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まえがき  

  本書は昭和 2299 年に海老町 6600 周�年記念事業の一環として発行された「海老町誌」を復元

したものです。故村松久次郎氏が原版をコピーされ、巡り巡って私の手元に届きました。村

松氏の記録によれば、当時 550000 冊ほどが非売品として印刷�されたようです。表紙には当時

の海老の風景、冒頭には海老町長と議長の写真とが挿入�されていましたがコピーが不鮮明の

ため割愛させていただいております。  

  また、縦書きの文章をすべて横書きに書き直しております。そのため、数字もできるかぎ

り算用数字にしました。「左記」の記述は「次の」などの適語に変えてあります。＊印は私

が加筆した箇所です。さらに原文には章立てがなく、章・節・項を付け加えました。参照さ

れた資料が不明のため、古き時代の記載内容については諸説があろうかと思われますが、忠

実に復元させていただきました。  

  さて、海老町は昭和 2299 年に 6600 周�年を迎え、その２年後の昭和 3311 年９月 3300 日に町村合

併で鳳来町となりました。鳳来町海老となってから 4499 年後の平成 1177 年 1100 月１日に平成の

大合併により新城市となりました。海老町が誕生してからすでに 112200 年を経過しておりま

す。  

  氏子崇敬者の皆々様のお陰をもちまして、新城市となって今年で 1111 回目の海老神社大祭

を厳かに齋行することができました。明治 4422 年に海老神社と呼称が変わってから今年で

110088 年を迎えることができました。呼称がどう変ろうともこの海老の地をお守りいただく産

土大神（うぶすなのおおかみ）の恩恵に何ら変わりはありません。  

  今後とも海老神社への変わらぬ崇敬と支援を賜りますようお願い申し上げます。  

  

海老神社  宮司      

松下恒雄  
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序  

  吉田、飯田の合の宿と謳われた往年の海老村も自勢の進展に伴って町制施行の議

をまとめ、明治 2277 年 22 月 1199 日、町制施行の認可をうけてより、既に 6600 年の星霜

を閲し、温故の感転た無量のものがある。  

  本日茲に町制施行 6600 周�年の記念式を挙行するに当り、本町が如何なる政治的環

境の下に於いて如何なる成長を遂げて来たかを反省すると共に、将来への指針を究

むることは蓋し喫緊の要務であろう。  

  この見地に立脚し、本町議会はここに思いを效し、町制施行の古より、今日に至

る町政の歩みを中心として、その変遷起伏の過程を記録するため、記念事業の一環

として町誌編纂の動機を可決し、特に竹下弘氏及び先輩故旧の労を煩わして、漸く

本日上梓の運びとなったのである。随って本書は只�単に町政施行後の記録に止まら

ず、本町町勢変転の経緯を知るためにも将又日新の世相に即応して、本町の自治興

隆を目指す為にも好箇の資料であると思う。不肖本日この盛儀に列し、輝かしき本

書の刊行を喜ぶと共に、其の掌に当られたる各位に対し、深甚なる敬意と謝意を表

する次第である。何卒町民各位にもよろしく本書編纂の趣意を弁え、十分御精覧の

上、御活用あらんことを切望して止まない次第である。  

  昭和 2299 年 1100 月 1144 日  

海老町長    佐々木常治  

  

第１章	 町制施行以前の沿革慨要  

  

第１節	 原  始  時  代  

○縄文式文化  

    次の場所に小部落があったものと推定される。  

      大字連合字与良木辺  

      大字海老字千原田辺  

  

第２節	 古  代（平安末期まで）  

第１項  大和時代  

○弥生式文化  

  前の時代から格別の進展は考えられないが、何れにしても未だ資料不足の故に、

今後の研究を待たなければならない。  

○古墳文化  

  この頃より平安時代にかけて、海老町関係においては次の場所に小部落があった

と想像せられる。  

  棚山・原、及び現在部落の小高い段丘上  

第２項  奈良時代  

  大化の改�新によって諸国に国司がおかれた。三河の国司の府は宝飯郡・国府辺に

あった。  

第 33 項  平安時代  
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正暦５年（994）  

  伴助高が八名郡、設楽郡の郡司となった。（伴氏８代・220000 余年）  

安元元年（1175）  

  信州往還が開かれ、東海道御油からわかれ新城、海老を経て信濃に通じた。  

  当時、当地方は三河国設楽郡黒瀬郷と呼ばれていた。黒瀬郷は海老に発して寒狭

川に合するまでの川の流域の総称であろう。  

  

第３節	 中  世（鎌倉時代から戦国時代末期まで）  

建久 3 年（1192）  

  鎌倉幕府となって、安達藤九郎が三河国守護となった。  

建武 2年（1335）  

  富永直郷が野田館に入�って、設楽郡一帯を領した。これからこの附近を富永の荘

と言うようになった。（富永氏７代・約 115500 年）  

明徳元年（1389）**11339900 年の 33月 2266 日に康応から明徳に改�元された。  

  海源庵が大字四谷身平橋に開基された。草創のとき。（開眼庵と記した）  

応永元年（1394）  

  釣月寺が大字副川双瀬に、三善某を開基として在徳和尚が開山した。（三善朝臣は、

室町幕府の奉行人・飯尾貞連）  

  応永年末、大字海老字清水に現在の東泉寺が、一閑義円和尚により開山され正法

庵と号した。  

文明 4年（1472）  

  大字海老西沢に白山宮が建立された。  

天文元年（1530）  

  佐野正法寺入�道が海老村正法寺に館を構えて海老地方を領したという。入�道は後

武田氏にほろぼされたといわれている。  

弘治元年（1555）  

  林左京長政が双瀬に居り、その砦は立谷の山上にあった。（長政は後、徳川氏に従

い、大阪平定の際二千石を賜った）  

文禄元年（1592）**文禄は天正と慶長の間の年号である。次の節と年号が前後しているがその理由
は不明。  

  大字海老松下に医徳寺が開基された。  

  

第４節	 近  世（安土桃山時代から江戸末期まで）  

天正 4 年（1576）  

  奥平信昌が新城城主となり当地方を領した。  

天正 18 年（1590）  

  当地方は豊臣秀吉の臣池田輝政（吉田城主）の領地となり、家臣の片桐半右衛門

が新城にあって支配した。  

慶長 5年（1601）＊慶長 55年は 11660000 年である。  

  徳川家康天下の権をにぎるとともに当地方は幕府の直轄領となり、幕府代官が支

配した。  



 5 
 

  この頃以前、須山村、方瀬村、小野村が一村であって、中名村と呼ばれていた。  

慶長 11 年（1606）  

  水野備後守分長が新城に移封されて一万余石を領し、当地方も其の支配下となっ

た。  

元和元年（1615）  

  海老村が東海老・西海老に分村した。  

  元和年中、東泉寺は大字海老千原田に移転して正法寺と改�め、曹洞宗に帰属した

と言う。  

正保元年（1644）**11664444 年 1122 月 1166 日に寛永から正保に改�元された。  

  海老村諏訪神社が大修理された。＊海老神社棟札には寛永 2211 年とある。  

正保 2年（1645）  

  新城城主水野氏移封のため当地方が再び幕府の直轄領となった。  

慶安元年（1648）  

  菅沼定賞（丹州亀山城主菅沼定芳五男）が当地方三千石をもってその領主となっ

た。  

  現在海老町の全域がその支配下に入�ったが大代の大部分は幕府直領として残った。  

この年に大代村が分村して、古宿村・大林村・小代村・大代村の四ヶ村となった。  

  大代村は天正時代より田楽を行って居り、分村後新大代村がこれを受けついだ。  

元禄 5年（1692）  

  領主菅沼氏が釣月寺へ用材を寄進して本堂を再建さした。  

元禄 14 年（1701）  

  当時の現在海老町関係の各村の石高は次の通りである。  

    双瀬村      336600 石                    小野村        4488 石  

    西海老村    9966 石                  方瀬村      6622 石  

    東海老村    112288 石                  須山村      5533 石  

    真菰村      2244 石                  湯島村      4444 石  

    身平橋村    110055 石                  山中村      5544 石  

    大林村      3377 石  

    大代村      4433 石  

    大代村枝村・布留宿村      2233 石  

寛政元年（1789）  

  寛政年間、小野村の大工藤兵衛が、銅鐸大小二ヶを堀出したといわれる。  

享和 3年（1803）  

  大代村が陸奥国磐城の城主安藤対馬守の領分となった。  

文政 3年（1820）  

  三洲馬稼ぎと信州馬稼ぎが、荷物運送の権利について論争をつづけて、この年幕

府の裁決があったが三洲馬稼ぎに極めて不利であったので、海老村地方の馬稼ぎは

非常に苦労した。  

文政 7年（1824）  

  海老村諏訪神社に於いて、霜月卯日、湯立を始めた。（神主林藤蔵の勧奨）  
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  此の年玖老勢周�昌院全焼  

文政 9年（1826）  

  領主菅沼定敬は今まで石田村にあった陣屋を海老村正法寺へ移した。  

  建築大工・山吉田村伊平次、小野村・周�蔵、身平橋・次右衛門で普請中仮役所を

山形屋金十家においた。  

文政 13 年（1830）  

  伊勢皇大神宮へおかげ参りが流行した。  

天保 5年（1834）  

  諸国饑饉であり物価は高騰した。領民が年貢の軽減を陣屋に迫った。  

天保 7年（1836）  

  春から秋にかけて天候不順で全国的な大饑饉となった。山野の雑草も食いつくし

たという。  

天保 8年（1837）  

  領主より困窮者へ米の特配があった。  

天保 9年（1838）  

  幕府よりの巡見役が当地方を通過した。  

  海老村へ宿泊し本陣を酒屋におき、竹丸屋・小松屋・小野屋・若松屋などへ総勢

112200 人が分宿した。  

弘化 3年（1846）  

  豊作であった。町の若い衆が打上花火を沢山あげた。  

嘉永 3年（1850）  

  春より棚山原の笹に実がなり、ねむの木に花が多く咲き、悪疫が流行した。  

  此の年、丁塚の玉屋・今泉半兵衛が近郷のこんにゃく薯を集荷してこんにゃく製

造を始めた。  

  つづいて河内家・原田茂兵、更に後年になって、中町・石原屋、加賀屋も同じく

製造を開始し、明治から大正にかけて「海老こんにゃく」の名声を博する基いを作

った。  

嘉永 7年（1854）  

  領主菅沼氏は事務を宗家新城菅沼家に託して海老村正法寺の陣屋を引き払った。  

  領主菅沼氏の酷政について、赤坂代官所に領民が訴えんとしたが、新城菅沼家に

おいて事情を聴取することになり、新城村桃牛寺に領民 447722 名が集った。  

安政 6年（1859）  

  大字四谷の大林寺が焼失した。  

文久元年（1861）  

  芽茶を此の地方で始めて売り出した。（百文に二百五十匁から五百匁）  

  66 月に旱魃が酷かった。  

  領主菅沼家の陣屋の建物を解体、江戸へ送った。  

  十一屋隠居藤助が車屋を作った。  

文久 2年（1862）  

  製茶所が諸所に建てられた。  
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元治元年（1864）  

  大字海老東泉寺が焼失した。  

慶応 2年（1866）  

  この年は全国的な饑饉で年貢を納めることが難しかった。  

慶応 3年（1867）  

  99 月に須山・萩平・滝上・松下等へ神札が降り人々は餅をついて祝った。  

  

第５節	 近   代（明治維新より）  

明治元年（1868）  

  鳥羽伏見の戦いに幕府方敗れ、信州往還も将士が通った。  

  三河県をおいて、宝飯郡赤坂に役所があった。維新改�革の始めであって、半面は

旧領主が支配をつづけ、亦その半面は新政府の管下にあった。  

明治 2年（1869）  

  三河県が廃され、伊奈県となって、支庁が足助におかれた。  

明治 3年（1870）  

  この年大暴風雨が４回もあり、凶作で米価暴騰し、米騒動が起りこの地方からも

参加したが未遂に終わった。  

明治 4年（1871）  

  太政官達により社格が制定され、諏訪神社が村社となった。  

  三河と紀州と人民を国替えさせるという噂がしきりであった。  

  三河の諸藩が廃され額田県が設けられ県庁は岡崎城内であった。  

明治 5年（1872）  

  11 月に額田県を９大区に分け、設楽郡は第８大区となり、当町関係の旧村は大区

内の１小区に編入�された。  

  小区は第１・第２に分け、１小区は現在の新城・千郷・東郷・長篠・鳳来村（一

部を除く）・海老の各町村、１小区副戸長に原田彦九郎。  

  1111 月、額田県を廃して三河・尾張両国を愛知県として、管内を 1155 大区に分け本

郡は第 1133 大区となる。第 1133 大区を分けて３小区に分け、当町関係は第３小区に編

入�された。  

  第３小区は、長楽椎平新田より作手御領村まで。  

  この年、四谷学校が身平橋の神社拝殿に於いて開校された。  

  従前の庄屋を村惣代と呼ぶことになった。  

明治 6年（1873）  

  海老学校が創設されて、大字海老字宮前の大師堂を用いて開校された。  

  間口六間・奥行三間半、当時の教員は原田万三郎・大獄孖英・小林和喜次であっ

た。  

  海老郵便役所が設立された。取扱役池田久四郎  

明治 9年（1876）  

  次の村が合併して→の村となった。  

    大石村・双瀬村→副川村  
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    西海老村・東海老村→海老村  

  この時、川売・宮脇 2233 戸、（双瀬村）小池・上谷２戸（大石村飛地）下沢１戸（古

宿飛地）は海老村に合併した。  

    方瀬村・真菰村→豊真村  

    身平橋村・古宿村・大代村・大林村→四谷村  

    山中村・湯島村→中島村  

明治 10 年（1877）  

  西南戦争があり軍夫として夏目菊三郎が従軍した。  

明治 11 年（1878）  

  郡区町村編制法公布があり、設楽郡を南北に分け南設楽郡を定め、区町村の名称

及び区域が決定されて、新たに町村に戸長をおき戸長役場が設けられた。  

  旧村      →      新村名  

  身平橋・大代・大林・古宿→四谷村  

  西海老・東海老→海老村  

  方瀬・真菰・小野・須山→連合村  

  山中・湯島→中島村  

  大石・双瀬→副川村  

明治 12 年（1879）  

  伊奈街道が狭く曲節が多かったので、当町の有志池田滝造・中根儀七・伊藤権太

郎・原田彦九郎・加藤正八郎等発起人 1111 名が義金を拠出して此の改�修工事を申請

し。前年 1100 月着工して海老・横山間を改�修し此の年竣工した。尚 99 月には開道式

が安場県令臨席のもとに盛大に行われた。（拠出義金 22330000 円）  

明治 13 年（1880）  

  33 月県会議員補欠選挙に原田彦九郎が当選し就任した。（同年 1100 月退任）  

  この頃より椎茸栽培が盛んになり、特に山中では共同栽培を行い相当の実績をあ

げた。  

明治 16 年（1883）  

  88 月海老小学校校舎１棟増築が竣工し落成式を挙行した。  

  この頃より養蚕農家が増加した。茶の生産額も増加して、農家の現金収入�を助け

るようになった。  

明治 17 年（1884）  

  88 月、郡内を 1155 組に分けて新たに戸長を配置した。当町関係は副川・海老・連合・

四谷・中島の各村組合で、海老村加藤屋方へ戸長役場を設けて海老村他４ヶ村役場

と称した。戸長原田彦九郎。  

明治 19 年（1886）  

  谷合学校（四谷）が海老尋常小学校分校となった。  

  1111 月、丁塚が火災により８戸が焼失した。  

明治 20 年（1887）  

  1100 月、山崩れによって松下医徳寺が全潰した。  

  海老村丁塚へ巡査駐在所が設立された。  
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明治 22 年（1889）  

  1100 月法律第１号市町村制が施行された結果各町村の統合があった。海老・副川（大

石・塩平組を除く）四谷・連合・中島の各村は合併して海老村となった。戸長役場

は村役場と改�称された。  

  同月村会議員選挙が執行され、次の者が当選就任した。（係長・元海老村他４ヶ村

戸長小野田泰次郎）  

    夏目正三郎        池田滝造      小林幸兵衛          小山作造  

    原田新三郎        小野田泰次郎  加藤正八郎          稲熊利平  

    加藤常平治        竹下定吉      原田万三郎          山口清三郎  

  1111 月辞任した原田万三郎の村会議員補欠選挙が行われ次の者が当選した。  

    松下種三郎  

  1122 月原田新三郎が村長に就任した。  

明治 23 年（1890）  

  44 月、原田新三郎が県会議員に当選就任した。（退任・2255 年 1100 月、府県制実施に

つき）  

  99 月、原田新三郎が村長を辞任し、池田滝造が就任した。  

明治 24 年（1891）  

  44 月、郡会議員に小野田泰次郎が当選し就任した。  

  助役加藤正八郎が辞任し、小野田泰次郎が就任した。  

  1100 月、濃尾地方大地震があった。  

明治 25 年（1892）  

  55 月、村長池田滝造が辞任して、小林幸兵衛が就任した。  

  海老尋常小学校に高等科を併置して、海老尋常高等小学校となった。  

  99 月、大暴風雨があった。  

明治 26 年（1893）  

  55 月、村長小林幸兵衛が辞任した。  

  同月、海老村村会議員選挙が執行され次の者が当選した。  

    池田滝造        原田金重郎        小野田泰太郎        山口清三郎  

    伊藤権太郎      小山作造          清川房太郎          加藤常平治  

  66 月、助役夏目正三郎が村長に就任した。  

  同月、長谷川勇平が助役に就任した。  

  99 月、海老尋常高等小学校の四谷分校が独立して、四谷尋常小学校となった。  

  1111 月、助役長谷川勇平が辞任し、三浦富吉が就任した。  

  此の頃より、大字海老諏訪神社の石の七鳥居参りが盛んになり、彼岸には参詣人

が 330000 人にも達したという。特に北設方面よりの老人が多かった。  

  1122 月、村長夏目正三郎が辞任した。  

  

第２章   町制施行より現在まで、60 年間  

  

第１節	 明治時代   ＊原文に表題はなく加筆した。  
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明治 27 年（1894）  

  海老村を海老町と改�称した。  

  町制施行可否について愛知県よりの諮問を、海老村村議会は「郡中北部有力なる

商店街」なる理由によって一日も早く町名を冠せられたき旨を決議したのは 22月 1166

日のことであったが、認可月日 22 月 1199 日をもって、新城町よりおくるれること５

年、田口に先立つことおなじく５年、ここに海老町が誕生することになった。この

年平間山中腹平地で盛大に記念祝賀式が挙行された。  

  なお、この年は「日清戦争」が起り、当町から 1144 名が従軍した。  

  99 月、山口清三郎が町長に就任した。  

  前村長夏目正三郎が退任して、後任選挙の議会において竹下定吉、加藤常平治が

同点となったが、両者辞退した為に暫く三浦富吉が町長代理助役として町政を担当

し、ここに山口清三郎が初代町長として就任した。  

明治 28 年（1895）  

  11 月、海老町会議員臨時補欠選挙が執行され次の者が当選した。  

    夏目正三郎        遠山波吉        古田幸平        原田万三郎  

  22 月、収入�役池田周�作が辞任し、丸山光造が就任した。  

  44 月、収入�役丸山光造が辞任し、竹下茂吉が就任した。  

  同月、助役三浦富吉が辞任し、加藤幸太郎が就任した。  

  55 月、町長山口清三郎が辞任し、小野田泰次郎が就任した。  

  1100 月、町会議員定期半数改�選選挙が執行され次の者が当選就任した。  

    夏目正三郎        伊藤権太郎        遠山波吉  

    松下種三郎        稲熊宇吉          原田万三郎  

明治 29 年（1896）  

  77 月、収入�役竹下茂吉が辞任し、加藤耕一郎が就任した。  

明治 30 年（1897）  

  11 月、収入�役加藤耕一郎が辞任し、遠山波吉が就任した。  

  22 月、本郡中の重要路線�として郡役所より、当町関係に於いては次の 22 道が指定

された。  

    １  足助道  県道伊奈街道より須山を経て段嶺村作手村菅沼を通過し足助に到

る道路  

    ２  振草道  県道伊奈街道より四谷を経て振草村に入�り別所街道に通じる道路  

  33 月、県道伊奈街道の改�修によって廃道に属する分より、次の箇所が里道に編入�

された。  

    １  副川柿瀬道  

    ２  滝上道  

    ３  連合小野道  

    ４  八幡坂近道  

  明治 2233 年度より継続事業として伊奈街道が、県費八分・村費二分（沿道村六分・

受益村四分）の割合で経費もって改�修されてようやく竣工したので、廃道の部分で

近道的に残すことが便利な場所を里道に指定した。  
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  同月、助役伊藤静三郎が辞任し、竹下茂吉が就任した。  

  44 月、小野田泰次郎が郡会議員に再選された。  

  1111 月、収入�役遠山波吉が辞任し、伊藤権太郎が就任した。  

  1122 月、四谷尋常小学校の校舎を大字四谷字田の口地内より同字椎島に新築移転し

た。（総経費 880000 円（町費 448800 円  寄附金 332200 円）敷地寄附・富安倉之亟・稲熊宇

吉  なお、校名を「連合尋常小学校」と変更した。  

明治 31 年（1898）  

  11 月、新城銀行海老支店が大字海老字丁塚 1111 番地において開業した。  

  33 月、助役竹下茂吉が辞任し、小林貫一が就任した。  

  55 月、収入�役伊藤権太郎が辞任し、山口新三郎が就任した。  

  1100 月、町会議員定期改�選選挙を執行し次の者が当選した。  

    山口清三郎      小野田泰次郎      竹下茂吉  

    伊藤静三郎      遠山波吉          吉田幸平  

  なお翌日行われた補欠選挙に次の者が当選した。  

    長谷川勇平      池田滝造      田畑虎吉  

  1111 月、収入�役山口新三郎が辞任し、森雪太郎が就任した。  

明治 32 年（1899）  

  大字海老桜橋を改�修した。（工費・339999 円余）  

  99 月、夏目正三郎・竹下茂吉が郡会議員に当選就任した。  

明治 33 年（1900）  

  44 月、収入�役森雪太郎が辞任し、池田仙一郎が就任した。  

  同月、助役小林貫一が辞任し、羽田野富平が就任した。  

  同月、町長小野田泰次郎が辞任し、松下種三郎が就任した。  

  66 月、収入�役池田仙一郎が辞任し、原田真一が就任した。  

  99 月、豊川鉄道が東郷村大海まで通じて、大海、海老間の乗合馬車の営業が開始

された。  

  前々から、海老、豊橋間の鉄道開設について運動を行い、成功するかの如く見え

たが、結局豊橋大海間に落着き、実現することはできなかった。  

  同月、海老尋常高等小学校の敷地拡張及び１棟（間口二十三間・奥行四間半）増

築が竣工して落成式を挙行した。  

  この年、三河産馬組合が発足した。  

  従来の産馬同業組合が三河各郡にまで範囲を拡大したが、当町に於ても松下米三

郎所有の大字海老字南貝津の地で例年仔馬糶市が秋に開かれて出場頭数 7700・110000

頭を数えて盛況であった。  

  なお、この年に東泉寺本堂再建工事が落成した。  

明治 34 年（1901）  

  22 月、海老町商工会が設立された。  

  66 月、収入�役原田真一が辞任し、富安倉之亟が就任した。  

  77 月、当町役場を大字海老字野辺加藤屋より同字南貝津 1122 番の松下種三郎の借家

に移転した。  
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  1100 月、町会議員定期改�選選挙を執行し次の者が当選した。  

    小林幸兵衛      加藤耕一郎      岡本牛太郎  

    池田滝造        小野田友次郎    原田万三郎  

  なお補欠選挙に次の者が当選した。  

    夏目幸重  

明治 35 年（1902）  

  11 月、町長松下種三郎が辞任し、夏目正三郎が就任した。  

  44 月、町長夏目正三郎が辞任した。  

  66 月、小林幸兵衛が町長に就任した。  

  77 月、収入�役富安倉之亟が辞任し、大林治六が就任した。  

  1100 月、連谷尋常小学校に補習科を設置してその修業年限を２ケ年とした。  

  この年、大字副川字千部平へ伝染病隔離病舎を建設し竣工した。  

明治 36 年（1903）  

  55 月、小野田泰次郎・松下種三郎が郡会議員に当選した。  

  66 月、町長小林幸兵衛が辞任した。  

  88 月、丸山光造が町長に就任した。  

  99 月、小野田泰次郎・竹下茂吉が郡会議員に当選した。  

  1122 月、収入�役大林治六が辞任し、吉田喜重が就任した。  

  この年、田口まで電話線�が架設された。  

明治 37 年（1904）  

  44 月、町長丸山光造が辞任し小野田泰次郎が就任した。なお収入�役吉田喜重が辞

任し、加藤耕一郎が就任した。  

  77 月、大字四谷に山崩れがあり、流失家屋６戸、潰家屋５戸、半潰１戸、死者 1100

人、重傷者３人、軽傷者２人、馬１頭死亡、山崩れ３ヶ所、流橋３、の惨事となっ

た。  

  1100 月、町会議員定期改�選選挙が執行され次の者が当選就任した。  

    遠山波吉      伊藤静三郎      丸山光造  

    原田真一      上谷茂三郎      小野田泰次郎  

  なお、補欠選挙により次の者が当選した。  

    竹下茂吉  

  この年、日露戦争が起り当町から 6600 名が従軍した。  

明治 38 年（1905）  

  11 月、大字海老松下に台帳反別一町六反五畝二十歩の山林を購入�し、第１町有林

として出発した。  

  33 月、丁塚に火災があり 2288 戸を焼失した。  

  同月、海老郵便局に於いて電信事務取扱いを開始して、９・1100 日の両日は一般の

人々に参観を許した。（局長・原田万三郎）  

  1111 月、収入�役加藤耕一郎が辞任し、遠山波吉が就任した。  

明治 40 年（1907）  

  33 月、連谷尋常小学校長山本東が着任した。  
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  88 月、町長小野田泰次郎が辞任し、池田滝造が就任した。  

  99 月、収入�役遠山波吉が辞任し、伊藤富三郎が就任した。  

  同月、郡会議員に小野田泰次郎・伊藤静三郎が当選した。  

  1100 月、町会議員改�選選挙が行われて次の者が当選し就任した。  

    長谷川勇平      加藤耕一郎      遠山波吉  

    池田滝造        竹下茂吉        加藤常平治  

明治 41 年（1908）  

  66 月、合名会社海老製糸場が大字海老字丁塚にでき営業を開始した。  

  養蚕業は明治 3300 年頃より殆どの農家がとりいれて、養蚕組合が組織され、養蚕

教師を招致し活況を呈していた。  

  77 月、連谷尋常小学校長山本東が転出し野島直温が着任した。  

  この年、海老町大字海老の諏訪神社へ、大字連谷若松神社・熊野神社・金峰神社、

大字四谷白山神社・津島神社・赤松神社を合祀して海老神社と改�称された。  

明治 42 年（1909）  

  44 月、町長池田滝造が辞任し、遠山波吉が就任した。  

  66 月、連谷尋常小学校長野島直温が転出し日比野斧太郎が着任した。  

  77 月、収入�役伊藤富三郎が辞任し、近藤新平が就任した。  

明治 43 年（1910）  

  11 月、海老尋常高等小学校の校舎増築工事が竣工し落成式を挙行した。  

  88 月、収入�役近藤新平が辞任し、山口伊兵衛が就任した。  

  1100 月、町会議員改�選選挙が行われ次の者が当選し就任した。  

    小林貫一      伊藤静三郎      丸山光造      原田熊治  

    小山作造      宮本俊菴        原田真一  

明治 44 年（1911）  

  22 月、海老町青年団が発足した。  

  従来、各部落毎にそれぞれの特性をもって活動を続けていた青年団体が統一され

て海老町青年団として発足することになった。  

  33 月、町長遠山波吉が辞任し、宮本俊菴が就任した。  

  44 月、海老尋常高等小学校長山口角吉が転出して菅沼行蔵が着任した。  

  ６月、助役定員２名（１名は名誉助役）の町条例が制定され、小林貫一が名誉助

役に就任した。  

  77 月、連谷尋常小学校の運動場を拡張し、裁縫室、事務室の２室を増築した。  

  99 月、原田真一・遠山波吉が郡会議員に当選した。  

  1100 月、助役羽田野冨平が辞任し、遠山孝治良が就任した。  

  この年、帝国在郷軍人会海老町分会が設立された。  

明治 45 年（1912）  

  22 月、名誉助役小林貫一が辞任した。  

  同月、収入�役山口伊兵衛が辞任し、伊藤金一郎が就任した。  

  44 月、振草道が郡費補助を受けて改�修工事を竣工した。  

  同月、海老尋常高等小学校裁縫補習学校を附設した。（本科２ケ年・速成科１ケ年）  
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  55 月、米穀検査規則が発布せられた結果当町米穀検査吏員が任命された。  

  検査制度は幾多の変遷があったが現在までに次の人々が就任している。竹下茂

吉・遠山波吉・今泉市作・古田藤太・竹下儀一・今泉類市・原田富次郎。  

  この年、従来三河産馬同業組合は諸所に臨時仔馬糶市を開設していたが、馬駒数

が漸次減少してきたので、郡内においての市場開設は当海老町と作手村の２カ所と

なった。  

  

第２節   大正時代   ＊原文に表題はなく加筆した。  

大正元年（1912）  

  99 月、町長宮本俊菴が辞任し、原田真一が就任した。  

  1100 月、収入�役伊藤金一郎が辞任し、古田藤太が就任した。  

大正 2年（1913）  

  44 月、収入�役古田藤太が辞任し、小山清右衛門が就任した。  

  同月、振草道が郡費補助により改�修された。  

  同月、海老尋常高等小学校長菅沼行蔵が転出し鈴木鯛次郎が着任した。  

  55 月、連谷小学校長日比野斧太郎が転出し贄鉄次郎が着任した。  

  1100 月、町会議員選挙が行われて次の者が当選し就任した。  

    小林貫一      長谷川勇平      宮本俊菴      小山作造  

    竹下茂吉      池田仙一郎      石原栄太郎    丸山光造  

    山口新三郎    原田真一        伊藤静三郎    清川房太郎  

大正 3年（1914）  

  33 月、池田滝造・原田真一・加藤耕一郎は、海老字宮ノ前台帳面積二反八畝の山

林を海老尋常高等小学校の基本財産として寄附した。  

  目通り二尺位の檜 220000 本杉３本がすでに生育していたが、この年更に檜 660000 本

の植林を完了した。  

  同月、収入�役小山清右衛門が辞任し、古田市平が就任した。  

  1100 月、連谷尋常小学校の校長住宅を建設した。（工費 555500 円）  

  この年、公設海老消防組が編組されて、組頭に池田仙一郎が就任した。  

  第一次世界大戦が起り当町から６名が従軍した。  

大正 4年（1915）  

  66 月、町長原田真一が辞任し、竹下茂吉が就任した。  

  同月、収入�役古田市平が辞任し、高橋長五郎が就任した。  

  99 月、原田真一・小林貫一が郡会議員に当選就任した。  

  1100 月、助役遠山孝治良が辞任し、高橋長五郎が就任した。  

  1111 月、収入�役に原田茂八が就任した。  

大正 5年（1916）  

  33 月、消防組頭池田仙一郎が辞任し、松下米三郎が就任した。  

  44 月、郡より補助金を公附されて海老町養鶏組合が設立された。  

  1122 月、町長竹下茂吉が辞任した。  

  この年、町内に電灯がつき始めた。  
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大正 6年（1917）  

  22 月、小林貫一が町長に就任した。  

  44 月、連谷小学校が３学級編制となった。  

  同月、収入�役原田茂八が辞任し、竹下儀一が就任した。  

  1100 月、町会議員選挙が実施され、次の者が当選就任した。  

    小林貫一      原田真一      原田彦吉      松下米三郎  

    古田縫太郎    池田仙一郎    竹下茂吉      小山作造  

    加藤耕一郎    山田善吉      伊藤富三郎    石原栄太郎  

大正 7年（1918）  

  33 月、消防組頭松下米三郎が辞任し、原田唯一が就任した。  

  44 月、海老町立海老実業補習学校を海老尋常高等学校に附設し開校した。（町立裁

縫学校は同日廃校）  

  88 月、収入�役竹下儀一が辞任し、原田進之助が就任した。  

  1100 月、米価が暴騰し、救済資金として寄附金をつのり、困窮者に交附した。（合

計 11003300 円）  

  この年、北設楽銀行海老支店が、大字海老字南貝津の地に開業された。  

大正 8年（1919）  

  33 月、町長小林貫一が辞任した。  

  66 月、松下米三郎が町長に就任した。  

  99 月、小林貫一・加藤耕一郎が郡会議員に当選就任した。  

  1100 月、海老町報（月刊）が創刊された。5500 号までつづく。  

  この年、東三運輸株会社により東郷村大海・田口間の旅客自動車の営業が始めら

れて当町をも通過し停留することになった。  

大正 9年（1920）  

  33 月、主要町道として次の路線�を認定した。  

    １  川売線�  

    ２  四谷線�  

    ３  与良木線�  

    ４  竹桑田線�  

    ５  中島線�  

  44 月、道路法実施により次の路線�が郡道に認定された。  

    １  海老・東大沼線�  

    ２  海老・本郷線�  

  この年、降霜の被害が多く春養蚕掃立停止が海老町・鳳来寺村で 444499 戸あった。  

  99 月、海老郵便局に於いて電話事務を開始し、翌年電話交換を行い始めた。  

  この年、山中に９名の組合で発電所が設置された。  

  なお、この年、株式により海老製材が大字海老字塚島に設立されて営業を開始し

た。  

大正 10 年（1921）  

  ４月、海老尋常高等小学校長鈴木鯛次郎が転出し加藤良穂が着任した。  
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  同月、連谷尋常小学校長贄鉄次郎が転出し鈴木武男が着任した。  

  66 月、海老町処女会が 1144 才より 2200 才までの女子青年をもって発会した。  

  1100 月、町会議員選挙が執行せられ次の者が当選した。  

    松下米三郎      今泉元吉      山口新三郎      近藤新平  

    熊谷清吉        伊藤静三郎    古田喜重        稲熊茂平  

    原田倭一        原田真一      小林貫一        松下新伊知  

大正 11 年（1922）  

  1100 月、海老尋常高等小学校校舎増築工事が竣工し落成式を挙行した。  

大正 12 年（1923）  

  22 月、鳳来寺所有、長篠村槙原地内山林実測反別 8866 町７畝 2200 歩を、9999 ヶ年の

地上権設定を行い、海老町第２町有林として出発した。  

  植林は３年計画で三ケ林班に分けて杉檜苗３年生 2200 数万本を植樹し、今泉元吉<<

町議>>が主任となり町内各種団体の奉仕などを受けて推進した。  

  33 月、郡制が廃止された。  

  同月、町長松下米三郎が辞任し池田仙一郎が就任した。  

  44 月、海老尋常高等小学校加藤良穂が転出して、中島始治が着任した。  

  99 月、関東大震災があった。  

  1100 月、助役高橋長五郎が辞任し、菅野照現が就任した。  

  この年、新城銀行は尾参銀行に併合されていたが廃業し、海老支店を引払った。  

大正 13 年（1924）  

  1100 月、海老町消防組にガソリンポンプ 11台が備えつけられた。  

  この年、海老町立図書館を海老尋常高等小学校内に設置した。  

大正 14 年（1925）  

  22 月、大字海老字野辺 1177 番地に有限責任海老信用組合が設立され、組合長に加藤

耕一郎が就任した。（加藤耕一郎自宅）  

  33 月、連谷尋常小学校が大字四谷字椎島より、現在位置に移転し工事が竣工した

ので、落成式を挙行した。（総経費 1144223300 円 9966 銭）  

  66 月、連合尋常小学校長鈴木武男が退任し新井菊義が着任した。  

  1100 月、町会議員選挙が行われ下記の者が当選した。  

    原田末吉        原田真一        原田唯一        原田忠吉  

    池田仙一郎      高橋長五郎      長谷川勲        松下米三郎  

    林筆三郎        菅沼稔          小野田開次郎    今泉元吉  

大正 15 年（1926）＊1122月 2255 日に昭和に改�元  

  11 月、収入�役原田進之助が就任した。  

  同月、松下治平が収入�役に就任した。  

  44 月、海老尋常高等小学校長中島始治が転出し、岩瀬亀太郎が着任した。  

  同月、連谷尋常小学校長新井菊義が退任し、山本隆次郎が着任した。  

  同月、町長池田仙一郎が辞任し、原田真一が就任した。  

  55 月、収入�役松下治平が辞任し、山口英雄が就任した。  

  66 月、郡役所が廃止された。  
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  77 月、海老町青年訓練所を海老尋常高等小学校に附設開所した。  

  

第３節   昭和時代   ＊原文に表題はなく加筆した。  

昭和 2 年（1927）  

  22 月、町村道中島線�の改�修工事を湯島方面より着手した。  

    工費 44000000 円（内 22000000 円県費補助）委員・町議菅沼稔・山口新三郎  

  33 月、消防組頭原田唯一が辞任し、深溝五一が就任した。  

  55 月、済南事変のため動員下令。  

  77 月、始めて方面委員が任命された。  

  99 月、川入�土木保護森林組合の事業として、大字海老、海老学校下より川売部落

に到る間を改�修した。（工費 99660000 円）  

  この頃より、経済不況が深刻になり、繭価も暴落の一途をたどったが、当町の生

産繭については、農会技手金沢英雄等の首唱により連合販売を行って成績をあげた。  

昭和 3年（1928）  

  44 月、海老尋常小学校長岩瀬亀太郎が転出し石黒直吉が着任した。  

昭和 4年（1929）  

  22 月、消防組頭深溝五一が辞任し、竹下利三郎が就任した。  

  44 月、海老信用組合が事務所を大字海老野辺 1111 の 11 に移転した。  

  88 月、海老橋を改�築、鉄筋コンクリートにより架橋された。  

  99 月、田口鉄道が敷設され、鳳来寺鉄道鳳来寺口駅（現飯田線�長篠駅）より海老

間が開通し、海老駅が開設された。  

  1100 月、海老劇場が株式により設立され営業を開始した。（資本金 66000000 円）  

  同月、町会議員選挙が行われ次の者が当選就任した。  

    今泉広造        岡本牛太郎      池田仙一郎      原田真一  

    松下末松        古田市平        竹下儀一        前川和嘉弥  

    小山清右衛門    今泉元吉        夏目周�蔵        夏目幸重  

  なお、昭和 77年 11 月岡本牛太郎・同年 55月夏目幸重死亡につき、補欠選挙により

原田浅吉・川合初衛が当選し就任した。  

昭和 5年（1930）  

  11 月、収入�役山口英雄が辞任し、松下治平が就任した。  

  33 月、連谷尋常小学校長山本隆次郎が転出し、邨瀬掲が着任した。  

  44 月、海老尋常高等小学校長石黒直吉が転出して、牧一が着任した  

  同月、町長原田真一が辞任し、小林貫一が就任した。  

  同月、消防組頭竹下利三郎が辞任し、原田平弥が就任した。  

  1122 月、田口鉄道海老清崎間が開通した。  

昭和 6年（1931）  

  33 月、町長小林貫一が辞任した。  

  44 月、池田仙一郎が町長に就任した。  

  1122 月、町長池田仙一郎が辞任し、竹下儀一が就任した。  

昭和 7年（1932）  
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  33 月、連谷尋常小学校長邨瀬掲が転出し、山本顕が就任した。  

  55 月、消防組頭原田平弥が辞任し、竹下卯喜人が就任した。  

  同月、柳橋を改�築鉄筋コンクリートにより架橋された。  

  99 月、林産物検査員駐在所が役場内に設置された。検査員・平松玄吾  

  1122 月、田口鉄道が、清崎・田口間を開通し、これによって全線�が竣功することに

なった。  

  この年、上海事変が起り、動員が下令された。  

昭和 8年（1933）  

  11 月、海老信用組合長加藤耕一郎が辞任し、竹下卯喜人が就任した。  

  22 月、助役原田進之助死亡につき収入�役を松下治平が就任した。  

  33 月、原田源吉が収入�役に就任した。  

  44 月、海老尋常高等小学校長牧一が転出して、鈴木清一が着任した。  

  同月、有限責任海老信用組合が組織を変更し、保証責任海老信用組合となった。  

  55 月、塚島より出火し工場 11棟及び 2277 戸を消失した。  

  1100 月、町会議員選挙が行われ次の者が当選し就任した。  

    古田藤太      大蔵四郎        遠山波吉        小山清右衛門  

    竹下卯喜人    長谷川右吉      小林貫一        加藤耕一郎  

    原田唯一      原田忠吉        長谷川勇亀      高橋長五郎  

  なお、任期中に転住した大蔵四郎の補欠選挙に伊藤金一郎が当選し就任した。  

  1111 月、町長竹下儀一が辞任し、加藤耕一郎が就任した。  

  この年、海老町農村経済更生計画を樹立し、その実行を開始した。  

  本町は近時交通機関と共に漸次山間部物資集散小都邑としての面目を失い、昭和

44・55 年繭価暴落、木材下落等により更に拍車を加へて未曾有の経済的危機に直面し、

町当局は此の苦境の打開克服に専念した。本県指導の下に経済更生計画の樹立を急

ぎ、全県下に澎湃たる更生運動の波に乗って町百年の大計樹立に専念した。<<昭和

1111 年海老町役場刊、海老町農村経済更生の実相・序より抜萃>>  

  同年、海老消防組にガソリンポンプ１台を購入�し増設した。  

昭和 9年（1934）  

  22 月、失業者対策工事として県道海老本郷線�（振草街道）を大字海老滝上地内を

起点として大字四谷地内に至る間の改�修工事を県直営工事として着手し、其の後 44

ケ年間継続事業として行い、大字四谷大代てんのう橋まで改�修した。戦時中は中止

し、昭和 2222 年 22 月より、再度改�修に着手して現在に至る。  

  1122 月、役場庁舎を大字海老字南貝津より、字丁塚 1111 番地の 11・池田仙一郎元邸

宅に移転した。  

昭和 10 年（1935）  

  11 月、経済更生優良町村として当町は、愛知県知事より表彰を受けた。  

  33 月、連谷尋常小学校長山本顕が転出し、鈴置隆一が着任した。  

  44 月、海老町立海老青年学校が創立された。海老尋常高等小学校に併設され、従

前の海老実業補習学校は名称学則変更、青年訓練所は廃止された。  

  同月、海老尋常高等小学校長鈴木清一が転出し渡辺甚一が着任した。  
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  ７月、経済更生運動実施につき、統制部・教化部・産業部・経済部の四部制を定

めて、これにあたることになった。  

昭和 11 年（1936）  

  11 月、消防組頭竹下卯喜人が辞任し、宮本舜治が就任した。  

  33 月、経済更生特別助成町村に当町が愛知県より指定された。  

  同月、当町経済更生運動は、愛知県農山漁村経済更生共進会に於て、その成績が

優良であると審査されて一等賞を得た。  

  44 月、原田真一は、海老尋常高等小学校校庭に二宮金次郎の石像を寄附建立した。  

  55 月、久しく休刊をつづけた「海老町報」が第 5511 号より復刊された。  

  66 月、保証責任海老信用組合が海老信用販売購買利用組合に組織を変更した。  

  1111 月、連谷尋常小学校長鈴置隆一が転出し、杉山十郎が着任した。  

昭和 12 年（1937）  

  当町出身の石原国太郎・石原作市・石原秀太郎が、海老尋常高等小学校入�口坂道

のコンクリート改�装工事費用を寄贈した。  

  町議会に山林委員会を設けて、槙原町有林の管理経営に専念することになった。

（委員長門林太市）  

  77 月、支那事変が起こり、1144 日事変による第１回動員が下令された。  

  88 月、本町出身の軍人の遺家族を後援する目的で、町内各種団体をもって組織し

た、海老町銃後後援会が結成された。  

  1100 月、町会議員選挙が執行せられ、次の者が当選就任した。  

    門林太市        竹下卯喜人        成瀬信吉      小林貫一  

    宮本舜治        稲熊寿平          原田唯一      太田今太郎  

    長谷川右吉      伊藤金一郎        高橋長五郎    佐々木民一  

  1111 月、町長加藤耕一郎が辞任し、原田唯一が就任した。  

  同月、国防婦人会海老町分会が結成された。  

昭和 13 年（1938）  

  55 月、海老信用販売購買利用組合が事務所ならびに加工場・作業場を新築し、大

字海老字野辺４番地の現在地に移転した。  

  1122 月、丁塚、海老製糸場より出火 66戸を焼失した。  

  同月、満州開拓移民として、当町から 2244 戸が移民を開始した。  

昭和 14 年（1939）  

  44 月、消防組・青年警察団・防護団が解散し、新たに海老町警防団が結成された。  

  同月、原田唯一（町長）が警防団長に就任した。  

  66 月、助役松下治平は、愛知県海外協会主催移民事業視察団に加わり渡満、約 2200

日間に亘り移民地についての視察を行った。  

  同月、青年団長今泉定は、興亜報国青年隊の一員として約 33ヶ月の期間を満州国

開拓地の勤労奉仕作業に従事した。  

  同月、当町出身医学博士原田四郎は、小学校教育奨励金として当町教育会へ金

11000000 円を寄附した。  

  88 月、海老町と鳳来寺村に亘る中島線�島原橋は、鉄筋コンクリート橋として改�修
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した。（工費 1144000000 円、委員、遠山波吉・伊藤正一）  

  1100 月、新城区裁判所海老出張所の庁舎及住宅が大字海老字宮前に建築を完了し、

開庁された。  

  1111 月、収入�役原田源吉が辞任し、伊藤武尾が就任した。  

昭和 15 年（1940）  

  11 月、警防団長原田唯一が辞任し、桟敷賢一が就任した。  

  88 月、防空監視哨哨舎が平間山頂上に建設され竣工した。  

  1111 月、町長原田唯一が辞任し、小林貫一が就任した。  

昭和 16 年（1941）  

  44 月、海老尋常高等小学校、連谷尋常小学校が、海老国民学校・連谷国民学校と

改�称された。  

  66 月、追補責任海老森林組合が創立され事務所を役場内においた。  

  同月、森林組合長に小林貫一が就任した。  

  77 月、海老国民学校の運動場拡張及び奉安殿造営並びに忠魂碑移転工事が落成し

た。（総工費 1155229900 円。）  

  1122 月、収入�役伊藤武尾が辞任し、前川治一が就任した。  

  同月、奉安殿造営落成に伴い、天皇・皇后両陛下の御真影を奉戴した。  

  同月、太平洋戦争が始まった。  

昭和 17 年（1942）  

  22 月、米麦・馬鈴薯・甘藷の供出制度が始まった。  

  33 月、海老町翼賛壮年団が結成された。  

  44 月、連谷国民学校長杉山十郎が転出し、中村正一が着任した。  

  55 月、町会議員選挙が執行せられ、次の者が当選就任した。  

    池田一郎        伊藤正一        原田倭一        林仙造  

    長谷川与平      門林太市        竹下卯喜人      曽田金助  

    松下主税之助    古田友七        小林一郎        森田藤吉  

  66 月、助役松下治平が、北設地方事務所へ転出の為に辞任した。  

  77 月、今泉泰一郎が助役に就任した。  

  99 月、八楽地方事務所が設置された。  

  1111 月、町長小林貫一が辞任し、竹下卯喜人が就任した。  

  1122 月、海老町森林組合長小林貫一が辞任し、竹下卯喜人が就任した。  

  同月、食糧管理法の施行により食糧購入�通帳が給付された。  

昭和 18 年（1943）  

  44 月、海老国民学校長渡辺甚一が転出して、小柳津稔が着任した。  

  99 月、連谷国民学校に高等科を設置した。  

昭和 19 年（1944）  

  22 月、海老信用販売購買利用組合及び海老町農会を合併し、海老町農業会が設立

された。  

  同月、竹下卯喜人が農業会長に就任した。  

  33 月、海老森林組合の事務所を役場内より大字海老字南貝津 1111 番地に移転した。  
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  77 月、旱魃がひどかった。  

  この年の末よりＢ2299 爆撃機の大編隊の空爆は繁くなり、各戸は防空対策に専念し

たが、戦局の様相が深刻の度を深めたことを痛感させられた。  

昭和 20 年（1945）  

  33 月、豊橋陸軍病院の一部が、海老国民学校内に疎開した。  

  44 月、海老国民学校長小柳津稔が転出し、青木肇が着任した。  

  同月、海老劇場に陸軍糧抹が疎開され格納された。  

  55 月、小林一郎が名誉助役に就任した。  

  町長竹下卯喜人が健康を害し、激化する戦局の下に、職務に専念することが困難

であったので、緊急に条例を作って名誉助役を設けることになった。  

  77 月、豊川海軍工厰が米軍に爆撃された。  

  この 22・33 ヶ月以前より都市からの疎開者が激増した。  

  88 月、ポツダム宣言の受諾により、太平洋戦争は終結した。  

  

第４節   現代  

昭和 20 年（1945）  

  1100 月、町長竹下卯喜人が辞任し、小林一郎が就任した。  

  1122 月、警防団長小林一郎が辞任し、前川治一が就任した。  

昭和 21 年（1946）  

  33 月、海老町農業会長を竹下卯喜人が辞任し、小林一郎が就任した。  

  55 月、海老町農業会長を小林一郎が辞任し、伊藤正一が就任した。  

  66 月、戦没者遺家族でもって、海老町遺友会が結成された。  

  99 月、海老国民学校長青木肇が退任した。  

  1111 月、新憲法が発布された。  

  同月、海老国民学校長に岡本利一が着任した。  

  同月、海老森林組合長竹下卯喜人が辞任し、竹下儀一が就任した。  

  1122 月、方面委員が廃され、愛知県民生委員が任命された。  

  同月、本田一郎が連谷国民学校へピアノ１台を寄贈した。  

  同月、初回の農地委員選挙が行われた。（委員長原田計三）  

  同月、収入�役前川治一が辞任し、金田平吾が就任した。  

昭和 22 年（1947）  

  22 月、町長小林一郎が辞任した。  

  同月、海老町警防団へ腕用ポンプ 66台を増設した。  

  33 月、大字連谷字真菰に海老町農業会連谷出張所が設けられた。  

  44 月、地方自治体の首長は公選となり、知事・町長の合同選挙が執行せられ、加

藤佐平が無投票で町長に当選就任した。  

  同月、県会議員・町会議員の合同選挙が行われ、町会議員は無投票により次の者

が当選就任した。  

    丸山登一      上谷藤九郎      高橋隆      岡本廉三  

    夏目作造      小笠原松三郎    山口邦芳    夏目喜四郎  
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    門林新作      小野田唯応      小山富平    松浦一夫  

    戸田音一      小野田正九郎    前沢春吉    曽田信平  

  同月、学制改�革により、海老町立海老中学校が創立開校せられ、初代校長として

原茂が着任した。（本校・海老小学校内分校・連谷小学校内）  

  同月、海老国民学校・連谷国民学校は、海老小学校・連谷小学校となった。  

  同月、助役今泉泰一郎が辞任した。  

  55 月、佐々木常治が助役に就任した。  

  同月、第１回町会に於いて互選により、議長小野田正九郎副議長丸山登一が決定

就任した。  

  99 月、町長加藤佐平が辞任し、後任町長選挙が行われたが、無投票に依り佐々木

常治が就任した。  

  1100 月、海老警防団を海老消防団と改�称した。  

  同月、海老警団長本田一郎が辞任し、門林忠雄が海老消防団長に就任した。  

  1111 月、夏目俊一が助役に就任した。  

  この年、33月より農地改�革が行われて、其の後 1111 回に亘り、水田七町九反七畝、

畑十一町八反二畝、計十九町七反九畝の農地を政府が買収し小作者に売渡した。  

昭和 23 年（1948）  

  11 月、海老中学校に父兄教師会（ＰＴＡ）が結成された。  

  同月、助役夏目俊一が退任した。  

  22 月、原田満寿美�が助役に就任した。  

  33 月、町議会副議長丸山登一が辞任し、門林新作が就任した。  

  44 月、連谷小学校長中村正一が転出した。  

  同月、愛知県児童委員が任命された。  

  55 月、連谷小学校長原田暘二が着任した。  

  66 月、海老町農業会が解散し、海老町農業協同組合が設立された。組合長に小山

清右衛門が就任した。  

  66 月、海老町立海老青年学校が廃校となった。  

  77 月、海老剣修会が発足し、道場剣修館（中町元天理教説教所跡）を設け、練士

鈴木健一始め剣道同好の人々により、一般及び生徒児童の指導練磨を行うことにな

った。  

  同月、海老町農業協同組合長小山清右衛門が辞任し、加藤慎一が就任した。  

  88 月、海老中学校連谷教場を廃止し、本校に統合した。海老中学校は海老小学校

校舎の西半分を玄関の線�で分割使用し校舎が独立した。  

  99 月、戦後、食糧事情の好転に伴い、養蚕農家が復活し、海老町養蚕農業組合が

設立された。  

昭和 24 年（1949）  

  11 月、海老消防団へガソリンポンプ１台を購入�した。（経費 3300 万円）  

  同月、海老小学校長長岡本利一が転出し、鈴木春三が着任した。  

  55 月、海老町農業協同組合長加藤慎一が辞任し、小野田正九郎が就任した。  

  88 月、田口鉄道滝上停留所が開設された。  
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  99 月、海老中学校・海老小学校の増築工事が竣工落成した。  

  同月、海老町森林組合事務所を字南貝津より役場内に移転した。  

  農業協同組合に製茶工場が設置された。  

  煙草耕作組合が結成され、煙草栽培面積七町歩、戸数 6600 をもって発足、組合長

に今泉類市が就任した。  

昭和 25 年（1950）  

  99 月、連谷小学校長原田暘二が転出し、三橋専一が着任した。  

昭和 26 年（1951）  

  33 月、竹下儀一が人権擁護委員を委嘱された。海老町・鳳来寺村・段嶺村を担当

した。  

  44 月、戦争激化の為に、昭和 1199 年 22 月以来中絶した「海老町報」を 5511 号より復

刊した。  

  同月、海老中学校長原茂が転出し、夏目富三郎が着任した。  

  同月、海老町消防団へガソリンポンプ１台を増設した。（経費 4488 万円）  

  同月、海老町消防団は愛知県消防協会より表彰を受け、団旗竿頭綬を贈られた。  

  同月、町会議員選挙が執行せられ、次の者が当選就任した。  

    伊藤正一      高橋隆        丸山登一      長谷川由太郎  

    今泉秀一      夏目武八郎    本田一郎      加藤清治  

    安藤与平      岡本廉三      今泉定        木下明  

    松下新助      夏目喜四郎    小山富平      門林新作  

  同月、大字海老川売の山口鉄次郎他数名により、昭和 2211 年から開拓された棚山

地区開拓地 2200 町歩が、国より売渡された。  

  55 月、第１回町議会を開き、互選により議長伊藤正一、副議長丸山登一が就任し

た。  

  同月、海老町農業協同組合長加藤慎一が辞任し、竹下儀一が就任した。  

  66 月、覚書きにより、公職につくことを禁止されていた次の者は指定の理由を取

消された。  

    竹下卯喜人（翼賛壮年団町団長  大政翼賛会町支部長）  

    小林貫一（大政翼賛会町支部長）  

    古田友七（町壮年団長）  

    滝下勝栄（在郷軍人会町分会長）  

    大蔵正雄（同上）  

    近藤訓（同上）  

    小林隆二（同上）  

  77 月、県道海老田口線�の道路拡張、家屋移転工事を、大字副川地内より着工した。

現在まで 33カ年間に海老橋まで完了した。  

  同月、海老町森林組合長竹下儀一が辞任し、佐々木常治が就任した。  

  88 月、海老町農業委員会が設置せられ、農業委員の選挙があった。  

  同月、農業委員会長に原田満寿美�が就任した。  

  99 月、海老小学校長鈴木春三が転出し、長坂孫一が着任した。  
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  同月、町長に佐々木常治が無投票に依り、再選就任した。  

昭和 27 年（1952）  

  22 月、連谷小学校増築工事が竣工し落成式を挙行した。（総経費 118844 万円・其の

他人工奉仕多数）  

  同月、新城土木出張所鳳来寺分所海老出張所が大字海老字野辺 1177 番地（現在地）

に設けられ事務を開始した。  

  44 月、エルモ 1166 ミリ映写機 11 台、テープレコーダー１台が寄附金により購入�さ

れ、海老町視聴覚教育振興委員会が発足した。（総経費・3300 万 99885500 円）  

  88 月、収入�役金田平吾が辞任し、丸山忠一が就任した。  

  同月、海老町遺友会が海老町遺族会と改�称された。  

  1100 月、海老町教育委員に無投票で次の者が当選就任した。  

    金田平吾    宮本末雄    稲熊寿平    松下主税之助    門林新作（町議会選

出）  

  1111 月、町営火葬場が大字海老東泉寺裏に建設された。  

  同月、昭和 2233 年 77 月公布された教育委員会法に依り、海老町教育委員会が発足

した。  

    委員長  金田平吾    副委員長  門林新作    教育長代理  原田満寿美�  

  町村道中島線�が、海老段戸線�として県道に認定替となった。  

  此の年、海老町は積雪寒冷単作地帯に指定された。  

昭和 28 年（1953）  

  22 月、町立海老保育園の建築工事が竣工し開園式を挙行した。（総工費  114466 万

77669999 円）  

    園長町長  佐々木常治    園長代理  小坂井真澄  

    保育園長  伊藤義和      運営委員長  本田一郎  

  44 月、海老町農業協同組合長竹下儀一が辞任し、門林忠雄が就任した。  

  同月、海老町消防団長門林忠雄が辞任し、原田直孝が就任した。  

  1100 月、町議会選出の教育委員門林新作が任期満了となり、後任に本田一郎が選出

され、副委員長に就任した。  

昭和 29 年（1954）  

  44 月、海老中学校長夏目富三郎が転出し、小柳津鏡が着任した。  

  同月、海老小学校長長坂孫一が転出し、丸山喜久男が着任した。  

  同月、消防団長原田直孝が辞任し、鈴木健一が就任した。  

  同月、大字連合方瀬に火災があり 55戸を焼失した。  

  77 月、海老町農業委員会委員の選挙が行われた。（無投票）  

  同月、海老保育園に聖母の会が結成された。  

  同月、海老中学校特別教室１棟 33教室の増築工事が起工された。  

  88 月、海老町消防団へ、小型ガソリンポンプ１台を購入�した。  

  1100 月、海老町町制施行 6600 周�年記念式典を海老小学校講堂に於いて挙行した。  
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あとがき  
  この書は、ここに町制実施より 6600 周�年を迎えて、主としてその間の経過を簡明に記した
ものである。決して海老町史というような構想のもとに編纂されたものではない。また、町

史研究調査の現状は、到底まだそこまでいたっていない。  

  従ってこの書は極めて短時日の間に、手近な資料のみによって、比較的重要だと考えられ

る事項を、抜萃し要約して時代順に並列したことに過ぎない。  

  資料をさぐるに当り、役場吏員諸氏に御願いし、且つ先輩各位に御教示いただいたことも

多く、此の点厚く感謝の意を表したい。  

  なお、個人的にも、資料の提供を御願いして迷惑をおかけした方もあるが、この書の性格

上、その全部を掲載できなかったり、あるいは割愛させていただく結果となった。しかしこ

れは、確実に保管して、将来、編纂刊行されるであろう海老町史の資料としてお役にたてた

い。  

  記事の誤り、表現の不手際も多々あるであろうし、記事の収捨についても種々問題もある

と思う。これは私の責任である。  

  しかし乍ら、誠に杜撰な本書ではあるが、将来の充実した海老町史の集大成の為の、一つ

の種子ともなってくれれば、実に望外の幸せという他はない。  

  最後に、海老中学校長小柳津鏡先生に、数々の御指導を願ったことを、つけ加え厚く御礼

を申し上げたい。  

昭和 2299 年 1100 月  

竹下弘  

  

  

  

  

  

  

  

  

  本日は海老神社の大祭にご参列いただき誠にありがとうございました。心よりお礼申し上

げます。  

  

平成 2299 年  1100 月８日  海老神社大祭  

  宮司    

松下恒雄  
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