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第 2章　無尽 6社の沿革　愛媛無尽

第 7節　戦後復興のいしずえ――愛媛無尽

　無尽で国をまもれ

　愛媛無尽の設立された昭和 18 年 3 月といえば、太平洋をめぐるアメリカの反転

攻勢が本格化しはじめたころである。前年 6月のミッドウェー海戦の敗北を境に戦

局は大きく転換していたが、18 年 2 月になると日本軍は西太平洋ソロモン諸島の

ガダルカナル島からの撤退を余儀なくされる。そして 4月 18 日には連合艦隊司令

長官山本五十六が戦死（大本営発表は 5月 21 日）。北太平洋のアリューシャン列島西

部のアッツ島にアメリカ軍が上陸したのは 5月 12 日だが、日本軍守備隊はおいつ

められ 29 日に玉砕した。

　戦況の厳しさは当然、銃後の国民生活にも影を落としはじめた。

　松山市役所では男子吏
り

員
いん

に執務時間中は巻
まき

脚
きゃ

絆
はん

、女子はモンペを着用するように

指令がだされた。また田植えの季節をひかえ、県の産業報国会は各職場に農村出身

の労働者の一時帰休を指示した。さらに国民徴用令が改正され、国による強制的な

労務動員が拡大された。大本営発表の戦勝報道とはうらはらに、国内の戦時色は日

ごとに強くなっていた。

　 7月 31 日、愛媛無尽は末広町の本店で、合併後初めての株主総会を開催した。

　社長の新野毅は第 1期営業報告書に、「樹
た

てよ計画　無尽の金で」「長期戦たゆま

昭和18年　第壱期営業報告書
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ぬ無尽で国護れ」の勇ましいスローガンを刷り込み、銃後をまもる臣民の心意気

を明示した。営業成績のほうは、本店をふくめた 15 店舗で、契約高は 6,161 万円、

従業員数は245名なので、一人あたり25万円。資金量は2,559万円、融資額は1,872

万円であった。新野は報告書の冒頭で、皇国史観を基調とする営業の景況をつぎの

ように記した。

　「大東亜戦争勃発以来、我国は忠誠勇武なる皇軍将兵の善謀勇戦に依り、肇
ちょう

国
こく

理

想達成の基礎愈
いよ

々
いよ

確立し、大東亜共栄圏建設の偉業着々進
しん

捗
ちょく

しつつありと雖
いえど

も、

戦局は愈々決戦段階に入り、一瞬一刻の苟
こう

且
しょ

偸
とう

安
あん

をも許さぬ形勢となれり（中略）。

第八十一議会は幾多の重要法案を可決し、亦
また

昭和十八年度政府予算は三百六十億円

を計上するに至り、貯蓄増強に依る公債消化で生産拡充資金の円滑なる供給に、職

を金融界に奉ずる我等に対し一大使命を明示せられたり。茲
ここ

において我社一同其の

設立の真意義に副
そ

い其の重且
か

つ大なる責務を完
かん

遂
すい

するの決意を新たにすると共に、

一意専念奮闘一路以って奉公の誠を竭
つく

せし結果、業務は幸いに順調なる発展を遂

げ、別項の如き業績を以って第一期無事経過し得たるは株主各位と共に欣
きん

幸
こう

とする

所なり」

　報告書は勇ましかったが、統制経済が強まり、経営の先行きは見通しがつけにく

い状況であった。合併当初から、新野は四国一円がやがて 1社に統合されると考え

ていた。愛媛無尽が優位な条件で合併するために、業績で他社を凌
りょう

駕
が

しておく必

要がある。そこで新野は外務員を内勤よりも格段とよい待遇で増員し、人海戦術に

よる無尽の募集に力をいれた。ところが元気な男たちはつぎつぎに軍に召集され、

さらに工場へ徴用でとられたりして、増員どころではなかった。従業員数は合併時

の人員を維持するのが精いっぱいで、昭和 20 年になると減少に転じ、終戦時の 9

月には 40 名減の 213 にまで落ちこんだ。

　いっぽう新野は、実務能力に秀でているがゆえに、何事もひとまかせにできない

ところがあった。支店長と部長の任免は合併条件のなかで役員会の合意をとりつけ

ることになっていたが、社員の任免、証書類の保管管理、掛金の受け入れ、そして

伝票の引き合わせに至るまで、社長自らがおこなった。いつも一番早く出社し、一

番遅く退社し、休日も普段通りに出勤した。支店長の給付貸付額は 1,000 円以下に
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抑え、支店自体に経営にかかわる大きな権限はもたせないようにし、手
て

許
もと

準備金を

極度にしぼり、資金は本店に集中させた。また資金の運用は公債を第一にし、つぎ

に国策会社の社債と株式へ投資するというきわめて手堅いやりかたに徹した。すな

わち新野は時代状況に敏感に反応し、責任感と使命から独裁的ともいえる経営手法

で、国家に奉仕することに努めたのである。

　軍事独裁が進行していた戦時中はこれでよかった。しかし合併されたとはいえ、

愛媛無尽はもともと一国一城のあるじたちの寄り合い所帯でもある。新野の経営手

法への不満は蓄積され、戦後に火種をのこすことになった。

　ところで新野が岩崎町の 300 坪ほどの自宅の敷地の庭に、特殊地下壕（防空壕）

の構築をはじめたのは、東条内閣が総辞職してひと月ほどたった昭和 19 年 8 月の

中旬のことである。この年の 6月、日本海軍はマリアナ沖海戦に敗れ、日本の本土

はアメリカ軍の空襲圏内にはいった。7月にサイパン島守備隊が全滅、さらに 8月

になるとグアム島の守備隊が玉砕している。

　芝生を植えていた庭は、去年から野菜畑になっていた。その周辺に、柿、夏み

かん、イチジク、花梨、それに白梅の古木がある。もともとこの敷地は麦畑だっ

たが、昭和 10 年の春に手に入れ、2階建ての屋敷を建てた。それまで新野は、名

古屋から松山へ帰ると、二番町の借家に子供 6人と妻の両親の 3世代 10 人で住ん

でいた。家をもとうと思ったのは、兄の米太郎から、社長にふさわしいところへ住

むように、とつよく勧められたのがきっかけである。道後温泉が近いところに見つ

けた土地に家を建てるのと、家族全員でヨーロッパに旅行する費用がほぼ同じ金額

だった。家族にどちらがよいか訊いたところ、借家で窮屈な思いをしていた家族は

新野家屋敷
（松山市岩崎町）
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全員が家をえらんだ。

　そんなことから暮らすようになった屋敷である。

　地下壕の工事はお盆すぎからはじまった。完成したのは 10 月下旬だった。それ

から数日後の朝、新野はこわばった顔で新聞に目をとおし、学校へでかける前の子

供たちを座敷によびあつめた。正座した妻と子供たちを前にして、新野は手にした

新聞の記事を厳
おごそ

かによみきかせた。それは神風特別攻撃隊敷島隊の特攻の戦果を全

軍に伝える海軍省の布告だった。特攻自体がおどろきだが、くわえて「悠久の大

義」に殉じた 5名の隊員のなかに、宇摩郡松
しょう

柏
はく

村出身者が 2名いたことで、新野

はただならぬ気持ちになっていた。地下壕の竣工祝で隣組から届けられていたタル

トに新野は定規をあてて正確に 5等分し、五つの小皿に盛った。座敷の南へはこん

だ経
きょう

机
づくえ

に小皿をのせ、家族全員で南の方角へむかって合掌した。地元紙には「郷

土からの二勇士、忠烈万世に燦
さん

たり！」と偉功をたたえる大きな見出しがある。新

野は般若心経を唱えながら、無尽業で国民貯蓄の一層の吸収にはげみ、皇国日本の

勝利に貢献することを散
さん

華
げ

した隊員たちに誓っていた。

　年が明け、昭和 20 年をむかえると、本土空襲は激しさをましてきた。

　新野は年初めの役員会で、松山の本店では地下にほった防空壕に重要書類を保管

しているが、これからは郊外に住む社員の防空壕へ移し、さらに石手寺の裏のみか

ん山に借りた倉庫へ順次、帳簿類を運ぶようにしたいと空襲へのそなえを明かし、

　「松山と宇和島には海軍航空隊の基地がある。それと造船の今治が空襲のおそれ

が高い。重要書類の保管は遺漏がないように願いたい」

　と支店のある地名をだして指示をした。

　松山が初めて空襲にさらされたのは、3月 18 日である。

　このときは米軍艦載機と松山海軍航空隊が、松山周辺上空において空中戦を演じ

た。5月 29 日には、米軍機が航空隊基地を爆撃し、民間人も被災した。新野は閉

店時に本店の重要な書類をみかん山の倉庫へ運んで保管し、朝の開店前に本店へ運

びいれるように命じた。それで社員たちは大汗をかきながら毎日、みかん山と本店

の間を、大八車を引いて往復することになった。いっぽう宇和島支店では、高田周

蔵の出身地の広見町大字出
いず

目
め

にある生家の酒蔵に書類を少しずつ疎開させることに
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した。高田は出目から宇和島中学へ汽

車で通学している学生たちによびか

け、学校の帰りに支店で書類をうけと

り、酒蔵へ持ち帰るように頼んだ。こ

の作業は夏ころまでつづき、6月いっ

ぱいで完了した。宇和島はこの間、数

度の空襲にさらされたが、支店の被害

はなかった。しかし 7月 29 日の大空

襲では無数の焼夷弾がふりそそぎ、市内の中心部のほとんどは焼き尽くされてし

まった。さいわい宇和島支店の建物は残ったが、内部はすべて焼け落ち使用できな

くなった。

　松山が焼夷弾にさらされたのはこれより 3日前の 26 日で、旧市内の建物はほと

んど焼失した。愛媛無尽の本店も柱だけを残し、ことごとく灰になったが、道後温

泉のまわりの住宅地には焼夷弾が降らず、新野の屋敷は戦災からまぬがれた。

　今治は 4月と 5月、そして 8月 5日には大きな空襲があり、愛媛無尽の社員と家

族にも多数の死者とけが人がでた。今治支店は全焼してしまったが、書類と帳簿類

の疎開に手抜かりはなく、翌 6日には支店長の村上潔の指示で、被災をまぬがれた

社員の自宅へ事務所を移し営業を再開した。

　戦後経済の大波

　本店が焼失した 2日後、新野社長は岩崎町の自宅を仮事務所にして営業をはじめ

た。まだ市内では焼け跡がくすぶり、煙のでているところがある。あまりの早さに

他の金融機関はおどろくばかりである。

　新野は沈んだ表情で庭に集合した 30 名足らずの男女の社員に、

　「皇国の再建に一刻の猶予もあってはならない。金融界に職を奉じるわれわれは、

いまこそできる限り資金を供給し、銃後の生活を支援しようではないか」

　とよびかけ、みずからにもはっぱをかけるのだった。

　仮事務所になった屋敷では、営業部が 1階の各部屋を使用することにした。玄関

高田周蔵実家（広見町）
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をあがった 2畳の間を受付にし、その奥の二つの和室と北の寝室の襖をとりはら

い、和机をずらっとならべた。南の応接室は社長室とし、新野はここから社員へ檄

をとばした。2階は外務、会計、記帳の係りがそれぞれ三つの部屋に陣取った。ど

の部屋も着古したよれよれのワイシャツ一枚の男子社員と、モンペをはいた女子社

員が肩をよせあい、手や額の汗を和タオルでぬぐいながら事務を処理した。開店す

ると、すぐに長い行列ができた。預
あずけ

入
いれ

にくる客はほとんどなく、だれもがわれ先

に未給付口掛金の即時解約を申し込み、現金を手にしようとする。応じていると会

社の資金はどんどん減少し、たちまち資金繰りに窮するようになった。新野はもと

もと 6月にしていた半期ごとの手当の支給を 7月にのばしていたが、支店幹部の反

対の声をおしきり、さらに 8月に先送りすることにした。

　その 8月、日本政府はポツダム宣言を受諾して 15 日に戦争を終えた。

　戦後の暮らしは、とくに給与生活者にとって過酷なものとなった。空襲で家を焼

け出されたものはさらに大変である。伊予合同銀行の場合、10 月の行員の給料は

月額 70 円程度だったが、給料の全額をはたいても米が 4キログラムしか購入でき

なかった。愛媛無尽でも本店と宇和島や今治の支店の社員のなかには空襲の罹災者

が多く、着るものも食べるものもなく生活は困窮をきわめていた。また渉外担当の

愛媛無尽今治支店社員の集合写真（年代不詳）
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者は歩合給なので、ほとんど無収入にちかい状態であった。社員のなかから昇給を

望む声が高まり、新野社長は6月にだす手当を9月末になってようやく支給したが、

終戦後の急激な物価高で、手当をもらってもヤミ米さえ満足に買えない状況になっ

ていた。待遇のいっそうの改善が必要だった。本店をのぞく各支店の全社員で協議

会をひらくことになり、それは 10 月中旬に労働組合として実を結んだ（愛媛無尽従

業員組合の正式な発足は昭和 21 年 5 月 21 日）。初代の組合長に選ばれたのは、今治支店

長の村上潔である。村上は苦労の多い役回りをひきうけ、会社役員との交渉にのぞ

むことになった。

　アメリカ軍の松山進駐は 10 月 22 日である。

　占領軍は焼け残った愛媛県立図書館と市庁舎 1階の一部に師団司令部を置き、昭

和 24 年 11 月 30 日まで県都松山市をはじめ四国の全体の統治を続けることになる。

いっぽう戦時体制から解放され、民主化の息吹を身体で感じはじめた人々は、復興

へむけて立ち上がりはじめた。松山市内では闇市が中ノ川筋、新立橋、立花橋、国

鉄駅前、市駅前等に出現し、闇とはいえ市場経済がエネルギッシュにうごきだした。

　政府は急激なインフレーションに対処するため、国民の貯蓄奨励を推進した。10

月 3 日には軍需金融等特別措置法施行令の第 13 条が改正された。これにより、「無

尽会社は主務大臣の認可を受け、預金の受け入れをなし、または受け入れたる預金

を担保として貸付をなすこと」が認められることになった。預金種目は普通預金と

定期預金の 2種類に限定されたが、12 月 1 日から無尽会社は預金業務に付随して

預金担保貸付ができるようになり、業界の飛躍へ途
みち

が開かれることになった。年が

明けた 21 年の 2月、金融緊急措置令、日本銀行券預入令、臨時財産調査令の三つ

の法令で、政府は高進するインフレを強力におさえこむ対策をとった。すなわち、

日本銀行の公告
　（昭和21年2 月22日付
　　　　　　「愛媛新聞」）
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3 月 2 日までに日本銀行券を金融機関に預入させ、新日本銀行券である「新円」と

等価交換させた。その際、世帯員一人あたりの新円の引き換え額を 100 円までと

し、残りはすべて預金として封鎖した。

　無尽会社のあつかう無尽掛金や無尽給付金も封鎖の対象となり、無尽会社の経営

はいったん苦しくなったが、大蔵省は相互金融である無尽業の特殊性にかんがみ、

4月から新円無尽（無尽会社が新円で給付すること、新生無尽ともいう）の取り扱いを認

めた。預金封鎖でだれしも新円の入手に苦心していたときである。新円無尽の給付

になんの制限もなくなったので、新円の給付を目当てにした無尽加入者が急増し

た。ふだんから銀行との取引がない新興の優良事業主がつぎつぎと得意先になり、

無尽各社に躍進への絶好の好機が訪れた。

　しかし新野社長は、時代の大きな変化に対応できないでいた。

　戦争は終結し、大東亜共栄圏は壊滅していた。民主主義の国家になったことは、

頭で理解はできるものの気持ちはまだまだ戦前のままである。役員や組合のいうこ

とには一切耳を貸さず、堅実だが独善的な経営に固執し、積極的な事業展開をしよ

うとしない。各支店からは新野社長の退陣を迫る声が強くあがるようになった。村

上は組合の意向を受け、年明けから各地へでかけ会社役員と何度も会い、経営の

改革について意見を交換した。専務の石田今朝夫、取締役の山内繁雄と文野俊一

郎、それに監査役の塩崎悦次にはそれぞれ西条の自宅で話し合った。今治では取締

役の村上七三一の考えを聴いた。そして松山では常務の高田周蔵と総務部長の村上

面幸に意見を求めた。みんなの一致した意見は、新野社長の功績は大であるが、こ

の際組合の要求をいれ、いったん社長を退任し、会長に退いてもらう、ということ

であった。4月の株主総会をひかえ、主な役員がひそかに松山に集まって意見をつ

めた。この席で、高田周蔵が、「社長の独善をゆるし、事態がこのようになってし

まったことは、明らかに自分たち役員にも責任があることだ。役員はみんな一蓮托

生で辞任すべきだ」と主張してゆずらず、辞任をあくまで拒否する石田専務と対立

した。気まずい沈黙のあと、文野が「よい案がある。自分にまかせてくれないか」

と発言し、組合長として出席していた村上も、ひとまず文野に一任することにした。

　数日後、文野は北宇和郡広見町にある高橋作一郎の実家を訪ねた。
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　終戦直前の 7月で西条市長を満期退任

していた高橋は、西条に住居をかまえて

はいたものの、月の大半はひとりでまだ

両親の健在な郷里に帰っていた。田舎で

は長靴をはいて朝は畑を耕し、昼からは

地下足袋にはきかえ里山で植林する毎日

である。

　客間に文野を迎えた高橋は、遠来の客を干し芋でもてなした。

　ふたりはしばらく、戦前をなつかしんだ。宇和島のことも西条の暮らしも、話せ

ば話題はつきなかった。開けはなった窓から、春の明るい彩りにかわりはじめた

山々がながめられ、庭の桜の古木からはひらひらと途切れなく花びらが舞ってい

た。文野は茶をのみほすと、愛媛無尽の内紛を簡潔に話し、社長をひきうけていた

だきたい、と頭をさげた。

　高橋は桜の花びらがふりそそぐ庭をながめ、しばらく考えていたが、文野のほう

へ視線をもどすとおだやかな声でいった。

　「新しい時代になりましたが、なお私でもお役に立てるのなら、松山へ出向くこ

とはやぶさかではありません。それでこの件はまず、新野さんとじっくり話さんと

いけませんな」

　「おっしゃるとおりです。早急に設定します」

　「場所は道後がいい。ついてはあなたと、組合の村上君は同席してもらいたい」

　と高橋は要望した。

　翌週の土曜日の夕刻、道後の料亭で高橋は新野と忌
き

憚
たん

なく話し合った。そして 4

月 30 日の定時株主総会と、5月 17 日の臨時株主総会を経て、新野がひきつづき社

長に留任し、高橋が取締役会長に就任することが決まった。また高田と文野は取締

役を辞任し、かわって村上潔、岡善恵、清水要が新しく取締役になった。

　「和」を大事にする高橋が会長にすわることで、組合と新野社長との対立は解消

され、支店長の権限も大きくなり、愛媛無尽は時代も味方して業績をのばしはじめ

た。しかし 2年ばかりたった 23 年 3 月、社員の定年制を強行しようとした新野社

高橋作一郎実家（広見町）
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長と経営陣の間でふたたび対立が生じた。あたらしくつくった規程では、功績の著

しい八幡浜の支店長が 3月末日で退職になる。この支店長は農地改革で土地を没収

され家族と支店の 2階に住んでいた。高橋も他の役員も半年か 1年、猶予の時間を

与えてやるように主張したが、新野は規程通りにすべきだ、とゆずらず、孤立した

新野は自ら社長を辞任し、会社を去った。戦中の厳しい時代から戦後の混乱期ま

で、新野の卓越した経営を称賛する者もいて、役員のなかからも退社を惜しむ声が

あがった。そうした声に応えて高橋はいった。

　「新野さんは頭脳明晰で、こころは純粋すぎるほど純粋な人だ。マッカーサーの

民主化を錦の御旗にしている連中が跋
ばっ

扈
こ

する今の時代が、もう我慢ならんように

なったんだ。われわれにしてもこれからは腰をすえ、愛媛無尽の経営理念を考えな

くてはいかん。それが新野さんの功績にこたえることだ」

　 5月 8日に定時株主総会が開催され、空席になった社長に高橋作一郎が就任し

た。また 3人の役員が退任し、監査役をふくめ 7人の役員が選任され、会社の将来

を託す逸材として高田周蔵はふたたび常務に返り咲いた。

　躍進と規模の拡大

　末広町の焼け跡に本店の新社屋が完成し、事務所が岩崎町から移転したのは昭

和 22 年 5 月のことである。新野社長の屋敷での仮営業は 1年 10 か月つづき、社員

はやっと木造平屋建ての本店ではたらくことになった。モルタル塗の外観はまだバ

ラックの建ちならぶ街に映え、それなりに立派であるが建物のなかはどの部屋も簡

素で手狭だった。役員室などはなく、役員会は外務員の畳の部屋をかり、車座に

なって開いた。備品といえるものは社長用の自転車 1台だけである。県庁や市役所

周辺にある銀行、郵便局、信用組合、それに農林中央金庫のほうが市民によく知ら

れていて、街中に本店を構えたものの愛媛無尽の存在は小さく、社会的な信用もま

だまだ薄かった。

　とはいえ、21 年 4 月から取扱いのはじまった新円無尽目当ての中小事業主の顧

客の増加は、愛媛無尽の業績を着実におしあげていた。新野が社長を辞任すると、

高橋はただちに積極的な経営に転換した。23 年 3 月、かねてより信頼関係のある
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従業員組合と協議をかさねて就業規則を制定し、社内態勢をととのえた。そして同

じ 3月、東予の三島町と南予の城辺町の支店開設にふみきった。

　この年の 11 月、愛媛無尽は初めて大蔵省銀行局の検査をうけることになる。

　先立つ10月23日に検査を予告するため、金融検査官の一行が突然来訪したため、

本店は応対でおおわらわになった。検査官は準備書類の作成等を指示すると翌日に

は帰京した。4名の検査官が再び来社したのは 11 月 8 日である。この日から 16 日

まで、日曜日もやすまず朝の 9時から夕刻 5時まで、入念な検査がおこなわれた。

17 日には役員をあつめ、検査官による講評と指導があり、書類整理の不備という

事務的なことのほかに、掛金の未収が滞っていることが問題とされた。加入者の選

択の誤りか集金人の怠慢、またそのどちらにも原因がもとめられるので、会社とし

てさっそく改善することにした。もうひとつは銀行と同様に預貯金の取り扱いがで

きるようになったにもかかわらず、金融機関として預貯金が少なすぎるという問題

が指摘された。高橋社長もこの点を重視し、資金量をふやすため営業区域の拡張を

はかることになった。

　無尽会社に看
み

做
なし

無尽の取り扱いが認められたのは、翌 24 年 5 月のことである。

これはもともと日掛け方式の殖産会社の経営の健全化をはかる目的で制定された法

律と関連して、無尽業法第 1条に附則が付け加えられ、無尽会社に銀行の機能も与

城辺支店初代菊地支店長勇退記念（昭和24年6月24日撮影）
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えることになったことによる。看做無尽はこれまでの無尽とはちがい、団や組をつ

くることがないので、契約者はいつでもだれでも自由に加入できた。また給付はこ

れまでのように抽選によるのではなく、無尽の総回数が半ばをこすと契約者と会社

双方の合意によって任意に受けることができるようになった。これは事実上、普通

銀行の受信及び与信業務に近く、異なるところは契約期間、金額、利回りに一定の

制限があり、払込みが日掛方式だったことである。無尽会社は日銭の入る業者を対

象に契約数を日々著増させ、外務員は毎日顧客のところへ出かけ集金に精を出した。

　看做無尽の取り扱いは、無尽会社に驚異的な発展をもたらすことになる。愛媛無

尽についてみてみると、預金高と貸付金を昭和 20 年と比較すると、25 年には預金

高で 46.6 倍、貸付金に至っては 115.9 倍に激増している。またこれを県内に本店

のある普通銀行を分母にして比較すると、預金高では 2％から 14％へ、貸付金は

3％から 16％へと著しく割合を高めている（図表 21）。

　この飛躍の 25 年は、大蔵省の勧奨によって松山市内に本店をおく伊予殖産無尽

株式会社を愛媛無尽が買収した年でもある。伊予殖産はもともと福岡に本店がある

西日本無尽株式会社と友好関係にあり、同社が買収する話がすすんでいたが、大蔵

省は県内企業への営業権

の譲渡が望ましいとの考

えから、県内の 2社へは

たらきかけていた。伊予

殖産は 7月 29 日に株主

総会をひらき、「愛媛無

尽へ営業を総括的に譲渡

して解散する」ことを骨
こっ

子
し

とする 18 項目の譲渡

仮契約案を議事にかけ、

譲渡を原案どおりに決議

した。8月 5日に両社の

間で仮契約が締結され、

昭和20年 昭和25年

32,371
1,507,563

1,573,238

10,300,401

9,357,649
昭和20年 昭和25年

13,298
1,540,650

394,507

愛媛に本店のある銀行愛媛無尽

図表21　愛媛無尽と愛媛に本店のある銀行の預金高（上図）と
貸付金（下図）の比較� （単位：千円）

「愛媛県統計年鑑　昭和27年版」より作成
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その後伊予殖産の従業員組合との間で確執があったものの滞りなく解決し、愛媛無

尽は 12 月 14 日に伊予殖産無尽の営業譲渡をうけ、同社の従業員 116 人をむかえい

れた。

　またこの年、朝鮮戦争にともなう特需景気にも後押しされ、業務の拡張も盛ん

だった。10 月には高知県の中村町へ支店を開設した。初めての県外進出である。

12 月に川之江町、壬生川町、それに大洲町に店舗をつくり、年が明けた 26 年 1 月

に香川県の高松市と丸亀市に、つづいて 3月に高知市の中心街に新しく支店を開い

た。さらに愛媛では道後、菊間、三瓶、岩松、野村、近永、宇和、吉田の八つの

町、高知は宿毛、清水、高岡、山田、安芸の五つの町、そして香川は観音寺と佛生

山町に業務取次所を設置した。店舗数は 21 まで伸び、従業員は 490 名に増加した。

26年9月期の業績は、契約高48億円、資金量18億6,000万円、融資額は19億4,000

万円となった。

　 26 年 6 月発行の「社報」によると、同年 5月の「全国無尽会社資金量並びに契

約高順位表」には 60 社あった無尽会社（殖産無尽会社 12 社と建物無尽会社 4社を除く）

のなかで、愛媛無尽は資金量と契約高ともに 18 位となっている。同じ四国の香川

無尽は 28 位と 35 位、高知は 35 位と 40 位、そして徳島は 49 位と 51 位である。

　また無尽会社全体の地位はいちじるしく向上した。全国無尽協会の調査によれば

無尽の掛金額（銀行の預金に相当）は、終戦直後の昭和 21 年 3 月から 26 年 3 月まで

総会決議の写し
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の 5年間で 31 倍に、無尽給

付額（銀行の貸付に相当）は実

に 81 倍にまでふくらんでい

る。同じ期間の全国の銀行預

金と貸出の推移は、預金で約

8倍、貸出は約10倍である。

このことは戦後のハイパーイ

ンフレーションを考慮にいれ

ても、無尽会社がとりわけ中

小商工業者の資金需要に大き

な役割を果たしていたという

ことができよう。

　ところで、政府は戦後まも

なく中小企業専門の金融機関

として、これまで法律的に不

備が多かった無尽会社の改革

にのりだしていた。昭和 24

年 6 月、政府は地方銀行業界

の意見と、銀行以外には預金

業務を認めないというＧＨＱ

の意向を考慮した「銀行法改

正草案」を作成した。ＧＨＱ

は、「無尽は金融ではなく、

ギャンブルであり、投機的な

ものである」という見解をもっており、草案では銀行以外の預金取り扱いを禁止す

る方針になっていた。これは無尽業界にとってまさに死活問題である。業界では

この草案の動きを阻止し、無尽会社を銀行に昇格させるため、「無尽銀行法」の立

法化をめざす運動を全国的に展開した。無尽銀行の顧客は中小企業と一般大衆であ

図表22　全国無尽会社資金量並契約高順位表（26年5月末現在）
　　　　　　　　　　　　　　� （単位：千円）

図表23　全国無尽会社無尽掛金及び給付額推移
（単位：百万円）

月末 掛金額 指数 給付額 指数
昭21年3月 2, 344 100 707 100
　22年3月 3, 109 133 1, 852 262
　23年3月 7, 171 306 5, 285 747
　24年3月 21, 643 923 16, 156 2, 285
　25年3月 43, 378 1, 851 33, 786 4, 778
　26年3月 72, 946 3, 112 57, 308 8, 104

全国無尽協会月刊誌「無尽」1951年9月号（『無尽会社の相互銀行への転換につ
いて』国友正行）より作成

順位 会社名 資金量 順位 契約高
1 日　本 15, 501, 805� 1 23, 395, 523�
2 北　洋 7, 317, 980� 3 12, 496, 547�
3 西日本 7, 164, 772� 2 21, 001, 010�
4 兵　庫 3, 470, 938� 4 8, 905, 504�
5 常　磐 2, 250, 313� 8 5, 348, 977�
6 東京（殖） 2, 092, 792� 13 4, 637, 280�
7 福徳（殖） 2, 074, 801� 14 4, 526, 243�
8 相　互 2, 029, 568� 9 5, 139, 263�
9 福　岡 1, 911, 620� 6 5, 529, 644�
10 近　畿 1, 895, 551� 5 5, 942, 077�
11 鹿児島 1, 845, 946� 15 4, 200, 538�
12 九　州 1, 799, 277� 10 4, 957, 054�
13 太　道 1, 796, 872� 12 4, 777, 608�
14 長　崎 1, 784, 471� 7 5, 380, 618�
15 興　産 1, 775, 167� 21 3, 370, 135�
16 三　重 1, 670, 383� 11 4, 896, 332�
17 中　央 1, 600, 284� 16 4, 089, 704�
18 愛　媛 1, 583, 058� 18 4, 012, 073�

19 広　島 1, 565, 642� 17 4, 022, 326�
28 香　川 1, 102, 163� 35 2, 423, 046�
35 高　知 926, 989� 40 2, 015, 958�
49 徳　島 554, 168� 51 1, 529, 615�

全社総額 96, 642, 270� 230, 642, 745�

愛媛無尽株式会社「社報」（昭和26年6月発行）より転載
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る。業界は 25 年 1 月に大蔵省へ意見書を提出し、無尽掛金、定期預金、据置貯金、

預金、手形貸付、手形割引などの取り扱いを認めるように要望した。いっぽう大蔵

省も無尽会社が銀行になることに異論はなく、7月には無尽会社を相互銀行に転換

させる方針を明らかにしたものの、政府による立法化となると、地方銀行協会の反

対やＧＨＱの理解を得ることが難航し、困難な情勢であった。そこで無尽業界は議

員立法による「相互銀行法」の成立をめざして運動をつよめてゆくことになった。

　 25 年 11 月に開かれた全国無尽協会の役員会および定時評議会に招かれた池田勇

人大蔵大臣は、中小企業を相手にするような銀行をつくることに努力してきたが、

既存の銀行には期待できない状況であることを指摘したうえで、相互銀行法案につ

いて次のように述べた。

　「今後もこういう中小企業相手の金融が必要であると考えておりましたところ、

今お話しのように相互銀行法案が出てきたのであります。これは、私は非常によい

考え方であると思いました。実は今までの一県一行主義を打破して新しい銀行の設

立を考えておりましたが、この際これと併行して相互銀行の設立に努力したいと存

じています」（全国無尽協会「無尽」昭和 25 年 12 月号）

　政府の前向きな発言を力に、無尽業界は 26 年の年明けから国会でのロビー活動

をつよめた。2月になると、衆議院の大蔵委員会に相互銀行設置に関する準備委員

会が設けられた。そして大蔵省銀行局特殊金融課が起草した「相互銀行法案」につ

いて検討が重ねられたあと、同法案は自由、民主、社会の 3党の共同提案として、

3月 10 日に衆議院に上程された。衆議院は 2か月後の 5月 8日に同法案を可決、2

日後の 10 日に参議院でも可決されて成立し、6月 5日に相互銀行法は公布され即

日施行となった。

　同法の目的は、中小金融機関の体系を整備して中小金融の専門機関制度を確立す

ることにより、中小金融の施策の支柱をなすことであった。したがって相互銀行は

銀行法による銀行に対立し、これと異なるはたらきと役割をもつ金融機関であると

ともに、いわゆる銀行であるから普通銀行に準じる経営規模と内容をそなえること

が要請されることとなった。

　このことを同法からみてみると次の諸点が普通銀行との違いとして挙げることが
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できる。

　イ　主要業務として従来の無尽業務に相当する業務を営めること（第 2条）

　ロ　営業区域を設定し（第 8条）、給付等の制限（第 10 条）を規定したこと

　ハ　貯蓄性預金の吸収に特色を規定したこと（第 2条）

　ニ　資金の流動化に関し特に支払準備について法定の基準を設定したこと（第 13 条）

　また同法第 2条と第 4条において相互銀行の主要業務は以下のとおりに定められ

た。

　 1　一定の期間を定め、その中途又は満了のときにおいて一定の金額の給付をすること

を約して行う当該期間内における掛金の受入れ

　　　（相互掛け金業務と呼ばれ、相互銀行固有業務となった）

　 2　預金又は定期預金の受入れ

　 3　資金の貸付又は手形の割引

　　　（無尽業務には、定期積立、据置貯金、一般貸付、手形割引業務は認められてな

かった）

　 4　有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり

　 5　有価証券の払込み金の受入れ又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱い

　愛媛無尽では年明けから相互銀行への転換にそなえ、銀行業務上の準備をはじめ

ていた。大蔵省銀行局へ申請していた当座預金取扱いに伴う業務方法書一部変更の

認可がおりたのは 8月 24 日である（当座預金の全店取扱い開始は 12 月 19 日）。為替業

務に関しても預金獲得に有利になるので、本店だけでなく各支店でも研修会をひら

き認可にそなえることになった（内国為替業務取扱いは昭和 28 年 11 月 26 日開始）。また

相互銀行営業免許に関する内伺書を大蔵大臣宛てに提出していたが、9月 21 日付

をもって内免許が交付された。いっぽう商法の一部改正に伴う定款変更は相互銀行

発足のために開く総会で行うことにした。
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　経営陣がもっとも苦労したのは、外務員の意識改革である。

　もともと無尽会社の外務員の給料は出来高払いなので、外務員にしてみると一種

の代理業務による収入という認識がつよく、一人ひとりが代理店を経営しているよ

うなところがあった。外務員のなかには顧客が無尽に加入するのは会社よりも自分

を信用しているから、と思い込んでいる者もいたのである。しかし外務員の信用は

あくまで会社があるからであり、決して外務員一人で信用を築いたものではない。

このことをしっかり納得させ、会社への帰属意識を高めるため、各支店では朝礼の

度に外務部長の吉村秀一が作成した「社員の信条」を全員で唱和した。これは 13

項目あるが、その最初の 2項目にはつぎのように記されている。

　〈社員たるものは我が社の歴史と知徳兼備の典型たる高橋社長の人格徳望を毀損

せざるを信条とし、常に言動を慎み誠実に勤務すべきなり。社員襟章及び社員身

分証明書は我が社を代表し高橋社長の意志を体し、執務または勧誘に当たるもの

と心得絶対に常時所持することを忘れざること〉

図表24　愛媛無尽と愛媛相互銀行の業績の推移� （単位：億円）

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
昭和18年
3月

昭和19年
3月

昭和20年
3月

昭和21年
3月

昭和22年
3月

昭和23年
3月

昭和24年
3月

昭和25年
3月

昭和26年
3月

昭和27年
3月

昭和28年
3月

契約高

資金量

融資量



140

第 1部　ふるさととともに

　さらに「銀行員になりきる」ための心構えとして、各支店長はつぎの 4点を事あ

るごとに説き聞かせた。

　 1　総ての取引は外務員と顧客がするのだ、という考えからはなれ取引は銀行と顧客が

するのであるという心構えに切り替えよ

　 2　自分の行動は一から十まで銀行の利益のためということを念頭から離さないこと

　 3　行金はその授受を明確にし、その日のことはその日に処理すること

　 4　銀行員としての容貌を整え、顧客に嫌忌の念を抱かせることがないようにすること

　相互銀行への転換にむけ、業務は多忙を極めたが昭和 26 年 10 月 20 日付をもっ

て、愛媛無尽株式会社は相互銀行への転換が認可され、同日、株式会社愛媛相互銀

行が発足した。この日までに相互銀行の免許を受けた全国の無尽会社は 58 社であ

る。
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コラム
「伊予柑を収穫する男女の像」と伊奈重孝

　現在、研修所庭園に展示されているテラコッタレリーフ「伊
予柑を収穫する男女の像」は、昭和 29 年 6 月に竣工した愛媛
相互銀行大街道支店の壁面を飾っていた。ここは映画館ロマン
座の跡地で、電車通りにも面した一等地である。高橋作一郎社
長が外観の相談を大成建築にもちかけ、タイルメーカーとして
名高い常滑市の伊奈製陶（株）へテラコッタレリーフを発注す
ることになった。伊奈製陶ではさっそくレリーフの原画を彫刻
家伊奈重孝に依頼した。明治 27 年生まれの伊奈はこのとき 59
歳。戦後は牛の制作一筋にうちこみ、日展では「牛の伊奈」と
までいわれた常滑の作家だった。
　テラコッタの制作は、28 年の冬から 29 年の春過ぎまで 5か
月ほどかけ、伊奈製陶の工場で行われている。戦前からの技術
を受け継ぐ 2名の職工が、伊奈の指導をうけながら制作にあた
り、原画は 130 の陶器質の粘土ブロックに細分された。伊奈は
その一つ一つにヘラで丹念に造形を施し、軽くするために裏の
肉厚部分をえぐりとった。職工たちはそれを窯でいったん素焼
にしたあと、釉薬をかけて本焼にし、テラコッタに仕上げた。レリーフが出来上がったのは
5月の半ばである。伊奈製陶は直ちに全部まとめて松山へ発送した。竣工間近い大街道支店の
壁面に 130 個のテラコッタがはめこまれ、支店の落成と同時に、「伊予柑を収穫する男女の像」
のレリーフが目抜き通りの交差点に優雅な姿を現した。
　それから 35 年後の平成元年 8月。このテラコッタレリーフは、大街道支店改築で壁面から
すっぽり取り外された。総重量が 11 トンもあるレリーフは、伊奈製陶の後身である株式会社
INAXへ引き取られ、常滑市に里帰りした。INAXでは、「風雪に耐えてきたテラコッタが、
無事役目を終えて、遠い四国から故郷へ帰ってまいりました。御苦労さまでした、と拍手で歓
迎したい気持ちでいっぱいです」と記されたパンフレットを作成し、INAXの屋外ミュージア
ム「窯のある広場」へ展示し市民に公開した。
　さらに 17 年の月日が流れた 8月下旬のことである。
　INAXでは常滑文化エリア構想の一環として「窯のある広場」を再整備し、資料館等を新し
く建て替えることになり、「伊予柑を収穫する男女の像」は広場から撤去することになった。
この情報は来松した INAXの館長から正式にもたらされた。返還の希望があればこの機会

にお返ししたい、とのことである。テラコッタレ
リーフが陸路、常滑から当行の研修所へもどって
来たのは平成 17 年 12 月 7 日である。22 日、伊奈
重孝御令嬢夫妻と INAXの「世界のタイル博物館」
館長並びに四国支店長を招待し、当行からは中山
頭取と二人の専務が参列して除幕式を行った。こ
のような曲折をへて、「伊予柑を収穫する男女の像」
は 17 年ぶりに南国の空を仰ぎ見ることになった。
　原作者の伊奈重孝は常滑の豊かな商家・水上家
の四男として生まれている。東京大倉商業学校

伊予柑を収穫する男女の像

伊奈重孝夫婦
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（現・東京経済大学）を卒業して、大倉商事に勤務していたが大正 13 年、常滑に帰ると遠縁の
伊奈家の養子となり養女と結婚した。伊奈家は当時、東京にも支店をだすほど繁盛していた雑
貨商で裕福だった。青年の頃から芸術への憧れがあった伊奈は昭和 3年 2月、妻子を常滑に残
して単身上京し、日本美術学校の彫塑科で 5年間学んだ。それからさらに写真学校で 1年間勉
強して常滑に帰ってきた。しばらくは養父が造ったアトリエで彫塑と好きな写真に専念してい
たが、太平洋戦争が始まる頃から愛知県陶磁器試験所に技師として勤務するようになった。ま
た戦後は常滑中学校の彫塑の講師を 11 年間勤めている。昭和 34 年 2 月 3 日に脳梗塞で急逝、
享年 66 歳であった。
　この年の 12 月に刊行された伊奈重孝追想録「鰯雲」には 57 名の諸氏が追想を寄せている。
読み解くと、牛に専念するようになったきっかけは、戦時中にあった。自宅の防空壕を掘るた

めに土を運んだ牛の立派な姿に魅力を感じ、それをモデルに
作った作品が第一回の日展に入選した。それから毎年十一回、
牛ばかり入選して「牛の伊奈」と呼ばれるようになったとの
ことである。伊奈はこのことについて、「在京中は私も『首』
や『裸婦』など作っては各種の展覧会へ出品していたのです
が、郷里の常滑に帰ってからは適当なモデルが無かったので
動物を主に作るようになりました」と率直に書いている。

　今年の 7月、博物館の元館
長の柿田富造氏から伊奈重孝
制作の臥牛像を御寄贈頂い
た。その悠揚迫らない風姿は、
作者の人柄を偲ばせるものが
ある。

昭和29年大街道支店開設

臥牛像裸婦




