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緩済学芸奇策 39-4 
北海遂犬繁 1990.3 

いわゆる糞尿問題の顛末 (3・先)

一一一近代日本肥料開離の一新商…一司

問中慎一

はじめに

I 問題の携主

五 いわゆる糞尿関患の発生

1. 前提

2. r街路便所主主深尿扱取取議議則」

〔誌上，第34巻第4

3. 紛争の惹起 〔以上，第37巻第4

置 n正に非ず酔!と非ず」

1905 (明治38)年12Yl18日の nu議新報』は一

見奇妙な f狂に非ず酔に葬ずj と提議する次の詑

の司きている。

「…昨晩岡山市弓/探J派出所筋合荷主容を曳ぎて行く

白十ふる嘉夫主る議あるに見援の巡査は主主の然燈火

なるに立た径めんと蜘殺しtこi比努は何台馬鹿なとヨミふ

て巡査に抵抗せんとする

に巡査は蔵、に派出所に遮れ行き説識をど加へしも宵

かず郊て巡1去に組付き腕力令以て争ふ機本気の沙汰

ともJ&江ず然りとて聖母狂にも赤らざるに後みながら

も穏に諭さんとするに茶の男は愈々カ癒をみれて格

闘を挑み勝るな通り掛りし巡資総炎が駆付け巡畿に

加勢し漸く耳主将へ岡山饗へ逮れ行き行政執行法に後

争処分せんとし種々取調べしに男は庶合せたる警部
・・おれ

会粂に対し策機等に言葉を交ふる抱遂に若手らず乃公

を認ぶ~婆為れば県令を連れ来れj県令に対しては慈

して遣まるなど与悪口線ぎを吐くのみか此のよは侭も

云はずとロを関ぢて役所氏名等も取立てざるに会事号

にても持て余し暫く放って援きしにすごすごと逃げ

ヨたちしと云ふ此男は酔援にもあらず又泉街自にもあ

らず多分一時自分勝手の精衿穏にやあらんとのこと

なり J82l (題点は特にことわらぬかぎちi5lm者がつ

げたもの，以下問様〉

12月16日の夜， 40議くらいの帯王手当旨ひく「農

夫風の努Jが爵U.J市内の派出所誌を通りかかっ

たところ，それが無機火だったので巡査が関い

したことから強まった，一夜の小さな出来

事である。読んで誰でもわかる事件ともいえ，

ことさら解釈など無用のようにもみえるo 解説

不要のたったそれだけの事例ニとみなすこともあ

りうるだろう O にもかかわらず，それをここで

全文引用銘介したのは，農畏たちの間で醸成さ

れていた反響察の機運がはからずも現われたも

の， と解するからであるo

初めから警察への反抗的な態震が欝わであ

り，説諭に王手をかそうともしない，それどころ

か巡査に腕力をふるってきたので二ついには格

樹となり巡表部長の加勢さと得てようやく取りお

さFえることがで払 「本紫の沙汰とも見えず然

りとて酔狂にも非らざるに緩みj といぶかるほ

どであった。そのあと岡山襲警察署に連行して取

調べたが，警部や巡ヨをといった饗察官吏レベノし

を無読するがごとき無礼な言動なので結昆もて

あまし放免の形になった， というのである。

壮年のF母体労織で鍛えあげた精農とみとめら

れるこの男も岡山へ出市ずる汲取農民の 1人で

はなかったか，そして岡山県令 f街路便所波尿

瞭摂取取繕規制」が1901(努治34)年10月25日に

議定されて以来，不識をつのらせてきていたの

ではないか。

82) Ú"山鶴新報~ 1905(明治38)年12月18日， n王に非ず
酔に非ず」。
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'1師走どき夜まで荷車を引き労働にいそしんで

いる昨もかかわらず，ささいなことで派出所の

巡査に注意され，はては岡山警察署まで連行さ

れ警部から取調られていく中で，その怒りは爆

発していったのだ。ただし， I此の上は何も云

はずと口を閉ちて住所氏名等も申立てざる」と

冷静さを完全に失いはしていない。岡山警察署

ではなく「県令」を相手にするとか，黙秘に入

るとかからはむしろ堅い意志をも感じさせる。

とするならば， I悪口雑言」をあびた警察が

「此男は酔狂にもあらず又真面目にもあらず多

分一時自分勝手の精神者」と見たのは，的はず

れであろう。むしろ I狂に非ず酔に非ず」と

の，想像力喚起的な評論惹句を掲げた新聞の方

が事態の真相に近づいていたのではないか。そ

して，こうした堅い意志は 1人この男だけのも

のでなく， 1902 (明治35)年3月に封じ込められ

て以来，隠忍自重してきた汲取農民たちに広く

共有されていたものであったといえよう。かれ

らは来たるべき新たな状況を凝視していたので

あり，この意志が集団的行動となって現われる

のは間近に迫りつつあった。時間的流れからい

えば， この事件はその前兆とみていいくらいな

のである。

ただ，これの検討にうつるまえに， 1905 (明

治38)年12月下旬から翌年(明治39)1月上旬に

かけての，警察と農民との関係を具体的に示し

てくれるものを次に 2点あげておく。

(1)1906 (明治39)年 1月8日，御津郡横井村大

字横井の斉藤三次 (23歳)，御津郡伊島村大字津

島の難波京作 (23歳) ・難波重春 (21歳)I等」

(新聞のこの表記は，上の 3名だけをさす複数

の意か，それとも 3名以外にも人がいるのだが

省略した意なのか不明)は I岡山署に於て尿

尿汲取取締規則違反として各金五十銭の科料に

処せら」れている的。

(2)1906 (明治39)年 1月9日，御津郡横井村大

字横井の中相為吉(38歳)は「呼出しの上科料金

83).W山陽新報Jl1906(明治39)年 I月9日， r規則違
反」。

五寸1銭を申渡された」が，前年(明治38)12月22

1日の午前 9時に岡山市大字富田町の小川月江方

で「制規の時聞を経過し糞尿を汲み取りたる」

ことがその罪状とされた刷。

以上2つの例から，警察は「街路便所並尿尿

汲取取締規則Jを盾に取って、汲取農民への処罰

を続けていたこと， 20歳台・ 30歳台の青・壮年

層をターゲットにしていたふしがあること，そ

の「制規の時間」への固執は強いもので 1時間

程度のオーバーすら黙認せず違反者を20日も逆

上ってさえ摘発していること，などがわかる。

これだけをみれば，警察側の一方的攻勢と農

民側の劣勢という構図しか浮かばないかもしれ

ないが，実はその背景に農民たちの大きな動き

がすでに起こっていたのである。

N 糞尿問題をめぐる攻防

1. 農民運動の再燃

c1 J I御津上道農事肥料研究会」

先に関説したことだが，岡山市内の人糞尿を

汲取る御津郡・上道郡農村民で「御津上道農事

肥料研究会」なるものが組織されていた。それ

がし、つ成立した組織なのか，はっきりしない。

新聞記事によれば，すでに1900(明治33)年には

組織されていたことになるが85) (そして先に関

説したところでは一応この時点にしたがったの

であるが〔本稿(1)66頁J)，他方，それよりあと

の1902年の紛争の際に組織されたという意味あ

いの一一同一紙で，それも 6日後の日付の一一

新聞記事8のがある。(これは新聞につきもの，

と言ってしまえばそれまでだが，相前後矛盾す

る事が平気で書かれていることもある新聞記事

を史料として利用する場合の難点がこういうと

ころにも存する。その精度が必らずしも高くな

84) ~山陽新報Jl 1906(明治39)年1月10日， r科料金」。
85) ~山陽新報Jl 1906(明治39)年1月3日， r糞尿酌取

人集会」。
86) 8の『山陽新報Jl1906(明治39)年1月9日， r市内

糞尿と附近村落J。
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く，時として誤報も含まれている可能性をかな

り有する新聞記事なるものを，にもかかわらず

史料として利用せざるをえない。本稿の課題に

とってはそれ以外に事実経過を復元するにたる

史料は存在しない，と筆者は判断するからで

ある。本稿の課題が依拠すべき最大の史料は新

聞なのだが，その記事が事実誤認をしているの

ではなし、かという危倶の念をもちつつ史料に接

することになる，接せざるをえない。つまり，

ょくし寸史料批判が必要となるのだが，問題は

それが通例以上の要件になるという点である。

そしてこれが本稿の課題を論及する際の制約

一ーありがたくない制約だが， しかしながら論

及を不可能とする拘束ではないーーとなって現

われる。)

『山陽新報~ 1906 (明治39)年 1月9日の「市

内糞尿と附近村落」と題する記事である。そこ

には不正確な点が含まれているものの，この間

の経過がわりと詳しく書かれており，参考とな

る点も含まれているので，やや長く次に引用し

ておこう。

「岡山市に接近せる上道御津両郡の各村部落は従来

岡山市内公共便所及各戸の糞尿を汲取り農作物の肥

料に供し其補償として米穀若くは金銭を支払ふ習慣

なりしも去る三十四年八月〔十月〕岡山県令を以て

糞尿汲取取締規則〔街路便所並尿尿汲取取締規則〕

を発布し酌取時間を制限し午前七時又は八時と規定

せられたり然るに近接地たりとも遠きは一塁近きも

五六町を隔つる村落より出て、て制限時間に汲取を終

るには遅くも午前四時又は五時頃に着手せざるべか

らず而して該時刻は市民の尚ほ睡眠中にして門戸を

叩き通路を求むる等汲取人の煩累は勿論市民の迷惑

少からず然るに此等の不便は汲取人に於て暫く忍ぶ

と雄も農民は元来年中長暮耕怒に従事し糞尿汲取の

如きは其余暇を繰合せざるべからず若し汲取人を雇

はんとせば賃金を徒費せざるべからざるの不経済な

りと云ふに在りて当時関係村民は集会協議の上一時

汲取を中止し農事肥料研究会なる者を組織し学理的

肥料の購入及使用の方法を執り岡山市を糞攻にせん

と企てたりしも警官等の斡旋に依り各個随意契約を

為し今日に及べるが尚ほ時間制限の不使を唱へ嚢き

に上道郡宇野村大林寺に於て関係村民の大集会あ

りJ87J (l Jヲ開者，【以下同様)

文中で指摘されている点からいくつか摘出す

れば，

①御津郡・上道郡の農村民が岡山市内の糞尿

汲取料として米穀や金銭を支払っていたとある

が，公共便所を汲取る場合が金銭支払い，各戸

を汲取る場合が米穀であったろう(金銭支払い

は各戸を汲取る場合にもあったかもしれないこ

とをも推測させないこともない)。

②岡山市内へ汲取りにでる村落の距離を近く

で 5~6 町c1町=60間=約 109 mで計算する

と約550m~650m) ， 遠くで 1里 (4k皿)とし

ており，遠い所から汲取りにやって来ているこ

とをみとめている(ただし実際はもっと遠隔地

から来ていたはずで、ある)。

③汲取制限時間のために汲取りは遅くとも午

前4時または午前5時に始まるとあるが，汲取

り開始がこの時刻であれば，汲取人が自家を出

発するのは真夜中ないしは夜明け前ということ

になる。

④岡山市内の糞尿を肥料として必要とする農

民は波取人を雇用してまで汲取ろうとすること

があり，この場合には他人労働へその雇用労賃

を支払わねばならず，それは「不経済」な経費

負担と受けとめられるが，かかる面での現金支

出という新たな事態の中ではこれまで基本的に

は嬬米とL、う都市住民の必須の需要に応じた特

定農産物ではあれ自家生産の現物支払いで不満

足ながらも一応は事足りていたく都市からの自

給肥料〉の入手が I学理的肥料」の購入に類

似したコスト負担になるものと意識されやすく

なる。つまり，く都市からの自給肥料>の入手

に現金支出が必要となるなら，そもそも貨幣を

必要としないという意味で他給的ながらもく都

市からの自給肥料>だったものがそもそも初め

から現金購入に頼らざるをえない「学理的肥

料」と貨幣支出を要するとし、う側面では同列の

ものであって，この 2種類の肥料は相互に代替

可能だし，むしろ農民が施肥労働の都合(肥料

入手時期の適否，施肥作業の難易，施肥効果の
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大小など)次第でその利用を適宜に選択1しえ，一

場合によってはく都市からの自給肥料〉一ーそ

の入手には経済外的要因により阻害される可能

性があるものーーから「学理的肥料iJ-ーその

入手は経済的要因で決定されるもの一ーへの大

幅な転換もありうるのだという意識一一当初は

萌芽的な観念にすぎず，明瞭に対象化された強

固な意識でないにしても一一ーで、ある。

⑤「当時関係村民は集会協議の上一時汲取を

中止し」とあるのは1902年 1月の事態であろう

から，その時に「農事肥料研究会」の組織をみ

たという理解が示されているのであり，この 3

日前の新聞記事と相違する。そこで速断を避け

るなら，その成立時点、はなお未確定のままにな

らざるをえない。

@ r岡山市を糞攻にせんと企てた」農民運動

が終息して以降，警官などの「斡旋」が行なわ

れ，農民と市民との「各個随意契約」により汲

取りがなされてきたとL、う。したがって，契約

内容は様々であり，汲取料も一律でなくなって

いた状況が推測される。

ところで，この引用文の最後に見える上道郡

宇野村の大林寺での「関係村民の大集会」とは

何であろうか。それは後述する1906年 1月3日

の集会を指すはずであるが，話はそれより数日

前一一1905年一ーに逆のぼらなければならな

い。すなわち，その成立日は定かでないが，遅

くとも1902年までには成立し，以来その組織メ

ンバーと組織力を拡大強化しつつあったで、あろ

う御津上道農事肥料研究会によって，以下のご

とく 1905年の暮に始まる新たな農民運動の幕が

切っておとされるのである。

(1) 1905 (明治38)年12月30日の集会

日露戦争の終結した1905(明治38)年も押し詰

まった12月30日，岡山県は上道郡宇野村の帝釈

殿なるところには，農民70余名以上が集まって

L 、 Tこカ~， その模様は次のごとく報じられてい

る。

「備前国上道御津両郡に於ける岡山市糞尿酌取人を

以て組織せる肥料研究会にては客蹴三十日上道郡宇

学:研 究 、39-4

明治38年12月30日の「糞尿酌取人集会」を
報ずる『山陽新報~ (明治39年 1月3日〉

野村大字西河原帝釈殿内に委員会を開きたるが来会

者七十余名にして会議の要件を聞くに従来岡山市の

糞尿代は去三十二年迄は一人に付一ヶ年玄嬬米一斗

を支出せしが翌三十三年同会協議の末一人に付七升

を減じて三升となし之れが為め両郡にて約七万余円

の利益を見るに至れりと雄も尚高価の嫌あり大坂市

の如きは別に代金を支払はずして酌取り居れる位に

て敢て無代価を望まざるも一人一ヶ年一升宛位にな

さんと云ふにあり又右協議取纏の上は一切同会にて

引受け各人に酌取らすこと等協議せしも何分各村に

於ける酌取人の意見もあることなればー先づ引取り

各村にて更に協議の上今三日該委員は再び西河原帝

釈殿内に会合し協議する由」ω 〈ゴ、ンック引用者〕

文中で太字(ゴシック)の箇所は理解に苦し

むところなので，意図的にそうしたわけであ

る。だから，まず太字の箇所について説明して

おこう。これを文字通り受けとれば，大人1人

当り 1年分の代米を儒米(玄米) 1斗とするの

は1899(明治32)年までで， 1900 (明治33)年から

以降1905(明治38)年末までは 3升になっていた

と解釈できなくはない。むしろ記事に忠実たら

んとすれば，そうならざるをえないといえよ

う。が，そう解釈しては間違いだろう。代米1

斗が1900(明治33)年に 3升となり， 以来その

ままで続いて来たのなら，先に検討した 1902

(明治35)年初めの農民運動が掲げていた代米減

額要求が不可解なものになるし，これから検討

していく新たな農民運動の展開を整合的に理解

88) W山陽新報~ 1906(明治39)年1月3日， r糞尿酌取
人集会」。
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できなくなってしまうだろうからである。 tCi
だ，次のように言えるかもしれなし、。従来の代

米 1 斗ないし 7~6 升という水準が1902(明治35)

年初めの農民運動によるプレッシャーを受け

て， 7~6升あたりを上限としつつその下方で

いろいろな額に設定されて場合によっては 3升

くらいにもなるとし、う新たな水準に改変されて

いっていたのではないか， と推測される事態で

ある。なお 3升という額はこの間一貫して御

津上道農事肥料研究会が目標としてきた代米水

準であり， しかも広くは容易に実現しえないで

きたものではなかったか。すなわち，御津上道

農事肥料研究会は組織の取り決めで一律に代米

3升としてきたが，実際には農民と市民との各

戸での随意な個人契約では組織外的要因の作用

も手伝ってバラバラの代米額に結果していく実

状にならざるをえなかったということだろう。

つまり 3升は御津上道農事肥料研究会が組織

として成り立っていくために，組織メンバーに

本来はかかる水準であるべきだと指示した一種

のガイドラインであったろう。したがって，御

津上道農事肥料研究会としては現行の代米は 3

升であるべきはずのものだという建前を対外的

には， とりわけ新聞記者などには表明し続けね

ばならなかったのではないかと思われる。史料

不足のため不確かではあるが，差しあたりはこ

う解釈しておこう。

さて，集まっていた70余名の農民は御津上道

農事肥料研究会の委員，つまり岡山市糞尿波取

人組織の有力メンバーの一団であった。農事肥

料研究会に加わっている御津郡・上道郡の村々

における当該問題に関してのリーダ一層から成

ると考えていいこの委員会での協議から次の諸

点が導きだされる。

①岡山市の場合を他の都市，具体的には大阪

市の場合(そこで、は無料で汲取っている，すな

わち農民は無償で人糞尿を得るという有利な立

場を確保しているらしい。ただし，これは極め

て精度の低い未確認情報だったはずだ。? と比

較し，あたかもそれをあまり遠くない将来到達

すべきr地点:と目 Lて参考にしつつ，このいわば

先進例との距離を縮めんという思考パターンな

のである。

②新たに獲得すべき代米の水準が議論された

らしく，たとえば 1人当り 1升にするという減

額要求が打出されている。しかも，これは当面

の要求額であり，将来はゼロを念頭においてい

る。つまり，大阪市の例にならってゼロにした

いところだが，急、にそれを要求するのはラディ

カノレにすぎ，差しあたり今回はこの程度の額

(もっとも，この 1升であれば代米額としては

最低レベルのものになってしまうといえよう

が)を目ざしてはどうかというー案であろう。

③ゼロの実現を間近かに目論んだといえる代

米1升が組織決定されうるなら，契約の形式も

変更すべきで，今後は個人契約ではなく，汲取

り引受けの窓口を農事肥料研究会一本とし，そ

のうえで研究会組織メンバーの農民に配分して

汲取らせる新たな方法を採用するという。

集会での協議はこういうものだが，それは委

員会内の意見にすぎなし、から，ひとまず散会

し，各村々における広い扱取農民の意見をふま

えたうえで，改めて委員会を翌年早々に開催す

る運びとなったのである。

(2) 1906 (明治39)年1月3日の集会

年末から新年にかけての数日の聞に各村々で

どういう意見がだされていたのかは知ることが

できない。ただ，代米の現状に「高価の嫌」が

あることは農民みな一致して認めたにしても，

現行の建前=3升と目標の大阪市=ゼロとの中

間を採用したかのごときく 1升案〉は，現実に

展開している幅のある代米水準(7 ~6升あた

りを上限としつつその下方でいろいろな額に設

定されて場合によっては 3升くらいにもなって

いた。したがってむしろ 3升なる代米額はあま

り実現されていなかったので、はないか)とのギ

ャップから，到底実現不可能といった予測が支

配的だったのではあるまいか。

だから多分，通常この数日聞は 1年中でもと
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りわけ平穏になるはずであるが，この時にはそ白

うならなかったらしい。そのことは，予定通り

1月3日という期日に集会は聞かれるのだが，

所期の委員会ではなく，委員会の枠をこえたよ

り広い大集会となっていったことからもうかが

われる。

旧正月ではなく一足早い新正月だとはいえ，

まだ三箇日だというのに，宇野村の大林寺境内

は人だかりがしていた。 4日前と同じ帝釈般に

今度は 200余名の農民が集まっていったからで

ある。すでに指摘したように新聞をして「大集

会」と言わしめた，その模様は次のごとく報じ

られている。

「備前国上道御津両郡に於ける岡山市糞尿酌取人は

糞尿代減少の件に関し・…ー去三日上道郡宇野村大字

西河原帝釈殿内に再び集合し協議する処ありたるが

当日の来会者二百余名にして午後一時開会従来糞尿

代として玄橋米三升と規定せるも三升以上を支出せ

ざれば之を酌取らさ父る町内もありて権衡を得ざる

に付此際断然各町内とも三升以内とし行末は無代価

にせんと決定するや右交渉委員として各村より一名

づ与を選出するとし後委員選定の上は直に岡山市に

交渉し万一談判不調に至らば酌取人は一時市の糞尿

を一切酌取らずして黄金の浪を漂はせんと迄の意気

込を以て退散せしは午後六時過なりき因に右酌取人

の組織せる肥料研究会に於ける目下の会員数は二千

余名にして会長には佐藤虎吉氏 (上道郡)， 副会長

には石原馬吉氏(御津郡)其他役員若干名ありと云

ふJBの

この時点一ーすなわち1905(明治38)年末現在

ということになるかーーで御津郡および上道郡

に在住する岡山市糞尿汲取農民2000余名から成

っていたと L、う農事肥料研究会は 1月3日に，

その組織メンバーの約泊に当たる 200余名を集

めえていた。新年早々にもかかわらず午後 1時

から午後 6時すぎに及んだというから，そうと

う白熱したらしい集会での協議から次の諸点が

導きだされる。

①従来からの「糞尿代Jの規定額=i玄儒米

89) 11山陽新報JI1906(明治39)年1月6日， r糞尿酌取
人集会」。

!三升」が実現していなし、。岡山市は町内聞で代

υ米額が異なり， i三升以上」すなわち 4升ない

し5升あるいはそれ以上の代米を農民が支払わ

ねば頑として汲取らせようとしない町内がある

らしく，岡山市内が代米不統一とL、う不均衡な

状態にある。

②町内によって，あるいはまた各戸との個人

契約によっても，その額がまちまちになってし

まっている代米の「三升以上」とL寸現状は汲

取農民たちの不満であり， しかも建前ではなく

現実の代米額に 3升プラス αという上限がはっ

きりしていないことが農民たちに我慢のいかな

いものとなっている。

③そこで， i三升以内」つまり 3升を上限と

しつつその下方で設定される額ならいいだろう

という具体案が打出された。 4S前の12月30日

の委員会でのく 1升案〉でなく，このような

く 3升上限案〉に改められたのは，く 1升案>

では市民の猛反発を招き，またおおかたの支持

も得られないだろうから，今回はこのあたりの

水準を目ざしてはどうかという考えがあったの

であろう。それは，将来「無代価」すなわち代

米額ゼロにするという点では同じ見透しに立ち

つつも，それに至るステップとして，上限を 3

升としその下方， したがってく 1升案>も包み

込んだより幅のある案となった。(なお， 記者

子はこれを「決定Jと伝えているが，後述する

ように，これは決定事項とはならなかったよう

だ。おそらく，有力な具体案として打出された

が，特に反対をうけず，否むしろ大方の賛同を

得られ，一つの指針を与えるものとなったので

はあるまいか。決定事項としなかったのは，そ

うするとむしろ農民側の手を縛るとし、う配慮が

あったのかもしれない。)

④運動のスケジュールとしては，まず各村で

1名づつの交渉委員を選出し，ついで交渉委員

が岡山市と「談判」に入るものとした。岡山市

との交渉が「不調」におわるならば，汲取りを

全面的にストップし，結果的に「黄金の浪を漂

はせん」という圧力をかけることにしたので、あ
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る。

200余名が出席したこの集会は「総会」と位

置づけられ，総会決議を行ない，その決議文を

御津上道農事肥料研究会の組織メンバー全員に

配付する運びとなっていく。農事肥料研究会は

2000余名を組織していたから約 1割のメンバー

が正月休みを返上して集ってきたことになる

が，反面では約 9割のメンバーが参加していな

かったわけであり，新年異例の 5時間に及ぶ集

会の内容を総会決議という形で不参加者も含め

て全組織メンバーに知らせる必要があったから

であろう。しかも，これを周知徹底させるべく

文書を作成して配付したようだ。というのは，

文書の作成・配付は手間どるものであり，新聞

社がそれを入手するのも総会から10日近く経っ

てからのことだからである。すなわち， 1906 

(明治39)年 1月13日付の『山陽新報』は「糞尿

問題と決議」と題して，その決議文を次のよう

に掲げているのである。

「岡山市各戸の糞尿酌取に関係せる御津上道両郡中

市の附近部落民の組織せる御津上道農事肥料研究会

にては去三日総会を開き左の決議を為したる由なる

が不日会員一向に配付する筈なりと

一，本会員が従来岡山市民と糞尿酌取に関し個人契

約を為し居るに相互に於て価格の一定せざるは本会

の主意に反す~ものと認むるに依り明治三十九年度

より個人契約を全廃し本会に於て岡山市民と協商の

上酌取契約を為す事

一，岡山市民に対す~糞尿代金は岡山県農会技師に

嘱托し分析を為し其価格を定むる事

一，岡山市民に於て本会の協商に応ぜざる時は本会

長の通告により断然酌取を停止する事

一，本会員にして一人たりとも本決議に違反する者

あ~時は違反者の村が本会に積立しある金は全部没

収す~こと」ω(ゴシック引用者〉

文中で決議文の箇所を他と区別する意味でゴ

シックにしておいたのであるが，御津上道農事

肥料研究会がこれから配付する手管になってい

ると報じられているこの決議文が，総会におけ

90) W山陽新報Jl1906(明治39)年1月13日， 1糞尿問題
と決議j。

る決定事項だったとみてL、し、だろう。それは要

約的に繰り返せば次のようになる。

①現行の個人契約をやめ，代米額の不統ーを

改めるために，農事肥料研究会が「岡山市民と

協商の上酌取契約J 団体契約を「明治三十九

年度よりJ(おそらく 1906年 4 月~)締結する。

②「糞尿代金」はその肥料分析に応じて「価

格」決定していく。(すなわち公的な第三者の

分析で得られるはずの肥料成分により糞尿の価

値は客観的に価格として現われてくると考えら

れており， r学理的肥料」との比較が意識され

ているとみてL、し、が，ここで述べられているよ

うに，岡山県農会技師に嘱託して分析結果を得

られたかどうか，史料から確認できない。)

③「協商J=交渉が拒否された場合，農事肥

料研究会長が「断然酌取を停止J=汲取ストラ

イキを通告する。

④農事肥料研究会のメンバーはこの組織決定

に従わねばならず，仮に 1人でも違反者をだし

た場合，その村の組織メンバーが農事肥料研究

会に納入している全員分の「積立金」が没収さ

れるというペナルティを課する。

獲得目標，戦術，組織決定の厳守ならびにス

トライキ破りの防止といった組織体制固め，な

ど農民運動を推進していくうえでの必要条件を

盛り込もうとしているのである。

さて，このような決議文を広く配付していっ

たとしても， 2000名以上もいれば，組織メンバ

ー全員の一致した意思表示を待ってから初めて

組織として動きだすといった悠長なことは言っ

ておられない。能動的な部分はいち早く行動に

移っていくのであり，当面それは次にみるごと

く，岡山市側との交渉という形になるのであ

る。

C2J 大林寺

ところで 12月30日に70余名 1月3日に

200余名の農民が参集し， 今後もかかる集会の

場を提供することになる大林寺とはどのような

お寺なのか。上道郡教育会が1908(明治41)年に



30 (540) 経済学1研究 39-4 

着手して以来10数年の地道な郡内踏査と史料採

訪などの努力を経てようやく 1922(大正11)年，

「山川草木皆千古の変遷沿革を語る。而して過

去及現在に於ける吾祖郷の実相こそ永久に吾人

の権威にして亦生命なれ。……吾人の祖郷の実

相を闇明し，過去の光輝を発露して，未来永劫

の光輝たらしめんが為J9!) に編纂・刊行された

『上道郡誌』の一節に，

「大林寺 宇野村大字西河原字本村

一，宗派 日蓮宗

二，本尊釈迦多宝本化四菩薩

三.由緒寺伝に云ふ文禄元年創立なるが.一時廃

絶したるを， 日伝上人の再興したるものなり。而し

て境内なる庚申堂は伝教大師の作なる帝釈天王の木

像を安置せるの故を以て名高く，所謂庚申日には遠

近の参拝者甚だ多し。

四，境内坪数六百六十四坪

五，檀徒分布区域西川原，浜，岡山市内ノ一部

六，備考毎年旧暦七月二十一日施餓鬼及毎庚申日

に，帝釈天王会式あり。其当日は近傍よりの参詣者

議)2お!I=IL-oJ92) 

とある。

その所在たる上道郡宇野村大字西川原字本村

は，旭川の東にして山陽鉄道の南に近接して位

置する。岡山市郊外の田園地帯であり(本稿(2)

40頁の第4図参照). その「檀徒」は西川原と

浜の二大字そして岡山市内の一部だとあるか

ら，半ば岡山市化しつつある近郊農村のお寺で

あり， しかも，そのわりに 600坪以上の比較的

広い境内を有していたから，御津郡からやって

来るのにも便利なお寺になっていたといえよ

う。

新聞記事にでてきた「帝釈殿」とは大林寺に

ある堂宇の一つで，正式名称を「帝釈堂」とい

う一一「堂宇に……帝釈堂あり，常釈堂には伝

91)上道郡教育会編纂・沼田頼輔校閲『上道郡誌Jl(上
道郡教育会.1922年)C復刻版. 1973年， 名著出
版Jr上道郡誌編纂事歴J1三頁。なお，本書編纂
の協力者の一人として，のちに農業史研究の先駆
者となる黒正巌 (1895~1949) の名があげられて
L 、る。

92)同上書， 684頁。

大林寺の境内。門を入ると， 石畳・石燈箆・石
像・帝釈堂とつづく。右手奥に本堂。 1989年10月
4日筆者撮影。

教大師の作と伝ふる帝釈天王を安置し，庚申日

には寮者聖彩多し。oJ93幻3

帝釈堂を新聞が「帝釈股」と呼んだわけだ

が，その名は帝釈天王の帝釈からきており，そ

のお堂に由緒ある帝釈天王像が安置されている

ことに由来している。帝釈堂はまた「庚申堂」

とも称された。庚申日に「帝釈天王会式」がも

よおされ，庚中堂という別称もあったわけだ。

さて，檀徒でもない御津郡の農民が境内に入

るだけでなく，由緒ある帝釈堂=帝釈殿で集会

をもつことすら，このお寺が許容したことには

特別の事情があったのだと考えるのが妥当で、あ

ろう。それが何だったのか，詳しくはわからな

いのだが，帝釈堂を庚申堂とも呼んでいたこと

が一つのヒントをあたえてくれる。帝釈天信仰

と庚申信仰が結合することで，檀徒という狭い

枠から解き放れて， より広い層の信徒を獲得L

ていたのではないか(檀徒と信徒の区別)とい

う点である一一「同寺の帝釈堂には伝教大師作

と伝える帝釈天を安置し，庚申の日を縁日にし

ているので遠近から信者の参拝が多く，帝釈天

の方で一般に知られている。J94)

大林寺では「庚申の日」を「縁日」とし，当

日に「帝釈天王会式」がとりおこなわれた。し

93) 11岡山市史』第5巻(岡山市役所， 1938年)3542 

頁。
94) 11宇野地区の歴史Jl(宇野学区史刊行会〔代表者島

村寧次J，1981年)308頁。
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かも，おごそかな弘事だけでなく，縁尽にふさ

わし:い民衆的な華やかさの中で多くの「費者」

=信者が参拝し，境内tこは夜jおも並んでとりわ

け子供たちの興味合そそりもし95〉，夜から開け

で、老若男女で騒わった(夜にかけて集まっ

て来て現け方に'滞っていく〉というから96) お

祭り的雰囲気が濃厚に譲っていたといえよう。

道教的なものくf庚申様Jは道教からきてい

るらしい〉的や祭事 Cf庚申待の夜Jは大勢が集

って寝ずにすごすことになっていたらしい)9む

といった民間信停が仏教と混濁することによっ

広汎な長言者震を形成しえており，かかる大

林寺の{言者j警のーっとして農民層もあり，この

ことが機家以外の議誌をも含んだ集会念大林寺

でももえた一つの犠拠だったと

(3) 市仰!の対惑〈交渉経過)

翻律上道農薬総料研究会は次の 2

山市舗との交渉に入っていった。

(1) 締11J市衛生総会長との交渉

1906 (00治3め年 1月6日，

られる。

ら岡

岡山市各Eむ衛生組合長官E市内の東中山下の「山

住欝~こ拐さ協議の携をどもうけた。協議の尽

き号は「今回糞E史料金の如きは市内各密?の荷生組

長等の賛助を得て一定相当の額に定んとの担談

を為さんが為めJ100
)といわれ，衛生組合長たち

の欝向を得ることで-'-~巨額の代米をスム-:;ぐに

決めていこうとしたことにある。けれども，そ

れはあくまで議事肥料喪究会による非公式な場

所での招待であったから，私的な会合にとどま

ったようである。

その 3臼援の 1月9日，関山市役所ではベス

トの予防を奨励するために市内各部の衛生組合

した。午後2時に始まったこの岡山市

衛生組合総長会識には間出市長岡田磐をどはじ

95) 1989年8}'j28B， 大林寺「御縁日Jl'こ参停の古老

からの隠さ取れ

96) 1989年10月4日，大林学にて佳織からの聞き取り 0

97) 98)前掲 f伊野地区の滋交.JJ31O頁。

99) 100) Ii'山陽新緑Jl 1き06(刻治39)年1}'j9S，r市
内幾康と約近村議」。

め， I湾U-I警察響から泉署長三竹内警部，県庁カミ

弘穏震警察部らも出露し，一 f糞尿問題等に裁で協

もしたという 101)。席上， 議家賠題がどう

れたのか，立ち入ったことは報道されて

いずわからないのだが，会議は午後 6持すぎ散

会になったという 1問。

ところが，おそらく会議の欝，農事肥料研究

会のメンバーが近くで待機していたのであろ

う。会議終了後，農警察肥料研究会は委員数~~

臨席させ発言まさせることにもちこんだ。そ

様は次のごとくである。

「本市各戸糞171e淡敢に関係ある上道御津湾都向山市

附近部溶の村氏は肥代値上手持援の下に委員数;;gをし

て一言手段当市役所に於でベスト予防に関し各総工事祭主主

総合長会議~開きたるそ好鶏と

に臨ましめ築家滋敢に就て希望を波ぶる所ありたる

胞なるが笑怒授は従来一戸線に題意契約宏為せるも

にして双方の感擦を警察することあち悲し飴

争たる際は自然荻攻守ど怠るこ

くることなど度々あれば全体を一関体

の農薬犯料研究会にで引受け各希議え警に配分するこ

とと為し奮し不都合の然主るなどあるとれま該会に対

し交渉せらる与畿なし従米の不便を減ずるやうした

し又綴絡は未だ磯定し居らぎるも従来の不平均なる

ものものを廃し均等になすこと， 悩格の決定は双方

協議の上之を決するの外該糞尿を分析し犯料箆に相

当する{商務を支払はんとの意畿を霊長べ式こる出Jlω

差是率詑料研究会委員の発言は，先に紹介した

く1月3[::1)の決議文金4項医やの第1・
第 2の2項日〈契約形式と代米議についての獲

得目標〉を希望として簡療したものだった。た

だし単純な繰り還しではない。まず契詩形式

についてだが，震事館料研究会による毘体契約

の方が実は関山市民にとって有耗であるかのよ

うな，あまり根拠があるとは思えない(本心に

あらざるか)理由まで持ち出しているし， 反

問，従来から行なわれてきている 1戸毎の随意

契約は惑博対立をもたらすとの，偽らざる

101) 102) Ii'山陽新報.JJ1906(明治39)塁手1}'j1O臼， r衛主主
総長会議Jo

103) 104) Ii'山陽新報.JJ1906C照治3き〉年l月11丸「糞尿

向車襲Jo
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も表わされている。次に代米額についてだが，

農民側の一方的な押しつけではないこと I双

方協議」して価格決定しうる規準が「肥料質に

相当する価格」という「該糞尿を分析」した客

観的な評価に基づく科学的なものたること，を

打出すことで農民側が不当な要求をしているの

ではなく，それ相応の合理的な根拠があること

を印象づけようとしている。つまり，糞尿の価

値はその含有肥料質に対する価格で実現される

べきものであり，かかる肥料価格水準に均衡す

る代米額で糞尿は等価交換されるべきである，

という経済認識の萌芽がここには見られるので

ある。

なお，総会決議文中の第 3・第4の2項目は

伏せておいたようだが，交渉を開始したばかり

の，それも組みしやすいと映じた相手に，決定

的な対立と非妥協的な運動を想定したうえでの

戦術と組織体制についての方針を軽々に明かさ

ないのはむしろ当然である。

さて，農事肥料研究会が送り込んだ委員のこ

うした発言に対する，岡山市衛生組合組長会議

の反応については，

「各衛生組合長は之に対する私見を述べ何れに為す

も一利一害は到底免るべくもあらさ守れば今直ちに承

諾する能はざるは無論又各個に交渉上今少し委細に

調査し分析上の価格等も確定の上ならでは何等協議

すべき材料なければ此辺を調査されたしと返答せし

模様なりjl04)

とある。それぞれ思うところを述べたらしい衛

生組合長たちの私見をまとめれば，①これをめ

ぐる利害は単純でないから，すぐに要求はのめ

ない，②たとえば「分析上の価格」をだすには

詳しい調査を必要とするなど，要求を検討する

にしても判断材料が乏しい，③だから準備不足

のままでてきた要求ではないか，もっと調査し

てはどうか， といった返答だったようだ。

(2)、岡山市長への「陳情書」

新聞記事には「過日」とあるだけだから， 日

付がはっきりしないもーのの， おそらく 1906

〈明治39) 年 1 月 4 日 ~7 日に， 農事肥料研究会

の交渉委員は岡山市長を自宅にたずねたが，そ

の結果は次のようであった。

「岡山市中糞尿汲取問題に関し彼の肥料研究会にて

は岡山市糞尿一切汲取方汲取価格等波取人個人契約

を廃し価格を一人一ヶ年四十銭にて引受けんことを

市に協議し若し承諾せざるときは総て汲取を引受け

ざることを申合せ過日交渉委員は岡田岡山市長を自

宅に訪ひ一片の陳情書を提出せんとせんに市長は此

の問題は個人として面談し且つ陳情書等を受取るべ

き筋にあらざれば役所に於て相当処置すべしと返

答し該陳情蓄をば押戻し且つ面接せさeりしとのこ

とjl05J

岡田市長は交渉委員が持ってきた「陳情書」

を突っ返さした。公の問題だから個人的に対処

できないという理由らい，、が，交渉委員と会し、

もしなかったのはそれ以上の理由，多分この問

題で農民と話をすることすら不愉快だという気

持があったのではないか。公の問題だから市役

所でそれ相応の処置をすると返答していたよう

だが，まともに検討するつもりがあったとも思

えない。なぜなら，交渉委員によるこの陳情の

受けとめ方として，

「之に対し市当局側の内意を聞くに斯くの如く常に

会主命止主主kを亘ibB長二合良会舎る2止金会議
かならざる挙動なれば今回は市に於ても断然たる決

心を以て若し郡部近村に於て相当の価格を以て汲取

らざるときは市役所に於て全体を引受け適宜の方法

を講じ市の所得と為さん意向なりとjl06)

とある。代米の減額要求が今に始まったことで

はなかったのだが， I脅迫的に糞尿代を値切り」

と言わしめるからには，それ相応の具体的な要

求が「陳情書」に盛り込まれていたのではある

まいか。その文面は定かでないのだが I陳情

書」を報じた新聞記事からして， また，その後

の経過(後述)からして， I一人一ヶ年四十銭」

という「汲取価格」が示されていたのではない

かと考えられる。そうだとして，ではなぜ40銭

なのかである。

105) 106) 11山陽新報~ 1906(明治39)年 1月9日， I糞尿
紛議に就て」。
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糞尿代は代米なる表現として，すなわち米そ

れも嬬米という特定農産物によって表示されて

きた。糞尿の価値は嬬米という生産物の価値と

して現われ，現物支払いによって取得すべきも

のとされて'きたわけで、ある。ところが，その現

物支払いに充てられた嬬米は価格変動をこうむ

るものであるから，その市場価格が上昇傾向に

あり，それに応じて代米額が下落しないのであ

れば，糞尿の価値は過大なものとして実現する

ことになる。農民側の不公平感は増幅せざるを

えない。そこで，糞尿代は貨幣によって表示さ

れるべきで，糞尿の価値は価格として現われ，

現金支払いによって取得すべきものではないか

と考えだした農民たちは，このいわば価値と価

格の希離を，市場で変動する嬬米価格に均衡す

る「汲取価格」の設定によって是正しようと試

みたのであろう。

それゆえ糞尿代を， r汲取価格」という， 嬬

米の市場価格の趨勢に連動する価格で評価しよ

うとした交渉委員は「三升以内J(1月 3日の

集会)の具体化として40銭という一応キリのい

い貨幣表示一一それは当時の嬬米の岡山精米相

場たる 1升17銭 2厘107) で換算すると約 2升 3

合となり文字通り「三升以内」に相当一一額を

試算し「陳情書」に示していたのではあるまい

ヵ、。

糞尿代40銭とすれば，たしかに従来の代米水

準マイナス 2升 3合の差額=r値切り」と見抜

かれたであろうし，これの実現に実力行使も辞

さずとあれば， r脅迫的」に感じられたであろ

う。かくして， r相当の価格」を支払って汲取

るべき農民がそうしないのであれば，糞尿から

当然もたらされるはずの「所得」を市に収める

べく，市役所で扱取りを引受ける方法を講じる

つもりだ， というのである。ここには，農民側

の要求に対する露わな反感が見られるのであ

107) W山陽新報Jl1906(明治39)年 1月15日， 1"県下諸物

価j(12月26日現在〉。これの「岡山精米相場j (岡
山精米会社内山下分工場調)中の嬬白米 1石17円
20銭より算出。

り， これは岡山市長も共有するところのもので

あったろう。

なお， これは「市当局側の内意」とか「意向」

と伝えられるものだから，確定した具体案では

ない。そのためか，

「兎に角本問題に就ては市に於ても強硬の態度を以

て反対するが如きことを為さず成るべくは従来の健

放置するを欲するもの与如く j108)

との報道もあるように，農事肥料研究会を排除

し市役所の方で市内の汲取りをすべて引受ける

といった強硬な対抗策を採ることに慎重で、ある

べきで，むしろ「従来の偉放置」して様子を見

たいとの考えも市側にはあったようだ。

とすれば，市長が自宅に陳情をうけた頃ない

しその直後の市当局には 2つの対応策があった

ことになる。第 1は「断然たる決心を以て」と

いう強硬策であり，第2は「従来の偉放置」と

いう現状維持策である。

(3) 新聞の立場

市側の対応としては，このような市当局の 2

つの対応策のほかに，次のような新聞の立場も

あった。

「元来市内の糞尿は上道御津両郡には必要肥料にし

て到底之を利用せざることは為し得べからざること

なればみ白ゐ品き畠ふる晶弘主盃泊三為込晶ふる会

迫的挙動に出で種々会合を催すなど費用を投ずるは

却て関係村民の損害に帰する訳合なれば双方熟議の

上穏当に妥協するが得策なるべしjl09)

「而しも疑ふべき所はか Lる異議を申出づるは現今

糞尿汲取に関係せる村民一般の意志なるや否やにし

て若し一部反対者の策なるときは反って紛擾の種

ともなるものなれば市当局は此辺に留意して可な

りjllO)

そもそも岡山市の糞尿は周辺農村民が有償で

利用せざるをえない「必要肥料」のはずだ。そ

108) W山陽新報Jl1906(明治39)年 1月11日， 1"糞尿問

題」。

109) W山陽新報Jl1906(明治39)年 1月9日， 1"糞尿紛議
に就て」。

110) W山陽新報Jl1906(明治39)年 1月 11臼， 1"糞尿問
題」。
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れなのに， 1僅少の価格を値切Jろうとして「脅

迫的挙動」にでるのはかえって費用がかかり，

「関係村民の損害」になるのではないか。だか

あ，市当局と農事肥料研究会がよく協議し事を

あらだてず穏便に処理した方がいい。また，農

事肥料研究会が汲取農民「一般の意志」を代表

しているかどうか，疑ってみることも必要だ。

それが「一部反対者の策」よりいずるものであ

ればかえって「紛擾の種」になるだろうから，

この点にも市当局は留意しておくべきだ， とい

うのである。すなわち「双方熟議の上穏当に妥

協するが得策」という柔軟策である。

かくして，市側の対応としては，第 1の強硬

策，第2の現状維持策，第 3の柔軟策があり，

この第3の新聞の意見は市当局に強硬策も現状

維持策も採るべきでなく，この第 1と第2の中

間的なもの，つまり妥協策をすすめるものだっ

たといえよう。

また， このような新聞の立場が，市当局にい

まだ態度決定保留といった姿勢をとらせていた

一因になっていたといえるかもしれない。

ともあれ，事態は転変していかざるをえない。

仏) 交渉の決裂

農事肥料研究会は一方で，問題を円満に解決

していくために，衛生組合長たちの了解をとり

つけておこうとした。が，その目的を達せられ

なかった。他方で，市長へ陳情書提出に及ん

だ。しかし，わざわざ自宅までやって来た，そ

れも個人としてではなく，農事肥料研究会とい

う団体の交渉委員を，いわば門前払いにするが

ごとき冷淡な取り扱いをうけたのである。これ

が 1月3日の集会以降 1月上旬までの交渉

経過であったろう。その後 1月中旬に入っ

て，おそらく 1月13日くらいまでに，農事肥料

研究会は正式に岡山市役所へ出むき公に交渉を

行なったものと推定される。なぜ、なら 1月中

旬に入って 1月13日までの状況を説明している

と考えていい 1月14日付の『山陽新報』は

「糞尿問題に就て」と題し， しかもそれに「愈

難境」との寸評的副題を付して，次のように述

べているからである。

「屡次報道せし如く当市各戸糞尿汲取に関して御

津，上道両郡の関係村民は団結して糞尿代を平等に

為し同時に従来の随意契約を廃し農事肥料研究会の

名目にて市全体を引受けんとの希望にて種々の決議

を為し頃日委員をして市当局者と交渉しつLあるが

何分市当局者も各戸に対することとて容易に決着す

べきにあらざれども市に於ては数年前既に汲取人よ

り今回の如き交渉を為し来り市民糞征めの脅迫手段

を以て利欲を怒にせんと企図せしことあり左れば今

回依然此意味の含まれたらんには此際市に於て幾分

の譲歩を為し妥協するも彼等汲取人は又復遠からず

同一手段を繰返し終には無価にて汲取らんと為すや

も計り難く其の都度彼是紛擾を醸すことありては煩

雑に堪へさーれば寧ろ今回を機とし断然彼等村民との

関係を絶ち市に於て相当の方法を講じ処置せんとて

目下既に内々計画中なる由にて又村民の団体は結合

一致如何にも決議の意志を貫徹せんとの意気込みな

れば目下の処容易に纏まらず混沌たる有様なりと云

ふJllll

農事肥料研究会から岡山市役所に派遣された

委員と交渉を行ないつつあった「市当局者」

は，数年前の同様な交渉を思い出さずにはおれ

なかった。 1902(明治35)年の前例がそれでト，あ

れは「市民糞征めの脅迫手段を以て利欲を窓に

せんと企図せし」ものではなかったか。かかる

悪しき先例と同じ延長線上に今回の要求もある

のであって，かれらの真意は糞攻めにするとい

う手段で市民を脅迫しつつ農民だけの利益を追

求せんとするところにあるはずだ。であれば，

今回の交渉で市当局がなんらか譲歩し妥協にこ

ぎつけたとしても，農民たちは将来また同じ手

段で交渉をしてき，最終的には一切の支払いも

せずにタダで波取るという要求を突きつけてく

るだろう。こうした心底が見届けられる以上，

かかる心根を持つ農民たちとそのつど交渉を重

ねても， 1紛擾」をかもしかねず，得策でない。

むしろ，今回を好機とし，市内の糞尿の汲取り

111) r山陽新報jJ1906(明治39)年1月14日， r糞尿問題
に就て(愈難境)J。
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は市当局が独自の方法で処理すベく「目下既に

内々計画中」というのである。対するに，農事

肥料研究会は「結合一致」と称されるように団

結かたく i決議の意志を貫徹せんとの意気込

み」にあふれでいるかのような気力充実ぶりで

あった。

かくして，両者の交渉は決裂し，見透しがた

ちそうもない「混沌たる有様」となっていたの

が 1月13日あたりの状況であった。

2. 農民運動の攻勢

(0 農事肥料研究会の急使

1月13日といえば，農事肥料研究会が集会を

もった前年の12月30日から 2週間たっている。

このあたりで市側の態度を見定めえたと判断し

たのであろう，農事肥料研究会の会長はこの13

1 各村に急ぎの使いをやった。この急使の前

後関係を， i糞尿汲取人総集会(議)Jと題して

新聞は次のようにいう。

「備前国上道御津両郡の糞尿汲取人を以て組織せる

農事研究会にては岡山市糞尿代減少の件に関し客勝

三十日第一回を去る三日第二回集会を何れも上道郡

宇野村大字西河原帝釈殿内にて開会せし由は当時本

紙上詳細掲載する処ありしが其後交渉委員等は岡山

市に至り従来糞尿代一人に付金五十一銭(橋米三

升)を現金四十銭に減少すること，三十九年度より

個人契約を全廃し本会に於て汲取契約を為すこと等

を協議せしが遂に交渉破裂せしか[ま佐藤会長は去Q

十三日各村委員に急使を以て+四日午前十時上道郡

宇野村帝釈殿に各有志者を伴ひ必ず出席すQ旨を遇

報せしが翌十四日集合せQ者九百余名にして先づ会

長より岡山市交渉願末の報告ありて妥協調はざる上

は汲取を見合すより外なしとて満場一致を以て明十

五日だけの糞尿は酌取るべきも明後即ち今十六日以

降岡山市の糞尿は一切汲取らざることに決定し退散

せし由Jl12) (圏点は原文のもの。ゴ、ンック引用者)

いずれも大林寺帝釈堂でひらかれた， 12月30

日の第 1回集会 1月3日の第2回 集 会 を 経

て，市側と交渉にのぞんでいた農事肥料研究会

112) ~山陽新報~ 1906(明治39)年1月16日， r糞尿汲取
人総集会(交渉破裂)J。

の委員が儒米1升=17銭で計算すれば51銭にな

る1人当「糞尿代J3升(農事肥料研究会にと

って理念としての代米標準額)を i現金四十

銭J(約2升 3合 5勺相当)にするという減額要

求をだしていたことが，ここでも確認される。

そして， i交渉破裂」 と判断した農事肥料研

究会の即座の反応がこの 1月13日の急使となっ

て現われている。すなわち，運動に必須とされ

る機敏な対応一一新たな戦術の採用 eーーであ

る。そのために，農事肥料研究会のリーダーは

各村にいる委員に，本人だけでなく「有志者」

=能動的メンバーと同伴のうえ参集させ，いわ

ば拡大委員会をもって運動の強化をはかろうと

したわけで、ある。

この新聞記事が 1月16日にで、たのにはそれな

りの理由があった。記者がわざわざ圏点をつけ・

た箇所がそれであって，つまり 1月16日は農

民運動の新たな戦術が実行にうつされる当日だ

ったからである。

(2 J 1906 (明治39)年 1月14日の集会

農事肥料研究会の各村委員プラス「有志者」

による拡大委員会的な小集会というのが当初の

予定であったが，結果はそれを大きく上回るこ

とになった。この，同じく大林寺でひらかれた

農事肥料研究会の第 3回集会を，新聞が「糞尿

浪取人総集会」 と報じたのは， i九百余名」の

農民たちが午前10時に参加してきたからであ

る。農事肥料研究会の総メンバーが前述のごと

く2000人だったとすれば，実に全体の弘近くに

当たる人数で，急使のわずか翌日の朝というこ

とも勘案すれば，結集率50%弱というのは極め

て高い数値といえよう。

ところで， i九百余名」 という記事は今から

見れば，誤報めいたオーバーな表現と映るかも

しれない。記者が自分の目で確かめもしない

で，不正確な情報にもとづき安直に書いたので

はあるまいか， というわけである。疑いだせば

キリがないのだが一一ーしかし，実証的には疑っ

てかからぬといけないし疑った方が無難でも
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ある。

そもそも， この参加人数900余とL、う規模に

疑問の余地が全くないわけで、はなし、。まず帝釈

堂にこの人数はとても入らなし、。本堂に入るこ

とのできる人数を加えてもやはり無理である。

『寺院明細帳~ (文部省)の「岡山県備前国上道

郡寺院明細帳目録」によれば，r帝釈堂」は「梁

行五間半桁行三間半J，r本堂」は「梁行五間

桁行七間半」 とある 1向。 この数値を単純に使

って建坪をだしうるとすれば(厳密にはもちろ

ん問題があるわけだが，おおよそを知るには大

過あるまし、)， 帝釈堂は約19坪， 本堂は約37坪

となる。これでは，障子の内側だけでなく，廊

下の部分を考慮、しても，帝釈堂と本堂をあわせ

て900余名を収容することは不可能である。筆

・者は今の帝釈堂と本堂に入ってみたが (1989年

夏・秋)， 実見してすぐそうわかる。考えられ

るのは，帝釈堂と本堂の外の境内をも含めて農

民たちを収容したということだ。これなら，た

とえ本堂は開放しなかったとしても，不可能で

はない。

ただ， r境内坪数六百六拾四坪J114) も，墓

地や庭園部分，もろもろの構築物を除くと，そ

れほど十分な空聞があったとも思えない。今の

境内を実際に見分して，そう実感せざるをえな

いところがある。だから， 900余名という数字

に大きな誤りがなかったとするなら， さしず

め，屋内の帝釈堂(そして本堂)はすしずめ状

態，境内も立錐の余地もな Lとまではし、かぬと

も，かなりそれに近い情景ではなかったろう

カミ。

このように解釈すれば，そして 900余名の数

字という大前提がゆるぎないものとすれば，大

林寺にはこれだけの人数をいれるだけの空間は

あったわけだが，にもかかわらずなお，これで

113) 114)文部省『寺院明細帳11r岡山県備前国上道郡
寺院明細帳目録J(岡山県総合文化センター郷土
資料室所蔵マイクロフィノレム版)中の「岡山県管
下備前国上道郡宇野村大字西河原字木村妙覚寺
末日蓮宗大林寺」。

疑問が完全に氷解じきったことにはならないで

あろう。くどいようだが，その典拠が新聞であ

るだけに，厳密な史料批判を事とすれば，なお

依然として，本当に 900人以上もの農民たちが

あの場に集まりえたのかという素朴な疑問が，

今日の我々であってみればなおのこと脳裡から

消えないことも正直いつわらざる事実であろ

う。

それに答えようとすれば，やはり大林寺の独

自性を考えねばならなし、。そもそも，大林寺の

檀家の所在はそう広くなし、。むしろ限定的な地

域といえる。だから檀家の数は決して多くなか

ったはずだ。

当時の檀家数は調べることができなかった

が，現在の檀家が30戸程度であることからすれ

ば115九明治期でも 3桁にはとても及ばない檀家

数だったと推測される。境内の墓石の数と質か

らすればあくまで部の寺なのである。檀家の次

元からは 900余という数はとてもはじきだせな

い。前述した，大林寺における檀徒と信徒との

区別を思いうかべる必要がある。

大林寺境内のいくつかの構築物の建造年代を

みると，それらが星霜を経て形成されたもので

あることがわかる。帝釈堂が1731(享保16)年と

最も古く，本堂はそのあとになり 1753(宝暦3)

年，帝釈堂の前面に敷きつめられた石畳がそれ

に続き(年代不詳)， この敷石と調和し帝釈堂に

威光をあたえるかのごとき石燈寵がおくれて

1814 (文化11)年，そして石像が文字通り幕末の

1867 (慶応3)年， さらに帝釈堂の修築が1899

(明治32)年になされている。

石畳の右手と左手に配置された 4層の基壇

部を有する石燈寵は豪快なものである。基壇部

に続く，工夫をこらした隅柱には「奉燈」と彫

られている。盛会となる「庚申待の夜」にふさ

わしいものとして，それには格別の意味があっ

たのだろう。

石像はユニークなものである。帝釈堂の正面

向かつて左側にあるのが，子猿を左手で肩にか

115) 1989年10月4日，大林寺にて住職からの聞き取り。
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かえ両足をとじた雌猿の石像，右手~eq をふさ
てい

いだ「言わざる」の態である。右側にあるの

が，両足をひらいた雄猿の石像，両手で耳をふ
てい

さいだ「聞かざる」の態である。雌猿の肩にい
てい

る子猿は左手で片眼をふさいだ「見ざる」の態

である。いわゆる三猿であり， しかも雌雄の子

持ち夫婦猿のようで， しかも母猿の方が「言わ

ざるJ，父親の方が「聞かざるJ，そして子猿が

片眼の「見ざる」となっているのである。ここ

には庶民の知恵なり希求あるいは理想像が，人

面ならざる猿面に託して語られているのだろ

う。

左に雌猿，右に雄猿， と一対の石像を配する

だけでは二猿におわる。それで、これを夫婦像と

し，雌雄に子猿を持たせることで，三猿として

完成させているのである。その深謀はにくいば

かりではないか。この石像を支える面石は立方

体に近いもので，左右ともほぼ同サイズのもの

だが，いずれも前面に「献」なる正字が大きく

彫られている。献納の強い意志が埋め込まれて

いる感がある。では，誰が献納したのか。それ

は左右の石像で異なる。

右の雄猿像を支える面石の，前面を除く 3面

には次の如く「発起人J24名が彫られている。

「発起人

八幡屋卯左衛門 福岡屋元左衛門八幡屋忠三郎

松屋友蔵 柿屋高次郎 北方屋宗右衛門

槙屋房吉 木屋源蔵 炭屋善左衛門

油屋磯吉 片岡屋善五郎 木屋春吉

炭屋多吉 西大寺屋庄次郎久城勘次郎

大路屋新入 福岡屋奥四郎 片上屋高吉

屋根屋勘兵衛 同出庖於青 伏見屋溺蔵

市場屋弥三郎 柿屋伊三郎 金川屋七之介」

このような具合に，屋号と名がしるされてお

り，全員が商人層に属するものとみなしてよ

い。その屋号によって表わされる業種が何なの

か，ここに掲げたもののすべてがわかるとい

うわけではないが， I炭屋JI屋根家JI油屋」

などは直接的である。 また， I金川屋」は旧津

高郡の金)1¥C本稿(1)56頁の第2図参看〕にある

商庖か，金川出身で岡山城下に屈をかまえてい

るかする商人であろう(前者であれば，帝釈堂

の人気の地域的な広がりを物語るものである)。

「西大寺屋」も同様。いずれにしろ，大林寺の

檀徒にあらざるも，布施をして寺の財政に寄与

することもあった強固な信徒の一団で，その商

業利潤が帝釈天信仰=庚申信仰によって影響を

うけ商取引上の浮沈すら決まってくることもあ

りうる， と当時は祈願していたものであろう。

もう一方の，左の雌猿像を支える面石の，正

面向かつて右側面には 3行書きで次のように

彫られている。

「蛍村

世話方

若連中」

「営村」とは旧幕時代の御野郡西河原村であ

ろう 〔御野郡に属していた西河原村は1875(明

治的年に上道郡に編入され， 1889(明治22)年に

宇野村大字西河原となったJ116)。大林寺が「俗

霊を河原の庚申J1l7)といわれていたのも，この

在村名からきているのだろう。「世話方」とは

大林寺への奉仕を申し出うる余裕のあるおもだ

った檀家をさすものと考えられるが，名前をあ

げることなく I若連中」と総称したのは村の

共同体意識を表わしているものといえよう。

以上のようにみてくるならば，帝釈堂をもっ

大林寺には近在の檀徒のほかに商人層の信徒が

おり，さらに在方・町方を含めて広汎な信者層

が形成されていたのであり， 1906 (明治39)年 1

月14日の境内に参集した 900人以上の農民もか

なりがその信者層に属していたとみることもで

きょう(境内が集会場となることを許容する大

林寺側の好意も，こう理解すれば納得がいく)。

だとすれば， 900余という数も首肯できるも

のであり，これを新聞が「糞尿汲取人総集会」

と報じたのは，集会の性格にふさわしい的を射

た表現だったことになる。

116) 前掲『上道郡誌~ 81頁。

117) 大津惟貞『温故秘録~ (寛文年間編纂〉巻之三

cw吉備群書集成』第七輯; 1~J31年，所収) .52頁。
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1 J314日は総集会的な規模にまで、盛り上がか

たわけだが，この間の交渉経過を農民たちがい

かに注意Lて見守っていたか，その結果に期待

するところいかに犬きかったかがわかろうとい

うものである。集会では，農事肥料研究会の佐

藤会長が岡山市側に対する交渉の一部始終を報

告したのであろう，妥協不調を再確認したうえ

で，満場一致をもって次のように決定したーー

すなわち，岡山市内の糞尿波取を 1月15日まで

は認めるが， 16日から農事肥料研究会のメンバ

ーはいっさい汲取らない， という内容の決議で

ある。

おそらく，明15日だけは汲取ってやるとか，
こえ

市内の汲取も明日でおわり当分は肥が手に入ら

ないなとか，これだけ大勢の人数であれば思い

も様々に集会参加者は大林寺境内をあとにした

のであろう。ともかく，予定していたとはいえ

新たな戦術の採用であり，当初からある程度は
こえ

予期していたとはいえ，肥の入手如何では新た

な展開の始まりを意味する。だから，新聞は驚

きながらも，ストライキがすんなり決められた

わけを次のように解釈したのだった。

「近来肥料としての糞尿の価値は他の動物肥料等に

比較して効能寡少なりとの説を信ずる者多く自然従

来の代金五十一銭(橋米三升)を現金四十銭に減少

せんとの議容易に纏りたるなりJ118)

肥効として現われる糞尿の価値は動物質肥料

のなかで相対的に小さくなっているとの理解が

農民に浸透していること， r従来の代金J51銭

(嬬米3升) (農事肥料研究会の理念的代米標準

額]では多すぎ，かつ嬬米という現物支払いも

やめ現金40銭に減額するという要求が拒否され

るべからざるものと確信していること，そのた

めにストライキとし、う重大な戦術が即決された

のも当然の結果だ， というわけである。

(3J 糞尿汲取ストライキ

こういう決議のあとに現われたのは，次のよ

118)119) W山陽新報~1906(明治39)年 1 月 19 日， r糞尿
問題(巡査尾行)J。

うな事:態であるおて で

R備前国土道御津両郡に於ける糞尿汲取人は去る十

四日上道郡宇野村大字西河原帝釈殿の決議に基き翌

十五日は各人出市Lて糞尿を汲取りしも翌々十六日

より一人も出でず若!し違反する者あらば曇に各村汲

取人より醸出せる金(一人出金十銭宛)を没収し且

つ其村の汲取人打集ひ違反者の宅に押寄せ詰責する

等の契約を結び居るとのことJ119)

1月14日の集会は農事肥料研究会の組織力を

誇示するものとなったが，そのことによってス

トライキ戦術の有効性がただちに保証されたこ

とにはならない。その成功如何はいわゆるスト

破りを未然に防止しえるか否かにかかってお

り，組織のメンパーが多ければ多いほど， しか

も農事肥料研究会のように各メンバーが孤立分

散的な小農であればなおのこと，ストライキの

継続は困難だからである。ストライキ決議をし

たにとどまることなく，ストライキ体制を維持

するための方策が考えられなければならないわ

けである。

この新聞記事によれば，農事肥料研究会には

会員 1人当たり 10銭を出し合うという醸出金制

度があった。先の 1月3日の第2回集会の決議

文もこれに言及していたのだが， 16日から糞尿

汲取ストライキを発動するに際して，はっきり

とこの醸出金制度をスト破り防止の手段として

利用することにした。すなわち，ストライキ体

制のもと l人でも違反者をだした村は，その村

の汲取人が出し合ってきた醸出金の村合計額を

そっくり農事肥料研究会に没収されるというも

のである(この場合の「村Jが行政村か自然村

か，その判断に迷うところだが，新聞は村と大

字を区別して使っているようなので，ここでは

いちおう行政村と解しておく)。

かかる金銭面からの経済的制裁だけでなく，

違反者がで、た場合，その村の汲取人たちは打ち

つどって違反者の家に押し寄せ，その非を問い

詰めて責めたてるという集団的圧力による経済

外的制裁をも用意した。

農事肥料研究会は，このような2方面からの
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昔話裁合新聞に「繋結j と称せらおるよ語読な形¥'(!

申し合わぜるこぶにより，議長良器取スード;ヲイiキ

にえっていごうとした今わただし正ストライキ突

入の言昔日 1月15おは下各人出市して糞残念法

取りJその業をはたしたのだっ

上述の事前に用意された鵠裁は，漁民を犯せ

ばこうなるぞというー慈の脅し的効果による予

防策であり，為くまで事後処分であって，それ

自体がスト破りを米然Eこ訪くのものたりうるとは

いいがたし、。そのためであろう，ストライ

日に農民は次のような行動にでた。

iH酔;研究会員中には頗ぶる不穏の行動な為し妄与

にj二道御津二都燦民が糞尿波取の為め岡山市に出m
せんとナる者を脅迫抑圧せんとする者あち災銭穣身

好策を以てj演良なる幾民を煽動して自己の利益さは十

らんとする表あるj120)

ili'f:十六日より愈糞尿汲取を拒絶したること

の如くなるが務部の委員なる潜は潟ほ之れが励行を

謀り岡山市の各尚入口に立番号して波耳元人に対し抑制

せんとしつLあるj12D

これは1月訪日の様子を新聞なりに搭いたも

ので， とりわけ初めのの引F詩文は警察の

を紹介したものなので，その筆法は農民仮uから

すれば全く納得しがたいトーンであるわけだ

が，にもかかわらず行聞から農民たちの意気込

みが法わってくるように感じられる。

長事臨料研究会の「委員Jたちは f関111おの

各出入口Jに f立番j し，出市しようとする波

取人女「持制jするという麓接行動にでたので

ある。 f岡山市の各出入口Jとなれば， 爵山市

と上道君s.御野惑との出入口であり，その数は

問者の隣接地の広がり〔本寝(2)滋賀第3図参潜〕

からして少ないわけがない。真冬早朝の寒

そのすべての出入口に[立養Jするとは，農民

たちの苦心がうかがえる。が，それは必要とさ

れたのだ。すなわち，ストライキを万全ならし

めようとするなら。署長前に制裁をちらつかすだ

けでは不十分で，いわば議行狸の護b~を物理的

120) 121) 122) r山際新報~ 1906(明治39)年lJH7日，
「幾康問題草案事長Jo

に阻止して未遂ならしめる，そのためには肉体

的制裁もありうるということだろう。

しかし，そうであればあるほど，警察の限に

は，こうした直接的阻止の実力行使が F誤る不

認の有‘動」であり，語科吉野究会の活動的メンノ之

ーが「脅迫持庄完全んとする者Jr種々好策を以

て)1摂良なる農民合燐識して議自の利益合計らん

とする者j と映り，それへの早急な対震に舟か

わぜる。

3. 警察

C1J 岡山県警察部

ことは罷市近郊農業問題であると同時に無現

すべからざる県都の社会誌題でもあったから，

L察当局も臨して黙するというわけにはいかなか

1JH6自の午後，開山果警察部は県庁の

おいて，関山警察署の泉署

長，若井警察署の設予算署長，聞大寺警護委審の那

須署長，の 3署長および稲原饗務〈関山際撃事察

部保安課〉 ・奥山警部と rel下紛議の裡に在Q

糞議問題」にウいて「協議会凝Jし「此襲之等

の徒〔糞尿接取ストライ今な呼号する農民一一

引用者〕に対して十分に持畿を監視し場合?こ依

りては臨機の処置さと取る事者ど決し取設内規をも

打合せて

Q 122)。

だろう。

したり j， といわれているのであ

も至急に対紫を蘇ったということ

この「取援内競jなるものは具体的に報じら

れていないが，次に見るその議後の状況から判

断して，議尿、汲取ストライキ体制の瓦解さど叢密i

る内容であったことは間違いない。

なお，興はlY義警察部では f糞家補題に就き~r.設

取人が其決議の如く十六日以後1&取にI:l:lfおせざ

る持は単に市民の迷惑するのみならず延いて衛

生上に大容を及すJと子部， さっそく翌17自の

穣家警部を市役所に派遣，岡田市長と

?業擦に処ずべき蕗識の策を協議J させてい

る123)。 警務課・保安課と援んで務主主諜をおく

123). /i'JlJ綴新報JJ1906(明治39)若手1刃18日， r紫綬鰐題

議事殺J。
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岡山県警察部としては，県都の市民生活だけで

なく衛生面での被害をおそれていたのであり，

市当局と連携してこの局面を乗りきろうとして

いたのである。

(2J 各警察署

(1) 岡山警察署

岡山市を所轄とする関係上，その任務からス

トライキの発動を注視していた岡山警察署で

は r巡査十三名を市の各要所に配置し」て岡

山市の出入口に「立番」するであろう農民たち

に「夫々説諭を加へ若し応ぜざる者に対しては

他人の業務を妨害するものと為し行政執行法に

依り仮借なく身体拘束の処分を為す方針」のも

と，ストライキ初日の16日から「厳重に取締り」

始めた124)0 (岡山警察署の巡査総数は72名だか

ら， 13名といえばその約2割が早朝から動員さ

れたことになる。また， この新聞報道のまま受

けとれば，汲取農民の岡山市への出入口は13カ

所だったとも解される。)

現場へ急行した巡査はまず説諭をこころみる

が， これをきかぬ農民は汲取人の業務の妨害者

とみなし， r行政執行法J(諜戒令のことか)に

よって手加減することなく身柄を拘束する処分

におよぶ， というのである。警察からすれば，

農民間の私的な肉体的制裁に対するに公力的な

肉体的制裁をもってするということになる。口

説が奏功せねば代わりは強力というわけだが，

現場で対時するのが農民複数にたいし巡査1名

なら，いわゆる多勢に無勢となり，この身柄拘

束処分がどこまで実現可能となるのかは疑問で

ある(もっとも 1対 lの場合なら少なくとも

説諭までは十分に可能であり 1月17日に起き

る実際の具体例は後述するとおりである)。た

だし，威嚇的効果は小さくなかっただろう。

.????'.平地ぞおい-Cfir丁?日以学金宇
に出市するものに対し反対者の製肘暴圧等を藍

124) W山陽新報Jl1906(明治39)年1月17日， f:糞尿問題
業報」。

視殺しむる」山Lの方針で臨んだ岡山警察署は，

さらにつぎつぎと手をうってきた。

① 1月16日，農事肥料研究会の岡山市内にあ

る事務所(野田屋町らしい)には佐藤会長ほか

幹部とおぼしき者計7人が集まっていたが，午

後 6時頃に岡山警察署はかれらを「召喚」し，

「市内の糞尿汲取問題に関し不穏の状況」にな

っているとの理由で，かれらを「取調」ベた。

その結果， r全会〔農事肥料研究会一一引用者〕

は肥料研究を以て農事の改良を謀るべきものと

認めざるのみならず却って糞尿金主ゐ品入正会

し抑圧するが如きことあるは不都合なり」との

「説諭」をくわえた。

②このように召喚・取調・説諭と Lてみたも

のの，農事肥料研究会の幹部たちの「今日まで

の行動に徴するも将来を警戒するの要ありJ，

また「全人等が汲取人の業務を妨げつ Lあるは

公安を害するが故行政上放任すべからず」と判

断し，かれらを「監視」することにした。

③そのために16日の夜，取調がおわって帰路

につかんとする 7人の農民に，今から「正品企

査をして各自に尾行せしむる」と「言渡」し，

同時に「非番巡査七名を召集し全人等に尾行せ

しめ居れり」。

④制服巡査による尾行は農事肥料研究会の 7

人の幹部たちに限らず， 17日には「数名の巡査

をして他の全輩者に尾行せしめ居れり」という

ように，尾行対象者を拡大した。

⑤尾行は周到なものだった。農民が岡山市外

へ出ると，岡山警察署の巡査はその所轄警察署

の巡査にバトンタッチするやり方で，尾行が執

劫になされたからである一一司「彼等が当市を去

場合は石井署は又西大寺署に引継き全様尾行せ

しめ居れり此は改俊の情を認むるまで属行する

由」という具合である。

⑥尾行は農民に改俊の情がみとめられるまで

継続されるという粘り強いものであれば，尾行

される側はたまったものではない。「然れば金

125) 126) 127) W山陽新報Jl1906(明治39)年 1月18日，
「糞尿問題業報」。
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題行者は非常に苦療な感、じ居れるj というのも~. 持の七富市町においてであった。

当然で，しつこい路行にさっそく抗議する者も すなお私関山警嬢饗は f市内繋所に数名の

いた。まことえば，農事肥料研資会の「評議員j 議査を派出そしめ設取人に対し保護を如へJつ

で御津郡平津村の村会議員・衛生委員でもある つあったのだが， 1)守口自の朝，七日市町で，

小野要三郎は 17日， r患者さるるは迷議なり j

と陪出警察壌に申し入れている。しかし，これ

も「却で説龍を部へられて

て，拭識は聞き入れられず，

の意怒には堅いものがあった126)。

(2) -西大寺警察署

署長が関山県警察部から詔集合うけ， 16sr.と

県庁で協議したわけだが，その結築，

署〔所轄御津郡31カ特，所在御津郡金JII特大字

金JII)と西大守轡察署〈所轄上道郡 1狩23カ

村，所在上選郡西大寺町)では，喜善長が「白か

ら部内に於ける重なる発銀人を説諭j し，他方

で註在所(石井警察饗には28駐在所，

察署には18)註在所)の巡査が「糞尿設取人に説

童話」するという議撃がとられていった12730 御

・上道各都内における援取ストライキのヲー

〆一層を警察饗長がじさじきに設識し，一畿の

ストライキ実行者には駐在巡査が議論する，と

いう分組体制による対農事組料研究会議設説詰

漬けである。

もっとも，こうした説諭攻めだけでは効果不

と十分承知していたし，また岡山警察署から

バトンタッチの要請もうけてし

両警察署はさらに，各君s内にいる農事肥料研究

会幹部たちへの議行を続ける措縫をとっていた

一一 f昨今国大キ石井高警察署警にては住藤会

斉藤爵会長きど初め伊潟村安井伊三五時，平津

村小野要次郎露田村大森七次郎其飽き重たる者に

巡査をして蕗行せしめ諮れりと去ふJ128)。

(3J 説諭の成功例

効果が本来あまり窮待できそうもない設設が

ほぼ員功を収めたらしいのは，間

128) r山陽新報~. 1906C籾治39)年 1JH住民 f糞尿問題

〈巡支援尾行)J。

御津若5鐙EB村大字問の矢藤熊が「汲取人の

入市を妨げんとせるを巡畿に語、ゐられ説諭を5ま
けたり」 と報じられており 129〉， この農民は饗

官の横槍でトストライキ譲りの鼓取人を制裁しえ

ず， どうやら警察の「説諭」がうまくいったよ

うなのであるG

4. 市側の反rc;;

OJ 岡山市議生議合組長会議

1 JH613午前，苅市会議員の偶崎嘉吉らは市

役所に出向き，町衛生組合条忍集の上之れ

が議後策を講ぜられたき旨 したJ1SQ
)0 

さっそく翌17自に潔かれた関山市衛生組合組

長会議は，

「一 下肥波取は今後一切市の経営毒事業として間山

復委員長-4.;.常議員五名評議員二十五名を

選定し本件に関する総務務合委任する毒事J131>

し， このなかで新たに選定するとうたっ

ている委民会の構成メンバーをも発表した。

関紙上に揚げられたその民名は次のとおり o

小国安正

常議員小幡金王子藤岡広三郎建石省務 純埼嘉

吉前Jll玄泉

評議員福間凝議長 霞寓藤六岡崎嘉合津下銀太

長11 小図安正浅田喜孝夫小幡金平

安太郎沢弁I1寅吉

立m線三郎藤間お三良11

藤原鉄労

太古湾正矩J132)

五人の常議員は評議員を

129) Jr山援護号線Jl1906C勝治39)年 1JH8日，
議報Jo

130) Jr山線新報JI1906C明治39)年lJH7EI，r幾疑問題
議案報」。

131) 132) Ii'山陽新綴Jl1906C奴治39)年 1JH9E1， r糞尿
汲取率持:J。
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を請求していた岡崎嘉吉が常議員兼評議員どだ

っている)。評議員は25人のはずだが 23人の

氏名しかのっていない。新聞の方が書きもらし

たか，あるいはこの時点で 2人が未定だったか

であろう。

岡山市衛生組合はまず組長会議の決議によづ

て，市内の糞尿汲取を市の事業として経営する

ことを岡山市参事会へ一任することにし，つい

で岡山市参事会へ一任するに際して要するすべ

ての事務手続を衛生組合内の新たな委員会へ委

任することにしたのである。組長会議はそのメ

ンバーが多くなるから召集に手間どり能率もあ

がりにくいがゆえに，組長会議から委員会への

問題を限定しての権限移譲によって組織として

の機動力を高めようとしたのであろう。

この，衛生組合内に急きょ設置されることに

なった「岡山市衛生組合糞尿問題委員会」とも

称すべき(その理由はあとでふれる)委員会は

矢継ぎ早に手をうっていくことになる。

ところで，なぜ岡山市衛生組合は組長会議の

決議による一任とL、う手順をふんだのであろう

か。今この点を検討しておこう。

市の住民をある一定の単位で 1組合にくくり

ながら複数の組合をつくっていき，それによっ

て住民が自治的に市全体の衛生を担っていくこ

とが期待された岡山市の衛生組合は， 時期に

よって 1組合を構成する戸数が異なる。 1887

(明治20)年に10戸で 1組合をつくるものとして

出発した岡山市衛生組合はその個々の衛生組合

を構成する単位を， 1892 (明治25)年に10戸以上

30戸以内， 18θ8 (明治31)年に10戸以上 50戸以

内， 1903 (明治36)年4月に各大字， と改めてい

ったからであるmh このように岡山市衛生組

合はそのつど新たに組織されていったわけだ

が， 1901 (明治3の年にも組織がえがあったらし

く， I岡山市の衛生組合は客年 (1901年〕十月

を以て組織せられ正副組長以下役員も夫々選定

せられJ， その際， 衛生組合規約の起草が提起

133) [f'岡山市史』第6巻(岡山市役所， 1938年)4392-
4393頁。

された134)。 そして， 翌1902(明治3の年 2月に

決定された岡山市衛生組合規約によれば，市内

各区域ごとに「区域の住民を以組織」する「岡

山市第何区衛生組合」がつくられ， 各組合は

「家屋内の汚物を排除し清潔を保持するJこと，

「邸内外の下水，井戸流，台所流，園周，塵溜

其他不潔のケ所は常に掃除」すること， I汚物を

河川溝渠若くは街路に投棄すべからざることJ

などを，その住民が「遵守する義務を有す」る

「清潔法」の事項としている 135)。 この組合区域

は1903(明治36)年4月から各大字となり，当時

の岡山市内の大字数は96だから136¥ 1906 (明治

39)年 1月の岡山市には96の衛生組合があった

ことになる。

さて I家屋内の汚物」のーったる人糞尿も

従来どおり農民が汲取ってくれている聞は問題

なかったが，汲取ストップとなれば，その「汚

物」は「排除」しがたく「清潔」を「保持」し

がたくなる。かといって，戸外に搬出しようと

しても，糞尿は河川・溝渠・街路に投棄できな

いから，各戸での処理はすぐ限界となる。かく

して，汲取ストップという由々しき事態になれ

ば，各町の衛生組合の出番とならざるを得ない

が，組長・副組長・委員(複数の委員がそれぞ

れ受持区域をもっ)の役員を有する各町の衛生

組合137) も実のところそれ自体がこの問題を処

理しうる能力をもっていない。ただ，衛生組合

は問題処理の権限を有している。それは，ある

町の衛生組合がある特定の農民たちとなんらか

の汲取契約を結んでこの局面を打開しようとす

る動きにでることは，それが実現するかどうか

は別にしてありえないことではない， という意

味においてである。だからこそ，糞尿汲取を市

営にしようとするなら，すべての衛生組合の合

134) [f'山陽新報Jl1902(明治35)年 1月17日， r衛生組合
規約起草委員会」。

135) [f'山陽新報Jl1902(明治35)年2月6日， r岡山市衛
生組合規約」。

136) [f'岡山市史』巻下(岡山市役所， 1920年)7頁。
137) [f'山陽新報Jl1902(明治35)年2月7日， r岡山市衛

生組合規約(承前コ」。



1990; 3 いわゆる糞尿問題の顛末 (3・完) 田中 43 (553) 

意をとりつけておく必要があり，そのたlめに，

衛生組合組長会議の決議によって市参事会に一

任するという形にしたのであろう。

本稿で言及する衛生組合の位置なり役割につ

いて，このように考えておきたい。

C 2 J r岡山市衛生組合糞尿問題委員会」

(1) 常議員会

「岡山市衛生組合糞尿問題委員会」の常議員

は翌18日に会議を聞き，次の「協議案」を決議

した。

「一下肥汲取の議は昨十七日衛生組長会の決議に

基き本市の経営事業として岡山市参事会へ一任する

の決議書を附し之が建議書を市参事会へ提出する事

一下肥汲取を本市の経営事業とせし上は諸般の

設備整頓する迄惣ての下肥無料汲取の条件を附じ以

て之れが経営を供托する事

但諸般の設備整頓の上は其利益の半額は市の基

本財産とし残り半額は分頭割を以て市民に配当

を受くる事

一以上の事項岡山市参事会へ一任するに就ては

一般市民の委任状を附する事 此の委任調印は旧五

学区に配置せし二十五名の委員に於て取纏る事

一糞尿汲取方通知は市長より一面衛生組長へ通

知し一面衛生組合に於て組長名義の下に東西屋をし

て普く告知する事

一 明十九日午後一時より評議員会を開き当日決

議の事項を執行する事Jl紛

5つの項目からなるこの常議員会の決議が

「協議案」となっているのは，このあとで予定

されている(第 5項目で開催が指示されてい

る)評議員会が協議すべき事項をまえもって常

議員会で決めておく，という意味なのであろ

う。それは評議員会での協議内容を次のように

方向づけている。

1月17日の衛生組合組長会議の決議内容を

「決議書」としてまとめ，また新たに「建議書」

を作成し，この 2つを市参事会へ提出するよ

うにする (第1項目。下肥汲取市営事業は 2

138)日9)~山陽新報~ 1906C明治39)年 1月19日，r糞尿
汲取事件」。

段階に:B'.かれ，施設未整備の段階では，市の住

民に糞尿代は支払わず無料で汲取るという条件

をのませたうえでif経営を供托」とするが，施

設完備の段階では，市の住民の糞尿からあがる

収益はその%を市の基本財産にくみこみ，弘を

住民にそれぞれの世帯人数に応じ頭割りにして

不公平のないように配当する (第2項目。下

肥汲取市営事業を市参事会へ一任するに際して

は，住民から市は糞尿代のタダ取りをしている

のではないかとの苦情がでてこ、ぬよう，事前に

「一般市民の委任状」を確保しておく必要があ

り，この委任状は「二十五名の委員」がとりま

とめることにする (第3項目)。新しい方式で

市内の糞尿を汲取る場合，住民に対する通知の

手続には，市長一→衛生組合組長一→「東西屋」

ー→住民， という方法を用いる(第4項目)。

困難が予想され不測の事態も生じかねない下

肥汲取市営事業の着手にあたって，慎重を期し

つつその手順を示したもの，といえよう。

(2) 評議員会

18日の常議員会決議にもとづき翌19日の午後

2時から市役所で f市参事会に提出する方法

其他の準備に就て評議する」ための評議員会が

ひらかれた1問。新聞はこの出席者を 「岡山市

衛生組の糞尿汲取に関する評議委員J140
) と呼

び， この会議を「糞尿問題評議員会」山〉と呼ん

でいるから，あるいはこれが正式名称だったの

かもしれない。そうだとすれば， 18日の常議員

会はさしずめ「糞尿問題常議員会」となろう

し，また岡山市衛生組合内に新設されて常議員

会や評議員会の母体となっている委員会を本稿

で「岡山市衛生組合糞尿問題委員会」と称して

おいたのも，あながちまとはずれではなかろ

う。

評議員会は常議員会が決議した「協議案」を

検討したうえで，次のような 5項目の「決議事

項」。および市参事会に提出する「建議書」とい

140) 141) 142) 143). W山陽新報~ 1906C明治39)年1月
20日， r糞尿問題評議員会」。



44 (554) 経済学研究 39・4

う2つの決議を行なった。

「 決議事項

一，建議書は委員総代として“委員長より市参事会へ

提出すること

一，糞尿汲取は従来の情実に拘はらず市営の下に必

らず汲取らしむること

一，委任状は成るべく速成を要し来る二十五日迄に

取緩むること

一，委任状配付は各町正副組長及委員数を標準とし

て配付すること

一，経費は岡山県私立衛生会岡山支部に於て一時立

替へ置くことJ142)

「 建議書

上道御津両郡糞尿汲取人等は這般農事肥料研究会な

るものを設置し従来の下肥汲取料を遁減若しくは無

料にて汲取らん目的を以て彼等の意思容れられざる

限りは今後一切下肥汲取を致さざる旨市民一般に通

告し市民をして糞尿排掃に容ましめんとの計画にし

て其企図の憎むべきは勿論吾々市民は誓って今後彼

の汲取人等へ糞尿排掃を托せざる決心にて別紙の通

り決議候条一般市民の意，思を賢察被在排掃の義応急

の御処理相願尚将来岡山市の経営事業として諸般の

設備御計画為し被下侯様致度主主に市民の意思を代表

し委員連署を以て前条の次第建議候也

三十九年一月十九日

委員代表者 委員長小田安正

岡山市参事会 市長岡田磐殿 J143) 

この「決議事項J(常議員会の「協議案」第

1項目で指示されていた「決議書」はこういう

形でまとめられたと考えられる)によれば，糞

尿汲取を市営にしようとするばあい，岡山市衛

生組合に組織されている住民の側には少なくと

も当面する 2つの問題があったことになる。そ

れは， r従来の情実Jを打破もしくは無視する

こと，および「委任状」をとりまとめることで

ある。

糞尿汲取の市営化には何らかの車L牒があると

認識されているわけだが，その阻止的要因たる

「従来の情実J(決議事項第 2) とは市民・農

民間に糞尿の授受をめぐって伝統的に形成され

てきた'慣行で、あり，両者が利害を共にする相互

依存的であるがゆえに他者の介在を不要とする

不文律的なものであったといえよう。そこには

そノやカネだけでは律しきれず一朝一夕には解

消しがたいものがあり，おのずと人情風俗がか

らみあっていたのであろう。まこと『え「情実」

と称される由畿である。

市営化のまえには住民の多さに比例した広汎

な「従来の情実」が立ちはだかつており，これ

を突きくずしていく必要があった。「委任状」

はそのための手段であり，今後は市内各戸の糞

尿汲取を市当局にまかせるという内容のものだ

ったと考えられる。常議員会の「協議案」第3

項目で指示されていた「一般市民の委任状」が

これにあたるわけだが，そのとりまとめが 1月

25日までとなっていること (決議事項第 3)， 

その配付先が「各町正副組長及委員数を標準」

としていること(決議事項第4)が注目され

る。「一般市民の委任状」であるにもかかわら

ず，わずか 1週間にも満たない聞に集めようと

しており，それを組長・副組長・委員という各

町衛生組合の役員たちにやらせようというので

ある。

これほどの短期間に一般市民から委任状を集

めきるとすれば， とりまとめる主体の数が問題

になる。常議員会の「協議案」第 3項目におい

て， とりまとめるのは「旧五学区に配置せし二

十五名の委員」となっていた。これは岡山市衛

生組合糞尿問題委員会の全構成メンバーのこと

だろう。「一般市民の委任状」を具体化しよう

とした評議員会は25名という少人数ではとても

無理で，各町衛生組合の役員たちなら数百名な

いし千名以上にのぼるから多少は期限が短かく

ても不可能ではない， と判断したのであろう。

まことに「速成を要し」た事情がうかがえると

いうものである。

「建議書」によれば，農事肥料研究会のくわ
くるし

だては「市民をして糞尿排掃に窪ましめんとの

計画」で「憎むべき」ものであり，今後われわ

れ市民は農事肥料研究会の農民に糞尿を汲取ら

せない，この結論はわれわれ市民の誓約すると

ころであり決心のいることであったが，市参事
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会・市長はこうした「一般市民の意思」をくみ，

糞尿汲取についてまず「応急の御処理」を行な

い，さらに市営の計画を立てるべきであり，こ

れが「市民の意思を代表」して市参事会・市長

に建議しうることだ， というのである。

文中に見出される「誓って」とか「決心」と

かの言葉はかれら委員たちの切迫感なり焦燥感

を表わしているとも，あるいは委員たちの足が

地についていない先走りを表わしているとも解

せるが，いずれにしろ，この「建議書」は評議

員の起草になるとはいえ，市民の意見がーーも

ちろん全部ではありえないが一一直裁に語られ

ており，興味深い内容となっているのである。

C3J 市役所

(1) 市長の「通知書」

1月18日，岡山市長は「各町の衛生委員J宛

に次のような「通知書」を発している。

「下肥汲取の義は岡山市近接の御律上道両郡沿村農

民に於て汲取居侯処此度該沿村農民一同申合去十六

日より糞尿一切汲取致さ父る由就ては当市役所に於

て糞尿汲取方差支無之様殻て準備致置候問自然汲取

方差支相生候場合は当所へ御通知相成候得は直に汲

取人差廻し汲取致させ候間此旨御組合内へ告知方御

取計籾成度此段御通知候也J144l

市内の「下肥浪取」を行なってきた「岡山市

近接の御津上道両郡沿村農民」は， I一同申合」

せて 1月16日から「糞尿一切汲取致さ父る」こ

とになったが，市役所では市内の「糞尿汲取方」

に何らの支障も起きないよう準備を進めるし，

それまでに i自然汲取方差支相生候場合」には

各町の衛生委員が市役所に通知してくれば「直

に汲取人差廻し汲取致させ」るので心配にはお

よばない，この趣旨を各町の住民に告げ知らせ

てもらいたい， というのである。

この「通知書」はこれに先立つ常議員会の

「協議案」第4項目にいう「糞尿波取方通知」

をその日のうちにさっそく具体化したものだ

144) [f'山陽新報Jl1906C明治39)年l月19日， r糞尿汲取
事件」。

が，その聞に内容上の変化がある。はじめ「衛

生組長」宛とされたものが「各町の衛生委員」

宛に変更されている。「衛生組長」さらに「東

西屋」を使うとされていたのが，市長が各町衛

生組合の委員たちをフルに使うと改められてい

る。なるべく中間の媒介入を要せず，衛生委員

たちを直接に駆使しようとしているが，それは

「此旨御組合内へ告知方御取計相成度此段御通

知」する相手として各町衛生組合の委員たちが

最適であると判断したからであろう。各町で事

情に精通し広く住民と日常的に接している，か

れら衛生委員たちの人数は数百名ないし千名以

上にのぼっただろうから，たしかに市役所の意

向を町内すみずみまで告知させるのに適任であ

る。

(2) I証票」の発行

市長の「通知書」にも明記されているよう

に市役所は糞尿汲取の要請があれば市の汲取

人をさしむけるものとした。市内の糞尿汲取は

完全にスト γ プしていたわけでなく，公共施設

や会社などは従来とあまり変わらず，民家にし

ても続いていたことになるが， しかし町内では

細々としたものにならざるをえなかっただろ

う。なぜ、なら，その担い手は少なく，そのほと

んどが市内路傍便所・官庁・学校関係の糞尿汲

取人だったと考えられるからである。かれらの

実体をはっきり知ることはできないが，市内路

傍便所については前年12月に決められたばかり

なので多少はわかる。

1905 (明治38)年12月19日の岡山市会は議案第

94号「市内路傍便所糞尿随意契約に依り売払の

件」を可決しているが，それは原案に「本市大

字南方農事改良組合其他六組合へ」とあったの

を削除し I売払先きを定めざること」に改め

て修正可決したものだった145)。市内路傍便所の

糞尿は汲取らせて売り払うものであり，市の収

入源となる。原案では，岡山市大字南方 (1日御

145) [f'山陽新報Jl1905C明治38)年12月21日， r岡山市
会」。
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野郡御野村大字南方で1899年の市域拡張におけ

る岡山市新編入村の一部)凶〉の農民で組織され

ていたらしい農事改良組合をはじめ市内在住農

民の 6組織を市内路傍便所汲取人に指定すると

したようだが，入札もしないこの団体請負方式

をとりやめたのは，おそらく売り払い先を事前

に決めずなるべく伺人と「随意契約」を結んで

汲取らせた方がより多くの収入をもたらす， と

市会で判断したためで、あろう。

こうした公共的施設の糞尿をうけもつ市の汲

取人が， 16日からのストライキで早くも難渋し

はじめた民家の糞尿汲取に転用されたのだろ

う。しかも，その人数は限られているから，ょ

うやく汲取ってもらえるということだったはず

だ。

ところが， 1"郡部の者」であるにもかかわら

ず「市の糞尿汲取人に混じ汲み去る者」が現わ

れたとの情報が市役所に入ってきた。市役所が

さしむける汲取人は当面は，民家の糞尿を無料

で汲取ることになったばかりだから，そうでな

い農民が「市の糞尿汲取人」らしく装えばタ

ダ取りできることになる。市役所の思惑に反す

る事態であり， これに対処するに， 1"市役所よ

り差向くる糞尿汲取人は岡山市役所と記したる

証票を携帯せしむる事」にする措置がとられる

ことになった147)。市役所は岡山市役所とかし、

た証票を発行するので，これを携帯しないで来

る農民は市のニセ糞尿汲取人だから注意せよ，

という住民への警告でもある。市役所の厳然と

した姿勢をうかがわせる。

(4J 市会

(1)糞尿問題市営協議会

1月19日の夜，市役所において，市参事会員

および市会議員の「連合協議会」という形で

「糞尿問題市営協議会」がひらかれ(出席者20

余名)， 1"糞尿汲取に関する処分方」を「種々協

146)前掲『岡山市史』第6巻， 3947-3950頁。
147) W山陽新報~ 1906(明治39)年l月19日， 1""糞尿汲取

事件」。

議」した結果1"市営とする方針」を確定し，

「緊急を要する事件なれば直ちに市会を開会し

附議すること」を決めた凶〉。

この協議会は，市衛生組合による一連の決議

に呼応して，委任要請を市参事会が受諾し，さ

らに市会へ向けて歩みだしたものである。その

Iため，当夜8時に及んだこの協議会は市会に提

出すべき議案の協定にまでこぎつけた。その具

体的内容は次にみるとおりである。

(2) 提出議案

1月21日の夜ひらかれたこの年の初市会につ

いて， 1"昭和九年の水害，十四年の市庁舎焼失，

二十年の戦災などにより，重要図書の大半を失

った中で，本書を編集することは容易な業では

なかった，これがため，資料の殆どは市の公文

書以外から求めたJl叫とする大冊『岡山市会

史』には， 1"議長及び議長代理者選挙の件市

会紛糾の結果，選挙未了の憧散会す。J150
) とし

か記されていない。しかし，当時の新聞はこれ

と相当に違うことを語っている。

そもそも 1月21日の新聞は「初市会(糞尿問

題)Jと題して， 1"今晩若しくは明朝」に初市会

がひらかれ「糞尿問題の緊急事件」などを附議

するはず， と予告していた151)。 そして 1月23

日の新聞によれば， 21日午後 7時25分開会(出

席者28名)の初市会には，次のような議案がか

けられている152)。

第1号議案三十八年度歳入出追加予算

第2号議案公借金及償却方法の件

第3号議案糞尿溜場に要する土地購入方の件

第4号議案糞尿溜場工事弁に搬出に要する器具購

入方の件

第5号議案糞尿汲取実施の為の臨時委員選出の件

148) W山陽新報~ 1906(明治39)年1月21日， 1""糞尿問題
市営協議会」。

149) W岡山市会史』第1巻(岡山市議会， 1986年)1""凡
例」。

150)向上書， 442頁。
151) W山陽新報~ 1906(明治39)年1月21日， 1""初市会開

会(糞尿問題)J。
152) 153) 154) W山陽新報~ 1906(明治39)年1月23日，

「岡山市会」。
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みられるように，いずれも糞尿問題関連議案

であり，初市会に，少なくともこの 5議案がか

けられたことは間違いないのである。しかも，

この 5議案はそろって可決されたから，これら

によって糞尿汲取市営事業の具体的な構想がわ

かってくる。しかし，それについての詳論は紙

幅のため本稿では割愛せざるをえず，別な論考

をもって詳述することにしたい。したがってこ

こでは，ただ行論との関係から必要とされるか

ぎりの言及にとどめることとする。今それを箇

条書きすれば，次のようになる。

①1905 (明治38)年度の残り期間で市が住民か

ら汲取る糞尿の売却代金は 3，333円30銭(その

糞尿量を試算すれば，およそ 1万2千石ー2250

トン)で，その弘を住民に「糞尿代交付金」と

して支払う予定である。

②「糞尿溜場」を数カ所もうける。そのため

の土地を購入し， 目的にかなうよう造成するた

め，堀上げを行なってから漆喰をほどこし，周

囲に板がこいをし， うえに屋根をかけるといっ

た施設をつくる予定である。

③「糞尿溜場」には「器具置場」と「番小

屋」を建て 1器具置場」には運搬車・担桶・

担棒・提燈を新調して収納し，また肥船用の

「古船」を買入れる予定である。

④糞尿の搬入・搬出には多くの労働力を必要

とするが， 雇用しなければならない「汲取人

夫」延5，250人をはじめとして，全体の総延人

数は約1万 1千人となる予定である。

⑤ 3， 333円30銭という「糞尿売却代」は市財

政の「雑収入」となるが， これで総額20，132円

65銭にのぼる「糞尿汲取費」をカパーするこ

とは全く不十分なので，そのマイナス差額分

16，799円35銭の「公借金」を調達してパランス

をとる予定である。

⑤1906 (明治39)年度における糞尿販売総額は

4万円(その糞尿量を試算すれば，岡山市内の

非農家 1戸当平均年間糞尿量は約10石2斗7升

ー2トンであり 1斗5升入の肥桶で約34荷分，

岡山市内の非農家全体の年間糞尿総量は約14万

石与2万 6千トンであり I斗5升人の肥桶で約

46万 6千荷分)の予定で，その%は住民に配当

していく。

簡単ながら以上が，計画されつつあった糞尿

汲取市営事業に対する筆者なりの推計数値をも

加味した要約的概観である。

(3) 岡山市糞尿汲取実施委員会

初市会の第5号議案にもとづいて設置される

ことになったのが臨時委員11名(市参事会員 1

名， 市会議員 5名， 1市公民中選挙権を有する

者J5名)153)から成る岡山市糞尿汲取実施委員

会である。このうち，市会議員 5名は初市会で

選出され(渡辺栄吉・菊山寿次・藤岡右三郎・

前田清太郎・居相潔)154)， 翌22日の臨時市参事

会で残りの人選が行なわれた(市参事会員から

中山寛，市公民から岡崎嘉吉・建石省吾・前川

玄泉・浅田静夫・荻野季吉1均一一この 5名は

いずれも岡山市衛生組合糞尿問題委員会のメン

この岡山市糞尿汲取実施委員会は 1月26日に

市役所内の市参事会室で初会合をもち， 21日の

初市会で可決された経費予算について「種々調

査したる結果今一応委細に調査せん」こととな

った1問。翌27日， 委員たちは市役所へ出向き

各自が調査を始めると共に，他方で「糞尿溜場

設置の位置等の実地調査」を行ない，その結果

さっそく， 1該溜地は市の周囲五ケ所に設置す

る計画なるが多分旭東南北二ケ所及旭西には南

北中央と三ケ所に設くこと与なるべし」との判

断をくだした157)。

この「岡山市糞尿汲取実施準備委員」が「糞

尿汲取の市営開始に付溜場所設置地所の買収に

就て実地調査を為したる結果を報告」した 1月

28日の委員会では， 1直ちに市参事会に提議し

155) 11山陽新報Jl1906(明治39)年1月24日， r糞尿汲取

実施委員」。

156) 11山陽新報Jl1906C明治39)年1月27日， r糞尿汲耳元

実施委員会」。

157) 11山陽新報Jl1906C明治39)年1月28日， r糞尿汲取

実施委員調査」。
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土地買収を実行することを決議Jしたのだっ

た158)。

5. 仲裁

C1J 仲裁人

御津上道農事肥料研究会に対して，上道郡の

大森馬之(高島村出身の名望家)と御津郡の岡崎

柾次郎(県会議員)の両名が仲裁の労をとると

申し出た。その背景を 1月22日の「糞尿紛議

の仲裁」と題する新聞記事は次のようにいう。

「上道御津両郡の肥料研究会なるものは去る十六日

以後当市内に於ける糞尿の汲取を中止する旨決議し

尚ほ往々汲取人若くは市民に対し妨害を試みつ L不

穏の行動を呈せるに就き警察署にては其主動者に対

し正服巡査を尾行せしめて一挙一動を監視せしめ居

れるがため彼等の行動自由を欠き且つ岡山市に在り

では彼等の行動に屈せず輩固なる方針を以て彼等の

行動に対抗せんとし居れるが故最初の意向を軍捕さん

とするものあり遂には一致を欠ぐの虞あるを見て

稀々悔悟の模様を示せるJI59l

警察の徹底した尾行・監視活動によって農事

肥料研究会の幹部たちが不自由な状態にあるこ

と，また糞尿汲取市営事業という市側の対抗手

段によって農事肥料研究会は所期の目標をとり

さげんとする者も出はじめ，ためにその団結が

ゆらぐのをおそれ少し後悔しつつあるらしいこ

と，こう見てとった先の 2名が仲裁人として現

われたので、ある。

C2J 農事肥料研究会の交渉委員

1月20日午後 5時から岡山市内の野田屋町に

ある事務所でひらかれた，農事肥料研究会の幹

部たちの協議会160)とおぼしき「評議員会J(出

席者22名)では，会長が「仲裁人よりの交渉一

件を報告」 した後 r今後の方針に就て協議」

158) W山陽新報~ 1906C明治39)年 1月30日， r糞尿汲取

市営実施委員会」。

159) W山陽新報~ 1906C明治39)年l月22日， r糞尿紛議

の仲裁」。

160) W山陽新報~ 1906C明治39)年l月21日， r肥料研究

会協議会」。

したがI61L その様子は次のように報じられて

いる。

「裳きの決議せし汲取中止の件は不当に付仲裁人よ

りの交渉に基き前議を取消し一般の汲取に着手し而

して此問徐々に岡山市へ対する妥協を謀らんと云ふ

者ありしも此は全会の決議にて既に迷惑を及ぼせる

岡山市に出でム汲取を再びせんと欲するも到底市民

より汲取を承諾し呉まじく然れば此儀如何を確むる

の要あれば今一応仲裁人に対し交渉を重ねざる可ら

ずと云ふに在り J162)

先の決議は不当だったと撤回し汲取を再開し

て岡山市と妥協にこぎつけるというような意

見あるいは先の決議によりすでに市民に迷惑

をかけている岡山へ出市しでも汲取らせてくれ

るかどうかわからないからこの点を確かめるた

めにも仲裁人と交渉すべきだというような意見

がで、たらしい。その結果，佐藤会長，斉藤善五

郎副会長，野上長五郎・三石吉五郎両評議員の

4名が交渉委員となり，仲裁人に打診すること

になった163)。

C3J 仲裁の不成立

20日の農事肥料研究会評議員会で選出された

4名の委員は「岡山市の意向を悲しす」ため「早

速仲裁人に向って交渉する所」となり，これを

受けて仲裁人は「市内の重なる人々に対し糞尿

汲取に関する意向を叩きたる」ところ[""岡山

市は市の経営として取扱ふべき旨」を「確答」

してきた。そこで，仲裁人は「最早如何ともす

る能はざるを以て其旨」を農事肥料研究会の交

渉委員に回答し， 結局[""仲裁説は弦に中絶す

るに至れり」とあいなった出〉。

C4J 警 察

仲裁の不成立がはっきりしたのは 1月21日

(初市会の日〕もしくは22日であろうが，この

成行きを見まもっていた警察はこれ以後も尾行

161) 162) 163) W山陽新報~ 1906C明治39)年1月22日，
「糞尿紛議の仲裁」。

164) 165) W山陽新報~1906C明治39)年 1 月 23 日 r糞
尿仲裁中止」。
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を続けることにした一一「其筋に於ては全会

〔農事肥料研究会)の首動者に対し現に附し居

る巡査の尾行は尚ほ暫く之を解かず仔細に其行

動を監視する管なり Jl町ο

尾行の継続には警察なりの状況判断があっ

た。すなわち「其筋に在りては該問題も精解決

され既に岡山市が市営の計画を決したる今日全

会一派の策略水泡に帰するに至りしを憂ひ将来

如何なる手段を執るやも計り難く或は一層の活

動を試むるが如きことあらんか斯くては愈々公

安を害するの虞れ多ければ暫く其行動を監視せ

んと欲し依然巡査をして尾行せしめ居れるJ166)

というような，望みを絶たれたかにみえる農事

肥料研究会が過激化し公安上の問題をも起こし

かねないとの危倶である。

だが r全会の主動者数名は今尚ほ巡査の尾

行を解かれず為めに自由の行動を執る上に就て

頗る不便を感じ居れる」といわれた被尾行者側

も黙ってはいない。「益々困難と迷惑を感ぜる」

佐藤会長ら幹部4名は 1月22日の午後，岡山警

察署に泉署長をたずね r巡査の尾行を解かれ

たき旨情願する所あり」と報じられた直談判に

およんだ。 しかし泉署長は逆に， r全会が執る

べき将来の方針を事しした」 ので1町， 佐藤会長

らは次のように答えたらしい。

「最早今日に至りでは止むを得ざるを以て此上は全

会関係渚は事務所を退散し岡山市が輩固なる態度に

依て計画せる市営の結果如何を傍観すること L為す

べし到底岡山市の経営が好果を奏せざるは期して疑

はざる所なれば其暁を待て何分の処置を執るに如ず

と決せり云々と述べ且つ全会員既に斯の如く決心し

たる以上は暫く何等の行動に出でざるが故に巡査の

尾行は速かに之れを解かれたしと云ふJ168)

農事肥料研究会としても腹をくくり，市側の

計画を静観していくが，糞尿汲取市営事業はう

まく運ばないだろうから，その失敗がわかって

から対処するので，それまでは特別な行動を起

こすつもりはないと語ったようなのだ。こうし

166) 16の168)169) 170) ~山陽新報~ 1906 (明治39)

年 1月24日， [""肥料研究会員と岡山署長」。

た「情願」に対して，泉署長は次のように答え

たらしい。

「今俄かに情願を容れて尾行を解くが如き挙には出

で難し:全会長等其他が今日当地を退去し本問題に関

して当分沈黙を守るかも知れざるも行掛上尚ほ時々

会合し今後の策を議せざる可らざる場合に際し居る

を以て公然の会合を為さどれば即ち密会を企て其協

議の如何に因つては或は一層厳重なる尾行監視を附

するの必要生ずるやを保せず然れば今日直ちに尾行

を解除するを得ず強ひて解除を求めんとするに於て

は各自が将来の行動如何を決するに在り云々J169)

警察なりの状況判断からむしろ警戒心を高め

ていたから，佐藤会長らから明確な言質をとれ

ないかぎり，尾行中止とはいかなかったよう

だ。かくして結局 r全会長等は語気を荒くし

頻りに迫り立つ所ありしも署長も懇々説諭を加

ふる所ありJl聞と，両者あいゆずらず物別れに

ならざるをえなかった。

6. 仲裁不成立後の状況

(0 農民側

(1) 1906 (明治39)年 1月23日の集会

警察側の予測はある程度あたっていた。翌23

日午後4時から，農事肥料研究会は大林寺で

「総会」をひらこうとしたからであり， 120人

が出席し「岡山市糞尿汲取問題に闘し協議Jし

たこの第4回集会の「概要」は次のように報じ

らhている171)。

「岡山市の糞尿は既に市の経営として汲取ることに

決定せしを以て全会の希望は遂ひに拒絶せられ到底

望みなきに至れり依て全会は糞尿の代用品として人

造肥料を購入使用することに為さんとの議を決した

るが該決議は二百名以上の同意決議に因らざる可ら

ざること与なり居れるが故更に不日全会の再会合を

催し多数の出席を得て決定する都合なりと云ふ」

汲取ストライキを断行してまで獲得しようと

した農事肥料研究会の要求が市営化という方針

によって拒否されたからには，今後は入手でき

なくなる市内の糞尿の「代用品」を求めなけれ

171) ~山陽新報~ 1卯6(明治39)年 1月25日， [""肥料研究
会の会合」。
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ばならないが，それは f人造肥料jであり，こ

れな農事DE料研究会としては購入し使用してい

くガ針であるという c こう打出された方針も組

織決定するには 200名以上の賛同右要したから

当日の人数で、は足らず集会決議にとどまり，そ

の決能は次回にもちこされることとなったので

ある。

(2) 1906 C明治39)年 1月288の集会

その 5日後の新開は差是事肥料研究会が

十八日午欝八時より向山市後楽園に於て大会を

聞く都合なり J 1 •2 ) と報じていた。午蔀 8 時とい

う開始時刻は会場の鶴鳴館の入口が10持半にな

ってもひらかないことなどで大脇におくれたも

のの， 1 J:l28日の後楽隠には午都中から「三五々

伍々集ひ来る会桑中には此有機を見て私語紛々

の関に謀ちに歩セ密内iこ移し之等の連中は予言る

所に小群を為し糞尿問題を諮りつ Lあり」とい

う光景がみられ， 11時すぎに佐藤会長・光石幹

の3名が「各の警察官に賎

行せられし謹相能後して入場し構内に俳術し活

りし会員等も次第次第に入場しJていき，午後

l持部分ごろには「場内立錐の地なく遅れ来り

し者は蘇下に夜りて作み摺れり Jとし、う状議に

なったのである 118)。

農毒事態料研究会が後楽還の鶴鳴館で挙むした

「曜時総会」の参加人数は具体釣に伝えられて

いないが，上述の報道と鶴鳴館の規撲さど勘案す

1. 000入念こえていたのではなかろうか。

とすれば，結集度の点で農事sE料研究会はこ

に最大の蟻りあがりたみせたことになる O

1詩的分「警鐘一軒jをもって始まり，梶山饗

察署の竹内警部が巡査 6~7 名古ピつれて f露

るなか 4時10分'fで続いた17めこの第

5簡集会の模様は次のようであっ

Q)C経渦報告〕まず会長が f糞尿問題欝怒必

172Hf山陽新報JI1906(朔治39)年 1JJ28E， r肥料研究
会大会j。

173) 174) 175) W山際新報JI1906(明治39)生存 1JJ2913， 
汁巴終研究会総会

しより市~烏其抱と交渉せし韓米J を 1

わたって報告したが， I市当勝が郡部教取人の

読取扱絶を決議せし翠自主義関麗が寝泊ま援を釘鳴

しつ L市中を繰り行き御津上道の奥抵しには小

使ー勺も読ますなと謂ひしは人身攻撃なり」と

いう市当局批判，および[運動中に其務が警諜

官を蕗告宅金しむるは不合理なり j という

判には， I激主主宅金し会員の毒事Jゆえ n泊予の響

くJであった。

がうかがわれる。

②〔共開講入の件]次の 2議撲が満場一致で

可決された。

「 議案

…，本会事業として肥料共間総入を為すこと茶の方

法は会員の務主義に依り適当の肥料を各大学委員の許

に申込み喜平滋員を経て会灸に嘱托ずるものとす悠

し購入方は会長の指命受以て委員務子名を設く

二，家会員の言書Arおは肥料の共同鱗入と隠ーの方法

に依り

長議議事記料研究会の事業として「適当の詑料j

(人造se料にかぎらず販売肥料合金犯一般か)

f需要品JC農業用の生産財のほか生活用の

消費財も含むか)の共器購入に取りくもうとし

たこと，また，会員一→各大学の委員一吋評議

員…叶会長とL、う意思缶連ノレートがわかる。

E窪行に抗議し中止さど要求する1ある

られたる所はた

し豆廃止せしむる事会交渉せんと

の建議j がだされ I大多数の賛成にて

したO

〔官詣・学校・会社などの援取関鑓〕糞尿

援取ストライキ中にもかかわらず「今日尚ほ官

の分は依然設耳元り器れ」るが，

来個人の糞尿のみ裏取り官街学校等ifL7fJz取らざ

る者は迷感なり故に担当の割賦法を講ぜられた

しJとの意見がだされたところ， I激昂せし会

員特に対市政路上強硬の態度を必要とする会場
企 A A A 色 A

の京日さ?とことを吐きし事とて馬賎野部， pn~ 
...... 
出せ，等の昔話濃くが扱くに怒りJC....印はj祭文〉

とし、う っt.::..175) 
o 
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⑤〔総会決議Jr市街糞尿運搬に就き市郡部

の別に依り警察の取締に寛厳ある理由を岡山警

察署長に質問する件」を決議しTこ1問。 どうや

ら街路便所並尿尿汲取取締規則の運用には県下

の警察署によって違いがあり， とりわけ最大の

市街地をかかえる岡山警察署が厳格に運用して

いたため， これが農民には差別と受けとめられ

たので、ある。

汲取ストライキ突入後ほぼ2週間たってひら

かれたこの第5回集会において，農民たちはか

れらなりに状況を読みとろうとしていた。

(3) r糞尿汲取小紛議」

こう題して報道された 1月31日の事件は，次

のようなものだった。

岡山市大字旭町の佐藤仙五郎と花口音次郎の

両人は旭町衛生委員・山海明八の依頼をうけ

て 1月31日午後5時頃，岡山市高砂町の西川

平一郎宅の糞尿汲取におもむいたところ r肥
料研究会員なる備前国上道郡高島村字国府市場

西崎豊次なる者張番したるが両人〔佐藤と花口〕

を捕へて時間外に糞尿を汲取るは違反に付処分

を詰ふ故巡査派出所迄来れと迫るに」及んだ。

佐藤は西崎と[親属の間」ゆえ「種々情実を語

りJ， その場をとりつくろうとしたが， 西崎は

のってこない。そこで佐藤は自分だけが同行す

ることで花口は「汲取器を携へ帰らしめ」んと

したが，西崎はこれをも「聞入れず強ひて両人

を全行すと主張」し厳として応じなし、。そうこ

うしているうち， r全会員の同郡〔上道郡〕可

知村戸野村鶴蔵及同国御津郡横井村野上長五郎

の両人が来り豊次に力を裁せ派出所に全行せん

とするJ1こ至った。こうなっては佐藤・花口も

覚悟し西崎・戸野村・野上と瓦町派出所に「出

頭」したところ，西崎らは「巡査に向ひ仙五郎

音次郎が時間外糞尿を汲取りしは違反に付処分

ありたしと申出た」ので，取調べとなった。佐

藤・花口を規則違反で処分すれば， 西崎らも

176) Ir山陽新報~ 1906(明治39)年2月3日， 1"糞尿会
議」。

「他人の自由行動を妨害したりとて処分せざる

可らJずと判断した巡査は，双方を岡山警察署

に連れていったところ r署にては双方に対し

懇々説諭を加へて放免した」というのである。

なお，岡山市内山下でもこれと同様な事件があ

ったという。かくして r研究会員が岡山市の

糞尿汲取に対し種々なる手段を以て之を妨げん

とし昨今は各所に立番し時間の制限あるを楯に

彼是と人夫を脅迫せる由」とL、う事態が起こっ

ていたので、ある 177)。

街路便所並尿尿汲取取締規則に苦しめられて

きた農事肥料研究会は汲取ストライキの実効を

期するため， 白から岡山市内に入って規則違反

者を摘発する活動を展開していたのであり，そ

れは規則を逆手にとった新戦術ともいえる。後

述する 2月2日の「認可」はこの戦術に対抗す

るという側面もあったにちがいなし、。

C2J 警察

(1) 協議

1月27日，岡山警察署の泉署長は岡山県警察

部衛生課の稲原警部と市役所に出向き「糞尿問

題に就て郡部との折合上及び善後策に関し種々

協議」した1問。 この 「協議」の内容はこれ以

上には報じられていないが，少なくとも次の 2

点が含まれていたと推測される。

①農事肥料研究会の集会に今後は適宜「臨監」

するという措置を協議したのではないか。(そ

の表われが翌28日の第 5回集会への警部・巡査

の派遣であろう。)

②この日もしくはそれ以前に市役所からださ

れた，汲取・運搬の制限時間に関する要望を協

議したのではないか。

(2) 委任状

先の 1月19日にひらかれた岡山市衛生組合糞

177) Ir山陽新報~ 1906(明治39)年2月2日， 1"糞尿波取
小紛議」。

178) Ir山陽新報~ 1906(明治39)年 1月28日， 1"糞尿開題
と一郡長一署長」。
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尿問題委員会の評議員会で決議されたように，

一般市民の委任状は各町衛生組合の役員が 1月

25日までに取りまとめる手はずだった。ところ

が，この予定はすで、に狂ってきていた。なぜ、な

ら 1月28日の新聞は委任状の取りまとめ役を

「岡山市各町衛生組合会に於ける糞尿汲取市営

に関する調査委員」と称して，当日午前9時か

ら市役所でこの調査委員たちによる「衛生組合

委員会」の開催を予告するなかで 1近来各町

毎にて委任状を取りつ Lあるも種々なる異議あ

る由なれば何れ是等に対する方法は協議する筈

なるべしと云ふ」と報じている 179)からである。

委任状の取りまとめが予定とは少しばかり違っ

てきたというより，むしろ難行していたことが

うかがわれる。

(3) 1制限時間外糞尿汲取認可」

こう題して 2月3日の新聞は次のように報

じている。

「岡山市は所謂糞尿汲取問題にて糞攻めの困難に会

ひ其処置に察み遂に市営にせんことを決したるも何

分突然のことムて万般の設備整頓せざるより差当り

糞尿汲取々締規則の汲取時間の制限に対し嚢に其筋

へ請願する所ありたるが本県庁に於ては今回の事情

を諒として特に制限時間外と雌ども汲取らしむるこ

とを昨日認可せられたるに付き市役所内臨時糞尿汲

取事務所にては市民の要求の通報に接し次第随時汲

取人を差し向くること ι為したりと云ふJ180)

糞攻めに対抗する苦心の処置として市営を決

定したが，急、なことゆえすぐに市営化というわ

けにはいかない。そこで，市営事業として実施

できるまでしばらくかかると判断した市当局は

岡山県警察部に，街路便所並尿尿汲取取締規則

の運用緩和を請願していた。これに対し 2月2

日， 1本県庁j 岡山県警は制限時間外の汲

取・運搬を認可した。これをうけて市当局は市

民からの汲取要求が市役所内の臨時糞尿汲取事

179) 11山陽新報~ 1906(明治39)年 1月28日， r衛生組合
委員会」。

180) 11山陽新報~ 1906(明治39)年2月3日， r制限時間
外糞尿汲取認可」。

務所に通報されてくれば，制限時間外であって

も市の汲取人を差しむけることにしたというの

である。

7. 農民運動の内紅

(0 御津上道農事肥料研究会の亀裂

(1) 1906 (明治39)年2月2日の集会

2月2日の正午前後から大林寺には農事肥料

研究会のメンバーが「詰め寄せ」ており，午後

4時になって参加者約200名をもって， しかも

「岡山，西大寺両署より警部巡査十二名余臨監

したり」という条件下でひらかれた集会181)は，

「兎に角二百内外の会員を充たされたる場所に
らんぷ

洋燈は唯僅かに二個を吊るしありたるのみなれ
う たの

ば場内は薄暗くして鬼気人を撲ち多勢を侍める

彼等会員は暗がりにて更に勢を得て笑ふもの罵

るもの紛々四座に起り警察官に対する冷瑚罵晋

の如き甚しきを極めj182)と描写されているが，

かかる雰囲気のなかで進行したこの第 6回集会

の模様は次のようであった。

①〔会長の報告的演説〕まず佐藤会長が第 5

回集会の〔総会決議J(前述)にもとづき「署

長に面陳したること」を報告。ついで会長は

「午前八時後に岡山市街に糞尿を運搬せる者を

発見し交番所又は巡遅中の警官に告発せしも更

に取上げざり等の事を攻撃的に陳べた」。

②〔参加者の発言J1郡部に於て日用品共同

購入の法を講ぜられたしj，1巡査俸給は……若

県税支升ならば我々は其負担を辞するJ，1市の

肥料汲取を廃止せし以上は肥取車は不用なり速

かに相当の処置を為さ父れば課税の損失ある」

などの意見がで、た。

③〔警察の発言J1臨監警官は会長に向ひ糞

尿運搬に対する取締は目下市郡の別なし唯だ霊

181) 11山陽新報~ 1906(明治39)年2月3日， r糞尿会
議」。

182) 11山陽新報~ 1906(明治39)年2月4日..r糞尿会議
(其後の情況)J。以下この 2月2日の集会ならび
に後述の別席会議については本註と前註の新聞記
事に依拠しているが， そのことを逐一註記するの
は煩雑ゆえ省くことにするので， 諒とされたい。
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間と離も之を許すは権宜の処置に過ぎずと注意

したり」。

④〔会員の演説JI会員某は団結の必要及び

肥料に関する事等を演説せしが此時日全く暮れ

Tこり」。

⑤〔集会での申し合せJI尚ほ当日より官街

学校等の糞尿汲取を中止すること Lせしが之に

就て糞尿代として本年度分を前納せしものあり

然るに今之を中止する時は契約に由る保証金を

没収せらること Lなるべく其損失は研究会に於

て負担するや等の問題も生じ例の紛々擾々裡に

閉会したり」。

県警が制限時間外の認可を下した当日から午

前 8時以降の汲取・運搬が行なわれ， これを

「告発」した農民は無視された形となり，警察

への不信は巡査の俸給をうんぬんするほど高ま

ったが，この認可は「権宜の処置」であるから

違法にあらずと逆に注意を受ける始末。これま

で駆使していた「肥取寧」が汲取ストライキに

よって稼動しえず，遊休期間が長びきつつある

ことへの不満。新聞記事で直接に語らせた集会

の模様から看取できる一例である。

こう進行した集会には⑤と⑤の聞で事実上の

中断があった。「臨監警官」が発言したころ，

「恰かも此時宇野村竹田の某々等同会に交渉の

筋ありとて来りとて会長以下重なるものは別席

に会議すること LなりJ， 農事肥料研究会の幹

部たちが集会を中座したからである。その間，

集会に残った幹部の 1人とおぼしき「会員某」

が「団結の必要」を説いていたのだが(④)，

別席会議では団結とはまさに逆の事態が起こっ

ていた。

(2) 別席会議一一「一部分裂派」の脱会申

込一一

約 200名もの集会しかも日暮に入っていなが

ら， I別席に交渉会議を聞く為め暫時退場する」

と言い残して中座した「佐藤虎吉外数名」はし

かし， I三十分を過ぎ一時間を過ぎて尚ほ帰り

来ら」なかったので I農民等も流石に退屈を

感じ始め交渉中に係る問題の性質及び内容を聞 ι

かんと要求するもの続出せし」有様となった。

けれども集会参加者に，農事肥料研究会の幹部

たちは交渉中の案件を簡単に知らせるわけには

いかなかった。事は，集会の前提たる農事肥料

研究会の存亡にもかかわってくる問題をはらん

でし、たし，それゆえに「交渉は容易に纏るべく

も見へず」という状況だった。別席会議におけ

る交渉の場では I竹田外四個村一部分裂派の

総代」が農事肥料研究会からの脱会を申込んで、

いたからである。

(3) I一部分裂派」発生の背景

「竹田外四個村一部分裂派の総代」とは，上

道郡宇野村にある 8大字(浜・西川原・竹田・

東川原・原尾島・棟・八幡・中島)中の 5大字

(竹田・八幡・中島・東川原・棟)183)における

農事肥料研究会所属汲取農民のリーダーたちと

考えていい。かれらが交渉の場で明らかにした

脱会申込みの理由および交渉でのやりとりは次

のようであった。

「別席会議の内容は如何と云ふに上道郡宇野村の内

夫辛合白，手議，入品中畠，議ゐ二主人良半止tE
研究会幹部の行動に内心快からざるものあり且つ右

諸村民は従来個人糞尿のみを汲取り居れるに今回の

事件以来糞尿汲取を得ず麦作肥料等にも困難を感じ

居れるに会長佐藤虎吉の居村なる高島村の農民は殆

んど官街，学校J会社，銀行等と汲取契約あり今回

の事件発生以来も続々汲取り居れるより偶然か否か

は知らざるも権衡を得ざることなりと脱会を申込み

会長佐藤虎吉等は過日の総会にて都合よく肥料共同

購入の事さへ可決したるに今一部たりとも脱会を申

込むものありでは進んでは他にも脱会者を出すの原

183) 1"""竹田外四個村」を「竹田」プラス「四個村J，計
5カ村と解した。この 5カ村に該当する大字とし
て，竹田・八幡・中島・穂は確かだが，東川l原は
筆者の推定である。この論拠である 2月4日の新
聞記事「糞尿会議(其後の情況)Jの中にはこの
すぐあとの引用文にみられるように1"""宇野村の
内大字竹田，宇野2 八幡，中島，穂」とあるが，
宇野という大字は存在せず，それは後出の新聞記
事から考えて，東川原の間違いではないかと思
う。
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4 因むもなるべき憂あるを以丈之を喰留むる事に努め

(中略)境初より団結して市に当りし研究会が支離

滅裂を来たすが如きは遺憾なりとて懇々之を慰さめ

たるも竹田外四個村一部分裂派の総代は今何とも決

答する能はず帰りて一般に協議の上翌日研究会事務

所に返答する旨を述べ引取りたる由」

上道郡における宇野村の前記5大字と高島村

は岡山市の官街・学校・会社・銀行などと汲取

契約を結んでいるか否かで，すなわち市内人糞

尿の大口取引先を持っているか否かで，同じ郡

の隣村でありながら，かつあるがゆえ余計に，

その違いに敏感たらざるをえなかった。汲取ス

トライキによって，高島村は持てるもの，宇野

村 5大字は持たざるものと L、う近接農村の対瞬、

的地位が鮮明に浮かび上がってきた。そして相

違の意識から対立の感情へと突きすすんでいっ

たのは，汲取ストライキのため市内人糞尿を入

手できなくなったことにより宇野村 5大字の農

村民に「麦作肥料J(水田裏作麦用あるいは畑

作麦用の下肥)などの施肥が困難になってきた

とL、う切迫した肥料不足が生じつつあったから

である。下肥確保の有無をめぐる利害関係の意

識が，高島村に居住する最高幹部への不信と結

びつき，一挙に対立的な感情として顕在化し

た。

農事肥料研究会の幹部たちは申し出のあった

脱会を食い止めにかかった。一部でも認めれ

ば，脱会行為は波及しあとを追う者が続出する

ことをおそれたためで、ある。「団結」をもって

市当局・警察と対時してきた農民組織が脱会者

をだせば「支離滅裂」になってしまうと慰留さ

れた「総代」たちは，いったん帰村して相談し

明3日に改めて態度を決めると返事して引きあ

げていった。あとに残された会長・「評議員」

「幹事」らの幹部たちは宇野村 5大字からの批

判を考慮したためで、あろう，さっそく 2月2日

から岡山市での大口取引による汲取を中止する

ことにした(前記⑤〔集会での申し合せJ)。

(2J 汲取農民出市阻止(未遂)事件

かくて「肥料研究会瓦解の端緒糞尿汲取問

題に就ては肥料研究会に於ても頃日精く内託を

生じ来り今や歩調を欠ぐ、に至れるJl刊(圏点原

文)と報道される状況となった。

もっとも，先の宇野村 5大字がそろって同一

歩調をとり続けたわけではない。いったん帰村

のうえ皆で相談してから改めて農事肥料研究会

事務所に態度表明するのが翌3日という約束

弘実際は 2月5日になったが，その聞に 5大

字のうち 1大字・穂村はおそらく村での協議の

結果であろう，脱会を翻意したものと推定され

る。しかし，あとの 4大字は脱会の意思にかわ

りなく 2月5日に脱会通告をだすに及んだ

ー「上道郡宇野村にては話，東河良品，

八幡の四大字は愈々全会を脱会することに決し

昨日 (2月5日〕此旨を全会へ向って通告する

所あり J16九

正式に脱会通告を行なった宇野村4大字はさ

っそく汲取再開に向けて準備活動を翌 6日に始

める予定であったが， この 5日から 6日にかけ

て今一度，脱会派に歩調の乱れが生じたものと

思われる。すなわち，この間「脱会申込の撤回

を飽まで蓋力せしJ166)幹部たちはまだ諦めなか

った，なお懸命の説得工作をやめなかっただろ

う農事肥料研究会の努力が一部は報われたので

はないか，その後の動きから判断して，宇野村

4大字のうち 1大字・東川原村は 2月6日に予

定されている反農事肥料研究会的行動に打って

でるのを急きょ取りやめたものと推定される。

当初の脱会派は結局 2大字が態度を軟化し，

最後まで強硬を貫いたのは 3大字だった。この

強硬派3大字について，今少し新聞による事情

説明をみよう一一「脱会の議を纏め夫れ夫れ総

代を選びて同会に申込みたるJ 3大字， 竹田

村・中島村・八幡村は「脱会の精神愈堅く如何

184) 185) 11山陽新報Jl 1906(明治39)年2月6日， 印巴

料研究会瓦解の端緒」。
186) 11山陽新報Jl1906(明治39))年2月7日， r糞尿問

題(其後の紛擾)J。なお，以下の記述では逐一註
記をしなかったが， この新聞記事によるものであ
る。
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にもして会籍を脱せんと力味居り j， にもかか

わらず「研究会に於ては飽まで脱会を引留め

..…出さぬの一点張なりし」ゆえ，遂に「右諸

村は何時までも斯くてある可きに非ざれば研究

会が脱会を認むると否とは間ふ所に非ずと決

しj， さらに来たる 2月6日には「暫く中止せ

る糞尿を再び汲取ることに就き各自の得意先に

交渉するため何れも出市することに決し」たの

だっTこ。

竹田・中島・八幡の 3カ村によりこうした重

大な決定が下されるという局面の変化をまのあ

たりにして，農事肥料研究会としても静観して

いられるはずはなく，すく、、対応策を練った。す

なわち，こうした 3カ村の動きを事前に察知し

た農事肥料研究会は「之は一大事なりとて一昨

日 (2月5日〕来協議に協議を重ね手筈を定め

俄かに高島村其他諸村に竹田中島村民等出市を

妨げんと急報した」のである。

第7図 旧上道郡字野村 8大字

鶴
見
橋

かくして，字野村3大字の農村民が汲取再開

のため得意先の市内民家と打ち合せに出市ずる

はずの 2月6日は，動員をうけていた「高島村

其他の農民」が「未明より三々伍々中島村百間

川堤防に集り且つ竹田，中島，八幡三村より岡

山市に通ずる道路の要所には恰も散兵線を張り

たる如く三人乃至四五人を配置し居るなど総数
白ぽ

二百名にも上」った。(第7図参照)

宇野村は百間川で分断された形になってお

り， 宇野村 8大字中の 3大字(中島・八幡・

4最)は百間川の東側，竹田などの 5大字は西側

に位置する。中島・八幡の東側・後背には高島

村が隣接している。中島・八幡から岡山市へ向

かうにはまず百間川を越えねばならない。「一

部分裂派j=脱会者グ、ループの出市を回止すべ

く高島村などから動員された農民のうち，まず

一団が中島村の百間川堤防に集結したのはその

ためであるO また，他の一団は岡山市に通ずる

道路の要所に「散兵線」のごとく 3~5 人単位

で分散配置されていったから，堤防の一団と合

わせて 200人に達したというのである。

竹田から百関川をはさんで中島をのぞむ。旭川の

水を百関川に放流しない閑はごらんのように百関

川|にわたされた道路を今では自動車が走る。 1989

年10月4日筆者撮影。

このような「形勢頗ぶる不穏なりし」状況
かね

で， しかも「予て其事あるを知りたる」上道郡

管轄の西大寺警察署が自署だけでは駒不足と判

断し岡山警察署に応援を依頼した結果，岡山警

察署から友松巡査部長が巡査5名を連れて中島

村に出動した。時に「午前七八時の交」だった
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が人中島材の百間川堤防に「六十名余の農民集

団を為し居れる」のを目撃した。巡査部長は

r集団中の某々等を尋問」 し， 1"彼等の目的が

竹田，中島，八幡各村民の出市を妨げんとする

示威的会合なるを看破しJ， この集団を「不穏

の者と認」めて解散を命じ， 結局1"午前十時

半頃解散を了し同部長は帰署したるが西大寺警

察署よりも巡査二名を急派し解散後の動静を視

察せしめ」ることになったという。

C3J 1906(明治39)年 2月8臼の集会187)

2月 6日の事件にみられるような事態の悪化

を懸念してか，農事肥料研究会はさっそく 2月

8日， 後楽園の鶴鳴館に会員を召集した。「会

する者八百余名」で午後3時に始まった「総会」

において，佐藤会長は宇野村の大字がこの間

「反対の挙動に出でたるは決して本意に出でた

るものにあらずとて詳細に説明しJ，さらに「宇

野村の汲取人出市の際兼て其筋に於て取締り居

たる鶴見橋の警戒を開放せること等に就て纏々

陳述し且其筋に間合したる結果は会員に報告す

べきことを約し」た(宇野村から旭川を舟で渡

らず陸上で出市しようとすれば，旭川の大架橋

たる鶴見橋を通ることになるから，出入りをチ

ェッグするのに格好の要路であり，当然これに

着目する警察はこれを活用することによって市

内人糞尿の汲取・運搬の制限時聞が厳守される

よう促していたが，ストライキ破りの「一部分

裂派」が制限時間外に出入りすることになった

場合はたして警察はこれを黙認するのか否か

を，農事肥料研究会側としては問題にしている

のであろう)。そしてこの第7回集会には次の

決議案がだされた。

「 決議案

一，本会は前大会の決議に依り益々会員の歩調を牽

屈にする為脱会或は自由行動等決して致さ三ること

ー，前大会の決議を重んじ如何なる難関に遭遇すと

187)以下の記述で註記を省いたところはIi'山陽新報』
1906(明治39)年2月 9日， r御津上道肥料研究会

総会」による。

雄も百折屈せず飽迄本会の目的を貫徹すること」

文中の「前大会の決議」が必らずしも明確で

ないのだが，文意からして 1月14日の第3回集

会のことではあるまいか。組織に不可欠な「会

員の歩調を輩固にする」団結の必要を強調し，

それに反する「脱会或は自由行動」を批判し，

「如何なる難関に遭遇」しても「百折屈せず」

組織として所期の目的を貫徹するまで運動し続

けると会員に訴えており，組織内の動揺を抑え

IこカミカミってL、る。

この決議案は「満場一致可決」され，そのあ

と「静粛に閉会を告げた」というから， 800余

名の結集にもかかわらず局面の変化を反映して

沈痛な雰囲気が漂っていたにちがし、ない。

C4J 糞尿汲取妨害(暴行)事件

だが，宇野村に発生した「一部分裂派」は翻

意しなかった。のみならず， 宇野村「三大字

〔中島・竹田・八幡〕に於ける脱会者は約七十

名余に及」んでいて 2月10日そのうち 5名の

代表者が山陽新報社をおとずれ， 1"我々 が研究

会を脱会せし理由は過日来の山陽新報に於て壷

せるを以て今事々しく陳述せざるも我々脱会者

の精神は何れも輩固にして世に流説するが如く

研究会に復帰することなきを以て此意を諒し置

かれたしJ1附と，脱会理由の正当性を指摘し組

織への復帰説を真向から否定，かくて農事肥料

研究会への集団的離反を公式表明するに至っ

Tこ。

全体からすれば少数だが， もはや小なりとは

いえ分裂は衆知の事実となった。対立的な感情

は敵対的なそれへとさらにうつろい行く。

翌2月11日に事件は起こった。それを「肥料

研究会員の暴行」と題して，新聞は次のように

報じている。

「一昨日 (2月11日〕午前九時頃宇野村民は数名糞

尿汲取りの為岡山市へ入らんとて後楽園裏まで来掛

りしに肥料研究会員数名待受け之を擁して妨害を加

188) Ii'山陽新報Jl1906(明治39)年2月11日， r研究会脱

会者総代来社」。
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べんとし中には乱暴にも田圏中に突倒し或はナイフ

を窮して恐喝し不穏の挙動を示したるより宇野村民

両三名は直ちに岡山警察署へ駈付け右の次第を急訴

せし故全署にては巡査部長二名巡査十名を急派した

るに研究会員は警官の姿を見るや一目散に逃げ去り

たり依て現状を視察せしに容易ならざる行動の犯跡

を認むるに至りしより警官も遂ひに之を追跡し漸く

にして研究会員宇野村小橋清太郎企高島村西崎豊次

郎の両名を金命したるが企高島村大森前滋日は孟走

して未だ所在不明なれば目下厳重に捜査中なり又右

の急報に接したる所轄西大寺警察署よりは宇野巡査

部長を派出し昨日岡山署に於て前記両名を取調の上

検事局へ送りたりとJ189!

「宇野村民」がどの大学なのか定かでない

が，中島・竹田・八幡という強硬派3大字の汲

取農民であったろう。「後楽園裏まで来掛りし」

とは大字浜から鶴見橋を通るルートであり， し

かも「午前九時頃」は規則上の制限時聞をオー

〈ーした(ただし認可)時刻になっている。鶴

見橋を通って岡山市に入ろうとする直前で汲取

農民の入市を実力阻止するために r肥料研究

会員数名」が待ちかまえていたのだが，その直

接行動は「田圃中に突倒し或はナイフを窮して

恐喝」するという激化形態にまでなった。かか

る「不穏の挙動」は汲取農民をして岡山警察署

に「急訴」せしめ，現場に「急派Jされた巡査

部長2名・巡査10名は「現状を視察」し「容易

ならざる行動の犯跡を認」めたので，逃走する

研究会員を追跡し，宇野村大字西川原の小橋清

太郎 (34歳)190)と高島村大字国府市場の西崎豊

次郎 (43讃)叫〉を逮捕，翌12日この両名は岡山

警察署で西大寺警察署の宇野巡査部長から取調

べをうけたのち検事局に送検されたというので

ある。そして，事件当日は逃走しえた高島村大

字中井の大森助五郎 (53歳)192)もほどなく逮捕

され，結局この 3名は起訴され裁判にかけられ

ることになる。

189) [f'山陽新報JJ1906(明治39年)2月13日， r肥料研究
会員の暴行」。

190) 191) 192) 3人の居村大字名と年齢は『山陽新

報JJ1906(明治39)年2月27日 r糞尿暴行事件」

tこよる。

(5J 公判

(1) 岡山区裁判所

2月19日の午前からひらかれた第一審の模様

は次のように報じられている。

「某後岡山区裁判所にて取調の末昨日 (2月19日〕

午前より公判を開廷さる L こと与なりたれば之を傍

聴せんとする者続々押寄せ開廷に先ち遂に狭隆なる

廷内は忽ち満員し尚ほ多数廷外に在るを見て裁判所

にては成るべく傍聴人に便利を輿ふること与し俄に

公判廷を地方裁判所の民事公廷に移したれば又もや

多数の傍聴人は先を競うて席に着き全じく満員とな

れり億くて係判事は被告三名に対し例の如く事実の

審聞を為し次いで検事の論告弁護人の弁論等あり終

て午後判決を言渡されしが各被告は農事妨害として

豊次郎清太郎は重禁銅十五日罰金三円助五郎は重禁

鋼二十日罰金四円 tこ処せられたり因に企人どもは之

に服せず拘訴の申立を為す筈なりとJ193l

刑事公判廷を岡山区裁判所から岡山地方裁判

所の民事公廷に移さねばならないほど傍聴人が

詰めかけ溢れるに及び，さらに地裁でも満員に

なヮたことは事件への関心が決して小さから

ず， しかもその多くが市内人糞尿汲取の関係者

だったことを想像させる。しかし何といって

も，傍聴人の主流はその能動的組織メンバーを

被告席に見た農事肥料研究会の農民たちだった

ろう。

こうした衆目のなか，被告3名いずれも「農

事妨害」なる罪状により，大森助五郎(高島村

大字中井， 53歳)が重禁鋼20日・罰金4円，西

崎豊次郎(高島村大字国府市場， 43歳)と小橋

清太郎(宇野村大字西川原， 34歳)が重禁鏑15

日・罰金 3円，の実刑判決をうけたのである。

判決に不服の被告たちは控訴の予定なので，裁

判は第二審へと移ってL、く。

(2) 岡山地方裁判所

第一審の実刑判決により入獄した被告3名

は 2月26日「各金二十円を積立執れも保釈許

193) W山陽新報JJ1906(明治39)年2月20日， r糞尿波取
妨害事件」。
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可されたJ194)から，獄中 1週間で?すんだが，被

告 1人当たり保釈金20円というのは当事者が小

農民であるだけに過重なものだったろう(たと

え農事肥料研究会もしくは被告の居住村落の会

員たちが立て替えたにしろ)。

さて， 第二審は 2月28日の開廷予定195) が延

期となり，結局 3月2日に岡山地方裁判所で始

まったこの刑事公判1附は 3月7日にも開廷さ

れた山〉あと 3月12日に判決がくだされた

一一ー「岡山地方裁判所に於て一昨日言渡された

る刑事判決はム農事妨害上道郡高島村西崎豊次

郎全郡宇野村小橋清太郎重禁鍋十五日罰金三

円全郡高島村大森助五郎重禁鋼二十日罰金四

円J1叫 (圏点原文)。第 1審と同じ有罪判決で

あ，f)， こういう形で新聞紙上にのったのであ

る。

8. 収束

時間の推移を前後するが， 1906 (明治39)年に

おける糞尿問題=r久しく岡山市対御津J二道二

郡肥料研究会員聞に紛擾を重ねたる糞尿汲取事

件J1町の終結をもたらした文書の説明から始め

る。

(1] 二つの文書

(1) r契約書」

1906 (明治39)年 5月21日に次のような文書が

成立した(この年月日は， r昨日 (5月21日〕

研究会より契約書に調印し提出したれば該問題

も此に愈々落着を告げたり J
200

)という新聞記事

を論拠とする)。

194) 195) W山陽新報~ 1906(明治39)年2月27日 r糞
尿暴行事件」。

196) W山陽新報~ 1906(明治39)年3月2日， r公判予
定」。

197) W山陽新報~ 1906(明治39)年3月6日， r明日の公
判」。

198) W山陽新報J1906(明治39)年3月14日， r裁判言
渡」。

199) 200) W山陽新報~ '1906(明治39)年5月22日， r糞
尿紛議落着J。

「 契約書 !t 主主

ー，糞尿料は儒¥嬬〕白四升を標準としてI(拾五歳

未満七歳以上半額として七歳未満を無料とす)個人

契約に任じ代米前納後〔納〕何れも個人契約に任ず

る事

但し明治三十八年前より四升以上の契約を以て毎

度汲取来たる者は其慣行に行はるべきは勿論尚特

別の事情あるものは特に増減することあるべし

一，契約期間内汲取を中止し同盟罷業等の場合は市

に対し損害賠償の責に任ずべき関係村長個人の資格

を以て保証書を差λるL事

但し損害賠償の程度は各自村の汲取人に関するま

でとす

一，明治三十九年分は本契約に準し月割を以て個人

相互の決定に任ずべき事

一，契約期限は三ヶ年とし明治三十九年四月より全

四十一年十二月迄とす

右双方の任意に依り主主に契約すJ20D

「双方」すなわち契約主体は誰なのか，これ

を掲載した新聞も明記していず史料的根拠が薄

弱なのだが，先の新聞は研究会が調印したと書

き， 1920 (大正9)年にこの文書を成立日不明の

ままに紹介した(それゆえ本稿は本書を採用し

なかった) ~岡山市史』巻下は「本市衛生組合

と，彼等代表者との聞に」結ばれたと記述して

いる (367頁)から，御津上道農事肥料研究会と

岡山市衛生組合が契約主体であったと考えてい

いだろう。

(2) r保証書」

同じくもう一つ， 次のような文書が成立し

た(なお，文書中の誤記は訂正しでおいた)。

「 保証書

今般御津上道両郡内牧石村外二十二ケ村糞尿汲取人

と岡山市内居住者と別紙の趣旨に依り契約を締結し

糞尿汲取方実行致候に就ては右契約期間内万一同盟

汲取を停止し岡山市に対し損害を興ふるごときは

我々保証人に於て別紙第二項の条項に依り損害賠償

の責に任ずべし

但し御津郡御野村内人民にして岡山市大字上之町

201) 202) 203) W山陽新報~ 1906(明治39)年5月23日，
「糞尿紛議落着契約書」。
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居住者に係る損害は此の限りにあらず

1右為後日保証書差入{民主日件

二 a明治三十九年五月

保っ証人

上道郡宇野村大字東川原 島村平二

同平井村大字平井 吉岡惣太

同操陽村大字倉田 佐々木又八郎

同浮田村大字沼 杉本貞治

同幡多村大字沢田 服部定寿

同財団村大字長利 大森小三郎

同古都村大字宿 小坂幾三郎

同可知村大字益野 河合宗次

同富山村大字海吉 内回縫次郎

同三橋村大字藤l埼 藤原譲太郎

御津郡牧石村大字中原 津下忠勝

同横井村大字中原 益岡富次郎

同芳田村大字泉田 近藤陽一

同石井村大字巌井 星島文吉

同平津村大字山崎 児島譲次郎

同今村大字国中 長瀬猪真治

同伊嶋村字上伊福 中田千代治

同大野村大字北長瀬 土光嘉惣治

同鹿田村大字西古松 西村民次郎

同御野村大字北方 大倉寿太郎

岡山市

衛生委員連名宛J202l

この文書が「別紙J=契約書を前提とし，そ

れと対をなしていることは明らかである。また

「契約書」も第2項で保証書に言及しており，

両者一体の関係にある文書といってもよく，同

じ5月21日に成立した文書であると判断してい

いと思う。

「保証書」の官頭に「糞尿汲取人と岡山市内

居住者」が締結したとある。建前はそういうこ

となのだろうが，実体は前述のように理解され

る。つまり「御津上道両郡内牧石村外二十二ケ

村糞尿汲取人Jを代表するのが御津上道農事肥

料研究会であり， r岡山市内居住者」を代表す

るのが岡山市衛生組合であったことになる。だ

からこそ，農事肥料研究会が糾合していた糞尿

汲取人の在住村，すなわち御津郡11カ村と上道

郡12カ村の合計23カ村(上掲引用文中には上道

郡高島村と御津郡野谷村・福浜村が欠落してい

る。 l新聞の誤植だ)の村長が保証人として名前

を列記し「調印J20めのうえ， r岡山市衛生委

員連名宛」にこれを差しだしているのである。

以下簡単に，文書の成立経緯をおうことにす

る。

(2J 市営化の措置

4月からの新年度を間近にひかえて，市当局

は市内人糞尿汲取市営化のため重要な措置をと

った。

(1) 法的措置

3月13日の市会で可決され 3月15日告示され

た「岡山市原尿汲取規則J204)がそれである。

この規則は「尿尿汲取ヲ市ニ請求シタノレモノ

ニ適用スJ (第 1条) るもので(したがって請

求しない者の存在を認め対象外としていること

になる)，この「汲取請求者」から市が汲取っ

て「販売」した「売上金Jの%を「料金」とし

て交付するとしている (第 2条)。新年度から

岡山市においては「汲取請求者」は自家人糞尿

を市に処理してもらい，かつ家族構成の年齢に

応じた (14才以上は全額， 13才~6 才は半額，

6才未満は無料)r尿尿料J(第3条)を受けと

ることが正式に定められたので、ある。

条文通りに事が運ぶかぎり，農事肥料研究会

のストライキ戦術はもはや恐れるにたらないこ

とになる。

(2) 財政的措置

ついで，この規則を適用していけるための財

政的措置をとった。 3月29日の市会で可決され

4月3日告示された「明治三十九年度岡山市原

尿汲取費特別歳出入予算J2聞がそれである。

この予算ではたとえば，歳入=r尿尿売却代

金」として45，000円を，歳出(経常費)のうち

「尿尿汲取費」として18，297円を，歳出(臨時

204)前掲『岡山市会史j第1巻， .444頁。
205)向上書 445-448頁。
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費) = r尿尿溜場建設費」として 4，032円な

どを計上している。

この間，市営化の予算措置にあたって，より

現実的な歳出入の数字を確実なものとする作業

がすすめられていったので、ある。実際，歳入の

「尿尿売却代金」にしても，歳出(経常費)の

「尿尿料交付金」にしても，その基礎は尿尿供

給者たる市の人口にあるからその統計的把握が

必要とされて， r岡山市役所にては今回の尿尿

汲取市営実施準備の為め尿尿代価仕払標準決定

等に要するを以て臨時吏員十余名を派して昨今

人口調査を執行し」つつあり，この市人口調査

は「木月 C3月〕中若しくは来月上旬に結了の

予定」にしている206) ほどであった。

そして r糞尿汲取市業実施期確定」と題し
おとり

て新聞は r郡部農民と当市との聞に紛議起し

以来市は強硬なる態度を以て郡部側にして譲歩

せざる限りは断乎として市事業の下に経営せん

方針」だったが「市に於ては最早市営の準備整

頓し且つ最早容赦すべきにあらざればJr今後

は一日も早く市営にて実施せんとの方針を確定

したるがさて愈明四月一日より実施すること L

なしたりJ207)と，ついに1906(明治39)年4月1

日からの市営化実施を告げたのだった。

C3J 農事肥料研究会

農事肥料研究会は 3月24日に「宇野村事務所」

で「評議員会」をひらき，来たる29日に後楽園

の鶴鳴館での「総会」を開催し御津郡・上道郡

の両郡長・関係村長および「農事技師」を招聴

することを決めた208)。 しかし 3月29日の総

会は実現しなかった。鶴鳴館にふさわしいほど

の動員がもはや望み薄になっていたこと，招蒋

予定者に出席を断わられたことなどが推測され

る。

206) Ir山陽新報J!1906(明治39)年3月25日， r市人口調
査」。

207) Ir山陽新報J!1906(明治39)年3月31日， r糞尿汲取
市業実施期確定」。

208) Ir山陽新報Jl1906(明治39)年3月26日， r農事肥料
研究会」。

予定通りに行かなかったもののィ 3月28日に

大林寺で「会合」をもった。参加人数など不明

だが，それは次のように報じられている。

「現今尚ほ会の同盟を守らず出市汲取を為し居れる

者に対し一層規約を厳守せしめ今後一人も出市汲取

らしめざる様為すか，将た現時最も糞尿の必要を感

ずるときなるを以て一番市に平身低頭前非を謝し従

来の如く汲取らんかとの進退問題に就て協議したる

由」加〕

スト破りの研究会員による「出市汲取」とい

う現状，および「現時最も糞尿の必要を感ずる

とき」とL、う現実を確認し，これにどう対処す

るかを組織としての「進退問題」とからめて協

議したというのだ。組織としての結集力が低下

していた農事肥料研究会は瀬戸際に立たされつ

つあったといえよう。事態の収束は見えてきつ

つあったのである。

C4J 文書の構成要素

(1) 仲裁案

4月6日午前10時に御津郡役所で会合をもっ

た小野御津郡長と上道郡の大森馬之と御津郡の

岡崎柾次郎は「御津上道両郡の各村長を招集し

協議した」ところ，次のような結論に達した

一一「其仲裁説として糞尿代価として大人一人

に付一ヶ年餅白米四升十五才以下同二升七才

以下無料にて汲取事としては如何と云ふにあ

りJ21九大人・子供・幼児の年齢区分が不明瞭

と思われるのだが， ともかく概略がつかめれば

よしとして，いちおう文字通りに解して大略は

判断できる。すなわち 1人当たり 1カ年分の

「糞尿代価J=糞尿汲取料を大人 (16才以上)

は嬬白米 4升，子供 (15才~8 才)はその半額

2升，幼児 (7才以下)は無料，にするという

のが仲裁案の内容であった。

(2) 妥協案

209) Ir山陽新報Jl1906(明治39)年3月30日， r肥料研究
会員の会合」。

210) Ir山陽新報J!1906(明治39)年4月7日， r糞尿問題
仲裁協議」。
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この仲裁案をもってする交渉申込みに対して

4月10日，市側は次の「妥協案J21i)によるなら

交渉を妥結にもちこんでもよいと決めた。

「一，尿尿料は檎白四升を標準として個人契約に任

し代米は前納後納何れとも個人契約に任する事

但し従来四升以上の契約を以て汲取来りたる者は其

慣行に依るべきことは勿論尚特別の事情あるものは

特に増減することあるべし

一，将来汲取を中止し同盟罷業等の場合は市に対し

損善福債の責に任す、べき要件村長個人の資格を以て

保証書を差入る L事

一，本年分は個人相互の決定に任ずべき事

一，契約期限は三ヶ年以上とする事

但し期末は十二月を以て限度とすること

一，木契約に対する交渉は特別委員に於て之を為す

事J212)

その必要もなかろうから逐一説明することは

しないが，要するに，市側からする妥協案だか

ら当然のこととして，ほとんど一方的に市側に

有利な条件が列記されており， しかも，先に紹

介した「契約書」と対照させれば一目瞭然のこ

とながら， これらの条件は大部分が契約書の項

目として盛り込まれていった。

さて， この妥協案をもって市側が「仲裁者に

協定方を委托した」のに対して 4月13日，小野

御津郡長らの仲裁人は「両郡関係村長」と会合

をもち， 1妥協案の村長の保証人たることの件

に関し協議する所ありたる結果遂に之を承諾す

ること L為し本事件を円満に終了せしむること

に一決した」という 213)。

(3) 1通知状」

この間，すなわち 4月13日から遅くとも 4月

16日までに原案としてのく保証書>とく契約

書〉が作成された。そして 4月16日，岡山市衛

生組合糞尿問題委員会の「評議員惣代委員長」

小田安正が「各町衡生組合委員」宛に， 1通知

211) 212) ~山陽新報J] 1906(明治39)年4月12日1"糞
尿問題妥協決議案」。

213) ~山陽新報J] 1906(明治39)年4月15日， 1"糞尿問題
の落着」。

状」とく保証書〉とく契約書〉の 3つを配付し

た214)。 このうち「通知状」は次のようなもの

である。

「拝啓過般本市衛生組合総会に於て御選定相成中候

評議員二十五名と御律上道両郡二十五ケ村長と交渉

の末左記の通り契約を締結し主主に全く糞尿問題解決

致し就ては曾て市役所に対し請求置侯汲取願は此際

取消申出候問従来汲取来りの者共より継続汲取方申

出侯はど左記契約の項僚に基き復旧可被致様御町内

各戸に無洩御通告相成度右併て御通知候也但各村長

個人資格にて各汲取人へ証標相奥へ申べく筈に付其

証標なきものには汲取方を拒絶するは勿論(本市編

入地の分は此の限りに非らず)万一証標なぎむこ汲

取らしめたる時は他日如何なる不都合又は損害等あ

るも責めを負はしむるの限りに無之義と御承知相成

度事

四月十六日 評議員惣代

委員長小田安正J215l

岡山市衛生組合の評議員25名と御津・上道両

郡25カ村の村長と交渉した結果，く保証書〉と

く契約書〉が締結される運びとなった，ついて

は市役所に対する汲取願の請求を取り消された

い，そして「従来汲取来りの者共」が「継続汲

取方申出」てくるならく契約書>の項目にもと

づいて扱取らせるよう「町内各戸に無洩」通告

されたい，なお今後は各村長が個人の資格で各

汲取人に「証襟」をさずけるはずなのでこれを

持たぬ者が汲取りに来ても拒絶するように， と

いうのである。

この「通知状」は評議員と村長とがく契約

書〉を締結したと説明しているかのようだが，

実際は村長たちが締結を内諾したにすぎない段

階だったのではないか。なぜなら 4月27日の

新聞記事ーーその真偽は定かでないが一ーに，

「御津上道両郡々長に於て郡部関係村長及尿尿

汲取人を代表し常務員と妥協の末契約を締結し

関係村長調印の上該契約書送致の管なるに今猶

ほ送附無之J216lという一節があるからである。

214) 215) ~山陽新報J] 1906(明治39)年4月18日1"糞
尿問題落着」。

216) 217) ~山陽新報J] 1906(明治39)年4月27日， 1"糞
尿汲取又々 紛々 」。
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しかも，このく契約書>は先に紹介した「契約

書」と若千の字句の相違はあるものの内容的に

は全く同じものである。とすれば，市側として

はまず村長を相手に契約書を取りかわそうとし

たとも考えられる。

なお，く保証書>も先に紹介した「保証書J

とほとんど同じものだが， 1御津上道両郡何々

村外何ケ村尿尿汲取人」云々とあって村の数が

未確定らしく，また保証する相手が「衛生委員

二十五名宛」となっている。

いずれにしても 4月16日には出来上がって

いたく保証書>とく契約書>が最終的には 5月

21日に「保証書」と「契約書」として成立して

いったことになる (1保証書」の「岡山市 衛

生委員連名宛」は岡山市衛生組合の評議員25名

宛と読み替えるべきかもしれない)。

その間 1カ月以上も経っている。遅延の理

由として，保証書にいざ署名調印するとなった

村長に動揺があり必らずしも順調にすすまなか

ったこと，そして何よりも農事肥料研究会が契

約書に難色を示したことなどが考えられる。実

際，市側は村長25名を予定していたが，結局23

名に減ったし， また農民の動きとして， 1頃日

汲取人は該標準の趣旨は四升以下を以て妥協を
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
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無法の行為を為すあり暗に市民を固めつ L あ

りJ21η と報じられている。く契約書〉のいう 4

升を「最高価J=上限と解釈するなど，汲取農

民による必死の抵抗が続いていたのである。

が，結局 5月21日をもって御津上道農事肥料

研究会は岡山市衛生組合に対し「同盟罷業」の

放棄などを約束し，関係村長が保証人となり，

ここに「糞尿問題」をめぐる事態は収束したの

であった。

V. 結びにかえて

1906 (明治39)年5月21日成立の「契約書」に

よって新たな「糞尿料」水準 (15歳以上は 1人

1カ年分の代米「標準」額=精白米4升， 14歳

~7 歳はその半額， 6歳以下は無料。貨幣形態

の否定)と契約形態(市内居住者と市周辺農村

糞尿汲取人との個人契約)が確定した。代米額

は嬬白米で4升が「標準Jとされた。字義から

すれば 4 升を上下する額(たとえば 5 升~3 升)

になる。けれども， 1905 (明治38)年まで4升以

上(たとえば 5升とか 6升)で契約されてきた

場合はその慣行が依然として守られるべきとさ

れたり，特別の事情があれば4升から「増減」

しうるとされていることを考えれば，むしろこ

の4升=1標準」規定はしばしば4升以上と解

釈されやすいものになったので、はあるまいか，

そして 4升以下もありえただろうが，それでも

せいぜ、い 3升=下限にすぎなかったのではある

まL、カミ。

「契約書」は農事肥料研究会の要求とは相当

に異なるものだった。しかも，向こう 3カ年聞

はこの形で固定的に凍結された。かつ， この期

聞は「同盟罷業」など起こさぬよう， 1保証書」

による「万一同盟汲取を停止」への村落規制が

作動することとなった。そして， 1保証書」に

列記された御津・上道両郡23カ村はいわゆるチ

ウネン Thunenの第 1圏218) (都市需要品の読

莱など園芸作物を特徴とし，都市から肥料を購

入できるという優越性のある都市近郊=周辺農

村)に位置していたといえよう。

かくして，汲取料の減額要求(代米3升以内

という現物支払もしくは40銭という現金支払)

と団体契約の締結を実現するためストライキ体

制下の実力行使を駆使して組織的な農民運動を

展開した御津上道農事肥料研究会(会員数2，00。
余名)は 4カ月余りに及ぶ抗争の末に敗退し

ていった。もっとも，勝ち敗けをいえば，農民

という者はほとんど常に敗けてばかりだったの

218)チウネン著，近藤康男訳『農業と国民経済に関す

る孤立国，1(成美堂， 1929年)(11近藤康男著作集』

第 1巻， 農山漁村文化協会， 1974年，所収)39-

42頁。
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ではないか。だとすれば I敗北を重ねてきて

なお敗北せざるもののみJ (張志楽)219)という

歴史観はここにも妥当するのかもしれない。

それにしても，市内人糞尿汲取の市営事業化

とし、う措置は素早く対抗手段として強力なもの

だったし，農事肥料研究会における結束の乱れ

も意外と早かった。ただし， この結束の乱れを

市側としては敵失とみて手放しで喜んでばかり

はいられない。スト破りでなしくずし的に従来

のような市近郊農村民の出市による汲取りが再

開されれば，市住民の苦境は解消されていき，

その拡大に比例する形で市営化の対象は狭小に

なっていくという矛盾である。市営化を推進す

る市当局にとって， この矛盾は回避されねばな

らず，そのためにはむしろ汲取ストライキ体制

の遺漏なき継続が好都合と感じられさえする時

もあったくらいであろう。

それはともかく，市営汲取事業を構想、した市

当局には歳入項目たりうる市内人糞尿という位

置づけがはっきりしていたし，市内居住者には

何らかの収入源たりうる自家人糞尿という確信

(伝統的慣習)があった。他方，人糞尿の下肥

としての肥効には依然として根強い人気があ

り，作物に応じた施肥時期にはその入手が切迫

するほどであった(農家の肥料経済は下肥欠乏

により窮迫の度を加えていった)。 こうした事

情が，前述の早期性をもたらす根源であったと

いえよう。

人糞尿，それは語の本来の意味におけるく人

造肥料〉である。新渡戸稲造はその近代農書に

おいて I行尿送尿は， 吾人の日常生活に於て

自然に為す所なり。而かも吾人の之を語るに公

然たらず，之を正視せざる所以のものは，外表

修飾の上に於て止むべからずと難亦無責任と謂

はざるを得ず。」 と述べて， 人糞尿の無視ない

し軽視もしくは黙殺を批判しつつ， 日本人の 1

カ年平均糞尿量を重量にして90貫 (340kg) 容

量にして 1石8斗c1斗 5升入の肥桶で 6荷分)

219)ニム・ウエールズ著，松平いを子訳『アリランの歌』
(岩波文庫， 1987年)357頁。

としている山〉。この数値を用いれば，

人糞尿1石 8斗 (90貫) =儒白米4升

となり，当時の橘白米は急騰しつつあって 1石

20円221) になっていたから，

人糞尿1石8斗 80銭

ともなって，貨幣形態であれば農事肥料研究会

の現金払い要求額40銭からみて 2倍に相当して

いた。

小林茂氏による実証密度の高い先駆的研究に

よれば， 1887 (明治20)年ごろ大阪府下の一部地

域では「一人年米J8升の「高値」になってし、

た22230 これと比較して， それから20年近く経

った一地方都市における嬬白米4升は決して安

値とはいえないであろう。

渡辺善次郎氏による古今東西の文献を渉猟さ

れて成った視野の広い労作によれば 2斗入の

肥桶 2個をてんびんで担ぎこれが人肩で 1荷に

なるという加、。

2斗入の肥桶だと 1荷は単純計算して76kgに

なる。近距離でも至難の重さとなろうから，本

稿は 1斗 5升入の肥桶を採用するとすれば 22り

岡山市内の非農家 1戸当平均年間糞尿量は約34

荷分(約10石2斗 7升ー2トン)で 1回の汲

取が最低の l荷分にとどまるとすれば月平均約

3回の汲取が必要とされ 1回の汲取が 2荷分

までいくとすれば月平均約1回半の汲取が必要

220) 新渡戸稲造『農業本論~ (増訂版， 六盟低 1908 

年〉日明治大正農政経済名著集』第7巻，農山漁
村文化協会， 1976年，所収J465頁。

221) 1906(明治39)年5月5日・ 15日・ 25日の「岡山精
米相場」をそれぞれ報じている『山陽新報』によ
る。上記の 3時点いずれも檎白米は 1石当20円と
なっている。ついでながら，この年に入ってから
の変動は 1月5日の17円20銭→ 2月26日の17円
60銭→ 3月5日の19円→3月24日の 19円50銭→5
月5日の20円であるの、ずれも『山陽新報』によ

る〉。
222) 小林茂『近世大阪における尿尿問題~ (大阪府教

育委員会， 1976年)C小林茂『日本尿尿問題源流
考』明石書応， 1983年，所収J131-132.頁， .143頁。

223)渡辺善次郎『都市と農村の間 都市近郊農業史論』
(論創社， 1983年)312-313頁。

224) 1990年1月17日，大林寺にで檀徒からの聞き取り，
をも参考にして判断。
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とされねばならなかったことになる。そして，

岡山市内の非農家全体の年間糞尿総量は約46万

6千荷分(約14万石ー2万 6千トン)で，その

代米額は試算によれば儒米約 2，300石となる。

本稿はまことに視野は狭く，対象は特殊個別

的で小さいものの，近代日本におけるー有力地

方都市山〉とその周囲に位置するチウネン第 1

圏的な近郊農村群との聞における，年間人糞尿

約14万石と嬬米約 2，300石との巨きな物質循環

(それを媒介する，肥柄杓・手桶・肥桶・天秤

棒・肥取車・肥樽・肥船一一船頭歌「梅にやほ

れても桜にやlまれな，同じ花でも散り易い。J2則

一ーといった労働手段を駆使した汲取農民の精

励なる労働力の回転)を，見るのである。

「何もせぬ日の大いなる活動は， おそらくは主とし

て過去の異常なる印象と興奮との叙述であり， また

解説であったろうJ(柳田国男)227)

225) 1900年代の 2時点， 1903(明治36)年末と 1908(明
治41)年末をとって全国で人口の多い都市をみれ

ば，上位8都市は東京・大阪・京都・横浜・名古

屋・神戸・長崎・広島のI1頂で， 9~11 位には仙
台・金沢・呉・函館のいずれかが入り，岡山は両

時点とも 12位である(~明治大正国勢総覧』東洋経
済新報社， 1927年， 642-645頁の i(内地〉人口二

万人以上都市町村別人口世帯数毎五ヶ年対照表」
による〉。

226) 前掲『上道郡誌~ 1040頁。

227) 柳田国男『雪国の春~ c岡書院， 1928年，角川文

庫改版1971年)25頁。

〔後記〕 本稿を草するにあたり， なんどか岡山に足

をはこんだ。人見知りするほうなので知人の範囲も

狭くはあったが，大林寺住職の中塚秀雄氏，岡山大

学経済学部の神立春樹氏・坂本忠次氏・黒川勝利

氏・野村正賞馬， 岡山県総務部の難波啓祐氏・在間

宣久氏，岡山県庁県政史編纂室の蓬郷巌氏， 岡山大

学附属図書館の中野美智子氏，清心女子高校の森元

辰昭氏， 岡山県総合文化センターの定兼学氏らには

なにかとお世話になった。岡山大学，岡山県史編纂

室， 岡山県総合文化センター郷土資料室，岡山市立

中央図書館にはいろいろと便宜を計っていただい

た。記して感謝の意を表したい。本稿は， 1989年度

文部省科学研究費補助金一般研究Cによる研究成果

である。

〔追記〕 昨年10月に岡山を訪れたときにはまだ見る

ことがで、きなかった『岡山市百年史』上巻(岡山市，

1989年9月25日発行〉を，今年の 1月12日に岡山県

総合文化センター郷土資料室で閲覧することができ

たのだが，こうした時間上のズレのため，残念なが

ら本書を筆者は本稿執筆のさい参照できなかった。

本書で来田康信氏と太田健一氏の執筆部分は本稿の

テーマにかかわるところであり，最新の研究成果で

ある本書の記述は興味深いものだが，たとえば御津

上道農事肥料研究会が「会員約二00人J(346頁)

となっているなど，本稿との異同もあるので，検討

を加えていきたし、。 (1990年2月21日，記〉

喝、、


