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【研究ノート】 

監獄都市の発生と消長に関する考察 

―月形町と三笠市を例として― 

横田 勉 

国際広報メディア専攻 博士後期課程 

benzo@imc.hokudai.ac.jp 
 

１．はじめに 

 

北海道の開拓時代を振り返るとき、“フロンティアスピリット”という名におい

て、屯田兵や民間開拓団らの地道な努力を称え、外国人指導者や国家官僚をヒーロ

ーとして崇めるのが常である。このことは、道民に愛郷心をもたらし、また、辺境

地である北海道のイメージアップにもつながっている。この点については、誰もが、

異論のないところであろう。 

しかし、真っ先に、未開の大地に駆り出され、開拓の先遣をなしたのは、フロン

ティアスピリットとは無縁の、「囚人」による強制労働であったことも事実である。

つまり、明治初期の国策として、北海道に複数の「集治監（しゅうちかん）」が造ら

れ、囚人が農地開墾や道路開削、鉱山開発に従事させられたのである。 

このような史実は、“定型外の歴史”として、あまり、眼に触れることはなかろ

う。しかしながら、否定しようのない事実として、今もその記憶を留めている場所

がある。すなわち、監獄を核として生み出されたまち、月形、三笠、標茶等が、そ

れである。 

従来、監獄（刑務所）に関する研究は、法学の分野を中心になされてきた。また、

監獄を単体として扱う傾向が強く、それが立地する都市や地域との関係性について

考察したものは少ない。本論は、監獄を核として形成された都市である月形町と三

笠市を例として取り上げ、その発生の経緯から、現代に至る変遷のプロセスを、両

者の比較を通して検証してみたい。 

 

２．北海道の集治監 

 

２．１ 国策としての集治

監建設 

明治に入り、新国家が樹

立される中、かねてより懸

案であった、「北海道開拓」

に目が向けられるようにな

る。幕末より、ロシアの南

下、異国船の出没等があり、

未開地であった北海道に、

北の防波堤としての役割を

もたせるべく、開発が急務 図１ 道内集治監の沿革 
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とされた。その先遣部隊として送られたのが、囚人であった。そのため、東京、宮

城に続いて、北海道にも「集治監1」の設置が検討されるようになる。 

集治監は、徒刑・流刑、終身刑囚や、懲役 10 年以上の重罪犯の収監を目的とし

て設置されたものである。また、明治初期、全国各地で起こった不平士族の反乱や、

その後の自由民権運動の逮捕者を多数収容した点に、特色がみられる。 

 北海道における集治監の目的は、次の一石三鳥を狙ったものであった。 

１．犯罪者や危険分子を内地から排除して、社会治安を維持する 

２．囚人の労働力を活用して、北海道の開拓に当たらせる 

３．釈放後、北海道に安住の地を与え、定住人口を増やす 

以上のような理由から、本監、分監を含め、５つの集治監が道内に設置されるに

至った。（図１） 

 

２．２ 北海道開拓と囚人労働 

明治初期の北海道は、道南の

一部地域を除けば、アイヌ集落

が点在するだけの、未開の大地

であった。そのような状況下で、

農地開墾に始まり、道路開削、

炭鉱・硫黄鉱開発、屯田兵屋の

建設等が、囚徒に割り当てられ

た労役であった。とくに、道路

の開削では、当初より、大きな

成果を上げており、各監分担で、

現国道 12 号線（札幌～旭川）

や 39 号線（旭川～北見）を始

め、わずか４年半の歳月で、道

内を横断する「中央道路」を貫

通させている。（図２） 

当時の社会思想としては、山縣有朋の『苦役本分論』にもみられるように、囚人

に対しては人権が軽視され、いわば消耗品とし扱われていたことを伺い知ることが

できる。実際、現場では、過酷な労働により、多数の犠牲者が出ている。 

難工事を極めた北見峠や丸山峠では病囚が数多く死亡しており、狩勝峠の工事で

は路線の枕木一本に一人の人柱といわれるほどであった。これらの区域では人骨が

多数発掘されるため、供養碑が建てられ、今でも慰霊祭が行われている。 

また、悲惨だったのが釧路アトサヌプリでの硫黄採掘である。硫黄粉や亜硫酸ガ

スにより、採掘開始からわずか半年の間に、死亡者 42 名、失明、栄養失調などの

罹病者 145 名を生む結果となっている。残忍な例としては、ふらついた囚人が看守

のサーベルに触れてしまい、反逆罪とみなされ、その場で斬殺される事態もあった2。 

このような状況を省みる明治 20 年代末頃より、開拓を目的とした外役主義から、

構内労働を主とした内役中心へとシフトし、監外労働といえば、本来の姿である農

地開墾や簡易建設作業が主体となる。 

 

 

図２ 集治監の位置と開削道路 

鉄道 
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２．３ 監獄都市の誕生 

明治期における監獄は、大きく２つに分けられる。一つは、札幌や函館などの都

市部に置かれた「地方監獄」であり、もう一つは、先にも述べたとおり、道内５か

所に設置された、「集治監」である。一般に、道内の集治監は地方監獄とは異なり、

「開拓」に主眼が置かれており、また、管轄も地方監獄が府県の知事に対し、集治

監は内務省の直轄として設置されている。 

さて、以上のような経緯から北海道に設置された集治監であったが、やがて、そ

の周辺に、空間的変化が現れるようになる。つまり、監獄を核として、まちがつく

られていくのである。 

監獄施設周辺に形成されたまちは、２つのタイプに分けることができる3。 

第一は、何もないところに監獄施設が建設され、その周囲にまちが形成されたも

のである。樺戸（月形町）、空知（三笠市）、釧路（標茶町）の３か所がこれにあた

る。このタイプでは、核としての監獄施設とまちの間には、形態的、機能的な一体

感がみられる。（図３） 

第二は、既存の都市から離れた所に建設されたものである。網走、十勝（帯広市）

の各分監は、このタイプに属する。すでに、母体となる都市があるため、監獄近辺

に新たな都市形成は見られず、わずか数軒の家屋と商店ができただけである。（図４） 

 

 

とくに、本論では、前者のように、監獄を核として形成されたまちを「監獄都市」

と呼ぶこととし、以下、明確な都市形成が見られる「月形町」と「三笠市」の２都

市について、詳しくみてみることにする。 

 

３.都市の形成 

 

３．１ 監獄の建設 

集治監の設置に当たっては、あらかじめ、いくつかの候補地が挙げられ、視察を

通して、適地が選ばれている。 

北海道における、第一号の集治監である樺戸監獄（明治 14 年開庁）の場合、初

代典獄（監獄長）の月形潔が現地調査を行っており、３つの候補地より、樺戸（現

月形町）の地が選ばれている。その理由としては、農耕に適した肥沃な土壌に恵ま

れ、石狩川の水運による運輸と交通の利便性が評価されてのことであった。（図５） 

図３ 釧路分監と標茶のまち 図４ 網走分監（左下）と網走のまち 
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一方、空知監獄（明治 15 年開庁）の場

合、幌内炭鉱の開発の命を受けながら、初

代典獄、渡辺惟精（これあき）の現地調査に

よって、幾春別川の河畔に位置する市来知

（現三笠市）に定められている。「イチキシ

リ＝熊の足跡の多い所」というアイヌ語の

示すとおり、開設当時は、ひどく不便なと

ころであったとされる4。（図６） 

北海道の未開地は、大きく、樹林地、原

野、湿地帯に分けられるが、概ね、初期の

集治監（樺戸、空知、釧路）が建て

られた場所は、樹林帯であったこと

が、記録よりうかがえる5。樺戸と空

知の場合、一方が低山、他方が河川、

その間に平地が広がり、山を背にし

て監獄施設と集落が一体的に形成さ

れている。発展性を有した土地とい

えるが、いずれの場合も、農地開墾

を前提としていることから、まとま

った平地が得られる場所に、監獄が

建設されているのである。もっとも、

未開地という土地柄、監獄が置かれる場所の適性でつねに問題となる、逃亡の抑止

や周辺への配慮などは、あまり重要視されていなかったようである。 

樺戸と空知の監獄建設を請け負ったのは、大倉組（現大成建設）であり、詳細は

不明であるが、東京、宮城などの集治監建設の実績を買われてのことと思われる。 

樺戸では、22.5ha の敷地内に、高床丸太組みの獄舎を始め、監署、工作場、病監

などが設けられており、全体として、庁舎を中心に据えた、明快な配置となってい

る。空知では、20ha の敷地に、同様の施設が配置されているが、建築用途のブロ

ックごとに板塀で区画されており、樺戸に比べ、有機的な配置計画となっている。

完成初年には、それぞれ、460 名、297 名の囚人が収容されており、ピーク時には

樺戸で 2,365 名（明治 22 年）、空知で 3,048 名（同 23 年）が収監されている。 

釧路集治監（明治 18 年開庁）は、全面的に、囚人労働によって造営されており、

これが置かれた標茶町には、次のような記録が残されている6。 

「無人に等しき原始林の中に、一挙に二千人近いひとが投ぜられ、忽然として、

政府の巨大な力による大監獄と一市街地が現出した。交通路線は強引に推し進めら

れ、仮借なき囚人の労役によって、土地は開墾されていった。急速に各種機関は整

備され、未開の東部北海道に全く周囲と独立して標茶市街が誕生したのである。こ

れは、決して、村民の力によるものではなかった」 

 

３．２ まち並みの形成 

樹林に覆われた未開の大地に造られた監獄ではあったが、次第に、周囲にまちが

形成されていく。 

樺戸の場合、河川の制約を受けるものの、監獄前面に格子状の近代的な街並みが

図５ 樺戸監獄の周辺 

図６ 空知監獄の周辺 
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形成されている。このような、整然とした街並みは、札幌や旭川などで、入植の際

に、大規模に実施されており、明治の開拓都市としては、標準的な形態といえる。 

このまちの場合、集治監正門より石狩川へとつながる空間に、一本の広い幅員の

道路が伸びており、こ

の道がまち全体に明確

な軸性を与えている。

「本監通り」と呼ばれ

た、このメインストリ

ート沿いには商店が立

ち並び、写真などから

当時の活況を窺い知る

ことができる7。この主

要道路は、同時に、囚

人護送の際にも利用さ

れており、この監獄都

市を印象づける、象徴

的な通りといえよう。

（図７） 

監獄の正面には、ほぼ全面に渡って、職員官舎が置かれており、それに隣接した

区域には、監獄との商取引をおこなう「御用商人」の館が軒を並べていた。さらに、

請負職の家屋などが建ち並び、川沿いの周縁部には料亭、旅館などのサービス施設

が点在している。これは、権力施設を中心として、全体が階層化された構造をもつ

まちの典型例ということができよう。 

 

一方、空知（旧市来

知村）の場合は、樺戸

のまちに比べ規模は小

さいものの、同じよう

な格子状のまちが形成

されている。 

正面から伸びる４

本の道路が、市街地側

へと貫入している。と

くに、正門から延びる

一本が戸長役場へとつ

ながり、メインストリ

ートとしての機能を果

たしている。ただし、まちを横切る街道（空知新道）があるため、樺戸ほど明確な

軸性はもつに至っていない。（図８） 

この集落は、東西に長い街区を形成しており、そこには短冊状の敷地割が見られ

るが、これは札幌などの開拓地に見られるアメリカ殖民都市のグリッドプラン、も

しくは、江戸の下級武士の住宅地に見られる「組屋敷」に近いものと思われる。間

口に比べ、奥行が長い形式をとることで、採光に配慮しながらも、効率的な街区構

図７ 樺戸のまち並み 

図８ 市来知のまち並み 
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成を可能にする敷地割りといえよう。 

職員官舎は監獄の西側に位置しており、中心街とはやや離れた位置にある。この

点、空知は、樺戸と異なっており、監獄内部の有機的配置を感じさせるような構成

となっている。 

まちの施設としては、現在の町村役場に相当する戸長役場にはじまり、郵便局、

病院、寺院、商店などが見受けられる。とくに、外国人技師のために洋風住宅が建

てられ、「異人館」と呼ばれていたことはユニークである。 

 

３．３ まちの状況 

先述したとおり、樺戸は農地開墾型の監獄である。その周囲には、広大な平地が

確保できるが、未開地ゆえ、周囲から閉ざされた空間であった。また、当時の交通

網は貧弱で、この地では石狩川の水運を利用しながら、外輪船なども運行されてい

たが、冬季間の結氷などにより、困難を極めていた。そのため、周辺の道路開発に

囚人労力が投入され、次第に、土地は開けていく。 

一方、空知では当初より炭鉱開発に主眼がおかれ、前年には小樽の手宮から延び

る「幌内鉄道」が開業し、監獄も、それに合わせた開庁となっている。監獄が置か

れた市来知村から幌内炭鉱までは、やや離れた位置にあり、そのため、幌内村に外

役所を置いて労役に当たらせていた。当時の幌内鉄道は、おもに、石炭輸送に使わ

れていたが、客車の運行もあり、道路が貧弱であったこの時代、地域の原動力とし

て活用されていた。 

当時これらのまちには「戸長役場」が置かれ、人口密度の稀薄な当時の北海道に

おいては、広域圏における拠点の一つとして機能している8。集落内には、郵便局や

銀行の出張所、学校、病院、警察署などの公共施設がおかれ、石狩管内、空知管内

の、広範な地域からの集客を担っていた。監獄を目的として造られたまちといえど

も、求心性をもった地区であったといえる。 

また、インフラ整備でいうと、囚徒による道路や宅地開拓に加え、上水道の設置

は特徴的である。当初より、その土地での水の悪さが指摘されていたが、明治 19
年に樺戸に、同 21 年には空知に、囚人の手によって、木管、および鉄管の上水設

備が敷設され、山間部より導水されている。これは本来、監獄のための設備であっ

たが、一部は民間にも供給され、近年までは、灌漑用水とし活用されていた。 

当初、まちづくりにあたっては、監獄長にあたる「典獄」の影響力が強かった。

彼らは、当時の内務省より送られた国家官僚であるが、郡長や警察署長も兼ねる権

力者であり、まちづくりにも多大な影響力を及ぼしている。 

特筆すべきは、釧路や樺戸の典獄を歴任した大井上輝前（てるさき）である。アメ

リカへの留学経験があり、クリスチャンでもある彼は、囚徒の教化にキリスト教を

導入し、樺戸の地に教会や競馬場などの施設をつくり、囚人野球チームの結成や、

学校にオルガンの寄贈もおこなっている。 

また、渡辺惟精は、監獄なき後の市来知の将来を懸念しているが、退任後、自分

名義の貸し下げ地をまちに寄付し、これを共有地として農地開墾に当てさせている。

今でも、彼の功績を称えた石碑を、まちなかに見ることができる。 

 

３．４ 集治監の終焉と、まちのその後 

明治も半ばを過ぎると、政府が開拓目的のため、北海道の集治監に負わせた、道
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路開削や鉱山開発という、初期の目標も、ほぼ達成された。また、この頃には日本

の社会も安定し、各種の内乱も影を潜め、恩赦、特赦などにより、囚人の数も次第

に減少したため、各集治監は、当初の役目を終え、廃監に至るのである。 

明治 34 年には、空知監獄がわずか 19 年で廃監し、そして、大正８年には、樺戸

監獄が 39 年の歴史に幕を下ろしている。 

 

さて、その後のまちの動向はいかがなものであったか。以下、簡単に記述したい。 

月形の場合、明らかに監獄を核として形成された都市であったため、監獄の廃止

は、まちとして大きなダメージとなった。その後、農業を主体としたまちづくりが

展開されているが、地方中小都市の宿

命ともいえる、人口減少と財政難が続

き、その間、監獄時代を偲ぶ声もたび

たび聞かれた。一方で、まちの過去を

前向きに捉え、昭和 54 年には、熱心

な誘致活動の結果、市街地北東部に、

新しい刑務所（500 人規模）の設立に

成功している。 

また、現在、月形では、観光産業に

も力を入れており、広域圏観光構想と

して「田園空間博物館整備事業」を展

開中である。その核となる施設が、現

存する木造平屋建ての監獄庁舎であり、水道遺跡や囚人墓地などの監獄遺産も加え

られている。このまちは、監獄時代からの歴史を今に受け継いでいるといえよう。

（図９） 

三笠の場合は、紆余曲折がある。 

廃監の際、監獄があった市来知村と、当時、勢いがあった、炭鉱街の幌内村と幾

春別村との間で、微妙な力関係が生じ、役場をどこに置くかで大きく揉めた経緯が

ある。これは、今の三笠市中心部に置くことで落着したが、多極分散化しているこ

の都市の性格を物語っている。 

監獄が廃止され、人口が急激に減少し始めた市来

知村にとって、もはや挽回策はなく、折からの軍需

や経済成長で好調な、炭鉱産業で潤った、幌内と幾

春別を尻目に見ながら、監獄のあった市来知は凋落

の憂き目をみるのである。 

しかしながら、エネルギーも石炭から石油へと主

役の座が変わり、昭和 62 年には JR 幌内線の廃止、

そして、平成元年には最後のヤマとなった、北炭幌

内炭鉱の閉山となる。つまり、三笠は三種の神器で

あった、「監獄」、「鉄道」、「炭鉱」の、すべてを失っ

たのである。まちがつくられた、その原初的な意味

を失くした三笠のまちは、いまだ、決定打が見つか

らず、人口減少も進み、中心商店街も衰退の一途を

たどっている。 

図９ 旧樺戸集治監本庁舎 

図 10 典獄舎煙突
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監獄があった場所には、現在、小学校と中学校が並んで立っており、前面の官庁

街であったところは、幹線道路を挟んで、戸建て住宅街となっている。この地にお

いて、当時の姿を残すのは、レンガ造りの典獄舎煙突のみである。（図 10） 

 

４．考察 

以上、集治監を通して、月形と三笠のまちを概観してみた。これらのまちを通し

て、いくつかの考察を加えてみたい。 

 

４．１ 都市空間の様相 

監獄という特異な存在をもとに形成された月形と三笠のまちは、その物理的形態

にも特徴がみられる。 

月形の場合、その都市形態には、古代条坊制や近世城下町のような、権力機関を

中心に、その前面に官舎が配置され、背後に商業地、住宅地と続く、明快なヒエラ

ルキーが見られる。さらに、正門から延びるメインストリートが、このまちを印象

づけており、奥に見える監獄本庁舎がシンボリックな存在として、視覚効果を演出

している。そして、このまちの門にあたるのが、石狩川の「監獄波止場」であり、

ここから囚徒が、大衆の目に晒されながら“みやこ”に上ったのである。つまり、

常にまちが監獄に支配されているという印象を与えているのである。 

三笠の場合、監獄と集落の間に、わずかな、ひな壇的レベル差があるものの、月

形のような階層性は見られず、強い軸性も感じられない。山や川の地形的要素に加

え、防風林や神社の境内などの周辺環境が、監獄と集落に景観的な一体感をつくり

出し、その内部には並木が配されるなど、開拓時代特有の、ローカルかつ有機的な

構成を見て取ることができる。鉄道の駅からは離れており、利便性の点では劣るも

のの、集落内を横切り、炭鉱街へと向かう街道も通ることから、このまちを一つの

通過点として捉えることもできよう。 

これらの、都市計画にあたり、詳細な記録は残されていないが、先にも述べたと

おり、まちづくりには、典獄（監獄長）の影響力が強く働いており、典型的な国家

官僚タイプの月形潔と、庶民的な視点をもった渡辺惟精との性格の違いが、都市形

態の相違として表れているのではないだろうか。実際、敷地選定から、マネージメ

ントに至るまで、彼らの裁量によるところが大きかった。 

西原義文らの研究では、都市内の要素として、監獄（地獄）、寺街（死）、花街（極

楽）を取り上げ、それらが一セットとなり、互いに“異界性”を高めあっていると

指摘している9。月形には、囚人が建てた寺院が二か所（北漸寺、円福寺）現存して

おり、市街地の外れには、数軒の遊廓らしき建物が昭和の始め頃まであったとされ

る10。開拓使時代の札幌では、中心市街地の周縁部に、札幌監獄署、薄野遊廓、東

本願寺が置かれており、また、函館では、火事で焼けた遊廓の移転地に近接する牢

屋が、不体裁ということで、移築を余儀なくされた例が見られる。これら、異界や

他界の要素が影響し合って、意味上の境界をなすことは、大変、興味深い。 

まちの計画にあたり、風水や陰陽道の思想を反映したものかどうかは不明である

が、物理的形態のみならず、その意味性も追求することが、今後の検討課題となろ

う。 
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４．２ 監獄都市の現代的意味 

交通路の未発達な当時の北海道で、幹線区域から外れた月形と三笠のまちは、自

己完結した形態と機能性を持ち合わせていた。また、監獄病院や上水道の一般利用、

監獄製品の販売など、塀を越えたサービスの共有性は、そのまちの特色としてあげ

ることができる。 

一般に、監獄（刑務所）は「迷惑施設」として、忌み嫌われる存在であるが、一

方で、財政難や人口流出に悩む、現代の地方都市にとっては、地域産業の活性化に

つながる、切り札ともいえる。 

月形の場合、新しい刑務所の誘致に成功しているが、それは、過去とは、逆の手

順を踏んだものであり、既存のまちにテコ入れを図ったものである。 

しかしながら、実際は、落札制度により、近隣の有力な都市に仕事を奪われ、地

元が得られる収入は決して多くはない。加えて、定住人口に期待された職員やその

家族も、買い物や娯楽などは、他都市に向かう現状があり、過去の栄光を現代に蘇

らすには至らず、この点、物流システムや生活様式の変化など、時代の違いを感ぜ

ずにはいられない。 

廃監からすでに一世紀近くの時を経て、いまや、当初の目的や機能はすっかり失

われてしまった。一方で、監獄を核として生まれた「監獄都市」の存在は、世界的

に見ても珍しく、その価値は大きいといえる。現代でも、工業都市、宗教都市、観

光都市など、基幹となる産業や施設がそのまちに冠して呼ばれるように、それらは

まちの個性を規定し、住民にとっても誇りや満足につながりやすい。 

まちが生まれた意味を前向きにとらえ、その存在価値を発信していくことが、こ

れからの監獄都市にとって必要なことと思われる。 

 

４．３ 共存と発展へのアプローチ 

監獄という特異な存在は、ときに、思わぬ恩恵をもたらすことがある。その一つ

として、「観光産業」があげられる。実際、「網走監獄」のように、移築保存され、

多くの観光客を集めている所もあり、まさに“迷惑な施設”から“歓迎される施設”

へと昇華した例といえる。このことは、都市のイメージづくりに加え、過去の行刑

制度を理解する上でも貢献しているといえよう。 

また、学術的価値としてみた場合、明治期の五大監獄11に代表されるように、欧

米の様式を取り入れた監獄施設は、当時の建築技術や行刑思想を伝える上で、重要

な存在といえる。北海道の集治監も、木造ながら、洋風の壁面に和風の屋根を載せ

た、折衷様式でデザインされており、開拓の理念や当時の行刑思想を織り込んだ貴

重な例といえる。しかし、網走監獄以外、その多くの建造物は現存しておらず、遺

構の調査や資料・遺物の収集、整理も十分なされている状況とはいえない。 

今後は、さらなる事実の掘り起こし作業が必要と思われる。加えて、一般への理

解も必要となろう。それは、開拓のための監獄というだけではなく、当時の政治的、

文化的諸相を反映したものでもあったということ、そして、辺境の地に造られた監

獄と、それをもとに生まれたまちは、それぞれが独立した存在ではなく、相互扶助

の関係にあったという事実である。過去の対外的問題を含んだ社会背景と、現代の

ローカルな志向性を持ち合わせた、特異な存在として後世に伝えていく必要があろ

う。 
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図５：月形樺戸博物館所蔵資料 

図６：三笠市立博物館所蔵資料 
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1 フランスのナポレオン刑法典にみる、中央監獄制・大流徒刑監獄（メゾン・セントラル）を邦

訳し、その制度を採用したもの。（重松一義（1985）『図鑑 日本の監獄史』（雄山閣）p.67 より） 
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3 小口千明（1983）「集治監を核とした集落の形成と住民の集治監像」（『歴史地理学紀要』通号

25、pp.43～70、歴史地理学会） 
4 『北海道行刑史』（p.151） 
5 月形潔の「北海回覧記」を始め、典獄の日誌、各監の沿革史などから、当時の状況が伺える。 
6 飯田實「北海道の歩みと集治監」（『北海道集治監論考』p.28）より引用。 
7 月形町の「月形樺戸博物館」では、記録写真を含めた各種展示資料により、当時の様子を知る

ことができる。 
8 まちの人口、および世帯数は、明治 28 年において、樺戸 2,493 人（732 戸）、市来知 2,677 人

（401 戸）であった。（『月形町史』、『三笠市史』より） 
9 西原義文、渡辺貴介、村田尚生（1995）「明治以降の日本における刑務所配置の特性に関する

研究」（『都市計画論文集』Vol.30、pp.469-474、日本都市計画学会） 
10 月形町郷土史研究会会長、熊谷正吉氏からのヒアリングによる。（2008.11.29 実施） 
11 明治 40 年から翌年にかけ、長崎、金沢、千葉、鹿児島、奈良に建設された、監獄施設のこと

をいう。煉瓦造り、または石造りの重厚な正面デザインを特徴とする。設計は、当時の司法省営

繕課技師、山下啓次郎（1868-1931）によるもの。 
 


