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「今津町と松永西町」

秋の爽やかな風に包まれ、松永・今津の町並みを「のんびりと散策」しながら、ミニ史跡やなん

でもない風物を楽しむ「プラタモリ風Jのぶら探訪散策コースです。今まで例会で取り上げられて

いないところを探訪したり、見逃してきた場所なども歩きますので意外とおもしろく、知らないもの

に出会うかもしれませんから、楽しい「ぶら探訪」に期待してください。
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『:日櫨永市 Jに●1lτ

昭和 29年 3月 31日 に松永市が誕生した。 (松永町は昭和 28年 4月 に今津町と松永町が合併 して新松

永町が成立している。) 松永市は松永町を中心として、松永湾周囲の隣接する七ヶ町村が合併 して発

足したものである。七ヶ町村 とは 「松永・神村・本郷 。東村・西村・高須・柳津」で、この七ヶ町村の

他に「金江村・藤江村 。浦崎村」を加えた十ヶ町村による合併方針が出された。だが、その頃、高須村、

西村、浦崎村では松永との合併話がまとまらず合併から離脱 した。

西村と高須村尾道に合併するか、松永に合併するかで大紛糾 し、ついに西村と高須村の一部が分離 し

て松永市に合併 した。町名は高須と西村の名前をとつて高西町が成立したのである。

浦崎村は尾道との関係が深いため、尾道市と合併 した。その後周辺地域が福山市になると結果的に地

理的、交通面で飛地の状態になりなつてしまつた。 松永市が発足した当時の人口は「三万四千六百余

り」であつたが、産業は「ゲタと塩」が主産業のため経済産業構造の変化で財政的に発展も望めず、昭

和 41年 5月 に福山市と合併 した。これによつて松永市という行政名は消滅 してしまつた。現在は交通・

商業流通面で 「東尾道」 (1日 高須村地域)と のつなが りも深くなって来ている。

松永市発足当時、基幹産業だった 「木履業」 (ゲ タエ場)の分布図をみて欲 しい。かつてはこのよう

に多くのゲタエ場で栄えていたのである。

(「郷土読本 私たちの松永市 松永市教育委員会・松永市教育研究所」より)
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松永西歩きのぶら探訪コース写真
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昔の松永駅前の風景。

大正時代に町筋として発展していつ
た大正町 (今津町)の町並み。
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校である。

下町らしい町並みを進む。

松永測候所の入□風景。 く昭和20年代初期 ?)

ありし日の「松永測候所」の内部風景。

ここを左折すると

測候所跡がある。
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数年前の桝河 (井戸)の風景.

桝河を見る。三角の蓋があもしろい。
この井戸で入り川に入つて来た水舟に
水を積んで各塩浜

「
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大明神社

ちょつと小高くなつた丘にあり、かつてはこの辺 リー体は松永湾の遠浅の海であつた。

この丘から弥生の遺跡が出たとい う話を聞いたことがあるが真偽のほどはさだかでない。

日本の楠は樹齢 200年といわれ、待つの本立もあつたが、戦時中に松根油供出のために伐採 したとい

われている。

神社は明治 42年には高諸神社内の王子神社に合祀されていた。昭和 28年にご神霊を高諸神社より持

ち帰 り、楠の根元の祠に大黒天 として祀 り奉還した。

昭和 37年、楠の下に拝殿を建立 した。昭和 44年には町民の寄付により本殿を建立し、大明神社とす

る。境内の清掃などは町内会・子ども会が担当している。

他地区から譲 り受けた山車は平成 6年に新調 した。なお御輿は尾道市から購入 している。

平成 9年には鳥居を建立した。神社の管理運営に駅前町内会が協力 し尽力している。

松永測候所

松永地域の特産品である商草の収穫期においては天気予報が重大な関心ごとであった。

このため関係農民の多年の要望によつて大正末期、郡役所において広島測候所と連絡をとってその期間、

電話にて関係町村に通報して、一般農家に周知させていたが、郡役所廃止後は郡農会が継承していく。

昭和 9年より広島測候所の臨時出張所を開設することになり、7月 7日 より15日 まで沼隈郡農会へ役

員を派遣している。気象観測の結果を関係町村へ速報を連絡していたが、昭和 12年 5月 に郡農会構内

に庁舎を新築する。これによつて広島測候所松永支所を置き蘭草の刈取り期間の 7月 1日 より8月 末ま

では係員が滞在し観測を行つていた。期間外は郡農会に於いて代行するが昭和 16年まで継続した。

昭和 17年より常時観測を開始して「風向、風速、気温、水張温度、雲量、雲形、天気、箱外蒸発、

降水量」などを観測することになる。昭和 18年には文部省へ移管され、中央気象台松永測侯所と改称

し。庁舎も西町外小代に新築され移転した。

昭和 20年には運輸省の主管となつた。昭和 21年には広島管区に移管、24年 6月 には「松永測候所」

と解消される、大阪管区に移管となる。

測候所としては昭和 30年代まで存続していたと地元の人は云つていた。現在は観測機器だけが設置

されているだけで跡地だけが存続している。

中外製薬松永工場

現在は住宅団地になっているが、ここに中外製薬松永工場があつた。工場敷地は鉄道線路に沿つてあつ

たことから、見たことがある人もいると思 う。

この会社のルーツは「松永製薬所」で、明治 34年に岡本同族を主体として松永製塩業者の発起によ

つて岡本織之助を代表者として、ここ西町に設置された。

塩の副産物である苦汁 (にがり)を主原料とした炭酸マグネシア、蝦製マグネシアの製造を始めた。

明治 37年に規模を拡大して資本金 8万 8千円の株式會社に改組する。

日露戦争中は「塩化カリ、プロムカリ、プロムナ トリウム」などを製造していたが

戦争が終ると「炭酸マグネシア、蝦製マグネアシア」の製造に戻つた。
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大正 10年の生産高は 10万 1千円、社員・工員合わせて百余人というからこの地域では

大規模な工場であつた。製品は関東、近畿、広島方面である。

昭和 7年には山波村 〈尾道市)の廃塩田跡に分工場を設置する。ここで苦汁より固形塩、カーライト、

プロムの製造を行っていた。炭酸マグネシアはゴムエ業の発展によって利用が増していく。太平洋戦争

によって主原料の液体塩化マグネシウムは軍の需用となり、炭酸マブネシアの製造が困難となり、「葡

萄糖注射液」などの注射薬の製造に転換した。

昭和 19年 4月 に中外製薬と合併して「中外製薬松永工場」となる。昭和 20年 4月 には山波分工場を

廃止している。製造品は各種注射薬と原料サリチル酸ナ トリウムなどや利尿剤を製造していた。2003年

12月 に松永工場が廃止されてしまい、跡地は住宅地に変わり当時の面影は全くなくなってしまった。

三木醤油工場(跡 )

桝河 (井戸)を過ぎると右手 (南側)に新しい住宅群が並んで建っている。ここが「元三木醤油株式

会社の工場跡地」である。高い煙突が目立ち県下でも大規模な醤油工場として有名であり、品質にも優

れていた。初めは本郷が開業地であつたが、明治 14年に佐藤元吉 (三木屋)に よつて西町に移転して

開業している。

これが三木醤油の前身で大正 9年に株式會社となる。販路は京都以西から下関の主要都市で、品質の

優秀さで好評を博していて、大正 15年皇太子殿下広島県下行幸の際、御買い上げとなる。

また昭和 8年には御大礼用として官内省大善寮よりお買い上げの栄誉に浴している。

さらに昭和 33年中国五県醤油連合会主催の品評会で最高賞の「日本醤油協会 会長賞」を受賞して

いる。38年 。39年には農林大臣賞の栄誉を得ている。

だが昭和四十年代に入ると経済情勢の変化、建物の老朽化、改革に必要な資金、等の理由で株式會社

を解散している。

この後、マルビシとして昭和44年に経営に乗り出していて、平成 8年には松永町 6丁 目に工場を移

転した。かつて地元では誰でも知つていたほどの有名地場醤油工場であつた。

31用及び参考文献・図書 (「福山市史」・「ふるさと今津」・「 松永町誌」・「郷土読本 私たちの松永市」

「松永の展望」・「ふ<やま歴史散歩」・「新編福山いしぶみ散歩」

「備後地域における醸造業 松永近郊の酒づ<り 醤油づ<りの今と昔」)

二串外製手の理突

南より見た西町の懐かしい塩田風景と三本醤油工場の煙究
く昭和 30年代初め頃と思われる)

未碁面覆丁百頁I葉芳高あ風景く昭和o9年代ごろ)
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