上費 金壱千二百円 

備品費   金壱千九百十八円 

工事監督費 金壱百八拾円 

雑費    金壱百弐拾円 

 

其説明に曰く 本郡は四囲海を環らし天與の宝庫に面し水産國として称揚せらるヽに係らず 其産額の多き

は僅に鯣に過ぎず故に之が指導の根底たる水産学校を設置し専ら本事業の発展を期せんとするに因る云々 

本郡に於ける水産施設を一瞥するに仰も本縣の地勢たるや越佐二洲を合はせての海岸線は実に百三十余里

を有し、全國無比の水産国にして漁業上忽諸に付すべからざるも其漁業の幼稚なること殆んど原始時代に

異なることなきを以て縣立水産試験場を設立し水産業の改良啓発を企て水族の保護繁殖を図るべきものは

之を研究し之を試験せしめんとの建議書の三十一年十一月の通常縣会に出づるや縣当局又之れに同意して

其設立費五千五百二十三円を提出して満場一致の決議を見た、此時本郡選出縣会議員 野沢卯市は其位置は

佐渡が最も適当なる情勢を陳弁せるに縣当局は佐渡は交通の便悪しく事務上は勿論一般参観者にも不便な

れば当分県庁内に置くとの意見であった、然るに参拾弐年は縣会議員の改選期にて両津町の齊籐八郎平の

当選するや両津は湖海を控へて縣下無比の土地なれば是非此地に設立せんと縣当局は勿論試験場長等に対

し彼れ一流の根気と熱誠とを以て勧説懇請殆んど数年に及び遂に当局の意を動し 敷地を寄附せば採用す

べしと迄漕ぎつけたるのであったが肝腎なる地元の両津町が何故か之れに反対して其敷地を寄附せざる為

めに惜哉齊籐が数年に亘る苦辛努力も空しく水泡に帰し結局多額の寄附を為したる寺泊に決定したのは参

拾六年の事である（齊籐の云ふ処によれば）彼れとは常に町政上の意見を異にせる土屋六右衛門一派の反
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対に依て敷地を寄附しなかったヽめ寺泊に設置せられたるものなりとのことである、其真偽は著者の保証

する処にあらざれ共 其後町有志者は大に遺憾とし イツカは試験場を持ち来るか但しは之れに代はるべき

水産学校を設置したしとの希望は絶える時はなかったのである 

加茂湖は其後河口の凌渫により鹹水となって居るけれ共 元は淡水であって鯉鮒の繁殖したのであるから

彼れの云ふが如く試験場としては縣下無比の土地であったことは何人と雖も争ふことの余地はなかったの

で誠に惜いことをした 

其後縣会にて試験場を寺泊に設置すると同時に一千七百四十七円の経費を以て其出張所を本郡小木町に設

けたが年を経るに従って小木町にては此出張所を擴大して本場又は水産学校を設けんとの希望を懐いて居

たのであった 

然るに郡長江口は前に記したる如く本郡に水産学校を設立せんとの意見あり其意志の一度外間に洩るヽや

□に其希望を有し居る処の小木、両津の有志者は郡長を訪問して各我田引水説を高唱して其位置を獲んこ

とに努めた 其の当時著者は両津の町長であつたが一夕郡長を訪問して両津と水産の上記せる関係を詳述

して其位置を両津に定められんことを懇請せるに対し郡長は湖海を控へて試験場としては好位置なれば自

己一存にて処置出来るものならば容易なるべきも郡会の決議を要することなれば今は何共確言出来ざれど

も 若し郡会に於て其位置を決議せざるが如きことに至らば大に考慮すべきであると言はれた、爰に於て両

津町にては此位置を郡会に於て決定せしめざるの策を講じたのである、相川にては小木及両津が之を希望

しつヽ居ることを兼て知り居りたれば多年希望せる女学校の位置を獲取せんに付此水産学校を利用せざる

可らずとなし女学校の条に認めたる如く双方へ交渉を始めた 

小木にては相川と提携し居れば相川の力を借りて其目的を達するを得べしとて直ちに相川よりの交渉に応

じ建議書を作り署名の交換をなした 

 

     建 議 書 

小木町ハ曩ニ佐渡三郡水産傳習所ヲ設ケタル地ニシテ今亦本縣ニ於テモ水産試験場支場ヲ設置シアリ且

ツ小木港湾及岬治海ハ四時風波穏ナルノミナラズ魚族群集スル黒潮ノ衝ニ当リ水産上最モ適当ノ地タル

ヲ以テ水産学校位置ヲ小木町ニ子弟セラレンコトヲ望ム 

  明治四十年三月 日    佐渡郡会議長 佐々木増右衛門 

    佐渡郡長 江口英房 殿 

              建議者 菊地藤松      佐々木甚太郎 

                  藤井市蔵      榎 庄太郎 

                  （以上小木派） 

                  佐々木増右衛門   齊籐七治 

                  森 知幾      式部作蔵 

戸内常蔵      池野栄蔵 

北見作次郎     （以上相川派） 

 

小木派にては郡会議員定員二十五人に対する十一人にては未だ過半数に至らざれ共何れも直接関係あるも

のなれば此以外尚ほ一両名の賛成者は相川にて出来得るものと考へ稍安心したれ共、猶 大事を取って議事

は両学校を一括して議題に供すれば相川の便船に乗って小木は安全の航海が出来ると議題の一括に深く力

を費した 

両津にては予て郡長の内意を聞き居たれば「自町に設立したし」などといふ困難なる運動を為さんよりは
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寧ろ小木の建議を不成立に終らしむるの策を取ることは容易にして且つ安心なるに如かずとなし相川の交

渉に対して 

両津町にては位置を争ふの意志なし、議題となれば其位置の如くは公平なる理事者に任せ置く寧ろ小木

の如き位置の建議は不成立に終らせたし、故に議題は一括せずに女学校を前にせよ、是が決議すれば我

等の議員は退席すべし 

と述べた（尚 女学校の条にも記してある） 

始め相川にては小木の共同戦線として建議者の交換署名には困って居た処へ両津の申込みに安心して小木

の云ふがまヽに建議書に署名したのである 

小木派にては建議書に相川派全部の議員が署名し議長は相川派の佐々木なれば一点の疑ふ処なく相川派の

指定せる高田屋旅館の表座敷に議員を始め町長古城哲太郎、参謀青柳貞秀其他有志者の陣取って居る処へ

旅館女中の麁漏にて間違って両津町長たる著者を其座敷へ案内した 今迄安心して居た座敷が俄かに一抹

の暗雲に蔽ふはれた 

小木派の人々はサテは相川は両刀を使ひ居るかと騒ぎ出し色々に談判を持込んだけれ共 相川の人々は甘

く逃げ廻るので最早斯くなれば如何共致し方なし唯一縷の望みは議題一括なしと会議の開くを待って居た 

会議は開かれた三月二十日其日は郡会の最終日であったが議長 佐々木増右衛門は画策のあること故諸種

の議題を議了して学校問題を最終に廻し将に上堤せんとするや小木派の藤井市蔵は二校一括説を提出した

るに対し両津派の齊籐治兵衛は分割説を唱へたれ共 議長は両者に対し何等回答を與へざりしを以て議員

も有志者も手に汗を握り居たりしが議長は宣告もなくして突然書記をして女学校の建議を朗読せしめて間

髪を容るヽの余地を與へず其賛否を問ふ此寸間双方の悲喜は已に決した、元より議論のあらふ筈はなく満

場異議なしと見るといふや又々迅雷耳を覆ふにあらざるが如くに可決確定を宣告するや其言の終わらざる

に両津派の齊籐、古玉等の各議員は書類など卓上に捨て置き退場した事は女学校の条に認めたる通りであ

る 水産学校は議題に上ったばかりである 

両津派の凱歌を挙げて帰町するに引換へ小木派は相川派の策謀に陥りしを口惜がり地団駄踏んで怒りたれ

共 如何共詮術もなければ帰町した 

然るに郡会終了後江口郡長は転勤となり 後任深井康邦来りたれ共 満場一致決議の女学校さへ其侭にて設

立を見ざる程なれば況んや不成立に終りし水産学校には一顧だも與ふる筈はなく所謂喧嘩両成敗の形にて

畢った訳である 

此水産学校と女学校について一つの話がある 

國中各町村の聯合軍は水産学校には何等関係なけれ共 女学校には関係がある、女学校の位置を相川とす

ることには反対者が多い、河原田の江戸屋に勢揃ひをした小木、両津方面の議員は水産学校関係がある

から皆相川へ出て居たが加茂村の古玉作平議員は従来政派の関係上其召集に応じ河原田の中澤屋に投宿

して居た、両津町長たりし著者は明日の郡会には院外として応援有志として出席すべく前夜石田秀蔵の

自宅へ帰り其晩古玉議員を中澤屋にて面会して水産学校の件を話せしに氏も直ちに諒解して其夜の内に

相川へ出向いた、然るに聯合派は翌朝に至り古玉氏の不在を知り、数々取調べし処女中が昨夜齊籐と共

に出で行きたりとの事なりしかば、中山小四郎は高橋元吉に向ひ「齋藤をして自分等と反対の行為を取

らしめざる様に」との依頼をせし処 高橋は、二宮の齋藤なれば御尤もなれ共 今日は両津町長の齋藤に

て両津の為めに尽すことは当然なれば如何とも為す能はず、とて拒絶したといふ、偖て翌二十日郡会最

後の日、齊籐八郎平、齊籐治平衛、齋藤長三、星野和三次、の順にて河原田町の人力車にて出発し、諏

訪町に至りし処、相川より鈴木菊治氏等指図にて所謂南畑組数百名皆手に竹又は木片などを持ち押出し

て来た即ち一種の示威運動で何れも大声をあげ何事かワメキ立て自然に車と車の間に入り込みたれば車
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の間隔は遠くなって進行も鈍くなりしが其時著者は車の上より之れを見れば四人の騎馬将校が兵隊を率

ゐて進軍するので著者は第三軍の大将の様なる感がした 其時鈴木氏は前に進みし誰かの人力車の泥除

けをモギ取り大聲を発して惣員を指揮するの態度を示して居たが要するに相川の威勢を示し、両津、小

木方面以外則ち相川女学校に反対議員の出発を阻止し相川の希望を安々と達せしめんとの策謀であった

のだが中々物凄い形勢であったけれ共、相川を賛成する議員有志者には威壓を加へざる様の手配もして

居たそうだ 

 

●犬養、波多野等本県下遊説［三十九年十一月十八日］ 

犬養毅、波多野傳三郎の一行は三十九年九月十日上野を発して東北諸縣を遊説し十月新潟へ来るを好機と

し本郡進歩党の中山、野澤、青木等は之を迎へて来年行なうべき総選挙に気勢を添へんとして来郡を懇請

すべく協議なしたれ共 其後都合により本縣へ来らぬことヽなりたれば云ふまでもなく本郡へは来らざり

しを以て十一月十八日午後一時同志者は河原田町江戸屋に集合し中山より其事情を報告した 

 

●代議士大竹貫一の来郡［四十年七月二十七日］ 

四十年七月二十七日 代議士大竹貫一は新潟の弁護士 鳥井諦次郎を伴ひて来郡し中山小四郎と共に相川へ

出でたるを以て相川町の有志者は料亭寿志嘉に招きて歓迎の宴を催ふし國中の同志者も亦河原田の三島屋

に招待したが 二十九日夜河原田常念寺にて政談演説会を開き弁士は大竹、鳥井両人の外 中山小四郎、尾

畑與三作、高野宏策、齋藤八郎平、高島蔵之助等の顔触なりしにも拘らず独り野沢の出演せざるを不思議

に思ひ居りたりしに偖て開演となるや 

敢テ社会ノ責任ヲ質ス         中山小四郎 

政治家ノ背信             鳥井諦次郎 

憲政ノ危急              大竹貫一 

の三人のみにて本郡進歩党員は中山の外一人も顔出しせざりしは兎に角、大竹、鳥井両人の演説を聴くに

及んでは進歩党の政談演説会とは思はれなかった、革新派を首唱する両人の事故公平の議論あるならんと

思ひしに揃いも揃ふて政友会や大同派を攻撃するは当然の事なるべきも縣下並に中央に於ける進歩党の腐

敗堕落を痛罵して憚らなかったことは聊か異様の感を懐いた、進歩党の政談演説会としては恐らく天下一

品であったろう 

当時新潟縣進歩党中の旧改進派と旧國権系とは事々に意見の衝突ありて分裂の兆ホノ見える時とて 新潟

新聞（旧改進系）は「大竹鳥井の二人は本月二十五日執行さるべき縣会議員選挙につき其画策の為めに来

れるのである」といふて居た 

 

●山本代議士の報告演説会［四十年九月六日］ 

代議士山本悌二郎は四十年九月六日 帰郷し各地に第二十三期議会の報告会を開催した 

 

●佐渡政友派の会合［四十年九月十日］ 

郡政友派にては四十年九月十日 新町松井旅館にて縣会議員候補選定会を開き 折柄帰省中の山本代議士始

め二十六名出席し先づ選定委員七名を挙げ一切一任の事に決議したれ共 候補者は二人を出すことヽし内

一名は高橋元吉と定め他は追て決定することヽして散会した 
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●佐渡進歩党員の動静［四十年九月二十一日］ 

郡進歩党の縣会議員候補推薦問題に関し青木永太郎、山本傳十郎、中川新平の三人は何事か不平にてもあ

りしにや選挙を前にして九月二十日脱党届を中山幹事の手元まで提出したとの事であるが、青木は之れよ

り先き昨年中（三十九年）家政整理を名として中山幹事へ脱党届を提出した七月、大竹、鳥井、両人の来

りし時の総ての発起者をも拒絶し夫と同時に再び脱党届を出したる次第にて更に今回の候補問題に就ても

又々脱党届を出したれ共 個人としては野沢候補を助くべしと九月十二日の新聞に廣告した 顧みれば三十

六年十一月十七日の佐渡新聞に「青木永太郎は時事に憤慨する処あり 進歩党脱党届を提出したが中山代議

士は留党を勧告しつヽあり」といふ記事もあった 

又山本籐右衛門は九月二十一日の新聞に「事業営業ニ付考フル処アリ公職を辞し政党ノ関係を断つ」と廣

告してあった 

 

●第十五回選挙［四十年九月］［新潟縣会之巻］ 

本縣に於ける自由、改進及國権三派の離合集散は常ならざりしが二十八年に改進 國権の両派合同して越佐

会を組織して以来感情融和し党派別的思想は一掃された可の感はありたれ共 三十六年の縣会議員改選後

に至り又々分裂したが佐渡は依然として結束を保ちて四十年九月の第十五回選挙に臨んだが 

 

［野沢卯市原稿、長三は前半これを使用し、後半は削除し別の文としている］ 

野沢は予め用意する処あって初夏の頃 中山を訪問して 

今秋の縣会議員選挙には両党共に党の功労者を挙ぐる事にして吾党は北条欽（旧國権派）、若林助太郎（旧改進派）の

二人を出すことにし政友派に交渉して齋藤長三を立てしめ無競争に当選せしむる事にして如何、此三人は両党共に県

議の地位を酬ひて然るべき人物であるが而かも何れも金力競争の場合には擁立する譯に行かぬ事情であるから両党妥

協の上之を実現せしむる事にしたい 

と述べて其意見を叩いた処中山は予てより北条を安全に出したい意向を持って居たといふので大に悦んで適当の時機を

見て政友会に交渉しようとの答えであったものだから野沢卯市も安心の体であった 

処が八月下旬（二十四、五日）大竹貫一は佐渡見物と称して渡来し中山を先導として相川、小木、両津等の各地に巡回

したので野沢は時節柄特に注意し二三地方の同志に書を送って仔細に其行動を偵察せしめたるに果して到る処で土地の

有志者に對して此度の選挙は人物本意で憲本党からは中山、野沢を政友派からは高橋元吉を出す事が佐渡の為めに有利

であるとの趣旨を強調したことが分かった 

そこで野沢は萬一其様な事になっては中山の当選後大竹の壓力が加はり佐渡政界に異変を来す事は必定であると大に前

途を憂慮し之が防遏策に腐心しつヽあった、恰も八月三十日早稲田大学縣下校友大会が相川町に開催、そこへ学校より

高田、浮田、藤山の三博士及市島謙吉等が来会したので野沢は夫を両津に出迎へた時市島は新潟の坂口仁一郎より託さ

れたりとて一封の書状を出された其文意の大要は 

来月の選挙に對し大竹は憲本党の仮面の下に当選せしめ選挙后国権派に転身せしむべき人物を各郡に物色しつヽある 

とて一々其人名を挙てあったが其中に中山の名前も列ねてあった、そして其結論は 

斯くして政友派と聯合し一挙に吾党の縣会多数を屠らんとの計画であって政友派との交渉も既に成立って居る 

云々の意味であった 野沢は予て斯くあらんと予想はして居たものヽ此書状を見ては流石に平然たるを得なかった 

斯て九月十一・二日頃 幹事の中山は候補選定のための大会を河原田の江戸屋に開き例によって詮衡委員十一名を幹事に

依て挙げ直ちに別室に於て委員会を開き中山は委員長として曰く 

今回の選挙は両派共に党の元老を出す事とし政友派では高橋元吉を出すとの事であるから我党は野沢と自分が出る事

にせば選挙は無競争にて無事に了することが出来る 
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と述べたので野沢は 

夫は話しが違ふ、二三ヶ月前の事であるが今回の選挙には北条、若林、齊籐の三人を立てヽ無競争にする様に話し合

ったではないか、貴下は二度も代議士に出た者が後進を排して今更縣会でもあるまい、自分も前期引退したのだから

今亦返り咲きの必要はない 

と主張し両説に賛成はあったが野沢説が遂に多数を占めたれば中山は 

「諸君が予の説を採らぬ以上は断然幹事を辞す」 

といって持来した書類を投げ出して退席した 

 

［野沢卯市原稿、後半削除部分］ 

其跡で委員一同は暫し茫然たる態であったがやがて之が収拾策に移って協議中夜の十一時頃に至って中山は高橋と共に

既に立候補を発表したとの報を得たので、さうなっては畢竟北条、若林擁立の望みは絶え而も形勢切迫して寸刻の躊躇

も許さないので此の上は必勝の成算ある候補を立つるの外なしとの事にて 田中亮一（新保）と野沢を擁立して堂々の陣

を張ったので思ひがけない大競争となった、即ち中山と高橋は佐渡一円に運動の手を拡げ得るに反して野沢、田中は郡

を二分して各其一を領域とし特に田中は新顔だといふので地盤割に手心してあるため野沢が却って危くはないかと幹部

の青木永太郎などは大に心配して一時事務所を他に任せ自ら小倉に馳せ帰って投票収束に努力した程であった、 

 

［長三の追記］ 

ので残れる委員其他の者が徹夜協議したれ共 決する処なく中山の決心を促がせば熟考の上回答すべきに

付 十五日午前六時まで猶予せよとの事なりしに同時刻に至るも中山より何等の回答なかりしを以て委員

は野沢、田中亮一の両人に決定せしに一方中山を支持する人は遮ニ無に中山を候補として二十日の新聞に

廣告した 然るに此日新町の吉田旅館に開きたる委員会にては満場一致を以て中山の候補者たることを認

めずとの新聞廣告を為すことを決定し 二十二日より之を新聞紙上に掲げた、此廣告を見るや中山は怒って

佐渡新聞に長文の廣告を出した（上の方が不明で残念だ） 

 

（上文不明）須藤、市野、山西の四氏は妥協に応ぜんと主張せしが他の一部の容るヽ処とならず 依て中

山、野沢両氏は之に当らず改めて田中氏を推すべければ他の一名も別に後進者を撰［ば］んとの事も須

藤、市野、山西等の諸氏より申出しが勿論容易に纏らず余は自身に係る問題なるにより一時席を避けし

に事遂に破裂を見るに至りしなり、然るに進歩派の有志者及本党有志者は余を推して巳まず三十の健児

に擁せられて城山に瞑りし南洲其人は至誠熱誠余の当に私淑する処敢て候補の任に当りしに彼野沢派一

部の者進歩党幹事たる余を経ずして放ままに新町に会合を開き九月二十日憲政本党佐渡支部選挙委員の

名義を以て佐渡両新聞に（本党選挙委員会は曩に野沢卯市、田中亮一両氏を本郡選出縣会議員候補者に

推薦せし処其後に至り中山小四郎氏自ら進歩派の候補者と称し運動を開始せり是れ明に党規を紊乱せし

ものなれば本会は茲に中山小四郎氏の候補者たるを認めず）と廣告せしは公党党規の何たるかを知らざ

る私人の私児に過ぎず私会私人の認否は余の関知せざる断至意政友派の妥協を容れるヽか将又他の後進

者に譲るか両途一に出でば政界洗浄の目的を達し得べかりしに徒らに私心を張り公情に背き例に依て腐

敗堕落を繰り返さしめたることこそ遺憾なれ余は成て汚濁者たらんよりは寧ろ敗るヽも正義を維持せん

と欲するもの姑く局外中立の地に立ち翼を収めて政界の推移を見んと欲す茲に余の心事を披瀝し経過を

表白して各位に告ぐ幸に余が哀情を諒察あらんことを 

 

右の中山の記事に対して進歩派は何とて黙々に付すべき論難攻撃もありたれども今は明かならねば掲げぬ 
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中山は始め野沢の北条等三人説には異存なかったのであつたけれ共 其後大竹が渡来して国権派の過去と

現在及将来の情勢を説きたれば中山亦旧情を無視することを得ず 大竹の意見に従ひ自己の苦境に陥るを

知りつヽ立候補を決意したのである 

自由党に於ては始めより高橋を出すべく協議を整へ居りたる所へ中山より三元老出馬の話しもありたれば

何条異存のあるべき之れに同意を與へたるものにて別に中山と提携して野沢に拮抗せんとの意志ではなか

ったのだが兎に角候補者四人となりたれば競争の免れざるは勿論なれ共、野澤、田中と中山は同党派の事

故競争は一層激甚であったが、其結果は左の通りであった 

当選 一八七三票 （憲本） 赤泊村 野沢卯市 

同  一七四三票 （憲本） 新穂村 田中亮一 

同  一五七三票 （政友） 河原田町 高橋元吉 

次点 一二八八票 （憲本） 河原田町 中山小四郎 

 

其各町村の得票別は左の通りである 

町村名 野沢 田中 高橋 中山 其他 町村名 野沢 田中 高橋 中山 其他 

相川町 109  20 7 66 赤泊村 334  1 2 17 

二見村    94 10 松ヶ崎村 59  2 12 3 

沢根村 24  80 48 13 岩首村 125 2 2 3 10 

河原田町  1  42 7 水津村  23 12 79 20 

八幡村   53 55 10 河崎村 2 176 26 201 57 

二宮村 192  58 19 31 両津町  19 32 36 32 

金沢村  299 240 39 56 加茂村  221 70 90 91 

吉井村  113 80 106 138 内海府村 18  2 22 43 

新穂村 2 420 121 93 68 外海府村 23  43 159 95 

畑野村 360 246 37 16 44 高千村 120  43 159 13 

真野村 2 222 53 58 58 金泉村 35  125 73 54 

西三川村 92  161 4 38 合計 1,873 1,743 1,573 1,288  

小木町 103  101 7 43       

羽茂村 273  76 103 52       

 

中山は其後憲政本党を離脱せしものヽ如き態度をとりしが、四十二年頃相川銀行の破綻に関聯してイツと

はなしに復党せる態度となつた 

 

●第五回佐渡郡会議員選挙［四十年九月三十日］ 

第五回郡会議員選挙は明治四十年九月三十日執行されたが其結果は左の通りである 

 

第一区、相川町、三人、森知幾、齊籐七治、佐々木増右衛門 

第二区、二見町、沢根町、二人、中川忠蔵、三田村大蔵（辞職補欠）青野秦助 

第三区、河原田町、八幡村、一人、村岡藤蔵 
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第四区、二宮村、一人、本間久太郎 

第五区、金沢村、一人、児玉甚右衛門 

第六区、吉井村、一人、水谷松次 

第七区、新穂村、二人、古藤廣吉、川上羊次 

第八区、畑野村、二人、長島恵一（辞職補欠）木藤幸太郎、中村幸吉 

第九区、真野村、二人、曽我吉右衛門、小田貫一 

第十区、西三川村、小木町、二人、菊地藤松、佐々木左門 

第十一区、羽茂村、一人、伊藤惣造 

第十二区、赤泊村、一人、風間安右衛門 

第十三区、松ヶ崎村、岩首村、水津村、一人、河口福松 

第十四区、河崎村、一人、石川彦右衛門 

第十五区、両津町、一人、土屋六右衛門 

第十六区、加茂村、内海府村、一人、市橋勘吉 

第十七区 外海府村、高千村、一人、石田宇吉 

第十八区、金泉村、一人、北見作次郎 

 

此選挙に就ては各区とも相当の競争はあったけれ共 之れは政党政派といふばかりでなく大字競争とか

色々の団体などもありしので当選の暁は政党の幹部連が東奔西走して自党に加入せしむべく勧誘しても議

員其者が容易に冠を縦にふらぬ 彼れ是れする内に役員選挙の臨時郡会は十月十三日と決定するヽや何れ

も本陣を構へて議員の駆り集めを始めたが此時進歩は十一名にて残りの十四名は政友及国権の聯合軍であ

ったが聯合軍は十二日に河原田町江戸屋に議員を糾合し十三日早朝相川に出て議場に臨むや進歩党議員も

三人出席したれば十七人にて会議を開き年長議員 村岡藤蔵を仮議長として先つ議長の選挙を行ひしに 

  当選  政友派 曽我吉右衛門 

当選し次で副議長には 

      国権派 土屋六右衛門 

が当選した、参事会員及補充員は指名推薦にて全員聯合派より出でた 

 

●新潟県会の役員［四十年十月十五日］ 

縣会議員改選後の役員選挙の臨時縣会は四十年十月十五日開催されたが開票の結果は政友会、國権派及中

立の聯合派の全勝であった 

  議長 （二十四点） （政友） 上田良平 

  副議長（以下同点） （政友） 高橋元吉 

  参事会員      （政友） 加藤勝弥 

            （同）  関沢 基 

            （同）  渡辺寅蔵 

（中立） 関彦太郎 

（国権） 三田村太郎 

（同）  小島太郎一 

 

役員は全部聯合派の占むる処となりしに佐渡郡会に於ける役員も亦聯合派の全勝なりければ佐渡に於ける
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三派聯合の祝賀会は十月二十七日午後五時より河原田の城南閣にて開きしに来会者百余名にて村岡藤蔵

（開会の趣旨）齋藤長三（選挙について）本間一松（縣会の形勢と今後の郡政）中山小四郎（三派聯合の

理由）等の演説ありたる後 高橋元吉は当選の挨拶を為して酒宴に移り八時過ぎ散会した 

 

●政友会新潟支部の役員［四十年十一月十七日］ 

四十年十一月十七日政友会新潟支部にては幹事評議員の改選を行ひしが佐渡に於ける役員は左の通りであ

る 

 

幹事 高橋元吉（全七名、他郡氏名略す） 

評議員 本間一松、齋藤長三、野方平作、石川林作 

    高柳角右衛門、 

 

●進歩党の集会［四十一年四月二十日］ 

四十一年第十回衆議院議員総選挙に際し進歩党にては四月二十日畑野の山屋に会合して先づ幹事の選挙を

行ひしに野沢卯市当選し 衆議院議員の候補者は青木永太郎、北条欽、後藤五郎右衛門、齊籐八郎平、渡辺

栄太郎、尾畑与三作、佐々木、の七名を委員に挙げ来たる二十二日新穂の多佳気楼に委員会を開くことヽ

して散会した、然るに都合により委員会は五月二日に延期して開会せしが兼て交渉中なりし瀬下清通の承

諾を得たれば之れを正式発表せんとするに当り突然瀬下より候補謝絶の電報に接し一同大に狼狽し或は野

沢を推さんとし或は山田を推さんとするなど混乱を極めたれ共 党としては候補を立てざる事に決定した

が其詳細は衆議院之巻に出す 

 

●第十回衆議院議員選挙［四十一年五月十五日］［衆議院及内閣之巻］ 

四十一年五月十五日は第十回衆議院議員の総選挙であるが政友会では山本悌二郎は既定の候補者だが憲政

本党にては野沢卯市を推薦したれ共、慧眼の彼れは新鋭にして勇気溌剌たる山本を向ふへ廻すことの不利

なるを知りたれば固辞して受けず 去れば郡内彼れに代って出でんとするものなきを以て曽ては山本を輸

入候補なりとの宣伝を為して排斥したるにも拘はらず山本を倒すものなら何れより輸入するも何の差支あ

らんやとて誰や是れやと物色せし結果、河原田出身の東京弁護士 瀬下清通は立候補の希望あることを聞き

居たれば之れ幸ひと思ひたれ共 山本を敵として之を倒すには鞄の軽重が問題であるが瀬下が以前洋行し

たる時の費用は佐渡出身で財界の大立者 高田慎蔵より支弁されたとのことなれば此高田に謀って瀬下を

応援せしむるものならば大地を打った槌は外れてもヨモヤ山本を打倒すことの出来ぬことはあるまいと流

石は改進党の智者と呼ばるヽ彼れはウマイ考へを起し早速に党の長老 坂口仁一郎に相談して高田商会の

輸入機械類の取引関係ある日本石油会社社長 内藤久寛に面会して高田打診の事を依頼せしに内藤は早速

に承諾して高田に其依頼すれば是れ亦直ちに快諾せりとの通知を得たので野沢は大に喜び居る所へ茲に又

一人の候補志願者が顕れた 夫は加茂村出身にて小樽に弁護士を開業している山田辰之進である、山田は佐

渡加茂村の出身で幼にして青雲の志を懐き弱冠笈を負ふて東京に遊び法学院大学（今の中央大学）に法律

学を修め判検事登用試験に及第し判事となり函館地方裁判所に奉職せしが間もなく辞して弁護士となり函

館及小樽に事務所を設け居りしが 第十回衆議院の総選挙に当り生来政界に雄飛せんとする彼れは遂に郷

里より立候補せんと意を決し門下生 後藤傳兵衛（是れも加茂村出身にて今現に東京弁護士となって□々の

名を挙げて居る）を佐渡に遣はし親戚たる渋谷豊蔵、俵鹿蔵、伊藤弥右衛門等に謀らしめて憲政本党の領

袖野沢卯市へ其旨を申込みしも野沢は已に高田の後援ある瀬下といふ有力なる候補者を得たる折柄とてに
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殊に名も知らざる一弁護士位を何とて相手とすべき立所に之れを拒絶し、更に選挙期日の近づいた頃（四

月下旬ならん）高田に対し「近日中に瀬下の立候補を発表したいと思ふが」と念を入れたる処、「山本が数

日中に台湾から帰りて来るといふなら一応面談の上にしたいに依て今暫く待て」といふ通知があったので

夫是の都合を斟酌して四月下旬に山本が帰るといふ日より三四日遅らせて五月一日新穂の高嘉楼に候補選

定大会を開いた 然るに其開会直前に瀬下より長文の電信が来た 其要旨は 

高田が山本に会見せし処山本にも色々事情ありて是非立候補せねばならぬといふので今回は山本を出す

ことに極めたとのことであるから遺憾ながら自分は今回は立候補を見合はせる 

といふのであった（後日其内容を聞けば当時議会に砂糖の戻税といふ問題があった糖業者には大なる利害

関係があるのでちょうど山本は糖業聯合会長であるから議席を持たねばならぬといふのと今一つは西園寺

公望よりも山本の依頼があったので高田も是非なく野沢や内藤に対する前諾を取り消さねばならぬことに

なったといふ）野沢等は全く掌中の球を逃がしたので大会は茫然自失の状態であったが中にも困ったのは

野沢である、同志者に安心させたのも束の間で間違へばお鉢が亦自分の処へ廻って来るかも知れぬといふ

ので亦一苦労をせねばならぬ、コンナ事になるならば山田の申込みを承諾すればよかったと思ふたかどう

かは分からぬけれ共 兎に角相当煩悶したに違いない 

偖てコウなると山田を援けて玉砕を期するか、夫共無候補にして競争を断念するかといふ二途に就て議論

を戦はしたが両者とも政党としては不面目千萬ではあるが良しや山田を党の候補として担いでも到底勝味

がないからヨシタ方がよいといふことに多数で決定した 爰を以て会衆は空しく散会したが野沢卯市は遠

路帰宅困難でも亦何事か心窃かに期する処やありけん其夜は高嘉楼に宿することにした 

処が山田の運動者等は野沢に拒絶されたることを遺憾に思ひ何事か良策はなきものにやと色々と考え居る

処へ瀬下が候補断念せりといふこと伝へきくや早速高嘉楼へ押かけ野沢に面会して再び懇請したが彼れも

煩悶の折柄なれば、否な煩悶の折柄なれ共 オヒソレと承諾する訳にも行かず殊には山田には充分の運動費

も覚束なければ公然自党の候補とはなし難し彼れ独立候補として起ち我党陰に之を援け□倖にも山本を倒

すことを得ば是れ勿怪の幸ひなりと考へ一策を授けて曰く 

山田には充分の運動費もあるまじければ公然名乗って表面より山本と戈を交へんことは不可能である則

ち奇策を用いねばならぬ 若し爰に三千金あらば勝を創すること得まじきにもあらず 則ち山田は理想選

挙を標榜して文書及言論を以て選挙場裡に臨まば敵は之を信じて油断するであらふ、此虚に乗じて〇〇

を実行しなば或は萬一を□倖することを得んと内容を渉って詳細に秘策を授けたる后、山田は我党に加

入せず中立として起つべし我党亦公然之を援くることは出来ざれ共 時と場所に於て陰に大なる援助を

與ふべし 

との事なれば選挙等には曽て関係せしことなき山田の運動者は其意のある処を諒解して野沢を神の如く敬

ひ、結果は如何ならふと夫は其時の運といふものであるが御話しの三千金は持来致すべければ其用途方策

等一切を御任せ致すべければ是非総指揮を願いたいといふので野沢も満更でもなく、負けても当り前、勝

てば拾い物といふ覚悟の戦さであるから彼れは大ホクホク、茲に於て山田の総指揮者野沢は自宅に引籠り

て僅かも動く気配を見せず附近の同志は交るがわる自宅に招致して其方策を授け遠隔の地は漏洩を慮って

郵便電信を用いず一々飛脚を使って運動方略を詳細書面に認めて通達し〇〇の運動開始は選挙当日の朝三

時として一斉に打出して戸別訪問にかヽることヽし夫迄は厳秘を守って敵に暁られぬ用にと其他彼れ独特

の頭脳を以て緻密に渉り細微に入りたる秘策訓示を與へた 

山田は野沢の指揮に従ひ白面の一書生が政党の力を籍らず文書又は言論による理想選挙なりといふ態度に

て後藤傳兵衛等と共に草鞋がけにて五月二日両津を皮切りに、最後の十四日はお仕舞として是れ又両津に、

其の間は各町村に「民力休養」を絶叫して人気を取りしに引かへ、政友会にては山本は四月二十二日台湾
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出発三十日東京にて高田に面会して瀬下を立候補せしめざることヽしたれば他に立候補者なきものと思ひ

稍安心して五月四日両津に着せしに山田の立候補をきヽたれ共 運動費なき白面の一書生何するものぞと

意に介せず要務の為め六日上京して十三日帰着せしが其間形式に郡内の要地数カ所に本間一松、高橋元吉、

齋藤長三等をして演説を為さしめたるのみにて殆ど歯牙にかけざる状態にて油断しきって居たる処へ山田

は天禀の雄弁を以て選挙民の同情をそヽり一面政友会攻撃の暴露演説を以て一般の好評を博しつヽありし

が更に選挙の当日の朝に至り野沢の指揮による例の〇〇一斉射撃の不意打が起ったので選挙場裡は俄かに

活気を呈すると共に政友会の陣営は大狼狽を来し将士は何れも戈を採って立ちあがり西に東に北に南に逆

襲戦に移ったので一時限りの山田派は遂に応戦なく正午頃に至って屏息したが投票箱を郡役所へ送致せる

各町村の人々は何れも山田の人気を叫び開票も正午頃迄は殆ど互角の得票にて両派共手に汗を握るといふ

有様夫が為め山本は其当選を疑ひ小木より直江津へ渡航せりなどの風評さへもあったが午後に至りては山

本優勢となり其結果は左の如くであった 

  当選 一七一六票 （政友）東京在住 山本悌二郎 

  次点 一五七八票 （中立）小樽在住 山田辰之進 

 

開票終了後山田は「民力休養軍は敗れたり」「敗軍之将山田辰之進」などの旗を押立て同志を引具し郷里加

茂村へ引上げた 

［第十回衆議院議員選挙については、野沢卯市原稿に依っている、表現は異なるが主旨の相違はない］ 

 

此選挙に於ける本縣の成績は憲政本党六名、政友会六名、旧國権党一名、中立一名にて則ち左の通りであ

る 

 三五四一票 （政友） 竹越與三郎   三三〇一票 （憲政本党）高橋文質 

 三二九六票（憲政本党）山田又七    三二〇〇票 （政友）  田辺熊一 

 三一九六票（憲政本党）関矢橘八郎   三〇二四票 （政友）  高橋光威 

 三〇〇四票（憲政本党）長場竜太郎   二九七三票 （憲政本党）佐藤貞雄 

 二八四一票（政友）  山際敬雄    二八二〇票 （憲政本党）坂口仁一郎 

 二六六八票（旧國権） 大竹貫一    二二七八票 （政友）  青柳信五郎 

 一七一六票（政友）  山本悌二郎    四一九票 （中立）  齋藤巳三郎 

 

●第十三次桂内閣成立［四十一年七月十四日］ 

四十一年七月十四日第十三次桂（第一次）内閣成立したが衆議院の巻に出す 

 

●第十三次桂内閣成立［四十一年七月十四日］［衆議院及内閣之巻］ 

第十回総選挙の結果は政友会絶対多数を占めたのであるけれ共 西園寺内閣は桂太郎との提携破裂と財政

政策の行詰りにより総辞職を為し四十一年七月十四日 第二次桂内閣が成立した 

内閣総理大臣  桂 太郎  外務大臣    寺内正毅 

内務大臣    平田東助  大蔵大臣  兼 桂 太郎 

陸軍大臣  兼 寺内正毅  海軍大臣    齋藤 実 

司法大臣    岡部長職  文部大臣    小松原英太郎 

農商務大臣   大浦兼武  逓信大臣    後藤新平 
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●山田辰之進の帰省［四十一年十月二十四日］ 

曩に第十回衆議院議員選挙に立候補して落選したる山田辰之進は十月二十四日帰省し郡内十数カ所に政談

演説会を開きて所見を発表して大喝采を博し十一月四日小樽へ帰った 

 

●伊達喜太郎の病死［四十二年］ 

四十二年 月 日 本郡中立派の伊達喜太郎が病死した 

伊達は本郡羽茂村大字大崎の出身にて豪放磊落といふか卓落不羈といふか至って物事に頓着せぬ人物で所

謂東洋流の豪傑といふ風貌性格を備へて居たが早くより東都に遊学し間もなく当時の二六新聞に入社して

活動し最も有名なりしは吉原の娼妓廃業問題にリーダーとなり血の雨を降らしたが遂に問題の桜枝といふ

女を廃業させた逸話もあったが其後明治三十年佐渡新聞が創立された時帰国して森知幾と共に創業の辛苦

を嘗め、水平運動に尽力して相川に明治学校を創立するやら民権運動に参加して官尊民界の弊風打破に奮

闘するやら目覚しい活動をやって居たが其頃より已に大陸経営といふことに着眼し紙上では狂堂と号して

「満蒙雄飛論」を書いて居た 今日でいふ「満蒙は日本の生命線」などの言葉は松岡洋右を俟たなくても伊

達によって唱へられて居たのだが筆や口で叫んで居ただけでは物足りなく 日露戦争の直後には満州に乗

り出し宮崎来城、小池狂民などの支那浪人と結んで新天地開拓に画策したが雄図空しく病を得 約一カ年半

ばかりで帰国して再び佐渡新聞に筆を執ったれ共 可成激務を避け静養の積りで他日の雄飛を期待して

悠々自適して居たけれ共 昔の健康を取り戻す事出来ず四十二年 月 日 雄志を抱いて遂に黄泉長夜の客

となった享年三十八歳松岡代表に勝るとも劣ることはないのだが惜しいことをした 

後 満州國も建設成り多年の我が満州問題も解決することに至ったので東亜聡盟義会、相愛会、黒龍会、外

十四団体が主催となり 日魯協会、東亜同文会、中央商船、外五団体が参加し 昭和八年二月十一日 紀元節

の佳辰をトシて午後一時より東京日比谷公園新音楽堂に於て東亜問題に尽疫して物故せる民間志士及先学

志士千三百余名の慰霊祭を行ひ 頭山満が委員長となり神宮奏齊会長今泉定助が祭主となり満州國成立と

之れに対する今後の國民的決意を報告し地下の英霊を慰めたが此千三百人の中に佐渡人としては左の三人

が入って居る 

  伊達喜太郎、明治四二 二六記者、佐渡新聞記者、對外諸問題 

  鵜飼郁次郎、明治三四、九、二七、代議士、東亜問題 

  井杉延太郎、昭和六、六、下士、昂々渓旅館主人、中村少佐ト蒙古にて殉難 

［佐渡郷土辞典では没年明治四十三年、政党史の没年は上記資料を参照した事による誤りと思われる］ 

 

●山本代議士の園遊会［四十二年八月二十五日］ 

代議士山本悌二郎は夫人同伴四十二年八月十八日帰省し 二十五日新町大神宮裏手の松林内に於て一大園

遊会を催ふし郡内の有志者を招待した 

山本は選挙場裡に立つこと已に三回其都度多少の同志者とは会見致し居るも若年にして國を出でて以来三

十年に垂んとして殆ど國人とは一見の知なきも同然の事なれば党員は勿論廣く郡内一般の有志者とも会見

して将来の交諠を厚ふせんとの意志により今回の帰省を機として園遊会を催ふしたのであるが此招待に応

じて来り会せる者、佐渡郡長 深井康邦、佐渡中学校 柏倉一徳及折柄来郡中の縣参事会員 吉田仙七、小島

孝一、関彦太郎を始め一千三百余名にて場内には各種飲食の模擬店十数箇所を設け紅裙を配して接待せし

め 之れに加ふるに能楽、角力、煙火等の余興あり 其他第二十五議会の報告書及記念絵ハガキを贈呈した

れば来賓は随所に席を設けて飲み且つ食へば或は演壇にとび上りて時事を談ずるあり或は詩吟歌謡等各自

思ひおもひの與を尽し歓談快語涌くが如く何れも満悦野中に会を閉じたが一般の観覧者も五千を越へ非常
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の盛会であった 

更に別荘に於ては前記来賓中の重なる人々五十余名を招待して夜会を開き能楽の余興に芸妓の斡旋ありて

是又盛会なりしが山本夫妻は二十一日御代島丸にて上京の途につきたるが函根温泉にて二週間ばかり静養

をなしたる後渡台の予定であった 

 

●小崎懋の逝去［四十三年二月某日］ 

四十三年二月某日 小崎懋病を以て死す 相川出身にして藍川と云ひ子敬と号す 新潟新聞記者となり市島

謙吉の改進党を唱ふるに当り之れを助けて四方に馳せしが後柏崎に一石油会社を起し自ら社長となり身を

以て之れに任ぜしも開堀油脈に中らず抑鬱不平酒を籍り自ら遣る遂に以て病を為し終に起たず年四十八歳

であった 

 

●立憲国民党の組織［四十一年五月十五日］ 

政友会は西園寺内閣出現以来急激に膨張し 四十一年五月十五日西園寺内閣の下に執行される第十回の総

選挙に於いては百九十三名の絶対過半数を占め西園寺内閣倒れ桂内閣之れに代はるも政友会の膨張は底止

する処なく第二十六期議会に於ては二百四名に達した 爰に於て憲政本党を始め大同倶楽部其他の小会派

は非政友合同の運動を起し遂に立憲國民党を組織したのである 

 

●佐渡に国民党支部を設けんとして成らず［四十三年五月］ 

中央政界の例に倣ひ本郡にても進歩、国権の両派合体して國民党支部を組織せんとして四十三年五月 日 

野沢卯市、中山小四郎、山本籐右衛門、青木永太郎の四名は河原田町遊景楼に会合し種々協議の上其組織

方法を決定したれ共 遂に之を発表する能はずして終った 

其内容の詳細なることは知る能はざれ共 国権系の一部に多少異議者のありし為めによりしとのことであ

る 

 

●国民党新潟支部の組織［四十三年五月二十九日］ 

本縣に於ても中央に準じ 憲政本党新潟支部及頸城支部は之を解散し、頸城にては新たに國民党頸城支部を

組織せるは四十三年五月二十九日にて新潟支部も亦之れと前後して組織し坂口仁一郎が其支部長となった

れ共 其詳細は不明である 

    綱 領 

一、 責任内閣ヲ樹立シ憲政ノ完備ヲ期スル 

一、 文武ノ均衡ヲ保持シ国費分配ノ適正ヲ期スル事 

一、 国防ノ緩急ヲ省察シ軍備ノ順応ヲ期スル事 

一、 内政ヲ改革シ地方自治ノ更張ヲ図ル事 

一、 税制ヲ整理シ財政ノ基礎ヲ鞏固ヲ期スル事 

一、 農、工、商業ヲ奨励シ國力ノ充実ヲ期スル事 

一、 交通機関ヲ整備シ富源ノ開発ニ資スル事 

一、 教育制度ヲ改新シ國民精神ノ堅実ヲ期スル事 

 

●新潟県会議員補欠選挙［四十三年六月］ 

四十三年四月五日縣会議員 高橋元吉失格による補欠選挙を行ひたれ共 ソは縣会議員の巻に出した 



 56 

 

●新潟県会議員補欠選挙［四十三年六月］［新潟縣会之巻］ 

縣会副議長に当選したる高橋元吉は戸籍法違反の為め四十三年三月失職したるを以て六月補欠選挙を行ふ

に当り政友会にては四月五日河原田遊景楼に協議会を開きたるに出席者三十余名、齋藤長三開会の挨拶を

述べて本間一松を協議の結果左の十名をとして候補者選挙方法等一切を一任した 

有田秀蔵、村岡藤蔵、齋藤長三、野方平作、池襄一、本間一松、曽我吉右衛門 

高柳角太郎、葛西肇、星野和三次 

然るに補欠議員の任期は僅かに一年の事なれば妥協を為し競争を避くる方宣しからんとの説出でヽ六月四

日江戸屋に両派の交渉会を開き政友会よりは本間一松、齋藤長三、山田喜右衛門、旧進歩派よりは野沢卯

市、山本籐右衛門、旧國権系よりは中山小四郎、北条欽、出席して協議の結果 政友派の児玉甚右衛門を推

薦せるも病気の為め辞退せしを以て再度会合せしに政友会にては國民党（憲政本党の改称）の推譲を徳と

して國民党より推挙せよと述べたれば野沢等は協議の為め三時半散会したるが頓て青木永太郎を推薦せる

旨回答ありたるを以て選挙は競争とならず平穏無事にて 

   二千八百十六票 青木永太郎 

当選し次点は中山の七票であった 

 

●青木の補欠選挙［四十三年六月］［新潟縣会之巻］ 

高橋は四十年十月の通常縣会に於て副議長に当選したれ共 四十三年三月失職したるを以て六月補欠選挙

を行ひ青木が当選した 

畑野より多田に通ずる多田線の開鑿は明治十六年以来の問題（赤泊線は姑く言はず）にして関係町村の戸

長及人民惣代は屡本縣及縣会郡会等に建議、請願して奔走努力せしかば二十二年度に至りて実地を測量し

同年の縣会に附議せられ第二次会を通過するまでに至りしも縣会は土木費全部を議了せずして開会せしを

以て多田線亦左に遭ひしこと故二十二年の縣会には当然確定開削の運びに至るべかりしを或る事情の為め

遂に赤泊線に先んぜられければ当時多田線関係有志者の怨憤は思ひやられて実に気の毒であった、以来已

に十五六年其間年々歳々縣会又は郡会に現はれ三十三年には青木が郡会議員として建議したれ共 容れら

れなかった、其後青木は縣会議員の候補にも推されたれ共 名利を眼中に措かざる彼れは顧みる処なかりし

に当時本縣土木課長青木某は 

國中對前橋の路線は已に赤泊線を開鑿したれば其平行線とも見るべき梯子の横木の如き多田線の必要を

認めず云々 

と言はれた、と聞きたる勝気の彼れは憤慨措く能はず斯くなる以上は我れ一度起って如何なる犠牲を払ふ

も此路線を開鑿せざる見えずと時の至るを待ち居りし矢先に高橋の失職となり四十三年六月補欠選挙の行

はれんとするや彼れは時来たれりと立候補の準備を進めつヽありし処へ慧眼なる野沢は之を看破し良し今

度こそ彼れを縣会議員に擁立し而して彼れに何等かの恩恵を與へ終始一貫彼れをして自党を去らしめざる

の策を講ずるこそ肝要なれソハ他なし彼れが畢生の事業として打込み居る多田線こそ好餌なれ共果して内

務省が縣道資格の認定を與ふるや否やを第一に研究せざる可らずとなし 丁度坂口仁一郎が上京の折柄で

あったので依頼せし処 坂口は内務省の近藤博士に依頼し同博士の尽力もあって認可の見込充分ありとの

回答を得たので野沢は早速青木に会見して「君が今回の縣会議員選挙に出馬せらるヽならば必ず多田線の

開削を実現せしむべし」とて内務省に對する経過及縣知事との接触関係等を詳細に説明して勧誘せしかば

彼れは渡りに船と大に悦びたれ共 彼れも去る者態と「若し当選後此道路が出来ないといふ時は頭を剃って

隠遁する覚悟でなければ招致出来ぬ」と駄目を押せば野沢は「勿論其覚悟も結構であらふが萬一之を仕損
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じる様な事があれば予も亦決するところあるべし」と答へたれば彼れも快く出馬を決心したのである 

彼れが当選したる後 此多田線は議場を通過し実現するに至りしことは野沢の援助に依り國民党の賛成を

得たる結果に因ることなれ共 彼れの熱烈なる努力と言ふ可らざる犠牲を払った為めでもあった 

斯くて四十四年九月の第十六回改選期に再び立候補を勧むる者ありしも所謂功なり名遂げたればとて彼れ

は之れに応じなかった  

 

［野沢卯市述、佐渡政党史稿批正の弁で ◯新潟縣会議員の補欠選挙との題で、誤りを指摘している］ 

 

三十四年十二月の佐渡新聞紙上に天象道人なる者が当世身の上判断をなし 彼れにも一算をなし居れば、此

処に掲ぐることヽした 

 

    火水未済    郡参事会員     青木永太郎 

                       明治五年十一月生 

アヽ実に之はよい卦でござるぞ、全体此火水未済といふは暁光海に浮ぶの象、花落ちて実を結ぶの意あ

って物事成就の大層の吉兆の卦でござる、だが今は心身共に辛苦あって、古歌に所謂「足にひまなき我

思いかな」とある如く胸中思ひあって其品を云ひ出そうか言ひ出すまいかといふ様の場合が見えるがど

うでござるかナ、併し君は申年生れで金性の二黒と来て居るので内外共に柔和で諸事決定しがたき性質

のようだから、之れは御注意なすって、進むも退くもテキパキとした処置を取られるがよろしい、又チ

ト女難の兆があるようにも見えるから、会議中に少し位の憂さ晴らしは差し支へないが、餘り深はまり

をしてトンダ八卦の裏を出さぬよう御用心なさい、ナニそんな事は少しもないと云はっしやるか、イヤ

イヤ隠しなさるな卦の表へチャンと現はれてくるから仕方がない、ソシテ此卦は女人には悦びあり、男

は窮苦ありて後宜しとござるから百姓議員共と一所になってさぞヤキモキすることもござらうが、マア

マアあまり焦らずに何事もよくよく考へて実行なさるが宜しい、愚老なぞは世の中の事は少しも分らぬ

が、来年は議員の改選やら新町木村の組織やらで大分君達の側は多忙のようにきくが、一つ思ひきって 

大に手腕を振って見たまへ、（二三字不明）事にヤイヤイ言はれる計りが能でもあるまいからね・・・ 

又同新聞に「郡会議員の一に評」といふのがあって 

青木永太郎、場中一の年少議員であって而かも参事会を一人で背負って矢面に立つの勇気天晴カッポレ

甘茶でアッパレと云ひたい位なり 

 

●山本代議士の帰省［四十三年九月十四日］ 

代議士 山本悌二郎は夫人帯同 四十三年九月十四日汽船早鞆丸にて直江津より小木港へ着、十八日河原田

町の、十九日は真野村の歓迎会に臨み、二十日は郡内の知人五十余名を新町の別荘に招待して晩餐会を催

ふし、二十三日小木を経て早鞆丸にて直江津に上陸帰京し十月二日京地出発渡台し約一週間滞在の上にて

帰京し尓後本社理事として東京に在任するとの事である 

 

●政友会新潟支部役員［四十三年十一月二十日］ 

政友会新潟支部は四十三年十一月二十日午後一時より秋期大会を開き決議案及建議を決議したる後役員の

改選を為したるが佐渡に於ける評議員は左の六名である 

 本間一松、齋藤長三、高柳角太郎、野方平作、石川林平、曽我吉右衛門 
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●南北正、 論［四十四年一月］ 

四十四年一月の交、大東文化学校教師正四位 峯間信吉が四十五年四月より全國小学校に於て使用すべき尋

常小学校用日本歴史第一巻に南北朝に関して「南北朝の事は正、 軽重を論ずべき非ず」「南北皇統の御争

ひ」或は「尊氏錦旗を翻して東上す」等の字句を用い更に御歴代表に於て「南北朝並立が是認されて居る」

ことなどを発見し読売新聞に寄せて論評するや教育界に一大波瀾を巻き起こした 

時恰も第二十七議会招集中なので此論評が導火線となって大阪府選出代議士 藤沢元造は文部当局の意見

を微したるに教科調査委員たる三上参次、喜田貞吉、辻新次等は北朝の正統なることを主張して「維新後

に於ても尚且つ南北朝を以て正統なりと信ずる者の多きは誠に悲しむべき現象なり」と答へたので是れ明

かに伝統的大義明かに誤まり、國民教育の根本を破壊するものなりとし四十四年二月三日の議会に質問書

を提出するや桂内閣は驚愕措く処を知らず其揉み消し運動に全力を傾注し桂首相は院内大臣室に於て数回

藤沢と会見し「該教科書は公表せず直ちに廃棄すべし」と誓言して遂に藤沢を軟化せしめて十六日質問書

を撤回せしむると同時に藤沢は一時行方不明となった 

茲に於て國民党の総理 犬養毅は蹶然起って若し夫れ学徒の説くところに委順せんか正成は忠臣に非ず尊

氏は逆心に非ずと云ふ結論に達し我が國風教の危機に瀕するといふので二十一日内閣弾劾決議案を提出し

た 

当時政友会は二百の頭顱を有し、政情の推移一に其向背によりて決せらるヽの状態であったが桂首相が議

会開会後に之れが改訂を為すべしとの意向であるから此後の弾劾決議案は寧ろ否決すべしとの大勢に傾い

た 

此時我が山本悌二郎は敢然として立ち小久保喜七（水戸学を奉ずる尊皇家）中村啓次郎（紀州選出、南朝

武士の後）東武（大和十津川の出、南朝武士の後）戸水寛人（或は竹内正志との説もある）等と共に同志

を芝紅葉館に集めて協議結束を固め 

吾人固より政府弾劾を目的とするものにあらざるも国定教科書の改訂は國民道徳の淵源を明かならしむ

る意味に於て一日も忽緒に付すべからざる大問題なり 須らく桂首相より必ず此改訂を為しべしといふ

言質を取るべしである 党員たる以上党と歩武を共にすべきであるが斯る重大なる問題に関しては遺憾

ながら除外例を請求せねばならん 

と連袂脱党を賭し総務に向って烈々たる決意を披瀝した 其結果桂首相も大勢の赴くところに順ひ其改訂

を確約することヽなりて二十一日秘密会を開き九十三対二百〇一を以て決議は否決した 

議会閉会後直ちに昭和天皇陛下に奏上御裁可を仰ぎ、南朝正統の事に決定、宮内省より文部省に通牒する

に至り、午後此決定に対し異議を挟むものは断乎之を行政処分に附すとの強硬方針を採り教科書の南朝に

関する記事並に御歴代表の全部に亘り修正せられた 

少壮気鋭なる山本の政友会に於ける存在は此時より一層光彩を放つに至ったのである 蓋し山本の其郷里

が順徳天皇の遺蹟のある佐渡であり其父桂は稀に見る勤王の士であつたヽめである 

其後新聞紙の報ずる処によれば文部省は尋常小学校日本歴史教育用巻五下の使用を禁止し其旨を各府県長

官に通牒を発し又児童用教科書中「尊氏錦旗を奉じて」云々の文字其他一二の注意すべき事項に対しては

特に教授注意すべき旨を訓示した、而して教科書全部の修正に就ては文部省に於て専ら調査中なりとの事

なり 

児童用の「尊氏錦旗を奉じて」云々と云ふ文句は教師等が教場に臨んで協議する際一々「之は尊氏が自分

の悪心を蔽ひ自分の悪企みを遂げる為めに錦旗を利用したのだ」といふことを一々附加へることにして目

下の侭使用することヽなれり云々 

 



 59 

●山本代議士の帰省［四十四年八月十五日］ 

代議士山本悌二郎は四十四年八月十五日午後二時 小木着港帰省せるが折柄県下遊説の為め政友会本部よ

り派遣せられたる三土忠造、小久保喜七と共に郡内数カ所の政談演説会に出席したる後数日の静養を為し

二十七日小木港より直江津へ渡航帰京した 

 

●三土、小久保等の遊説［四十四年八月十八日］ 

立憲政友会にては本県下を遊説すべく甲乙の二班に分かち巡回せしむることヽなり 其一隊の、代議士小久

保喜七、三土忠造の二人は本郡へ来れるを以て水谷松次は之を直江津に出迎へて四十四年八月十八日小木

へ着し小木、河原田、相川、畑野、両津等にて折柄帰省中の山本代議士及本間一松、齋藤長三、水谷松次

等と共に政談演説会を催ふしたが殊に相川にては佐渡郡長 深井康邦、相川警察署長 渡辺盛次、相川町長 

佐々木増右衛門、佐渡新聞社長 森知幾等の発起に係る招待会に出席せるが来会者の重なるものは利光裁判

所判事、青木永税務署長、渡辺鑛山医局長を始め四十余名にて柄沢弁護士の開会の挨拶に対し小久保は一

行を代表して 

当地官民有志諸君が政党政派の関係を離れて我等一行を國家の公人としてご招待下されたることは実に

歓喜に堪へざる次第なり 将来益々国事に尽□して以て酬ゐる処あらん云々 

 

との謝辞を演べ山本亦起って一場の挨拶を述べ和気会々の裡に退散するは十二時であったが余興には遠藤

一派の謡曲仕舞があった 

二十三日には鴨湖上の舟遊会に臨み小久保、三土の両人は齋藤長三に送られて新潟へ向かった 

 

●第十四次西園寺（第二次）内閣成立［四十四年八月三十日］［衆議院及内閣之巻］ 

四十四年八月三十日、第十四次西園寺の第二次内閣が成立した 

四十一年七月成立した桂内閣は政友会と情意投合により第二十七期議会は無事切り抜けたれ共 前記南北

正、 問題の外に幸徳傳次郎一味の大不敬大逆事件ありたるを以て驚攫して身の置き処を知らず 一月十八

日桂内閣を始め内務大臣 平田東助、文部大臣 小松原栄太郎、農商務大臣 大浦兼武 共に表を上りて罪を

闕下に待った、然るに 

天皇陛下は勅語を賜ひて之を慰留し表を却下し賜ふた其勅語に曰く 

今回ノ事件ハ世間ノ変遷ニ伴フテ起ル余弊ニシテ内閣ノ施政ニ因由シテ発生シタルモノニアラズ今ヤ國

家多事ノ際卿等ノ職ヲ退クヲ許サズ将来益々施政ニ務メ斯ノ如キ不祥ノ事ナラカシメンコトヲ 

 

各大臣は有難き恩命を拝して其職に留まりしが表面平穏なるも裏面には人心既に倦怠の色が見えて居たの

で内輪の暴露せざるに先だって八月二十五日表を上りて辞職を請ひたるを以て大命は西園寺に降り三十日

第二次西園寺内閣が成立した 

内閣総理大臣  西園寺公望  外務大臣    林  菫 

内務大臣    原  敬   大蔵大臣    山本達雄 

陸軍大臣    石本新六   海軍大臣    齊籐 実 

司法大臣    松田正久   文部大臣    長谷場純孝 

農商務大臣   牧野伸顕   逓信大臣  兼 林  菫 
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●第十六回新潟県会議員選挙［四十四年九月二十五日］ 

四十四年九月第十六回新潟県会議員の選挙執行せられたれ共 縣会之巻へ出す 

 

●第十六回選挙［四十四年九月二十五日］［新潟縣会之巻］ 

四十四年九月二十五日 第十六回の選挙行はるヽに際し 政友、國民の両派共 未だ候補者の協議会も開かざ

るに東北部に於ける國民党の一部は八月十五日両津町の安照寺に会合して中立を標榜し木村弥十郎を推し

たれ共 承諾せざりしを以て更に土屋六右衛門を推薦することに決定したる由を聞くや中山小四郎は菊池

新左衛門を伴ひ土屋及石川彦右衛門に面会して土屋を國民党の候補者たらしめんと交渉したれ共 土屋等

は之れに應じなかったが政友会にては八月二十四日新町に会合して選挙対策に付協議を擬したる処結局前

年の例に随い三派妥協を穏当なることなりとして本間一松、齋藤長三、野方平作、佐々木左門の四人を委

員に挙げ全権を委任せしを以て委員は國民党及中立派に向って左の意味の照会状を発した 

（上略）由来我選挙場裡に於ける状態を考ふるに陋猾なる選挙者は常に其私欲を満さんことにのみ汲々

とせるを以て其弊風と危険は言ふに及ばざるものあり我党は其廓情を希望するや久し爰を以て昨年の補

欠選挙に於ては貴党及中立派に交渉して選挙を平穏に了したる次第に有之去れば来る九月の総選挙に於

ても更に交渉妥協之上神聖なる選挙を執行せんことを希望し我党は再び貴党及中立派に向って本書を呈

する所以なり 若し御同感に候はば九月三日午前十時を期し河原田江戸屋に一党四名以上の委員を出席

せしめ万事の打合を致し度此段得□候草々 

明治四十四年八月二十四日 

 

之れより前、国民党は八月二十日 畑野に於て大会を開き種々協議の結果委員七名を挙げ選挙に関する一切

を委任することヽなり 野沢幹事の指名にて市橋藤蔵、田中亮一、尾畑與三作、北条欽、相田栄蔵、海老名

武十郎、富井富蔵を推薦したが而して此委員は二十六日河原田江戸屋に集合したけれ共 出席者は野沢、相

田、北条、富井、の外本間和平、齊籐八郎平出席したるのみにて決定出来なかったが中立派より土屋が出

馬するならば政友会の交渉に應ずるが上策なりとの意向らしかった 

斯て九月三日には江戸屋にて三派交渉会が開かれ政友会よりは本間、野方、齊籐、伏木の四人、中立派よ

りは中山小四郎（前には国民党として中立派の土屋、石川等に交渉せし人が中立派となって出席する事は

些か異に感ずる）鈴木謙次郎、齊籐次兵衛、石川寿作の四人、國民党より野沢、北条の両人、出席したが

午前十時より開会の予定であったけれ共 国民党にては市橋藤蔵、齊籐八郎平、本間和平、河口福松、野沢、

北条、其他が河原田の吉田屋に陣取り鳩首疑議を為し政友、中立の両派より数回の督促を受けて午後七時

に至り、野沢、北条の両人全権委員となって出席したが政友委員より照会状の意味を□演開陳せしに國民

党委員は之れに對しては異議なけれ共 尚進んで明年の衆議院議員選挙の候補を予かじめ妥協することも

契約されたしと暗に明年の衆議院の候補は自派に譲られたしとの意を仄かしたれば政友会委員は昨年の県

会議員、補欠選挙の候補は國民党に譲りて青木を選出したるも其当時、本年の県会議員候補者の契約まで

はなさず、去れば今より衆議院議員の候補者決定の契約は為し難しと述べ併せて今回の選挙に政友会が一

名を選出せんことは容易なれば妥協せざるも可なりとて國民党の要求を峻休したれば爰に交渉は不調に終

らんとせしを中山より衆議院の事は其際交渉することヽしては如何といひたるも國民党は一應党員に謀る

の必要ありとし来る十一日の再会を約して散会した 

十一日午後八時より江戸屋にて第二回の交渉会を開き政友会よりは以前の四人、國民党よりは野沢、市橋、

北条、相田、尾畑、木藤幸太郎の六人、中立派として中山、鈴木の二人出席せしに中山は前回の意見を翻

して此際衆議院の候補者を抽籤にて定め置かんと発議し野沢之れに賛成したるも政友会にては其の付帯条
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件の下に妥協すること能はずと断然峻拒したるを以て三派の交渉は遂に不調に終り結局各派自由行動を執

ることヽなり散会後一同は吉野屋に於て懇親会を催ふして分かれた 

政友会にては十四日午後六時より遊景楼にて開会し来会者三十余名池田球造を座長とし本間一松より三派

交渉の顛末を報告し妥協不調となる以上は候補を立てヽ大に對抗せざる可らずと述べ満場異存なく之れに

賛同し山田喜右衛門、水谷松次、本間一松、野方平作、佐々木左門、齋藤長三、中川熊蔵の七名を委員と

して協議せしめしに委員会にては地の理を考へ候補者其人を得れば二人を獲得せんこと敢て難きにあらざ

るべしとの事にて其候補者たるべき人物を各方面に渉り物色の結果 三宮の山本傳十郎の三男にて中川健

蔵の弟清太郎が川茂の故 風間安右衛門の養子となり居る者こそ適任ならんと考へ（政友会は矢張り風間安

右衛門は政友会と思ひ居たのである）川茂の池野與八を通じて其の養母及本人清太郎に説かしめしに養母

は直に承諾し本人も乗り気の模様なりければ政友会より正式に交渉せしむるが得策ならんとて赤泊の武部

喜八郎をして新町の嵐城嘉平に電話して嵐城を風間方へ向はしめんとせしに折柄通り掛りの赤泊村書記佐

藤某の聞く処となりて政治上の問題らしく疑惑を懐き之を野沢に告げしに野沢は嵐城の川茂へ来るべき日

に人を雇いて川茂に遣わし之れを見張りせしめしに果して嵐城来りて金子紋蔵の案内にて風間方へ来りた

る由を見張人は野沢に報告した 嵐城は風間母子に会見して政友会の候補者たることを承諾せしめ河原田

にて会合の日を定め悦んで帰りしに野沢は之を探知し風間が河原田の会合に出席すべき日に新町へ出張し

吉田旅館表二階にて風間の通過を今や遅しと待ち受け居りて之を呼び留め実兄 山本幸策を三宮より招き

て共に之を説伏して断念せしめた 

一方政友会にては嵐城、池野等の報告を得て大に悦び九月某日河原田の城南閣に候補選定会を開き風間の

来るを待受け居りしに池野最平等は風間と共に自転車を並べて国中へ出向く事は人目立ちて宜しからずと 

已に野沢に探知されて色々と画策し居ることとは夢にも知らず二三の同志を伴ひ風間より先発して城南閣

に来り待てど暮らせど風間の来らざりければ池野は不思議に思ひ新町へ赴きて野沢に拉致されたることを

ききコハ大変なりと河原田へ通報せしを以て齋藤長三、水谷松次等は新町へ車を飛ばしたれ共 風間は已に

三宮の実家へ送られたる後なれば如何共為術なく嵐城方に会合し急使を川茂の風間家へ使わしければ養母

は時を移さず嵐城方に来りて曰く「彼れは風間家の戸主である 本人が承諾し自分も同意したることなれば

山本家の容喙すべき処にあらず我れ山本幸策家に至りて山本幸策父子が何と陳ずる共連れ来るべし」と意

気軒昂出て行きしが頓て帰り来て曰く、「山本家に至りたれば山本父子は辞を低ふして彼れ未だ早きのみな

らず夫が為め風間家の資産を減耗せしむる様のことありては先祖に對し相済まざれば此度は辞退せしめら

れたしと懇請息まざりしを以て帰り来れり」と流石豪気の養母も施すべき手段なしとの事故 嵐城等は茫然

自失鳩首協議中へ山本傳十郎自ら来りて頻りに辞退を請ふので、又他に適任者を見出すことが出来ずして

止むを得ず野方平作一人を立てた 

中立派にては土屋立候補し國民党にては野沢を立て政友会亦野方一人なれば妥協せると同じく一派一人と

なりて競争はなかった 

   二、三〇三票 （政友） 金沢村 野方平作 

一、一九〇票 （國民）  赤泊村 野沢卯市 

一、一八四票 （中立） 両津町 土屋六右衛門 

其後土屋は國民党に入った 
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町村 野方 野沢 土屋 町村 野方 野沢 土屋 

相川町 79 40 4 畑野村 172 253 20 

二見村 67 22 9 真野村 27 34 2 

沢根町 97 3 54 西三川村 81 99 1 

河原田町 19  24 小木町 82 117 3 

八幡村 50 2 42 羽茂村 187 72  

二宮村 91 85 12 赤泊村  151 2 

金井村 425 3 69 松ヶ崎村  151 2 

吉井村 245  59 岩首村 34 68 9 

新穂村 323 4 215 水津村   90 

河崎村 24 1 274 外海府村  22  

両津町   133 高千村 92 24  

加茂村 4 1 155 金泉村 201 3  

内海府村 3 28  合計 2,303 1,190 1,184 

 

 

●第六回佐渡郡会議員選挙［四十四年九月三十日］ 

四十四年九月三十日は第六回の郡会選挙にて選挙区を更正して十九区となせるも議員の定数には異動なく

前回と同じ二十五人で選挙の結果は左の通りである 

 

第一区、相川町、三人、下山尭安、齊籐七治、森知幾（死亡補欠）久保田金五郎 

第二区、二見村、二人、渡部七十郎（失格補欠）秋野三蔵（失格補欠）渡部七十郎 

第三区 沢根町、一人、矢島國蔵 

第四区、河原田町、八幡村、一人、石原五之吉 

第五区、野田村、二宮村、一人、高野運平（失格補欠）齋藤長三 

第六区、金沢村、一人、伊藤円蔵 

第七区、吉井村、一人、甲斐亀寿 

第八区、新穂村、二人、本間一松、金子幸治郎 

第九区、畑野村、二人、余呉篤太郎、本間庄太郎 

第十区、真野村、二人、三浦三郎治、高野宏策 

第十一区、西三川村、小木町、二人、浅ヶ谷春次、高柳角太郎 

第十二区、羽茂村、一人、金子浅次郎 

第十三区、赤泊村、一人、永井卯吉 

第十四区、松ヶ崎村、岩首村、水津村、一人、渡辺源左衛門 

第十五区、河崎村、一人、角坂二吉 

第十六区、両津町、一人、鈴木謙次郎 

第十七区、加茂村、内海府村、一人、古玉作平 

第十八区 外海府村、高千村、一人、矢部茂作 

第十九区、金泉村、一人、今井学蔵 
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此選挙後の役員選挙には高野宏策が議長となったが其後同人が辞職したと見えて大正三年六月十日には

矢部茂作が議長となって居る 

 

●萩野左門の来郡［四十四年十月四日］ 

四十四年十月四日 新潟毎日新聞社長 萩野左門（旧國権派）は両津に来り翌五日帰新したのが何用で何人

に面会せしかは不明である 

 

●第十一回衆議院議員選挙［四十五年十月十五日］ 

四十五年五月執行されたが衆議院之巻へ出す 

 

●第十一回衆議院議員選挙［四十五年十月十五日］［衆議院及内閣之巻］ 

       ［文中、小さい文字部分は野沢卯市原稿をほぼそのまま使用した部分］ 

四十五年五月十五日の第十一回衆議院選挙には政友会の山本悌二郎を推薦することは既定の事実なれば已

に陣容を整へ運動に着手しつヽあったが 國民党にては未だ候補が決定しなゐ前回の行掛りよりすれば瀬

下清通を立候補せしむべき義理合であるけれ共 高田槙蔵は前回に西園寺公望より申込まれたることをも

あれば進んで瀬下を立たしめ資金を供給するといふことは出来にくい立場で、瀬下は亦高田の應援がなけ

れば資金がなくて立つ能はざる状態である、又國民党としては運動費のなき候補者は真っ平御免といふ譯

にて、こヽのところ所謂三スクミの有様になったが元より郡内には適当の人なきを以て更に郡外より物色

せねばならぬ状態であった。処へ 

西三川方面の二三有志者が或日野沢を訪問して小泊出身のにて今小樽在住の岡崎謙を推薦せられたしとの

申込ありたれ共 野澤は其人を知らざれば只聞流し置きしに羽茂村の海老名武十郎は味噌造家で毎年北海

道へ輸出して居る者なるが 

其頃渡道して岡崎に面会の折柄之を仄かせしに彼れ稍食指動き窃かに人に托して山本の資産状態を内定せ

しめてサマデ恐るヽに足らざるものと考へ居る処へ今度は高野宏策（後政友会へ転身した）が渡道の序に

も勧誘を試みしに彼れ大に乗気となりて國民党が予を迎へば之れに應ずべしとの意を洩しければ高野は帰

国するや之れを野沢に語りしに 

野沢は兼て西三川の有志者よりも申込ありたる人なれば爰に協議は纏まり高野、海老名等より正式に勧誘状を発せしめ

しに兎に角一應帰国の上相談するといふ返事があって五月十日に帰来したるを以て野沢始め幹部は新町の吉田旅館にて

彼れと会見し種々意見の交換を為したるが 

元より野沢等は余り多額の運動費を要せざるものヽ如く話せしなるべく彼れ又兼ねて山本の資産は豊富ならずと考え居

れば野沢等の云ふ如く多額の運動費を出さずとも小樽の資産家を標榜し運動者をして大々的に吹聴せしめば 山本派は

此吹聴に吹きとばされ有権者は貰わぬ先から狸の皮算用にて糠喜びに喜びて投票すべく去れば其当選は案外易々たるも

のならんと選挙場裡の実情を知らざる彼れも糠喜びに喜びて立候補の決意をなしたるものならんが吉田旅館を事務所と

し海老名を会計と定め即時手配を進めた 

此時高野は先ず郡内の人力車を買占めて政友会に一泡吹かせんと提議し郡内全般に及ばざりしも国内便利の地方の者を

一日十一円にて飲食せしむることヽして雇ひ入れければ一時政友会は非常に困難の境遇に陥った、其頃は今日の如く自

動車はなし人力車又は徒歩の事能遠隔の土地を往復することは容易に出来ないとこと故夫々部署を定めて出張したもの

で野沢は小木より赤泊方面を引受けて出発し十一日夜赤泊に至り再び来ることが出来ぬので最後までの打合せなどを為

して居る処へ「急用アルスグ帰れ」との電報が来た、何事なるかと取るものも取り敢へず夜通しに帰って見ると意外に
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も岡崎候補断念を申出でたのことで、其詳細のことを聞いて見ると、有権者が駆引が上手になって寄ると触ると景気の

よい評判を立て「岡崎は小樽の成金豪商で、山本は大会社台湾製糖を背負って居る大事業家であるから、どちらも負け

られぬ一戦だ、金銭づくなら何程でも競争するのだ」と言ひ触らし双方の運動者に向って其意味にて天秤にかけて多額

をネダツタものだ、運動者も又云ふまでもなく後は兎に角同様の話しを有権者に持ち込み「僕の候補者は金には負けぬ」

と言ひ廻る、可様の譯であるから物品の売買ではないけれ共、誰が値上げするともなく十一日の朝あたりは已に一票五

十円といふ高値を呼んだ斯くなると勢いの赴く処、如何共致し方ないのである、之を聞いた岡崎は、今からこんな事で

は選挙当日迄は猶四五日ある、此間に如何なる暴価が出るか分らない夫では結局十幾萬を要するや計り知るべからざる

事になるであらふ馬鹿ばかしい足下の明るい中逃げるに如かずとて辞退を申出で選挙事務所を見捨てヽ新町の荒物事務

所へ引上げたとの事である、之を聞いた野沢は大いに驚いたが、冷静なる頭脳で考えれば夫も無理からぬ事である、殊

に岡崎の如きは始めて選挙といふことに携はる者よりすれば当然の事であるけれ共 選挙心理は又格別で相手のやるだ

けの事はコチラでもやらねば結局勝算がないのである、然るに今更陣を引かせれては党としての立場と云ひ又面目もな

いので、何とか方法を立てねばならぬと考えたけれ共 自分は岡崎とは左迄の間柄でなく高野は岡崎と肌合がよいのであ

るから急に海府の出張先より呼び戻し折衝せしめたが到底翻意の見込みなく困り果てヽ居たのに一方各町村の選挙支部

や運動員は本部に於て斯る重大問題の発生している事は夢にも知らず 今迄は口約束で釣って居たが最早ソウはいかぬ

現ナマを渡せと詰め掛け来り事務所は内憂外患丸で戦場の有様であった 

一方政友会に於ても有権者の空景気に駆られて運動者より種々様々の申込みもありたれ共 未だ敵は発砲

せないのであるから言葉を巧みに申しなだめて居たが山本が始めて選挙場裡に出でヽ以来已に五回になる

ことで従来のやり方も分り居れば其鎮撫方は國民党よりは僅か心易かったが併し此趨勢にては如何な結果

を招集すべきやに憂慮し爰処にも又野沢に劣らぬ策士と言はるヽ高橋元吉あり、何とか無事に此難関を切

り抜けんと考へ山本桂の親戚にして会計を司どり居る 

嵐城嘉平と秘かに打合はせ國民党の尾畑與三作（後政友会に入る）に妥協説を持込ませ其結果高橋、野沢を加へて四人

は十二日の夕刻より開心亭に会合し徹宵議を擬したれ共 双方の条件折合わず物別れとなった 

が高橋は之をキッカケに渡辺盛次を訪問して調停の労を取られんことを依頼したが渡辺は西園寺内閣にて

内務大臣は原敬、知事は政友会金看板付の森正隆なれば心に期する処やありけん言下に之を引受けて調停

を決心すると同時に河原田警察分署に出張し 

此選挙を自然の成行に任せ置く時は遂に由々しき事態を現出し違反行為者続出すべし故に之を未然に防

ぐには自ら中間に立って妥協調停を為さしむるの外に策なし 

と言ひて自ら指揮を為し干渉がましき行動もあったが殊に國民党の余吾篤太郎及政友会の某外数人を違反

行為ありとなして検挙し、相川警察署に留置して選挙界に一種の不安を與へたが是等の人々は一回の尋問

もなく妥協成立するや証拠不充分との理由にて釈放されたが之れは後の話であるが斯て渡辺は新町の國民

党事務所に居る野澤に電話をかけた、此時野沢は事務所に居て岡崎の事態後の善後策に就いて脳漿を絞り

たれ共 名案浮ばず進退に窮し居りたりし  

十三日の午前十時過ぎ電話が来たりし故 受話器を手に取れば 

私は相川警察署長の渡辺だが選挙競争は遂日激甚となり此勢ひでは如何なる事件を惹起するやも知れず現に違反事件

は各所に顕はれて来る状態であるから今の内 何とか妥協の方法はないものか先刻江戸屋の岡崎選挙支部へ書面を托

して本部へ送致する様と申伝へて置いたが届いたか 

との事であった、野沢は 

其書面は未だ来ぬが妥協の事なら昨夜も高橋君と会見したが折合がつかなかったから止むを得ない 

と答へし処、渡辺は 

今一度高橋君と会見してはどうか 
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といふ意味であった、内務大臣と云ひ知事といひ皆政友会であるから渡辺署長も無論其意を迎へて高橋等と一脈通じ居

るものであるといふことは流石の野沢、何の想像のつかぬことのあるべき、去れば内心には渡りに舟のお助け神だと大

に喜んだには相違なかろうけれ共 一党の将師何の弱身を示すべき、口は心と反対にサモ鹿爪らしく殊更に景気をつけて 

如何にも競争は激烈の頂天に達し憂ふべき状態ではあるとはいへ明後日の選挙であるから交渉などに手間暇を費やす

譯には行かぬ勝敗の時の運なり、やる処までやる決心である、併し折角の思召しであるからコチラ（新町）へ御出で

下さるならば面会致しても宜しい 

と如何にもドエラク出たものだ、スルと渡辺は 

暫く待ってくれ 

と言って一旦電話を切った、言ふまでもなく待ち居たる高橋と打合はせたる上、暫くして 

夫では当方より参りませう 

と云ふので渡辺は高橋同伴にて新町の山本の別荘へ顕れたのが午後の事だが会見の場所は日の中料理屋も面白からずと

いふので別荘と取り決めた、野沢は最高幹部に右の事情を話したる上出向き三人の会見となった席上先ず渡辺が口をき

って 

電話で申上げた通り各地に違反事件が続出する形勢が見えて来たので警察としても大検挙陣を張らねばならぬことに

なり御同様迷惑の事であるから何とか妥協の上無事に治まる様にして貰ひたい 

と述べたるに対し野沢は 

御趣旨は御最も千萬であるが妥協についての名案がありますか 

と問ひければ渡辺は 

夫は両君で適当に御相談を願いたい 自分は只両君の間に橋渡しをするだけの事だ 

と言って隅の方へ少し座を隔てた、警察官として職務上からの遠慮であったろう、そこで高橋が 

条件などヽ言へば昨夜の様に話しは面倒になると思ふから、こヽはアッサリ抽籤で前後の順番を極めることにして双

方が今まで入れた費用は、御互にまだ現ナマ支出をせない中でタイした額でもあるまいから籤当たりの方が当たらぬ

方へ五千円を実費弁償額として出すこと、夫から次回には今回籤洩れの方を両党一致で推薦するといふ徳義上の約束

をしてはどうだろう 

と発議であった、ソコで野沢は 

どうせ妥協と決心するなら男づくで行くことにしよう、併し僕の方は一應幹部に相談する必要がある 

といって事務所へ帰ったが、政友会にては如何なる犠牲を払ふとも勝たねばならぬといふ意気込みで万事は高橋に一任

してあるのだから高橋は一々同志に相談するにも及ばぬ駆引は自分一存にてやれる事故楽の様であるけれ共其かはり最

後の責任は重且つ大である 偖て野沢は事務所へ帰りて幹部及各支部より来集して居たる一同を会して協議にかけた処

岡崎断念の内情を知らない同志者は何れも異口同音に大反対を唱へ多年山本の金力に壓倒され怨を呑んで居たものが今

度こそは岡崎といふ有力候補を得て必勝の山が見えて居るのに選挙違反位に恐れをなして妥協するとは何事だと議論は

沸騰して蜂の巣を破ったようの光景であった、此時内容を打明れば反対の鎮撫も容易であったであらふけれ共 出入する

有志者の中にはスバイらしい者も居るので互角の立場で党の面目を保たねばならぬことヽして野沢始め幹部の此場面の

転換に苦しまれたことは思ひやるヽ、然るに渡辺署長は時間の余りに長引くので野沢が取り纏めに苦辛して居るのか、

但しは妥協が不成功に終るのではないかと憂慮して左の如き書面を送った 

卑見ヲ申込之為メ両雄ニ無用ノ時間ヲ費セシハ甚ダ心外ノ至リ、併シ両派ニ於テ先頭ヲ開始セラレ候ヘ共 此上ハ必ラ

ス犯罪ヲ敢テスルコト必至ノ勢ナルヲ以テ行政執行法ニ依リ拘束致候ヨリ外無之而シテ本職ノ処置不当トセ尢、本職

ハ直ニ責ヲ引クマデノコト今上司トモ打合セ置キ候、其レマデ巡査ガ両党事務所ヘ張番致候条御承諾相成致両派ハ速

ニ御解決相願候 

    五月十三日     渡辺相川署長 
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       両党 選挙事務所御中  （原文のママ？） 

両党事務所御中とあるも之れは国民党の事務所だけへ送ったものであるけれ共、渡辺は官吏なるが故にこんな形式をつ

くろったものあることはいふまでもないことである、此通牒文の送達と同時に三四人の巡査を国民党の事務所へ張り込

ませたのでサシモ意気のあった会場も俄に静穏となりて何等の議論も出でず結局幹部一任といふことになった 

そこで妥協会場を開心亭として國民党側よりは野沢卯市、高野宏策、山本藤右衛門、政友派よりは高橋元吉、森知幾、

嵐城嘉平が出て抽籤により其勝敗を決することヽなり 署長自ら抽籤を作りて之を出し野沢が先ず手を出して之を引抜

きしに何を思ってか署長は此抽籤に間違ひありたりとて作り直して出せしに今度は高橋が一番に之を引きしに山本が候

補に当選した、然るに此抽籤に就いては國民党内には事前に種々のデマがとびつヽありしが山本の当籤と発表するや、

國民党の不平連は一層其不平を高めしを以て政友会にては之れを危ぶみしも國民党の委員は差支なしと証言せるを以て

嵐城は五千円を携へ来りて会計なる海老名武十郎へ交付して爰に全く妥協調ひたれば署長始め一同は選挙の平穏なるこ

とを欣びて散会した 

此妥協が成立するや前にも記したる通り違反行為の嫌疑を以て検挙されたる者は皆釈放せられ、政友会事務所にては萬

歳を唱へて各支部へ通知したれ共 万一を恐れて充分の警戒は怠らなかったが、国民党事務所にも直ちに各町村支部へ通

知して支部を解散せしめ本部には野沢海老名の外 書記一名が残りて残務の整理を為すことヽした、然るに北海道関係の

荒物業者は政党所属の如何に拘はらず営業上の立場から熱心に岡崎を支援して居たのに突然妥協で岡崎が引込んだとき

いて大に憤慨し政党が妥協したからとて我々の知ったことではない 第一傀儡にされた岡崎が気の毒だ我々だけでも飽

迄も擁立して行かうといふので吉岡の高野平次郎等が卆先奔走して窃かに同志を糾合し十四日夜に入ってから一挙に猛

運動を起し両党事務所のある新町や河原田にては覚られるといふので澤根局から各地の同業関係者は勿論國民党支部へ

「岡崎のために運動せよ」と打電したので各支部では妥協に対する不平不満のやり場がなく焼け酒の一敗期限でゴタク

を並べて居る処への電信だから何の分別もなく飛び出したものもあり、又中には前日の妥協は幹部が敵を謀る策略であ

ったかと早合点したものさへあったとの事、だが、兎に角 高野平次郎は真野を固め、畑野に於ては荒物業者が一団とな

って動けば名畑清次（後政友会に入る）は河原田に在て之を指揮し有田喜久平は小木、渡部甚平は赤泊方面にて次点繰

上げの法定数だけにても獲得せしめんなどヽ随所に其傾向があったが又選挙人側でも妥協の噂で気合抜けがして居たと

ころであったから何でも彼でも競争に立ったものを援けてやれといふ思はくもあった此運動は燎原の火の如く擴がった、

之れを探知したる渡辺署長や嵐城嘉平等は野沢に向って厳談せるので野沢は夜を徹して新町は勿論畑野に河原田にと駈

け廻り之れが鎮撫に努力せしも力及ばず此上は止むを得ず成行に任せ置くの外策ひ施すべきものなしと嘆息したが一方

政友会では妥協に依て安心し運動の手を緩めて居たところへ不意打を喰ったので一時は大に狼狽を極めたけれ共 兼て

夫々警戒して居た事とて開票の結果は左の通りであった 

  当選 一七二二票 （政友会）東京在住 山本悌二郎 

  次点 一三五六票 （國民党）小橋在住 岡崎 謙 

 

此選挙に於ける本県の成績は政友会七名國民党六名旧國権党一名にて則ち左の通りである 

四一一九票（國民）川合直次  三五七七票（國民）中野貫一 

三四六七票（國民）大竹貫一  三二六五票（政友）高橋光威 

三二三二票（國民）目黒孝平  三〇九四票（國民）坂口仁一郎 

三〇四六票（國民）増田義一  三〇二六票（政友）田辺熊一 

二八七三票（國民）川上淳一郎 二八六八票（政友）加藤勝弥 

二六一四票（政友）円山豊次郎 二三九一票（政友）佐野喜平太 

一七二二票（政友）山本悌二郎  八四二票（政友）若杉喜三郎 
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［野沢卯市の原稿、長三はこれをそのまま掲載せず、同趣旨を文脈を変えて記述している］ 

斯くして選挙戦は終了したが一つ重大な問題が後日に残った、といふのは相川警察署長渡辺が此選挙に臨んだ態度であ

る、彼は選挙五日前の重要なる時期に自己の持場を離れて河原田署へ出張して来た 当時河原田署は分署ではあったが職

制は独立しているので相川署長の指揮命令を受くべき筋合のものでない 然るに彼は特に河原田署へ出張して色々と干

渉がましき行動に出て國民党側から違反嫌疑者を摘発せしめ（実は嫌疑も何もなかったものであったことが後で分かっ

た）先づ嚇かして置いてから野沢に對して妥協を慫慂したのであった 然るに意外にも政友派の機関誌たる新潟毎日新聞

がこの妥協の関係に就いて素破抜き記事を掲げたことは全く晴天の霹靂といふべく縣も亦将に奈良警部を佐渡に派遣し

て事実を調査せしむるといふ報導があったので高橋も渡辺署長も大いに驚き野沢を招いて呉越同舟で善後策を講ぜねば

ならぬことになった 

何の為めに毎日新聞がかヽる突然の行動に出たのか不思議なこと程疑問とされたが高橋の語る処に依ると同新聞は其

前々年明治四十三年に創刊されたもので其翌四十四年の夏 山本が帰郷された時毎日新聞の創立者 山添武治は態々山本

邸を訪問して創刊日浅き同紙の為に二千円の出資を要求した、それを僕（高橋）が密かに新潟の新聞に金を出すのは詰

らぬ 寧ろ佐渡の党勢擴張費に出した方が良いと云って断らしめたところがあったので今度の問題を捉へて復讐する気

であると思はれるとのことであった 

奈良警部は果して来郡数日活動せられたが何の得るところもなく一旦帰庁されたが其後間もなく同警部は再び渡来して

方々奔走せるもこれ亦確たる証拠を握ることが出来ずに戻ったので一と安心していると、三度目に今度は変はって渡辺

正次とか云ふ警部が来ると云ふ 随分執拗なやり方に高橋も大に心配して野沢を招き新町忠右衛門方で極秘密裏に会見

して、事茲に至ったのは皆山添の感情からである、それは山添が前年の怒を忘れず森知事に説得して此事件を起したと

いふ消息を得た、その要はこの事件を摘発すればどっちにも傷は附かうが、これが為め佐渡の國民党は殆ど全滅する郎 

小なる犠牲を払って大なる成果を収め得るものである、妥協に干與したものは政友派では高橋、森、嵐城の三人である

が高橋は前科者（前年戸籍法違反に問はれ処刑された）嵐城は山本の親戚といふだけで党内に軽重される程の人物でな

い、森守蔵は外様大名見た様なもので山本傳十郎の選挙には参加するが平素党に益する人ではないから此三人がどうな

ったところで政友会そのものには大した影響はないが、國民党の方では野沢は現に縣参事会員で縣下同党の首脳部であ

り 高野は郡會議長の現職にあり佐渡郡内の最高幹部である、又た山本籐右衛門及び岡崎候補の会計である海老名も同党

屈指の勢力家であるから此四人を一網打尽やっつけて仕舞へばもう佐渡の國民党恐るヽに足らずであるから此好機を逸

すべきでないと進言したとのことである、成る程森は政友会札附知事と云はれただけに赴任以来縣会に多数を占めてい

る國民党を打破して政友派を多数党の位置に置かんと百万心血を注いで居た際であったから一も二もなく山添の煽動に

乗せられのだとの説明には野沢も合点が行く節があった 

 

此選挙に就いて非常なる重大問題があった、其大要を掲げて見よう 

新潟の山添武治が四十三年に従来の政友会の機関新聞たりし自由新報を廃して機械活字等全部の入れ替え

を為して新たに新潟毎日新聞を創刊したる為め各方面に寄附金を募集しつヽあったが四十四年八月山本悌

二郎の佐渡へ帰省したるを以て山添は佐渡へ渡り来り高橋元吉等に拠って二千円の出資を求めた、然るに

高橋は其出資よりも先ず以て佐渡の何物かの公共的事業に出資せしめんとの意志ありしを以て窃かに山本

に其旨を伝へて拒絶せしめたれば山添は大いに含み不平満々新潟へ帰り時あらば之に報いんと機を待ち居

たる折柄此度の選挙に相川警察署長 渡辺盛次が中間に立ちて妥協成立し無競争となったと聞くや時至れ

りとなし如何なる手蔓を以て探り知りたりけん蛇の道は蛇で其内容の詳細を知り得たれば新潟毎日新聞紙

上数日に渉り之をすっぱ抜きたる上森正隆に向って 

此妥協もって佐渡國民党を全滅せしむるの好時機である 何となれば此問題を発かば双方共に犯罪者の

出づるは勿論であるが今此問題に関係せる者を見るに政友会にては高橋元吉、森知幾、嵐城嘉平の三人
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であるが高橋は曩に戸籍法違反で処分を受けたる云はば前科一犯の者で、嵐城は山本の親戚として選挙

の折は会計を司どるのみにして政友会としては何等の関係なく、森は外様大名の如きものにて山本の選

挙には参加するも平素の政友会に尽す人にあらず、去れば此三人を処罰したればとて政友会には大した

影響はない、夫れに引きかへ國民党にての関係者 野沢卯市は縣会に於ける首脳部にて現に参事会員であ

り、高野宏策は佐渡郡会の議長として将又 青木永太郎、山本籐右衛門、海老名武十郎何れも國民党の最

高幹部にして其地方に於ける勢力家である、去れば之等を一網打尽せば政友会の損失は僅少にして國民

党の打撃や最も大なり 

と言葉巧みに陳弁し知事をして其実情を調査せしむべく大に努めた、是れ一つは党勢擴大に相違なけれ共

其 半面には山本及高橋を苦しめんとする所謂一石二鳥の策であった 

森は有名なる金看板持ちの政友知事の事なれば一も二もなく其言を容れて之を調査すべく曽て河原田警察

分署長を勤めたる警部 奈良浩気は調査上便利あるべく考へて佐渡へ出張せしむることヽした、已に新聞に

暴露されたるに依て恐れを抱き居る処へ今度は警部の出張ときくや渡辺署長を始め、高橋、嵐城等は大い

に驚き野沢を招き呉越同舟で此善後策を講じなければならぬことになった、奈良警部は河原田分署長を勤

めた人であるから知事は調査上便利なるべく考えたであらふけれ共又在職中高橋等とも格別懇意の間柄で

あったから此方面にも亦便利であった、奈良は二度まで渡海したが調査を進めて見れば相川署長が殆ど張

本人で共犯者は何れも以前懇意間柄であったのと知事も政友系の事故確実なる証拠を得なかったことヽし

て知事に宜しき復命をして一旦は事なく終結した様の有様であったけれ共 治まらぬは山添武次である、奈

良警部を二度迄出張せしめて是れ程の大事件の確証を握れぬとは遺憾否な不審であると又々知事に迫った

ものだから知事は今度は人を変へて渡辺正治と云ふ警部を派遣することになったが或る人（氏名を秘す）

より内密に通知来りたれば高橋は大いに心配し野沢を招き新町の吉田旅館に会見した其時高橋は 

奈良警部の調査に於て終結したものと思ふて居た処が今度は渡辺と云ふ警部をよこすとの事だが山添も

中々執拗の男だが 

［以下、野沢卯市の原稿を転載］ 

憎い鷹には餌を與へよといふことで山添を懐柔するには金より外に手段はないと思ふ、誠に不本意ではあるが妥協の

時の条件に依て渡したある五千円だが岡崎派の背任騒で山本籐右衛門の方でも意外の失費をしたのであるから、あの

金を返して貰いたい、夫れを山添に送って相互の危難を免るる様にしたい 

と切り出したので野沢は当時会計であった海老名を急ぎ呼び寄せて相談した処、「あの金は悉皆選挙のアト始末につかっ

て一文もない」といふので高橋は夫れはそうであらうが五千円の授受のあったことは山添は能く知って居ることだから

現金が出せぬといふならば五千円の借用証文をかいてくれ、夫れを山添に見せて、あの時の問題は斯様の具合に解決し

たから此金を受取りさへすれば君に差上げるから一つ知事の方を取りなしてくれと頼めば彼れは必ず承知して知事を動

かすに相違ない、そして此急場を逃れて仕舞えば跡は亦何とか方法がつくであらう、証文は山添に見せるだけで後は君

達に請求などは決してしないと云へば野澤も自身の危険さをツクヅク感じて居る折柄とて止むを得ぬとは思ったが去り

とて証文を渡せば他日夫が物を言ふ恐れがあるので容易に応諾はしなかったけれ共 色々相談の上事ここに至っては夫

より外に手段なしと野澤自ら筆を執って左の文面の証書を認めた 

        証 

  一金 五千円也 

   右金員ハ来ル八月末迄ニ岡崎謙氏ヨリ貴殿ヘ返済可致之度相違無之萬一同氏ニテ弁済不致時ハ自分等ニテ連帯責

任ヲ以テ完済可仕候仍テ一札如件 

    明治四十五年七月三日     野澤卯市 

                   海老名武十郎 
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                   青木永太郎 

                   山本籐右衛門 

                   高野宏策 

       高橋元吉 殿 

       嵐城嘉平 殿 

 

斯て野沢は他の人々の調印を取り纏めて証書を高橋に渡し 

［以下、野沢卯市の原稿を転載］ 

高橋は急遽此証書を携えて新潟に赴き山添を漸く説きつけて知事に交渉して渡辺警部をも派遣せしめず有耶無耶の間に

葬り去って仕舞ふたが一難去って又一難、八月の期限を過ぐるや山添は高橋に向って度々の請求であったが高橋は其都

度野沢等が未だ返済せぬかと訴訟を提起しようと思ふて弁護士に相談した処証文文面に法律上の疑義があるとか何の彼

のと云ってズルズル引張って来たが其後山添も高橋も死亡したので高橋の手元にあった証書が嵐城の手に渡り嵐城は川

添弁護士を代人として貸金請求の目安にて訴訟を提出せしかば野沢は松井弁護士を頼んで証書文面を解剖して真の貸借

にあらざる事実を陳べて抗弁した結果原告の敗訴となったが其後嵐城嘉平は東京の弁護士 岸野襄一（現政友会代議士佐

渡出身の牧野賎男の実兄である）をして今度は契約全請求と目安を変へて訴を起したれ共 之れも松井弁護士の検討でま

たまた原告の敗訴となって鳬がついた 

［野沢卯市の原稿、長三は以下を不採用にした］ 

ここに気の毒なのは渡辺署長で身から出た錆とは云へ其の歳の初め頃一旦村松署長に左遷されたが十二月免職となった、

原因は勿論選挙干渉問題であったことは言はずもがなのことであらう、其後大正二年の冬彼は縣の嘱託となって地方課

に勤務して居り当時縣参事会員であった野沢を折々其宿舎に尋ねて選挙当時の述懐談をして人情の軽薄を怨にで涙を呑

んだこともあったといふ 

 

此妥協を聞くと外海府の梶井五郎左衛門（今は政友党なれ共其頃は國民党員であった）は國民党の本部へ

妥協は事実であるかどうかといふ電信を打った 

 ダケフオンカイナ （妥協ホンカ否） 

処が國民党員中に風流人があって「妥協はほんかいな」とホンカイナ節に澤して謡ったそうな 

          ［以下略］ 

 

●明治天皇崩御［四十五年七月三十日］ 

七月初旬以来御不例の御模様に拝せられた明治天皇は同十九日夕刻に至り突然御発熱四十度五分に及ばれ

給ひ國民の驚きは一方ならず熱減をとめて御平癒を祈願し奏り医師も様々に手を尽されたれ共其甲斐なく

同三十日遂に崩御遊ばされしを以て皇太子嘉仁親王御践祚あらせられ大正と改元し給ふた 

「仰げ軍旗」といふ書物に「明治天皇の御脳、御崩御」といふことがあった其一説に 

明治四十五年三月帝國大学卒業式に親臨せらるヽ此時何となく御物憂げに見受け奏りしが、日ならずし

て御病臥遊ばされました、此御様子を承はった総理大臣西園寺公望は早速参内して御見舞申上げました

が、其御病勢の程を察し奏るに容易ならぬものであることを直覚し別室に於て侍医頭を呼んで御病名を

尋ねられました処其答は 

「まだ確たることは申上げることは出来ませんが前年来の痼疾になって居られた糖尿病が著しく起って

来たものであると診定し奏るが尚進んで診断せざる中に夫以上の事は分かりかねます」 

「然らば糖尿病と心得て差支へないのか」 
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「いえ、夫は従来の痼疾であって此度の御病臥については何共診定し得ないのでございます」 

「夫は怪しからぬ、我々の様な素人目にも容易ならぬ御容態と拝し奉るのに侍医頭ともいはるヽ御身が

左様な曖昧の事を言はれるとは以ての外ではないか」 

念々誠忠に燃える西園寺首相は直ちに其足で徳大寺侍従長を訪れ民間の名医を呼び上げて拝診させる様

に懇々と談じられたのでありました、其結果皇后陛下のお許しを受けて三浦、青山の両博士をお召しに

なって侍医と共に立会拝診させ奏ると意外にも 

激烈なる尿毒症に冒され給ひしこと分明し而かも今は何れとも申上げることの出来ない様な御重態に

渡らせられる 

 との御診断でありましたが、遂に御崩御御遊ばされました云々 

 

明治政党史終 

 

 

 


