
牧

山

の

歩

み

牧
山
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

平成28（2016）年

牧山地区コミュニティ協議会

山陽自動車
道

旭
川

野々口駅

牧山駅

玉柏駅

牧山クラインガルテン  ●
● 牧山コミュニティハウス● 牧山コミュニティハウス

金山

滝城山

辻ノ山

高倉山

上の山
津　山　線



『牧山の歩み』の発刊に当たって

　私たちの住む牧山は、東に高倉山、西に金山を望み、旭川に面した真に“山紫水明”の
ふる里です。
　明治22（1889）年の牧山村誕生からこれまでの間、牧山小学校の整備、津山線の開通、
岡山市への合併、大規模市民農園の開園、牧山分校の閉校、そして水害など数多くの出
来事がありました。また、道路や水道など生活環境の整備が進み、農林業は時代ととも
に大きく変遷してきました。
　今日では人口の減少と高齢化が進み大きな課題となっていますが、当地区には歴史を
有する神社や行事、祭り、更にはクラインガルテンなど誇るべき財産が沢山あります。
　こうした牧山の歩んできた道を振り返るとともに、貴重な財産を次の世代に引き継い
でいくことは、私たちにとって非常に大切なことと考えます。
　このような想いから、牧山地区コミュニティ協議会では、地区の歴史と資源を『牧山の
歩み』として取りまとめ、発刊することとした次第です。
　この冊子が多くの皆様にとって牧山の素晴らしさを知っていただく機会となり、明日
のむらづくりにつながるなら大変嬉しく存じます。
　最後になりましたが、発刊に当たりご協力いただいた方々に心から感謝を申し上げ
ます。

　平成28（2016）年１月

牧山地区コミュニティ協議会

会長　
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牧山地区　主な出来事　年表
年 主な出来事 備　　考

明治  9（1876）年 牧郷小学開設
　　22（1889）年 牧山村誕生（５ヵ村合併）

 23（1890）年 村立牧山尋常小学校に改称
 　　31（1898）年 中国鉄道本線（現 津山線）開通 明27年日清、37年日露戦争
大正 元（1912）年 牧山駅設置
昭和  6（1931）年 牧山郵便取扱所開設
　　  8（1933）年 管掛トンネル完成

　　　  9（1934）年 室戸台風による水害
 　　20（1945）年 岡山空襲、終戦、枕崎台風による水害 昭16年太平洋戦争
　　26（1951）年 牧山農協発足
　　 28（1953）年 町村合併により御津町となる

 29（1954）年
下牧と中牧の一部が岡山市に編入 旭川ダム完成
牧石小学校牧山分校となる

　　 30（1955）年 牧山幼稚園開園
　   35（1960）年 県道認定（玉柏野々口線）

　 　42（1967）年 上水道供用開始（大戸地区は平成13年）
 　  45（1970）年 農協牧山支所新築移転
　　46（1971）年 牧山駅無人駅となる
　　47（1972）年 大雨による水害
　　51（1976）年 牧山小学校百周年記念式典

　　 52（1977）年 郷・中牧テレビ共同受信アンテナ設置
　　 54（1979）年 分校体育館完成
　 　56（1981）年 大戸ため池決壊、下谷・中谷テレビ共同受信アンテナ設置
平成  6（1994）年 分校新校舎完成

　　　  8（1996）年 牧山クラインガルテン開園
　　　  9（1997）年 幼稚園休園

　 　10（1998）年 台風10号による水害、ラポート牧山開設
　　 11（1999）年 自主防災会結成
　　 14（2002）年 中牧地区農業集落排水事業供用開始

　  16（2004）年
牧山分校閉校、牧山幼稚園閉園
牧山地区コミュニティ協議会設立、コミュニティハウス開設

　　 17（2005）年 津山線落石事故
　 　18（2006）年 津山線落石事故
 　　20（2008）年 CATV供用開始 岡山市が御津町等と合併
　　 24（2012）年 農協（牧山事業所）閉鎖

　 　26（2014）年 NPO法人「牧景園」設立
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＊牧山村の位置は、現在の岡山市の市域のほぼ中心に当たる。

１	 牧山地区の沿革

　牧山地区は、岡山市街中心部から旭川沿い

に北へ進んで約８㎞辺りから、県道玉柏野々

口線とJR津山線に沿って展開する６集落（町

内）からなり、「岡山市北区下牧」「同中牧」の

町名がつく。

　江戸時代は備前国・岡山藩津高郡に属し、

明治になり牧山村に、そして昭和29（1954）

年から岡山市になった。

（１）牧山村の歴史 
　牧山村は明治22（1889）年に誕生した。

　金山を中心に東は旭川、西は国道53号に囲

まれた地域の北部に位置し、東西4.5㎞、南北

６㎞、面積11.9㎢、平地は少なく必ずしも恵

まれた地勢とは言えない山間集落である。し

かし、風光は明媚で素朴な人情味豊かな村で

あった。

牧山村区図
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牧山村役場

　往古この地域は、備前国・津高郡に属して

おり、江戸時代には備前池田家の治下にあ

り、明治４（1871）年、廃藩置県により岡山

藩は岡山県と呼称が変わり、県内が12郡91

町717村に分けられたとき、この地区は津高

郡93ヵ村のうち、中山村、中野村、大月村、

大坪村、高野尻村、下牧村、中牧村の７つの

村であった。

　明治８（1875）年に町村の分合、名称改称が

実施された際には、中野村と高野尻村は合併

して高野村に、大月村と大坪村は合併して北

野村に、十谷村と湯須村は中牧村に合併され

て中牧村となり、変わらなかった中山村と下

牧村と合わせ５ヵ村になった。

　そして明治22（1889）年、町村制が施行さ

れるにおよび、この５ヵ村が合併して牧山村

が誕生した。当時の戸数は421戸、人口2,210

人で、村役場は北野船越に置かれていたが、

戦後の昭和25（1950）年、村役場を中牧郷地

区に新築移転した。

　昭和28(1953)年には、いわゆる「昭和の大

合併」が進められ、牧山村も高野尻（岡山市に

編入）を除く地域が、金川町、宇垣村、宇甘東

村、宇甘西村、葛城村、五城村と合併し、御

津町となった。

　ここに、牧山村は終わりとなった。

地名の由来
◎地区名「牧山」
　地区名は、近世、高倉山や当地一帯が岡山藩の
狩場であったところから、「牧山」の名が付いたと
されている。

◎下牧村
　岡山城下町の北部にあり、牧山地区の最下流に
位置していたため「下牧」との村名がついた。
　東は旭川を隔てて牟佐村、南は河本村、西は金
山寺村、北は中牧村に接し、金山の東斜面から旭
川沿いにかけての山村で、『備陽記』によると村高
285石、田畑21町、家数72軒、人口538人、池
５ヵ所、岡山上出石町口までの道程３里、船路３
里10町とある。
　旭川沿いに集落が発達し、高瀬舟の寄港地とし
て栄え、14隻の船があり、船持ちの問屋などがあ
った。
　氏神は松尾神社である。

◎中牧村
　岡山城下町の北部にあり、地区の中央にあった
ため「中牧」との村名になった。
　東は旭川を隔てて鍋谷村、南は下牧村、北は大
鹿村、野々口村に接し、耕地は旭川沿いから山の
谷間に階段状に分布している。
　『備陽記』によると、村高452石、田畑22町、
家数62軒、人口374人、池９ヵ所。岡山上出石
町口までの道程３里16町、船路３里半とある。ま
た、同書は中牧村の枝村として十谷、湯須をあげ
ている。（十谷は家数35軒、人口212人。湯須は
家数26軒、人口218人）
　江戸時代から高瀬舟の要地にあり、十谷に15隻、
中牧に８隻の高瀬舟があり、船問屋もあった。
　氏神は淀子神社である。
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（２）地区の現況　
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・大
おお

戸
ど
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しも だに
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なか だに
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かみ だに
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なか まき
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牧山コミュニティハウス

歴史的にも牧石地区と異なる当地区として

独自に活動すべき事業や課題も多く、連合

町内会解散後の地区振興の役割を担う組織

として同年４月「牧山地区コミュニティ協

議会」を設立した。

　そして、その拠点として元牧山幼稚園の

建物を「コミュニティハウス」として活用で

きるよう市当局に働きかけ、同年８月開所

した。

　コミュニティ協議会は各町内の会長ほか

各種団体の代表等で構成され、住民からの

負担金などを財源に、納涼大会やふれあい

給食などの事業を実施している。また、コ

ミュニティハウスでは、各種の文化活動

サークルが利用するなど地区の文化交流の

拠点となっている。

隣接の集落
　牧山地区の西の山側を上ると金山に至るが、こ
の辺りには、かつて牧山村を構成し、役場や小学
校の分教場があった大月や大坪、中野、高野尻等
の集落がある。しかし、現在は国道53号から金
山へと通じる道路を利用するため、当地区との交
流はほとんどなくなっている。
　また、クラインガルテンの西の山の上に位置
する堀越についても、昭和40年代まで牧山駅
まで歩いて通勤していた人もいたが、現在交流
はない。
　中牧の北側には、旧御津町の湯須及び十谷集
落が位置している。両集落とも江戸期は中牧村
に属し、明治からは牧山村を構成していたが、昭
和29（1954）年の当地区の岡山市編入で一旦
市町が分かれることとなった。

　対岸の旭川左岸は南から、岡山市の大久保、そ
して旧御津町の河瀬、鍋谷、大鹿と続く。
　大久保集落は牧山駅の対岸にあり、住民も比較
的多く、牧山駅から通勤・通学している者も多い。
長年、駅までは渡し船を利用していたが、昭和53
（1978）年に潜水歩道橋ができた。
　鍋谷、大鹿集落とは昔、渡し船で往き来し交際
もあった。また、鍋谷に渡り、乢を越えて足王神
社（旧山陽町）へ参拝した時代もある。一方、大鹿
へ渡り、乢を越えると旧赤坂町の山口集落に出て
町刈田に至る。
　隣接する旧御津町の集落は平成の合併により
同じ岡山市になったが、現在ほとんど交流はな
く、また、大久保の人とも牧山駅で挨拶をする程
度に止まっている。
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下　牧 中　牧 計 備　考

昭和30（1955）年 ４７１（１０１） ３７７（	７８） ８４８（１７９）

35（1960）年 ４５９（１０１） ３３４（	７３） ７９３（１７４）

40（1965）年 ４０２（	９７） ２８３（	６８） ６８５（１６５）

45（1970）年 ３４８（	９２） ２６０（	６３） ６０８（１５５）

50（1975）年 集計なし

55（1980）年 　〃

60（1985）年 ３２６（１０２） ２６１（	７０） ５８７（１７２）

平成 	２（1990）年 ３２１（１００） ２４６（	６９） ５６７（１６９）

　　７（1995）年 ２８２（	９２） ２３７（	７０） ５１９（１６２）

12（2000）年 ２４６（	８４） １９１（	６７） ４３７（１５１）

17（2005）年 ２２９（	８１） １６５（	６３） ３９４（１４４）

22（2010）年 １９９（	７７） １５３（	５７） ３５２（１３４）

単位：人、（　）内は世帯数

　昭和50年及び55年には当地区での集計は行われていない（牧石学区での集計のみ）。

参考までに、旧牧山村の国勢調査人口は、

明治35（1902）年　　1,930人　　418世帯

大正元  （1912）年　　1,745人　　400世帯

昭和25（1950）年　　1,878人　　350世帯

御津町へ合併した昭和28（1953）年４月時点では、1,782人　358世帯。

表：人口の推移
　牧山地区の昭和30（1955）年以降の人口と世帯数（国勢調査）は、次の表のとおりである。

　半世紀の間に人口は半分以下に減っており、今後も減少が続くと予想される。
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２　教　育

（１）小学校
　牧山地区の小学校は、明治９（1876）年、学

制発布後の下牧村113番小学と中牧村114番

小学を統合して郷池の下に牧郷小学として開

設されたことに始まる。

　明治23（1890）年、前年の牧山村発足に伴

い、村立牧山尋常小学校と改まり、同時に北

野分教場も設置された。その後、明治31

（1898）年、中国鉄道（現在のJR津山線）敷設の

ため現在地に移転、同34（1901）年には高等

科も加わり牧山尋常高等小学校と改称した。

翌35（1902）年、大月に分校を移し、大正４

（1916）年には牧山女学校を併設、さらに昭和

16（1941）年、国民学校となった。この間一

貫して、質実勤勉の教育が展開されてきた。

　戦後の昭和22（1947）年、新教育制度に基

づいて牧山小学校と改名（高等科が廃止され、

中学生は宇垣中学校へ通学）、翌23（1948）

年 にはPTAが 結 成された。そして同 28

（1953）年、村の合併により御津町立牧山小学

校となり、翌29（1954）年には岡山市編入に

よって岡山市立牧石小学校牧山分校となった。

　分校では１年生から５年生までの児童が学

び（一部学年は複式学級）、６年生は本校に通

うという変則的なものであった（大戸地区は

１～６年生まで本校に通った）。しかし、昭和

48（1973）年にプール、54（1979）年に体育

館、55（1980）年に新運動場、平成６（1994）

年に普通教室棟と施設の整備充実が図られる

とともに、「和紙づくり学習」など少人数ゆえ

にきめ細やかな教育が行われてきた。また、

市内唯一の分校として新聞等で取り上げられ

ることも多かった。

　PTAは草刈り奉仕などの活動を全員で行

い、地区住民も分校支援に努め行事には地区

総出であった。なかでも運動会は分校・幼稚

園と地区体育協会の共催で行われ、児童・園

児のみならず多数の地区民が参加、運動会の

フィナーレを飾る総合リレーは、町内毎に子

供から大人までがタスキを繋ぐ競走で、大い

に盛り上がった。

運動会開会式（旧運動場）牧山分校旧校舎

講　堂
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　昭和59（1984）年には鉄筋コンクリートの

新園舎に改築されるなど、市当局と地区民の

協力により幼児教育を推進してきたが、園児

数の減少により平成９（1997）年休園、そして

同16（2004）年に閉園となった。

　卒園者は合計で298名、最後の年は３名の

園児であった。

旧幼稚園舎

　しかし、分校は児童数の減少により、平成

16（2004）年３月をもって閉校、牧石小学校

に統合された。最後の在校生は11名で、児童

たちはJRに乗り本校まで通うこととなった。

　牧山校は、明治、大正、昭和、平成の四代

にわたる127年の間、教職員の努力と保護者、

そして地区民の物心両面の支援により、人間

形成の場として、文化・スポーツ活動の拠点

として重要な役割を果たし、二千名近くの卒

業（修了）生を世に送ってきた。

　なお、昭和31（1956）年に80周年記念式、

同51（1976）年に百周年記念式が盛大に挙行

され、記念誌も発行されている。

卒業生

　明治30年～昭和29年　尋常科　1,539名

５年修了生

　昭和29年～平成15年　　　　　　409名

児童数の推移

　昭和25年 240名

　昭和29年　92名　

　昭和30年　85名　

　昭和40年　43名

　昭和50年　35名　

　昭和60年　36名

　平成７年　23名

　平成15年（閉校年度）　11名

（２）幼稚園
　牧山幼稚園は、昭和30（1955）年３月、牧

山公民館を改造し私立の幼稚園として設置さ

れ、翌４月には地域の強い要望を受け「市立牧

山幼稚園」として開園した。

（３）ラポート牧山
　閉校となった牧山分校の校舎を使って、「ラ

ポート牧山」が開設されている。

　ラポート牧山は平成10（1998）年、不登校

の小学生を対象とした市内２番目の適応指導

教室として元牧山幼稚園舎を使い設置され、

同16（2004）年には、閉校となった分校に全

面移転し、中学生も受け入れる適応指導教室

に改編された。

ラポート牧山
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　“ラポート（rapport）”は、「親密感」「親和

感」「心的和合」等と訳される英語で、温かい心

の交流が牧山の地で実現することを願い「ラ

ポート牧山」と名付けられたものである。

　ラポート牧山では、恵まれた自然の中で、児

童生徒同士や指導員と、また地域の人とのふ

れあいの中で、一人ひとりの個性を生かした

支援をめざし日々取り組んでいる。

（４）体育協会
　牧山学区体育協会は昭和49（1974）年に設

立され、牧山分校閉校と同時に解散した。そ

の活動は、まさに牧山分校と共にあったと言

ってよい。

　分校の児童が少ない中、運動会の主催者に

名を連ね、準備等に当たるとともに、多くの

地区民の参加を呼びかけ、秋の一日を盛り上

げた。

　また、PTAと共催で、バレーボール大会や

バドミントン大会、ソフトボール大会なども

開催した。加えて、独自事業として、平成２

（1990）年からは「納涼盆踊り大会」を開催し

たり、健康づくりと親睦を目的に「歩こう会」

を企画実施してきた。

　地区のスポーツと健康づくり、そして親睦

を図ってきた体育協会であったが、青・壮年

歩こう会（金山）

層の減少等もあり、分校閉校を機に解散とな

った。

　「納涼大会」は現在、コミュニティ協議会主

催で引き継がれているが、多くの地区民が参

加するスポーツの場が無くなったことには一

抹の寂しさを感じざるを得ない。
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旧牧山駅（昭和30年頃）

平成17年2月27日付　山陽新聞
 （山陽新聞社提供）

　乗客減に伴い合理化が図られることとな

り、牧山駅も昭和46（1971）年12月から無人

駅となり、駅舎もなくなった。（因みに、蒸気

機関車が全廃されたのも、この年３月である）

　津山線は山間部を走行するため、落石が多

く発生しているが、特に近年は、当地区での

大事故が目立つ。

　平成17（2005）年２月には、大戸の南、管

掛トンネルの北あたりで土砂が崩れ列車が衝

突する事故があった。

　さらに翌18（2006）年11月、大戸と下谷の

境付近の山から落石があり、列車は脱線・転

覆、負傷者25人の大事故となった。津山線は

野々口－法界院間が止まり、並行している県

道も通行止めとなり、復旧したのは４ヵ月後

の翌年３月であった。

３　交　通

（１）津山線
　津山線は、明治31（1898）年の「中国鉄道

本線」岡山－津山間開通に始まる。

　区間はほぼ津山街道に沿う形であるが、法

界院－野々口間は難所の辛香峠を避けて旭川

沿いに建設されたことから、当地区を通るこ

ととなった。それでもなお郷のあたりは急勾

配で、『牧山校百年誌』には当時の思い出とし

て、機関車が喘ぎながら上っていた様が記さ

れている。牧山駅は開業当初にはなく、出来

たのは開業14年後の大正元（1912）年10月で

あった。そして、この鉄道の開業により高瀬

舟による旭川の舟運は主役の座から降りるこ

ととなった。

　その後、昭和19（1944）年に国有化、さら

に同62（1987）年に民営化されJRとなり、現

在に至っているが、昭和40年代からの自動車

の普及、沿線地域の過疎化もあり、利用者は

徐々に減少している。牧山駅の一日平均乗車

人数も、昭和30（1955）年度の345人から45

（1970）年度260人、平成元（1989）年度157

人と減少が続き、そして同24（2012）年度で

は49人にまで減っている。
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平成18年11月20日付　山陽新聞 
（山陽新聞社提供）

　駅近くの旭川に架けられている橋（潜水歩

道橋）は昭和53（1978）年に完成したもので、

大久保地区からは長年渡し船を使っていた

が、往来の不便さが解消されることとなった。

（２）県道、市道など
①県道玉柏野々口線
　旭川に沿って延びる県道玉柏野々口線

は、古くは郡道金川岡山線＝岡山市より牧

石、牧山、宇垣を経て国道に合するものに

して岡山牟佐線の延長なり、と『御津町史』

に記されていた路線で、県道認定されたの

は昭和35（1960）年である。

 県道認定の前、昭和８（1933）年には既に

地区の入り口に当たる管掛トンネルができ

ており、また、「二重石垣」と呼ばれる道路

と津山線が並行して走る立派な石垣も造ら

れていたが、昭和40年代まで道幅は狭く、

未舗装であった。

　連合町内会では地区の重点要望として

道 路 の 拡 幅・舗 装 を 働 き か け、昭 和 50

（1975）年頃には概ね舗装されたが、拡幅

については時間を要し、現在も未拡幅で見

通しの悪い箇所が依然として残っている。

また、津山線と並行して山際を通るため、

落石により通行止めになることが幾度も

あった。

　郷・中牧地区では県道が旭川の堤防とも

なっているが、大水で道路が欠損したり、

特に平成10（1998）年の台風の際には県道

を越えて地区内に泥水が流れ込んだ。地区

では嵩上げを強く要望し、計画も出来てい

るが、工事の進捗は捗々しくない。

　また、近年は通行する車の数が急増し、

事故も増えており、嵩上げと合わせ更なる

拡幅整備が必要である。

大久保の渡し船（昭和52年頃）

復旧した津山線
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②市道、農道、林道
　県道から集落内へは市道がつながってい

るが、各町内会では、日常生活の基盤とし

て、また、緊急時の車両がスムーズに通行

できるよう、その整備を市当局に働きかけ、

地区民の協力も得ながら逐次改善を図って

きた。ただ、地形的なこともあり、狭隘あ

るいは未舗装の箇所もまだ残っている。

　農道や林道もほぼ似た状況であるが、こ

のうち元牧山分校運動場から淀子神社を経

て十谷へ抜ける林道は、県道が災害で通行

止めとなり地区が孤立した際の緊急避難道

として平成11（1999）年度から重点的に整

備を進めてきたものである。

高　瀬　舟
　高瀬舟は、長さ15ｍほどの船底の平らな木
造船で、江戸時代から昭和初期まで県の北部
と南部を結ぶ物資運搬の中心的な役割を担っ
ていた。
『上谷地区の風土記』には、高瀬舟の運航の様
子とともに、高瀬舟の寄港地として栄えたこと
や明治時代の「営業鑑札」、高瀬舟の「櫓」、
「ランプ」が記載されている。また、『御津町
史』には、下牧には船大工がいたこと、湯須や
大鹿などが船を多数所有する船頭集落であった
ことなどが記されている。
　運んだ物資は、下りは米穀、薪材、木炭な
どが中心で、上りでは日用雑貨品や肥料等で
あった。

　しかし、この高瀬舟も、明治31（1898）年
に中国鉄道本線（津山線）が開通すると年を追
って減少し、さらに昭和９（1934）年の大水
害で舟を失い、旭川の姿も一変したことによ
り、完全に消えることとなった。

管掛トンネル

高瀬舟
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こととし、平成14（2002）年工事が完了、ト

イレの水洗化と台所・風呂場から出る生活雑

排水の集中処理が実現し、地区内を流れる用

水もきれいになった。なお、浄化センターは

中牧地内に設置されている。

（２）郵便局と電話、テレビ
①牧山郵便局
　牧山郵便局は昭和６（1931）年、下谷に牧

山郵便取扱所として開設され、２年後の同

８（1933）年に牧山郵便局となり、現在は簡

易郵便局として郵便、貯金、保険業務を取

り扱っている。

　当初の局舎は現局舎から津山線のガード

を潜って上がった所にあったが、昭和42

（1967）年、県道沿いの現在地に新局舎を建

てて移転した。

②電　話　
　電話機は、昭和20年代までは公的施設な

どを除くとほとんどなく、30年代でも各町

内に呼び出し用の共同電話が一台置かれる

という状況であった。しかし、昭和37

（1962）年、原に交換局ができ局番28局（現

在の228局。なお大戸地区は229局）が新設

されると、40年頃から一気に設置が進んだ。

　その後、平成に入ると携帯電話が普及し

始め、特に平成11（1999）年、近くに基地

局の設置が整ってからは全ての携帯電話の

4　暮らし

（１）上下水道
　牧山地区（大戸を除く）に水道が整備され

たのは、昭和42（1967）年の簡易水道からで

ある。

　旭川の伏流水を郷地区で取水し、ポンプで

上谷の松尾神社の上、標高75ｍの山上に造っ

た配水池にあげて、そこから延長5,700ｍの

配水管で各戸に送る仕組みで、総事業費は約

2,700万円であった。

　市内唯一、水道のなかった牧山分校にも水道

がつながり、衛生面でも向上することとなった。

　その後、昭和49（1974）年には岡山市水道

に統合された。また、平成13（2001）年には

牟佐からの送水に切り替わるとともに、大戸

地区にも給水が開始された。

　一方、下水については、各戸ごとに汲み取

りや合併処理浄化槽で処理していたが、郷・

中牧地区では平成10（1998）年、農業集落排

水事業（農村下水道）により下水道を整備する

簡易水道ポンプ場 　「岡山市水道誌」より

農排浄化センター

旧郵便局舎
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旧郵便局舎
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スムーズな使用が可能となった。

③テレビ
　テレビ放送は昭和28（1953）年に開始さ

れたが、当初は街頭や公共施設等に設置さ

れたテレビ受信機で見るといった状況で、

当地区でも牧山分校が最初の設置と思われ

る。その後も一部の家にしかなく、その家

に見に行くという時期もあったが、30年代

後半から急速に普及し現在に至っている。

　ただ、当地区は山間部にあり鮮明な画像

を受信できないところが多かったため、

郷・中牧では昭和52（1977）年、下谷・中

谷では同56（1981）年に共同受信アンテナ

を設置した。その後、平成20（2008）年に

ケーブルテレビ（オニビジョン）が敷設さ

れ、テレビ受信環境問題は解決した。

（３）福祉団体
　社会福祉関係で活動しているのは、民生

委員と愛育委員、保護司である。

　このうち、民生委員には、下牧、郷・中

牧それぞれ１名が厚生労働大臣から委嘱さ

れ、住民の立場にたって相談に応じるなど

活動を行っている。

　また、愛育委員には各町内から一人ずつ

女性が選ばれ、地区愛育委員会を構成して

いる。当初は母子保健中心の活動を行って

いたが、近年の高齢化等も踏まえ健康づく

り全般と献血事業などに携わっている。

　社会福祉協議会に関しては、かつては牧

山地区で単独設置され敬老会やふれあい給

食等の事業を独自に行っていたが、現在は
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戦争のこと
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◦ラポート牧山体育館の裏手に
「忠魂碑」が建てられている
（昭和15（1940）年建立）。
◦『御津町史』に、戦没者の名
簿が残されている。
◦『牧山校百年誌』に、「戦いの
日々」「大東亜戦争下の小学
生」「終戦直後のころ」と題
する教職員、卒業生の投稿
が掲載されている。 忠魂碑
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5　産　業

（１）主な作物　
　牧山地区では現在、稲作と果樹（ブドウ）栽

培が主に行われている。

　稲作については、平坦地が少ないなか、上

谷の棚田などにみられるように、先人たちは

山側へ田畑を開墾し、ため池を利用して米作

りを行ってきた。ただ、こうした所も含め、

近年は休耕田となっているところも多い。

　果樹、なかでもブドウについては、昭和30

年頃から栽培が進み、品種も当初のキャンベ

ルやベリーAから、ピオーネに移り、近年で

はシャインマスカットも増えている。ただ、

こちらも農家の高齢化等あって、栽培面積は

漸減傾向にある。

　こうしたなか、最近は、直売所向けに多種

の野菜作りを行う農家も多い。

　また、近年の大きな問題は、イノシシなど

による被害である。防護柵や捕獲檻を設置し

ているものの被害地域は拡大し損害も急増し

ている。

　なお、かつて当地区で栽培・収穫されてい

た作物について、統計など資料は見当たらな

いが、記憶を頼りに記しておきたい。

ア）養　蚕

　大正から昭和にかけて当地区でも蚕を

飼っていたが、昭和初期がピークで、戦後

は消えた。（牧山村当時の昭和５（1930）年

に養蚕戸数160との記録がある）

イ）サトウキビ

　砂糖を作るために戦中から戦後にかけ

て栽培され、共同で砂糖づくりが行われ

ていたが、昭和30年頃にはなくなった。

ウ）薪（割り木）、炭焼き、松茸

　山に囲まれた地域であることから、山

の木を伐り、下までケーブルで降し出荷

していた。それより前の時代には、炭焼

きも行われている。

　また、昭和30年代までは松茸もたくさ

ん採れていた。

エ）川　魚　　

　旭川ではハエや鮎も採れる。ただ、出

荷するまでの量ではない。

（２）農　協
　農協は、米やブドウなど農作物の出荷、肥

料や生活物資の購買、そして金融・保険機関

としての機能を合わせもつ地区の大きな拠点

であった。

　当地区の農協は、昭和26（1951）年に「牧山

　上谷の棚田

ブドウハウス
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農業協同組合」として発足し、同28（1953）

年以降は元牧山村役場の建物を使い業務を行

っていたが、同36（1961）年に岡山市農協と

合併し牧山支所となった。

　そして、昭和45（1970）年、建物が古く狭

いことから、現在地に事務室のほか倉庫や会

議室も備えた二階建ての建物を新築し移転、

敷地内に共同選果場も併設した。しかし、そ

の後、平成18（2006）年に合理化の一環で支

所から事業所になり、更に同24（2012）年に

は事業所としても閉鎖され、現在はATMコー

ナーが残るのみである。

　一方、共同選果場は、昭和45（1970）年に

設立された「ブドウ生産組合」の出荷拠点とし

て今も活用されている。

（３）牧山クラインガルテン
　牧山クラインガルテンは、平成８（1996）

年に開園した大規模市民農園である。

　緑豊かな自然の中で野菜や花づくりをした

いという都市住民のニーズに応えるとともに、

地区住民との交流の場を提供し、併せて地区の

遊休農地の活用と活性化を目的として岡山市

が設置したもので、広く市民に開放の公園機能

も持つ新しいタイプの市民農園である。

　“クラインガルテン”とはドイツ語で“小さ

な庭”の意味で、遠くからも目につく「ラウ

べ」と呼ばれる木造の小舎が付設された農園

や普通農園が数多くあり、また、クラブハウ

スも整備されている。

　施設の全体面積は7.12ha（用地は市が地権

者から借り上げ方式）で、平成５（1993）年か

ら工事が始まり、同８（1996）年４月にオープ

ンした（総事業費約10億円）。ラウベ付き農園

91、普通農園357のほかに、作業小屋やふれ

あい広場、そしてクラブハウス内に食堂やシ

ャワー室などもある。

　運営に当たっては、開園時から農協に委託

され、実際の業務は地元管理クラブが行うと

いう形がとられてきたが、平成26（2014）

年、指定管理者制度導入に伴い、地元で組織

したNPO法人「牧景園」が受託することとな

った。

　クラインガルテンでは、農園利用者からの

農作業相談に応じるほか、毎年秋には収穫祭

を開催しており、また、コミュニティ協議会

主催の納涼大会の会場になるなど地域住民の

交流の場となっている。

　しかし一方で、平成10（1998）年の水害で

はクラブハウスの軒先まで水没し、農園も泥

だらけとなった。また、農園の利用率は当初

80％を超える盛況さであったが、近年は50％

ほどに低迷といった課題も抱えている。

　NPO法人「牧景園」は、平成26（2014）年に

設立された牧山地区唯一のNPO法人である。

クラインガルテンの指定管理者制度導入にあ

たり、その受け皿になるとともに地区の活性

化を図ろうと地元住民で組織され、活動範囲

も徐々に広げている。

クラインガルテン
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６　神社・史跡・祭り

（１）神　社
 下牧地区の氏神様として「松尾神社」が上谷

にある。

　創建は寛永17（1640）年と伝えられ、元は

「松尾大明神」といっていたが、明治になって

改号、主祭神は大山昨命・市杵島姫命である。

主要な建物として、本殿、拝殿、随身門があ

り、摂末社として天神社と二つの稲荷神社が

ある。

 祭礼は毎年10月の第二土・日曜日に行われ

ている。祭りの運営システムとして「稲屋（と

うや）制度」があり、秋の祭礼を取り仕切るだ

けでなく、1年間、神社のお世話をすることに

なる。

　中牧地区（湯須、十谷、北野を含むエリア）

の氏神様として「淀子神社」が上の山の西の山

頂にある。

　創建は寛永17（1640）年と伝えられ、近世

までは「淀子大明神」と号していた。祭神は淀

姫命で、水の神、川の神として信仰されてい

る。本殿、割拝殿、随身門等があり、幾度も

松尾神社

修理が行われているが、直近では平成６

（1994）年から大がかりな修理が行われ、併せ

て自動車も通れる道路も整備された。

　祭礼は10月の第四日曜日に行われている。

松尾神社と同様の運営システムがあり、「頭屋

(とうや)」と呼称している。

　また、中牧・郷地区の氏神様として、中牧

に「石井八幡宮」があり、祭礼は10月第二月

曜日に行われる。境内には大銀杏が２本あ

り、樹齢300年、胴周りはそれぞれ大人３人

抱え、高さ30ｍで、岡山市の保存樹に指定さ

れている。

　中谷の県道沿いに、沖田姫大明神をお祀り

している「沖田様」がある。言い伝えでは江戸

時代、沖新田堤防の難工事の時に「きた」とい

う若い女性が人柱になったが、その出生地が

当地で、沖田姫として祀られたとのことであ

淀子神社

石井八幡宮
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淀子神社

石井八幡宮
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（２）史　跡
　中谷、旭川の瀬（現在、猪俣の瀬と呼ばれて

いる）の西の田の畦に「猪俣小平六の墓」があ

る。いつの頃か、村の下にあるこの瀬で小平

六と五輪五郎王子が戦い、互いに深手を負い

遂に斃れ、小平六は中谷村に葬られ、一方の

五輪五郎も流れて浜の元に漂着し葬られたと

の伝承が残る。（旭川対岸の大久保地区に一畝

程の墓地があり、その中央に一基の石塔があ

って、「五輪五郎の墓」と伝えられている。）

　中牧には雨乞いの「サンコウ様」がある。上

の山（標高226ｍ）の山頂に２畝ばかりの平坦

な場所があり、そこに墓石風の石碑が２基建

てられている。

猪俣小平六の墓

る。（市内中区沖元にある「沖田神社」、その境

内には「沖田姫神社」もあり、これらとの関係

を調べてみたが不明であった。）

　この他にも、大戸に立派な鳥居が残る「番神

宮」、下谷に「祖師堂」、中谷に雨を呼ぶ祭神と

いわれる「竜王様」、郷に「鬼子母神」、中牧に

「天神様」などがある。また、中牧では、平成

10（1998）年の水害を機に「水神様祭り」を復

活し、旭川河川敷で実施している。

沖田様

お　寺
　現在、牧山地区にお寺はないが、“昔は、この
地区にもお寺があった”“村民は日蓮宗不受不施派
の信徒であった”、そんな言い伝えも残る。
　確かに、江戸時代の文書には、下牧村にあった
日蓮宗長福寺、中牧村の本村にあった日蓮宗宗林
寺、同清住坊・法住坊、十谷の妙興寺など（いず

れも道林寺（中山）の末寺）が寛文６年に廃寺、と
あり、日蓮宗のお寺があったことが窺える。
　備前法華の土地柄もあり、現在でも、下牧は法
華宗菅能寺（市内北区旭本町）、中牧は日蓮宗妙林
寺（市内北区三門）の檀家が多い。
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（３）祭りと行事
　毎年お盆の時期には、クラインガルテンを

会場に「納涼大会」が盛大に開催されている。

　かつて分校の運動場で行われていた「盆踊

り大会」は分校閉校とともになくなっていた

が、コミュニティ協議会の主催で平成20

（2008）年に「納涼大会」として復活（盆踊りも

同27（2015）年から復活）、各町内からの出

納涼大会

クラインガルテン収穫祭

店、カラオケや文化活動サークルの発表、抽

選会など、お盆で帰省した子や孫たちも加わ

る地区の交流の場、最大の行事となっている。

　また、11月下旬には、クラインガルテンで

収穫祭が開かれる。農作物の収穫を喜び、農

園利用者と地区との交流を図ろうと始まった

もので、会場では地元農家が作った野菜を格

安販売する青空市や旭川で採った川ガニを並

べる店なども並び、買い物客の列ができる。

「いのこ」と「こがあ」
　子供の伝統行事として、「いのこ」と「こがあ」が
ある。
　「いのこ」は11月、その年にお嫁さんを迎えた
家を稲わらを打ちながら回り、お菓子などをもら
うもので、下牧・中牧両地区に残る行事である。
　一方の「こがあ」は、下牧地区だけにある行事

で、毎年１月15日頃、子供たちが集まって「こが
あ」と言いながら家々を回って心づけやお米をも
らい、それらを使って食べ物などを作り子供同士
が交流するものである。いずれも子供の楽しみな
行事である。
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　「いのこ」は11月、その年にお嫁さんを迎えた
家を稲わらを打ちながら回り、お菓子などをもら
うもので、下牧・中牧両地区に残る行事である。
　一方の「こがあ」は、下牧地区だけにある行事

で、毎年１月15日頃、子供たちが集まって「こが
あ」と言いながら家々を回って心づけやお米をも
らい、それらを使って食べ物などを作り子供同士
が交流するものである。いずれも子供の楽しみな
行事である。
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７　災　害

　当地区は旭川に面しており、西側も山に囲
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防災対策を講じ、住民の安全を確保すること

が地区の最重要課題の一つである。
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　旭川の氾濫は何度も起こっており、特に昭

和９（1934）年、同20（1945）年、そして平

成10（1998）年に甚大な被害を受けた。
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　旭川の堤防も脆弱でダムもない明治時

代、水害は幾度もあったと思われるが、な

かでも明治25（1892）年と26（1893）

年、そして31（1898）年に大きな被害が

出ている。

　『御津町史』の関係部分を見ると、明治

25年７月の水害について「旭川の洪水は、

…牧山の半ばを侵害し…」とあり、また、

26年10月にも台風の影響で旭川では水位

９ｍとなり、「激しい水勢が氾濫して沿岸

を破壊、…牧山の村々が大きな被害を受け

た」とある。

②昭和9（1934）年
　超大型の室戸台風は９月21日、高知県の

室戸岬西に上陸、大阪から日本海に抜け、

暴風雨や高潮のため全国で約３千人の死

者・行方不明者を出した。

　県下でも20日午後から暴風雨となり、旭

川上流の湯原町では330ミリの雨量を記

録、旭川をはじめ吉井川、高梁川は急激な

増水をみた。

　21日朝になると、上空は晴れてきたが旭

川の水位は上昇、相生橋は流失、続いて市

内各所で堤防が決壊し、岡山市街地は大半

が濁流に洗われ、所によっては床上２ｍ以

上に達した。死者15人、浸水家屋は１万６

千戸を数えた。

　当地区に関する記録はないが、下牧水位

観測所での最高水位は9.5ｍ（現在まででも

一番高い）に達しており、甚大な被害を受け

たと思われる。

　

③昭和20（1945）年
　９月17日夜から18日にかけ、枕崎台風に

襲われている。

　終戦直後で詳細は不明であるが、特に吉

井川流域での被害が大きかったようで、県

下の死者・行方不明は129人に達し、旭川

水系の百間川の堤防も一部が壊れた。

　下牧水位観測所では8.56ｍを記録してお

り、当地区でも大きな被害があったと推測

される。

昭和９年9月23日付　山陽新報
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④昭和47（1972）年
　７月10日から12日にかけて断続的に雨

が降り続き、県下の河川は大洪水となった。

特に成羽川沿岸では死者も多数出ており、

また、旭川ダムでも流入量の毎秒2,600ト

ンがそのまま放流される状況になり、郷の

県道も一部流出する被害が出た。

⑤平成10（1998）年
　10月17日深夜、玉野市に上陸した台風

10号は、18日未明にかけて県東部を縦断し

県内各地に強い雨をもたらした。降り始め

からの総雨量は旭町239ミリ、建部町204

ミリ、上斉原村263ミリなど中北部で200

ミリを超え、旭川ダムの最大流入量は毎秒

3,380トンとなり、ダムは最大2,696トンを

放流した。

　当地区では18日午前２時頃、サイレンが

二度鳴るとともに、広報車から「旭川ダムは

毎秒650トンを放流」との放送があったが、

その後の広報がないなか、４時頃には中牧

で床上浸水の家屋が出、道路も冠水、地区

全域が陸の孤島となった。（下牧水位観測所

での最高水位は9.16ｍ）

　その後、５時ごろから水位も下がり始めた

が、夜明けとともに被害も判明し、中牧で23

戸、郷で５戸、中谷で１戸が床上・床下浸水

という甚大なものであった。多くの田畑も冠

水し、また、県道の一部が流出し大型車は通

行不能、地区全域で断水となった。

　この台風では、旭川上流の御津町や建部

下牧水位観測所

平成10年10月19日付　山陽新聞 
（山陽新聞社提供）

中牧地区冠水（平成10年10月18日）
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（２）ため池の堤防決壊　
　大戸で昭和56（1981）年６月28日、数日前

から断続的に続いていた大雨のため、標高

200ｍの山腹にある農業用ため池「大原池」の

堤防が幅20ｍ、高さ７ｍにわたり崩れた。土

砂まじりの濁流は谷川に沿って下池に流れ込

み、下池も水があふれて堤防を越え、濁流は

住宅地を経て津山線と県道も越えて、旭川に

流れ込んだ。床上・床下浸水各１戸の被害が

出たが、異変に気付いた住民の通報もあって

幸い人的被害はなかった。

町等でも多数の浸水被害が出、また吉井川

水系の津山市や吉井町等でも浸水被害が続

出していた。

　山陽新聞では翌19日、「岡山市中牧では

150世帯が孤立」と伝えている。また、後日、

「災害時の課題探る」と題して被災の実情を

紹介、さらに、旭川ダムの放流の際の広報

体制に不備があったことも報道している。

　幸い人的被害はなかったものの、深夜に

膝までつかる濁流の中を高台や山に避難し

た子供をはじめ住民には心に大きな傷を残

し、地区から離れる家族もあった。

　その後、旭川ダムの放流時の広報体制な

ど整備されてきたが、肝心の県道（堤防）の

嵩上げはまだ準備段階であり、一刻も早い

整備が求められる。

⑥平成18（2006）年
　７月19日、梅雨前線による大雨に見舞わ

れ、御津矢原で床下浸水などの被害が出て

いる。旭川ダム放流は約1,600トンで、当地

区でもクラインガルテン前の県道などが一

部欠損した。　　　

　　 昭和56年６月29日付　山陽新聞 
（山陽新聞社提供）

クラインガルテン付近で越水
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消防車

岡山市消防ヘリ訓練

（３）防災施設の整備と自主防災
　水害等が多い当地区においては、防災施設

の整備と住民自らの防災対応、消防団活動が

極めて重要である。　

　近年、異常気象により大雨・豪雨が多発し

ており、旭川に面した当地区では県道（堤防）

の嵩上げが何よりも急がれる。

　また、土砂災害も全国的に増えており、山

を背後に控えた箇所で急傾斜地対策工事が行

われたところもあるが、ため池の適切な管理

も含め、更なる防護対策が必要である。

　自主防災に関しては、平成10（1998）年の

大水害を教訓に翌11（1999）年、町内会単位

で自主防災会を結成し、防災用具なども整備

している。当地区の結成は市全体を見ても早

いものであったが、結成から十余年経ってお

り、高齢化等の現状を踏まえた組織・活動の

見直しが必要となっている。

　また、消防団は山林火災や水害の際あるい

は火災予防啓発等に活躍してきた。現在、当

地区からは市消防団牧石分団に14名が入っ

ており、平成26（2014）年には消防車が下牧

に配備された。

　さらに近年では、岡山市消防ヘリコプター

の水難救助訓練が中牧・郷地区の旭川河川敷

を使い毎年実施されている。

県道（堤防）嵩上げ工事
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世　帯　数 人　数 65歳以上 高齢化率

大　　戸 4 8 6 75 %

下　　谷 34 93 50 54 %

中　　谷 16 40 17 43 %

上　　谷 16 37 23 62 %

郷 28 73 47 64 %

中　　牧 24 63 37 59 %

計 122 314 180 57 %

人口と高齢化の現状
　　平成28(2016)年１月

（参考：国勢調査）

平成７ （1995）年 　 162世帯 　519人

平成17（2005）年 　 144世帯 　394人

８　これからの牧山

　牧山地区が現在のエリアとなっておよそ

60年経つが、子供の数が極端に少なくなると

ともに人口減と高齢化が急速に進んでおり

（下表参照）、今後この傾向は加速するものと

予測される。

　こうした中で地区の大きな課題として、人

口減をいかに食い止めるか、高齢者をどのよ

うに支援するかがあげられ、同時に、空き家

や耕作放棄地の増加、道路・水路の維持管理

への対応といった問題も起こっている。

　また、地区はこれまで幾度となく大きな災

害に見舞われており、県道（堤防）の嵩上げを

はじめ、土砂災害防止施設の整備など防災対

策も緊急の課題である。

　このような課題を抱えた当地区ではある

が、幸い市中心部から車で僅か30分程の近い

位置にあり、そして“山紫水明”、旭川ときれ

いな空気、緑豊かな自然に恵まれ、クライン

ガルテン等の拠点も有している。こうした特

性は、地元に住む我々よりも地区外から来る

人々のよく理解するところでもある。また、

下牧地区では集落を越えて活動する「農援

隊」といった新たな組織づくりも進んでいる。

　地区としてはこれらの資源を最大限に生か

しながら、若い世代の意見を取り入れ、知恵

を出し合い、協力して明日の牧山づくりに取

り組むことが望まれる。そして、高齢者と若

者が共にいきいき暮らすことのできる、安全

なむらづくりが進められるものと信じている。



資 料 編
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■ 牧山村歴代村長

会　　長 大　　戸 下　　谷 中　　谷 上　　谷 郷 中　　牧

昭和34年度 田中　 亀吉 谷合　 高一 時末 亀三郎 宇野　 財一 加藤　 豊正 三戸岡 素直

35年度 田中　 亀吉 小山　 綱三 時末　 一雄 尾﨑　 邦麿 杉山　 礒三 池田　 輝義

36年度 田中　 亀吉 小山　 綱三 時末　 一雄 尾﨑　 邦麿 杉山　 礒三 池田　 輝義

37年度 宇野　 石男 小山　 綱三 尾原　 正雄 尾﨑　 邦麿 大倉　 欽禄 池田　 輝義

38年度 尾﨑　 邦麿

39年度

40年度 宇野　 財一

41年度 宇野　 石男 青木　 初男 尾原　 　実 宇野　 財一 三戸岡 秀男 池田　 輝義

42年度 宇野　 石男 谷合　 正義 尾原　 正雄 秋山　 睦哉 三戸岡 秀男 角道　 貞純

43年度 久山　 幸雄 谷合　 正義 尾原　 正雄 秋山　 睦哉 杉山　 正夫 小林　 正衛

44年度 宇野　 石男 秋山　 建治 山本　 幸雄 秋山　 　毅 杉山　 鹿雄 大倉　　 勇

45年度 宇野　 一登 秋山　 建治 尾原　　滸 秋山　 孝之 桑原　 武和 八代　　 武

46年度 宇野　 一登 秋山　 建治 尾原　　滸 秋山　 昇三 角道　 彰一 青江　 春次

47年度 宇野　 五郎 近常 三津男 尾原　　滸 秋山　 昇三 三戸岡 秀男 青江　 一男

48年度 近常　 利治 久山　 俊男 尾原　　実 宇野　 徳次 角道　 高光 小林　 良教

49年度 田中　 　望 久山　 俊男 尾原　　実 秋山　 睦哉 杉山　 　実 大倉　 武仁

50年度 塚常　 義雄 近常　 圭一 藤原　 勝柾 秋山　 昇三 久住　 彰夫 宇野　 　尚

51年度 久山　 幸雄 近常　 圭一 藤原　 勝柾 宇野　 　博 桑原　 昭男 八代　　 正

52年度 久山　 幸雄 青木　 祐太 藤原　 勝柾 宇野　 　博 桑原　 昭男 八代　 晃治

53年度 宇野　 昌男 青木　 祐太 藤原　　 徹 尾﨑　 達義 赤木　 貞夫 八代　 晃治

54年度 宇野　 五郎 谷合　 正義 藤原　　 徹 尾﨑　 達義 久住　 和男 八代　 晃治

55年度 宇野　 五郎 谷合　 正義 時末　　 明 秋山　 睦哉 角道　 一郎 大倉　　 勇

明治22年～22年 入江 欣一郎

明治22年～昭和２年 近常　 佐市

昭和３年～11年 片山 権三郎

昭和11年～18年 山河　 義作

昭和19年～21年 茂崎　 治雄

昭和22年～26年 茂崎　 静真

昭和26年～28年 入江 卯一郎

■ 牧山地区歴代町内会長等
＊昭和29～33年度及び一部年度は記録が残っていない。
＊会長欄　昭和56～平成15年度は連合町内会長、平成16年度以降はコミュニティ協議会長
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43年度 久山　 幸雄 谷合　 正義 尾原　 正雄 秋山　 睦哉 杉山　 正夫 小林　 正衛

44年度 宇野　 石男 秋山　 建治 山本　 幸雄 秋山　 　毅 杉山　 鹿雄 大倉　　 勇

45年度 宇野　 一登 秋山　 建治 尾原　　滸 秋山　 孝之 桑原　 武和 八代　　 武

46年度 宇野　 一登 秋山　 建治 尾原　　滸 秋山　 昇三 角道　 彰一 青江　 春次

47年度 宇野　 五郎 近常 三津男 尾原　　滸 秋山　 昇三 三戸岡 秀男 青江　 一男

48年度 近常　 利治 久山　 俊男 尾原　　実 宇野　 徳次 角道　 高光 小林　 良教

49年度 田中　 　望 久山　 俊男 尾原　　実 秋山　 睦哉 杉山　 　実 大倉　 武仁

50年度 塚常　 義雄 近常　 圭一 藤原　 勝柾 秋山　 昇三 久住　 彰夫 宇野　 　尚

51年度 久山　 幸雄 近常　 圭一 藤原　 勝柾 宇野　 　博 桑原　 昭男 八代　　 正

52年度 久山　 幸雄 青木　 祐太 藤原　 勝柾 宇野　 　博 桑原　 昭男 八代　 晃治

53年度 宇野　 昌男 青木　 祐太 藤原　　 徹 尾﨑　 達義 赤木　 貞夫 八代　 晃治

54年度 宇野　 五郎 谷合　 正義 藤原　　 徹 尾﨑　 達義 久住　 和男 八代　 晃治

55年度 宇野　 五郎 谷合　 正義 時末　　 明 秋山　 睦哉 角道　 一郎 大倉　　 勇

明治22年～22年 入江 欣一郎

明治22年～昭和２年 近常　 佐市

昭和３年～11年 片山 権三郎

昭和11年～18年 山河　 義作

昭和19年～21年 茂崎　 治雄

昭和22年～26年 茂崎　 静真

昭和26年～28年 入江 卯一郎

■ 牧山地区歴代町内会長等
＊昭和29～33年度及び一部年度は記録が残っていない。
＊会長欄　昭和56～平成15年度は連合町内会長、平成16年度以降はコミュニティ協議会長
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会　　長 大　　戸 下　　谷 中　　谷 上　　谷 郷 中　　牧

56年度 谷合　 正義 田中　　 望 谷合　 正義 時末　　 明 秋山　 睦哉 杉山　 義正 大倉　　 勇

57年度 加藤　 豊正 田中　　 望 谷合　 正義 尾原　 克俊 山本　 公彦 杉山　 義正 大倉　　 勇

58年度 山本　 公彦 田中　　 望 近常　　 貢 尾原　 克俊 山本　 公彦 角道　 高光 大倉　　 勇

59年度 山本　 公彦 宇野　 石男 近常　　 貢 時末　　 清 秋山　 昇三 角道　 高光 大倉　　 勇

60年度 山本　 公彦 田中　　 望 近常　　 貢 時末　　 清 秋山　 昇三 桑原　 武和 大倉　　 勇

61年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　　 貢 尾原　　 進 宇野　　 寛 久住　 彰夫 宇野　　 尚

62年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　 圭一 尾原　　 進 宇野　　 寛 久住　 彰夫 宇野　　 尚

63年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　 圭一 尾原　 克俊 宇野　　 博 桑原　 武和 大倉　 武仁

平成元年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 秋山　 克己 尾原　 克俊 宇野　　 博 桑原　 武和 大倉　 武仁

2年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 秋山　 克己 時末　　 清 宇野　　 等 桑原　 武和 青江　 邦男

3年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　　 博 時末　　 清 宇野　　 等 桑原　 武和 青江　 邦男

4年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　　 博 尾原　　 進 尾﨑　 達義 久住　 彰夫 青江　 邦男

5年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　　 進 尾原　　 進 尾﨑　 達義 久住　 彰夫 青江　 邦男

6年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 近常　　 進 時末　　 栄 山本　 公彦 桑原　 昭男 角道　　 守

7年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 秋山　　 稔 時末　　 栄 山本　 公彦 桑原　 昭男 角道　　 守

8年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 秋山　　 稔 尾原　　 進 寺崎　 之敏 桑原　 昭男 八代　 清史

9年度 山本　 公彦 宇野　 照夫 秋山　　 稔 尾原　　 進 寺崎　 之敏 桑原　 昭男 八代　 清史

10年度 八代　 清史 宇野　 照夫 秋山　　 稔 尾原　　 進 寺崎　　 學 桑原　 昭男 池田　 頼政

11年度 八代　 清史 宇野　 照夫 秋山　　 稔 尾原　　 進 寺崎　　 學 桑原　 昭男 池田　 頼政

12年度 八代　 清史 田中　　 望 秋山　　 稔 尾原　　 進 宇野　 俊雅 桑原 彰一郎 池田　 頼政

13年度 八代　 清史 田中　　 望 秋山　　 稔 尾原　　 進 宇野　 俊雅 桑原 彰一郎 池田　 頼政

14年度 八代　 清史 田中　　 望 秋山　　 稔 尾原　　 進 宇野　 純司 桑原 彰一郎 藤原　 洋一

15年度 八代　 清史 田中　　 望 秋山　　 稔
近常　　 寧 尾原　　 進 宇野　 純司 桑原 彰一郎 藤原　 洋一

16年度 八代　 清史 田中　　 望 西﨑　 國雄 尾原　　 進 宇野　 純司 小林 喜一郎 青江　 邦男

17年度 八代　 清史 田中　　 望 西﨑　 國雄 尾原　　 進 宇野　 純司 小林 喜一郎 青江　 邦男

18年度 宇野　 純司 田中　　 望 西﨑　 國雄 藤原　 邦彦 宇野　 純司 小林 喜一郎 大倉　 武仁

19年度 宇野　 純司 田中　　 望 西﨑　 國雄 藤原　 邦彦 宇野　 純司 小林 喜一郎 大倉　 武仁

20年度 桑原 彰一郎 宇野　 照夫 近常　　 寧 藤原　 邦彦 宇野　 純司 桑原 彰一郎 小林　 良教

21年度 桑原 彰一郎 宇野　 照夫 近常　　 寧 藤原　 邦彦 宇野　 純司 桑原 彰一郎 小林　 良教

22年度 藤原　 邦彦 宇野　 照夫 青木　 拓男 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 杉山　　 茂 八代　 清史

23年度 藤原　 邦彦 宇野　 照夫 青木　 拓男 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 杉山　　 茂 八代　 清史

24年度 青江　 邦男 宇野　 照夫 西崎　 國雄 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 杉山　　 茂 青江　 邦男

25年度 青江　 邦男 宇野 裕美子 西﨑　 國雄 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 杉山　　 茂 青江　 邦男

26年度 西﨑　 國雄 宇野 裕美子 西﨑　 國雄 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 赤木　 武志 青江　 邦男

27年度 西﨑　 國雄 宇野 裕美子 西﨑　 國雄 藤原　 邦彦 尾﨑　 隆志 赤木　 武志 青江　 邦男
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■ 平成27年度牧山地区コミュニティ協議会役員

会　長 西﨑　 國雄 

副会長 赤木　 武志

事務局長 尾﨑　 隆志 

会　計 赤木　 武志

監　査 内田　 克宏 藤原　 洋一

常任委員 青江　 邦男 赤木　 武志 尾﨑　 隆志 藤原　 邦彦 西﨑　 國雄 宇野 裕美子

委員(愛育） 青木　 英子 藤原　 桂子 寺﨑　 幸子 小林　 直美 青江　 智子 宇野 裕美子

委員(民生） 桑原 彰一郎 小野山 和男

委員(保護司） 谷合　　 守

委員(中牧） 八代　 清史 藤原　 洋一

委員(郷） 角道　 愛子 内田　 克宏 杉山　 　茂

委員(上谷） 寺﨑　 貴博 北村　 明久

委員(中谷） 時末　　 功 藤原　 久子

委員(下谷） 坪　　　 誠 小寺　 昭憲

委員(大戸） 宇野　 照夫

≪参考文献≫	
	 	 	 	 	

「岡山市史」「御津町史」「御津郡史」「吉備群書集成」
「岡山県大百科事典」「岡山市の地名」「岡山県の地名」
「牧山校百年誌」「牧石風土記」
「岡山県統計年報」「岡山市水道誌」
「牧山クラインガルテン」	
「淀子神社の由来、建立について（桑原武和著）」「岡山の災害（蓬郷巌著）」
「山陽新聞」「まきやまPTA新聞」	
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事務局長 尾﨑　 隆志 

会　計 赤木　 武志

監　査 内田　 克宏 藤原　 洋一

常任委員 青江　 邦男 赤木　 武志 尾﨑　 隆志 藤原　 邦彦 西﨑　 國雄 宇野 裕美子

委員(愛育） 青木　 英子 藤原　 桂子 寺﨑　 幸子 小林　 直美 青江　 智子 宇野 裕美子

委員(民生） 桑原 彰一郎 小野山 和男

委員(保護司） 谷合　　 守

委員(中牧） 八代　 清史 藤原　 洋一

委員(郷） 角道　 愛子 内田　 克宏 杉山　 　茂

委員(上谷） 寺﨑　 貴博 北村　 明久

委員(中谷） 時末　　 功 藤原　 久子

委員(下谷） 坪　　　 誠 小寺　 昭憲

委員(大戸） 宇野　 照夫

≪参考文献≫	
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「岡山県統計年報」「岡山市水道誌」
「牧山クラインガルテン」	
「淀子神社の由来、建立について（桑原武和著）」「岡山の災害（蓬郷巌著）」
「山陽新聞」「まきやまPTA新聞」	
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《編纂後記》

◦平成26（2014）年４月のコミュニティ協議会総会において、当地区の歴史を取り

まとめる旨決定され、各町内から推薦された９名の編纂委員により作業が始まった。

◦委員の記憶、既存の資料や文献を参考にしながら原稿作成と写真の収集等を進め

たが、容易に見つかると思われた写真（例えば昔の牧山駅舎）や記録のないものも

あり苦労した。一方で『牧山校百年誌』のように大いに参考になった冊子もあり、

改めて記録（写真を含め）の大切さを知ることとなった。

◦編纂会議は９回開催した。作成途中の原稿案をコミュニティ協議会総会に諮ると

ともに、全戸回覧し意見等を聴取した。

◦最終原稿は平成27（2015）年12月に取りまとめ、同28（2016）年１月発行として

印刷にかけた。

◦今回収集した資料は、可能な限りファイルに残した。

◦編纂委員は次の９名である。

（大　戸）　宇野　 照夫　　（下　谷）　小寺　 昭憲　　（中　谷）　藤原　 邦彦

（上　谷）　山本　 俊子　　（上　谷）　尾﨑　 隆志　　（　郷　）　赤木　 武志

（　郷　）　桑原　 昭男　　（中　牧）　八代　 清史　　（中　牧）　藤原　 洋一



平成28（2016）年１月

編集発行　　牧山地区コミュニティ協議会

　　　　　　　岡山市北区中牧453

印　　刷　　西尾総合印刷（株）

　　　　　　　岡山市北区津高651




