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第 118ｂ回 前回の補充 

               筆者：林 久治（記載：2020 年３月 15 日） 

（１）前書き 

 前回の記事/fでは、原稿の容量制限（１MB 以下）のため、説明が十分でなかった

箇所があった。そので、本稿では不足部分を補充説明する。なお、本稿においては、

資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

 

（２）中野区江古田 

①「中野区江古田」の地名 

前回の記事/fでは、「中野区江古田」の地名について、次のように記載した。 
江古田と言えば、西武池袋線に江古田駅があるので、練馬区に所属すると思いがちである。

しかし、実際の江古田は、江古田駅と沼袋駅の中間にあり、中野区に属している。 

 この部分を補充説明する。１）のサイト/lには次のような記載がある。 

練馬区江古田町 

 西武池袋線江古田駅周辺は学生の街である。都心に近いだけに、町の発展は最も早く、

商店数も人口密度も区内屈指という。  

 昭和 7 年板橋区成立以来、江古田町と呼ばれていた。昭和 22 年練馬区独立のさい練馬

区に編入、35 年地番整理で現町名に改めた。もともとここは、江戸時代上板橋村字（あ

ざ）江古田といって、多摩郡江古田村（中野区）の新田であった。だから本村へ名前を譲

ったことになる。残ったのは駅名と銀行の支店の名前だけになった。新しい町名にはいろ

いろ議論があった。結局は住民投票で、地元小学校の名にあやかって旭丘に決まった。  

 旭丘小学校も、もとは旧板橋第三小学校といっていたが、練馬区に編入のとき改称した。

区内で最初に朝日があおげる丘という意味である。むかし、おわい街道といわれた清戸道

（きよとみち）は、並行している千川上水が昭和 30 年ごろ暗きょ化、見ちがえるように

なった。新小金井桜と謳われた上水沿いの桜並木も、そのとき伐られてしまった。大正 4

年の植樹記念碑が浅間神社の一隅に残っている。 

ねりま区報 昭和 59 年 7 月 1 日号 掲載 

②徳川将軍御膳所跡 
私が３月６日に東福寺を参詣したときには、当寺には「徳川将軍御膳所跡」との

板書があったが、風化が激しく判別不能であった。そのため、前回の記事/fでは本

書を紹介出来なかった。２）のサイト/gに掲載されていた本書を、次ページの図１

に示す。本書には次のような記載がある。 
徳川将軍御膳所跡（ごぜんしょあと） 

 当時は、京保十三年（1728）春、八代将軍吉宗が鷹狩りのおり、御膳所となり休息と食

事をしたところです。以前は、旧本堂の西側奥に、寺社奉行の命で改修した「御成りの

間」がありましたが、建物が古くなったため、昭和四十二年改築のときとりこわされ、そ

の跡に記念碑が立てられました。 

鷹狩りは、飼いならした鷹を放って獲物を捕らえる狩猟法で、おもて向きは、将軍の遊

びでしたが、幕府による江戸近郊の農業・治安の維持の役割をはたしていました。吉宗は、

五代将軍綱吉のとき廃止されたこの制度を復活し、中野など江戸近郊六ケ所の鷹場を指定

しました。 

 指定された村むらの農民たちは、鷹場役人に監督され、日常、野鳥の見張りや鷹場の維

持に使役されるほか、農作業や家の修築にいたるまであらゆる制約を受けていました。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/nerimanochimei/nanto/ima_asahigaoka.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/030/460/84/N000/000/010/153804618170363229180.jpg
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将軍来遊のときの古い記録によれば、食事の準備から道路や橋の整備など、地元の人たち

が大きな負担を強いられていたことがうかがえます。 

昭和五十七年二月 中野区教育委員会 

 

 
図１．東福寺にある「徳川将軍御膳所跡」との板書 

 

③東福寺の銅像 

３）のサイト/lによれば、東福寺には弘法大師像と覚鑁像がある。両像とも、日

本に多くある銅像なので、日本の銅像探偵団（４）のサイト/）には投稿しなかった。

両像の写真を、３）のサイト/lから拝借して図２に示す。 

  
図２．東福寺の銅像、 左：弘法大師像、右：覚鑁像。本図は、３）のサイト/lよ

り借用。 

 

http://takay36.blog.jp/archives/3846045.html
https://douzou.guidebook.jp/
http://takay36.blog.jp/archives/3846045.html
http://takay36.blog.jp/archives/3846045.html
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（３）板橋区大山の渋沢像 

① 養育院中央記念広場 

東京都健康長寿医療センターの構内にある小公園に渋沢像が設置されているが、

その名称は「養育院中央記念広場」と呼ばれている。本センターの構内図を図３に

示す。本図で、渋沢栄一像が設置されている場所が「養育院中央記念広場」である。 

 

 

図 3．東京都健康長寿医療センターの構内図 本図は、５）のサイト/より借用。 

 

 ６）のサイト/7から拝借して、次ページの図４に渋沢像とその周辺の写真を示す。

本図の中央にある石灯籠は、11 代将軍家斉が亡くなった時、九州の殿様が上野寛永

寺の墓前に寄進したものである。「養育院本院の碑」の説明文は、前回の記事/fに

記載したが、それを以下に再録する。 

養育院本院の碑 

養育院は明治五（1872）年十月十五日に創設された。維新後急増した窮民を収容保護す

るため、東京府知事大久保一翁（忠寛）の諮問に対する営繕会議所の答申（救貧三策）の

一策として設置されたものである。この背景には、ロシア皇子の訪日もあった。事業開始

の地は、本郷加賀藩邸跡（現東京大学）の空長屋であった。その後、養育院本院は上野

（現東京芸大）、神田、本所、大塚など東京市内を転々としたが、関東大震災後、現在地

の板橋に移転した。養育院設置運営の原資は、営繕会議所の共有金（江戸幕府の松平定信

により創設された七分積金が明治新政府に引き継がれたもの）である。 

養育院の歴史は、渋沢栄一を抜きには語れない。営繕会議所は、共有金を管理し養育院

事業を含む各種の事業を行ったが、渋沢は明治七年から会議所の事業及び共有金の管理に

養育院中央記念広場 

http://%EF%BC%95%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.tmghig.jp/access/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf


 4 

携わり、養育院事業と関わるようになった。明治十二年には初代養育院長となり、その後

亡くなるまで、五十有余年にわたり養育院長として事業の発展に力を尽くした。 

養育院は鰥寡孤独（かんかこどく）の者の収容保護から始め、日本の社会福祉・医療事

業に大きな足跡を残した。特に第二次世界大戦後は、児童の保護や身寄りのない高齢者の

養護、さらに高齢者の福祉・医療・研究・看護師の養成など時代の要請に応じて様々な事

業を展開した。 

平成十一年十二月、東京都議会において養育院廃止条例が可決され、百二十七年にわた

る歴史の幕を閉じたが、養育院が行ってきた事業はかたちをかえて現在も引き継がれてい

る。 

養育院に関連する碑は、ほかに養育院の物故者中、引取人のない遺骨を埋葬、回向をお

願いした東京都台東区谷中の大雄寺、了俒寺、栃木県那須塩原市の妙雲寺及び東京都府中

市の東京都多磨霊園にある。 

なお、碑の「養育院本院」は渋沢栄一の墨蹟を刻んだものである。 

平成二十五（2013）年三月 養育院を語り継ぐ会 

この碑は元養育院職員等の篤志によって建てられました。 

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 

 

 

図４．渋沢像とその周辺 本図は、より借用。６）のサイト/7 

 



 5 

「養育院本院の碑」の説明文について、若干の解説を以下に記載する。 

Ⓐ大久保一翁とは 

ウィキペディア（大久保一翁）によれば、大久保の略歴と養育院の関係は以下の

通りである。（なお、一翁は隠居後の名前で、隠居前は忠寛と称した。） 

大久保一翁（忠寛）は 1817 年、旗本の子として生まれる。 第 11 代将軍・徳川家斉の

小姓を勤め、老中の阿部正弘に早くから見出されて、1854 年に目付・海防掛に任じられた。 

その後も意見書を提出した勝海舟を訪問してその能力を見出し、阿部正弘に推挙して登用

させるなどしている。1856 年には軍制改正用掛・外国貿易取調掛・蕃書調所頭取などを歴

任し、駿府町奉行・京都町奉行なども務めた。阿部正弘没後に大老となった井伊直弼が始

めた一橋派の弾圧である安政の大獄で、忠寛は直弼から京都における志士の逮捕を命じら

れた。しかし忠寛は安政の大獄には否定的な考えであり、直弼の厳しすぎる処分に反対し

た。このため、直弼に疎まれるようになっていく。桜田門外の変後の 1861 年、幕府より

復帰を許されて再び幕政に参与する。そして外国奉行・大目付・御側御用取次などの要職

を歴任した。1868 年の鳥羽・伏見の戦い後、若年寄・会計総裁に選出された。その後、新

政府軍が江戸に向かって進撃してくると、勝海舟や山岡鉄舟らと共に江戸城の無血開城に

尽力した。その後、徳川家達に従って駿河に移住し、駿府藩の藩政を担当した。 明治政

府では東京府の第 5 代知事、並びに政府の議会政治樹立などに協力した。1888 年に死去。

享年 72。 

1857 年、七分積金などの基金設立による、西洋式の病院・孤児院・貧困層救済施設の設

立を構想する「幼院病院設立意見書」を提出したが不採用となる。1872 年、東京府知事に

就任。府知事として営繕会議所（旧・町会所）に対し、貧困実態を諮問。養育院を設置決

定。ロシア大公アレクセイ・アレクサンドロヴィチ（アレクサンドル 2 世の子）の来日に

際し、東京の浮浪者 240 名を本郷の旧加賀藩屋敷跡に収容。養育院の原型となる。1873 年、

上野護国院に養育院設置。1875 年、七分金の運用と養育院の運営を実業家の渋沢栄一に委

任。慈恵会の基となる。養育院長となった渋沢は 50 年以上、他の役職を辞しても同院の

運営だけは最後まで手放さなかった。 

Ⓑ鰥寡孤独とは 

「養育院本院の碑」の文中には、「鰥寡孤独」という聞きなれない熟語が使われ

ている。ウィキペディア（鰥寡孤独）によれば、その意味は以下の通りである。 

鰥寡孤独（かんかこどく）とは、律令制において国家による救済対象とみなされた家族

構成のこと。古くは『孟子』（梁恵王篇下）にも登場する言葉である。日本では平安初期

の法律解説書である『令義解』の注釈にて具体的な解説が載せられており、「鰥」とは 61

歳以上のやもめ（妻を亡くした夫）、「寡」とは 50 歳以上の未亡人、「孤（惸）」とは

16 歳以下の父親のいない子供、「独」は 61 歳以上の子供がいない者を指したが、実際の

運営上は鰥は 60 歳以上、独は 50 歳以上とされていた。戸令では鰥寡孤独のうち、生活が

困難な者に対しては三親等以内の者に対して扶養義務を課し、それが不可能な場合には地

域（坊里）で面倒をみるものとされた。また、賑給に際しては高齢者とともに支給の優先

対象とされていた。 明治維新の際に新政府が全国民向けに発出した五榜の掲示において

も、第一札で「鰥寡孤独廃疾ノモノヲ憐ムベキ事」が定められている。 

Ⓒロシア皇子の訪日とは 

 本碑で述べられているロシア皇子とは誰であろうか？ウィキペディアで調べてみ

ると、次のことが分かった。 
アレクサンドル 2 世（1818-1881）の在位は 1855 年から 1881 年であった（1881 年に暗

殺された）。彼の長男は早世したので、次男のアレクサンドル 3 世（1845-1894）が跡を

継いだ。四男がアレクセイ（1850- 1908）で、この人が 1872 年に訪日したのであろう。
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なお、アレクサンドル 3 世（在位：1881-1894）の皇太子がニコライ 2 世（1868-1918）で、

在位は 1894 年から 1917 年であった。ニコライは 1891 年に訪日したが、有名な大津事件

で日本警官に切られた。ニコライは 1917 年にロシア革命で退位し、翌年に家族と共に処

刑された。 

Ⓓ養育院中央記念広場とは 

渋沢像が設置されている小公園は、「養育院中央記念広場」と呼ばれているそう

であるが、その証拠を調べてみた。本公園内で、渋沢像から少し離れた所に、１体

の女性像が設置されていた。その写真を図５に示す。 
 

 

 

図５．上：小公園内の女性像、下：案

内板。 
本案内板より、次のことが分かった。 
①本公園は「養育院中央記念広場」との名

称で、渋沢翁の業績を記念し、都民の憩い

と触合いの場として設けられた。 
②女性像は「よろこび」という名称で、本

像の清純な乙女の姿は、あふれでる噴水と

あいまって、春の息吹と健康でやすらかな

生活への願いを表現している。 
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②大山ハッピーロードと大山福地蔵尊 

 

 
図６．上：大山ハッピーロード（緑線の商店街）と大山福地蔵尊の周辺地図、下

左：1929 年測量の大山周辺（東京府北豊島郡板橋町大山）の地図、下右：大山ハ

ッピーロード商店街。 
 
 図６上に、東上線大山駅の南口にある大山ハッピーロード（緑線の商店街）と大

山福地蔵尊の周辺地図を示す。図６下左は、1929 年測量の大山周辺（東京府北豊島

郡板橋町大山）の地図である。この頃には、東武東上線（1914 年に開業）や養育院

（1925 年に当地に移転）があるが、大山駅（1931 年に開業）や川越街道バイパスは

未だ存在していない。 
Ⓔ大山ハッピーロードとは 
図６上に示すように、大山ハッピーロード（緑線の商店街）は全長 560ｍで、大

変賑わっている。特に、左側のアーケード街は、旧川越街道の形状のままで、

「く」の字型に曲がっているのが面白い（図６下右を参照）。 
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Ⓕ大山福地蔵尊とは 
図６上に示すように、大山福地蔵尊は旧川越街道と川越街道バイパスの交わる所

にあり、大山では有名な地蔵尊である。その社屋と縁起の写真を図７に示す。 

 

 
図７．上：大山福地蔵尊、下：大山福地蔵尊縁起。 
 
 
参考資料 

１）のサイト：

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/nerimano

chimei/nanto/ima_asahigaoka.html 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/nerimanochimei/nanto/ima_asahigaoka.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/nerimanochimei/nanto/ima_asahigaoka.html
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２）のサイト： 

https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/030/460/84/N000/000/010/15380461817036

3229180.jpg 

３）のサイト：http://takay36.blog.jp/archives/3846045.html 

４）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/  

５）のサイト：https://www.tmghig.jp/access/ 

６）のサイト：

https://www.tmghig.jp/hospital/cms_upload/shibusawacorner2014.pdf#search=%2

7%E9%A4%8A%E8%82%B2%E9%99%A2%E6%9C%AC%E9%99%A2%E7%A2%91%27 

７）のサイト：http://haro.or.jp/map 
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