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第 3章　人物碑・像

１ 牧野家の墓（寺井町）
　北板津組十村は35 ヶ村で５千石を支配
する十村で、代々牧野家がその任に就き
ました。寛永年間の伊右衛門、寛文年間
の孫三郎、文政年間の宗右衛門、幕末か
ら明治時代にかけての孫七が知られてい
ます。
　特に孫七は、明治時代でも地方文化や
産業振興に大きな功績を残しました。ま
た、九谷庄三や多賀東岳らを支えた俳人
としても知られ、他にも絵画や詩、雅楽に通じており、当地を代表する文人でした。

２ 太田家墓碑（来丸町）
　寛政５年（1793）に山上組38 ヶ村支配となった十村
の太田家６代目文兵衛が、享和元年（1801）に波佐谷村
から屋敷を造り移住し、藩政期末までの66年間４代に
わたり十村役を勤めました。特に８代文三郎は、太田
家の故郷である越中埴生村（現在の小矢部市）から、瓦
の製法と今も伝承されている獅子舞を伝えるなど産業・
文化の発展に尽くしました。
　昭和13年（1938）に家・土蔵・屋敷などが解体され
ましたが、後山にあった墓所は、屋敷跡の来丸十村公
園横に移されました。

第 3 章　人物碑・像　～ふるさとの人物をたずねる～
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３ 辰口村温泉記紀年碑（辰口町） 明治18年建立

４ 灰屋源助住居跡（辰口町） 平成22年建立

　辰口温泉の開祖・灰屋源助の業績碑で温泉広場の泉源前にあります。源助は来丸村の十村太田
家の中手代（下役人）を務めていましたが、私財を投じて温泉掘削に乗り出しました。碑文には悪
戦苦闘する源助の様子が次のように記されています。「辰口村の中に池あり　泉水湧き出し気泡常
に蒸気を生ず　応永年間　水氾濫　この地を没す…天保五年（1834）　灰屋源助　弟の小平と共に
温泉の開鑿に着手するも、洪水の厄ありて敗す　小平は手を引いたが　源助は一人で困難にもめ
げず掘り続け　二年を超えて復旧す。当時もし源助なくばすなわち今日なお僻地なり…」
　住居跡は集福寺山門横にあります。源助が温泉を掘っていると約三十間の深さの処で盤石に突

き当たりましたが、その上の小石を取り除くと温泉が湧き出て
きました。その小石は代々灰屋家の仏壇に保管されていました
が、現在は能美ふるさとミュージアムに収蔵されています。
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５ 杉本庄兵衛翁之碑（鍋谷町） 昭和31年建立

　江戸後期に肝煎の庄兵衛は、飢餓に苦しむ村
民の耕地を増やすため、天保13年（1842）から安
政３年（1856）にかけて、全戸を山裾へ移転する
という「家立ち」の大事業を成し遂げました。村
人たちは庄兵衛を祖霊神として祀り、現在は境
内に祖霊社が合祀されています。この墓碑銘は
石川県知事田谷充実氏の揮毫です。
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６ 甲山貞造顕彰碑（小杉町） 昭和60年建立

　本名は竹田貞造で、大正２年（1913）に小杉で
生まれました。少年時代から力持ちで、角界に
入り、初土俵は昭和６年（1931）でした。土俵で
多彩な技を繰り出し、国技館をわかせました。
最高位は前頭三枚目で、同20年（1945）に双葉
山と共に引退し、年寄「甲山」として長く勝負検
査役を務め、井筒部屋のまとめ役をしましたが、
同45年（1970）に、57歳で亡くなりました。

７ 駒嵐清五郎墓碑（緑が丘）
　緑が丘の林樹さん宅横に碑があります。林さんは上開発の出身
で、駒嵐清五郎というのは林家３代初太郎さんの養父であった清
松さんの四股名です。
　初太郎さんが幼少の時、同集落の田中さんから養父として林家
に迎えた方です。
　清松さんは若い頃から相撲を始め、家業の醤油醸造にも励み、
関西大相撲にも参加していたということです。清松さんは大正５
年（1916）11月に亡くなられ、この碑は初太郎さんが養父の清松
さんのために建立したものです。

８ 柳島卯之助寄進鳥居（金剛寺町） 嘉永２年建立

９ 同記銘文字（金剛寺町）
　金剛寺の古鳥居に、柳島卯之助が寄進したものがあります。
　国技館内の相撲博物館には、嘉永年間の吹上御殿上覧相撲に前
頭 二 十 二 枚 目 に

「加州　柳島」の名
前があり、江戸で
将軍の上覧相撲に
好成績を収めた喜
びを鳥居寄進に表
したと考えられま
す。
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10 九谷庄三記功碑（寺井町）
　寺井地域の主要伝統工芸産業である九谷焼発展
の基礎を築いた九谷庄三の功績を讃えて造られた
記念碑で、奥野八幡神社境内にあります。
　寺井村の生まれで、初名は庄七でした。幼い頃
から非凡な才能を見込まれ、古酒屋孫次・粟生屋
孫右衛門に陶画を学び、小野窯の絵付けに随いま
した。天保年間に青色顔料「能登呉須」を発見し、
天保12年（1841）に故郷の寺井村で工房を開きま
した。「庄三風」と呼ばれる金襴手の技法を確立し、
輸出品としても好評を得ました。

11 中川二作墓碑（大長野町）
　中川二作は嘉永３年（1850）に大長野で生まれ、14歳で九
谷庄三の門に入りました。後に金沢の佐々木泉竜に付いて狩
野派の画風を研究し、白磁彩描・泥金描法などを考案しまし
た。徒弟の育成と斯業の発展に尽くした功績により、九谷庄
三・斎田道開とともに九谷神社に列祀されています。
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12 斎田道開碑（佐野町）
13 九谷佐野窯址（佐野町）
14 陶祖神社碑（佐野町） 明治41年建立

15 神楽山跡地（佐野町）
　斎田道開は、寛政８年（1796）に狭野の桶屋
に生まれました。本名は伊三郎で「道開」は晩年
の雅号です。陶芸に志し、16歳の時に若杉窯へ
修行に出ました。その後、京都（清水焼）・佐賀

（伊万里焼）で陶芸を学び、更に丹波・美濃・尾
張と陶芸の地を巡って修行を重ね、40歳で独立
しました。赤絵細描の画風を確立し、佐野村に
陶芸塾を開きました。のちに門弟たちの窯元が
並び建ち、一帯が茶碗山と呼ばれる程に全盛を
極めました。
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16 八木甚作先生之碑（粟生町）
　粟生で生まれ、17歳から各地で画業の修行を重ね、明治６年

（1873）に、地元で工房を開きました。「開匠軒」と号して、県下
各地から子弟を集めて指導し、赤絵細画を得意とした名工でした。

17 長田乙松記功碑（和気町） 大正9年建立

　和気の農家に生まれ、窯元で修業しました。のちに郡内
各地で焼成の指導に当たり、焼成用のサヤ（陶磁器を焼く際、
保護のための素地を入れる耐火粘土製の容器）の地元での量
産を実現させました。
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18 田辺作次郎歌碑（佐野町）
　田辺作次郎氏は、明治32年（1899）に生まれ、
九谷焼製造販売業を継ぎました。幼少の頃から俳
句の手ほどきを受け、句作の修練を積むと同時に、
文才を磨きました。壮年時代、県輸出工芸品振興
株式会社主事・県輸出販売株式会社常務取締役と
して九谷焼の振興に尽力しました。絵付業者には
協同組合の創立など、窯元業者に原土工場の建設
など、卸売業者には販路拡張などを指導するとと
もに、地域の社会教育活動にも活躍しました。
　一方、寺井町民話の会会長として、町文化団体

の育成・発展に貢献し、昭和56年（1981）には寺井町文化賞を受賞しました。平成４年（1992）、
92歳の天寿を全うしました。

19 新田甚左衛門記功碑（浜開発町） 昭和17年建立

　根上の基幹産業だった織物業の基礎を築いた
新田甚左衛門氏の遺徳を偲び、功績を顕彰する
ものです。根上町繊維工業組合が、県内から全
国の有志の寄付により、昭和17年（1942）に新
田ゆかりの浜開発神社境内に記功碑を建てまし
た。根上り七夕まつりは、この碑の前で慰霊祭
を営んでから開幕していました。町道拡張のた
め、現在地に移転しました。また、第２回衆議
院議員に当選、明治29年（1896）石川県織物組
合を設立し、初代頭取に就任しました。

20 山下九郎右衛門碑（仏大寺町） 
明治38年建立

　明治時代の仏大寺では鉱山採掘に従事する者が多く、
彼らは優秀な採掘者となり、日清戦役後に台湾に渡り
ました。いち早く渡った山下九郎右衛門・新安松・東
出岩松らは、故郷の若者を呼び寄せました。一時は台
湾に仏大寺周辺出身者が70人もいて、彼らは故郷に送
金し、家族が安心して暮らしができたことに感謝して、
この碑を建立しました。
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21 東與四兵衛紀功碑（高座町） 令和元年建立

　東與四兵衛氏は、明治38年（1905）に久常村長に就任し、郡
会議員、県会議員も務め、晩年には石川県農業倉庫聨合会長、
全国米穀販売購買組合理事などを歴任しました。村の発展と地
方産業・地方自治振興への尽力が認められ、昭和７年（1932）
に勲七等瑞宝章を受章しました。
　特に昭和９年（1934）の手取川水害に際しては復興事業を推
進しましたが、翌年に亡くなり、同12年（1937）に銅像が建立
されました。戦時中の金属献納のため、顕彰碑が徳久に建てら
れましたが、現在は出身の高座に移されています。

22 犬丸徹三奉納鳥居（福島町） 昭和６年建立

　先祖は犬丸（小松市）から福島に移り、江戸時代に犬丸屋を屋号と
し、農業と機織業を兼業していました。
　明治20年（1887）に生まれた犬丸徹三氏は、満州のヤマトホテルに
就職した後、大正８年（1919）に帝国ホテルに入社しました。昭和20
年（1945）に同ホテルの社長に就任し、同23年（1948）に日本ホテル
協会長、同39年（1964）に東京モノレール取締役社長を歴任しました。

23 井出善太郎翁像（石子町）
　井出善太郎氏は、明治30年（1897）に家業の陶器商を継ぎ、同33
年（1900）に九谷陶磁器株式会社を設立しました。同39年（1906）に
綿谷平兵衛・石崎蕃らと、寺井に九谷原石破砕株式会社を設立、湯
谷に陶石粉砕工場を設け、坏土と素地の改良に尽力しました。同41
年（1908）にサンフランシスコに出店、同43年（1910）に日英博覧会
を機にイギリスとの取引を開始するなど、九谷焼の海外進出を後押
ししました。
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25 田谷知事歌碑（火釜町）
26 田谷充実像（辰口町）
　昭和32年（1957）に石川県知事
に当選した田谷充実氏の実家跡は、

「子供広場」という公園に整備され、
その一画に自然石の歌碑がありま
す。晩年に詠んだ「ふる里の土とも
なりて永久（とこしえ）に　むら人
たちとかたりてありなん」の歌が刻
まれ、誠実な人柄が偲ばれます。
また、同39年（1964）に顕彰会によって胸像が、辰口中学校校門近くに建てられています。

27 西川喜作顕彰碑（辰口町） 昭和48年建立

　西川喜作氏は青壮年時代には土木事業に尽くし、そ
の後、山上村長を１期、県議会議員に５期連続当選し、
副議長１期、議長２期務めました。県政の安定、辰口
町の近代的発展の基盤を築いた人物です。また石川県
知事田谷充実氏の選挙参謀として臨機応変の選挙戦を
展開し、選挙の神様と讃えられました。碑銘は元総理
の田中角栄氏、碑文は元知事の中西陽一氏の揮毫です。

25 26

24 浅井外治翁之像（粟生町） 平成８年建立

　昭和９年（1934）の手取川水害時に、浅井外治氏は災害復旧に
務め、同13年（1938）に手取川改修期成同盟会、同17年（1942）
に手取川開発期成同盟会を組織し、手取川改修促進の先頭に立
ちました。
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29 森茂喜顕彰碑（浜町） 平成２年建立

　根上町長９期連続無投票当選という偉業を成し遂
げ、この間、卓越した行政手腕を発揮されました。多
大な功績を称えて平成２年（1990）に建立されました。
モニュメントは高さ2.5ｍで中央部分は、洋々たる日本
海と伸び行く根上を、地形は太陽のように輝き明るく
平和な根上町を、右側の階段は根上町長として連続９
期当選の快挙をそれぞれ表しています。

30 竹本平一顕彰碑（牛島町）
　大正８年（1919）に牛島で生まれ、松任農学校を卒業
後に入隊し、陸軍大尉となりました。復員後は農業に
従事し、昭和40年（1965）に米作日本一技術賞を、同42
年（1967）には農業祭で農産部門天皇杯を受賞しました。
　また、生産農家の代表として、米価審議会員委員を
務め、県の農政審議会委員・農業技術会議員などを歴
任しました。

28 松崎従成氏像（辰口町） 平成元年建立

　辰口温泉の松崎旅館主をしていましたが、昭和39年
（1964）から辰口町長を務めました。辰口総合福祉会館、
加賀産業開発道路などの建設や北陸先端科学技術大学院大
学の誘致を進めました。学問・芸術・宗教にも造詣が深く、

「たつのくち音頭」の作詞作曲も手掛けていました。

31 中田貞一先生像（石子町） 昭和29年建立

　明治36年（1903）に生まれ、石川師範学校卒業後、能美小学校の
訓導から校長までになりました。病で昭和29年（1954）に退職しま
したが、療養中に『石子の歴史』や『石子通報』などの編纂に勤しみ
ました。
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34 松井秀喜像（山口町） 平成17年建立

　星稜高校で全国高等学校野球選手権大会と春
の選抜高等学校野球大会を経験し、平成５年

（1993）に読売ジャイアンツに入団、1990年代
から2000年代の球界を代表する長距離打者で、
同15年（2003）にメジャーリーグのヤンキースに
入団しました。同21年（2009）にワールドシリー
ズ優勝を経験と同時に、アジア人初のＭＶＰを
受賞しました。愛称はゴジラ、背番号55。作家
の伊集院静は『受け月』の著作の帯に「松井秀喜はアメリカに送り出した、もっとも美しい日本人」
と記して、人柄を高く評価しています。通算507本塁打を記録し、平成24年（2012）の引退翌年に
国民栄誉賞を受賞しました。

33 石川県技師宮下哲郎君之碑（出口町） 
昭和28年建立

　辰口橋上流の左岸出口町側の堤防の近くに、若くして殉職し
た石川県技師・宮下哲郎氏のための慰霊碑があります。正面に
宮下氏の名が、背面には「昭和26年４月12日　辰口橋架設工事
中殉職」と刻まれています。殉職の２年後に建てられた碑に、仕
事仲間たちの想いがこもっています。

32 中川答山作の人像（下徳山町） 
昭和８年建立

　集落の八幡神社入口の灯籠上部を肩に担ぐ自身像と
して瓦粘土で作られています。「奉献・昭和八年・祝
四十二歳・願人・中川答山・自作」の陶板が添えられて
います。答山は明治25年（1892）に生まれ、手八丁、口
八丁、いろいろ技に長けた人物として地域でも名をな
し、鬼瓦や細工物を得意とし、ほかにも多くの神馬、
宝船、恵比寿大黒像などの奉納陶額を手がけました。




