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創立前史から創立 40周年まで

旧本店全景
（1963年撮影）

1868（明治元年）–1942（昭和17）

序章 創立前史
1868 1942

〈明治元年〉

〈昭和17年〉

う名称は世間から尊重されていたので、銀行類似会社から銀行へ改組
しようとするものが続出したが、この流れは 76年に要件が緩和され
た国立銀行設立へと向かった。
私立銀行の設立は、79年に国立銀行の設立が禁止されてから急増

本章では明治時代から当行創立頃までのわが国の金融史と、
当行の前身銀行をはじめとする千葉県内の銀行の存亡を記述する。

した。80年には安田商店が安田銀行、川崎組が川崎銀行に改組したの
をはじめとして、私立銀行の設立が 39行にのぼり、銀行条例制定直前
の 89年末には 218行となった。銀行類似会社もこの間に 120社から

1

国立銀行・私立銀行の設立

695社に激増した。県内に本店を置く最初の私立銀行は、81年9月に
設立された東金銀行とされている。その後は、86年佐貫銀行（共潤社
が改称）、89年滝沢銀行などが設立されていった。

国立銀行の設立
※1

新政府は当初、幕藩時代の金銀銭貨や

藩札をそのまま通用させる一方、自らも太政
官札などを発行したが、各種通貨間の交換比
率が非常に複雑になり通貨制度が混乱したた
め、整理する必要があった。
※2

国立銀行…米国の National Bank の訳

語で「国営」ではなく、国立銀行条例に基づき
設立された民間資本の銀行。

※1

明治維新後、新政府は殖産興業を進める一方で、幣制の整備 、金
※2

融制度の確立にも意を用いた。1872（明治5）年11月に国立銀行 条
銀行設立者は資本金の 6割を政府に預けなくてはならないほか、預け
た額までしか銀行紙幣を発行できないなど、高い規制がネックとなっ
て、74年までに設立された国立銀行は、東京第一、横浜第二、新潟第
四および大阪第五のわずか 4行にとどまった。
※3

※3

金禄公債…幕藩体制において諸藩の藩

主が家臣に対して世襲で与えていた俸禄制度
は明治後も家禄として引き継がれ、大蔵省が
管轄した。1872年、明治政府は財政の窮乏を
補うために禄制を廃し、その救済措置として
金禄公債という国債証券を発行して華・士族
に交付した。

近代的金融制度の確立

例を公布し、欧米にならって銀行制度の実施に踏み切った。しかし、

国立銀行が設立ブームを迎えるのは、国立銀行条例改正により、華・

第一国立銀行本店
（1873年 毎日新聞社提供）

2

日本銀行の設立と国立銀行の普通銀行転換
明治政府は国の経費を賄うため、金貨と交換できない不換紙幣を発
行し続けた。特に 1877（明治10）年の西南戦争では戦費調達のため多
額の不換紙幣が発行され、通貨の流通量が急増、これがインフレに拍

士族の金禄公債 を出資金とすることが認められ、銀行紙幣の発行限

車をかけた。インフレは財政を危機に追い込むとともに、近代産業の

度が資本金の 8割に引き上げられた 76年からで、以降79年までの間

成長を阻害した。

に全国各地に 153 の国立銀行が設立された。千葉県でも、78年から

81年、大蔵卿に就任した松方正義は、ただちに不換紙幣の整理にと

79年にかけて八幡第四十七、当行の前身である千葉第九十八、銚子第

りかかった。そのねらいは、正貨準備 をもつ兌換銀行券発行によっ

百四十二、八街第百四十三の国立銀行4行が発足した。

て通貨の安定を図り、健全な通貨金融制度を確立することであった。

あまりの設立ラッシュに、紙幣乱発と物価高騰を危惧した政府は 2
〜3年で早くも抑制方針に転じ、79年11月の京都第百五十三国立銀
行を最後に設立を禁止した。千葉県では、3行が他府県へ移転もしく

※4

82年10月に開業し、銀行券の発行が集中されることになった日本銀

残った。

換しないかぎり営業を継続できず、その期間内に銀行紙幣を消却しな
ければならないこととした。

があった。当時、国立銀行でないものは「銀行」の名称を使用できず、

る金・銀貨または金・銀地金。

日本銀行設立に伴い、政府は 83年5月、国立銀行条例を改正して、
国立銀行の存立期限を開業免許後20年とし、その後は普通銀行に転

民間側からの要望に基づいて生まれた金融機関に「銀行類似会社」

正貨準備…銀行券または政府紙幣を兌

換するために、中央銀行または政府が保有す

行が、通貨安定策の中核を担うことになった。

は他行と合併したため、第九十八国立銀行が唯一の国立銀行として

銀行類似会社と私立銀行の設立

※4

こうして 99年2月を最後に、国立銀行はすべて姿を消した。153 の

創業当時の日本銀行
（日本銀行貨幣博物館提供）

国立銀行のうち普通銀行への転換は 122行、合併消滅が 16行、閉鎖が
7行、解散が 8行であった。県内唯一の国立銀行であった第九十八国立
銀行は、97年に第九十八銀行と改称して普通銀行に転換した。

監督する法規もなかったため、政府も干渉しない方針をとっていた。
千葉県内の銀行類似会社は、協力資給会社、共潤社、堅明社など 8社が
確認されている。
そのようななかで、1876（明治9）年7月、三井組から出願されてい
1877年発行の金禄公債証書

2

最初の日本銀行券「大黒札」
（日本銀行貨幣博物館提供）

た三井銀行設立が認められ、初めての私立銀行が誕生した。銀行とい
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銀行条例の制定

3

銀行合同と一県一行主義の推進

1893（明治26）年7月、それまで確たる根拠法をもたなかった普通
銀行の設立運営に法的根拠を与えるため「銀行条例」が施行された。こ
の条例は、銀行の定義、設立許可、業務の監督など全文11条の簡単な
ものであったが、1928（昭和3）年に「銀行法」が施行されるまで、普通
※5

貯蓄銀行…条例により 1口1回当たりの

※5

預金の預入額や預金払戻し準備のための規制
が設けられ、普通銀行と峻別されていた。貯

の第1期は 1902（明治35）年から 13（大正2）年までとされている。こ

制定された。

の時期は日露戦争の特需による好景気と、その後の反動不況の時代で

銀行類似会社は、銀行条例に定める銀行として設立許可を受けなけ
れば営業を継続できなくなったため、その大部分は銀行に昇格または

小口預金は貯蓄銀行に集中した。

銀行合同（当時は合併・営業譲渡などを総称して「合同」といった）

銀行を規制する重要な法規となった。また、同時に貯蓄銀行 条例が

蓄銀行は 1口1回当たり 5円未満、普通銀行は
1口1回当たり5円以上の預金しか取り扱えず、

明治・大正期の銀行合同

吸収された。また、国立銀行からの転換もあって銀行数は顕著な増勢

あった。この間に 314行の普通銀行が消滅したが、合同によるものは
46行にすぎなかった。
銀行合同の第2期は 14年から 20年までで、第1次世界大戦景気に

を示し、1889年末218行であったものが、96年末に 1,000行を超え、

よってわが国経済が拡大を続けた時期であった。この時期の普通銀行

1901年末には 1,867行と、史上最高に達した。

は、経済の繁栄と多額の外資流入によって著しく発展した。資金の大

県内でも 1897年以降銀行の新設が相次ぎ、特に 1900年には 32行

都市集中が始まり、全国的規模での金融取引体制が整うとともに、資

が新設され、01年には設立ベースで普通銀行70行、貯蓄銀行4行の合

本金の増加により銀行経営の基礎が強化された。単独増資に加え、中

計74行を数え、ピークに達した。当行の前身である小見川農商銀行は

小銀行の合同も 17年以降急増した。第2期の合同による消滅銀行は

1898年、野田商誘銀行は 1900年と、この時期に設立されている。

135行、存続銀行は 115行、新設銀行は 9行であった。
銀行合同の第3期は第1次世界大戦の反動不況の時期で、特に銀行

道府県別普通銀行本店数
（1901
（明治34）
年12月末）
道府県名

本店数

道府県名

本店数

道府県名

本店数

道府県名

本店数

の基盤強化を目的として、比較的大規模な銀行の合同が促進された。

21
59
72
163
24
33
9

香
愛
高
福
佐
長
熊

川
媛
知
岡
賀
崎
本

16
49
4
83
20
26
18

さらに 23年の関東大震災が追い打ちをかけて、中小銀行が休業や閉

根

23

大

分

38

岡 山
広 島
山 口
徳 島

43
25
21
2

宮 崎
鹿児島
沖 縄
合 計

8
3
1
1,867

した。県内でも銀行合同第2期から合同が盛んになり、25年の県内本

北海道
青 森
秋 田
山 形
岩 手
宮 城
福 島

10
22
15
25
8
5
25

東 京
神奈川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨

120
34
74
36
43
20
62

滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
鳥 取

茨

城

52

長

野

113

島

栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉

38
32
39
60

岐 阜
静 岡
愛 知
三 重

29
160
56
28

資料『
: 帝国統計年鑑』
注 : 貯蓄銀行その他兼業を含む。未開業先など監督官庁への営業報告未提出先を除く

店を余儀なくされたため、政府は銀行合同促進のため積極的に行政指
導を進めていった。20年から 26年にかけての普通銀行・貯蓄銀行で、
合同に参加した銀行数は 914行、うち 383行が存続し、531行が消滅
店銀行は 33行となった。

北条駅前通りの関東大震災被災状況
（上 館山市
立博物館提供）
と現在の館山駅
（旧北条駅）
前通り
（下）

無資格銀行の整理と合同勧奨

千葉県における普通銀行・貯蓄銀行数の推移
※6

1927（昭和2）年の金融恐慌 後、さらに銀行合同が急速に進展した。

（行）

75

73 74 73 72
71 70

金融恐慌が銀行の自発的な合同を促進したことに加え、重要な役割を
果たしたのは政府の強力な指導であった。28年に施行された銀行法に

67
62 63 62

60

58

55 55 54 54
53

50

は最低資本金が定められたが、これに達しない、いわゆる無資格銀行
数は、当時617行と、普通銀行1,283行の半数近くを占めていた。これ

50 49
44 44 43

44

41

25

らの銀行が存続するにあたって、大蔵省は原則として単独増資を認め

38 37

34

33

30

22

銀行数は 32年末に 538行となった。

15

資料『
: 銀行総覧』より
注 : 設立ベースであり、未開業・休業先などを含む。よって上表と合致しない。国立銀行は含めず

6

6

6

6

25（大正14）年に 33行であった県内本店銀行は、その後も減少を続
3

1

（年）
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6
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6

38
3
19 9
40
41

6

37

6
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6
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6
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2
19 9
30
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24

23

22
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1
19 9
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12

08
0
19 9
10
11

07

06

05

04

02

03

8

98
9
19 9
00
01

7

97

6

96

4

9

95

4

94

3

93

3

92

3

88
8
18 9
90
91

3

87

3

86

2

85

2

84

2

83

18

81

0

2

82

2

18

32

18

4

ず、合同による増資を勧奨したため、銀行合同は急激に増加し、普通

28

けて 31年には千葉合同銀行、第九十八銀行、東金銀行、小見川農商銀
行、野田商誘銀行、千葉貯蓄銀行の 6行となった。当県における銀行

※6

金融恐慌（1927年）…1923年9月に発生

した関東大震災により、首都圏の経済活動は
ほとんどまひし、折からの不況も重なって日
本経済は大打撃を受けた。政府は被災地への
緊急対策として、金銭債務の支払猶予をはじ
め、震災被害で未決済となった手形の日本銀
行による再割引などの特別融資により、経済
混乱の鎮静化を図ろうとした。しかし、震災手
形の決済は進まず、銀行経営を圧迫する要因
となった。27年3月、震災手形の処理等に関す
る法案を審議中の国会で、片岡直温大蔵大臣
が「東京渡辺銀行が破たんした」と失言したこ
とから、同行などで取付け騒ぎが起こり、休業
に追い込まれた。これを契機に各地で取付け
が続出し、金融恐慌に突入した
（他の恐慌と区
別するため「昭和金融恐慌」とも呼ばれる）
。

合同が急速に進展した背景としては、資本金が少額な無資格銀行が多
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かったこと、県当局から強力な合同勧奨がなされたこと、のちの当行
ふるしょうしろうひこ

【1】千 葉 合 同 銀 行

頭取古荘四郎彦が合同に尽力したことなどが挙げられよう。

成田銀行の創立

一県一行主義の進展

しも は

1936（昭和11）年の 2・26事件以後、わが国経済が戦時体制へ移行

金融恐慌起こる
（東京日日新聞 1927.3.15）

成田町は、古くから成田山新勝寺の門前町として知られるが、明治

て「一県一行主義」の銀行合同方針を表明した。これは、地方銀行の経

期に入ると廃仏毀釈の風潮などから町勢は不振であった。そこで、新

営基盤を強固にすることにより預金の吸収を容易にして、地方の適切

勝寺住職らは、寺と町の繁栄のため下総鉄道（のちに成田鉄道と改称）

な金融および国債の円滑な消化を図ることを目的としていた。37年7

を興して、佐倉〜成田〜佐原間の鉄道（現・JR 成田線）敷設を進めると

月の日中戦争勃発を受け、同年9月に臨時資金調整法 による政府の
臨時資金調整法…日本国内の資金を日

中戦争に振り向けるために、設備資金の貸出
時には政府の許可が必要となるなど、金融統
制の端緒となった法律。

ともに、銀行設立を計画した。

金融統制が始まると、銀行合同は一層強力に進められていった。さら

初代頭取には小倉良則（成田鉄道社長）が就任し、大株主・役員には

に 42年5月には金融事業整備令が公布され、政府は金融機関に対し

財界の大物渋沢栄一や大倉喜八郎も名を連ねていた。資本金は 20万

事業の委託、譲渡、合併などを命令できるようになり、銀行合同に政

円で、店舗は 1900年までに本店のほか東京支店、佐原支店、四街道出

府の強権によるものが加わった。その結果、短期間に合同が進み、一

張所を設けた。

県一行に集約されていくとともに、都市銀行も合併が進み、巨大銀行
の成立をみることとなった。
こうして 41年末に 186行あった普通銀行は、45年末には地方銀行
53行、都市銀行8行の計61行となった。

※8

当初の営業状況は比較的順調であったが、01年の金融恐慌 の影響
は千葉県にも波及し、10月には成田銀行も休業に入った。翌02年2月、
取締役吉岡七郎兵衛らが個人で第一銀行から借り受けた 3万円を融通
するなどして 4 か月ぶりに営業を再開した。このとき四街道出張所、
続いて東京支店を廃止した。その後、吉岡が頭取に就任して経営建て
直しにあたったが業績は好転せず、大正初めまで弱小銀行の一つに甘

2・26事件
（東京日日新聞 1936.2.27）

4

前身銀行略史

千葉銀行は、1943（昭和18）年3月31日、千葉合同銀行、小見川農商
銀行、第九十八銀行の 3行が合併して誕生した。そのうち最も古い第

んじることとなった。14（大正3）年10月には佐原支店も廃止され、店
舗は本店のみとなった。

※8

金融恐慌（1901年）…日清戦争後の反動

恐慌により低迷を続けていた日本経済は一時
回復傾向を示したが、1900年再度不況に突入
した。その主因は、アメリカ経済の停滞によ
る生糸輸出の不振と綿花高騰および北清事変
の影響による紡績業の不振にあった。主要輸
出品の不振により正貨が流出したため、日銀
は貸出の抑制・回収を図った。このため金利は
著しく高騰し、金融逼迫は極限状態となり、年
末における熊本第九銀行・熊本貯蓄銀行の支
払停止を契機として 01年に金融恐慌が拡大し
た。

川崎銀行との提携と総武銀行への改称

九十八銀行は、1878（明治11）年11月に第九十八国立銀行として設立

1914（大正3）年、再び銀行取付けが全国に波及するなかで成田銀行

されたので、そこから数えると当行は 135年に及ぶ長い歴史を有して

も経営難に陥り、川崎銀行 に援助を求めた。たびたびの金融恐慌を

いることになる。

自力で乗り切ることができない県下の中小銀行は、中央の大銀行の援

※9

3行合併の直前、東金銀行は 1943年2月に千葉合同銀行に営業を譲

助に頼ることを常としていた。その提携先として川崎銀行、安田銀行、

渡し、解散した。設立後、当行は 44年3月に千葉貯蓄銀行を合併し、

日本勧業銀行系の千葉県農工銀行を選ぶものが多く、県下の銀行は概

同年6月には県内において最後まで非合併銀行として残った野田商誘

ねこの 3系列に分けられた。なかでも川崎銀行は明治10年代から県下

銀行の営業を譲り受け、県内に本店を置く唯一の銀行となった。した

に数か所の支店を設け、千葉県における都市銀行として大きな勢力を

がって、当行の直接の前身銀行は千葉合同銀行、小見川農商銀行、第

もっていた。川崎銀行は 14年10月、成田銀行へ萩原鍈三を頭取とし

九十八銀行、千葉貯蓄銀行、野田商誘銀行となる。本節では各行の略

て派遣するとともに増資して再建を進めた。

史を記述する。

千葉合同銀行行章

成田市）に開業した成田銀行に始まる。

するなかで、同年5月、馬場鍈一大蔵大臣は、戦時金融統制の一環とし

※7

※7

ぶ

千葉合同銀行の歴史は、1896（明治29）年2月、下埴生郡成田町（現・

※9

川崎銀行…水戸藩御用商人から東京に進

出した川崎八右衛門が、1880年東京市日本橋
区檜物町
（現・中央区日本橋3丁目）
に設立した
銀行（現・三菱東京 UFJ 銀行）。この川崎銀行
を中核企業として、保険・信託など主として金
融業に特化した東京川崎財閥を形成した。

川崎銀行の後援を得た成田銀行は、その後積極的に県内外の中小銀
行を合併していった。18年6月には東京に本店をもつ日出銀行を吸収
し、営業範囲を上総・下総から武蔵（東京都・埼玉県）にまで広げた。こ
れに伴い、行名を「総武銀行」と改め、同年11月本店を千葉町（現・千

合資会社川崎銀行千葉支店
（千葉市立郷土博物館提供）

葉市）に移転した。大正年間に総武銀行が吸収合併した銀行は、前述の

6
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日出銀行のほか、夷隅、鶴舞、北総（海上郡旭町、現・旭市）、多古、成
東の 5行で、資本金は県下で野田商誘銀行の 300万円に次ぐ 202万円

県東部で独立を維持したのが東金銀行であった。同行は、繭や生糸

となった。
しかし、23年9月の関東大震災は総武銀行にも打撃を与えた。貸付

の集散地であった東金町（現・東金市）に 1881（明治14）年、県内初の

金回収不能の責任をとって 25年9月に萩原頭取は退陣し、代わって玉

私立銀行として設立され、生糸金融に重点をおいて営業した。第一次

※10

が頭取となった。玉屋は川崎銀行の影響を廃し、県内産業振

世界大戦以降に規模を拡大し、1924（大正13）年末には 50万円の資本

興を掲げて経営にあたったが、再建は予想外に困難で、同年末には早

金を有し、東金町に本店、大網・成東に支店を置くとともに、28年か

くも川崎銀行に救済を求めざるを得なくなった。26年5月、玉屋頭取

ら 30年にかけて隣接郡の匝瑳・椎名・三富の 3行を合併した。

屋喜章
総武銀行本店落成
（千葉毎日新聞 1925.6.12）
※10

玉屋喜章…総武銀行以外にも 1943年

には千葉合同無尽（現・京葉銀行）社長に就任
したほか、47年には参議院議員に当選した。

東金銀行の営業譲渡

は辞任し、川崎銀行から派遣された川崎甲子男が頭取に、古荘四郎彦

東金銀行が、昭和初期における残存6行の一つとなったのは、同行

が専務取締役（川崎銀行千葉支店長・千葉県総支配人を兼務）に就任し

が千葉県農工銀行の系列に属し、川崎・安田の 2大系列の外にあった

た。こうして総武銀行は名実ともに川崎銀行の系列に入ることとなっ

こともその一因にあげられよう。

た。のちに千葉銀行初代頭取となる古荘は、総武銀行の再建に努める
一方、県下銀行合同に力を注ぐこととなるのであった。

43年2月、東金銀行は県内銀行統合の主導権をとった千葉合同銀行
に営業を譲渡し、解散した。店舗は大網支店、八街支店および椎名出
張所が継承された。同行が営業譲渡のかたちをとったのは、合併され

千葉合同銀行の発足

ることを潔しとしなかったためとみられる。

この時期、政府は地方銀行の地域内での合同を促進した。目標は全
※11

当時、千葉県には12の郡（東葛飾・千葉・

印旛・香取・海上・匝瑳・山武・市原・長生・君
津・夷隅・安房）
があった。

千葉合同銀行の営業開始
（読売新聞 1928.6.29）

※11

国で 500行、1県10行程度とされ、
「一郡一行主義」 とも言われた。
千葉県における地域的合同の中心となったのは、安房郡の安房合同
銀行、君津郡の上総銀行、香取郡の小見川農商銀行、山武郡の東金銀

開業早々の危機

行などであった。一方、中心となる銀行がなかった地域では川崎銀行

小見川農商銀行の設立は 1898（明治31）年であった。当時、北総地

が合同を促進した。1925（大正14）年、川崎銀行は、経営上の行き詰ま

方ではまだ利根川が交通運輸の中心であり、小見川は香取郡で佐原に

りから援助を求めてきた三協銀行（香取郡佐原町、現・香取市）、安房

次ぐ大きな物資集散地であった。また、周辺では佐原銀行（94年10月）、

合同銀行を手中に収め、古荘をはじめとする役員を送った。川崎銀行

成田銀行（96年1月）、多古銀行（97年2月）の設立が相次いでいた。こ

は、総武銀行を含む 3行を県内銀行合同の中核とするねらいであった

うした情勢から、小見川においても、銀行設立の機運が盛り上がり、

が、県当局もこれを支援し、従来、千葉県農工銀行に取り扱わせてき

廻船問屋高橋泰治郎らが中心となって 98年1月に創立総会を開き、3

た県金庫（県の現金収納事務を取り扱う業務）を、28（昭和3）年3月に

月に資本金5万円で開業した。初代頭取には高橋が就任した。

小見川農商銀行行章

総武銀行に移した。
28年7月、総武銀行は安房合同・三協の2行を合併し、
「千葉合同銀行」
と改称した。同行の資本金480万円、預金2,612万円（28年12月末）は
ともに県下第一であり、営業範囲も東葛・木更津地方を除く県下全域
に及んだ。
千葉合同銀行は発足直後から矢継ぎ早に合併を行った。すなわち、
28年銚子・中山協和・片貝・滝沢（山武郡源村、現・東金市）、29年
九十九里商業・佐原興業、30年松戸農商・千葉古川（安房郡北条町、現・
館山市）、31年上総・佐貫の各行であった。まさに千葉県銀行界を席巻

千葉合同銀行のチラシ

【2】小 見 川 農 商 銀 行

する様相を示し、営業範囲はさらに茨城県・神奈川県にも及んだ。

column1

「業精于勤」— 渋沢栄一の教え
小見川農商銀行本店を継承した千葉銀行小見川支店には、
「業精于勤」と書かれた額が掲げられている。これは、
「日本近
代資本主義の父」と呼ばれ、日本初の銀行「第一国立銀行」の
創立者でもある渋沢栄一が、1928
（昭和3）
年3月、小見川農
商銀行創業30周年の祝典に際し揮毫したもので、それ以来、
同行の行是とされた。出典は唐代中国の詩人、韓愈の
「進学解」
なりわい つと

渋沢栄一の書

くわ

「仕事や学問は、地道に努力し
で、
「業は勤むるに精し」と読み、
ていけば、必ず成功する」という意味。
2013
（平成25）
年4月、千葉銀行本店大ホール前に同じ書
が掲げられたが、これは創立70周年を記念して千葉在住の著
名な書道家、浅見錦龍に揮毫いただいたものである。

8

浅見錦龍の書
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1868（明治元年）–1942（昭和17）

しかし、同行は創立わずか 3年で存亡の危機に直面した。1900年末
の蚕糸相場の暴落が多数の業者を倒産に追い込み、横浜蚕糸銀行の破
たんをきっかけに関東地方の銀行に取付けが広がった。千葉県内でも

きに始まった。
1901年の金融恐慌により、第九十八銀行も取付けに見舞われた。

十数行が破たん・休業したが、小見川農商銀行もこの影響を受け、多

この難局は大株主・安田銀行の支援によって切り抜けたが、同行の受

額の回収不能債権をかかえることとなった。

けた打撃は大きく、近藤に代わって同年7月の株主総会で安田銀行か

同行は、重役の連帯責任により2万円を借り入れて苦境を切り抜けた。
おみがわ

小見川農商銀行本店

総種畜場（のちの御料牧場）御用取扱いとなった。両行の関係はこのと

ら派遣された林耕作が頭取に就任した。安田銀行はこれ以降、同行経

01年10月に績川銀行（香取郡小見川町、現・香取市）を合併して資本

営に全面的に参画し、千葉銀行の創立参加によって解散するまで、役

金20万円とし、配当率の引下げを行った。こうして、同行は短期間で

員のほとんどを派遣した。ちなみに、合併直前の安田保善社保有の第

経営の建て直しに成功した。以後は簡素堅実を行風として経営を進め、

九十八銀行株式は全体の 36% を超えていた。

1912年当時の安田銀行本店

これにより、小規模銀行にもかかわらず激しい銀行整理の波を乗り越
えることができたと言える。

神崎銀行を合併

店舗網の拡大
1901（明治34）年以降の数年間、第九十八銀行は再建整理に追われ
たが、06年に栗原久作が支配人となると、経営基盤の強化を図ると

昭和期に入ると、政府および県は、小見川農商銀行を県北東部の香

ともに、店舗網の拡大にも努めた。07年7月に津田沼商業銀行・六軒

取・海上・匝瑳の 3郡における地域的統合の中心銀行に選定した。同行

商業銀行（印旛郡大社村、現・印西市）の 2行を買収して津田沼支店・

は周辺の銀行と協議を重ね、1928（昭和3）年9月に神崎銀行を合併し

六軒支店とし、さらに横芝出張所を開設、11年10月には八幡・成田

た。神崎銀行本店を神崎支店とし、職員をそのまま引き継いだ。

の両支店を開設した。大正期に入っては、八日市場、船橋、木更津、

41年ごろから、同行に対しても県内銀行大合同へ参加するよう呼び
かけが行われた。自立経営に自信をもつ同行は逡巡をみせたものの、
国策には抗しがたく、ついに千葉銀行創立に参加することとなった。

北条（現・館山市）の各支店を相次いで開設した。

第九十八銀行の紙幣入れ箱

第1次世界大戦後の好況期には、政府の勧めに従って合併による規
模拡大を推進した。まず 17（大正6）年12月に一宮商業銀行を合併し、
一宮・長者・大原・勝浦の各支店を加えた。18年11月には長南商業銀

【3】第 九 十 八 銀 行

行を合併して庁南支店を加え、同時に茂原支店を開設した。19年4月
には花房銀行（長狭郡鴨川町、現・鴨川市）を合併し、鴨川・吉尾の両

国立銀行創立と普通銀行への転換
第九十八銀行行章

第九十八銀行は、1878（明治11）年に設立された第九十八国立銀行
に始まる。同行は、士族と千葉町（現・千葉市）の地主など有力者によっ
はにまろ

支店を加えた。この結果、店舗は 20 を数えるに至った。
栗原は 22年末に安田銀行系の第三十六銀行常務取締役に転出した
が、その在任期間は第九十八銀行の歴史のうちで、店舗拡大を行った
ほとんど唯一の時代であった。

て発起され、初代頭取は本多埴麿、資本金12万円、本店を千葉郡千葉
町、出張所を市原鶴舞・安房八幡（現・館山市）
・長狭横渚（現・鴨川市）
に置いた。
80年1月、本多頭取は在職1年余りで辞任し、副頭取近藤勘助がそ
のあとを継いだ。近藤頭取は 1901年の金融恐慌で辞任するまで 21年
余りにわたりその職にあった。1883年の国立銀行条例改正により、

第九十八国立銀行紙幣
（日本銀行貨幣博物館提供）

column2

第九十八国立銀行の創立者
第九十八国立銀行は、千葉町
（現・千葉市）
の有力
者と、1868
（明治元）
年以降、駿河・遠江
（現・静岡

副頭取
（のちに第2代頭取）
の近藤勘助は、遠江国

県）
から上総・安房に移封
（お国替え）
してきた、鶴舞藩

気賀の旗本であったが 73年、千葉に移住した。これ

（現・市原市）
、長尾藩
（現・館山市）
、花房藩
（現・鴨

も先に移封した旧藩士とのつながりがあったからだ

97年9月、同行は普通銀行の株式会社第九十八銀行として新発足した。

川市）
の 3藩の士族を中心に設立された。
この関係から同行の創立当初の店舗は、千葉町の

他の役員、鈴木利兵衛・和田円治・紅谷四郎平は

安田銀行との提携

本店のほか、市原鶴舞・安房八幡
（現・館山市）
・長狭横

千葉町の有力者で、76年の地租改正事業にも関わ

渚
（現・鴨川市）
の3か所に出張所が置かれたのである。

る大地主であった。なお、2代目鈴木利兵衛は 95

創立時の役員のうち、初代頭取の本多埴麿は、長尾

年千葉商業銀行を、紅谷の女婿（襲名して同名）
は

はにまろ

第九十八国立銀行は、1882（明治15）年3月に安田銀行とコルレス
契約を結び、同年4月には農商務省為換方安田善次郎の代理として下

10

係にある名門で、駿河国田中藩から移封してきた。

藩知事本多正憲の弟だった。本多家は皇室とも婚姻関

と思われる。

1900年千葉割引銀行を設立した。
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1868（明治元年）–1942（昭和17）

堅実経営の推進

が少ないこともあって軍需融資や統制機関向けの貸出に対応できなく
なった。さらに人手不足から集金制度の利点も発揮できなくなり、高進

その後、第九十八銀行は、1925（大正14）年に本店を新築したのち、

するインフレ下にあって、経営困難に陥る貯蓄銀行も増えてきた。43

40年前後に大多喜・幕張の 2出張所を設けたにとどまり、銀行合併も

年5月、政府は「普通銀行等の貯蓄銀行業務または信託業務の兼営等に

店舗増設も行わなかった。これは、監督会社であった安田保善社の方

関する法律」を公布、施行した。この法律に基づき、普通銀行である千

針によるものと言われるが、千葉合同銀行が合併によって拡大を遂げ

葉銀行が、同年8月から本支店で貯蓄銀行業務
（小口預金の受入）
を開始

たのと対照をなしている。そして、この方針が結果的に弱体な中小銀

することとなり、合併気運がしだいに醸成されるに至った。

千葉貯蓄銀行との合併契約書

行を取り込むことなく、同行の経営内容の堅実さを保持することと
なったが、しだいに緊迫化する戦時経済下の国策に従い、やむを得ず
第九十八銀行本店

【5】野 田 商 誘 銀 行

新銀行設立に参加することとなるのである。

醤油醸造業からの出自

【4】千 葉 貯 蓄 銀 行

1887（明治20）年、野田町に野田醤油醸造組合が設立され、醤油醸

創立と千葉合同貯蓄銀行の合併
千葉貯蓄銀行行章

※ 12

機関銀行…ここにおける「機関銀行」

は、制度的に小口預金を取り扱えなかった普
通銀行が、貯蓄銀行を小口資金吸収の機関と
して利用していたことを指す。

造業の発展につれて、金融機関設立の要望が高まっていった。
99年3月、同組合の臨時会において初代茂木啓三郎は、かねてから
※12

として利用され、その

の抱負である銀行設立を提唱し賛意を得た。翌1900年4月、創立委員

受入貯蓄預金は不健全な貸出に投ぜられることが多く、取付けもしば

会を開催して資本金を 25万円と決定、5月に野田町役場において野田

しば発生した。このため、少額預金者を保護する見地から 1921（大正

商誘銀行創立総会を開催した。初代頭取には銀行業務に経験のある茂

10）年に「貯蓄銀行法」が制定され、普通銀行による貯蓄銀行業務の兼

木房五郎が就任、本店を野田町野田に置き、7月から営業を開始した。

営を禁止し、法定最低資本金の引上げや資金運用の制限が設けられた。

なお、銀行設立に当初から尽力した茂木啓三郎は相談役に就任した。

当初の貯蓄銀行は、普通銀行の機関銀行

野田商誘銀行行章

これによって貯蓄銀行の合併が促進され、20年末に 661行あった全
国貯蓄銀行は 23年末に 139行となった。千葉県下でも、21年に兼営

その後、20年6月に増資して資本金100万円とし、さらに 24年8月
には 300万円とした。同年12月には柏派出所を設置した。

野田商誘銀行本店
（『野田商誘銀行四十五年誌』より）

銀行10行が千葉合同貯蓄銀行を創立して、これに各行の貯蓄部門を
統合した。
一方、千葉貯蓄銀行は、宇佐美敬三郎（千葉県農工銀行頭取）
・吉野
伝治（東武鉄道専務）らの発起により20年10月、資本金100万円をもっ
て千葉郡千葉町寒川に設立された。初代頭取には吉野が就任した。
同行は創立まもない 22年2月、千葉合同貯蓄銀行を合併して資本金
1930年当時の千葉貯蓄銀行本店

を 200万円とし、県内唯一の貯蓄銀行となった。貯蓄銀行統合の中心
となったのは千葉県農工銀行であったらしく、千葉貯蓄・千葉合同貯
蓄の両行とも、しばらく農工銀行に本店を置いていた。

堅実経営に邁進
野田商誘銀行は、その利用者の 70 % 以上が醤油醸造家によって占
められていた。1917（大正6）年12月、醸造組合の主要メンバーである
茂木・高梨一族の個人企業を合同して野田醤油が設立されるや、同行
もその傍系企業の一つとして経営されるようになった。
同行の経営はあくまでも堅実を旨とし、利益の内部留保に力を注ぎ、
創立後5年間は株式配当を行わなかった。また、貸出に際しては、紹介
人あるいは保証人に共同責任をもたせるなど、独自の保証方法を採用

業績伸長と戦時体制
1927（昭和2）年6月、千葉県農工銀行が日本勧業銀行に合併され、

さず、しかも重役は無報酬とすることを申し合わせた。
太平洋戦争がしだいに緊迫の度を増していくと、金融統制も強化さ

農工銀行頭取であった宇佐美は千葉貯蓄銀行頭取となった。宇佐美就

れ、一県一行主義の国家要請をもとに銀行合同が進められていった。

任後、同行の業績は順調に伸長し、30年12月には、県の斡旋により山

野田商誘銀行に対しても、大蔵省銀行局からたびたび合併勧奨がなさ

武銀行（旧松之郷銀行）を買収したほか、当初1店のみであった支店数

れていた。しかし、同行は野田醤油の傍系として特殊な経営体制にあっ

も漸増し、33年には 10支店を数えた。

たため、合同問題は容易に決定をみなかったが、44（昭和19）年に入っ

その後の戦時体制下では、貯蓄銀行は資金運用の制限に加え、資金量
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した。たとえ同行の重役であっても、貸出・借入などの自由裁量は許

て四囲の情勢により、やむなく営業を千葉銀行に譲渡した。

野田商誘銀行との営業譲渡契約書

第1部

序章

創立前史
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