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１、はじめに

　本研究の対象とする明治初期における救貧制度としては、1868（明治元）年「堕胎禁止令」、

1871（明治４）年「窮民一時救助規則」「行旅病人取扱規則」「棄児養育米給与方」、1873（明治

６）年「三子出産ノ貧困者ヘ養育料給与方」があり、1874（明治７）年には代表的な救貧立法

である「恤救規則」が制定された。この法律は働く能力の有る者や家族・親族等のあるもの

は対象外とし、困窮者の中でもその範囲を「無告の窮民」に限定した制限扶助的な施策であ

った。しかしながら、それにもかかわらず、1929（昭和４）年まで存続し日本における救貧

制度の基本的な方向を規定してきた。この政府による制限的抑制的な公的救貧制度から、都

市や地域にあふれた困窮者の救済を行ったのは、宗教団体や個人的資産を投じた篤志家たち

であり、彼等が当時の社会病理（貧困問題等）に対して補充・支援を実施し、社会的問題解

決の一端を担った。

　救貧施設「善光寺大勧進貧民養育院」は、当時の地方の小都市である信州長野県長野村に

おいて、大衆信仰の拠点していた信州善光寺の副住職奥田貫照師の発想にもとづき、1883

（明治16）年３月10日に、善光寺大勧進邸内の一角に開設された。この施設が同時期の施設

と異なるのは、施設運営資金の捻出に善光寺を信仰する篤志家の協力を仰ぎ、資金の一部を

10ヶ年の年賦で貸し付け、その利子によって賄うといった方法を採用したことであった。

　この研究においてはそのような特徴をもつ大勧進養育院を支えた役員組織や運営方法につ

いて、政治・経済・教育・文化等の視点から総合的に考察し、当時の運営の仕組みや、施設

の暮らしの実態、施設と地域の関係を明確にするとともに、明治期の救貧事業の一つである

善光寺大勧進養育院の特徴を明確にすることを目的としている。

２、研究の意義と着眼点

　信州善光寺大勧進養育院の特徴として、施設の堅実な運営継続をするための理念と組織
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力、結論を先読みしていえば、経営方法の独自性、地域の篤志家・慈善家・協力者といった

地域住民との施設の関係性が存在する。大勧進養育院より以前に創設された東京養育院１）

は、1872（明治５年）ロシア皇太子来日に対して外交的対面保持のために、行政が主導権を

以て東京府内を徘徊する浮浪者240人を東京旧加賀藩邸に収容したものである。石川県の小

野慈善院２）は、小野太三郎個人が1864（元治元）年の恐慌の際に北陸石川県金沢において

窮民救済を目的として「小野慈善院」を設立したもので、日本において個人が開設した最も

初期の救貧施設の一つである。大勧進は出発点は個人の発想によるものであったが、地域と

の連携という形で設立された経過を有している。従って、本研究対象の大勧進養育院は、行

政中心型ではなく、また個人が私的資産を投じて設立したものでもなく、施設と地域住民が

連携を取った組織で運営をしたところに特徴があり、従来の施設研究にない特色を持ってい

る。

　研究の要点は、①長野村を中心とした地域住民が、貧民救済施設をどのように受け止めて

支援活動や物品寄付をしたのか、②篤志家達が養育院に期待するものは何であったか、それ

に対して③養育院はどのような運営方法をとったのか、そして、それらを明確にすることを

通じて最終的には、施設が地域とどのような関係を築き、社会的にどのような役割を果たし

ていたのかを実証することにある。

３、時代背景

　（１）善光寺門前町

　善光寺平と呼ばれる北信濃の盆地は、そのほとんどが松代藩の支配下であったが、善光寺

門前町は松代藩の支配を受けておらず、また商工業者は善光寺に対して一定の役を奉仕する

ことによってその職を保障されていた。役としては伝馬役・歩行役・小被官役・職人役など

があった。また、近世期において、松代藩と善光寺門前町との間に干渉がなかった理由とし

ては、善光寺門前町がそれほど発展しておらず、善光寺町の定期市が近郊の農民を集める程

度であったため、松代藩の発展には障害がなかったからであると考えられる。善光寺の参詣

者は、宝永年間（1704年～1711年）頃から増加し、善光寺町では綿・木綿の取引が盛んにな

ってきた。このころ善光寺町には地域通貨として紙幣が発行され、近隣の農家はこの紙幣を

使って、善光寺町から生活必需品や日用品を購入していた。

　明治維新直前において、大門町へと続く後町には、大家20、表店12、裏店11の合計43戸が

立ち並び、その職業は太物３、仕立物２、金具細工２、大工２、銅金物・紙筆・瀬戸物・畳・

青物・塩油・呉服・擢臼・布買・鉄荒物・料理茶屋・綿漆・小間物・指物職・キセル・生菓

子・アンマ・賃糸・桶・酒・菓子・日雇・袋物・タバコ・伽師・髪結等であり、酒屋や茶屋

などは存在していなかった。反対に同時期の善光寺桜小路町は、全戸数166戸で、紙麻22戸・

糸繰15戸・古着太物８戸・その他小間物・日雇・菓子・穀屋・農業・青物・鍛冶屋・粉ひき・
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質屋・青物石工・紺屋・提燈・建具・足袋・木曽物（漆器）・表具・馬宿・べっこう・三味

線師匠・易者・瀬戸物・櫛・湯屋・洗張・念仏修業・左官等があり、門前町から少し外れる

事によって、門前町的ではない職業が多く存在した。さらに、門前町から最も外れた、妻科

村は46戸で、そのうち農業が19戸、たばこ・きせる屋・鍛冶・油・酒・馬医（獣医）・水車・

馬方・古道具・糸車屋・木綿などがあった。大勧進養育院の入院者はこの地区の農家へ手伝

いに出向き、農業体験や収穫時期にはその一部を施設の食料としていた。

　本来、直接参詣人とは関係のないこれらの職業においても、善光寺門前町では少なからず

参詣人の恩恵があり、このことから同じ門前町である高野山・身延山等とは多少異なり、市

場町・経済都市としての性格を持っていた。

　（２）善光寺門前町の組織

　明治初期において、狭義の善光寺門前町は町方と寺領３か村と門前に分かれ、これを通称

８町３か村両御門前と言った。これを整理すると次の通りである。

　両御門前　　①横沢町　②立町

　８町　　　　 ①大門町　②後町　③横町　④北ノ門町（後に新町・伊勢町）⑤東町（東ノ

門・武井）⑥西町（阿弥陀院町・西ノ門・天神宮町）⑦岩石町　⑧桜小路（上

西ノ門）※カッコ内は庄屋が兼務をしていた地域である

　３カ村　　　①平柴村　②七瀬村　③箱清水

　８町というのは善光寺町の古い町であり、幕末には十数個の町であったが庄屋は８人で、

１人の庄屋が幾つかの町の庄屋を兼ねる場合があった。

　両御門前である横沢町と立町は善光寺と密接な関係を持つ門前百姓といわれるもので、い

わゆる寺の専従職員的な存在であり、善光寺と宿町との争いがあったときも横沢町と立町の

署名はなく、善光寺の意向に従順に従った。

　明治初期には善光寺大門町が宿駅に指定されることになり、明治20年代になると、門前町

に集まった商人たちは、大門町は公設宿場たる権利を盾にして、事を有するときは領主善光

寺と争うだけの気概と経済力を持つようになっていた。大門町を中心として発達した町々は、

門前百姓的な立場で留まるような事態ではなくなってきていた。そこで寺側としては、特に

深く関係している横沢町・立町の両町を「門前」という名で温存したのである。この両町が、

制度上他の町々と異なる点は、屋敷役が寺関係の役のみで、特に十日役・男女役等、寺の雑

役に奉仕する役を多く含む点である。横沢町は善光寺の事実上の領主である大勧進裏手一帯

にあり、立町は大本願の裏手に位置したところに存在する。又、大勧進の役人（寺侍）３）の

邸は主に横沢町に、大本願役人の邸は主に立町付近に存在した。

　善光寺門前町は、もともと北国街道のルートとされた善光寺南側参道を中心に形成された

門前町・宿場町であり、町年寄りの支配下にあった八町及びその枝町と、大勧進及び大本願
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の支配下にあった両御所前の２町、さらに善光寺本堂南側堂庭から成り立っていた。八町に

は、大門町、後町、東町、西町、桜小路、岩石町、横町、新町があり、西町庄屋支配として

天神宮町、阿弥陀院町、下西之門町、横町庄屋支配として東之門町、桜小路屋支配として上

之門町、新町庄屋支配として伊勢町、両御所前として横沢町、立町であり、さらに隣接する

松代藩及び幕府領の各村のうち町場化した次の区域も善光寺町の一部とされた。具体的には

妻科村（松代藩領）として後町、新田町。石堂町。権堂村（幕府領）として権堂町。であ

り、善光寺町（善光寺宿）とは、門前町・宿場町を構成する各町の総称であって、検地帳上

の公的な村名は長野村（または権堂村・妻科村）であった。それは明治維新後の上水内郡長

野村あるいは妻科村、権堂村を経て現在の長野市につながっている。言いかえると、「善光

寺町」とは本来「長野村の一部」を総称する地名であり、「長野」の旧称が「善光寺」では

ない。

　善光寺町内の各町は、明治以降に改称され（桜小路から桜枝町に、天神宮町が長野町に、

堂庭町が元善町に、長野村後町が東後町に、妻科村後町が西後町など）、新たに起立したも

のとして（旭町、県町、南県町など）を含めて、1878年（明治11年）の郡区町村編制法によ

る上水内郡長野町または同郡妻科村1881年（明治14）年に南長野町、鶴賀村1885（明治18）

年内の通称地名として、さらに1889（明治22）年の町村制施行による上水内郡長野町1897

（明治20）年に長野市の大字長野、大字南長野、大字鶴賀内の通称地名として現在も使用さ

れている。

　（３）善光寺の仕組み（組織）

　現在の善光寺の仕組みを整理して、大勧進養育院の位置づけを確認するために概略を説明

する。善光寺が宗教法人として法律上の中心になっているのは善光寺事務局である。事務局

長が法律的には宗教法人善光寺の代表者になっている。事務局長の下に、事務局として局

長・次長・庶務部・財務部・文教部があり、次に法務局として局長・次長・教務部・法儀部

がある。さらには、営繕部として善光寺保存会が事務的な運営部として推進をしている。し

かし、実際に大きな力を持っているのは大勧進・大本願であり天台宗・浄土宗の大本山の号

を持ち、善光寺山内三十九寺をその下に付属させている。この三十九寺はそれぞれ独立の小

寺院で、宿坊を兼ねて住職は交替で事務局の役員を務めている。役員は必ず天台・浄土両宗

が交互に務めて一宗に片寄らない仕組みとなっている。営繕局の営繕部は財団法人善光寺保

存会を吸収しており、事務局の前進という位置づけで、明治三十九年に設立されて仁王門の

再建・諸堂の修理・雲上殿納骨堂の建立などの営繕を担当している。信徒総代はこの事務局

に所属し、20人の信徒総代が置かれている。この信徒総代は大勧進信徒総代から５名、大本

願信徒総代から５名、善光寺信徒会から10名選出されることになっている。

　善光寺内の院坊は三寺中と言って衆徒・中衆・妻戸の三派に分かれており、衆徒は天台宗



『信州善光寺大勧進貧民養育院の事業生成と社会的役割』

― 63 ―

で大勧進に属し、妻戸もともと時宗（十三世紀に一遍智真の開宗した浄土宗の一派。阿弥陀

の救済力の絶対的な強さを説き、信者の信仰のあり方を問わず、称名さすれば往生すると説

いた。）であったが1685（貞淳２）年、幕府の命令で天台宗に改宗させられ、その後は大勧

進に属している。中衆は浄土宗で大本願付きであったが、1710（宝永７）年幕府の命令で大

勧進の支配下になった。しかし、1877（明治10）年に大本願に服して現在に至っている。一

時的ではあるが徳川幕府時代において大勧進が権力をもった時期があるが1877（明治10）年

から大本願は再度一宗派として存在を復活させた。

　（４）当時の長野県下

　明治維新後15年前後の信州では中央政府の影響で様々な事象が起きていたことが理解でき

る。政治的・経済的・文化的・教育的視点の各分野において変革時期であるために安定感の

ない時期であった。一方では資本主義国家への進行により経済の仕組みが大転換をして、大

衆の生活は非常に混乱をきたしていたことが伺われる。このように伝統的な生活と新しい仕

組みの生活とが混同して前進していく社会では、この流れに沿っていけない民衆も多く存在

し、逆に新たな経済的富裕層も存在した。

　1881（明治14）年10月の松方デフレ財政が本格化し不況となったことは当時の生活問題に

大きな影響を及ぼした。松方デフレの内容は、政府は維新期の財政窮乏及び1877（明治10）

年の西南の役の軍備調達のために不換紙幣を大量発行した。そのために1879（明治12）年か

ら1881（明治14）年にかけてインフレーションが激化した。1881（明治14）年に参議兼大蔵

卿＊（律令制で八省の長官・明治の太政官制の各省の長官）になった松方正義は、官営工場

の払い下げ、租税の増徴・行政費の節約、正貨を節約して不換紙幣を焼却しインフレーショ

ンを収束して兌換制度（＊だかんせいど　紙幣を正貨と引き換えること）を確立した。これ

が松方デフレであり、この政策によって小資本や中小銀行が倒れて資本が集中し始め、中小

農民・貧農が米価の下落などで没落した。

　松方財政による不況に苦しんだ農民は、旧自由党左派の指導のもとに井上伝蔵らを幹部と

して困民党を結成、田代栄助を総理として蜂起。負債の減免や地租軽減などを要求して郡役

所・警察・高利貸しなどを襲撃。10日にわたる抵抗ののち、警官隊と軍隊により鎮圧された。）

この松方デフレのために、全国で借金党・困民党などが結成され、負債返弁の農民騒動が全

国で167件も起きている。

　同時期の信州ではどうであったのか。1881（明治14）年、この時期の長野県も松方デフレ

の影響を受け米価・地価が暴落、中農上層・小地主層の没落をはじめ農村は深刻な不況とな

り、大地主層はいっそう土地兼併１）を進める。飯山の第二十四国立銀行が、松方デフレのた

めに営業不振に陥り、大蔵省から閉鎖を命じられる。其の他国立六十二銀行なども不振に陥

る。これが原因で次第に無産者・賃労働者へと転化し、商工業者・士族も深刻な打撃を受け
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た。社会現象としては1884（明治17）年３月の通常県会で県民の窮状が議員から問題にされ

る。発言した議員は警察費をめぐる討論がされている。（＊史料長野県通常県会議事録：島

津忠貞議員）

　「今ヤ人民ノ情状タル、貢租スラ不納スル者アリ、公売所分ヲ受クル者比々ナリ、然ルニ

今亦此地方税モ不納者アリテ、公売ノ処分等ヲ受クルニ至テハ実ニ不幸極リナシ」と述べて

いる。

　中村兵左衛門議員は、「十六年通常県会ノ頃ハ、若シ不納者アラバ公売処分ノ法アリト言

フ迄にニシテ、未ダ実際ニ見ニナカリシニ、今日ハ之ニ反シ公売ノ処分ヲ受クル者比々アル

ニ至レリ」と述べて、明治17年に急に不納者・公売処分者が増えたことを指摘している。

　このころの地租を含めた国税の滞納額と人員をみると、1882（明治15）年475円余り、23

人、1883（明治16）年7561円余り、418人、1884（明治17）年3679円余り1311人、1885（明

治18）年337円余り、550人（長野県統計書）であり松方デフレの影響の最も激しかった時期

が明治17年である事が理解できる。さらに影響を受けたのは中小地主層である府県会議員の

被選挙権または選挙権の所有者であり、国税に関しては５円以上ないし10円以上の納入者の

層であった。また、このときの議会においての争点は、警察官の人員増が県民の経済生活を

困窮させ公売者や犯罪人が増えると主張され、かたや県官は世相の混乱で犯罪人が増えるの

を取り締まらなければならないと反発し、平行線を辿っていた。

　県民生活の破綻の具体的事例を挙げてみると、自殺者・盗難にあった家・逮捕された犯人

等で罪人の増加によって伺うことができる。（＊別表　長野県統計書）ほとんど1884（明治

17）年から1885（明治18）年にかけて、世相の混乱と人心の荒廃が極めて深刻であったこと

が明確である。それらを原因とする困窮者と棄児の増加が社会現象になっていた時代、この

時期が信州善光寺大勧進の社会福祉事業を創設する時期と重なりあうことは、大勧進養育院

が社会的に必要であった一側面を考察でき社会事業を創設する要因であることが伺われる。

４、養育院の設立

　（１）大勧進養育院の誕生

　1883（明治16）年３月10日に多くの篤志家達の協力によって開院した養育院の対象者は

「養育院設立方法第3条デ入院ヲ乞ウ者ハ当分管内ノ人民ニシテ、老小男女ノ別ナク実際貧　

困者ニシテ、自活シ能ハザル者ヲ入院セシムルコト。」とし、入院者は政府の法令を遵守す

ること、入院をする場合は親類と組合から書類を提出させて原籍戸長の添書を必要とした等

の入院条件や書類の手続き等が決められ、このようにして、老衰者・障害者・児童を入院さ

せた。

　創設者奥田貫照師は、施設運営にあったっては経営基盤構築の必要性を重視し、地域住民

の地域権力者を招集して役員組織を構築した。
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　（２）大勧進養育院施設運営母体の陣容

　収容施設を運営するということは運営財源の確保が重要である。明治初期の当時において

社会福祉施設を運営するためには自己資金の問題が大きく関係をした。つまり、この当時の

社会福祉事業に関しては行政から積極的な経済的援助は無に等しい状況であったために運営

に関しては自力で遂行をする他には方策がない実際であった。この条件下においても実践を

遂行する信念（使命感）は相当なものであったと推測する。実際には篤志家達を集めて組織

を整備した過程は、今後においての施設運営の継続の基礎となる強力な役職員の組織を形成

した。この組織形態と人的重厚は地域住民を中心に組織化されており、同時期に開設してい

る収容施設とは異なる特徴が内在する。

　基金を五千円として出資は天台宗一山で次のように分担した。金二千五百円大勧進副住職

奥田貫照師、金百二十五円宛吉祥院住職和田海王、最勝院住職大内海龍、威徳院住職林海

達、良生院住職彦坂信亮、金百円宛玉照院住職伊藤海王、尊勝院住職滝沢淳識、常徳院住職

佐藤淳栄、世尊院住職清水淳忍、円乗院住職中島淳覚、薬王院住職原義寛、蓮華院住職端穂

円海、福生院住職村上義亮、長養院住職小林良祐、徳寿院住職清水義邦、教授院住職水品義

孝、常住院住職内田義融、常智院住職宮沢栄覚、本覚院住職与良教栄、光明院住職松田山

輝、寿量坊住職小山純英、甚妙坊住職中村海王、常行坊住職田口智順、善行坊住職東条義

香、玄証坊北村義仙から生まれる五千円の利子を骨子として、一般篤志家に呼びかければ、

二十名を収容するに要する経費として約五百円の元資金が得られると予測をして1883（明治

16）年３月10日に発足をした。創立者奥田貫照師の徳望と地域住民を中心とした発起者の熱

意が合致して、長野町内外の有力者・篤志家を動かして陣容を整えた。

　具体的には、役職員として院長村田寂順（善光寺住職）・副院長奥田貫照（善光寺住職）・

監督　和田海王（吉祥院住職）・和田郡平（篤志家）・若林桂造（篤志家）・小坂善之助（篤

志家）・倉石吉左衛門（篤志家）・中沢与左衛門（篤志家）・藤沢長次郎（篤志家）・林数右衛

門（篤志家）が組織の中核として任務にあたる。次に財務を司る会計職として貯蓄　宮下太

七郎・前島元助・坂口佐太郎・藤井平五郎・荒木佐右衛門・山口条太・羽田喜助７名で地域

の経済人達で構成されている。幹事　清水淳忍・林海達・端穂海円・今井磯衛門・岩下伴五

郎・林文右衛門の６名が幹事であり、地域住民と善光寺大勧進関係住職・執事で構成されて

いる。会計査員として、和田金三郎・小林久七・諏訪部庄左衛門・落合重左衛門・長田甚十

郎・飯島幸吉６名、会計員として、彦坂海亮・中島淳覚・荒井利右衛門・藤沢忠左衛門・北

島宇兵衛・新井治助・原八十八・滝沢嘉助・徳間佐治兵衛９名。常議員として、原義寛・清

水淳邦・中村海宝・田口智順・長田直之助・岡本孝平・笠原敬次郎・岩下唯輔・臼井承・岩

下彦三郎・矢島浦太郎・林市三郎・水品平右衛門・金沢喜十郎・池田竹治郎・北沢久右衛門・

岩下半兵衛・水科仁左衛門・岡村喜兵衛・西条徳兵衛・中沢麻治朗・岩下源右衛門の22名。

施薬医として、青山仲庵・馬島文亭・山下晋の３名。町村補助委員として、長野町・鶴賀村・
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南長野町・吉田村の協力者たちであり、この協力者たちは運営基盤安定の方法として年賦制

度を取り入れているが、実際には地域住民に内容を説明しなければ理解が困難な方法である

ので、各地域の補助委員が推進役として関わった。まず長野町から、金沢久右衛門・宮沢三

五郎・森豊三郎・相沢昇兵衛・丸山啓作・徳永辰次郎・宮下太兵衛・北沢太七・中沢与三右

衛門・小宮政右衛門・藤井当治朗・清水藤蔵・羽田佐右衛門・須田覚左衛門・宮沢万吉・中

村甚右衛門・北沢磯五郎・笹本弥助・林彦右衛門・中村佐十郎・西澤儀八・会津長十郎・本

品弥五郎・原茂兵衛・牧野嘉助・雨宮源右衛門・深沢孝右衛門・渡辺仁兵衛・松田文五郎・

鳥居佐吉・山口善助・近山与五郎・中村善右衛門・松沢龍右衛門・西澤喜太郎・柳沢久助・

徳倉久右衛門・高橋彦助・藤井利兵衛・内田与右衛門・高橋兵右衛門・内田権四朗、長野町

の隣村である鶴賀村（現長野市）では、永井喜右衛門・原山太吉・山口久兵衛・一由喜兵衛・

北沢源八・中村栄治郎・立岩磯右衛門・北沢三郎右衛門・久保田新兵衛・田中太助・北沢太

兵衛・太田喜左衛門・山崎喜兵衛・山口伊吉・鈴木小三郎・藤　吉太郎、鶴賀村の隣町であ

る南長野町では、荻原政太・山田喜兵衛・西川六兵衛・宮沢清兵衛・北村甚蔵・五十嵐善吉、

吉田村（現在の長野県庁付近）では、神田平兵衛・丸山直三郎・三島藤七・長田孝兵衛が、

各地域の補助員として活動をした。

　（３）運営システムの特徴

　当時の社会福祉事業の運営において、国・県等の公的機関からの支援のない時期において

施設運営をすることは当然困難であったことは推測できる。此の際の善光寺養育院を運営す

る方法としての特徴があった。奥田貫照師は財源確保に関して、元資寄付金と慈恵者寄付金

を区別して資金調達し、その元資金も有効に利用した年賦金制度による利息収入と篤志家に

よる寄附協力の努力など経営方法に関しての才能があった。

　（４）地域権力者による運営組織

　明治10年代の社会的背景においては松方デフレの影響で長野県民の生活は厳しかった。す

べてではないがこの影響によって入院をした者もある。

　ここでは大勧進養育院の創設当初の役職員の名簿を基本に役員個人の背景を分析する。但

し役職員全員の背景を調査することは資料不足と、地域権力者といっても特別に地域に存在

感のあった者ばかりではないので、文献に名前の掲載されている人物の整理にとどまってい

る。役員総数62名のうち46名の背景が明確になった。町村の補助員はさらに判明が厳しい状

態であるが、71人のうち37名が判明した。この内容から養育院を支えた役員の背景からどの

ような特徴を有するのかを考察する。
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表１　役員の使命と職種等（創設期明治16年）
養育院院長 村田寂順

住職
善光寺住職

副院長 奥田貫照
副住職

京都府出身・東叡山で修行して数か所の寺院で住職をし、明治13年
善光寺に着任（35歳の時）事実上の創設者

監　督 和田海王 吉祥院住職　善光寺山門前の院坊

監　督 和田郡平 住職・吉祥院和田海王の親戚

監　督 小坂善之助

明治16年当時は
更級郡の郡長

実業家・政治家（衆議院議員）信濃毎日新聞社社長
明治22年「信濃銀行」創立・長野電燈会社（発電所の経営）伊藤博
文・松方正義とも親交深い・長野北信政財界の一人者
長野町商業会議所の創設メンバー

監　督 倉石吉左衛門
大門町

豪農
富裕な町民で先祖は大勧進の寺侍格であった。

監　督 中沢与左衛門

大門町

大門町庄屋・宿老・戸長
長野中牛馬会社設立　
長野商業会議所初代会頭

監　督 藤沢長次郎 行政官僚・被官・長野町第1回議員当選　明治22年４月12日
１級当選者・大勧進養育院開院式祝辞

監　督 林　数右衛門 行政官僚・被官　　長野町第１回町会議員１級当選者
養育院開院式で祝辞を述べる。

監督８名中７名 若林桂造氏が不明
貯　蓄 宮下太七郎 陸運会社設立

銅鉄商組合長　　長野商業会議所設立時メンバー
貯　蓄 前島　元助

大門町
代議士・明治12年４月長野県最初の私立銀行創設
銀行名「長野貯蔵銀行」・明治35年には菓子工場創設
明治30年長野市政市議会議員（最初の市会議員）
長野商業会議所創設時のメンバー

　　貯　蓄 坂口佐太郎 旅館業　宿老・旅館組合町年寄　
長野町会議員１級当選者（明治22年４月28日）

　　貯　蓄 藤井平五郎
大門町

旅館業　藤屋・本陣
長野町議会議員１級当選者（明治22年４月28日）
長野市政になって最初の市会議員・長野商業会議所創設
長野旅館組合長

　　貯　　蓄 羽田喜助
大門町

庄屋・長野電燈会社
会社をはじめる前は宿役人・宿役人から大門町の商人に転身

　貯蓄掛７名
５名判明

荒木佐右衛門・山口粂の内２名が不明

幹事 清水淳忍 世尊院住職
林海達 威徳院住職
端穂　海円 蓮華院住職
今井磯右衛門 善光寺大勧進執事・寺役人の筆頭・寺子屋師匠・９代目

大勧進代官・途中から大門町商人転身して財を成す
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岩下伴五郎 「長野新報」創刊者
岩下家は善光寺町の富商で幕末には向栄堂蔦谷（書籍商）
国学者岩下桜園の一族

幹事６名のうち５
名判明

林文右衛門不明

会計調査員 和田金三郎
西町十番地

商人　呉福・太物小売商

小林久七 経済人・明治36年に「長野実業銀行」創設
明治36年長野市議会議員・長野商業会議所創設メンバー

諏訪部庄左衛門
東町

商人　砂糖・水飴・諸油肥料「三河屋」
長野市政最初の市会議員（明治30年４月）
先祖は御家人・善光寺の悪党鎮圧や近辺の警護に当たっていた。

落合重左衛門
横澤町

町年寄
材木販売・土木建築請負

会計調査員６名の
うち４名判明

長田甚十郎・飯島幸吉不明

会　計 彦坂海亮 良性院住職
中島淳覚 円乗院住職
藤沢忠左衛門 新町の富豪・大勧進被官

第１回長野町町議会議員・１級当選者明治22年４月22日
北島宇兵衛
相ノ木

商人・内外綿花製綿御・真綿卸・「梅田屋」

滝沢嘉助
大門町

陶器商・
陶器の夜灯を善光寺本堂前に奇麗に飾り付けた。この発起人

徳間佐治兵衛 同心
９人のうち６名判
明

荒井利右衛門・新井治助・原八十八

常議員 原　義寛 薬王院住職
清水淳邦 住職
中村海宝 甚妙院住職
田口智順 住職
岡本孝平
千歳町

実業家・信濃毎日新聞創設者の一人
岡本煉瓦製造所（明治23年）
長野町第１回町議会議員当選・１級当選者明治22年４月28日

笠原敬次朗 長野市の旧家・家伝の「雲切り目薬」製造販売本舗
長野商業会議所会頭・善光寺信徒総代
息子の笠原十兵衛は商売と政治で活躍・養育院役員

岩下唯輔
大門町

富商
先祖は大勧進に多額の金を貸し付けていた。

臼井　承 旅館業「山屋」脇本陣
第1回長野町議会議員　２級当選者（明治22年４月28日）

矢島浦太郎 弁護士
長野市政の最初の選挙で市議会議員に当選・明治30年４月

林　市三郎 商人・石油業
第１回長野町議会議員　２級当選者
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水品平右衛門 信州教育に尽力・信濃新聞株式会社（後の信濃毎日新聞）
市参事会員（1900年には長野市立乙種商業学校を創立）
明治30年長野市政最初の市議会議員・商業会議所創設メンバー

北沢久右衛門
栄町

酒類・醤油「喜多屋」
長野市政最初の市議会議員

水科仁左衛門 水科小左平の長男・善光寺商人（戦国以来からの善光寺商人）
寺侍として２代目

22名のうち13名判
明

不明者、長田直之助・岩下彦三郎・金沢喜十郎・池田竹治朗・
岩下半兵衛・岡村喜兵衛・西条徳兵衛・中沢麻次朗・岩下源右衛門

施薬医 青山仲庵
馬場文亭
山下晋

　役職員の構成を大枠で分析すると、善光寺大勧進関係の住職が、役職員の筆頭に名前を連

ねているので、各役職（監督・幹事・貯蓄・会計調査員・会計・常議員）の責任者的存在で

あったのではないかと推測する。しかも、住職の立場で役員に就任している者は殆どが宿坊

を運営している住職で常時大勧進の膝元で生活をしているので施設運営に関して形式的でな

く直接的にかかわることが可能な環境であった。次に経済界で活躍する富裕層の起用である。

当時の財界・政界に関係する人物が起用されている。誰もが善光寺に関係を有する人々であ

るが、善光寺の一方的な依頼のみではなく自ら社会事業に積極的に取り組んだ人々が多く、

この役員組織では経済的支援のみではなく、運営組織としてのあり方を明確にした。

　（５）町補助委員

表２　町補助員の内訳
長野町 宮沢三五郎

東後町
「榊屋」
和洋銅物荒物

長野町 中村善右衛門 「千歳屋本店」
製造業・原料・問屋

丸山啓作
東後町

綿糸商「紀州屋」
綿糸商組合長

松澤龍右衛門 真綿屋
市議会議員

北沢太七
伊勢町

「釘屋」
味噌・精米業
明治30年の市議会議員
に当選

西沢喜太郎 書籍販売「西澤書店」
商業会議所・市会議員

徳蔵久右衛門
桜木町

「永楽屋本店」
生糸・繭商

高橋彦助
桜木町

海産物商

藤井利兵衛
東横町

酒・醤油・味噌

内田与右衛門
善光寺から借

箱清水村長
車坂東川店舗

高橋兵右衛門 善光寺貸地取り締まり人
藤井当治朗 旅館業 鶴賀村 永井喜右衛門 商業会議所・市会議員
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清水藤蔵 柏谷活版所 原山太吉
権藤町

時計店
「原山時計店」

羽田佐右衛門
東町（西長野）

米穀商・
羽田精米所

一由嘉兵衛 長野町議員２級当選
北沢源八 薬種売薬・染色類

医療機器販売
須田覚左衛門 石油商

父親が善光寺修復工事
に参加

北沢三郎右衛門 薬種商組合長
農業用薬品・薬種販売

久保田新兵衛
問屋町藤田

種類醸造業

宮沢万吉
東町

「小妻屋」水引傘
履物類・荒物

田中太助
東後町

製菓業
長野町議員２級当選

中村甚右衛門
東町

印刷業
中村活版印刷

北沢太兵衛
東後町

「島屋」海産・乾物
長野市議会議員

林　彦右衛門
岩石町

海産物問屋 太田喜左衛門
問屋町

米穀肥料・大豆・麦卸
「太田商店」

西沢儀八
元善町

「遠州屋」信濃名産
杏砂糖漬製造

南長野町 荻原政太 長野町議員１級当選

原　茂兵衛
元善町区長

「つちや」小間物・化
粧品・教育玩具

山田喜兵衛 海産物委託販売業
後の丸一市場

雨宮源右衛門
元善町

酒屋・米・味噌・醤油 宮沢清兵衛 長野町議員・市会議員
履物類・荒物類

渡辺仁兵衛
西町

醤油・酒商
商業会議所・市会議員

吉田村 神田平兵衛
丸山直三郎
三島藤七
長田孝兵衛

？

山口善助 国産真綿製造
卸小売生糸繭買取商

長野町　　45分の27で18名が不明
鶴賀町　　16分の10で６名不明
南長野町　６分の３で３名不明
吉田村　　４分の０で４名不明

近山与五郎 旅館業「犀北館」

　町補助委員は役職員の役割とは異なる。実際には運営中心ではなく地域ネットワーク的役

割を果たしていた。長野町には大門町・西ノ門・東ノ門・横町・などの大勧進側近地域とそ

の周辺町村で形成されており、町村補助委員は地域の家庭事情を抱えている者の相談に応じ

て養育院との連携を採った。具体的には地域の牽引的存在の人々でしかも身近に関われる商

店主であり、地域住民としての立場で支援をした。
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５、施設運営と財源

　（１）運営の特徴

　当時の社会福祉事業の運営において、国・県等の公的機関からの支援のない時期において

施設運営をすることは当然困難であったことは推測できるが、善光寺養育院を運営する方法

としての特徴としては、奥田貫照師の経営に関しての才能があった。創設者奥田貫照師は、

大勧進執事室での経理業務を担当した経験を有し、経理面からの視点で運営に関して長けて

おり金融機関との関係、企業関係の経営者等との面識も深かった。このことから、創設役員

には地域の有力者で構成し、さらに遠隔地域の担当として関係者による補助委員を選出して

いる。この職員構成により財源に関してはより広い地域からの寄付収集、また、貧困者の入

所の申し入れに関しても遠隔地からの収容を可能としている。

　（２）財源

　財源確保に関して、当初奥田貫照師は創設時に集めた基金を篤志家に貸与し、年賦による

利息収入による財源を運営費として見込んでいた。しかし、年賦の回収が思うように集まら

ず創設期には運営は困難を極める。その後の拡張期以降には長野県からの補助なども加わっ

てくるが、入所希望者増加に対応するためには自足自給の体制も必要となり、売店営業によ

る収入や、各方面の補助委員らによる慈恵米勧誘活動も行った。

　以下が、養育院運営における基本財源である。

１） 年賦金…元資金を地域の篤志家に貸し付け、10年間（年２回）の年賦返済にし、そこか

ら発生する利子を運営費に充当した。

２）慈恵金…町村補助員の慈恵活動による、金子による寄附金。

３）大勧進維持金…大勧進より運営費として毎年100円を支給。

４）長野町役場補助金…1895（明治28）年（25円）～明治32年（12.5円）支給。

５）長野県経費補助金…1901（明治34）年から金300円支給。

６）恤救米金…1900（明治33）年より毎年96円～312円（大正４年）支給。

７） 慈恵箱収入…各地に設置した慈恵箱（長野鶴賀町遊郭、長野善光寺大勧進内、小県郡上

田別所北向観音、長野善光寺萬善堂内など）への寄附金。

８） 売店収入…1910（明治43）年に善光寺山門下に建設された「養育院販売部」での販売利

益。

９）慈恵米…1909（明治42）年から1939（大正14）年に行われた白米寄付の勧誘活動。

10）物品慈恵…町村補助員の慈恵活動による、物品による寄附。

11）施薬…長野町内のＴ医師・Ｍ医師らによる医療奉仕活動。
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　（３）年度別寄附金品の推移

　それらの基本財源の中から、直接的な運営財源となる寄附金品４項目（寄付金、物品、

薬、慈恵箱）について、年度別にグラフ化したものが〈表-６〉である。

　1884（明治17）年から1889（明治22）年の間は、長野県下の器械製糸工場での生糸生産高

では好景気を見せるが全国的には松方デフレの影響による不況であり、養育院の経営は苦し

い状態が続いた。これは、運営費の基本財源に予定していた年賦金の納入不足が目立ったこ

とと、設立当初は金品の寄附活動には特に力を注いではいなかった事が主な理由として考え

られ、実際には年間所要経費300円は利子や寄附金だけでは賄えてはいなかった。そこで

1890（明治23）年には、「慈恵箱」の設置や、一般慈善家からの金品の寄附収集に力を注い

でおり、寄附の受け入れに関しては、1900（明治33）年の拡張期を迎えてからも安定した数

字見せている。これは、経済恐慌やデフレに対して実質的なあおりを受けていたのは年賦を

受け入れていた企業家などであり、善光寺に関係する地域住民や一般農家は直接影響を受け

ていなかったのが実情であったと思われる。

　（４）地域別寄附金品集計

　1883（明治16）年～1899（明治32）年の集計では、寄附者の住所の範囲は約150の地域で

〈表－３〉
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構成され、県内で長野48町区、上水内郡27町村、更級郡19村、小県郡７町村、上高井郡５町

村、埴科郡５町村、北佐久郡４町村、下水内郡２町村、筑摩郡、北安曇郡、松本町、上伊那

郡の地域から寄附のあったことがわかる。また県外は東京15か所、群馬県、秋田県、岩手

県、滋賀県、福岡県、長崎県からの記録が残っている。

　そこで、寄附の種類を寄付金、物品換算、慈恵箱、施薬換算の４種類で区別し、地域別に

見た場合、それぞれの地域によって寄附の内容に特徴がみられる。

　寄附の総額で見た場合、上位25位中善光寺近隣の町が上位８位を含め15町で占めており、

長野町全体が寄附の主体になっていたことがわかる。また門前町として早くから確立してい

た長野町は、参詣者を受け入れるための商業基盤ができており、各町での寄附内容の特色は

各町の役割を反映していると思われる。

１）長野鶴賀町

　寄附金額が最も多かったのは長野鶴賀町であり、期間総額で140円73銭となっている。こ

〈表－４〉寄附金品の地域別合計グラフ（1883（明治16）年～1899（明治32）年上位25地域まで）

（単位：円）
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の鶴賀町は1878（明治11）年10月に鶴賀新地として権堂から隔離された遊郭街である。その

内訳は慈恵箱が92円27銭、寄附金が34円16銭、物品寄付が14円30銭換算となる。慈恵箱は遊

郭内に設置されており、ここへの投銭は善光寺参詣者を対象に広く集められたものと考えら

れる。

２）長野大門町

　長野大門町は善光寺仁王門へ続く参道に位置し、いくつもの旅籠が軒を連ねていた場所で

ある。寄附の内訳は寄附金56円48銭、物品寄付が49円66銭となっており、町内からの寄附金

品の最も多い地域であった。

３）長野上西之門町・長野西之門町・長野東町・長野桜枝町

　養育院に医療面で協力していたのが、長野上西之門町・長野西之門町・長野東町・長野桜

枝町の医師や施薬者たちであった。とくに西之門町のＴ医師・Ｍ医師らおいては「患者治療

の事は両医師篤志をもって勉めて本院へ時々出張回診するも、薬価とも無代価にて治療いた

されし」とあり、薬・治療費については寄附同様、地域に支えられていた。

４）近隣地域

　県内近隣地域からは以下のとおりである。

上水内郡（27村から寄附金24円85銭・物品25円３銭）

更科郡（19村から寄附金38円38銭・物品７円015銭）

小県郡（12町村から寄附金16円40銭・物品７円05銭）

上高井郡（６村から寄附金４円65銭・物品２円75銭）

埴科郡（５村から寄附金４円88銭・物品１円50銭）

北佐久郡（４町村から寄附金11円10銭・物品１円50銭）

下水内郡（２町村から寄附金２円・物品87銭）

筑摩郡・上伊那郡・北安曇郡（３町村から寄附金2.5円・物品１円）

　分布として東北信地域からの寄附が多いのは、この地域からの善光寺参詣者が多かったこ

とが伺える。また、少数ではあるが中南信の参詣者も含まれている。

５）県外地域

　他県からの寄附については、善光寺参詣者による寄附と善光寺大勧進のつながりなどによ

る寄附金が集まった。

東京（15地区から寄附金51円33銭・物品４円70銭）

その他の県（８県から寄附金３円09銭・物品60銭）

　東京からの数字は、宿坊でつながりのある講組織から善光寺参詣が盛んであった事と、さ

らには浅草寺が天台宗の関係である事から寄附を集めていた事が考えられる。その他の県で

は善光寺に関係を持つ信者などの参詣者が含まれている。
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６）個人別寄附集計

　1883（明治16）年から1899（明治32）年までの寄附の内容について個人別に統計を採ると

総人数が366人で、寄附金総額402円99銭５厘、物品換算253円82銭、合計656円81銭３厘とな

る。継続性を見ると、寄附回数１回の者が243名で最も多く、1回から５回の者が合計314名

と大半を占める。以下６回の者が４名、７回の者が２名となり、８回以上継続して寄附をす

る者は６名となる。

〈表－５〉
例１：高額寄附者
氏名：轟市右衛門　住所：長野大門町

寄附年月 寄附種類 金額
1892（明治25）年９月 金子 10円
1897（明治30）年３月 金子 5円
1897（明治30）年11月 金子 5円
1899（明治32）年12月 金子 2円

〈表－６〉
例２：物品寄付者
氏名：小松政右衛門　住所：上水内郡安茂里村

寄附年月 寄附種類 数量
1890（明治23）年11月 饅頭 100個
1892（明治25）年５月 饅頭 100個
1892（明治25）年８月 饅頭 100個
1892（明治25）年９月 饅頭 100個
1893（明治26）年３月 饅頭 100個
1893（明治26）年９月 饅頭 100個
1895（明治28）年２月 饅頭 100個
1895（明治28）年５月 饅頭 100個
1895（明治28）年８月 饅頭 100個
1895（明治28）年12月 饅頭 100個
1896（明治29）年５月 返し紙 ２束
1897（明治30）年３月 返し紙 ２束
1897（明治30）年８月 返し紙 ２束
1897（明治30）年12月 返し紙 ２束
1898（明治31）年11月 返し紙 １束
1899（明治32）年５月 饅頭 100個
1899（明治32）年９月 饅頭 100個
1899（明治32年）12月 饅頭 100個
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〈表－７〉
例３：金子物品寄付者
氏名：近藤おはる　住所：長野岩石町

寄附年月 寄附種類 数量・金額
1895（明治28）年10月 味噌 １樽 
1895（明治28）年11月 金子 １円
1895（明治28）年11月 盛蕎麦 50個
1896（明治29）年２月 金子 １円
1896（明治29）年２月 蕎麦料 50銭
1897（明治30）年８月 金子 １円
1897（明治30）年11月 盛蕎麦 30個
1897（明治30）年11月 金子 50銭
1898（明治31）年２月 金子 １円
1898（明治31）年２月 盛蕎麦 30個
1899（明治32）年10月 金子 １円
1899（明治32）年10月 蕎麦 30個

　寄附者の中には、金子のみで寄附を行う者や、物品のみで寄附を行うもの、あるいは金子

と物品で行っている者など様々な特徴がみられるが、おそらくはいずれも職種に沿った寄付

活動であったと見られる。

　企業家は主に金子による寄附、長野町で商売をしている者は扱っている商品にて寄附をし

ていた傾向があった。ある例では、長野東町の豆腐店から20年以上に渡って油揚げや豆腐の

寄附を受けていた記録が残っている。

６、まとめ

　信州善光寺大勧進養育院は、地域住民の協力体制と、発起人の経営的知識に特徴がある。

この点については、施設運営を発起する以前から創設者奥田貫照師が地域に出向き社会事業

の必要性を説いており、この意思に賛同した人々が運営役員となって、創設当時62名からな

る組織を構築して出願の準備に当たっている。発起人の背景を分析すると、豪農・商店主・

医師等の富裕層ばかりが役員になっているのではない。役員は地域の住民の中からも選出さ

れており、救貧事業に関心のある人、経営能力のある人等、それぞれの役割を期待する人事

構成になっている。また、財源確保の方法として、年賦金制度・即納寄附等の仕組みで基金

の捻出をしているが、特に年賦金制度は他の施設に例をみない特徴である。

　約130年の長期にわたる継続的な運営には、常に財源確保と向き合う努力が必要であり、

経済的な余裕をもって運営した時期は短期間であった。何かと課題を抱えながらも事業を発

展させていくには、地域住民による組織的な支援活動が不可欠であった。それがあってはじ

めて継続運営が可能であった。

　養育院の基本方針として、収容されている児童が将来において必ずや社会のためになる人
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物になることを期待しており、貧困問題への対応が充分でない行政に代わって貧困者や貧し

い児童に生活の場を提供し、彼らの救護活動を地域の協力者とともに実践してきた。

　表８は、このような大勧進による養育院の運営と地域社会の対応を改めて整理したもので

ある。

〈表－８〉

養育院 課題・事柄 地域

宗教団体としての救護施設の設立
善光寺への窮民移入
貧民増加の問題

行政で対応できない困窮者や行旅病
人の発生

施設設立に伴う、原資金の提供 施設の設立
運営役員として協力
補助委員として協力

年報（考課状）などにより寄附募集の
広報

施設の運営費 慈善寄附金品などでの協力

院内における病人の発生 医療 町内医者・施薬者による奉仕活動

善光寺内や遊郭などの要所へ慈善箱を
設置

慈善箱 慈善箱への投銭

慈恵米寄附による組織的な慈恵活動の
発案

慈恵米
近隣地域の各村から組織的に寄贈 
慈恵米寄贈者の親族供養の保障

年賦返済時の利息発生による収入 年賦金 篤志家への貸付と年賦返済

原資金の銀行預金利息による収入 原資金寄付 篤志家による原資金の一時提供

慈恵会員制の設置 慈恵会員
会員としての金品寄贈
会員供養の保障

尋常小学校への就学に関する一切の学
費を負担

児童就学 児童の教育に関する保障

大勧進による死亡者の供養 院内死亡者供養 貧民供養の保障

卒院児童の就職支援 児童就職 住み込みを兼ねた職場の提供
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町内を対象に期限を決めた里親を募集 里親制度 家庭環境での生活の場を提供

養子縁組希望者を募集 養子縁組 養子縁組の受け入れ

販売利益からの収入および児童の貯蓄 養育院販売部 労働の場の提供

労働賃金からの収入 手業・清掃作業 労働の場の提供

補助金の要請
視察の受け入れ

補助金
長野町からの補助金
国・県からの補助金
天皇下賜金

　本研究は、養育院と地域との利害関係を含め「地域住民が大勧進養育院を支えようとした

意図は何か」「大勧進養育院は地域に対して何を返したのか」といった視点から分析してき

た。本研究は養育院研究の一端を示すものであるが、この段階であえて結論的なものを求め

るとすれば、養育院は、地域社会の抱える問題の解決方法を善光寺大勧進に対する信仰と重

ね合わせる形で提案し、地域に運営協力を求めた。信仰深い地域が社会は有力者のみならず

一般の庶民も含めてその提案に応え、地域社会が抱える問題を解決し、同時にそのことを通

じて自らの信仰を確認したのであろう。そのような大勧進と地域社会の関係が養育院の継続

運営を可能にしたと考えられる。
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Developent and Role as Social Welfare Organization 
of Sninshu Zenkoji Daikanshin Himnin Yoikuin, 
Nagano, Japan：Its Governance and Local Support

NAKAMURA, Eizo

　The last some 60 years after World War Two, under Article 25 of the Constitution, 

the Japanese social welfare has been established and developed legally, systematically, 

following governmental policy.  However, the spirit of mutual aid, people helping each 

other on a daily basis, came into existence in the ancient times and continued through the 

medieval times and into the Edo era.  When historical social-welfare issues are discussed, 

sometimes it is necessary to consider and understand not only the circumstances of 

welfare in the modern era but also in the post-modern era.

　The systematized social welfare in Japan has been in existence since the Edo era but 

not each one of them is discerned and consulted.  To study and know these cases and to 

add them to the development of Japanese social-welfare history would be useful for the 

future.

　The subject of this research is welfare （poor-relief）policy acts in the early Meiji 

era.  The representative poor law, “Mercy and Rescue” was established in 1874, the 7th 

year of the Meiji Restoration.  This law covered only those who had nobody to turn to for 

help.  It had been the only public assistance law in Japan until 1931, the 6th year of 

the Showa Restoration.

　During the time in which this law was in effect, religious associations and voluntary 

helpers, who spent their personal assets, contributed and supported the community.  

Those charitable associations and benefactors played a big part in helping to solve social 

problems.

　In this environment, a social-welfare facility, Zenkoji Daikanshin Hinmin Yoikuin, was 

founded by an assistant priest of a well-known public belief temple, Zenkoji, Rev. Kansho 

OKADA in a provincial city of Nagano prefecture.

　This facility was opened on March 10, 1883, the 16th year of the Meiji Restoration.  From 

the political viewpoint, it is obvious that the social background took the stance not to 

contend with social-welfare. However, Zenkoji Daikanshin Hinmin Yoikuin actively 
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engaged itself in this issue and established an organization for it.  The purpose of this 

thesis is to contribute to the history of Japanese social-welfare development to define the 

reality of social-welfare activities in the Meiji era by considering and studying about 

original members of the organization and their social levels, structure of the organization, 

life and the policy of the facility, their very unique and distinctive ways of fund-raising, 

the relationship between the facility and the local communities, as well as verifying 

historical background, political, economic, educational, and cultural viewpoints.


