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阿賀北の中心 新発田の歴史的概略 

０．「越後」と「北蒲原」（阿賀北）の範囲 
 

１．縄文・弥生・古墳時代（古代の辺境） 
 

２．平安～戦国時代（阿賀北の原点） 
 

３．江戸時代（水田開発、河川の改修） 
 

４．明治時代以前（新発田川・堀） 
 

５．大正時代（鉄道・羽越線） 
 

６．昭和時代以後（自動車・国道7号線） 
 
 

 



 
０. 越の国（越、古志、高志、胡四）→越後 

 



拡大された 

沼垂郡・蒲原郡→蒲原郡→分割：北蒲原郡 
（927年延喜式）           （1879年明治12年） 

 



1. 縄文時代の遺跡 



縄文時代の十日町・笹山遺跡 



新発田諏訪神社御柱（縄文時代の巨木信仰） 



阿賀北の縄文時代の遺跡 



稲作の伝播（唐津・菜畑遺跡から） 



阿賀北の弥生・古墳時代の遺跡 



 
城の山古墳（胎内市）:古墳時代300年頃（鉄剣・勾玉） 

 



飛鳥時代の大和朝廷の三柵（蝦夷との国境；防人） 



2. 平安時代の康平図（1060年「水沼の蒲原」防災マップ） 



佐々木三郎盛綱（源氏：佐々木vs.平氏：城） 
佐々木盛綱：藤戸（水島）の戦い 板額御前：建仁の乱 



要害山 櫛形山脈 鳥坂山 
佐々木氏・加治城    板額御前・鳥坂城 

 



鎌倉・室町時代の揚北衆（白川荘,加治荘,奥山荘,小泉荘） 



戦国時代の揚北衆（新発田氏） 



３．江戸時代：溝口秀勝（初代藩主） 



知政庁（→郡役場→三の丸小学校→郵便局） 



新発田藩≒（拡大された）蒲原郡 



江戸時代の正保越後絵図（1645年）：北蒲原郡図 



４．明治時代以前（舟の道：新発田川・堀） 



５．大正時代（鉄道・羽越線+昭和時代・白新線） 



６．昭和時代以後（自動車・国道7号線） 



阿賀北の歴史・文化の対立軸 
  １．阿賀北の農地：社会層の対立軸 
  豪農（市島家、白勢家、二宮家）vs. 小作農 
  木崎争議（真島家 vs. 木崎小作農） 井伊誠一 
 

  ２．軍都新発田：国家体制の対立軸 
     陸軍大将 今村均 vs. アナーキスト 大杉栄 
 

  ３．商都新発田：中央・地方の対立軸 
  財閥創始者 大倉喜八郎 vs. 図書館寄贈者 坪川洹 



１．豪農の館：市島邸（新発田市天王:市島謙吉） 



豪農の長屋：白勢長屋（新発田市四の町） 



豪農の館：二宮邸（聖籠町） 



木崎争議（1924-30年）・小作農民の弁護士 井伊誠一 



陸軍大将 今村均の生涯  
1886（M19）年 宮城県仙台で生まれる 
1904（M37）年 旧制新発田中学卒業 
1907（M40）年 陸軍士官学校卒業 
1915（T4）年 陸軍大学校卒業 
1918（T7）年 イギリス大使館附武官補佐官 
1927（S2）年 インド公使館附武官  
1931（S6）年  参謀本部作戦課長 
1932（S 7）年  歩兵第57連隊長 
1935（S 10）年 少将に昇進。歩兵第40旅団長。 
1936（S 11）年 関東軍参謀副長・兼 駐満州国大使館附武官 
1940（S 15）年 教育総監部本部長 
1941（S 16）年 第23軍司令官、第16軍司令官 
1942（S 17）年 第8方面軍司令官（ラバウル） 
1943（S 18）年 大将に昇進 
1946（S 21）年 ラバウル戦犯者収容所に入所 
1947（S 22）年 オーストラリア軍による軍事裁判判決（禁錮10年）、ジャワ島移送 
1949（S 24）年 オランダ、インド軍による軍事裁判判決（無罪） 
1950（S 25）年 インドネシアより帰国 、マヌス島服役 
1953（S 28）年 マヌス島刑務所閉鎖に伴い巣鴨拘置所に移る。 
1954（S 29）年 刑期を終え巣鴨拘置所を出所 
1968（S 43）年 死去、享年82 



西公園（厩・作業処→招魂社→公園） 



      アナーキスト 大杉栄の生涯 

1885(M18)年  香川県丸亀 で生まれる。父の大杉東は近衛軍人、母とよ、10人兄弟の次男 
1890(M23)年  父が近衛連隊から第16歩兵連隊に赴任し、新発田で育つ 
1899(M32)年  新発田中学を中退し名古屋陸軍幼年学校（フランス語科）に入学 
1901(M34)年  名古屋幼年学校を退学処分となり、文学を志すことを決め、東京に出る 
1902(M35)年  順天中学に入学 1903年、東京外国語学校仏文科に入学 
                進化論を原書で読む、幸徳秋水・堺利彦の影響を受ける 
1904(M37)年 「社会主義研究会」に出席し感化されて頻繁に平民社に出入りする 
1906(M39)年  東京外国語学校を卒業し、同年から翌年にかけエスペラント学校を開く 
1906(M39)年以後 社会主義運動にかかわり、度々逮捕される 
1908(M41)年  千葉刑務所で2年半生活する。アナキズムの本も多読する 
1910(M43)年  千葉刑務所から東京監獄に移され、堺利彦らとともに売文社をつくる 
1912(T1)年 荒畑寒村とともに『近代思想』、1914年に『平民新聞』を発刊する 
            『種の起原』を出版。妻堀保子の他に伊藤野枝との恋愛も続く、以前の恋愛相手の 
            神近市子から11月に刺される日陰茶屋事件が起きる、 
            以後労働運動に加わり、『労働運動』を刊行。 
1919(T8)年 クロポトキンの著作翻訳、密かに日本を脱出、上海で社会主義者の集まりに参加 
1923(T12)年  ベルリンで開催の国際アナキスト大会のため日本を脱出。『ファーブル昆虫記』初訳 
            サン・ドニのメーデーで演説を行い、警察に逮捕されラ・サンテ監獄に送られる 
            日本へ強制送還 滞仏中から滞在記が発表され後に『日本脱出記』としてまとめられる 
            伊藤野枝と共に憲兵に連行され憲兵大尉の甘粕正彦に殺害される。享年38歳 
 



大杉栄 『自叙伝』 



３.商都新発田 財閥創始者大倉喜八郎の生涯 

1837（天保8）年 越後国新発田の名主大倉千之助の三男に生まれる 
1854（安政元）年 新発田から江戸へ行き、かつお節店員、乾物店主をする 
1867（慶應3）年 鉄砲店の大倉屋を開業し、幕末・維新の動乱に乗じて販売を拡大する 
1873(M6)年 銀座に大倉組商会を設立し貿易および用達事業で、 
  台湾出兵・西南戦争・日清戦争・日露戦争の軍需物資調達で巨利を得る 
1874（M７）年 大倉組商会ロンドンに支店を設けて外国貿易の尖端を切る 
1878(M11)年 渋沢栄一と大倉喜八郎が東京商法会議所を設立（東京商工会議所） 
1881（M14）年 土木事業に進出 1883年鹿鳴館を建設 
1886(M19)年 東京電灯会社（現東京電力）を創設 
1887(M20)年 藤田伝三郎の藤田組と大倉組の土木部門を合併して日本土木会社を創立 
1893（M26）年 日本土木会社を引継ぎ、大倉土木組（現・大成建設）を設立 
1894～95（M27～28）年 日清、日露の戦争で膨大な利益を得る 
1900（M３３）年 大倉商業学校（東京経済大学の前身）を設立 
1904（M37）～23(T12)年大日本麦酒（アサヒビール）、帝国劇場、東海紙料（東海パルプ）、 
  日本化学工業、帝国製麻（帝国繊維）、日清製油、札幌麦酒（サッポロビール）、 
  山陽製鉄所、日本無線電信電話、大倉火災海上保険（千代田海上火災保険）など設立 
1928（S3）年 大腸がんのため永眠、享年90歳 



大倉喜八郎生誕地 大倉製糸跡地 胸像 



 
            図書館寄贈者 坪川洹平の生涯   
 

1874年（Ｍ7） 坪川瀬平とクイの末っ子として外ヶ輪裏に生まれる 
1880年（M13）三の丸小学校入学 
1888年（M21) 北越商興会付属新潟商業学校入学 

1891年（M24） 新潟商業学校を卒業後、神田の活版印刷所に就職 
         高橋光威訳『貧児立身伝』 を読み、第二のピーボディならんとする 

1896年（M29） ～住友銀行神戸本店・兵庫支店）・広島支店・呉支店 
1903年（M36) 住友銀行横浜支店へ転勤 東洋商会との出会い 

1908年（M41） 東洋商会入社 西成製紙に出向 
1911年（M44) 西成製紙社長  
1928年（S3)  浪速製紙（三菱製紙の前身）を代表発起人として設立   
1929年（Ｓ４） 東京・大森の金山製作所を戸川製作所として再建 
          新発田に新発田町図書館を寄贈 （→市立図書館） 
1938年（Ｓ13)  開館10周年に図書会館を寄贈（→市民文化会館）市庁舎建設寄付 

1944年（Ｓ19） 戦争で新発田に疎開、以後亡くなるまで新発田に住む 

1952年（Ｓ27） 名誉新発田市民第1号となる 

1958年（Ｓ33） 84歳で永眠 キリスト教式 市葬 



新発田町図書館（1929年開館）：市立図書館前身 



図書会館（市民文化会館前身） 旧市役所庁舎 



結びに 
  ＊縄文弥生時代からの生活：衣食住生活 
     「辺境」 「水沼」との戦い→豊かな水田地帯 
  ＊道・街道→水路（川・堀）→鉄道→自動車道 
  （周辺）「蒲原」「阿賀北」→農業、農産加工品 
     「豪農」 vs.「小作農」 
  （中核）「城下町」→「郡都」→「阿賀北の中心都市」 
     「軍都」 今村均 vs.大杉栄 
     「商都」 大倉喜八郎 vs.坪川洹平 
     「文化都市」⇒歴史図書館＋ミュージアム 

（諸橋轍次、吉田東伍、原久一郎・卓也父子、山川丙三郎） 
 ミュージアムを設立し、新発田の歴史・文化の時間軸を提供して、 
 生徒・学生・市民の自己形成に寄与したい。 
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