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根室地方の鮭鱒ふ化事業沿革

木 止に

小池仁氏15小伝

l¥:は慶応 2年(1866)5月 711新潟県巾

頭部潟町村大字舟津村の酒造監の当主一

郎の息 4人兄弟の 3男として生まれた。

幼年の頃は越後高同様の儒学苫，松下武

二郎に漢文の素読を受けた。(この師は

明治19年和田村屯田に移住した〕氏は男

の兄弟が 4人で，長兄は早逝L， 3人と

もよく勉強した。生家が酒屋でもあった

ので夜更けまで勉強した後は必ず、 3人で

一杯ゃったと L、うの 3人で 2升位を平げ

つつ勉強をしたというから相当いけたも

のであろう。

明治12年 (1879) 新潟I~rlj範学校速成科

を卒業した頃，本家と分家の間では養子

の話がiuて， l¥:に内羽の矢が立てられ

た。分家の叔父，吉兵衛の所では 2代続

いて養子を迎えており，吉兵衛にも子が

なく，氏も招かれて根室の叔父の養子と

なった。

|リ]治13年 (1879)10JJ船便て、根室に渡

り家業の漁業に従事した。時に14歳であ

った。

この叔父古兵衛という人は主主侠肌の人

で，頼まれれu:イヤとはL、えず，無暗に

保証人などになってハン合捺L，長父の

i政 }え

先後，その保証債務の仕末がつかず， 11. 

むを得ず，恨室町にあった家屋敷をr附

して一時別当賀に引込んだ。古兵衛は千

古斧を入れざる大密林に草家を構え，氏

とともに樵夫となり木材採取に従ったっ

ここでは再びかつての師松下先斗:と会

い，孜々営々と刻苦勉励する傍ら勉強に

もいそしむ機会が得られたの

たまたま秋深い頃の一日，父子ともに

別当賀川に遊び鮭数十尾を獲った。これ

を一夜掛りで焼乾しにして古網に入れ，

~~にとられないように軒に吊して翌日 仕

事から帰ってみると驚いた事に，子連れ

の熊と狼が数卜頭，お互に喧嘩腰でむさ

ぼり l吹っていた。腰を抜かさんばかりに

ピックリしたが，父は早速枯伎を集め火

金点じて，やっと追い払った。このことを

後年，氏はある人に「自分が幼時別当賀

の山中で伐木をしていた時代に川にサケ

マスは沢山侭としてくるので幾らでも捕

獲することができた。しかし堰につくも

のを未然、に捕る事は結局子孫を絶滅せし

むるものであるから， これはどうしても

人工ふ化に依って繁舶を図らねばなら

ぬのごれをすることは自分としては一つ

の封'亡ぼ Lであるから云々|といってい

る川
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1¥;(1， こう Lた万Ij"'j賀IUlflの仕す1今日

f')勉学は)，-11寺も忘れず続けられたわ父占

兵衛l工， .L¥:の将来を案じ，志を決して根

室町天杉菓子広に了稚奉公に出し勉学専

ーを願った。

こうした頃，すなわわIi}J治19年(1886)

~) ) J北米fT衆国の1牧師カーペンターた

Jt lJ~恨主回j に渡来，布教していたっ氏 :1111j

もなくキリスト教信長となったが， この

動機については，当時英語研究熱が盛ん

で，友人のすすめもあって，牧師の許へ

通った。父吉兵衛は真宗の熱心な信昌で

あったし，氏も勿論キリスト教には大反

対であった。前師の教訓lも影響して，場

介によってはキリスト教撲滅論を主張し

たこともあったわ従って外人牧師に英語

全学んでも，心から{高島に転化すること

は夢にも札i、っていなかった。しかるにだ

んだんカーベンター師に私淑するに従っ

てキリスト崇拝に代っていったハこのカ

ーベンタ一氏は Ii}j治21{Fl)J，在住i'l'iか

5カ)jにして永眼した('iいこ削lの臨終0)

枕頭にj立f=-iを|剖いて，保く心にiJとすると

ころがあったのこの信念は小i也氏の一生

を貫徹して社会奉仕の人たらしめたのい

わゆるミイラ取りがミイラになったとは

1(;の後年の述懐である。

そのあと，師の夫人が独り It:って熱心

に布教L， 9月には始めて男女 9名に洗

礼を施し，教会を組織したコ氏はこの中

の 1人であった。

|リ]治22{j三10月()11北海禁洞会(干しIPltで

l'IJ1F作られた会で，会長伊藤一隆，副会

長岩井新六〉が和国村に遊説し小池氏は

こ jl に共 I!\~ l ，後1¥，uJI型事となり i'illlミと

ふり似主J也);'0)禁ilHjiHJJ合主将 Ltニ。
1(;(よ生家が泊片てであったにかlJ、わらず

禁rl"j(土容易に実行できたが，矧草は111今

止められなくて，煙管をイロリの'11に投

げつけたこともしばしばあった。

天杉菓子屈を辞して明治22年，24pf立句{

まではヌキ，八木安太郎商匝の帳i坊とな

り，後には漁業にも関係するようになっ

たが，村に土木建築の請負 E事帳場は，

後年， 1:艮J主地)j民常ふ化場新設には，大

いに経験を生かして， 自ずから現場に?i'1

り込み工事監督に当ったの

明治26年 (189:i)には漁場の権利をflj

ていたところから，創古:聞もない根室漁

業組合(頭取藤野四郎兵衛，副頭取柳田

藤吉〕の代議員に選出されたが，実際の

漁場自営は翌年から始めた。更に明治28

年には根室昆布組合代議員に選出され

7こO

明治:n年春のある 11，氏は漁場の親方

であったが，春別の紳、大漁の祝洞に泥円15

した船頭が溺死した。氏は自ずから禁刑

を標傍していたが雇人の飲酒は白白にし

ていた。これが溺死事1'1ニを起したので t主

任観念におそわれ 1終夜海岸:に膝まづ

いて天の神様にお詫びのお祈りをしまし

た」と告白している。

手手練漁が忙しくなると漁場にIH向いた

が， 日曜日 にはほとんど帰ってきた。Ll

~Rの道程を馬で往復して教会に顔を 11\ L 

た。

夏には|白浜から宣教師がやってくる。

パーシュレ一夫妻，カーベンター老犬

人，それに婦人伝導者である。そして10

月ド旬には引揚げる。日曜日には子供た

ちの u曜学校の位話をし引続いて日曜の

礼十平， f支0)j，j'S主 1)も A 人で引受けオノLガ

ンも自分で 11r~ i与すr I;))，l命説教も祈とうも

やり多年の練併で i神よ!!神よ!!! (1実



に板についたものであったという。

明治33年 7月，根室町に一級町村制が

実施され，八木安太郎氏が 2級，小池仁

氏[5，兼古万iL三沢廷古4干の各氏が l級

に選出された。

9月になって氏は花咲町に 1戸を構え

た。また，小さい汽船も買って運漕業も始

め公私とも忙がしい生活が始められた。

この頃はまだ家族もおらず，炊事の婆さ

んを雇い， 3名の同居人と一緒に暮した

が，間もなくこのI昼さんも出たので，暫

らくはまた，男ttt帯が続けられた。来千平

とたまには碁，将棋もやったらしいが余

り上手て、はなかった。

氏は青年の教育には深い[1:1心を持って

おり同居人の前川氏も甥の密!哉氏も家の

関係で、小池氏のところに寄寓したが，前

川氏には札幌農学校に入ることをすすめ

て， わlif広に土地を持っているので， 将

来民学校を建てて教育する積りだからお

IIIjに手助けをして貰いたい」と話された

ということであるが， この己[-[同は実現し

なかった。

r(;はキリスト教を崇拝するようになっ

てから思想，人生観が一変して，漁業は

廃止して教育事業に一生を捧げようとし

て有力信者の後援を得てこの土地に実習

農学校を経営せんとしたが，仏教徒の町

長の反対に会って搾折した。しかし後年

道会議員になってからは，帯広と本別の

2カ所に1;.:学校を造った。

明治36年 4月，標津外二カ村水産組合

議員に汚選，続いて 6月には根室外二郡

水産組合議員および評議員に選出され

た。

越えて翌明治37年には，氏の政界第一

歩を印する垂大な転期を迎えたのであ
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る。すなわち明治34年 8月第一期道会議

員に当選した柳田藤吉は，明治37年 3月

第ー期衆議院議員の選挙に臨んだ。柳田

藤吉氏は根室甲辰倶楽部の擁~Î[今に依って

立候補し，一方根室実業同志会は一介の

浪人，須永清氏を擁立して立候補せしめ

た。 道会議員の場合は根室管内から元老

として独り舞台であったが，国政参与の

一端が聞かれ，両派とも必勝を期して闘

い，結果は柳田藤吉氏の当選となった。

柳田氏は議会に臨むに当って道議を辞し

政友会に入党した。この代議士選に小i血

氏は柳田氏のために大いに奮闘した結果

8月の第二期道議選にはその功が酬し、ら

れて当選した。

根室町は古くから手藤野氏，@>柳田J:(;，

11J県氏と，開拓の祖=開拓の功労古とし

て三指に屈せられる人で、あるが， ここに

鈴木松吉氏を会長とする練刺網期成会の

問題が台頭し，須永氏の努力によって目

的が達成され， これが実業同志会で，挙

IlJj一致で柳田氏を推さなかった原[):([もこ

の辺にあったようである。

r(;は明治37年 8月柳田氏のあとを継L、

で第 2期道会議員に立候補， j1正谷間三氏

等の後段を得て見事当選した。

明治38年すなわち日露戦争中の夏のあ

る日，当時水産試験場長であった佐々茂

雄氏は軍用権詰製造監督のため，根室地

方に出張し根室町jに滞在中，小池r(;はj也

元有志として始めて面政し，以来交直を

結んだ。漁防，製造の水産問題は勿論養

殖問題特にサケマスの人工ふ化問題につ

いての関心はだんだん深められた。

明治39年 8月，根室町第 3期町ー会議民

選挙に当選した。この頃はまた「漁LLjの

親方，ヤソの小池|で呼ばれ支た，白利i
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もしていたが，たまたま明治的年に庁立

水産学校が札幌の仮校舎から小樽の新築

校舎に移転し，祝賀式が挙行され，来賓

として出席し，演説の中にもしばしば

「われわれ漁師」としみ表現を用いてし、

た。

明治40年第 3期道会議員選挙には兼古

万吉とともに当選した。翌41年 6月十艮室

外二郡水産組合副組長，同年8月北海道

水産組合連合会評議員に就任した。

恨室外二部水産組合の組長は柳旧藤占

氏の息豊氏で組合直営の西日IJ鮭人工ふ化

場はすでに北海道庁に寄付して地方費に

移管され北海道水産試験場同別分場とな

っており，阿別J11のサケマス養航事業に

ついては，街漁の取締や親魚、の捕獲卒業

会行なっていた。サケマス養殖事業の推

進という事では組長よりもむしろ積極的

であった。 IlIr会議員，道会議員その他の

公l践にあって，関係方面との接触が多く

なるにしたがってますます痛切に感じ

た。この頃柳田藤吉氏は函館に在住して

おり， しばしば訪ねた折りに柳田翁から

衆ぷ院議員の後継者の話も H¥tこちL 小池

L((土木ーだ後継者として丘候補する資力も

戸明もなかった頃で、あった。

明治42年 5月15日柳田藤吉翁が病逝

し，根室でみ;葬を行なったときは葬犠委

HH:となり，氏の藤Iif翁に寄せられ戸手

h'i からほと l 王 L る司j~riJ朗読は ， I;JJ々 とし

て|引く人々の胸に迫るものは他になかっ

よことのことである。

明治421f11 Jj 25 H 根室外~:!\\\.n布水産

制作(組長へ本安太郎)，根室外二君¥¥水

PUll {t-(組長柳田豊)，標津外二カ村水

炉r創lfTを{ri.Jf:Lて恨室外四郡水陀組合と

改称 L，翌4:I{f5月， .L(は組長に就任

し，支えつつあっ式根室地方水産界の振

興は一重に氏に期待するところが多かっ

た。中でもサケマスの養殖事業に対する

熱意と健闘は氏の生涯中，特筆すべきすi

l債として永く賞讃されるものである。

組合と密接な関係にある水産試験場回

別分場を始めとして組合陣営の標津， AilT. 

臼および伊茶仁の各鮭人工ふ化場があっ

た。組合組織の拡大とともに羅日ふ化助

の収容施設を従来の 300万粒から 1，000

万粒に増大し，河川曳網漁業権を買収し

て+1止させ，標津ふ化場は 5月9flのIlj

火によって施設一切を焼失，経営難から

再興をあやぶまれたが，組合改組によっ

て復興し，氏自ずから丁一事の監督に当

り，更に下流の河川曳網漁業権全部会休

業させ，伊茶仁川では 5カ年間天然ふ化

を行なC'，当l幌JI¥では10数名の:看視人を

配置して厳重に密漁を取締り天然、産卵の

保護を加えた。

農商務省では漁村の維持発展を図るた

め専用漁業権の設定を普及した。これに

よって明治45年 3月恨室j魚業組合(組長

柳旧一郎)が設立され，氏は理事となっ

た。この頃氏は羅日の練漁均を借受けて

経営したが，場所賃も払えないほどの不

漁をし不漁男と称された。

明治43年 6月17日第 4期道会議員に恨

宝から中島義一r(とともに当選，翌44"1

6月の根室町会議員選挙には J従氷勝

郎，稲.fAIsの各Iむとともに苛j'i!iL tニ。

大正 2年，北海道第 2期111刑20カ1f，;¥

i同が樹立され 8 月 1こ i 土 4 遅して ~tl1ij .~白

議会議員に当選したσ この年後藤新、IFtf 

立憲同志会の台頭あり J首会議員の，¥"に

も同志会が誕生Lた。翌大正:1{rには111

木内問が海軍疑獄、ンーメンス事{'j で!j}l J;，!~



し. 12月衆議院は解散した。氏は同志会

から立候補して大正 4年 3月当選し 7月

には道会議員を辞任した。 11月の御即位

の大礼には参列jの栄に浴t.勲四等に斜

せられた。

大正 6年，時の北海道庁長官依孫一氏

が根釧原野を視察した。当時は満足な交

通機関もない頃で，根室から標茶までの

間は柳田家からl院馬車が徴用され，長行

と't;{崎拓殖部長とともに小池氏が同乗し

た。一行は武佐部落，中標津高台部落，ボ

ンベツふ化場，商別ふ化場を経て標茶へ

l(iJったが， この長宵視察，名ごりは，俵

怖の命名，虹別{更郵局の新l没，虹Jjlj~際

茶li司の道路間さくなどが:{-iなわれた。

大iL7年の者，残雪深き 4月. 1:1(;(1内

泌浄:左i寺il").羽生銀蔵の両氏とともに，

当幌川にふ化場の適地を求め乗馬によっ

て調査し現在の日十根別ふ化場を発見

し， 早速ふ化場が建設されたが， この地

に. 3名の頭丈字をとって小手l内(コパ

ナイ)と名付けられた。

この年氏はまた，明治41年に引続い

て，支那における水産製品の販路，その

他;17要の状況を視察のため調査団を組織

し， 自ずから団長となって現地調査を行

なった。

また秋のある日曜日の午後氏は，小樽

市外高山に半田芳男氏を訪ねた。丁度半

川氏は，ふ化槽内にて多数の稚魚を飼育

する方法の実験l十!であったが，根室j也)J

のふ化場にも応用せんとして多忙のq-fを
白ずから見聞のためで、あった。このよう

に組什の技術者を向ければ充分用が足り

る事でも，わざわざ自ずから山掛けると

L、う真情がうかがわれる一事である。

l日が J恨d主外四?tl¥水政争Il介長!日d'¥:，評議
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員の中には，専制組合すぎるきらいがあ

るとして，それまで例のない会計事務監

査を行なった。調査が綿密であったとこ

ろから陛間では異例なところから，水産

組合に何かィ、It.でもあるのかと驚ろいた

が，結果は大山鳴動して鼠一匹/1'，でず

で，それほど，氏は会計に厳正であっ

7こO

大正 9/'干5月には衆議院議員選挙にザ1

選した。

大正11年12月8U. 恨室外四1iG水産組

合(組長小池仁郎)は，ふ化事業開始30

周年をr記念してシュワンプト採卵場にお

いて. 1付泌重左衛I"J.伊藤鶴松，大賞tZl
松の各氏をそれぞれ，功労名， J~{l 虫j片~/(，

者一として表彰した。

民間団体としてのぶ産会は大正10年，

水産会法の施行以来， これを解散し m¥
l↑J水産会および北海道水産会に改組し，

主として水産製品の検査その他事業をた

めし，水産行政を補翼する機能の充実を

見た。

大正12年11月3日根宝外四郡水産会が

設立され，会長に小池仁郎氏，副会長に

柳田鉄三氏，阿部豊氏が就任した。

大正13年3月帝国水産会議員に被選， I'，ij
じく北海道水産会副会長に就任，同年 4

月，根室外四郡水産組合は根室鮭鱒養有(j

水産組合に改組し，組長小池仁郎氏，副

紅lJ主に石黒字古氏がl就iJ:. 11りもなく;:;Jl

衆議院議日に当選， 11月北i伝道水斥:会jく

に就任， 12汁勲:3等に叙せられた。

昭和 2イ十 1)Hii同水産会話Ij会長に就

任， 1口j1Fll)j‘株式会社根室11報社村長に

就任し た。この新聞社は，大正151H1}]

三上忠雄主宰で民政党後援のためi泣¥lL 

たものであるの
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~~1和 3 SF 2 月，衆議院議員選挙にと~

選， 11月には御即位大礼の御儀に召され

て伝杯 1{同を賜った。

i昭和 5::r衆議員選に当選， 9月国序:振

興委員を仰付けられた。

昭和 6年 4月，若槻内閣の普選運動で

有名な逓信大臣小泉又次郎の下に政務次

官となり，高等官一等に叙せられた。政

務次官は 8カ月勤めたの次官時代の 6JJ 
福岡で所管事務の一つである飛行場の視

察をしたことがあったσ 当時飛行機はー

般に危いという観念があったので，次官

白九体験し安全で快適であることをゆく

lW してほしいと飛行場長にすすめられ

て，ブオッカ -6人乗旅客機に乗り佐賀

。己主でが:r:l0分飛(fしたが， IIIJt¥: ( ;t初めて

のことであった。

l_¥:はある Fl，、1".旧芳男氏を訪ね，養鱒

lめ候補地}調査を依頼した。この調査では

JttJ作に沿えるものでなかったが， LC:の U

的とするところは，ふ化場技術員は老後

他に転11，放することがけ、l難であってこれを

救消したいという考えからであったの一

度fl-'d:かげたものは最後まで見てやると

いう附i泣から出発していていることは勿

l治て¥根宝地方の某ふ化場の主任の如く

在齢で実際にその職をやらせなかったに

も拘らず，その主任の名義を与えて多年

の功労に闘い、ていた。

11{1和 6年12月15日内閲は総辞職し，翌

7 {F 2月衆議院議員に当選し，安達謙治

LC:とともに民政党を脱して国民同日立を日Ij

¥r. L た。しかし昭和10年岡田を)J~~し再び

民政党に復帰したσ

昭和8年度末には，北海道民常鮭鱒ふ

化台業は:181，の異なった経常(';が58力FJi
のふ化I坊を経?Jfしていたのであるが， こ

れらの経営苦を説得してふ化場の設備を

無償にて同に寄付 L，国営の促進に努め

7ニO

|昭和 9年12月2611北海道鮭鱒保護協会

会長に就任Lた。理事長は't'-fH万1H巳で
あった。

昭和11年 1月，札幌からの上京途中，

風邪が重なって仙台で 1日休み，解散の

議会に出席し， 22日も方々奔走し， 2311 

淀橋区下落合の自邸で、力IJ療に努めていた

が， 24日午後 3時狭心症を起し遂に不服

の客となった。享年71裁である。

J次IE五{な勲三等小池仁郎氏の仮葬儀

は， 1月27Ll午後 1時から東京青山斎助

において，立憲民政党依孫一氏を委~!長

として，牧師寺尾章二氏司会の Fにキリ

スト教式によって行なわれた。

昭和11年 3月17H遺骨は松 f未亡人や

御子息に護られて根室に向い，日JJ2111 

午前 9時から根室公会堂においてIHJ1'(伴

が行なわれ， 会:葬作お丹今無!庖在 6印()川()余f名ノう" 〆j打非非11汗咋|ドド1γ寸，八川t;;J

fな:S:J担雌A必h儀であつたO

引用交けん

下記の各誌から引J1I和，1集いたしましたべ作

誌の発行者にお詑び内lし上げるとともに，お

ネLを中し上げます内

昭和18.4.25発行:似宅千百JJ両国側 1'.史:本

城玉藻編

!I日和11. 3.25発行:北海の水産:t(~76-0. :小

池会長追悼号:北海道ノJ¥.vi':会
II{j府111. 4.20発行:鮭鱒公報:;J.~ 8 11". ~\ 29 

号:北海道鮭鱒{呆進協会

昭和32. 1. 10発行;魚、と卵:VoL 8 No. 1 

11{1和132.4.23:北海道新聞:新銀1;I，+)c本，政

治Jるごのそ会 NO.75 小池{:rU; 


