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まえがき 

 

人は誰でも一度は自分の生まれ育った郷土の昔は、どのようなところであったかを憶う刻があ

る。 

私達銭函郷土史研究会もこうした思いのもとに出来たのです。最初は何かの会合の席で昔

話が出、それがきまって銭函には郷土史がないということでした。昔よく誰それさんが聞き取り

に歩いていたが、ということ位のものでした。 

ふと私達年代(大正生まれ）の者が今書を残しておかなければこれは永久に銭函の昔が消

えてしまい見えないものになって了という思いと、切実感めいたものを感じ、同志の者が呱呱

の声を上げた次第である。 

大正生まれの私達が明治のことをこの目で見たわけではないが、当時の書物を読み古老か

らの言い伝えを聞き、また多くの先達諸先生方からの御助言御協力 
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を頂きこの度第一巻の発行に辿りつけたことを無上の幸とするものであります。 

省みれば西も東も判らない者同士の暗中模索の汗の結晶です。願わくは読者諸兄姉の御

愛読を願う次第です。 

第一巻は明治時代を主といたしましたが資料の逸散等を慮り大正から昭和初期迄の手元

の記事をも載せました。 

第二巻からは年代的に第一巻の補足と、順次大正から昭和編を予定しています。 

郷土を知るために今一度深く掘り下げて研究成果の発表を念願するものであります。皆様

の御心付け御指摘を心から御待ち申し上げます。 

おわりに本書作成に携わった方々と資料等を頂きご協力くださった各位のご芳名を記し感

謝の意を表する次第です。 

道文書館、札幌市資料館、市立小樽図書館、市立函館図書館、市立銭函小学校、 

君尹彦先生、山本武五郎氏、斎藤秀太郎氏、斎藤初太郎氏、㈱弓野印刷 

 

平成 4年 5月吉日 

                        銭函郷土史研究会一同 
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銭函の位置と経緯 

今から凡そ 2 万年前(ウルム氷期中)最も寒冷といわれ、海水面が今より約 140 メートル低

下していた時期があった。凡そ 1 万年前に最後の氷河期が終わりその後 8 千年から 6 千

年前は温暖な時期があった。当時海水面が現在より約 40 メートルも高かった。これを縄文

海進と言い、銭函海岸に於いては現在の鉄道線路の高さ位迄は海水面であったと推定さ

れる。 

当時の浜中地区や野地地区（3丁目）は海で、駅前国道（３３７号）―本町通り 

―運河河口―新宮工場前川―

鉄道（山ノ上下地）－三吉神

社―市民センター星置の線は地

形から見て渚であった。この海水面

の上下現象は数回繰り返されて

後、徐々に現在の海水面に近づ

いたのである。（図参照） 

銭函は小樽市の東部に位し東は

星置川を境に札幌市手稲金山地区と山口地区に接し石狩平野に続き、西はレブンヅカ

川を境に小樽市張碓地区に、南は天狗山、石山、スリバチ山をめぐらし、北は石狩湾に面

する風光明媚なところである。 
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今から 3 百有余年前(寛文年間)、ヲタルナイ場所のセニバコとして漁業に依り漸次拓けたと

ころである。（地名発祥の項参照） 

元禄年間(1688～1702) ヲタルナイに八木勘右エ門が福山より来て漁業に従事せりと伝

えられているが定かでない。（慶長年の説もあるが 1596-約百年の開きがある） 

又、昭和 3 年 7 月月刊大湖の一文に、張碓に一小堂ありその灯篭に元禄 3 年、八木勘

右エ門と銘あり、と記され、又、稲荷神社が建立せるは後志最古の神社にして、と朝里村

史にも記されている。(小樽図書館蔵書より) 

ともあれ石狩湾は古来漁獲物も多く、石狩や余市のアイヌ民族は集落をなし和人や北方

民族と交易を行い強い勢力を誇っていた。 

安永―天明（1772-1781）以降、追鰊が盛んとなり西海岸各地には二八取小屋が建

ち並び漁期ともなれば、ヲタルナイ場所だけでも何千人もの漁師が入り込んで来たと記され

ている。 

 

注 追鰊とは松前や江差地方で一時鰊が不漁であった時、鰊の北上を追って漁をすること

を許可されたことを云う。 

注 二八取とは漁獲の二割を権利金として収め、残り八割を取得出来た当時の制度を

言い、漁期が終わる 8 月、9 月頃帰るものでその間の寝泊まりは、細丸太と茅で作っ

た簡単なもので二八取小屋と言った。 

 

安政期(1854)に入りロシアは特に領土的野心を持って南下、樺太北海道沿岸に於いてし
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ばしば武力的な行動に出て、日本側の拠点である久春古丹等で事件を起こしたので幕府

は東北諸藩に樺太北海道の警備を担当させ、そのかたわら永住者による開拓に力を入れ

道路の開削を急いで行った。 

銭箱はこの時期札幌、石狩、小樽への三方中継地となり重要要地となった。 

明治 2 年新政府は北海道開拓使を設置、殊に札幌本府建設に力を入れ、嶋判官を長

とする一隊 40 名を派遣、10 月 12 日銭箱に到着仮役所を一時白浜国松宅に於いたの

であった。 

現在の駅前東側一角がその地である。（旧ローソンー織田理容店） 

注 「島判官銭函に来る」の項図参照 
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知行主と場所請負制度のはじまり 

昔、松前藩が家臣の俸禄や出費を賄うのに考え出されたのが場所制度で、ヲタルナイ場所

は家臣氏家六郎佐ヱ門に与えられた知行所(場所)であった。 

元和 6 年（1620）宣教師デオゴ・カルバロの本国(スぺイン)に送った書簡の中に「この豊富

な鮭は松前殿の家臣の知行となり、松前付近の河川は家臣の侍たちに分与されている」と

書かれている。その後二百年を経た寛政年間には西えぞ地４２か所、東えぞ地４１か所、

合計８３か所となった。 

注 知行=武士の領地と給料 

知行主の経営は「武士の商法」とでもいうべきか永続せず、後に場所受け制度が始まり、

場所請負人と称する諸国の豪商(主に近江商人)が契約による許可料、即ち運上金や謝

礼を納めることによって知行主に代わりその場所の権利を独占するようになった、これが場所

請負制度の始まりである。(小樽文化史より) 
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ヲタルナイ場所 

ヲタルナイ川(今のオタネ川)は、鮭の好漁場であり、又、流域は木材の豊富なところで、アイ

ヌの人たちが集落を作っていた。嘉文１２年（1672）オタルナイ場所は家臣氏家六郎左

ヱ門直知の知行となり、岡田家三代秀慶を場所請負人とした。東はヲタルナイ川を境に

（石狩場所）し、西はヲコバチ川（今の妙見川、於古発川）に至る４里 32 町の間をヲ

タルナイ場所とし、シクツシ・石狩場所と区別した。文化 5 年（1808）西蝦夷地が幕府

直轄となり知行主は廃止された。七代氏家唯右ヱ門直英(1764-1831)の時である。幕府

直轄はその後、14 年間で終わり、文政 4 年再び松前藩が治めることとなったが、なお場所

請負制度は残されていた。その後鮭が不漁となり鯡漁に移行し、場所の中心がクツタルウ

シ（入舟川周辺）に移った、此の時ヲタルナイ川のアイヌ人をも移転させたのでクタルウシを

ヲタルナイと言うようになった。(元禄期 1695年頃との２説あり) 

注 クツタルウシのヲタルナイについて、私考ではあるが、ヲタルナイのアイヌ人を鰊漁の労働

力確保のため、数度にわたってクツタルウシへ移動させたのではと思われる、一度の大移動

では地名発祥年代に矛盾が生ずることになる。 

 

北海道の地名 

北海道の地名の大部分がアイヌ語地名である。アイヌ語地名を漢字で正式に表記されたの

は、明治２年で開拓使が成可、漢字２時におさまるよう配慮したと言われている。アイヌ語

地名の多くは、その地の地形から名付けられるものが多く、地名を聞けばその土地の地形が
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ほゞ予測されると言われる、又産物や動植物から名付けられたものがあるが、少ない。 

 

 

銭函周辺のアイヌ語地名解 

現在名 アイヌ語名          説    明 

オタネ川 オタルナイ 砂原の川に沿って道のある地形、オタは砂、砂浜、ルは道、ナイは川、

沢、谷川。昔鮭の筋子を獲ったので幕末明治初期オタネと言う。 

樽川、キラクマチ 
（和名） 

気持ちを楽にするところ、昔（幕末明治初期）茶屋があり旅人の休

場であった。休みちょうとも言った。 

ホシオキ ホォソォポケ 両岸絶壁で、川底が岩盤の箱形で青く水を湛えているところ。ホは深

い、スオップは箱、ソは滝、ケ、ケシは麓端の意。 

ヤチ ヤッチ 泥の意、泥地、湿地、野地 

キライチ チライオツ イトウ魚のいるところ。 

ポンナイ ポンナイ 小さい川、ポンは小さい。親（ポロ）に対して子（ポン）であるの意、ポ

ロは単に大きい意に用う。ポロ・トー大きい沼。 

ウタスツ オタスツ 砂浜と石浜の境の地、スツは根元、ふもとの意。 

ウタスツ オタンヒシ 繁昌の意、繁昌している所。 

レブンヅカ 

 

レブンノッカ 岬、部落から遠い方の岬で陸に少し平地のある地形。時化の時舟の

沖だしの良い所。 

ワウシリ 

ワシリ 

ワウシ 

ワワウシ 

海岸や川等で、いつも渉り渉りして行く所（石の上をとびとびして渡る

地形）忍路海岸地名 

ハリウス 

 

ハレイウシ 

ハルイシ 

食べ物のおおいところと定説があるが、引き潮の時などようやく這い這い

して通る地形で、海岸通行の難所、又断崖絶壁の地形の説あり、昔

羽の美しい鳥が住んでおり、イシカリアイヌがこの鳥の羽をとりにきたとい

う。   

チャラツナイ チャラルセ 小川が山の斜面をつたわるようにすべり落ちている地形。 

カミイコタン カムイコタン 

カムイヘロキ 

神の住むところ。コタンは部落、村。 

神より授かった食料である鰊の群来した所。（魚の多く獲れた所。） 

 

イシカリ イシカラベツ 

イシカラペツ 

回流川の意（石狩川中流のアイヌ人バニウングルの説） 

イシは美しく、カラは作るで美しく作りたる川の意。太古コタンカラカムイ

（国作りの神）親指にて大地を画し此川を作り絵ひたり、（上川のア

イヌ人ぺニウングルの説、又鳥尾にて箭羽を作る処の意。 
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イザリ イチャリ 

イシヤリ 

鮭、鱒などゴチャゴシャいるところ（産卵などで）イチャイチャする。 

コトニ コットネィ 凹地と沼湿地との合成語で凹地は擦文時代の堅穴住居跡を表わし

ていると思われる。 

札幌地方において最も穴居跡の多き所を琴似川の沿岸地とする。その

総数８６１個（明治 30年札幌沿革史全より） 

                               

 

アイヌ民族は漁狩猟による生活が主であり、１年を夏と冬とに分けその季節毎に住居も移

動した。積丹は「さクコタン」で夏の部落を意味し、「りゃコタン」は越年の部落で、冬の部落

を意味している。地形的に積丹は夏も冬も食料が豊富な土地で冬は山に入り狩猟をし半

穴居生活をした。（地名アイヌ語小辞典 知里真志保著より） 

 

 

銭函地名発祥由来 

銭函地名は「アイヌ語」であるという古老がいた。親代々、山ノ上に住む工藤秀之助氏の

談によれば「私の親が、銭函はアイヌ語だとよく言っていた」と筆者の聞き込みに話してくれた。 

幸いにも筆者等はアイヌ語を少し勉強していたので、早速アイヌ語での解説を試みることにし

た。 

それは、セニは木を、ポコは北寄貝を表しているのであった。セニ(シェニ)は「木の皮が堅く貝の

ようにメクレル木」を言い、ポコはポク、パコで北寄貝のことである。石狩から続く樫の原生林

(20 キロメートル)つまり食料になるドングリとホッキ貝の豊富な所の意であり、セニポコがセニ

ハコと長い間言い慣わせてきたものであろう。又銭の箱に通じ漁があり縁起がよいところから

和人はそのままゼニバコと言い慣わしたのかもしれない。 
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（二）和名説 

「銭箱」が古文書に散見されるのは、安永、天明期で（1772-1785）、場所請負人大和

屋半兵ヱが運上小判３０両で５カ年間ヲタルナイ場所経営とあり此の頃から追鯡が盛ん

となり二八取の出稼小屋がヲタルナイ場所内にも多く建てられた。又、知行主の氏家新兵

ヱがヲタルナイ場所を巡訪した時期でもある。 

天保９年(1839)場所請負人恵比須屋十一代岡田八十次の「支配人履歴」には、「増

川五右ヱ門支配銭函に漁場一か所開設」とあり、銭箱地名が明らかに書かれている。 

安政４年５月（1857）函館奉行堀織部正利熙が巡検時、仙台藩から玉虫左太夫、

鍋島藩から嶋義勇等が同行しているが、その時の「玉虫左太夫入北記」の一文に下記の

如く記されている。 

「当所は会所ニモアラス番屋ナレハ茅葺ノ小屋ニテ鎮台ノ膝ヲ入レルノミニテ狭隘ヲ極ム、近

中ノ内四人、用人一人付添フノミニテ、外人数ハ別家ニ投宿ス。 

サテ、是マテハ大抵家続キ可ナリノ所ナリ、セニハコト申モ村名ニアラズ古ヨリ是所ハ運上金

外ノ場所ニテ、ヲタルナイノ銭箱ト云フコトニテ竟ニ村名同様ニナリタル由(カク唱ヒ来ル由ナ

リ)此所モヲタルナイ領ナレバ別ニ里数等ヲ記サズ・・・」と。 

昔の銭箱は、ザル場所(二八取含め運上金のかからない場所)そこ行けば自由に取引が出

来、漁獲物を銭や衣類や食料品に換えることができる唯一の場所であったのかもしれない。 

又一説には大西文左ヱ門が名付親だとされていたが時代が特定されず未調査であった。平

成３年７月１９日筆者は道庁文書館に於いて開拓使官禄仕出書を閲覧中、大西文
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左ヱ門の名前を発見追跡調査の結果大要左の如き確認を得たが、銭函の名付親である

か否かは疑問とされたところである。 

官禄仕出書は明治３年３月より９月迄の記録で彼が同年月開拓使より給金を受けた

記載である、又明細短冊（今の履歴書に相当）には以下の如く記載されている。 

 

 

    元石狩役所漁場取締役開拓使等外附属 

          生国   羽後 大西文左ヱ門(安部成基) 

  明治元年辰７月１０日   函館裁判所御支配石狩漁場取締役 

  御付含巳年 10月 10日  兵部省之節同役取締役 

    午３年５月１０日   開拓使等外附属 

 

 

思うに、彼の上役である銭函出張薮内少主典の下銭函の「漁場取締役」として駐在してい

たが折しも北海道の地名改名時に当たり、彼が、その責任者の地位にあったので各も彼が

名付け親の如く後世に伝えられたのでは・・・。 

安政年間（1854）松浦武四郎の地図や目賀田帯刀の絵図には「セニハコ」と記入されて

いる。 

大正４年、豊足神社改築時の趣意書（豊足神社の項参照）には、「本村は慶長年間

（1600 年頃）より倭人渡来し漁場を開設せし時より祭神あらんと想像するも、記録の正

しいものがないので、天保元年を以て紀元となす」とあり、天保９年、岡田八十次の「支配
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人履歴」と、充分照合し得るものである。銭函地名発祥の確たる年代は天保年(1830)と

推定される。 

遡って文化４年（1807）幕府が西蝦夷地直轄時の政策として掲げた。 

一、 北辺の防備 

一、 知行地の廃止 

一、 場所請負人の利益独占抑制 

一、 アイヌ人の虐待防止 等々 

に関連し、場所内の土地（特定地を除き）を漁民の申出により与えたとあり、その時の運

上金減免地が「銭箱」と、譬えて言い慣らされたのでは・・・。 

 

付、小樽の地名 

前記ヲタルナイは於多留奈井、小足内、小垂内、尾樽内、穂足内、小樽内等々と書かれ

てきたが、明治２年開拓判官松浦武四郎が北海道内のアイヌ語地名を成可漢字二字に

おさめるべく努力の結果、小樽内の内を省き小樽としたと史実は伝えている。 

 

 

人口推移 

安政３年（1856） 

   戸数２０、二八取小屋７２ （嶋義勇著より） 

文久２年（1862） 

   秋田より漁民数十人来住 
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慶応３年（1867）銭箱 

一、 永住家数 50軒、 人別 229人 男 133人、女 96人 

一、 出稼家数 45軒   人別 128人 男 89人、 女 39人 

             合計     95件    357人 

明治２年（1869） 

    戸数 52 

明治６年(1873) 三区（張碓、銭函） 

     戸数 169、人口 725人（男 393,女 332） 

明治８年（1875） 

         戸数 133、人口 494人 

     永住戸数 84、人口 340   男 192、女 148 

                            (斉藤家所蔵資料より) 

明治 12年 

     戸数 77、人口 424人 

     官衛 1、学校 1、馬 179、産物 大豆、小豆、大麦、蕎麦、粟、馬鈴薯、

木材、鮭、鱒、昆布、乾海鼠(ｲﾘｺ)、鱈、鰊   

明治 24年 

     戸数 198、人口 1016人 男 495、女 521 

          馬 55、寺 3、学校 1、水車 1、船 232 
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嶋判官銭箱に来る 

そろそろ蝦夷地の山々が紅葉し、やがて冬を迎えようとする明治２年１０月１日(１８６

９、新暦１１月)北海道開拓の大夢を抱き、開拓使判官嶋義勇は、天皇から頂いた開

拓三神（大那牟遅神、大国魂神、少彦名神の三神）を背負い一行４０人と共に札幌

に向け五稜郭を後にした、途中、森、長万部、寿都、岩内、余市、小樽を経て海路銭箱

に到着したのは１０月１２日(新暦１１月１４日) 

夕刻である。直ちに白浜園松宅を仮役所と定め旅装を解いたのであった。 

一説によれば１０月６日岩内本陣へ先触として磯谷よりの達しの奉書紙んは、上下１４

名となっているー明治２９年佐藤金治談―当日小樽から船で銭箱に入った人数は嶋判

官以下１４人で残余は小樽泊まりとなっている。これは２隊に分かれて行動したものと思

われる。 

なお、先に述べた旧知の白浜園松とは、１２年前（25歳）安政４年５月（1857) 

箱館奉行堀織部正利熙の巡検時に同行し銭箱に来ておりその時以来の親交であると言

われる。嶋判官は松浦武四郎とも親交があり札幌、石狩周辺の地理的知識は、武四郎

からも聞き、充分豊富であった。又、仮役所となった白浜宅は堀奉行巡検時その下知によ

り場所請負人十一代岡田八十次が通行屋として急ぎ建築したもので、仮役所にはもってこ

いの建築であった。(図参照) 
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当時、銭箱は兵部省石狩役所井上弥吉の指揮管轄課下にあり、井上は、石狩、小樽、
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高島の三郡を治めていた。長州藩出身の井上は、大いに羽振りがよく飛ぶ鳥を落とす勢い

であった。其処へ突然勅使を持って開拓使が現れ、断りもなく配下の白浜園松宅に「開拓

使仮役所」の看板を立てられたので井上は立腹、急ぎ石狩から馳せつけ「誰に断って看板

を出した」と園松を大いに怒り激怒のあまり園松に傷を負わせたと史実は伝えている。開拓

使は兵部省の上位であったが、此の時、井上には未だ中央からの連絡が届いていなかった。 

ともあれ当時は薩摩、長州、土佐等の各藩が主流となって倒幕に成功、明治新政府が成

立した経緯から、旧幕府側出身者に対する感情的対立から差別が甚だしいものがあった。

嶋判官は佐賀藩出身であるが井上は長州藩出身を傘にきて諸事高圧的態度にでたもの

と解される。 

さて嶋は直ちに札幌本府建設と街作りの区割に着手。毎日馬で銭箱札幌間を往復、時

には寒気や吹雪と斗い、作業は中々捗なかった。前日測量した場所が寒気と雪のため跡

形もなく消え去る、やり直しに３日も４日もかかった。又、丈余なす樹木と湿地のため夜、

火を燃やしその明かりで方向を定めたと伝えられている。ようやく役宅が出来、銭箱から札幌

へ移ったのは１２月３日（新暦正月１０日頃）と記載されている。 

 

札幌方一番ノ御役宅建出来ニ付、同日昼八ﾂ時札幌ニ、嶋判官様御到着ニ相成候。 

銭箱村ヨリ                (高見沢日記より) 

 

開拓使が来て地元の食糧や物資が不足することは目に見えて明らかなことであったが、誤算

と言えば誤算大きな誤算であった。井上は役職を利用し、開拓使関係者には物を売らない
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よう工作し、これに同調した旧場所請負人が加わり食糧が底をつき粥をすゝる様になった。

物価は３，４倍もハネ上がった。加えて又、人夫の集まりも悪く、銭箱の漁民を白浜の力

で辛うじて集め労働力を確保したのであった。嶋は苦慮し、旧場所請負人の恵比須屋半

兵ヱに連絡をつけ余迄出向き余市、古平、古宇の請負人とも会い、ようやく米百俵と味噌、

塩を調達したと伝えられている。此の時、嶋判官は年予算八万円を僅か三ヶ月で費消した

と伝えられている。 

 

嶋判官の主な計画 

１． 札幌本府の経営 

２． 手宮寿都の海関所の設置 

３． 請負人制度の廃止と銭箱仮役所を行政管轄所とした 

４． 兵部省管轄地の開拓使への変更（含会津降人の移住地の問題） 

 

 

 

嶋判官札幌を去る 

嶋判官の在任期間は約五カ月の短いものであったが、開拓使長官東久世の消極策とは

常に相反するところが多かった。札幌開府が着々進捗している中、そろそろ蝦夷地に春が訪

れようと言う矢先、嶋判官は突然解任された、明治３年２月１１日（新暦３月１７日

頃）彼は断腸の思いで雪の札幌を後にしたのであった。理由は予算を超えた多額の支出

の責任を負わされたということであるが真実は新政府内の藩閥の争に巻き込まれたとみるの
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が正しいようである。 

北海道の今日あるは実に彼の卓見とその手腕に負うところ甚大なるものがある。 

雄図半ばにして札幌を離れた彼の心情を思う時、我々は万感胸に込み上げるものを感じる。 

 

 

銭函仮役所から小樽仮役所へ 

明治３年４月、判官岩村通俊が嶋判官の後任として着任、仮役所を小樽に移し 

小樽仮役所と改名。明治４年６月１日迄小樽は行政の中心地となった。 

以後札幌に移り札幌開拓使庁となり札幌本庁と名称が改められ明治１５年２月迄続く。

嶋判官が去った明治３年札幌本府建設は一時頓挫した。 

 

 

エビス島と岡田ノ澗 

エビス屋の屋号は、文政５年（1822）恵比須屋弥兵衛から名乗ったか又岡田一族が名

乗ったかは定かでない。安政４年、堀奉行の下知で張碓海岸(熊碓―オタスツ、人夫五千

人)や星置道（銭箱―ホシホッケ幅２間、長さ 30町、人夫千五百人）を修築したのは恵

比須屋半兵衛となっており、半兵衛（十一代岡田八十次正期と思われる）は当時張碓

海岸エビス島の南東側に番屋を建て其処を拠点にしたものと考えられる。先祖の地、近江

八幡から弁財天の分身を移しエビス島にお祀りして工事の安全を願った。エビス島の名は実

にこの恵比須屋の名から付けられたものである。近くの海岸に「岡田ノ澗」といわれる舟揚場

が今でも残されているが、当時「恵比須屋の船が何時来ても着船出来るよう特別に空けて
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待っていた」のが習慣となり今に伝えられている。代々の村民の心情が窺えしることができよう。 

注 エビス島の弁財天は後年時化に流され、坂の入口に移設されたが、昭和 30 年頃地

元三社神社に合祀された。（張碓野村慎吾氏談 野村治兵ヱ 4代目） 

  その後の調査により「岡田ノ澗」はエビス島西方約二百メートルの地点と言う（ハリウス

在住佐川信逸さん 79歳H6.9.13自宅聞き取り） 

 

 

駅逓変遷 

一、通行屋 

安政４年（1857）から５年にかけて、場所請負人達の協力により、ヲタル～ゼニハコ～ト

ヨヒラ～ユウフツ間の連絡道路が出来、銭箱は石狩小樽勇払への三方中継の要地となっ

た。殊に安政３年幕府の神威岬以北の通行居住の解禁とともに人の往来が激しくなり、

ヲタルナイ場所請負人エビス屋岡田八十次は、道路完成後、銭箱に通行屋を建て利便を

計ったと記されている。又、番人として藤蔵、磯作の名があるが藤蔵は後に村の小頭役を務
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めた。慶応３年の卯年の穂足内字銭箱村役人は左の如く記されている。 

   差網惣代  吉右ヱ門  藤田？ 

   建網惣代  石太郎   久末（渡辺悌之助母方の人先祖） 

   浜 惣代  七右ヱ門 

   頭  取  友三郎   小林？ 

   小  頭  藤蔵    佐々木？ 

   百姓代   長右ヱ門 

場所請負人の業務は、イ、アイヌ人との交易 ロ、アイヌ人の撫育 ハ、漁場の運営 ニ、

二八取り制の運営 ホ、場所内の行政一般等で場所内の所所に、番屋を建て番人を置

き請負業務のかたわら継立業務も併行したので、通行屋も又後の駅逓と無縁ではなかった。 

 

 

二、継立所(銭函本陣) 

明治３年４月、仮役所が小樽に移った後、継立所と改称駅逓事務を取り扱った。恵比

須屋岡田の支配人各である清水利左ヱ門が長く従事したと記されている。本陣には薮内

小主典以下大西文左ヱ門等（漁場取締役）が駐在した。 

 

 

三、銭函駅逓貫目改所 

明治３年９月、小樽貫目改所を銭函の移し、本陣内に置く、（６年８月本陣廃止、１

０年６月貫目改所廃止） 

 



22 

 

四、駅逓取扱所 

明治５年１０月４日、新制度により郵便取扱人に堀松定治がなった。初代銭函郵便局

長と言うべきか、此の頃より郵便の文字が使われるようになった。 

                   (斉藤家所蔵コピー参照) 

明治６年８月、白浜園松旧本陣願受 

明治６年９月５日、白浜園松郵便業務引継、郵便取扱人となる(コピー参照) 

開拓使札幌本庁民事局駅逓課に属す。なお、堀松定治は明治１０年小樽地区の副戸

長を務めた。（定治は岡田家の佐々木藤蔵の次の支配人なりとー白浜園太郎翁談と小

林宏氏記 S9.3.24） 

 

 

五、銭函郵便局 

明治８年１月 駅逓取扱所を改名 

明治８年３月 電信併設、電報取扱(コピー参照) 

明治 11年 11月５日 銭函村御用掛久家文七駅逓取扱心得となる。 

 

 

六、駅逓分離 

明治 13 年 11 月鉄道開通により、駅逓は事実上分離、駅は鉄道名称に、逓は逓信郵

便の名称に使われるようになった。 

明治 14年 鉄道運賃表 
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  区

間 

等級 

手宮  

札幌 

手宮 

開運町 

手宮 

銭函 

銭函 

札幌 

開運町 

札幌 

開運町 

銭函 

 

上等 

中等 

下等 

１圓 

60銭 

40銭 

10

銭 

７銭 

5銭 

50銭 

30銭 

20銭 

50銭 

30銭 

20銭 

90銭 

53銭 

35銭 

40銭 

23銭 

15銭 

 

明治 15年 

  区間 

等級 

手宮  

札幌 

住吉 

札幌 

銭函 

札幌 

札幌 

江別 

札幌 

岩見澤 

札幌 

幌内 

住吉 

岩見澤 

住吉 

江別 

上等 

並等 

80銭 

60銭 

70銭 

53銭 

40銭 

30銭 

54銭 

38銭 

1,10銭 

 75銭 

1,40銭 

1,00銭 

1,78銭 

1,28銭 

1,24銭 

 90銭 

 

 

付―郵便切手の始まり 

今から凡そ 150 年程前に、イギリスのスコットランド地方に一人の貧しい、大変気立ての優

しい少女がいました。兄さんがロンドンに出て働いていました。今日は元気に過ごしているか病

気をしていないか、とお互心配して暮らしていました。その頃今のように切手を貼ってポストに

入れたら何処でも行く郵便制度はありません。日本の昔の飛脚と同じで、馬車に手紙を積

んで、それを町から町に配っていく仕組みになっていました。手紙を積んだ馬車が少女の住む

町にやってきました。村の人たちは郵便料を持って次から次と馬車の周りに集まり郵便料と

引き換えに手紙を貰いました。少女宛の郵便も出てきました。少女は嬉しそうに手紙を太陽

の光にすかして見て、モジモジしながら、「郵便料がありませんから、差出人に返して下さい」と

言いました。郵便料は受取人が払う規則になっていて大変高かったのです。その時通りがか

りの一人の学生さんが、「どうしたのです、手紙は受け取れませんか」とやさしくたずねました。 
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「えっ、お金がないんです」と少女は泣き顔になりました。そして、「でも、手紙の中を見なくて

も、もうわかるんですわ」「ほう、それは不思議ですね」と学生は怪しむので、少女は、「私の

兄さんからの手紙です。ロンドンで働いているのですが貧乏で高い郵便料を手紙のやり取り

が出来ないんです。そこで兄さんが考えたのです。郵便料を出さなくても、たよりがわかる工面

をしました。それは丈夫で働いている時は手紙の中に丸い厚紙を入れてくるのです。今日も

丸い厚紙が入っていました。この手紙が兄さんの所に戻っていくと、兄さんは私が無事でいる

ことを知るのです。高い郵便料が払えませんので、悪いこととは思いますが、どうしようもない

んです」と言い涙ぐみました。「どうも気の毒な話です。どうにかして郵便料をもっと安くして、ど

んな貧しい人達にも自由に手紙のやりとりが出来るようにしたいものだ」と学生は呟くのでし

た。此の学生は、ローランド・ヒルといって、やがて役人になってからも、郵便料を安くして、もっ

と早く届くようににし、貧しい人達を喜ばす方法はないかとそればかり考えていました。とうとう

ヒルは、切手を考え出しそれを貼ればどんな遠くの方にでも安い料金で配達されるよう工夫

をしたのです。そして、政府も此の方法に賛成し実行するようになりました。此の方法は、フラ

ンス、ドイツにも広まり、今では世界中で採用されています。郵便の恩人であるローランド・ヒル

は後に逓信大臣になりました。なお、日本では、明治４年に郵便切手が初めて作られまし

た。 

注 一、郵便切手は手紙ばかりでなく、明治 21年４月から電報料金にも使用された。 

  二、郵便はがき 

    発行は明治６年 12 月  郵便利用の今日あるは、実にはがき使用の方法に



25 

 

帰すると言われている。 

 北海道の郵便局設置 

    明治４年８月 函館郵便局 

    明治５年 10月 小樽、札幌、銭函、山越内、森、江差、福山の各局 

    (小樽市史稿本第２冊より) 

 

 

銭函の運河 

 

 

名  称   茨戸銭函間運河 

施工完成   明治 28年―30年 10月 

予  算   総額 75,677円 

規  模   花畔銭函間、河底幅 12 尺  水深 3 尺 5 寸、土堤勾配 2 割―1

割 5分 水面以下は土留柵 長さ 3里 30丁 



26 

 

水  源   軽川大排水より分水 

担 当 者   四代長官 北垣国道、 企画 工学博士 田辺朔郎、測量技手岡

崎文吉、山中栄一、長谷川清美 

 

運河構想 

明治 2 年 10 月から始まった札幌本府建設は明治 3 年 2 月嶋判官の解任により一時中

断されたが、明治 4 年東久世長官の札幌着任により再開され、北海道開拓殖民がいよい

よその著に着いたのであった。運河構想も実にこの時から始まったと言っても過言ではない。 

明治 3 年、現在の創成川（大友堀）の一部が工事されたが、琴似川―銭函間は計画

で終わったと記されている。 

明治 25 年、京都に於いて運河開削の第一人者として盛名頗る高き北垣国道が四代長

官として来任、29 年までの在任期間中の主なものとして道内鉄道敷設、小樽函館両港の

築設、札幌―茨戸―花畔―銭函間運河の造成等は北海道開拓史上特記されるもので

ある。 

明治期北海道の開拓には道路の開削が急務であった。道路がなければ何もできなかったの

である。道路に並行して運河も又、農場用水と物資輸送用の両面を具備しているものとし

て考慮、採用されたのであった。 

茨戸―銭函間運河も実にこの利点から、なされたものであろう。 

（図―参照） 
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経  緯 

札幌―茨戸間は排水を目的としたが、船及び潅漑にも利用するもので、 

延長 ２里 25丁  落差 49.77尺  水深 ４尺  底幅 24尺 

勾配 一万分一   流速 1.5 尺/秒   閘門  八カ所(幅 18 尺、長さ 70 尺、吃

水 ４尺) を設け、札幌起点は、幅 60 尺、長さ 250 尺の船入澗を作り荷揚場

とする。 

茨戸―銭函間も同じ目的で 

延長 ３里 26丁２間５尺 底幅 12尺 水深 3.5尺 流速 0.81尺/秒 

水は軽川大排水より引用、運河と大排水の交差点には分水堰を設けて銭函、石狩両方

面に流し、甲門三カ所を設け吃水 3.5 尺以内の舟を航行させる。銭函終点には長さ 280

尺、幅 150尺の船入澗を設け荷揚場とする。 

 付記 札幌―茨戸間の上流は創成川となり、現在銭函、山口には運河の跡が残って
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いる。運河は明治 30年 10月に完成し盛大な式を挙げて開通したが、度重なる

大雨洪水により決壊しその修理に追われた道庁は予算がとれず放置された、運

河の実用期間は僅か７，８年と言われている。その後田畑の灌漑排水に使わ

れ現在に至っている。 

大正―昭和と運河構想は道議会、札幌市議会では、進歩的議員によって屡々論戦が

繰り広げられ昭和 16 年道庁内に石狩新港計画が策定され、ついに現在の石狩湾新港

へと発展していくのである。（札幌市資料室資料による） 

 

私達昭和初期の少年時代の運河は、両土堤は崩れ一部道路となり流れは悪く泥川の体

をなし僅かに排水灌漑の用を足していた。所々に澱みがあって小魚を釣った記憶がある。又、

運 河 を 一 番 川 、 又 は 新 川 と 言 い 、 星 置 川 支 流 と 区 別 し た 。                              

（著者） 

 

 

豊足神社  

豊足神社の発祥は古く一説には、慶長年間に遡ると言われているが、今はそれを 

証するものはない。 

天保９年（１８３９年）オタルナイ場所請負人岡田八十次は支配人増川五右ヱ門を

して、セニハコに漁場一カ所開設せし時、お祀りした稲荷神社(又は弁天社)が前身ではとも

言われており（当時の場所等は不明である）、明治４年改築時は 

現深滝秀男商店東側助六寿司店(2丁目２－13)裏地と推定されている。 
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明治４年 再建改築(稲荷町) 

明治９年 村社豊足神社と改称（祭神八重事代主神） 

大正６年６月 12日 新築移転 

昭和 49年 新築(旧社殿の右地)現在に至る 

昭和 10 年頃迄は、稲荷神社と村民は呼称していたが、その後は豊足神社と言うようにな

った。昔は稲荷さんも合祀されていたのではないか。 

又、明治２年嶋判官が滞在していた時、何らかの変化があったのではとも考えられる。（調

査中） 

 

歴代神主名 

社掌 星野三郎  明治 29年 

 〃 片平倉之助 明治 35年 

 〃 加藤熊次郎 大正２年 

祭典日 ６月６日、７日 祭りは、小樽住吉神社、竜宮神社、水天宮社等より輪番に

て宮司出張司祭した。 

 

社掌 佐々木千代治  昭和 11年 

宮司 稲 垣 雄 三  昭和 14年常住 昭和 33年没 

兼宮司 小林 吉直  昭和 33年 

宮司 後 藤 真 澄    昭和 43年常住 
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禰宜 後 藤 聡 子    常住 

宮司 山 本 高 靖    昭和 53年 

禰宜 後 藤 聡 子   

宮司 後 藤 聡 子  平成３年 11月 

祭典日 毎年６月第四土曜日、日曜日（現在） 

 

 

忠魂碑 

日露戦争後、時の在郷軍人銭函分会の人達（主に日露戦争出征者）が戦死者慰霊

のため建設を計画、冬期石山より格好の石二個を引き下ろし龍眼寺境内に置き、一石を

設立資金に売却し、大正３年に至り竜眼寺境内に設立したもので、石山より原石引下し

に参加した日露戦争出征者は伊藤由太郎、万谷万次郎、今松太郎、新田幸一外数名

と伝えられている。（新田末吉談） 

一説には大正３年、在郷軍人分会長の松下氏が会員の意をうけ奔走し竜眼寺境内に

建てたともいう。（山本竹五郎氏談） 

合祀戦死者名(碑の裏面に刻銘されている) 

 

故陸軍歩兵軍曹  徳光石松 

故陸軍歩兵二等兵 高山専蔵 

故陸軍砲兵一等卒 二部寅吉 

故陸軍歩兵一等卒 西川末太郎 



31 

 

の四名の銘がある。 

大正６年、豊足神社改築時、忠魂碑も又竜眼寺境内より神社境内に移された「（今の

土俵の辺） 

祭日は、毎年８月 15 日で慰霊祭が盛大に催された、当日は、在郷軍人が集まり銃剣術

や剣道が行われ賑やかであった。題字は陸軍大将大迫尚敏の筆である。 

 

 

相撲場(土俵) 

相撲場は現社殿前参道に摺鉢型の凹地があり(作ったと思われる)その底部に土俵があっ

た。神社祭典の時は近隣在郷の若者や相撲好者が集まり大いに賑わったものである。夜は

野外活動写真場になった。 

 

 

御前水由来と御野立所跡 

明治 14年８月 30日、明治天皇北海道御巡幸、青森港より軍艦扶桑に乗船手宮に御

上陸、小休止後午後６時 40 分お召し列車開拓号にて煤田開採係(手宮)出張所御出

発、午後９時札幌停車場着(途中銭函御立寄予定が変更された。海が時化、艦が予定

より遅延せし、ためとされている。) 

９月１日、左大臣有栖川宮熾仁親王殿下を御名代として小樽に差し遣わせれ、途中、

銭函御野立所にお立ち寄りの際、地元川島房吉、白浜国松、金谷与助、竹田三之助

等が、御茶の水として現在地の泉から水をくみ差し上げた事から、この名がつけられたと言わ
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れている。近年国道工事のため昔の面影はない。 

なお、御野立所の場所は今なお不明であるが、次の３地点が推定される。 

一、豊足神社境内 

二、青年クラブ跡地（現２丁目 2 ノ 16）山本竹五郎談 

三、歌棄の坂上台地（現１丁目 22の台地）筆者推定 初めの駅に近い 

付 御野立所に使用した木材は払い下げられ、竜眼寺境内金毘羅堂建立時使われたと

伝えられている。 

 

 

寺院 

曹洞宗龍眼寺 

鷲尾山龍眼寺   小樽市銭函２－１２－３ 

         住職 三浦恂宗 

本尊   地蔵菩薩  立像 

開教   慶応元年４月 地蔵堂建立 

寺号公称 明治 16年７月 27日 

開山歴住 開山龍徳三世要山鉄元大和尚 

一世 大峰眼龍(阿部)自明治 10年～至明治 18年 

二世 祖底松偃（三沢）〃 18年～ 〃  20年 

三世 碩室龍穏（中村）〃 21年～不詳 
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四世 直指良傅 （斉藤）     不詳 

五世 真光天龍 (笹尾)自大正 10年頃より至昭和 41年 

六世 祖岳恵宗 （有田） 

七世 三浦恂宗 (三浦) 自昭和 47年～現在に至る  

 

由来及び経緯 

 

慶応元年４月   頭取小林友三郎他村内有志葬具置場として仮宇を設け、地蔵菩

薩を安置 

明治３年～６年  佐藤紹心 

明治６年～８年  外山真紋 

明治 12年２月   本宗説教所と改名 

明治 16年８月   曹洞宗龍眼寺公称許可 

明治 18年 11月  一世阿部眼龍新写県養泉寺へ転住 

明治 19年７月    本堂建築落成 

昭 和 ２ 年   金毘羅堂改築本堂東側へ隣接 

昭和 50年 6 月 1日 本堂新築落成(現在) 

昭和 63年 11月  庫裡新築落成（鉄骨二階建）  

 

 

 

真宗大谷派本楽寺 
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天照山本楽寺 小樽市銭函２－13-10  住職 練子広照 

本尊 阿弥陀如来 

開教 明治 12年４月 仮説教場開設 主任列座黒杉昭空布教(能登出身) 

寺号公称 明治 20年７月 23日 

開基暦住 開基住職 練子広宣 明治 13年より 

二世        練子広覚 大正７年より 

三世        練子広照 昭和 39年より 

 

由来及び経緯 

明治８年 東本願寺札幌別院、近傍町村へ列座を派遣し布教す。 

明治９年 練子広宣銭函に居住地を定む(能登国柏崎村極楽寺住職練子隆遠３男、

弘化２年 11月生 1845) 

明治 12年 仮説教場を設置（山崎重次郎宅） 

明治 13年 練子広宣 列座に入る 

        説教場を開設、檀家総代として伊藤元吉、山崎重次郎、藤村長三郎

等の名がある。  

明治 20年７月 本楽寺公称許可。 

        総代として伊藤元吉、川島房吉、西辻吉次、甚太郎、吉松の名あり。 

明治 22年５月 本堂、山門、庫裡落成す。 

明治 30年８月 梵鐘寄付、総代として山崎重太郎、佐々木久右ヱ門、若狭栄次    
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        郎(松本家)の名あり。 

大正 10年 11月 現本堂、庫裡新築落成。 

        総代として、中田徳太郎、久保田三太郎、岡本菊松、深滝富次郎、

佐々木辰之助、藤村栄作、田村五三次、久末末吉の名あり。 

昭和 18年   梵鐘供出 

昭和 32年９月 梵鐘寄進 星野在住門徒。 

昭和 35 年   本堂屋根葺替え、昭和 25 年９月 26 日の台風被害による工事にし

て、世話方岡本秋太郎、国村岩太郎、久保田和五郎、岡本謙一郎、

藤村竜造、尾池勝利、藤井健蔵の名あり。 

昭和 52 年   現本堂修理、会館新築、御廟殿新設。建設委員として、岡本敏幸橋、

橋詰市蔵、吉野要三、藤村五郎、大加瀬竹芳、中田忠義、銭谷芳

太郎、谷藤耕一等他各地区総代の名あり。 

昭和 55年 10月９日 創立百年慶賛記念法要勤修 

                 （以上創立百年記念誌による） 

平成４年８月  本堂屋根完葺。 

 

 

浄土真宗本本願寺派光超寺 

法海山光超寺   小樽市銭函２－６－１  住職 河崎義章 

本尊       阿弥陀如来 立像 
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開教 明治 19年 説教所設立山口村 

寺号公称 大正９年９月 11日 

開基歴住 藤本円識師 明治 27年 

     天野雲雷師 明治 33年 

     和泉徹雷師 明治 44年 

光超寺一世 河崎義天師 大正６年 

   二世 河崎一英師 昭和２年 

      宮川孝信師 昭和 14年 

      大橋宏道師 昭和 19年 

   二世 河崎一英師 昭和 21年 

   二世坊守 河崎末代 

   三世 河崎義章  昭和 29年 

 

由来及び経緯 

明治 19 年 山口村村民の集会所兼小屋として説教所を開設す。生田某、桂修蔵の名

がある。 

明治 27年 藤本師山口県由宇町安楽寺より来り布教に従事。 

明治 34 年 説教所許可、天野師記録を始める。(広島県中島善通寺十九世住職大

潤師次男、明治９年生) 

明治 38年 銭函に移転許可。 
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明治 44 年 和泉師小樽別院より来り、布教、この地で梅津キヌさんと結婚。(明治６年

生、広島県阿戸町専立寺十一世真徹師５男) 

大正５年  河崎儀天師銭函説教所に来る。(万延元年生、島根県小国村光超寺十

二世石橋善明師次男) 

大正９年９月 11 日 法海山光超寺と寺号公称許可、同時に本堂、庫裡新築、檀家

総代として藤田啓助、大能幸太郎、大野利八郎、笹原文平、三上藤一

郎、古清水谷一、直田庄松、速水豊次郎等が資金作りに尽力する。 

所和２年  河崎一英師二代目住職となる（明治 33 年生 根室温根沼、河崎儀

天師四男） 

昭和 14 年 一英師本山の命により開教使として満州国牡丹江省東寧に赴任、法務は

院代、宮川孝信師に委任。 

昭和 19年  朝里説教所より大橋宏道師着任。 

昭和 21年  一英師満州より引き揚げ、帰寺。 

昭和 23年  一英師死去、二世坊守末代さんは「法務は自分で行うこと」を決意檀家参

り。 

昭和 29年  義章師京都竜谷大学真宗学科を卒業、三世住職となる。 

昭和 44年  本堂新改築、総代吉田秀治氏尽力する。 

昭和 51年  庫裡、納骨堂新築、総代平佐増雄、藤田政昭、林茂樹、村上重行 

       氏等大いに尽力する。 
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平成２年 10月３日 開教百年法要厳修、現在に至る。 

               (光超寺百年の歩み)より 

 

 

浄土寺宝池院浄土寺 

極楽山浄土寺  小樽市銭函１－４－７  住職 長尾繁範 

本尊      阿弥陀如来 座像 

脇間      薬師如来  地蔵菩薩 

開教      明治 18年７月 布教道場開設 

寺号公称    明治 19年 12 月 27日 

開基歴住    第一世 上杉智観 明治 18年より 

 第三世 佐野俊光 明治 41年より 

 第四世 中村利応 大正 10年より 

 第五世 田中祐山 大正 11年より 

 第六世 長尾耕導 昭和７年より昭和 51年まで 

 第七世 長尾繁範 昭和 51年より現在に至る 

由来及び経緯 

明治 18年７月  小樽郡熊碓村浄土宗長昌寺末寺として開創 

明治 22 年 12 月 本堂落成 檀家 大村駒太郎、渋谷福松、夫々所有地を寄付建

立、表口四間三尺、裏口七間三尺、庫裡表口四間、裏口四間、檀
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家 32戸、人員 177人(男 88,女 89) 白浜国松、工藤竹松、大村

駒太郎、渋谷福松等尽力せり。 

昭和 58 年８月１日 現本堂新築落成 檀家 久末正雄、久末利雄、夫々所有地を

寄付建立に尽力する。 

 

「三十三身観世音菩薩」由来 

明治 31 年信者の発願により小樽の石工某に依頼、６月信者大村東作氏船にて

小樽より奉遷し、石山道中に盛大に御遷座祭を催し安置せり。 

   その後鰊不漁続き、又当山住職者なく、無住の時参詣者皆無となりたり。 

   明治 41年三世佐野上人来住し、信者と相計り大正２年５月浄土寺境内 

に奉遷せり、然るに不思議にも明治 27年７月の山火事に修行中の女龍は 

逃げ遅れて 17 日に焼死致し日の目もみずに年月を過ぎし居りしも、観世音菩薩の

御慈悲により龍神となりて、昭和８年 10 月工藤松蔵氏方へご神体を現し、妻チ

エ女に７月７日夜の御霊夢あり、「我は観世音菩薩の化身なり三十三身観世音

を元の霊峰石山へ奉還申し上げ給ひ」と御告げありたるにより信者一同昭和９年

５月場所選定すること四度、６月８日石山山道を新普陀落山観世音御霊場と

決定 11 日信者 20 余名にて奉還し、24 日午前８時より化身龍神さんを霊山守

護神として浄土寺へ奉還、10時より新フダラク山入仏山開きを執行せり、参詣する

もの千人あまり当村開村依頼の盛儀であった。然るに或る夜観世音第 10 番護持

者工藤家へ霊夢あり「霊場中に不浄なる所あり、元の霊地へ」との御告げにより再



40 

 

度調査し、昭和 10年５月 21日工藤松蔵氏発起となり現霊場地に６月９日再

度遷座申し上げたるなり、最後に発起人並びに信者への合掌 

                              －耕導誌 

後記 終戦後霊山石山は自衛隊の演習場となり、昭和 40 年三十三身像は自衛

隊の手により、山道入り口付近（中学校裏手）に集められ祀られていたが、

昭和 58年新寺建設により境内に奉還し現在に至っている。 

 

 

 

人物伝 

一、 小林友三郎氏 

        友三郎については詳なものはないが、ヲタルナイ場所が廃止され銭箱が村並となっ

た慶応元年(1865）銭箱の頭取（村長各）となった人でその下に小頭藤蔵、

百姓代長右ヱ門と当時の文献は伝えている、銭箱の人口が増えるにつれて神社

仏閣が必要となり当時富豪であった友画三郎は自費を以て地蔵堂を作り地蔵

菩薩をお祀りし、併せて葬具置場としたのが現在の龍眼寺の草創である。４年後

(明治元年 1868）ヲタルナイの博徒が漁民を扇動して起きた穂足内騒動時、暴

徒は地蔵堂に集合気勢を上げたが、友三郎の説得にもかかわらずついに銭箱から

信香町迄の村々の人々を募りその数六百人となり、信香町の役所を襲ったので

あった。 

小頭藤蔵については安政４年(1857)場所請負人ヱビス屋岡田半兵ヱが銭箱に
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通行屋を建てた時の番人として、藤蔵、磯作の名がある。（藤蔵は佐々木と思わ

れる） 

明治 12 年地蔵堂も手狭となり説教所として改築の話が出た時、友三郎は既に

若松町に転宅していたが龍眼寺旦顕日様と相談し造営費百円を寺が出したこと

にして寄付したと文書は記している(龍眼寺の項由来参照)この年、友三郎は亡く

なった。今龍眼寺の前に立つ時、うたた古人の功績の深奥なるものを感じ、その遺

徳を偲び、先人の名を忘れることは出来ない。 

 

 

二、川嶋房吉 

 

        昭和 50 年隣村小樽内村民は石狩湾新港築設のため一村をあげて立ち退いたそ

の際住民は「樽川の歩み」を残し開散しているが、その中に、林実次郎記として川嶋

房吉の一説がある。 

1,石狩道路について 

   小樽銭函の住人川嶋房吉氏は、明治５年開拓使に対し、石狩銭函間の水産物、

生活物資の輸送と、銭函石狩を経由して厚田浜益方面に往来する人たちの通行

の便をはかるため、海岸沿の禁伐林(樫防風保安林)内に道路の開削を申請し、

許可を得て工事にかかったが難行し国からの資金を使い果たし工事中止のやむなき

に至った、がこれにめげず自費を投じ再開、三カ年で銭函―矢臼場間の道路を開

いた、と。 
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   2,手宮札幌間鉄道開通について 

    明治 13 年鉄道開設の際に労働力確保のため人集めに尽力し貢献したので、

房吉が手を上げると列車がいつどこでも停まったと、永く村の語り草となっていた。 

   3,海難碑について 

    明治 26年２月 13日高島鱈釣漁民 60余名、大時化のため銭函沖合にて遭

難時先頭に立ってその救出作業にあたった、その菩薩施主として碑に銘がある。

―龍眼寺境内― 

   4,感謝状について 

    鯡漁民の鉄道排斥騒動の時、鎮圧のため警察等に協力又同年３月 17 日大

吹雪で列車が立往生した折炊出し等を行い鉄道に協力したことにより開拓使か

ら感謝状と金一對が贈られた。 

      

    北海道小樽郡銭函村 19番地平民 

         川嶋房吉 

    本月 17 日汽車通行ノ節俄ニ雪風ト相成銭函村切割ニ於テ汽車困難ノ際諸

事手配申付候処焚出等ニ至ルマテ手配届候段奇特ニ付為御手当金５円被

下候事。 

        明治 14年３月 20日 

                煤田開採事務係（小樽市史稿本より） 
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       5,有名な「ぜにばこ饅頭」は明治 13 年創業「三笠屋」の組合名で明治 27 年駅

売りされたが氏の発案とも言われている。后「若狭屋」松本店、加我店、太田店、

川島店の４軒が昭和 15年頃迄駅ホームで鎬を削った。 

 

 

三、太田定山坊 

        慶応２年（1866）当時チャラツナイ在住の鰊建網の親方野村治兵ヱ方に文久元

年（1861）頃より寄留し布教の傍ら、奇石珍石の収集に山歩きをしていたがついに

温泉を発見した、これが定山渓温泉の始まりと伝えられる。 

        明治２年銭箱に開拓使仮役所が設置された時、嶋判官の命により開拓三神に祭詞

を上げたのは定山で、これが奇縁となり温泉は開拓使の保養所に指定され定山は湯

守りをすることとなった。 

  明治３年の官禄仕出書には次の如く記載されている。（当時の給料控、道文書館

資料より） 

         3月分   美泉使郎 

玄米、壱石弐斗六升九合 

金拾九両壱分永百五拾四文 

 注 永百五拾四文とは、永住者に対するや役銭で、今の税金に当たる明治４年以降

は永住戸役銭、家持出稼役銭があり、各一戸には三十五文を徴して町役所の経

費に当てた、又官吏は民間人より高額であった。なお、病院は商工者は自費、移
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民農、貧民、旧土人（アイヌ人）は無料で、官吏は民間人より高額であった。 

明治 11年、定山、行方不明の新聞記事が出されて後、彼の消息は妖とし 

知れず歴史の彼方へ消え去っていたが、作家合田一道氏と正法寺の調査により昭和

61年６月次の如く解明された。（正法寺過去帳 道新記事より） 

   明治 10年 

   美泉定山法印  11月４日 俗名 美泉定山 

   石狩札幌郡定山渓温泉ヲ発見開創セシ人ナリ 

 

   主な作品 

一、定山不動 ハリウス山ノ上 三社神社内 

    チャラツナイ野村治兵ヱ発願 

文久元年４月神居古潭の突端に建立、明治 43 年三  

社神社境内に移す。定山作山刀削地蔵尊あり。 

      二、 万霊塔 ハリウス山ノ上 墓地内 

             文久元年５月 21日 

             発願 仙台常三 太田法印作(刻あり) 

      三、 大平山碑 朝里川尻荒浜の祠 

              慶応三卯年 5 月 17日太田山人書と揮毫 

 又湯の沢鉱泉は、張碓川支流にあり湧水が鉱泉である、川底の砂が赤く、張碓川には

魚がいないことから定山は川上に温泉があるのではと探したと言う。小屋を建て湯治場と
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して村民に開放した、その後定山渓温泉を発見この湯守りとして開拓使に仕えたので自

然休止の形となった。現在その積み石だけが昔の名残を止めている。（張碓在住 松

山氏談） 

 美泉定山名は定山渓温泉を発見して後に名付けられたものであろう。 

 法印とは僧位の上位で、法眼、法橋と続く。 

 明治 10年（1877）年７３才といわれているから、彼の生年は文化元年（1804）頃

になろう。生国は備前赤阪郡(岡山県赤磐郡吉井町)、17 才の頃から修験僧となり諸

国を遍歴、仙台に永く居たが安政３年（1856）松前阿吽寺に入り、後久遠郡太田

山権現に参龍し、別当となり太田の法印と称した。 

なお、小林広著「定山と定山渓」の記事中、豊平町役場に残る定山の戸籍簿には文化

12 年（1815）生まれとあり、前記合田氏記事 73 才明治 10 年没(1877)とを照合す

れば約 10年の差がある。 

 

 

四、鉄さん（￢テの鉄さん）―私の幼い頃の記憶― 

  私の幼い頃（大正末～昭和初）、鉄さんと言う人がいた。出身地は広島、本名は

宇郷鉄次郎と云い威勢のよいイサバ屋さんで、何時も天秤棒で前後にザル篭をつるしユ

サユサと浜中の方から街の方へゆく姿は今でも心のカメラに焼き付いている。彼は明治20

年頃から北前船の船乗りで、たびたび石狩に来ていた。ある年石狩に船を入れ荷を揚げ、

帰り荷の買い付けに銭函の来ているうち宿の女中さんと懇ろになり２、３日泊っているう
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ちに船は天気次第で出帆してしまった。結局は置き去りとなった彼はままよとばかり彼女の

ところに戻り、ついに銭函に所帯をもち魚屋を始めたと言うことである。 

  野地（ヤチ）の秦（ハタ）のお婆さんの話では昔運河を軽川方面から雑穀を５、６

俵船に積んで下っていったのをみたという、雑穀の仲買をしたのかもしれない、運河は明治

30年に出来たからそれ以後のことであろう。 

  銭函では最初に肉を売った人と云われ、店頭のマドガラスに赤ペンキで「ラビット」と書か

れていたことを筆者は記憶している。温厚で気ツプのよい魚屋（いさば）さんで忘れられな

い一人である。当時の店は、現ＪＲ駅前東側で開拓使仮役所跡地の一部である。因

みに昭和 32年７月、89才で天寿を完した。 

   

鯡余談 

鰊という字はいろいろあるようで、中でも北海道では春告魚が一般的である。漢字は象形

文字であるから多分に宛字の要素を持っているだろう。東京方面では春告魚はメバルで

ある。春告魚については読んで字の如くであると思うが春先にとれるあの油ののった美味さ

は永久に忘れることが出来ない本当に相応しい宛字だと思う。鰊は古来日本の東北方

でとれることから魚偏に東を宛てたのでは、ともいわれている。鰊は刺し網の網目が２寸の

時によくかかるので二スンーニシンと呼ばれるようになったともいわれている。二寸目に掛か

る鰊は可成り大きな魚体であろう(６年生前後) 。因みに今の鰊は一寸二 

 分目位の網目なかかる魚体であろう。又鯡の字は魚に非と書くが、昔鰊は或る意味では

米と同等位の時代もあった。農家は年貢米（税として）を治め、漁家は取れ高の二割
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（二八取）を運上した時代年貢を鰊で納めたので鯡の字としたといわれる。（農民も

漁民も昔は百姓の名で総称） 

 大正から昭和初期にかけて張碓～銭函浜は一面鰊に埋もれたと言っても過言ではない

程郡来した。又、鰊の臭いが街中に満ちたものである。余市が獲れたと伝わってくれば二、

三日後に郡来したものであった。小学校は「鰊休み」と言って三日位は休校となった。女

も子供も皆浜で手伝って鰊を貰いスシ鰊や身欠にし一年中の食料に貯えたものである。

又、鰊大漁の年の運動会は盛大なもので一日中祭り騒ぎをした。７月初旬の暑い日の

記憶がある。その反面不漁の年は修学旅行を取り止めたこともある。 

 鯡は取れる時季によって魚体や油のりが違うのでいろいろと呼び名がある。走り、中、後、

馬鹿、小鰊、油、鼻白、鼻黒、春、夏、秋、冬、沼鰊、等々春鰊が一番多く獲れたので

春告魚と呼ばれたのだろう。走り鰊は雪走りとも言われ三月中旬頃（小樽近海）未だ

雪が降るころ大量には獲れないが先走りの鰊という意味であろうか。鰊糟は魚種が別だ

と言われているが５月下旬～６月樺太では６月頃獲れるもので油が多く主に搾油と魚

粕用にする。時期を失すると天日干しの関係で蠅の子をかけられ製品にならず皆捨てた

ものである。鼻黒は郡来鰊とも言われ郡来の習性があると言われているが、小生が小さ

い時経験では郡来鰊中に鼻白も混じっていたように思う。沼鰊は昔釧路厚岸湾で２月

頃漁獲されて高値をよんだ事があるが沼型の習性をもつもので昔茨城県の湖沼で獲れた

ものも沼鰊の例に入るのではと思う。 

 

鰊の話 
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 私の母（明治 17年生 明治 22年銭函に来住） 

 ポンナイ川の海岸で鰊が郡来（くき）それが何日も動かず、 後から後から押されるので

ついに先に来た鰊が渚で、腐されてしまった。裸足で海に入り生のよい鰊を手掴みにしてい

たら足の下が動くので両手で押さえて上げてみたら鮃(ひらめ)であった、と。 

 

拾い鰊 

        明治大正期にかけて最も多かった。郡来後、時化が来てケラがかり（網目に殆ど鰊が刺

さっている状態）の刺し網を揚げきれずにいたり、又建網で枠に入れた百石―二百石位

の鰊を沖上げができず止むなく投げた（海に捨てる）のが大波で渚に打ち寄せるのを拾

う事を拾い鰊という。それの数の子をとり、生きのよい鰊は身欠きにしたが、たいては粕に

たいた（魚粕にする）ものだった。多い人で十箱も二十箱も拾った。 

 

鉄道排斥騒動と鰊 

       明治 13 年幌内鉄道が開通した頃の事であるが、当時鰊が不漁であった、張碓銭函の漁

民は之は鉄道の汽車や列車の振動に依って鰊が驚いて海岸近くに寄ってこないのだそれ

が不漁の原因だと、クロフォードの宿舎（量徳小学校にあった）迄談判にいき又、張碓

トンネルを（張碓川の傍、現存）閉鎖する挙に出たので大騒ぎとなり開拓使吏員や警

官が出動し、ようやく鎮めたと言われている。この鉄道排斥運動は可成り根強く残り大

正代迄の尾を引き、鰊が不漁の時には必ずと言っていい位持ち出されたと言うことである。 

 

鰊と「音」 
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        鯡は「音」に敏感な魚である。私の幼い頃父や船頭等がよく話をしていたことを思い出す。

それは夜、船の上で鰊の乗網を見張っていた時の事であった。先導の網が乗網して来た

時、突然汽車の汽笛が鳴り、ガタンゴトンと車の音が響いてきた。その途端、先導の網が

方向を変えて網の外の方へ行ってしまいとうとうその鰊の群を獲ることが出来なかったと言

うことである（夜、魚が乗網すると海水との摩擦で光を生ずる、船の上からは、魚体は見

えないが光で推量する。）この話から鰊は音に敏感で、鉄道排斥騒動の根拠になったも

のであろう。又、鯖も音に敏感で、船を漕ぐ音でもハネ（海上で大群がシブキを上げる）

が見えなくなり 網を入れることが出来なくなるものである。 

                             (筆者経験) 
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