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秋田フィールドワーク 
 

2017年 6月 28日（水）～7月 1日（土）、秋田県内にあった捕虜収容所と民間人抑留所の跡地を巡る

フィールドワークを行いました。鹿角市
か づ の し

にあった尾去沢
おさりざわ

収容所（仙台第 6分所）と毛馬内
け ま な い

抑留所、大館市

にあった花岡収容所（仙台第 7分所）、小坂町にあった小坂収容所（仙台第 8分所）の計 4か所です。ま

た花岡は中国人労働者が蜂起して多数が犠牲になった「花岡事件」が起こった地でもあり、6月 30日に

その慰霊式、翌日フォーラムが予定されていたことから、それに合わせてフィールドワークの時期を設

定しました。参加者は、荒川美智代、井上拓也、小宮まゆみ、高田ミネ、高橋雅人、手塚優紀子、西里扶

甬子、村田則子、渡辺洋介、笹本妙子の他、2 年後に出版予定の『捕虜収容所・抑留所事典（仮）』の編

集者・石原重治さんも加わり、総勢 11人。鹿角市、大館市、小坂町はお互いに隣接していますが、公共

交通機関の便が悪いため、レンタカー2台と村田さんの車で回りました。現地で案内役を務めて下さった

方々のお蔭もあり、学ぶことの多い充実したフィールドワークとなりました。（笹本妙子） 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

6月 28日（水） 鹿角市花輪の吉田俊子さん宅訪問 
村田 則子 

■吉田さんとの出会い（2017年 6月 13日 小坂町下見） 

2016 年米元捕虜家族の訪問時に現地を案内してくれた元助役で現在、小坂町社会福祉協議会の会長、

工藤保さんと久しぶりに再会した。秋田フィールドワークの趣旨を事前に工藤さんに話したところ毛馬

内教会を知っている人がいるということで案内してくれた。工藤さんの遠い親戚で吉田俊子さん。工藤

さんの友人宅で待っていてくださった。初対面だったが、工藤さんのご紹介ということもあって、昼食を

作って毛馬内教会の思い出を話してくださった。 

吉田俊子さん（現在 88歳）は戦争当時、毛馬内のカトリ

ック教会に姉が通っていたことから自分も行くようになっ

た。「あそこは心の故郷です」と、思い出も多くあるのだろ

う、感慨深く語ってくれた。日本人の誰もが深刻な食糧難な

どの生活困窮に陥っていた時期で、イタリアの家族も大変生

活に苦しんでいた。吉田さんの実家は毛馬内では一番大きな

商人の家だったので、戦争中でも蔵には物資も豊富にあっ

た。そこに毎日のようにイタリア人の女性たちが来て、ミル

クや石鹸などと彼女たちがもっていたブローチ、ハンカチ、

香水などと交換をした。吉田さんによるとドイツ人のインフ

ェルム・プール神父様を尋ねてイタリア大使館の関係者とそ

の家族が抑留されており、女性だけで 20名くらいはいた、との事。彼女たちはとても優雅で素敵な人た

ちだった。 

秋田フィールドワークの時には「花輪の家にぜひ皆さんでいらして下さい。そして私の話を聞いてくだ

さい」と言われ、6月 28日のお昼に伺うことを約束した。 

 

■2017年６月 28日 花輪の吉田俊子さん宅にて 

笹本、渡辺、小宮、西里、井上、手塚、村田の７名が工藤さんの案内で吉田さん宅にお邪魔した。予定

より１５分くらい遅れたがご近所の方と一緒に昼食を用意して待っていてくださった。ひとしきり毛馬

毛馬内教会を写生する吉田さんの姉 



2 

 

内のカトリック教会の話が終わった後、東南アジアで戦った夫の話になった。

吉田さんの夫、育次郎さんは通信兵としてジャワ、パレンバン（東ボルネオ、

当時はオランダ領）、スマトラ、ニューギニアで戦ったが無事帰還した。その

当時の手紙や写真、資料など保管してあるのでぜひ見て欲しい、と言われた。

厚さ３センチくらいのファイルを三冊、自由に使ってください、と言われお借

りした。 

その内容は： 

第九航空通信聯隊の略歴、兵籍簿、復員者名簿、戦友会名簿、復員軍人名簿

（生存者）復員軍人軍属身分証明書、など。人名調査を開始するための書類（日

本語はかすれて判読が困難だが英文タイプの文字ははっきりと読み取れる） 

A list of documents required to bring back to Japan 

List 

Identification Card 

Curriculum Vital 

Certificate of out standing Salaries 

Post office saving bank pass book 

 

丸ごと一冊のファイルは「第九航空通信連隊部隊回想誌」その一部を紹介しよう。 

 

これら、吉田さんからお預かりした資料は少しずつコピーを取ってご本人にお返しする。今後Ｐ研でど

のように活用したらいいか相談をしたい。 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

6月 28日(水) 小坂町～鉱山の諸施設と収容所跡をめぐる 

手塚優紀子 

 小坂は山深く分け入っていくと思い込んでいた

が、広々とした野の彼方に突然あざやかな幟が林立

した。山は近いが、丸みを帯びたゆるやかな重なり

だ。右手に芝居小屋、というより小劇場と言った方

がぴったりの白いモダンな康楽館、正面にはホテル

と言われても疑わないだろう優雅な三階建ての旧

小坂鉱山事務所があった。閉山後に植樹されたアカ

シアの林が涼しそうだ。でも、捕虜の第一陣は一月

隆西丸より生還して 材料厰  

【まえがき】 

我が第九航空通信聯隊は第七飛行師団の豪州侵攻作戦に従軍すべく、既に第一中隊はジャワ島内に、

第三中隊はチモール島に、また聯隊本部 第二、第四、第六中隊はアンボン島に展開し、通信業務の

完遂を期した。さらに西部ニューギニア地区を強化するため、マランに残留の第五中隊が隆生丸によ

り「アンボン」に向け「スラバヤ」を出港した。 

（中略） 

何週間か過ぎ帰隊するときが来たので 138 体の遺骨をバリ島海岸の木片や砂と一緒に小さな遺骨箱

に納めて持ち帰った。船と汽車に乗り継ぎマランに着いた。隊列を正し、各人２－３柱の亡き戦友と

共に淋しい帰還をした。各中隊から皆が出迎えてくれすべてを中隊に引き継いで私の任務を終えた。 

吉田俊子さん 

旧小坂鉱山事務所（元の事務所の場所から移設） 
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に移送された。この地域は秋田県内で最も雪が深く、平均して 1.5メートルも積もるという。鉛色の空の

下、雪をかきわけて収容所に向かった人々はどれほど不安だっただろうか。当時の山々は煙害のために

はげ山だったから、第二陣以下の人々も荒涼とした風景を目にしただろう。 

 元助役の工藤さんに事務所を案内してもらう。小坂鉱山は維新後に官営となり、その後、長州出身の藤

田伝三郎に払い下げられた。まもなく鉱脈が枯渇し閉山の危機を迎えた。この時赴任した藤田の甥の久

原房之助がそれまで打ち捨てられていた黒鉱に注目する。黒鉱は組成が複雑で精錬不可能だったが、久

原と技術陣は苦心の末、１９０２年自溶精錬法を発明して精錬に成功した。小坂は金銀銅鉛の産出で全

国一、二位を争う優良鉱山になる。久原は後に日立を創業、昭和戦前期に政友会の大物として活躍した。 

 小坂鉱山は日本では珍しい露天掘りだ。坑内採掘に比べると労働効率が良い。戦時中、採掘は国内や朝

鮮から徴用された朝鮮人と閣議決定により強制連行された二百人の中国人（その中には本来捕虜として

扱われるべき人もいただろう）が担った。鉱山としては体力を消耗しきった連合軍捕虜をあえて採掘に

使役する必要はないと考えたのだろう。事務所の玄関に黒鉱が展示されていたので、手のひらにのる大

きさの石を持ち上げてみたらずしりと重い。普通の石の三～四倍の重さはある。露天掘りとはいえ、朝鮮

人、中国人の労働はきわめて厳しいものだっただろう。 

 中国人の宿舎となったのが康楽館である。公演の交替

の日にあたったので、館内をくまなく見せてもらった。

劇場の特色を熱心に語るボランティアの人には申し訳

ないが、私は、客席六百人とすると寝る場合には百五十

人、楽屋は畳一枚一人として二十六人、鰯の缶詰状態の

雑魚寝でも板敷の舞台や花道で寝る人が二十人以上い

たはずなどと計算していた。奈落には人力で動かす回り

舞台やすっぽんの仕掛けがあるので空間がない。ここで

寝かされるという非人間的な扱いはできなかったと思

うのがせめてもの安堵だった。 

 収容所は小学校の校庭に建てられたため、戦後すぐに解体された。その小学校も廃校となり、跡地を見

下ろせる一帯には草木が生い茂って近づけなかった。工場へ向かう道は急坂だ。捕虜は毎朝二，三列の隊

列を作って工場に向かい、技術・事務の各部で使役された。午後四時半から五時にかけて部門ごとにまと

まって収容所にもどった。皆疲れ切ってまったく無表情だったと、目撃した人は証言している。住民が捕

虜と接触することは厳しく禁じられていた。敗戦後、工藤さん一家は捕虜に頼まれて鶏と救援物資を交

換した。その元捕虜が近年小坂を訪ね、工藤さんと再会したそうだ。捕虜は九月半ばに小坂を去った。 

 小坂は今都市で廃棄された電子機器から有用金属を抽出して精錬する「都市鉱山」の最前線を走って

いる。日清戦争が終わった１８９５年建造の煉瓦造の工場は今も銅を精錬している。高台には貴金属や

レアアースを抽出する最新式の工場が建つ。小坂鉱山は環境保全と金属精錬を両立させる新産業として

よみがえろうとしているのだ。その前途を祝福しつつ、かつての戦争の傷跡をしっかり心に刻んでいき

たい。歴史には必ず光と影がある。影を忘れた歴史は白々しいまがいものとなり、やがて全くの暗黒を導

くことになるからだ。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

中国人の宿舎となったこともある康楽館内部 



4 

 

6月 28日（水） 鹿角
か づ の

カトリック教会（元毛馬内
け ま な い

抑留所）訪問 

小宮まゆみ 

 毛馬内の「鹿角カトリック教会」に到着したのは午後 5時

近かった。岡崎才蔵神父様が待っていて下さり、教会の応接

室に通していただいて、「福永病院」の院長岩尾昌子先生から

お話を聞いた。 

 GHQ史料によると「毛馬内カトリック教会」（当時）には、

1945 年 7 月 5 日から終戦後の 9 月 13 日までの間、東京大

田区の聖フランシスコ修道院から移送された、イタリア人外

交官とその家族 48 名が収容された。この教会の司祭でドイ

ツ人のプール神父は地主の家の離れに移動させられ、聖堂の

祭壇近くを仕切ってミサに使う以外は、聖堂も司祭館や敷地

内の幼稚園も小部屋に仕切ってイタリア人の抑留所とされた。また地元の福永光子医師（岩尾先生の母）

が抑留されたイタリア人の診療に当たったという。今回初めて岩尾先生にお会いしお話を聞くことがで

きたので、以下にその内容を要約する。 

 岩尾先生の父福永一男氏は東京出身で九州帝国大学医学部を卒業後、軍医として 1938 年～43 年まで

中国大陸に派遣され、武漢で公衆衛生部隊事務総長の任務を担った。43 年帰国して、婚約者だった福永

光子医師と結婚し、小坂鉱山病院に赴任した。毛馬内には 3人の医師がいたが、43年当時は全員軍医と

して出征しており、町内に医師がいなかった。町長から患者を診てほしいと懇願され、土蔵を改築した診

療所で光子医師が町の人たちの医療を担当、一男氏は小坂鉱山で朝鮮人を含む労働者の医療に当たった。 

イタリア人が収容されて以降は、具合が悪い人がいると、警備の石川さんという警察官に頼まれ、光子

医師が往診に行った。病気というより栄養失調と思われる状態だったので、往診時に食料を届けたり、時

には風呂敷に包んで教会の垣根の外に置いたりした。石川さんのお目こぼしがあったおかげで、食料は

イタリア人の手に渡ったと思う。信者の一人田口ミヤさん（故人）は家が歯医者の近くで、イタリア人が

歯の治療に来た時に畑のトマトが欲しいと身振りで言われ、あげたら喜ばれた。彼らが帰っていく時お

礼にイタリアのシーツをもらったが、木綿が貴重品だったので嬉しかったという。また地元の旧制中学

生の生徒で、イタリア人の女の子が綺麗だと言って、こっそり見に来た人もいた。 

戦後20年ぐらいして後のこと、岩尾先生の兄が六本木で飲んでいてイタリア大使館の人と親しくなり、

「うちの郷里にこんな話があった」と話したら、後日光子医師に感謝状を送られた。 

小坂鉱山に連合軍捕虜が来たのは 1945 年 1 月末。45 年の終戦前後の頃には、小坂鉱山の更に奥の相

内鉱山で腸チフスが発生した。劣悪な環境と栄養不足の状態のなか、シラミから菌が感染して患者は拡

大し、朝鮮人が 3人ぐらい亡くなったが、名前は残っていない。当時有効な薬が手に入らず、福永一男医

師は看護婦とともにリンゲル液の点滴などを行なって治療に全力を尽くした。ところが看護婦 2 人と一

男医師自身がチフスに感染してしまい、光子医師の治療で回復したが、お尻に褥瘡の跡が残った。戦後両

親は東京へ引き揚げるつもりだったが、地元の人の強い要請で毛馬内にとどまり、母は地域の開業医、父

は花輪の保健所長として地域を支えた。岩尾昌子先生は 1946 年 12月小坂鉱山病院で生まれ、福永医院

の後継者になったのみならず、老人ホームやグループホームを経営し、地域医療と福祉を支えている。       

1930 年建立の鹿角カトリック教会 

（左聖堂、右司祭館） 



5 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

6月 29日（木）尾去沢鉱山と仙台第６分所跡訪問 

井上拓也 

■三菱鉱業の尾去沢銅山について：（銅の価格の低迷と鉱量の枯渇により 1978年 5月閉山） 

尾去沢銅山は、戦時中は超非常時増産体制として月産 10万トンに増強し、従業員は 4,486名と最高を

記録した。この増産のため、朝鮮人、中国人、連合軍捕虜が使役された。 

■収容所の跡地にて 

この収容所は、三菱鉱業尾去沢銅山の所有地の中にあ

り、現在、この収容所跡地に尾去沢中学が建っている。今

回のフィールドワークでは、地元の史談会の阿部正記氏と

共に、当時の話が出来る佐藤和子氏及び佐々木晃氏にガイ

ドをお願いし、この尾去沢中学で待ち合せた。 

元三菱鉱業に勤務した佐々木氏によると、中学の脇の

川は排水路であった（当時は貯水池で沈殿させた後、排水

を垂れ流し）。佐々木氏と佐藤氏によると、収容所は地元の大工・伊藤ギスケによって新築されたという。

捕虜たちは、一般の人の通らない細い道で銅山に通った。また、中国人の寮や朝鮮から強制連行された人

たちの寮もあったとのこと。 

■関連施設巡り： （円通寺、ダム、暗渠跡を回り、史跡尾去沢鉱山で再度話を伺った） 

 円通寺の墓地で、尾去沢で使役された中国人と米国人捕虜のため 1957年建立の「慰霊碑」と 1989年

建立の「中米戦没者精霊」の二つの慰霊碑をお参りし、その後ダムや暗渠跡などを回った。 

 佐々木氏の父親は戦時中 40台位で、三菱鉱業の工作課で技術系の製缶工として働き、捕虜の指導員を

していた。佐々木氏は小学校 3・4年生頃であり、弁当を

届ける際に捕虜に会った。通訳がいないので、身振り手振

りで会話をした。登下校の際に捕虜を見たこともある。し

かし、戦後は捕虜が来なくなったので見なくなった。佐々

木氏はまた、田んぼにドラム缶が落下傘で降下されるの

も見ているし、買出しに出かけた際、花輪駅で捕虜が帰る

特別列車も見たとのこと。戦後、坑内関係（採掘現場）の

人たちは戦犯として訴えられた人がいる。しかし、工作課

や資材課の人たちには訴えられた人はいない由。 

史跡尾去沢鉱山の観光坑道入口近くに設置された、三

菱マテリアル社による捕虜の強制労働の説明板を見た。 

■戦犯となった人の手記から見た捕虜の扱い：（今回の調査での最大の収穫） 

 当日阿部氏たちから頂いた資料の中の、「芸文かづの第 16 号」に掲載された、当時、衛生伍長で、戦

犯として 14年の刑（尾去沢関係で二番目に長い）を受けた芳尾哲郎氏の手記『戦犯断想』によると、同

氏は、捕虜のために次のように尽力したことが書かれている。 

 東京本所からは、捕虜の到着後１週間で就労させるという指示があったものの、捕虜は栄養失調で健

康状態が極めて悪いので、就労延期を主張し、これに朝香敏則分所長（中尉）も同意し、東京本所及び尾

史跡尾去沢鉱山。左に観光坑道入口、右に三菱

マテリアルによる謝罪説明版（荒川美智代提供） 

収容所跡に建つ尾去沢中学校（荒川美智代提供） 

説明版 
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去沢鉱山側と交渉した結果、約１ヵ月近く就労延期させた。しかし、10 月下旬に就労させたところ、収

容所から鉱山までの 2.7キロの道に、「よろけ坂」などの急坂が多いため、捕虜の体力の消耗が激しかっ

たとのこと。 

 ウェブサイト「捕虜 日米の対話」に掲載されている元捕虜 JD・メラットの著書によると、捕虜のロ

バート・リングが死亡した際に、ジャクソン軍医が死因を栄養失調とネグレクトであると主張したのに

対して、担当の衛生兵（名前の記載はなし）は事故死と書き換えるようにと言い張ったとのこと。これに

関し、芳尾氏の手記によると、リングは死亡当日も平常通り鉱山に作業に出ていたこと、及び、リング達

は毎夜トランプ賭博を行い、賭ける品物は食事であって、彼は負け続けていたところ、その夜は勝ったの

で三人分の食事を一度に食べたので急性の胃拡張を起こしたとのこと。日米間で意見の相違があったこ

とが判明した。東京俘虜収容所長酒葉大佐の初巡視の時でもあったので、同大佐の命令で原因究明のた

め鉱山病院で解剖が行われている。POW研究会作成の死亡者リスト（日本軍俘虜情報局の記録を英訳し

た GHQ資料）には、「心嚢炎と急性胃拡張」と記されている。 

芳尾氏は、屠殺時に出る牛や馬の血液を貰い、これを血漿成分及び白血球（上層部）と赤血球（下層部）

の二層に分離させ、上層の方は飯に炊き込み、赤血球の一部も汁に煮込んだ。残りの赤血球は乾燥させ、

粉末にし、栄養剤として投与したら、非常に効果が大きかったという。 

 芳尾氏たちは、花輪町役場に依頼して、牛乳店から一日五升の牛乳の支給を取り付けている。その後、

乳幼児に支給するべき牛乳を俘虜へ回したと反対の声が上がったものの、数日後には住民の理解も得ら

れたとのこと。 

 クリスマスの際は、朝香分所長の了解の下、秋田県庁に依頼して食用油と小麦粉の特配を得た。パン焼

き器は、燃料を含め鉱山の工作課で作ってくれた。クリスマスイブの演芸会の楽器は尾去沢小学校の先

生に依頼してバイオリン、マンドリン、ハーモニカ、クラリネット、ラッパなどを借りてきた。さらに、

牛肉を手に入れるため、兵隊六人に着剣した銃を持たせて、収容所の裏山の密殺場（憲兵隊の管轄で警察

の手が入らない治外法権的場所であった）に行き、密殺者が逃げたので、リヤカー及び牛と豚各１頭を持

ち帰った。そして、警察署長に来てもらい、密殺者を処罰しないこと、公定価格で買い取り、リヤカーと

共に代金を返すこととした。その際、報復を避けるため、代金を払うため呼び寄せた密殺者に豚１頭を持

たせて朝鮮勤報隊の宿舎に警察署長付添で無償で届けさせたとのこと。 

 ただし、芳尾氏も、捕虜の中に、チューインガムの代わりにアスファルトを噛む者がいるので、禁止し

たのに従わない四、五人を殴ったとか、牛乳飲みたさに組織的に順番に仮病を使っているようなので、彼

らを処罰して営倉に入れるより稼働させた方が得策であるから「ビンタ」一つで見逃さざるを得なかっ

たとも書いている。 

 芳尾氏の手記によれば、軍医のジャクソン大佐との確執があった模様である。軍医が、食事が悪いので

重労働では体力が持たない、薬品の不足、冬物衣料・靴などの不足もあり、冬には捕虜の半分が死亡する

だろうと捕虜たちに話していると耳にしたので、捕虜たちへ不安を与える言動を慎んで欲しいと言った

ところ、話し合いがつかず激論となった。その際、芳尾氏は「大佐の軍医として又俘虜の隊長としての良

心を疑う」とか、「アメリカの佐官とはそんな低度の知識より持ち合わせて居らないのか」などと怒鳴り

つけてしまい、大佐は甚だしく誇りを傷つけられ、かつ、侮辱されたと受け取った（その後、ジャクソン

軍医は東京本所へ移送）。このため芳尾氏の刑期が長くなった可能性がある。 
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■中国人元強制労働者との和解：（尾去沢も対象と思われる。） 

 三菱マテリアル社は、中国人元強制労働者による中国国内での損害賠償請求訴訟に対し、元労働者一

人当たり 10 万元（約 170 万円）を支払うなどの和解案を提示していた。2016 年 6 月 1 日、3 人の元労

働者と和解が成立した。今後、同社が資金を拠出する形で中国で基金を創設し、5年間掛けて遺族の認定

調査を行い、和解に応ずる遺族らに対し、順次、謝罪金を支払う方針とのこと。今回の和解の救済対象と

なる元労働者は、3,700人を超えると予想されている。（2016年 6月 2日及び 3日付朝日新聞） 

■朝鮮の徴用工の問題 

 戦時中、連合軍捕虜、中国人よりも、日本で強制連行されていた朝鮮人の方がはるかに多い。今回のフ

ィールドワークでは、佐藤和子氏が、「朝鮮人は差別されていた。（日本人は）汚いものに触るような態度

だった。商売は上手だった。」と述べている。 

 上記の芳尾氏も「朝鮮人や中国人の配給量は勿論俘虜より少ないので彼らの様子を見ていて可哀想で

あった。加えて、朝鮮と中国の宿舎には寮長が居り中間搾取もあって惨めであった」と書いている。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

6月 30日（金） 花岡事件の慰霊祭とフィールドワーク 

高田ミネ 

■中国人殉難者慰霊式（十
と

瀬野
せ の

公園墓地にて） 

6 月 30 日は花岡鉱山で中国人労働者が蜂起した花岡事件の日である。彼らは鉱山を経営する藤田組

（現同和鉱業）の下請・鹿島組（現鹿島建設）により中国から連行された人々で、「中山寮
ちゅうさんりょう

」に収容さ

れ、花岡川の改修工事などに従事したが、過酷な労働条件に耐え切れず、1945 年 6 月 30 日夜に約 800

人が蜂起、日本人補導員 4 人などを殺害し逃亡を図った。しかし 7 月 1 日、憲兵、警察、警防団の出動

により大半が捕えられ、拷問などの末総計 400人以上が死亡した。1963年、その犠牲者の名を刻んだ「中

国人殉難者慰霊之碑」が十瀬野公園墓地に建立され、1985年より大館市の主催で慰霊式が行われている。 

慰霊式は 9時 20分開始。福原淳嗣大館市長が挨拶に先立ち、慰霊碑に殉難者名簿を奉納した。この日

の為に中国紅十字会を通じて 6 名の遺族関係者が参加。彼らの祖父や父・叔父は 6 名中、花岡から帰国

できたのは 3名、死亡確認 1名、2名は行方不明でその遺体は確認されていない。式には県知事代理、県

会議員、市議会議員、中国大使館、中国紅十字会、日中友好協会秋田県本部、花岡の「日中不再戦友好記

念碑を守る会」や地区町内会役員、地区労、老人クラ

ブなどが列席。今までいろいろな慰霊式に参加した

が、このように地域を上げての慰霊式には感銘を受け

た。1985 年からの市主催行事になるまでに多くの人

の無償の働きが関与して来ただろうし、今後も強制連

行の歴史が風化する中で慰霊式の維持には多くの労

力が必要になるだろうと思った。式典後、遺族は風習

に倣い、お金などを燃やして霊を慰めていた。 

■花岡事件フィールドワーク 

午後からは 6・30現地実行委員会の案内で P研会員 9人がバスツアーに参加した。まず、花岡平和記

念館を見学。花岡事件は 5年間の裁判闘争を経て 2000年 11月東京高等裁判所の和解勧告を受けて中国

中国人殉難者慰霊之碑前にて、遺族や関係者 
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人遺族関係者と使役企業・鹿島建設の間で和解した。謝罪と補償は

成立したが、この歴史を語り継ぐ記念館は全国の支援者の寄付で建

設され 2010 年にオープンした。戦時中、中国人らが「華北労工協

会」を通じて日本へ渡航し、就労したかのように一部で言われてい

るが、協会は形式的なもので内情は農村で兎狩り作戦と称して、囲

い込んだ農民を拉致、抗日分子である八路軍の俘虜を日本軍から一

人当たりいくらと金銭を払って買う形で強制的に連行して日本へ

連れて来たことが会館の展示説明でよくわかる。 

 次に花岡川を挟んで向かい側の信正寺へ行く。ここは中山寮で死亡

した者の遺骨木箱に入れ鹿島組が搬入していた寺だ。それまで遺体は

鉢巻山や大穴にそのまま埋めていたが、戦後、掘り出して火葬した。蔦

谷住職は遺骨の供養を続け、鹿島組に納骨堂を立てるよう進言してき

たがなされず 1949年、中華人民共和国の成立を見ると組は慌てて粗末

な供養塔を建てた。その後、2001 年に新しい供養塔を作った。2 つの

供養塔は寺の裏手にあり、あまり目立たない。 

ここから遠く山側に見える観音堂あたりに、かつて連合軍捕虜たち

が収容されていた仙台第７分所（使役企業は藤田組花岡鉱業所）があっ

たと笹本さんが指差して教えてくれた。 

花岡事件の発覚は捕虜収容所と関係している。敗戦後、9 月に入り秋田に連合軍が進駐し、9 月下旬、

連合軍捕虜収容所の調査のため進駐軍の調査員が花岡鉱業所を訪れた時、中国人のいた中山寮に立ち寄

った。その時、棺桶から手足のはみ出ている大量の死体を見つけたのがきっかけだった。蜂起を主導した

中国人リーダー11人は事件後、秋田の刑務所に収監されており、9月 11日の裁判の判決で無期懲役など

を言い渡されていた。今度は連合軍の調査で河野出張所長以下、

関係者が秋田刑務所に入り、その後 BC 級横浜裁判にかけられ

た。裁判は、強制連行を実施した日本政府や企業側の責任を一切

問わず、出張所長の終身刑と現場の補導員 3名の絞首刑や現地警

察官を有罪としたが、死亡者の多さにも

かかわらず、被告たちは、その後減刑さ

れ 30 年代に釈放されている。この裁判

は中国人捕虜の使役、強制連行などを巡り多くの問題を残した。 

今度はバスで中山寮跡地に向かった。今ではそこは鉱滓を蓄積した第二滝ノ

沢ダムになっており、寮は湖底に沈んでいる。鹿島組の花岡出張所の主な仕事は

花岡川の改修工事であり、これに使役された中国人は 986 人、帰国までの死亡

者は 418 人である。蜂起は中国人達の悲惨な労働環境の中、人間の尊厳をかけ

たやむにやまれぬ行動であった。 

あちこちに置き去りされた中国人の遺骨は彼らが帰国しても、掘り返せば出

てきた。その後、総評や民主団体の主導で一鍬奉仕活動という遺骨返還運動と

なり、それを記念して中山寮を見下ろす小高い丘の上に日中不再戦友好碑」が

花岡川に面した花岡平和祈念館 

信正寺裏の供養塔 

この湿地帯の下に中山寮 

日中不再戦友好碑 
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建てられ、日中友好のシンボルとなった。当時の衆議院議員、黒田寿男氏と郭沫若氏の筆で「発展伝統友

誼 反対侵略戦争」の文字が書かれている。日中関係の悪化している現況の時こそ、友好団体が先に立っ

て不戦を貫かなければ思う。 

 最後に花岡体育館〈旧共楽館跡）へ行く。蜂起した中国人は 4人

の会社側指導員と内通していたとされる中国人 1人を殺し、逃亡し

た。しかし、翌日には憲兵・警察官・自警団からなる 2万 4千人の

包囲網からは逃げられず、ここの広場に集められた。6月の暑い日

差しの中、三日三晩飲まず食わずで放置され 7 月に入って 100 名

が死亡している。首謀者たちは共楽館の中で拷問を加えた取り調べ

を受けている。近隣の住民はこの様子を見ていたが、特高警察の取

り調べが漏れてくると、口を閉ざした。新聞は報道管制が引かれ、事件は報じられなかった。住民たちが

記憶をもとに証言を始めたのは戦後の遺骨返還運動のあたりからである。 

 ツアーバスの中で説明役の W さんの言葉が印象的だった。「花岡記念館で勉強しているうち戦争や当

時のことがよくわかってきた。〝花岡事件″と言われるが、花岡の地名を使ってもらっては町のイメー

ジが悪くなる。あれは〝鹿島組事件″としてもらいたい」と、とつとつと話すその様子に、郷土を愛し、

その負の遺産を守りながら、自己を変えて行く人達を感じた。 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

７月１日（土） 中国人強制連行 フォーラム in大館：午前の部 

渡辺洋介 

７月１日、フィールドワークも最終日を迎え、午前 10時から大館労働福祉会館にて開かれた「中国

人強制連行 フォーラム in 大館」に出席した。会場の２階ホールには席がほどよく埋まるほどの聴衆

が集まっていた。午前中のテーマは、花岡事件犠牲者の遺骨送還に対する返礼として 1957年 12月に花

岡などを訪問した中国赤十字会会長李徳全女史。訪問 60周年を記念して、遺骨送還や李氏にまつわる

エピソードが紹介された。 

 まず壇上に上がったのは奈良から駆けつけた老田裕美氏。パワーポイントを使って李氏の生い立ちを

紹介した。李徳全氏はモンゴル族で 1896年に貧しい遊牧民の家庭に生まれた。大学卒業後、女子中学

で教鞭をとり、1924年に同じクリスチャンの有力軍人馮玉祥と結婚。その後、貧しい学生のために無

料で授業を行なう求知学校など多くの学校を開設した。日中戦争時には中国戦時児童保育会の副理事長

に就任。中華人民共和国成立後、衛生大臣、中国赤十字会会長などを歴任し、晩年には中国人民政治協

商会議副主席まで務めた人物である。 

 李氏は中国赤十字会会長として 2度日本を訪れてい

る。一回目の訪日は 1954年。当時、約 1000人の戦犯を

含め 3万人ほどの日本人が中国に残留しており、彼らの

引き揚げ実現が訪日時に話し合う主なテーマだった。当

時、アメリカや台湾に気兼ねして李氏訪日に反対する意

見も根強かったようだが、李氏は訪日を実現。13日間の

滞在中、マスコミは彼女を追いかけ、各地で人だかりが

旧共楽館跡の碑 

李徳全氏についての映像紹介 
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できる熱狂ぶりであった。二回目の訪日は 1957年 12月。花岡事件犠牲者の遺骨送還に対する返礼とし

て大館を訪れることとなり、秋田県が受け入れ実行委員会を組織した。李氏は 12月 10日に北海道から

列車で大館に到着。湯瀬に一泊して歓迎会に参加し、11日午前は尾去沢の円通寺で墓参。午後は花岡へ

向かい、最後に大館駅前での歓迎集会に出席。当時、大館第一中学 3年生で大館鳳鳴高校との合同ブラ

スバンドのメンバーとして歓迎集会での演奏に加わった中村氏によると、集会には約 2000人が集ま

り、李氏訪問は 1957年の地元の三大ニュースに選ばれたという。集会の後、李氏は大館駅から列車で

東京へ向かった。 

 つづいて、花岡事件犠牲者 419体の遺骨送還に携わった谷地田氏が登壇した。彼によると、遺骨の掘

り出しは 1947年、1960年、1963年の３回にわたって行われた。掘り出した遺骨は信正寺に安置し、

船で天津へ送られた。その後、同じ船に日本の引揚者が乗って帰国の途についたという。この話をもっ

て午前中のフォーラムは幕を閉じた。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

７月１日（土） 中国人強制連行 フォーラム in大館：午後の部 

西里扶甬子 

 午後の部では、花岡事件犠牲者の遺族による証言が行われた。強制連行と一言で表現される日本軍の

動きは、昔白人たちがアフリカで奴隷にするための黒人狩りを行った行状と酷似していることが判って

衝撃を受けた。 

■父（李万友）が九死に一生を得て生還した李中成氏の証言； 

当時私の父は父母、3 人の兄、2 人の姉と暮らしており、家族の中で最

年少でした。父の 2番目の兄、私からすると叔父が、ある日放牧に出てい

た時、日本兵が放牧した牛を奪おうとしたので、叔父は必死に取り戻そう

としますが、残忍非道な日本兵によって、その場で銃殺されてしまいまし

た。そのことを知った父の長兄は驚きのあまり精神的に錯乱をきたしまし

た。それ以来、我が家には次々に不幸が訪れるようになります。私の祖父

は息子を失った悲痛の中で病に倒れ、半年後には亡くなってしまいました。

それに追い打ちをかけるように、1944 年春のある朝、父は日本兵に連行

されました。その朝父は祖母に付き添って村の外に野菜を摘みにゆきました。その帰り道、村の大通りで

日本軍のトラックに出会いました。その荷台から 3 人の日本兵が下りてきて、一言も発せず父を荷台に

放りこみました。父はその時 23歳でした。トラックの荷台にはすでに中国の若者数人が捕まっておりま

した。父が連行されることを察した祖母は必死に止めようとしましたが、日本兵は銃で祖母を殴りつけ

ました。祖母は地べたに卒倒しました。祖母が気づいた時には車はすでに跡形もなく去った後でした。祖

母は体を引きずるようにして家に戻り、涙ながらに一番目の叔父に弟が連れ去られたことを伝えました。

叔父は至る所を駆け回って弟の行方を捜しましたが、結局はみつかりませんでした。祖母は息子を失っ

た悲しみから毎日のように泣き暮らし、食事も喉を通らずやせ細ってゆきました。そして、父が戻ってく

る前に亡くなってしまいました。抗日戦争勝利の後、私の父は幸いにして帰国することができましたが、

祖母がすでに亡くなっていることを知って号泣しました。父は何とか家に戻ってきたものの、満身創痍、

体はボロボロになっていました。祖国が開放されて、ようやく平穏な生活を取り戻すことができるよう
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になり、1950年代に入って父は母を紹介されて、結婚しますが、間もなく目が見えなくなり、家族の生

活は再び苦境に陥ったのです。母親は父の目を治療するため、生活を切り詰めて一生懸命働きました。そ

の甲斐あってようやく父の目は治り始めました。その間非常に貧しい生活を強いられ、姉は進学もでき

ず 12歳で工場に働きに出ました。どうにか健康を取り戻しつつあった父でしたが、日本で受けた虐待が

体の真底に痛手を与えていました。私が 10歳になった頃、亡くなりました。父は生前私の兄や姉に日本

に居た時の耐え難い苦痛を訴えていました。毎日食べるものもろくにない状態で十数時間も働かされ、

そして、少しでも気に入らないことがあると現場の監督によって殴られる。そうした状況に耐え切れず、

遂に花岡暴動を起こしたわけです。私は心の底から世界平和と、このような悲劇が二度とくり返さない

ことを望んでいます。今日ここで私の話を聞いて下さった皆さん、そして、長きに渡り、花岡の被害者を

支持し、協力して下さった皆さんに心からの感謝を申し上げます。私たちは加害企業である鹿島との和

解を達成しました。しかし、この強制連行を画策した日本政府はまだ罪を認めていませんし、賠償も謝罪

もしておりません。被害者家族は固く団結して日本政府と徹底的に戦う覚悟です。どうか皆さん、ご支援

をお願いします。 

 

■花岡で死亡した許洪才の孫・許樹立氏の証言； 

今日この場では私の家族の苦難の歴史を聞いていただきたいと思います。

私の祖父許洪才は当時上海の輸送会社でトラックの運転手をしておりまし

た。当時トラックの運転手というのは高給取でした。家族は祖父母、その子

どもが 4人で計 6人でした。私の父は最年長の 12歳でした。一番若かった

叔母は 2 歳でした。そして祖母は 4 か月の子どもを宿しておりました。父

の家族は比較的裕福に暮らしていたと思います。1944 年春のある朝のこと

です。祖父が日本軍に捕まります。祖父はその朝、私の父と姪を連れて大安

市の食堂で食事をしておりました。すると通りの方から大きな叫び声とトラックのクラクションが聞こ

えてきました。それから一群の日本兵が銃剣を構えて食堂内になだれこんできたのです。祖父は二人の

子どもを庇って店の端の方に行きました。祖父は当時非常に頑強な体つきをしていました。身長も 180

センチあったそうです。日本兵はその頑強そうな祖父に気づいて銃剣を胸に突き付けて引きずり出そう

としました。父は祖父の足にしがみつきました。日本兵はそれをみて鋲のついた靴で父を蹴り倒しまし

た。父は激痛をこらえて家に走って帰り、祖母にそのことを伝えました。祖母は驚きの余り茫然と立ちす

くんでいました。祖母は当時日本兵に捕まるとその場で殺されたり、どこかに連れて行かれて殺された

りするので、もう夫は戻らないと嘆きました。祖母は夫がどこに連れ去られたのか、何とかして夫を助け

る方法はないのかと有力者や友人の間を駆けずり回りました。そして、父は青島に送られた後、貨物船に

載せられて奴隷のような状態で日本に送られたという情報を得ました。そして、途方に暮れて毎日泣き

暮らし、そのために目を悪くしました。祖父は一家の大黒柱ですから、それを失ったことで家庭の未来は

全く見えなくなってしまいました。 

当時私の祖母は纏足でした。幼い時から足を布で縛って育たないようにして、歩くのがやっとという状

態にする封建時代の風習です。ですから祖母は働きたくても働けない状態にありました。肉体労働はい

うに及ばず、日常生活をするのも困難な状況でした。それでこれまで築いた財産を切り売りする以外あ

りませんでした。家にあったものは片端から売り払うという状態でした。以前住んでいた大きな家はす
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でに日本軍によって破壊され、家財道具もそれほど残ってはいませんでした。家財道具は売り尽くし、家

も焼き払われて、家族はお寺に棲みつくしかありませんでした。祖母は妊娠中でありながら、家族の生活

の心配を全て背負うこととなりました。昼は他人の洗濯をしたり、夜は繕いものをしたりして、幾ばくか

を得るという生活でした。雪が降っても綿入れの服を買えるわけもなく、冬靴を買える訳でもありませ

ん。父もその兄弟も手足が凍傷にかかってしまいました。祖母はそのような悲惨な状況の中で、叔父を産

みました。そうした長期に渡る打撃、恐怖、睡眠不足などが、祖母の精神と肉体を破壊してしまいました。

そうした中でも祖母は門口に立って祖父の帰りを待ち続けるという行為が唯一の精神的支えとなってい

ました。そうした願いも空しく遂に祖父が亡くなったという知らせがもたらされました。祖父の友人で

同じように強制連行された人が、祖父の位牌を携えて花岡から戻ってきた訳です。彼は父の家族を捜し

あてるのは大変だったということです。家は焼け落ちており、ようやくお寺に居ることがわかり、父親の

位牌を持ってきてくれたのです。祖母は夫の位牌を抱きしめて号泣するだけでした。祖父はその友人と

ふたつの約束をしたそうです。ひとつはどちらか一人が生き残ったら、その家族に位牌を届けることと、

日本で彼らがどのような境遇を体験したのか、どのように酷使されたのか、両方の子ども達にしっかり

と伝えるということです。彼らが語った体験の一字一句を私は深く頭の中に刻みつけています。祖父の

友人によると日本で強制労働させられていた間は特に食べ物が酷く、小麦粉とリンゴの滓で作った粗末

な小さい饅頭のようなものを 1日に 2個貰うだけで、長時間の重労働を課されていたということでした。

祖父はそのような状況の中で当然のように体を壊してしまいますが、勿論治療は一切受けていませんで

した。その後に花岡暴動が起こり、祖父も捕らえられて、花岡鉱山の娯楽施設だった共楽館前の砕石の上

にひざまずかせられ、三日三晩の虐待を受けました。そして暴動からほぼ 2週間後の 7月 13日に遂に亡

くなりました。祖父の死ぬ間際の状況も詳しく聞きました。彼はあと水一杯、食べ物の一切れでもあれば

死なずに済んだだろうと言われました。しかも彼はまだ息があるうちに死体置き場の方に運ばれて行っ

たそうです。そのような過酷な話を聞いて、祖母は精神的に徹底的に打ちのめされた訳です。祖母は夫の

位牌箱を抱きしめて茫然と日々を過ごすようになりました。皆さん想像してみて下さい。自分の夫があ

る日突然連行されて失踪して、待ちに待って戻って来たのは箱に入った位牌だったのです。祖母はそれ

から、止めどなく泣き続けたせいで、遂に失明してしまいます。私の父はその時 13歳でしたが、祖母は

失明して労働意欲を失い、日々精神的錯乱状態にあって、父は男として家事全般を担う責任を負わされ

るようになりました。父は毎朝早くから起きて河へ行って水くみをしました。甕に二つ水をくんで担い

で売り歩くのです。また薪にする柴を刈って売り、生活をしていました。そのうちに父も日本兵に捕まっ

て、雑役をやらされました。そして、父は日本兵の隙をみて逃げ出します。友人の助けで、籠かきの仕事

につき何とかまともなお金を稼ぐようになりました。 

私の話を聞いて下さったことを感謝します。私たちは鹿島との和解は何とか達成しましたが、日本政府

を決して許すことはできません。一昨年私たちは強制連行の国の責任を問う裁判を大阪地裁に起こしま

した。すでに 7 回の公判が開かれています。私たちは一致団結してこの裁判を最後まで戦う覚悟です。

どうか日本の友人の皆さん、私たちを支援して下さい。お願いします。 


