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の不振により百姓たちが困窮し、彼らへの貸付残金を回収できず、彼らを顧

客とする鉄店の経営が悪化しました。また、古橋家が土地を所有し小作経営

・ ）
。そして、文政二

をおこなっていた御所貝津村では、同八年に小作料などをめぐり小作人との

間で小作騒動が起こっています
（資料編 近世Ⅰ

よしのぶ

よし

教に譲り、名主役は騒動の訴訟人であった和平の本家筋の伝三郎が務めるこ

〜 ）
、当主義陳は、翌年家督を義

ての準備を進めています。私がこの資料編において編集を担当した分野の一

その後も古橋家の経営は悪化の一途をたどっていきます。義教は、文政

とになりました。当主となった義教は、この騒動の影響で拠点を美濃国中津

などから金銭を借用する村借、村や村組などといった地域的なまとまりの内

五年から同十一年にかけて、義弟清四郎と周四郎の出店元手金など合計約

つに金融があります。そこでは、領民が領主や幕府・寺社などの公的機関か

部で金銭を融通し合う村融通、そして今回取りあげる頼母子講などの金融講

二五七両を支出していますが、清四郎は江戸へ欠落してしまい、その借金の

などの醸造業や、塩・木綿・肥料などの流通業、金融業などを通じて経営を

融関係についてです。小出家は、代々の当主が権三郎を名乗り、酒造や味噌

今回その一例として紹介するのは、稲橋村の古橋家と足助の小出家との金

は、約九〇〇両に達していました。

その再建費用に約九二両が必要となり、同十一年段階における古橋家の借金

頓挫してしまいます。さらに、
同十年十二月の火災で蔵と馬屋などを焼失し、

返済が本家へ回ってきます。また、周四郎も亡くなってしまい、出店計画は

一方の古橋家は、代々の当主が源六郎を名乗り、酒造業や質業などを営

一定の金額を受け取り、加入者全員が当選するまで講を続けるのが一般的な

り掛金を出した上で、入札やくじ引きなどを行い、落くじ者が掛金の中から

こうした状況のなか、借金の支払期限が迫っている約四〇〇両を捻出する

みながら地主経営を拡大していき、寛保二年
（一七四二）
には稲橋村の百姓代

開催方法です

家の御用達となり士分格を得て本多家の財政に深く関わったほか、矢作川河

に、宝暦十年
（一七六〇）
には名主となりました。天明六年
（一七八六）
には、

が、主催者
（親・

ために開催したのが大黒講でした。大黒講は、一般に相続講と呼ばれる頼母

鍋・鎌などの農具や薬種などの日用雑貨を販売する鉄店を開き、寛政六年

講元・会所など）

口部の新田経営にも参入するなど、近世後期には足助を代表する商人となり

（一七九四）
からは味噌の醸造を開始し、文化五年
（一八〇八）
には瓦の製造を

が初回に加入者

子講の一種です。頼母子講は、毎回加入者が決められた開催日
（講日）
に集ま

始め、翌年には油や油粕を販売する油店を開くなど、経営の拡大をはかって

掛金の全額を受

（子）
が出資した

ました。

拡大していき、安永期
（一七七二〜八一年）
以降になると、足助役所旗本本多

たの も し

について、金融が結ぶ人や地域の関係に注目しながら編集しました。

川村
（現岐阜県中津川市）
に一時移さなければなりませんでした。

のり

で村方騒動が発生し
（資料編 近世Ⅰ

年
（一八一九）
には、村持ち山の木材売却をめぐり、稲橋村の小前百姓との間

434

金融が結ぶ人や地域
― 稲 橋 村 古 橋 家 と 足 助 小 出 家 の 関 係 を 中 心 に―
近世部会では、このたび
『新修豊田市史９ 資料編 近世Ⅲ』
を刊行しまし

433

ら金銭を拝借する領主金融や、個人名義ではなく村役人名義で地域の有力者

た。これによって近世資料編の全三巻が出揃い、現在は通史編の刊行に向け

438

いきました。
このような古橋家の経営が悪化し始めるのは文化五年です。この年の米作

写真1 大黒講仕方帳
（足助地区小出家資料）

－2－
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講は、文政十一年二月から一〇年間の実施計画で、六二人の加入者を集め、

相成り候得共、拙者方はこれに准じ候ても相済し申さず候故、会所受衆

拙家大黒講、例年当月廿七日の処、旧冬より春迄近辺頼母子一同休会に

は、大黒講に関係する部分のみを書き下して引用します。

古橋は初回に一口五両の掛金を六七口分、合計三三五両を入手し、これを返

中打ち寄り相談いたしもらひ候処、最早親の者多きにて子方小人数故、

け取り、二回目以降に通常の頼母子へ移行するのが相続講です。今回の大黒

済にあてることで、一時凌ぎではありましたが当面の経営危機を回避してい

立会いたし候ても相立ち兼ね申すべし、当親者申し候は、外の子方の休

会に相成り、拙家親計り相立ち候ては迷惑す、是非御立会成り止められ

ます。
古橋からの勧誘に応じ、大黒講へ加入した者の一人が小出でした。現段階

書状の内容は、去年の冬から周辺の頼母子講がすべて休会していたが、大

候、
（中略）
右様彼是相成り候ては、定日立会の儀は相成り申さず、延日

の書状が十数点残されていますが、古橋と小出が金融関係を結ぶようになっ

黒講を休会するわけにはいかず、
「会所受衆中」（会所の運営者たち）
に相談し

で古橋と小出との関係がわかる初見は文化十四年で、この時古橋は一〇〇両

た経緯のわかる資料はみつかっていません。古橋家の稲橋村と小出家の足助

た。しかし、親が多く加入する子が少ない状況では講を開催しても成立しな

相成る事故、この段御断り申し上げ候

には、伊那街道
（飯田街道）
が通っており、街道によって結ばれた商品などの

い。ほかの子方が主催している講が休会している状況で大黒講を開催するの

を小出より借用しています。小出家資料には、この借金の返済に関する古橋

日常的な取引が背景となっている可能性が考えられますが、この点について

は迷惑であり、開催を中止すべきであるとの回答であった。このような状況

では例年の開催日での実施は不可能であるため、開催を延期するという、大
黒講の延期を告げたものでした。

頼母子講は、身近な資金の獲得手段として、古橋家のような豪農と呼ばれ

る地域の有力者をはじめ地域の人びとによって多数開催され、金銭の貸借関

係とともに、地域における金融のネットワークを形成していました。こうし

た金融のネットワークが、豪農の経営や地域の人びとの暮らしを支えていた

のですが、不況などにより子が掛金を出資することができなくなると、休会

や破会
（中止）
に追い込まれるという危うい側面もありました。今回紹介した

古橋の書状はそのような状況を伝えており、大変興味深いものです。
【参考文献】

乾宏巳
『豪農経営の史的展開』（雄山閣、一九八四年）

高木俊輔
『明治維新と豪農 古橋暉皃の生涯』（吉川弘文館、二〇一一年）

（近世部会 執筆協力員 勝亦貴之）
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は今後の課題です。
小出家資料には、仕方帳
（写真１、大
黒講の計画書。講への加入を勧誘する際
に提示したもの）
や掛金の請取書、天保
六年
（一八三五）
の落くじ金についての書
付
（古橋家資料には同三年の小出による
落くじ金の請取書がある）
とともに、古
橋から小出に宛てた大黒講に関する書状
が三通存在しています。一通目の三月
二十二日付の書状は、古橋からの大黒講
加入依頼に対し小出が良い反応を示した
ことへの礼状で、二通目の三月十日付の
書状は、大黒講の会合日の決定通知とそ
れへの参会依頼です。そして、三通目の
三月二十二日付の書状
（写真２）
について

写真2 古橋源六郎書状
（足助地区小出家資料）

人口流出と過疎法の制定
高度経済成長期に入ると、

きました。本稿では、市町村合併前から合併後の過疎化が進む社会状況下で

山村が共生する地域づくり」
を重点テーマの一つに掲げ、計画を推し進めて

区と合併し、第７次豊田市総合計画
（二〇〇八〜二〇一六年度）
で
「都市と農

二〇〇五年四月、豊田市は中山間地域
（農山村地域）
に位置づけられる六地

これにより、農林業の衰退な

部では人口過密問題が発生）
。

少が顕著となりました
（都市

はじまり、特に若者の人口減

域では都市部への人口流出が

豊田市中山間地域の過疎問題と地域づくり活動

の豊田市中山間地域の動向について、過疎問題や住民主体の地域づくり活動

どによって経済的基盤が失わ

一九六〇年頃から中山間地

に焦点を当てつつ、その一端を述べてゆきます。

年では、基幹産業などの衰退だけでなく、社会生活全般に関わる問題が生じ

農業政策における新しい地域概念として登場したことになります。しかし近

農業の生産条件が不利な地域」
と定義しています。すなわち、中山間地域は、

山間地域を
「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、

のです。また、一九九九年に制定された食料・農業・農村基本法では、中

ちの中間農業地域と山間農業地域を組み合わせて用いられるようになったも

地域」「平地農業地域」「中間農業地域」「山間農業地域」
の四つに区分されるう

中山間地域とは、農林統計における農業地域類型区分の概念で、
「都市的

中山間地域とその範囲

過疎地域緊急対策措置法でした。過疎地域に指定されると、その対策として

間の時限立法として成立した

一九七〇年に議員立法で十年

た。その代表的な振興策が、

な地域振興法を制定しまし

問題を解決するために、様々

なり、国は中山間地域の過疎

象は
「過疎」
と呼ばれるように

るようになりました。この現

ニティの衰退や崩壊が発生す

－4－

れ、それに伴って地域コミュ

ている農山村地域のことを中山間地域とほぼ同等の意味で用いることが多く

産業振興をはじめ、インフラや医療福祉、教育関連などの施設整備が進めら

経過すると失効しますが、そのたびに新しい過疎法が四次にわたって制定さ

なりました。よって、本稿では農山村地域を中山間地域に統一して用いるこ
さて、先述した農業地域類型区分をもとに、現在の豊田市中山間地域の位

れました。現行法は二〇一〇年四月に五年間の延長と東日本大震災の発生に

れ、巨額の財政投資
（過疎債の発行）
が行われました。なお、過疎法は十年が

置と範囲を図１に示しました。中間農業地域は、旧豊田市の石野地区と松平

た。人口要件は国勢調査の結果による人口減少率や若年者率などの指標、財

過疎地域は、人口要件と財政力要件をもとに市町村単位で指定されまし

より、さらに六年延長され二〇二一年三月までとなっています。

「中山間地域」
となります。

す。これらを除いた地区が山間農業地域に区分され、これを合わせた範囲が

地区、合併六地区のうちの藤岡と足助、下山、旭の三地区の一部が該当しま

とにします。

図1 豊田市中山間地域の位置と範囲

れました
（
「広報あすけ第 号、一九六〇年十二月一日」
や
「稲武町報第 号、

口減少やそれによる過疎化の深刻さは、各町村広報誌を通じて住民に伝えら

疎地域に指定されたことは大きな社会問題となりましたが、それ以前から人

小原、足助、下山、旭、稲武が
「過疎地域」
に指定されました。この当時、過

点で要件を満たす全国の市町村が公表されました。豊田市中山間地域では、

政力要件は財政力指数になります。第一回公示では、一九七〇年五月一日時

後、新たに
「コミュニティ推進地区」
制度も設けられて、他の学区や地区へも

てコミュニティづくりの実践活動が展開されていくことになりました。その

青年会や生活改善グループなどの各種団体と連携しながら、住民主体となっ

て、
「モデル・コミュニティ地区」
に小渡小学校区が指定されました。地元の

りました。また旭地区では、一九七三年に愛知県のコミュニティ施策によっ

けとなり、二〇一一年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されることにな

果や新しい過疎法制定後に見直されました。こうしたなかで、人口構造にも

一九六六年十二月五日」
など）
。過疎指定市町村は、五年に一回の国勢調査結

を対象としたものでしたが、過疎対策に寄与した事業の一つとして一定の役

拡大しました。ただ、この施策は中山間地域だけでなく都市部も含めた県内

一九九〇年代に入ると、行政主導の総合計画づくりに住民が参画する取り

割は果たしたと考えられます。

から自然減少へと転じ、少子化が始まりました。一九九〇年代に入ると、人

組みが始まりました。一九九六から二〇〇五年度の一〇か年にわたる第３次

人口構造が時代とともに変化していくなかで、過疎法制定当時から小原と

助地区の 地域 集落で実践されました。市町村合併後も足助でのこの取り

で地域
（集落）
計画を考え、それを実行していくという試みでした。当時の足

足助町総合計画
（シャングリラ計画）
がそれにあたります。行政と住民が協働

足助の二地区は一度も過疎地域の指定から外れることはありませんでした。

出生を上回る新たな段階へと進み始めました。

口の社会減少
（流出）
は落ち着きますが、高齢化が目立つようになり、死亡が

変化がみられるようになりました。一九八〇年代後半には、人口は自然増加

61

現在は平成の市町村合併によって、過疎指定地域の判定方法などが変更され

組みは続いており、また他地区でも同様の集落計画づくりが始まり実践され

過疎とみなされ、過疎地域の指定を受けています。

有名な観光地でしたが、一九七五年に香嵐渓だけでなく、地元の地域資源で

の十一月になると、周辺の道路が大渋滞を起こすほど多くの観光客が訪れる

一九七〇〜一九八〇年代には、この当時から足助の香嵐渓は紅葉シーズン

向けて、
住民主体や参加による地域づくり活動がみられるようになりました。

のもとで各事業が進められました。ちょうどこの時期に、過疎問題の解決に

過疎対策は、行政
（県や市町村）
が過疎地域の振興計画を策定し、行政主導

から住民と行政の
「協働の地域づくり」
が大きく注目されるようになりまし

などに関する施策は転換期をむかえることになりました。そして、このころ

いたのに対し、ソフト面の事業にも目が向けられるようになり、地域づくり

ました。それにともなって、これまでの施策がハード事業を中心に行われて

分権が進められたことによって、市町村の自主的な地域づくりが可能となり

活発化していきました。また二〇〇〇年に地方分権一括法が制定され、地方

有無にかかわらず様々な分野の市民グループが組織され、地域づくり活動が

一九九八年に特定非営利活動促進法
（ＮＰＯ法）
が施行されると、法人格の

もある中馬街道の歴史的な景観や町並みを活かした観光地づくりをめざそう

た。こうした社会状況の変化に対応するように、市民グループ活動に対して

住民参加による地域づくり活動のはじまり

合併後の新たな住民主体の地域づくり

るようになりました。

74

ましたが、二〇一六年四月時点で小原、旭、足助、稲武の四つの旧町村部が

15

と、
「足助の町並みを守る会」
が発足しました。この会の発足と活動がきっか

－5－
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二〇一七年五月まで）
」
や、新盛里山耕流塾の豊田市里山くらし体験館すげの

することはできませんが、市民グループ以外にも民間企業やコミュニティ協

行政から活動資金の一部または全部が支援される仕組みが導入され、活動の

繰り返しますが、平成の市町村合併が推進され、中山間地域に位置づけら

議会なども地域づくりに取り組んでおり、その役割は広がってきています。

里を拠点にした講座方式による
「里山再生・体験プログラム」
などがあります。

れる周辺六地区と合併したことにより、豊田市でも
「都市と農山村の共生」
を

このような地域づくり活動の事例は、すぐに中山間地域が抱える課題の解

幅も広がり始めました。また過疎法による過疎対策では、それまでハード面

重点テーマの一つに設定し、新市として中山間地域を含めた地域振興策を講

決につながるかというと、
必ずしもそうではありません。地域づくり活動は、

また、歴史・伝統文化では、あすけ聞き書き隊による地元の古老へのインタ

じる必要がでてきました。その代表的な施策が
「わくわく事業」（地域づくり

活動の開始時期や内容、活動年数も異なり、住民の自発的な動きから組織さ

の整備に多くの財政措置がとられていましたが、二〇一〇年度からの現行法

を行う多様な担い手の育成及び地域活動の活性化を目的に、地域会議ごとに

れた団体もあれば、行政政策のなかから生まれた団体など、その経緯はさま

ビュー調査と、それを活かした地域の継承活動である
「足助の聞き書き集作

総額五百万円／年までを補助）
と
「地域予算提案事業」（地域の意見を市が行う

ざまです。また地区によってもその対応は異なり、活動の成果に対する意見

（過疎地域自立促進特別措置法）
では、ソフト事業にもそれを充てることがで

事業に反映させ、地域課題を効果的に解決することを目的に、地域会議ごと

も分かれるのが実状です。しかしこうした地道な活動が継続されることはと

成事業」
などがあげられます。ここではすべての市民グループや団体を紹介

に総額二千万円／年までを市の予算案に反映）
でした。
「わくわく事業」
は書

ても重要であり、次の活動の展開やこれから新しい活動を模索している人た

きるようになりました。

類申請後、公開審査会での事業内容についてのプレゼンテーションを経て審

ちの手がかりやきっかけになると考えられます。

二〇一三年八月に、豊田市は地域づくりの中間支援組織として
「おいでん・

査され、事業の採否が決定される仕組みになっています。この助成制度は豊
田市全域の活動団体を対象としたものですが、中山間地域では住民主体の地

さんそんセンター」（二〇一七年四月に一般社団法人化）
を設立し、産学官民

います。また近年では、
「地方創生」
や
「田園回帰」
、
「地方移住」
などの用語を

域づくり活動団体の積極的な活用がみられました。
人口減少時代における中山間地域づくり

よく目にするようになりました。これもまた中山間地域に新しい風が吹き起

の連携の下、中山間地域の課題に対応した新しい取り組みを次々と展開して
多くの課題を抱える中山間地域では、行政と協働しながら市民グループ

全では、矢作川水系森林ボランティア協議会による人工林調査
「森の健康診

拠点を置く代表的な団体と主な事業内容を分野別にあげると、自然環境保

民主体の地域づくり活動は、団体の存続や高齢化などの諸課題を抱えている

ことや集落の消滅などが予測されています。また、行政との協働も含めた住

今後も中山間地域では、人口の減少傾向が続き、さらに少子高齢化が進む

こることを期待させるものでもありそうです。

断
（二〇〇五年六月から二〇一四年六月まで）
」
や、旭木の駅プロジェクト実

ところが少なくありませんが、その動向に注視し、多くの市民が関心を寄せ

が主体性を持って、多様な地域づくり活動が展開されています。豊田市に

行委員会による森林整備と地域内経済循環をめざす
「旭木の駅プロジェクト」

て積極的に関わっていくことが求められているのではないでしょうか。

（現代部会 執筆協力員 平川雄一）

などがあります。都市農山村交流では、とよた都市農山村交流ネットワーク
による市内小学生を対象にした
「セカンドスクール
（二〇〇八年十二月から
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挙母地区に残る区
皆さんは、
挙母地区に残る一区、
二区といった自治区をご存じでしょうか？

ありますが、現

在も自治区の名

称として豊田に

息づいているの

です。

その後、昭和

ます。続いて、第七区は大字梅坪、第八〜十区は大字宮口、第十一・十二区

第四区は竹生町・久保町・昭和町、第五区は小坂町、第六区は樹木にあたり

と、第一区は桜町
（旧中町）
・挙母町、第二区は西町・神明町、第三区は喜多町、

に制定された区は、第一〜六区が大字挙母で、今の町名で大まかにいいます

区ごとに区長と代理者を各一名ずつ置いたと書かれています。明治三十九年

興寺、今、西山室です。また、処務便宜のため大字の下に二〇の区を置き、

ものが共存する豊田の魅力を再認識しました。皆さんも身近な歴史を調べて

今も豊田市に息づいていることに驚きを覚えるとともに、新しいものと古い

た自治区の名称は残りました。今から一一〇年ほど前に制定されたものが、

十四年一月から新市名
「豊田市」
と同時に実施されましたが、
一区、
二区といっ

あった町名が一〇二の新町名に整理されました。挙母地区の新町名は昭和三

区となっています。昭和三十三年には、挙母地区の大字十三のうち、一三五

（資料） 現代』
掲載の昭和五十年の自治区一覧表ではすでに東区、西区、中

（豊田市史資料調査会 専門員 粕谷亜矢子）

は大字本地、第十三区は大字千足、第十四区は大字土橋、第十五区は大字金

田市史 九巻

部に分かれ、『豊

区西部、四区中

に四区東部、四

した四区は、後

戦後人口が急増

明町）
に分かれ、

と二区東部
（神

二区西部
（西町）

四八）に二区が

二十三年
（ 一九

図1 挙母地区における区の変遷

民俗部会の調査を進めるにあたって、はじめ一区、二区と聞いたとき、明治
初期の大区小区の名残かと思いました。そこで、この名称はいつごろ制定さ
れたものなのか調べてみました。
『三河挙母七州城沿革小史』の
「市町村制実施」によれば、明治二十二年
（一八八九）
に挙母村内の区画を第一〜九区とし、樹木を第一〜三区に、小坂
と旧藩内を第四区と第五区に、下町を第六〜九区にしています。 さらに明
治二十五年に挙母村が町制を施行すると、
「明治廿五年三月挙母町之御台所」

昭和35年1月時点
豊田市
八幡町
十塚町
挙母町
一区
桜町
白浜町
元城町
西町
二区西部
神明町
二区東部 神明町
若宮町
三区
喜多町
若宮町
月見町
四区西部
栄町
昭和町
竹生町
中島町
四区東部 久保町
昭和町
日之出町
「挙母町條例規則」挙母 四区中部 昭和町
町区長設置規程
（豊田市
平芝町
郷 土 資 料 館 所 蔵 挙 母 地 『豊田市史・総論』
区下市場村文書）
VOL1.No1

みてはいかがでしょうか。意外な発見があるかもしれません。

第十九区は大字今、第二十区は大字西山室です。この区の一部は変更や分割
を繰り返しました。そのころの区は今の自治区とは組織など異なるところが
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（豊田市郷土資料館所蔵）
には、従来の九つの区を変更・廃止し、樹木に一区、
旧藩内・小坂に二区、
下ノ町に三・四区の四つの区を置いたと書かれています。
明治三十九年七月一日に、挙母町・梅坪村・宮口村・逢妻村・根川村が合
併して挙母町になると、挙母町のなかの大字は一二に分けられました。一二
の大字は、
「挙母町條例規則」（豊田市郷土資料館所蔵挙母地区下市場村文書）

明治39年11月
挙母町
第一区
桜町
第二区 西町・神明町
第三区
喜多町
第四区
竹生町
第五区
小坂町
第六区
樹木
第七区
梅坪
第八区
第九区
宮口
「明治廿五年 挙母町之 第十区
『三河挙母七州城
御台所」
（ 豊 田 市 郷 土 資 第十一区
沿革小史 正編』
本地
料館所蔵）
第十二区
第十三区
千足
第十四区
土橋
第十五区
金谷
第十六区
下市場
第十七区
下林
第十八区
長興寺
第十九区
今
第二十区
西山室

谷、第十六区は大字下市場、第十七区は大字下林、第十八区は大字長興寺、

によれば、挙母、梅坪、宮口、本地、千足、土橋、金谷、下市場、下林、長

明治25年
挙母町
第一区
樹木
第二区 旧藩内・小坂
第三区
下ノ町
第四区

明治22年
挙母村
第一区
第二区
樹木
第三区
第四区
小坂
第五区 旧藩内
第六区
第七区
下町
第八区
第九区
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菊 判

小学校設立にかかわる

自然災害
●刊行市史の購入について●

二・三の覚書き）
です。

『新修豊田市史』新刊好評販売中
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左記の施設などでお買い求めください。
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の販売を開始しました。フルカラー

部書店
（※詳細はＨＰへ）

近世Ⅲ 松平・足助・下山』
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をぜひ一度ご覧ください。
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