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令和2年10月23日金～令和3年3月7日日
開業100年 三河線挙母駅令和2年度

発見館企画展

1 挙母駅の開業

6 国産自動車による日本初の鉄道省営バス　挙母の町を走る

　大正９年（1920）11 月１日、名鉄三河線（旧三河鉄道）挙母駅（現豊田市駅）が開業しました。それから 100 年。
挙母駅は規模を拡大。名鉄三河線は知立と西中金を結び、高架化や部分的な廃線など様々な変化をともないな
がら物資や人々を運んできました。
　今回の企画展では、開業 100 年を迎える挙母駅と、名鉄三河線を紹介します。また、挙母駅前を通った交通
機関として、岡崎から挙母を経て多治見を結び昭和５年（1930）に開通した鉄道省営バス（現 JR東海バス）岡多線
についても紹介します。

現在の名鉄三河線は、豊田市の猿投から碧南市の碧南を結ぶ
約39.8ｋｍの路線です。知立駅（※）を境に、猿投方面の山地へ
向かう北側は山線、碧南方面の海に近い南側は海線と呼ばれ
ています。本展では、山線を紹介します。

　豊田市域に鉄道が通ったのは、三河鉄道（現名鉄三河線）の知
立（現三河知立）～挙母間が開通した大正9年（1920）のことで
す。7月5日に知立～土橋間が、8月31日に上挙母、11月1日に挙
母まで開通しました。日本で初めて鉄道が開通してから48年後
のことで、地域待望の開通でした。

三河鉄道挙母新駅開通祝賀会
　挙母駅の開業（11月1日）の前日、挙母町主催の三河鉄道挙母
新駅開通祝賀会が新駅構内で開かれました。
　町長や来賓の祝辞、祝宴、小学校児童の旗行列や撃剣（剣術）、
相撲、棒の手、芝居、花火、芸者の手踊り、挙母新聞店主催の「変装
芸妓懸賞探し」などが行われました。また、80歳以上の高齢者を
汽車に乗せて敬老の意を表しました。

　昭和5年（1930）12月20日（土）、挙母の町を鉄道省営バス1号車が走
りました。鉄道省営バスとは、旧国鉄・現在のJ Rバスのことです。当時
の人々はこの路線を、挙母を中継地として岡崎と多治見を結んでいた
路線であることから「岡多線」とも呼んでいました。
　世界恐慌の嵐が吹き荒れ始めた昭和4年。時の政府は、交通網の拡大
に向けて多額の建設費を要する鉄道建設ではなく、少ない経費で速や
かに実現できる自動車による公共交通の運用を目指していました。翌
５年9月、82の調査路線のうち営業開始路線として岡多線をはじめ３
路線が決定されました。同年12月20日、ついに鉄道省による初のバス
路線第1号として、岡多線（65.8㎞）がスタートしたのです。
　この日は、「破れ衣」と揶揄され始めた挙母町民にとって、とてもめで
たい日となりました。開通祝賀に合わせて数々の余興を催したり、３日前から徹夜して大アーチを作成したりと、町を
あげてのお祝いムードでした。三河鉄道挙母駅開通以来の、町を明るくする大きな出来事であったようです。

省営岡多線ルート（開業当時）
　岡崎駅を出発した省営バスは、現在の豊田市域の、下渡刈―上渡刈―下市場―樹木―挙母西町―挙母昭和町―
挙母北口―挙母梅ヶ坪―上原―四郷―下伊保―殿貝津―伊保堂―上伊保―保見篠原―保見大畑―八草の各駅・停車場
を通って瀬戸から高蔵寺と多治見方面に向かいました（「岡多線省営自動車路線図 名古屋鉄道局」）。
　開業直前の8月末の試運転では、「道中が狭いのでかなり運転に困難を生じ道が悪いので動揺も非常に多く、（中略）試
乗者にたいぶ疲労を与え、ところによってはやっと自動車が通れるほど」との評でした（新愛知新聞 昭和5年8月23日
版）。この記事から推測すると、下市場から樹木を抜けて挙母の町の中を通る道路は大変狭く、運転者や乗客を悩ませた
かもしれません。

国産自動車のバス
　先行する私営の「尾三バス」や「三河鉄道バス」が、フォードやシボレーなどの外国産自動車で
運行していた昭和４年当時、国産自動車は軍用自動車として陸軍省の保護を受けていました。
この軍用保護自動車である東京瓦斯電気工業会社の「ＴＧＥ」、石川島自動車の「スミダ」が、交
通網調査会の性能試験で乗用自動車として選定され、運輸局が省営自動車事業の実行計画を進
めました。旅客や荷物の積載方法から車台の大きさ、内部・外部の素材や色について十分検討の
上、短期間で車両を完成させ、鉄道省営バス岡多線の開業に間に合わせました。
　開業当初は毎日故障が絶えず、田んぼや谷底に落ちた車両もあるようです。それも、昭和10年
頃までには改良され安全な運行が可能になりました。また、現在の三菱・トヨタ・日産車などの
国産車も多く採用されるようになったのもこの頃です（「省営自動車十年史」）。

※昭和34年（1959）移転新設の知立駅。三河線開業時の知立駅（４頁参照）は現在、三
河知立駅となっています。

開通式祝賀会当日の三河鉄道挙母駅　大正９年（1920）10月31日
100年前、駅前には桑畑が広がっていました。

挙母駅　昭和期　市政発信課提供
駅名表記が旧字体の「擧母」となっています。

参考文献（刊行年順）：「新愛知 大正 9 年 10 月 31 日付録」、「挙母学校同窓会会報」第 31 ～ 32 号 1920 ～ 21 年、渡辺善次『七州城沿革小史』1923 年、『名
古屋鉄道社史』名古屋鉄道株式会社 1961 年、『高岡町誌』豊田市教育委員会 1968 年、『西加茂郡誌』（復刻）名著出版 1973 年、『豊田市史３巻（近代）』
豊田市 1978 年、杉本誠『三河線各駅停車』豊田市役所広報課 1988 年、『名古屋鉄道百年史』名古屋鉄道株式会社 1994 年、『特別展 乗り物の歴史̶
近代豊田の交通̶』豊田市教育委員会 1999 年、『保存版写真集 三河を走って 85 年』郷土出版社 1999 年、『竹村風土記』竹村風土記発刊委員会 2002 年、
新實守『三河線 LE Car』2004 年、新實守『写真で見る 三河線誕生百年』2014 年、味岡源太郎『神谷傳兵衛』（復刻）アジオカ 2018 年、清水武・田中義人『名
古屋鉄道車両史上巻』アルファベータブックス 2019 年
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竹村駅付近を走る名鉄三河線車両　令和２年　井上英樹さん提供

昭和５年８月 
試運転のため挙母町役場前に停車中の試作車両

岡多線開業記念 絵葉書袋

国道248号線もトヨタ自動車もまだなかった時代
　　　　　　　挙母の町の　どの道を　どんな自動車が走ったのでしょうか？

？ところで・・・、なぜ日本初の省営バスが、この挙母の町を走ったのでしょうか？
展示から考えてみましょう
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大浜港～猿投間の電化
　その後も延伸が進み、大正13年（1924）10月には平戸橋・猿投両駅が開業しました。大正15年、大浜港～猿投間が電
化されました。あわせて、新車両が投入され、便数の増加、所要時間の短縮などサービスが向上しました。

猿投～西中金の開通と足助延伸の断念
　大正14年（1925）、猿投駅において足助延長の起工式が
行われ、昭和２年（1927）から同３年１月にかけて、猿投
～西中金間が開通しました。西中金～足助延伸は、途中ま
で路盤も完成していましたが、用地買収の難航や世界恐
慌の影響で、工事は中断しました。
　昭和16年、三河鉄道は私鉄統合の国策に従い名古屋鉄
道株式会社と合併しました。合併後も、西中金～足助間に
ついては工事施工期限の延長を繰り返しましたが、昭和
33年に免許を返納しました。西中金～追分間の路盤跡は、
大部分が住民の生活道路や農道に変わりました。その痕
跡は、今でも見ることができます。
　平成16年（2004）4月1日、猿投～西中金区間は廃止と
なりましたが、知立～豊田市～猿投を結ぶ名鉄三河線は、
1日平均7万5千人（平成30年）を運ぶ、人々の足となって
います。

挙母駅　大正15年（1926）
建物には 磨 砂 の俵が積み上げられています。中央のホーム奥に
は若宮八幡社のクスノキが見えます。

　　

2 三河鉄道の創立

　明治22年（1889）の東海道線開通後、この地域でも私設鉄道建設ブームが起きました。
　明治43年（1910）11月、大阪の資本家である才賀藤吉と、碧海郡の有力者ら31人が発起人となり、知立町から大浜
町（現碧南市）に至る碧海軽便鉄道を鉄道院へ出願しました（資本金35万円）。明治44年７月に敷設免許を得て、株式の
募集を行い、明治45年（1912）５月、刈谷町の正覚寺で創立総会を開きました。社名を碧海軽便鉄道から三河鉄道株式
会社に改め、資本金を50万円とし、軌間を762㎜から1,067㎜に変更して建設することを決めました。さらに三河鉄道
は、大正元年（1912）10月に知挙軽便鉄道（明治44
年設立。知立町～挙母町の鉄道敷設を計画）の免許
権を譲り受けました。

三河鉄道（知立～大浜港）の開通
　三河鉄道は大正2年（1913）1月、建設工事に着手
し、翌年2月に刈谷新（現刈谷）～大浜港（現碧南）間
14.5㎞の営業を開始しました。大正4年10月には
刈谷新～知立4.0㎞が開通、旧碧海軽便鉄道の計画
した路線（現三河線海線）がすべて完成しました。開
業時は蒸気機関車が客車・貨車を牽引しました。し
かし、予想に反して経営状態は思わしくありません
でした。

三河鉄道停車場敷地買収代金寄附 協議費
大正９年（1920）　個人蔵
三河鉄道挙母駅開業前後に挙母町一区区長で
あった鈴木彌太郎は、三河鉄道の駅敷地を地
元で購入するための資金を各区で集めた際、
一区の取りまとめを行いました。彌太郎は、子
息が岡崎中学（現岡崎高校）へ徒歩通学してい
たこともあり、鉄道の必要性を強く感じてい
たと伝えられています。

3 神谷傳兵衛と挙母、越戸への延伸

　三河鉄道の経営好転化のため、株主の有志は、松木島村（現西尾市）出身で、創立時から役員であった神谷傳兵衛（初
代）へ社長就任を懇請しました。大正５年（1916）、傳兵衛は取締役社長に就任すると、会社発展のためには知立から挙
母を経て、猿投村越戸（現豊田市越戸町）に至る18.0㎞の鉄道延長が急務と考え、同11月、臨時株主総会で125万円に
増資する決議を得ました。会社は北部延伸に際し、次のような条件を出しました。
１ 駅を置く地元では株券の50券以上を負担すること
２ 駅の建設用地として、２～３反歩（20～30a）を鉄道会社に寄付すること
３ 線路用の土地の受け渡しは、反当り150円以下とすること
　当初は、信参鉄道（※）が挫折して大正５年に解散した経験もあり、沿線町村は消
極的でした。こうした中、傳兵衛は自動車でこれらを回り、熱心に株式の引受けを
勧誘しました。傳兵衛が挙母町へ出資の勧誘に来たのは、実に62回に及びました

（『七州城沿革小史』）。その熱意に動かされ、増資計画は進みました。複数の候補が
あった路線は、若林・竹村両村民の働きかけにより、現在の路線に決定したと伝
わっています。

知立～越戸間の開通
　大正9年（1920）7月5日、知立～土橋間10.4㎞が開通し、8月31日に上挙母ま
で、11月1日に挙母まで開通しました。知立～挙母間の建設費は、約79万円でした

（三河鉄道株式会社『第二十二回報告』）。路線は梅坪を経て、大正11年1月には越
戸まで開通。傳兵衛が計画した全路線が完成しました。傳兵衛はその3か月後、帰
らぬ人となりました。越戸延伸の狙いは、越戸鉱山の珪砂（ガラスの原料）や木節
粘土（耐火レンガの原料）等の輸送でした。これらは三河線を通して全国へ出荷さ
れました。

※明治39年（1906）出願の私設鉄道で、新川町（現碧南市）-安城町（現安城市）-挙母町-足助町まで30マイルの
認可を受け、翌年着工しましたが、大正５年、鉄道建設の見込みが立たないまま解散。投資家に大きな被害を
与えました。

開通時の列車（籠川橋梁）　大正11年（1922）　
Ｂ１号機関車。梅坪～越戸間開通時の試運転列車です。貨車と客車を併結し
ています。
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豊田市域鉄道網図
昭和7年（1932）当時
鉄道の開通により、人々の
移動も便利になりました。
三河線に続いて開通した岡
崎線（名鉄挙母線）の存在は
トヨタ自動車工場立地の要
因にもなりました。

神谷傳兵衛（初代）
安政３年（1856）～大正11年（1922）
三河国幡豆郡松木島村（現西尾市
一色町）出身の実業家。東京都台
東区浅草の神谷バー、茨城県牛久
市のワイン醸造所・シャトーカミ
ヤの創設者。三河鉄道には、鉄道
敷設申請から取締役として携わ
りました。大正５年、三河鉄道の
３代目の社長に就任し、自ら莫大
な資金を投じて経営再建を果た
しました。

（T9.8.31）

（T9.11.1）
※S34.10.1「豊田市」に駅名変更

※S34.10.1「トヨタ自動車前」に駅名変更

（T11.1.17）

上挙母

挙母

越戸（T12.10.26）
梅坪

（T9.7.5）
土橋

（T9.7.5）
竹村

（T9.7.5）
若林

（T9.7.5）
三河八橋知立

刈谷

（T13.10.31）
平戸橋

（T13.10.31）
猿投

（S2.8.26）
三河御船

（S2.8.26）
枝下

（S2.9.17）
三河広瀬

（S3.1.22）
西中金

（S12.12.27～S48.3.4）三河豊田

（S4.12.18～不明／ S21.3.1 以前）

（S4.12.18～S48.3.4）
※駅舎は北へ移動

※のち細川

鴛鴨
渡刈

上市場
門立

細川
三河岩脇

八ツ木
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大浜港～猿投間の電化
　その後も延伸が進み、大正13年（1924）10月には平戸橋・猿投両駅が開業しました。大正15年、大浜港～猿投間が電
化されました。あわせて、新車両が投入され、便数の増加、所要時間の短縮などサービスが向上しました。

猿投～西中金の開通と足助延伸の断念
　大正14年（1925）、猿投駅において足助延長の起工式が
行われ、昭和２年（1927）から同３年１月にかけて、猿投
～西中金間が開通しました。西中金～足助延伸は、途中ま
で路盤も完成していましたが、用地買収の難航や世界恐
慌の影響で、工事は中断しました。
　昭和16年、三河鉄道は私鉄統合の国策に従い名古屋鉄
道株式会社と合併しました。合併後も、西中金～足助間に
ついては工事施工期限の延長を繰り返しましたが、昭和
33年に免許を返納しました。西中金～追分間の路盤跡は、
大部分が住民の生活道路や農道に変わりました。その痕
跡は、今でも見ることができます。
　平成16年（2004）4月1日、猿投～西中金区間は廃止と
なりましたが、知立～豊田市～猿投を結ぶ名鉄三河線は、
1日平均7万5千人（平成30年）を運ぶ、人々の足となって
います。

挙母駅　大正15年（1926）
建物には 磨 砂 の俵が積み上げられています。中央のホーム奥に
は若宮八幡社のクスノキが見えます。

　　

2 三河鉄道の創立

　明治22年（1889）の東海道線開通後、この地域でも私設鉄道建設ブームが起きました。
　明治43年（1910）11月、大阪の資本家である才賀藤吉と、碧海郡の有力者ら31人が発起人となり、知立町から大浜
町（現碧南市）に至る碧海軽便鉄道を鉄道院へ出願しました（資本金35万円）。明治44年７月に敷設免許を得て、株式の
募集を行い、明治45年（1912）５月、刈谷町の正覚寺で創立総会を開きました。社名を碧海軽便鉄道から三河鉄道株式
会社に改め、資本金を50万円とし、軌間を762㎜から1,067㎜に変更して建設することを決めました。さらに三河鉄道
は、大正元年（1912）10月に知挙軽便鉄道（明治44
年設立。知立町～挙母町の鉄道敷設を計画）の免許
権を譲り受けました。

三河鉄道（知立～大浜港）の開通
　三河鉄道は大正2年（1913）1月、建設工事に着手
し、翌年2月に刈谷新（現刈谷）～大浜港（現碧南）間
14.5㎞の営業を開始しました。大正4年10月には
刈谷新～知立4.0㎞が開通、旧碧海軽便鉄道の計画
した路線（現三河線海線）がすべて完成しました。開
業時は蒸気機関車が客車・貨車を牽引しました。し
かし、予想に反して経営状態は思わしくありません
でした。

三河鉄道停車場敷地買収代金寄附 協議費
大正９年（1920）　個人蔵
三河鉄道挙母駅開業前後に挙母町一区区長で
あった鈴木彌太郎は、三河鉄道の駅敷地を地
元で購入するための資金を各区で集めた際、
一区の取りまとめを行いました。彌太郎は、子
息が岡崎中学（現岡崎高校）へ徒歩通学してい
たこともあり、鉄道の必要性を強く感じてい
たと伝えられています。

3 神谷傳兵衛と挙母、越戸への延伸

　三河鉄道の経営好転化のため、株主の有志は、松木島村（現西尾市）出身で、創立時から役員であった神谷傳兵衛（初
代）へ社長就任を懇請しました。大正５年（1916）、傳兵衛は取締役社長に就任すると、会社発展のためには知立から挙
母を経て、猿投村越戸（現豊田市越戸町）に至る18.0㎞の鉄道延長が急務と考え、同11月、臨時株主総会で125万円に
増資する決議を得ました。会社は北部延伸に際し、次のような条件を出しました。
１ 駅を置く地元では株券の50券以上を負担すること
２ 駅の建設用地として、２～３反歩（20～30a）を鉄道会社に寄付すること
３ 線路用の土地の受け渡しは、反当り150円以下とすること
　当初は、信参鉄道（※）が挫折して大正５年に解散した経験もあり、沿線町村は消
極的でした。こうした中、傳兵衛は自動車でこれらを回り、熱心に株式の引受けを
勧誘しました。傳兵衛が挙母町へ出資の勧誘に来たのは、実に62回に及びました

（『七州城沿革小史』）。その熱意に動かされ、増資計画は進みました。複数の候補が
あった路線は、若林・竹村両村民の働きかけにより、現在の路線に決定したと伝
わっています。

知立～越戸間の開通
　大正9年（1920）7月5日、知立～土橋間10.4㎞が開通し、8月31日に上挙母ま
で、11月1日に挙母まで開通しました。知立～挙母間の建設費は、約79万円でした

（三河鉄道株式会社『第二十二回報告』）。路線は梅坪を経て、大正11年1月には越
戸まで開通。傳兵衛が計画した全路線が完成しました。傳兵衛はその3か月後、帰
らぬ人となりました。越戸延伸の狙いは、越戸鉱山の珪砂（ガラスの原料）や木節
粘土（耐火レンガの原料）等の輸送でした。これらは三河線を通して全国へ出荷さ
れました。

※明治39年（1906）出願の私設鉄道で、新川町（現碧南市）-安城町（現安城市）-挙母町-足助町まで30マイルの
認可を受け、翌年着工しましたが、大正５年、鉄道建設の見込みが立たないまま解散。投資家に大きな被害を
与えました。

開通時の列車（籠川橋梁）　大正11年（1922）　
Ｂ１号機関車。梅坪～越戸間開通時の試運転列車です。貨車と客車を併結し
ています。

かみ や  でん べ   え

至 

足
助

豊田市域鉄道網図
昭和7年（1932）当時
鉄道の開通により、人々の
移動も便利になりました。
三河線に続いて開通した岡
崎線（名鉄挙母線）の存在は
トヨタ自動車工場立地の要
因にもなりました。

神谷傳兵衛（初代）
安政３年（1856）～大正11年（1922）
三河国幡豆郡松木島村（現西尾市
一色町）出身の実業家。東京都台
東区浅草の神谷バー、茨城県牛久
市のワイン醸造所・シャトーカミ
ヤの創設者。三河鉄道には、鉄道
敷設申請から取締役として携わ
りました。大正５年、三河鉄道の
３代目の社長に就任し、自ら莫大
な資金を投じて経営再建を果た
しました。

（T9.8.31）

（T9.11.1）
※S34.10.1「豊田市」に駅名変更

※S34.10.1「トヨタ自動車前」に駅名変更

（T11.1.17）

上挙母

挙母

越戸（T12.10.26）
梅坪

（T9.7.5）
土橋

（T9.7.5）
竹村

（T9.7.5）
若林

（T9.7.5）
三河八橋知立

刈谷

（T13.10.31）
平戸橋

（T13.10.31）
猿投

（S2.8.26）
三河御船

（S2.8.26）
枝下

（S2.9.17）
三河広瀬

（S3.1.22）
西中金

（S12.12.27～S48.3.4）三河豊田

（S4.12.18～不明／ S21.3.1 以前）

（S4.12.18～S48.3.4）
※駅舎は北へ移動

※のち細川

鴛鴨
渡刈

上市場
門立

細川
三河岩脇

八ツ木

岩津

大樹寺

岡崎

安城

百々

けい しゃ

こし ど

ち  きょ

へき かいぐん

けいべんてつどう

おいわけ

しんさん

あ すけ

みがきずな
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【開　業】 大正4年（1915）10月28日
【所在地】 知立市内幸町加藤20

　三河線創業当初の起点（ゼロキロポスト）はこの駅にあります。これは鉄
道敷設時、ここを起点に大浜まで鉄道を敷設しようと計画したことにより
ます。その後、現三河線山線もここを起点として敷設されました。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市花園町五反田39

　知立市との市境に位置しています。駅名の由来となった「八橋」は知立町
（現知立市）にありましたが、所在地は高岡町大字花園（現豊田市花園町）で
した。当初、八橋地内に駅が置かれる予定でしたが、逢妻男川の出水や利便
性を考慮して現在地になりました。八橋は『伊勢物語』の中で「からころも」
の和歌が詠まれた地と伝わっています。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市若林東町沖田37

　現在は住宅地が広がる若林駅周辺ですが、かつては農業が盛んな地域で
した。この駅では米や大根が出荷され、肥料や豆粕が入荷しました。戦時中
は軍馬の食料となる干し草も出荷されました。挙母・知立に挟まれた農村
地帯でしたが、昭和8年（1933）、駅前に映画演劇興行場「若林座」ができ、
人気を博しました（昭和34年閉館）。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市竹町宮下16

　竹村はもともと武郷（武士の開いた村の意味）といい、その武が竹にな
り、竹村に変わったといわれています。若林駅から竹村駅を通り土橋駅の
手前まで、田園風景の中を逢妻男川に沿って電車は走ります。この駅から
は昭和30年頃まで米・麦・大根が出荷され、肥料や飼料が入荷しました。
　終戦前日、竹村駅へ到着間際の電車が、米軍戦闘機の銃撃を受けたと『高
岡町誌』に記されています。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市土橋町８丁目145

　土橋駅には６本の線路があります。これは、土橋駅が開業以来、貨物駅の
役割を果たしてきた歴史を表しています。磨砂、粘土、レンガ、瓦、大根、麦、
鉄…と時代によって運ぶ荷物は変わり、昭和59年１月１日の貨物取扱廃
止まで、多くの引込線が使用されました。これらは現在、豊田線車両の留置
線となっています。現在の駅舎は４代目で、橋上駅となっています。

【開　業】 大正９年８月31日
【所在地】 豊田市金谷町２丁目96

　三河線の中で、開業当時の駅舎がそのまま使われている唯一の駅です。
挙母線（上挙母～大樹寺11.0㎞/昭和48年3月4日廃線）の分岐駅でした。 
　「挙母学校同窓会会報」第31号には、上挙母駅開通前の大正9年8月27日
に「該開通ノ美挙タルヲ祝スルノ式」が開催されたことが記され、「開通経
過ノ報告、三鉄社長（神谷傳兵衛）ノ祝辞、来賓ノ祝辞アリ、余興トシテハ花
火及ヒ相撲取組アリ」とあります。 

三河線の起点
令和２年

三河八橋駅　昭和62年（1987）頃　市政発信課提供
現在は高架駅となっています。

若林駅　令和２年　

竹村駅　令和２年

土橋駅　昭和61年（1986）頃　市政発信課提供

上挙母駅　令和２年　天野卓哉さん提供

4 三河線（山線）各駅　①三河知立～猿投

越戸駅　大正～昭和初期　
個人提供
矢作川で採取した砂利を
トロッコで越戸駅へ運び、
貨物列車に積み込みまし
た。

三河知立
（旧知立）

　　　　　やつ はし

三河八橋

うわ ごろ  も 

上挙母

若　林

竹　村

【開　業】 大正９年11月１日
【所在地】豊田市若宮町１丁目35

　挙母は、矢作川の水運を利用し、城と挙母神社を拠点に形成された城下
町でした。挙母駅の開業により、矢作川に代わって駅が町の「玄関口」と
なっていきました。また、駅舎の位置は、町域の西端で、周りには田と桑畑
が広がっていました。駅の開業とともに、挙母の繁華街は東から西へ伸び
始め、現在の駅前通りになりました。
　昭和34年（1959）1月1日、挙母市が豊田市へ市名変更したことにとも
ない、同年10月1日、駅名が挙母駅から豊田市駅へ変更されました。

【開　業】 大正12年10月26日
【所在地】豊田市梅坪町７丁目125

　東を矢作川、北を籠川で囲まれた梅坪は水害が多く、大正期には籠川か
らの出水で駅舎が水没したこともありました。
　この駅からは、開業からしばらくは、籠川の砂利、貞宝の磨砂、藤岡の珪
砂が出荷されました。昭和42年（1967）、駅近隣で旭硝子（現AGC（株））が
操業を開始すると、入荷の主流はガラスの材料（素板）になりました（昭和
52年12月貨物営業廃止）。
　現在は、豊田線の起点駅（運行系統上は豊田市駅）です。

【開　業】 大正11年１月17日
【所在地】豊田市越戸町梅盛４

　この駅からは、昭和初期頃までは矢作川の砂利、昭和の終わり頃まで珪
砂や木節粘土が出荷されました。また、大正12年（1923）の関東大震災後
には、復興用の材木が大量に駅へ集められ、東京へ運ばれました。野積みさ
れた材木の皮をはいで、炊事や風呂の焚き物に持ち帰るのが、子どもの日
課であった一時期もあったそうです。
　国道153号へ続く幅8ⅿの駅前通りは、開業時に作られた道です（平成
11年7月に鉄道高架の駅になりました）。

豊田市駅　昭和34年（1959）11月　当館蔵

梅坪駅　昭和61年（1986）頃　市政発信課提供

越戸駅　昭和62年（1987）頃　市政発信課提供

豊田市
（旧挙母）

　こし   　 　ど    

越　戸

梅　坪

土　橋

あいづま お がわ

たけ
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【開　業】 大正4年（1915）10月28日
【所在地】 知立市内幸町加藤20

　三河線創業当初の起点（ゼロキロポスト）はこの駅にあります。これは鉄
道敷設時、ここを起点に大浜まで鉄道を敷設しようと計画したことにより
ます。その後、現三河線山線もここを起点として敷設されました。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市花園町五反田39

　知立市との市境に位置しています。駅名の由来となった「八橋」は知立町
（現知立市）にありましたが、所在地は高岡町大字花園（現豊田市花園町）で
した。当初、八橋地内に駅が置かれる予定でしたが、逢妻男川の出水や利便
性を考慮して現在地になりました。八橋は『伊勢物語』の中で「からころも」
の和歌が詠まれた地と伝わっています。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市若林東町沖田37

　現在は住宅地が広がる若林駅周辺ですが、かつては農業が盛んな地域で
した。この駅では米や大根が出荷され、肥料や豆粕が入荷しました。戦時中
は軍馬の食料となる干し草も出荷されました。挙母・知立に挟まれた農村
地帯でしたが、昭和8年（1933）、駅前に映画演劇興行場「若林座」ができ、
人気を博しました（昭和34年閉館）。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市竹町宮下16

　竹村はもともと武郷（武士の開いた村の意味）といい、その武が竹にな
り、竹村に変わったといわれています。若林駅から竹村駅を通り土橋駅の
手前まで、田園風景の中を逢妻男川に沿って電車は走ります。この駅から
は昭和30年頃まで米・麦・大根が出荷され、肥料や飼料が入荷しました。
　終戦前日、竹村駅へ到着間際の電車が、米軍戦闘機の銃撃を受けたと『高
岡町誌』に記されています。

【開　業】 大正９年７月５日
【所在地】 豊田市土橋町８丁目145

　土橋駅には６本の線路があります。これは、土橋駅が開業以来、貨物駅の
役割を果たしてきた歴史を表しています。磨砂、粘土、レンガ、瓦、大根、麦、
鉄…と時代によって運ぶ荷物は変わり、昭和59年１月１日の貨物取扱廃
止まで、多くの引込線が使用されました。これらは現在、豊田線車両の留置
線となっています。現在の駅舎は４代目で、橋上駅となっています。

【開　業】 大正９年８月31日
【所在地】 豊田市金谷町２丁目96

　三河線の中で、開業当時の駅舎がそのまま使われている唯一の駅です。
挙母線（上挙母～大樹寺11.0㎞/昭和48年3月4日廃線）の分岐駅でした。 
　「挙母学校同窓会会報」第31号には、上挙母駅開通前の大正9年8月27日
に「該開通ノ美挙タルヲ祝スルノ式」が開催されたことが記され、「開通経
過ノ報告、三鉄社長（神谷傳兵衛）ノ祝辞、来賓ノ祝辞アリ、余興トシテハ花
火及ヒ相撲取組アリ」とあります。 

三河線の起点
令和２年

三河八橋駅　昭和62年（1987）頃　市政発信課提供
現在は高架駅となっています。

若林駅　令和２年　

竹村駅　令和２年

土橋駅　昭和61年（1986）頃　市政発信課提供

上挙母駅　令和２年　天野卓哉さん提供

4 三河線（山線）各駅　①三河知立～猿投

越戸駅　大正～昭和初期　
個人提供
矢作川で採取した砂利を
トロッコで越戸駅へ運び、
貨物列車に積み込みまし
た。

三河知立
（旧知立）

　　　　　やつ はし

三河八橋

うわ ごろ  も 

上挙母

若　林

竹　村

【開　業】 大正９年11月１日
【所在地】豊田市若宮町１丁目35

　挙母は、矢作川の水運を利用し、城と挙母神社を拠点に形成された城下
町でした。挙母駅の開業により、矢作川に代わって駅が町の「玄関口」と
なっていきました。また、駅舎の位置は、町域の西端で、周りには田と桑畑
が広がっていました。駅の開業とともに、挙母の繁華街は東から西へ伸び
始め、現在の駅前通りになりました。
　昭和34年（1959）1月1日、挙母市が豊田市へ市名変更したことにとも
ない、同年10月1日、駅名が挙母駅から豊田市駅へ変更されました。

【開　業】 大正12年10月26日
【所在地】豊田市梅坪町７丁目125

　東を矢作川、北を籠川で囲まれた梅坪は水害が多く、大正期には籠川か
らの出水で駅舎が水没したこともありました。
　この駅からは、開業からしばらくは、籠川の砂利、貞宝の磨砂、藤岡の珪
砂が出荷されました。昭和42年（1967）、駅近隣で旭硝子（現AGC（株））が
操業を開始すると、入荷の主流はガラスの材料（素板）になりました（昭和
52年12月貨物営業廃止）。
　現在は、豊田線の起点駅（運行系統上は豊田市駅）です。

【開　業】 大正11年１月17日
【所在地】豊田市越戸町梅盛４
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豊田市
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　こし   　 　ど    

越　戸

梅　坪

土　橋

あいづま お がわ

たけ
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【開　業】 大正13年10月31日
【所在地】豊田市平戸橋町石平43

　駅近郊の「平戸橋勘八峡」は、大正から昭和初期にかけてハイキングの好
適地として知られていました。
　昭和の初めに駅前通りに植えた桜が、戦後、見ごろを迎えると、平戸橋駅
に降りる観光客で２両の電車は超満員になり、越戸駅からの坂を上りかね
るほどでした。観光客は満開の桜のトンネルを通り抜け、枝下用水の堤を
散策しながら前田公園に向かったり、橋を渡って勘八峡でボート遊びに興
じたそうです。

【開　業】 大正13年10月31日
【所在地】豊田市井上町５丁目62

　駅の設置は、明治末に猿投村の山林を購入して井上農場を開墾した井上
徳三郎の尽力によります。駅のある「井上町」は徳三郎の名に由来します。
徳三郎は三河鉄道の株式1,000株を取得して株主になるとともに、２万㎡
の駅用地を提供しました。また、開発を記念して駅付近に住む人や商売を
希望する人に、３年間地代無料で土地を貸しました。レンガ・珪砂・木節粘
土・農産品などが貨物ホームから出荷され、肥料・鉱石が入荷しました。

平戸橋駅　昭和10年（1935）　当館蔵

猿投駅　大正13年（1924）頃
（『勅使農場と今尊徳井上真冽翁』より）

三河御船駅付近を走るLEカー　平成16年（2004）頃　市政発信課提供

矢作川遊覧地案内図　大正期　
（「三河鉄道沿線名所挙母町並矢作川遊覧地案内図」より）
平戸橋駅と猿投駅が描かれています。

２代目猿投駅　（『勅使農場と今尊徳井上真冽翁』より）
昭和７年（1932）、井上徳三郎は私財を投じて駅
舎を改築しました。

三河広瀬駅　平成10年（1998）
新實守さん提供

5 三河線（山線）各駅　②三河御船～西中金（平成 16 年 4 月 1 日廃線）ひら　と　ばし

平戸橋
　名鉄は昭和59年（1984）、八百津線(岐阜県/平成13年廃線)でLEカーを初めて導
入しました。LEカーは、富士重工業製造のレールバス (バスの装備や部品を流用し
た気動車) のことで、ワンマン運転を考慮し開発されました。三河線では、昭和60
年3月14日から猿投～西中金間を、平成2年（1990）から碧南～吉良吉田間を走り
ました。
　しかし、交通事情の変化もあり、平成16年4月1日、これらの区間は惜しまれつつ
も廃止となりました。

【開　業】 昭和２年（1927）８月26日
【所在地】豊田市御船町山屋敷74-2

　この駅の近くにある豊田市運動公園陸上競技場で高校野球の県予選や豊田市の
イベントなどが開催されると、LEカーの通常運行では旅客輸送をしきれませんで
した。そこで、係員を添乗させて3両運転としたり、臨時列車を運転して対処したこ
ともあったそうです。

　　　　　 み　ふね

三河御船

 さ 　　  なげ

猿　投

【開　業】 昭和２年８月26日
【所在地】豊田市枝下町的場228

　枝下駅は、木節粘土や珪砂の積出しのために作られた駅で、三河線山線
で最も乗降客の少ない駅でした。近くにはこれらの資源の鉱脈があり、昔
から農家が副業として採掘していましたが、三河鉄道が開業し、ますます
盛んになりました。木節粘土は九州の八幡製鉄所へも運ばれました。
近くの矢作川右岸には枝下用水旧頭首工があります。

【開　業】 昭和２年９月17日
【所在地】豊田市東広瀬町神田5-4

　矢作川が目の前に広がり、清流には広瀬やながあります。やなが解禁さ
れる時期には多くの観光客が訪れています。駅周辺は、犬山の日本ライン
にならい、三河ラインと呼ばれました。矢作川を木曽川、広瀬城を犬山城、
広梅橋は犬山橋になぞらえました。
　主に珪砂・木節粘土を輸送するための貨物駅として利用されました。駅
舎・プラットホームは登録有形文化財です（平成19年登録）。

【開　業】 昭和３年１月22日
【所在地】豊田市中金町前田765-3

　この駅は三河線の終着駅でしたが、当初から終着駅として計画されたわ
けではありませんでした。そのため小さな駅舎になっています。駅舎・プ
ラットホームは登録有形文化財です（平成19年登録）。国道153号拡幅の
際、駅舎をホーム寄りに曳家しました。現在、土日の午前中にはカフェが
オープンするなど、旧三河広瀬駅と共に、地域の人々の憩いの場となって
います。

枝下駅　昭和41年（1966）（『三河を走って85年』より）
左の線路は木節粘土の積み出しに使われた引
込線です。

三河広瀬駅　昭和41年（『三河を走って85年』より）

旧西中金駅　平成31年（2019）２月

  　し   　 　だれ   

枝　下

にし なか がね

西中金

三河広瀬

ＬＥカー秘話：落葉に泣いた運転士
　枝下～三河御船間の上り列車と三河広瀬～西中金間の下り列車は、秋になると落葉が
レールに付着し、それをLEカーが踏むため、落ち葉から出る樹脂で車輪が空転し、登坂不
能を起こしました。LEカーは軽量で、引張力が高いことも、空転が発生する原因でした。空
転が発生しやすい箇所は、上りで３か所、下りで１か所あり、発生する度に土木係員が軌
条研磨をしましたが、数日経つとまた発生しました。
　対策として、矢作川から砂を採取し、日干しした後、運転台の横に砂箱を置き、砂を満載
して運転しました。空転して登坂不能になると、LEカーを後退させて、転動防止後、砂を
持って線路上に降りて砂を撒きました。100ｍも200ｍも砂を撒いて、汗だくになり、
やっとの思いで猿投駅につきました。平成７年（1995）「砂撒器」付の30形が登場するま
で、秋の紅葉シーズンになると幾度となく経験したこのような出来事も、今では良い思い
出です。（新實守『三河線LE Car』より、一部改変）

・・
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令和2年10月23日金～令和3年3月7日日
開業100年 三河線挙母駅令和2年度

発見館企画展

1 挙母駅の開業

6 国産自動車による日本初の鉄道省営バス　挙母の町を走る

　大正９年（1920）11 月１日、名鉄三河線（旧三河鉄道）挙母駅（現豊田市駅）が開業しました。それから 100 年。
挙母駅は規模を拡大。名鉄三河線は知立と西中金を結び、高架化や部分的な廃線など様々な変化をともないな
がら物資や人々を運んできました。
　今回の企画展では、開業 100 年を迎える挙母駅と、名鉄三河線を紹介します。また、挙母駅前を通った交通
機関として、岡崎から挙母を経て多治見を結び昭和５年（1930）に開通した鉄道省営バス（現 JR東海バス）岡多線
についても紹介します。

現在の名鉄三河線は、豊田市の猿投から碧南市の碧南を結ぶ
約39.8ｋｍの路線です。知立駅（※）を境に、猿投方面の山地へ
向かう北側は山線、碧南方面の海に近い南側は海線と呼ばれ
ています。本展では、山線を紹介します。

　豊田市域に鉄道が通ったのは、三河鉄道（現名鉄三河線）の知
立（現三河知立）～挙母間が開通した大正9年（1920）のことで
す。7月5日に知立～土橋間が、8月31日に上挙母、11月1日に挙
母まで開通しました。日本で初めて鉄道が開通してから48年後
のことで、地域待望の開通でした。

三河鉄道挙母新駅開通祝賀会
　挙母駅の開業（11月1日）の前日、挙母町主催の三河鉄道挙母
新駅開通祝賀会が新駅構内で開かれました。
　町長や来賓の祝辞、祝宴、小学校児童の旗行列や撃剣（剣術）、
相撲、棒の手、芝居、花火、芸者の手踊り、挙母新聞店主催の「変装
芸妓懸賞探し」などが行われました。また、80歳以上の高齢者を
汽車に乗せて敬老の意を表しました。

　昭和5年（1930）12月20日（土）、挙母の町を鉄道省営バス1号車が走
りました。鉄道省営バスとは、旧国鉄・現在のJ Rバスのことです。当時
の人々はこの路線を、挙母を中継地として岡崎と多治見を結んでいた
路線であることから「岡多線」とも呼んでいました。
　世界恐慌の嵐が吹き荒れ始めた昭和4年。時の政府は、交通網の拡大
に向けて多額の建設費を要する鉄道建設ではなく、少ない経費で速や
かに実現できる自動車による公共交通の運用を目指していました。翌
５年9月、82の調査路線のうち営業開始路線として岡多線をはじめ３
路線が決定されました。同年12月20日、ついに鉄道省による初のバス
路線第1号として、岡多線（65.8㎞）がスタートしたのです。
　この日は、「破れ衣」と揶揄され始めた挙母町民にとって、とてもめで
たい日となりました。開通祝賀に合わせて数々の余興を催したり、３日前から徹夜して大アーチを作成したりと、町を
あげてのお祝いムードでした。三河鉄道挙母駅開通以来の、町を明るくする大きな出来事であったようです。

省営岡多線ルート（開業当時）
　岡崎駅を出発した省営バスは、現在の豊田市域の、下渡刈―上渡刈―下市場―樹木―挙母西町―挙母昭和町―
挙母北口―挙母梅ヶ坪―上原―四郷―下伊保―殿貝津―伊保堂―上伊保―保見篠原―保見大畑―八草の各駅・停車場
を通って瀬戸から高蔵寺と多治見方面に向かいました（「岡多線省営自動車路線図 名古屋鉄道局」）。
　開業直前の8月末の試運転では、「道中が狭いのでかなり運転に困難を生じ道が悪いので動揺も非常に多く、（中略）試
乗者にたいぶ疲労を与え、ところによってはやっと自動車が通れるほど」との評でした（新愛知新聞 昭和5年8月23日
版）。この記事から推測すると、下市場から樹木を抜けて挙母の町の中を通る道路は大変狭く、運転者や乗客を悩ませた
かもしれません。

国産自動車のバス
　先行する私営の「尾三バス」や「三河鉄道バス」が、フォードやシボレーなどの外国産自動車で
運行していた昭和４年当時、国産自動車は軍用自動車として陸軍省の保護を受けていました。
この軍用保護自動車である東京瓦斯電気工業会社の「ＴＧＥ」、石川島自動車の「スミダ」が、交
通網調査会の性能試験で乗用自動車として選定され、運輸局が省営自動車事業の実行計画を進
めました。旅客や荷物の積載方法から車台の大きさ、内部・外部の素材や色について十分検討の
上、短期間で車両を完成させ、鉄道省営バス岡多線の開業に間に合わせました。
　開業当初は毎日故障が絶えず、田んぼや谷底に落ちた車両もあるようです。それも、昭和10年
頃までには改良され安全な運行が可能になりました。また、現在の三菱・トヨタ・日産車などの
国産車も多く採用されるようになったのもこの頃です（「省営自動車十年史」）。

※昭和34年（1959）移転新設の知立駅。三河線開業時の知立駅（４頁参照）は現在、三
河知立駅となっています。

開通式祝賀会当日の三河鉄道挙母駅　大正９年（1920）10月31日
100年前、駅前には桑畑が広がっていました。

挙母駅　昭和期　市政発信課提供
駅名表記が旧字体の「擧母」となっています。

参考文献（刊行年順）：「新愛知 大正 9 年 10 月 31 日付録」、「挙母学校同窓会会報」第 31 ～ 32 号 1920 ～ 21 年、渡辺善次『七州城沿革小史』1923 年、『名
古屋鉄道社史』名古屋鉄道株式会社 1961 年、『高岡町誌』豊田市教育委員会 1968 年、『西加茂郡誌』（復刻）名著出版 1973 年、『豊田市史３巻（近代）』
豊田市 1978 年、杉本誠『三河線各駅停車』豊田市役所広報課 1988 年、『名古屋鉄道百年史』名古屋鉄道株式会社 1994 年、『特別展 乗り物の歴史̶
近代豊田の交通̶』豊田市教育委員会 1999 年、『保存版写真集 三河を走って 85 年』郷土出版社 1999 年、『竹村風土記』竹村風土記発刊委員会 2002 年、
新實守『三河線 LE Car』2004 年、新實守『写真で見る 三河線誕生百年』2014 年、味岡源太郎『神谷傳兵衛』（復刻）アジオカ 2018 年、清水武・田中義人『名
古屋鉄道車両史上巻』アルファベータブックス 2019 年

令和２年度　豊田市近代の産業とくらし発見館企画展「開業100年 三河線挙母駅」
発行日　令和２年10月23日　　編集・発行　豊田市近代の産業とくらし発見館

〒471-0027　愛知県豊田市喜多町４丁目45番地　TEL 0565-33-0301　FAX 0565-33-0319

竹村駅付近を走る名鉄三河線車両　令和２年　井上英樹さん提供

昭和５年８月 
試運転のため挙母町役場前に停車中の試作車両

岡多線開業記念 絵葉書袋

国道248号線もトヨタ自動車もまだなかった時代
　　　　　　　挙母の町の　どの道を　どんな自動車が走ったのでしょうか？

？ところで・・・、なぜ日本初の省営バスが、この挙母の町を走ったのでしょうか？
展示から考えてみましょう
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