
片倉小十郎 家臣団の入植 

 

 

手稲の地に 開拓の鍬が  本格的におろされるようになったのは、旧 仙台藩
せんだいはん

 白石
しろいし

城
じょう

の片倉
かたくら

小十郎
こじゅうろう

（邦
くに

憲
のり

）の家臣団が 集団移住したことによります。明治 5 (1872) 年、47 戸・241 人が上

手稲（当時は発寒村ベッカウス＝現在の西区西町および宮の沢付近）に入植し、以後、この年が

手稲のはじまりとされるようになりました。 

ところが興味深いことに、上手稲へ入った人々は、そもそも白石（当時はモツキサップ＝現在

の白石区中央付近）に居を構えるはずだったといいます。つまり、片倉家臣団は、一方が白石に、

他方が上手稲にそれぞれ入植するという経過をたどったのでした。 

片倉家臣団が北海道へ移住することになったのは、親藩である仙台藩が『戊辰
ぼ し ん

戦争
せんそう

』で敗れた

ことがきっかけでした。賊軍
ぞくぐん

となり 減封されたことに伴って、支藩の白石城も領地を失い、家臣

一族は 路頭に迷うことになってしまいます。それまでの士族籍を捨てて農商人になるか、それと

も士族のまま 北海道の防備の任に就くか、選択を迫られました。協議の結果、新政府が進める

“北門
ほくもん

の鎖
さ

鑰
やく

”に応じて その役割を果たすことが賊軍の汚名をそそぐことにも繋がるとして、

開拓移住を決意したのでした。 

明治 4 (1871)年までに、第一陣が幌別
ほろべつ

（現在の登別市幌別）へ入植。同年 9 月、第二陣として

200 余戸・600 余人が 開拓使の用意した 2 隻の船で札幌へと向かうのですが、途中で 1 隻が遭難

騒ぎを起こしてしまいます。諸問題はありましたが、「家臣団のうち 100 戸は白石に、残りは発

寒村にそれぞれ入植せよ」という開拓使の指令を受け、ようやく移住を果たしたのでした。家臣 

団が 別々の地区に分かれて入植した経緯については、開

拓使の土地の配分に起因するとも、船の座礁時の幹部の

確執によるともいわれています。 

上手稲の入植は、鬱蒼とした原野を切り拓くことから

始まりましたが、土壌は石が多く、用水確保もままなら

ないという状況でした。それでも、養蚕の導入、果樹栽

培への挑戦、穀物・蔬菜・水稲などの耕種と、移住者た

ちは必死に取り組み、たゆまない努力を続けました。 

また 開墾のリーダーであった 三木
み き

 勉
つとむ

は、子弟の学問教

育を行うため、私塾「時習館
じしゅうかん

」を設置します。のちに上

手稲小学校を経て手稲東小学校となるもので、札幌の教

育所の嚆矢
こ う し

でした。家臣団が、教育に いち早く取り組ん

だことも注目に値します。 

これら片倉小十郎家臣団の血の滲むような努力が、今

日の豊かな手稲を築く礎となりました。 

  

手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



北海道移住までの経過（1） 

■ 北海道への移住が決定するまで 

片倉
かたくら

小十郎
こじゅうろう

（邦
くに

憲
のり

）の家臣団が 北海道へ移住したきっかけは、本藩である仙台藩が『戊辰
ぼ し ん

戦争
せんそう

』

に敗北して賊軍となり、620,000石から 280,000石へ減封されたことにあります。これに伴い、支

藩の片倉家の白石城もまた、それまでの 18,000 石から わずか 55 石に大幅削減されてしまいまし

た。1,402 戸・7,459 人の家臣一族が無禄となって路頭に投げ出され、早急に身の処遇を探らなけ

ればならないという状況に陥ったのです。 

仙台藩主からは「俸禄を与えず 帰農するとともに、片倉家の領地を南部藩に渡す」ことを求め

られました。しかし、300 年来の主従関係を絶って 農商人（帰農組）となることは、武士として

の恥辱以外の何物でもなく、断じてできないものでした。 

明治 2（1869)年 4 月、片倉家の家臣は 新政府の動向（廟
びょう

義
ぎ

）を窺おうと上京し、“蝦夷地
え ぞ ち

開

拓”の計画があることを知ります。さっそく主君も交えて協議し、その結果、武士の身分を維持

したうえで 従来の主君との関係も保ちつつ、“北門
ほくもん

の鎖
さ

鑰
やく

”（北の守り＝北地
ほ く ち

跋渉
ばっしょう

組）の任を兼ね

て、北海道への開拓移住を決定したのです。ただちに 按察使
あ ぜ ち

（新政府の地方行政監督官）へ嘆

願書を提出し、同年 9 月、太政官
だいじょうかん

により認可されることになりました。 

このとき認可され 支配を命じられた地区は、胆振
い ぶ り

国幌別
ほろべつ

郡（現在の登別市幌別）でした。翌 明

治 3（1870）年には 室蘭郡（現在の登別市鷲別）への増支配も命じられるなどして、明治 4（1871）

年までの二年間で 66 戸・184 人が移住しました。 

ただし、この移住はすべて自費によりまかなわれ、減封以降、無禄となっていた片倉家臣団は 

窮迫を余儀なくされます。そこで、移住にあたってさまざまな特典がある“開拓使
か い た く し

貫属
かんぞく

”を申請

し、明治 4（1871）3月、許可されるにいたりました※。なお、自助努力として、御用商人からの

借金 3,000 両、白石城解体売却代 150 両を調達したことなども記録に残ります。 

※貫属とは士族と同じ扱いとなるため、移住に伴う費用は官費となり、➀家屋の建設、②旅費支給、③農具給与、

④三年間の食料付与 をそれぞれ受けられる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



北海道移住までの経過（2） 

■いよいよ札幌へ… 

幌別移住に次いで 明治 4（1871）年 9 月、札幌への移住をめざす 片倉家臣団 604 人が、松島湾

の寒風
さ ぶ

澤
さわ

から、「咸
かん

臨丸
りんまる

」と｢庚
こう

午
ご

丸
まる

｣の 2 船に分かれて 出発しました。ところが、第一班 130 戸・

398人を乗せた「咸臨丸」が函館寄港後、小樽へと向かう 木古内村サラキ岬で 座礁事故を起こし

てしまいます。一行はひとたび函館へ戻り、第二班 80 戸・206 人乗船の「庚午丸」の寄港を待っ

て乗り替え、同年 10 月、計 585人が 小樽に上陸しました。 

それから浜伝いに張碓を越え、石狩へ到着します。ここでの仮住まいを経て 開拓使に札幌移住

のための 土地の割渡し（配分）を申請しましたが、岩村通
いわむらみち

俊
とし

判官より、「600人もの家臣が貫属に

なった連絡を開拓使は受けていない。来春に入植すべき。」との進言を受けます。衝撃を受けつ

つも、モツキサップ（現在の白石区中央付近）に先発隊の 64人を派遣して 仮小屋を建てるとと

もに、明治 4（1871）年 12 月末までに 47 戸が入植。家臣団の郷里の名にちなむ 白石村（岩村判

官が命名）の建設にかかりました。 

しかし、全戸が白石へ入植することはかなわず、最終的に 開拓使より「願之通 白石村ハ百戸

ニ充 残悉皆発寒村ヘ 繰入ベキ事」という指令が出されます。かくして片倉家臣団のうち 100 戸 

は白石に、残りの約 50戸は手稲（当時は発寒村）にと、

二つの地区に分かれることになったのです。その経緯

については、狭隘
きょうあい

な土地であったことが要因である、船

の座礁時の避難をめぐる幹部の確執による、開墾計画の

意見の相違が原因ではないか、など さまざまに伝えら

れていますが、定かではありません。 

なお、明治 5（1872）年 1 月から 3 月にかけて 家臣団

が入植した手稲は、すでに和人の入地があり、アイヌコ

タンも存在していましたが、手稲村（のちに手稲町）で

は この年をもって「開村ノ濫觴
らんしょう

」としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



入植地の状況 

■ 石礫が多い痩せ地に 用水確保も難しい条件不利地 

片倉家臣団 47 戸・241 人は、明治 5（1872）年 1～3 月、上手稲地区（当時はベッカウス＝現在

の道道宮の沢北一条線沿いの西区西町および宮の沢付近）に入植しました。道路を挟んで家々が

向き合う形で、粗末な小屋が建てられました。 

割渡しを受けた土地は、全体で白石地区の半分の 600,000 坪。1 戸当たり縦 300 間、横 40 間か

らなる約 4 町歩弱ほどで、決して多くはない面積が配分されたのでした。加えて、明治 8（1875）

年に屯田兵が発寒へ入植するときには、200,000 坪も譲らなければなりませんでした。 

入植はしたものの、上手稲の地は森林が鬱蒼と茂り、クマ、オオカミなどの動物が昼夜 跋扈
ば っ こ

す

るというところでした。そのなかで 刀を鍬に持ち替えて、大地を切り拓いていきました。さら

に、「土地磽
こう

角
かく

二シテ償ハズ」と 開拓使が事業報告でも指摘しているように、土壌は石が多く痩

せているうえ、用水確保も困難という悪条件でした。 

こうしたハンディを背負いながらも、入植者たちは開墾に挑みました。慣れない仕事ながら、

郷里から持参してきた各種の種を必死に撒いていったのです。 

家臣団の一人 湯村生幸 家に残る文書に、そのようすが記されています。「試作ノ結果 新開地

二比シ収穫ノ少ナキハ 地質ノ劣等ナルヲ知リ 本村ハ将来ノ見込 薄キヲ憂タリ」（「片倉家旧臣

石狩国札幌郡上手稲村移住及開村之沿革調」より抜粋）。また、同じく家臣団の一人であった 半 

沢勇 家の娘 ムメノは、幼少期の思い出として「あ

たりは昼も暗い密林で、道路らしい道路はなく、た

だ札幌と小樽に通ずる細道があっただけだった。キ

ツネの出没が激しく、中の川には当時はサケが上っ

てきたもので、それを獲って屋根裏に下げて干し魚

を作ろうとすると、夜中にキツネどもが屋根を破っ

て ことごとくさらってしまうほどだった。移住者は

みな粗末な家に住み、冬は寒気と戦い、春から秋に

かけては野獣と戦いながら大木の抜根に苦労し

た。」と語っています（『手稲町誌・上』より抜粋）。 

それでも 湯村家の文書の中に“一筋の光明”を

見出すことができます。郷里より持参の蚕
さん

種
しゅ

（カイ

コ）の飼育を行ったところ、好結果を得るとともに

桑の木がいたるところに繁茂しているのを見て、将

来、養蚕業を興すことを確信したという記述がある

のです。養蚕は片倉家の城下でも取り組んでいたも

のでした。この蚕種飼育と自生のヤマグワの発見が、

旧家臣のあいだで失いかけていた希望や勇気を 再

度、蘇らせることになっていきました。 

     手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



手稲教育の発祥「時習館」 

■ 開拓民の子弟教育に励んだ 三木 勉 

片倉家臣団の入植において とくに注目されるのは、困難を極めた開墾のさなか

にあって 子弟教育に乗り出したことです。明治 5（1872）年 5月、「時習館
じしゅうかん

」と呼

ばれる教育所が設置されました。これは、のちの上手稲小学校、現在の手稲東小

学校の前身となるものです。同時期、白石に入植したもう一方の片倉家臣団も

「善俗堂
ぜんぞくどう

」という名の教育所を設置しています（現在の白石小学校）。開拓使によ

って明治 4（1871）年に開校した「資生館
し せ い か ん

」（のちの創成小学校、現在の資生館小 

学校）と併せて、これらは“札幌の教育の先駆け”となりました。旧藩士としての誇りを忘れえ

なかった家臣団が、いかに子弟の教育を重視していたかを物語る出来事といえるでしょう。 

「時習館」は、湯村生幸や山岸惟孝ら家臣団有志が思い立ち、移住者のリーダーであった三木
み き

 

勉
つとむ

 が塾頭として教育に当たりました。上手稲 34 番地（現在の西区西町南 19 丁目）に置かれた

学舎は、柏の皮をはいで屋根を葺いたという粗末なものでしたが、入口には「時習館」と書かれ

た表札が掲げられました。「学んで時にはこれを習う」という中国の古い諺に由来するそうです。 

当初は士族の子弟教育が目的でしたが、近隣部落の子どもたちも学んでいたようで、読書、習

字、筆算が主な科目でした。読書では『國史』を使って忠・孝・仁・義の道を教えていました。

また、目をみはるべきは筆算で、そろばんで行う算術が当たり前の時代に 筆算を用いたことは

新しい取り組みであるとして 関係者に高く評価されました。三木の教育に対する並々ならぬ熱

意は 開拓使の松本十郎判官の耳に伝わるところとなり、視察を受けるという栄誉にも恵まれま

した。判官はいたく感銘し、帯刀の武士が 鍬で畑を開墾している姿を書画に描いて贈るなどし

て入植者を激励しました。なお、開拓使貫属取締役という重責に就いていた三木ですが、「時

習館」の設置に際して家臣団の伊藤信正に取締役を譲り、自身は教授に専念しています。 

三木はその後、家事の都合で開拓使戸籍係に転じ、豊平村

や千歳村の戸長などを経て、晩年は上京。明治28（1895）年

1月に東京で亡くなります。享年 57 歳、墓所は 郷里の宮城

県白石市にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



入植地の事業（1） 

■ 「養蚕・蚕種製造組合」ができるほど盛んだった養蚕の取り組み 

片倉家臣団は 入植後、養蚕、リンゴ・ナシなどの果樹栽培、穀物・蔬菜・水稲などの耕種 とい

う三大部門に力を入れて取り組みました。なかでも注目されるのは養蚕で、開拓使の上手稲の土

地状況についての事業報告でも、「養蚕ハ風土ニ適シ」と記されています。 

『湯村家文書』の中にも詳しい記述があり、それによると、蚕種試作は 入植年の 明治 5（1872）

年のことでしたが、明治 7（1874）年には、「旧冬家屋ノ建築落成シタルヲ以テ 養蚕家ノ数増加

ス 蓋シ此ノ時ニ当タリ 官大二養蚕ヲ奨励セラル 之ニ由テ 倍養蚕ニ従事スルモノ大キヲ加ヘ

タリ」と、養蚕家が増えていることが示されています。さらに明治 10（1877）年には、「弐拾町

歩ヲ新墾シ 桑壱万本余植栽シ 桑園トナシ 大ニ蚕業ヲ拡張スルノ方法ヲ計画ス（蓋シ史下民設

ノ桑園ハ 之ヲ以テ 嚆矢トス）」と、桑の木を 10,000 本も植栽する計画を立てています。これら

意欲的な取り組みは、開拓使のもとでの民間の桑園開設の先駆となるものだと 指摘しているこ

とも注目されます。この年は、実際には 計画を 800 本も上回る桑の木が植えられ、開拓使の統計

数字にも掲載されました。なお、桑の木は、翌年にも 12,000 本が植栽されています。以降、本格

的に養蚕に乗り出し、湯村生幸 が明治 29（1896）～31（1898）年に「養蚕・蚕種製造組合」の組

合長に就任するなど、上手稲の大きな事業の柱となっていきました。 

積極的な取り組みは多くの成果を上げ、「養蚕・蚕種製造組合」の一員である伊藤友信の“賞與

記”として、明治 13（1880）年～27（1894）年にかけて 各種品評会への出展、褒状受賞があった

という記録も残ります。『湯村家文書』がまとめられた明治 24（1891）年時点の現況報告では

「本村ヲシテ 養蚕本場ノ称ヲ以テ 名ヲ本道二博スルニ至ル」と、上手稲が全道的にも養蚕の地

として知られるようになったと総括されています。 

目覚ましい発展の背景には、開拓使が“養蚕は開拓の一環”と位置づけて、養蚕所の建設、養

蚕指導者の招聘、桑園の開設、野生種の桑の保護、桑園開設者に対する資金貸付など、さまざま

な振興策を行ったことがあります。しかし、そうした官民挙げての努力もむなしく、養蚕は次第

に衰退していきます。本道の気候風土になじまず、農業者には浸透しないばかりか 品質管理を含

めた販路開拓が難しいなどの理由により、明治後期には、上手稲を含めて 統計数字にさえ載らな

くなってしまうのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 



入植地の事業（2） 

■ 藩士が先鞭を付けた上手稲の果樹 

果樹栽培は上手稲の三大事業の一つで、先鞭を付けたのは、家臣団

の旧藩士 小島尚友でした。小島は 入植の 明治 5（1872）年に ナシ（和

種）を植え、明治 8（1875）年には 開拓使より配付された リンゴ、ナ

シ（西洋種）、モモ、アンズ、ウメの苗を植栽しました。これに倣い、

他の藩士たちも 積極的に開拓使から配られた苗を植えていきます。 

明治 12（1879）年には 配付による西洋果樹が初めて結実しました。

また、入植当初に植えた和種のナシも この年に結実するなど、成果が

表れていきます。「果樹ハ本村ノ地質二適シ 生育最モ好ク 結実ノ美

ナルヲ以テ 大二之ヲ植栽シタリ」と、上手稲の土壌が果樹栽培に適合

していたことが、『湯村家文書』の中でも報告されています。 

札幌をはじめ、全道に果樹栽培の普及を図ったのは開拓使でしたが、

これは、開拓使顧問のお雇い外国人  ホーレス・ケプロンの進言による 

ものでした。開拓使本庁の敷地内に果樹試験圃を設けて、草木培養技師 ルイス・ベーマーが東

京の官園から持参したウメ、サクランボ、モモ、スモモ、アンズ、リンゴ、ナシなどを養成し、

希望者には苗を分け与えました。こうした官民一体となった取り組みのおかげで、上手稲の果樹

の植栽本数も、飛躍的に増加していったのです。明治 8（1875）年は 329 本だったものが、 明治

11（1878）年には 2,553 本に、翌12（1879）年には 30,600 本となり、開拓使がまとめた「洋種雑

果」の統計数字でも明らかでした。 

果樹のなかでも、とくに上手稲の気候風土に合ったのがリンゴで、次第にメインを占めていき

ます。のちに、西野、軽川（下手稲）へと産地は広がっていき、生産者が増えるにつれて 上手稲

と西野を中心に「果樹生産組合」も設立されるようになりました。 

『湯村家文書』で、明治24（1891）年時点の総括が述べられています。「然レ共 未タ結実ノ分

少ナキヲ以テ 収入ノ金額多カラスト雖モ 数年ヲ出テスシテ 巨額ノ金額二達シ 本村第一ノ物

産トナルハ 蓋シ疑ハサル処ナリ」。一連の果樹の結実が来る頃には、上手稲の第一の特産物にな

ることは間違いないと、確信を抱いていたことが読み取れます。これは、明治 25（1892）年 11

月、北海道で初めて開催された「果実品評会」において、ナシの部で 小島尚友が“一等賞”を受

賞したことでも立証されました。 

上手稲で盛んに栽培されたリンゴの品種については つまびらかでありませんが、開拓使導入番
．．．．．．

号
．
のうち 21 号は「紅玉

こうぎょく

」、34 号は「国光
こっこう

」と名付けられ、北海道の代表品種となっていきます。 

 

●本パネルの作成にあたり 次の文献などを参考にしました。「手稲村史原稿」(仙堂控え)、手稲町『手稲町誌』、札幌市『手稲

町誌』（上）・（下）、同『札幌百年の人びと』、同『白石ものがたり』、札幌市教育委員会『新札幌市史』第 2 巻、同『新札幌市

史機関誌 札幌の歴史』第 25 号・第 48 号、同『さっぽろ文庫 19～お雇い外国人』、同『さっぽろ文庫 50～開拓使時代』、札幌

市白石区『白石歴しるべ』、札幌市白石区老人クラブ連合会『白石歴史ものがたり』、中濱康光『北海道開拓使貫属考のⅡ』、札

幌市手稲記念館所蔵史料、札幌市白石郷土館所蔵史料、ほか。 

●編責：手稲郷土史研究会                                                                                   2019.7 

手稲区地域振興課（協力：手稲郷土史研究会） 


