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１．はじめに 
	 弘前城址は「存城」として陸軍省が管理した。しかし軍

関係の利用がなく、一般には開放されていない広大な荒廃

地が市街地に存在した。それに対し、弘前市は政府に対し

公園化を出願し、1894年から 15年間借り受けることにな
った。その背景には弘前藩最後の藩主だった津軽承昭の強

い意向があった。津軽家は城址の払い下げを求めたが認め

られず、弘前市と内議し、弘前市が公園化を出願し、その

後の公園管理とその費用を津軽家が担うことにした 1)。 
	 弘前公園はその後、津軽家が管理を辞退して弘前市の管

理に移行し、さらに弘前市が払い下げを受けるという経過

を辿った。その過程では、弘前に第八師団が新設されたこ

とに伴い城址の一部に兵器支廠が設置された。そのため城

址は公園と陸軍施設が併存するという空間構成になった。	 

	 近代の城址における公園と軍施設の併存は他にもみられ

る。大阪城址や姫路城址では陸軍用地の一部に公園が開設

されたが、この弘前城址は先に公園として開設された土地

の一部に後から陸軍施設が立地した特異性がある。	 

	 そこで本稿ではこうした弘前公園の所有と管理の変遷と

その背景を明らかにすることを目的とする。	 

	 既往研究 2)3)を参照しながら、次のような資料調査を行っ

た。	 

	 弘前市の行政や議会の取り組みをみるため、弘前市議会

事務局が所蔵する当時の弘前市会の会議録及び決議書を調

査し、陸軍省が受発信した資料に関しては国立公文書館・

アジア歴史資料センターで調査した。また地元紙の東奧日

報と弘前新聞を国会図書館及び弘前市立図書館で調査した。 
	 このほか弘前市立図書館が所蔵する旧弘前藩津軽家から

移管された津軽家文書、弘前の旧家だった岩見常三郎の蔵

書の一部である岩見文庫や、行政資料等の郷土関係の資料

調査を行った。なお公刊されていない郷土資料や行政資料

の中には特に題目のない資料や記録等もあることから、こ

れらの資料の引用や参照の際は、同図書館によって作成さ

れている目録に記載の文献名とする。また当時の旧藩主家

当主の津軽承昭が1916年に死去した翌年に編纂された『津
軽承昭伝』を参照した。 
	 なお本丸や二の丸などの城郭内の場所、櫓や城門の呼称

は、時期により、また資料により異なるが、本稿では現在

使用されている呼称を原則として使用する。 
 
２．津軽家による城址取得の企図	 

（１）弘前市による師団の誘致	 

	 日清戦争（1894年7月~1895年3月）の終結後、軍備拡
張のため従来の師団をおよそ2倍に増やすことが計画され
た。全国各地から師団や兵営の誘致に関わる請願が提出さ

れた 4)。弘前市も同様に師団の誘致に取り組んだ。 
	 1896年4月、弘前市長や弘前市会議員等は第八師団の設
置を請願し、青森県が陸軍省にそれを上申した 5)。弘前市

は 5月から師団所用敷地の買収事務に着手した 6)。そして

同月、弘前市は師団設置に伴う兵営及び軍衙に必要な用地

として、隣接する中津軽郡の土地4万坪の献納を市会の決
議を経て陸軍省に申し出た 7)。 
	 同年6月、臨時陸軍建築部はこの土地が必要であること
を陸軍大臣に報告し、承認された 8)。こうして第八師団の

弘前での設置が決まり、必要な敷地の買収が進められてい

った。翌7月にも、弘前市は歩兵第31連隊の敷地に通じる
道路用地の献納を申し出ている 9)。 
	 一方、同年9月に陸軍省の事務官による弘前の新衛戍地
の実視景況報告が陸軍大臣に提出されている。その中で、

弘前市人民は軍管の設置を希望していたが、それは「射利
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的」で、弘前城址に司令部など多少の官衙兵営が置かれる

ことを信じていたが、ことごとく郊外に配置されることに

対しかなり失望していることが記されている。また兵営設

置に際しての献納地が過大で市の負担に堪えないという意

見もあると加えている 10)。 
	 軍備拡張に伴う軍事拠点の新設に対し、各地で誘致が図

られていた。特に地域経済が低迷している地域では、公共

投資はもとより人口の増加に伴う経済の活性化に対する期

待もあった。なお弘前市の公文書では、軍備の拡張は国防

のために必要であるとして、第八師団設置の計画に対し、

本市は進んで、また報国の誠を示すことを図って土地を献

納したと説明している 11)。 
	 一方、陸軍省の実地調査報告によれば、弘前市民は新設

される師団に対して、司令部などその一部の弘前城址への

立地を希望していた。特に城址は国有地であり、弘前市に

とって土地の提供に対する費用負担は必要がなく、市街地

内での人や物の流動性による経済効果も見込まれた。 
	 陸軍省がなぜ弘前城址を選ばなかったのか、その理由は

明確でない。城址だけでは必要な施設を収容することはで

きない。その周辺にも土地を求めた場合、城址に接続する

東側は市街で、西側には岩木川が流れ、その一帯は低湿地

だったこと、また市街地のさらに東側にある鉄道の反対側

は水田地帯だったことから回避されたのではないか、また

弘前城址が公園になっていことも、軍事利用をしなかった

一因ではないかと指摘されている 12)。なお第八師団が設置

された土地のほとんどは畑地だったという。 
	 1897年から連隊などが少しずつ弘前に移り、1898年 11
月に師団司令部が開庁した 13)。 
 
（２）師団用地との交換による城址取得の企図	 

	 第八師団の設置では、弘前市からの4万坪や中津軽郡か
ら2万坪の土地の献納があったが、必要な敷地約14万坪に
は足りず、周辺の土地の買収が進められた 14)。 
	 1897年6月5日付で、津軽承昭は内務大臣と陸軍大臣に
宛てて「弘前旧城地交換願」を提出した。弘前城址は「私

祖先以来累代ノ居城」として縁故があり、公園として借用

以来、津軽家が維持管理と整備を担い、市民の幸福をはか

り、祖先の成功を長く後世に伝えるため、「全形ヲ保存」し

ているという前提を記した上で、新設する師団の用地とし

て買い上げる土地のうち弘前城址と同価格分を購入するの

で、交換を願い出た。承昭の挙げた理由は、①師団設置に

伴い公園の必要性が高まる、②師団用地として弘前城址が

使用されない、③他の「存城」が旧藩主家に払い下げられ

ていることと同じ、④弘前城址の「全形」を保存すること

ができる、⑤公園としての利用が継続される、⑥市民が望

んでいる、⑦将来的に市民の衛生の安全を保てることであ

る 15)。 
	 この津軽承昭からの出願に沿って、弘前市長も副申書を

提出している。その概要は、①弘前城址を1894年から1909
年まで借用している、②承昭は永久に保存することを望ん

でいる、③承昭は市の公益を図る趣旨から公園の維持に尽

力している、④取得できれば永遠に城址の保全を計り、公

共の利益を進められる、⑤城址の立木は市街の防風林であ

る、⑥承昭は市の公益事業をすすんで幇助している、⑦承

昭は公益を無視して出願の趣旨に背くことはしない、とし

て承昭の出願を後押ししている 16)。 
	 そして公園管理者の須藤が城址の建物、工作物や樹木等

の悉皆調査を行い、6月 10日付でそれを取りまとめた 17)。

その調書が出願資料に添付されており、建造物や樹木に土

地の代価を含め、城址全体の評価額は合計 7,827.94円だっ
た 18)。なお既に払い下げられていた津軽家所有の天守は含

まれていない。 
	 承昭は「旧城地交換」という方法で、城址の取得を目的

とした。もともと承昭は城址の払い下げを出願したが認め

られなかったため、弘前市に公園化に伴う借用を出願させ、

将来的な払い下げを目論んでいた。市郊外での師団設置の

機会を捉え、陸軍省が城址を使用しないことを前提として、

城址の間接的払い下げを画策したのである。前年11月には
天守を買収できたことも背景にあったとみられる。 
	 しかしこの津軽承昭が提出したこの請願に対し、許否の

回答はなかった 19)。 
 
３．旧三の丸への陸軍省兵器支廠の設置	 

（１）弘前市による旧三の丸の住宅地計画	 

	 弘前市は、津軽家が土地交換による城址取得の出願に副

申を添える一方、その翌月（1897年 7月）、陸軍省に対し
て旧三の丸での住宅建設を申し出た 20)。 
	 弘前市は第八師団が近郊に立地することに対し、弘前市

街での将校用の住宅建設を希望し、その場所を旧三の丸に

求めた。承昭による城址の取得計画を支援する一方、師団

の新設に伴う城址の宅地化を目論んだ。城址全体を公園と

して維持することへの執着はなかった。 
	 このように城址を管理していた津軽家はその保全を目的

として払い下げを切望していたが、弘前市は軍関連施設の

立地による利用を希望し、相互に意向の乖離がみられた。

弘前市は城地の保全や公園としての利用よりも、軍施設の

立地による経済効果を期待した。 
	 この弘前市からの申請は認められなかった。これは後述

するように陸軍省が別途使用することを検討していたこと

が背景にあったとみられる。 
 
（２）陸軍省による旧三の丸での兵器支廠の設置	 

	 臨時陸軍建築部は、弘前で兵器支廠の敷地を探していた

が、1898年5月、城址の旧三の丸が最も適当であると陸軍
大臣に申し出た。現在は弘前市へ貸与中であるがその条件

の変更が必要であることも添えている。内務省もこの案に

同意し、陸軍省は7月、青森県へ当該地41,018.56坪の返付
を指示した 21)。 
	 それに応じて青森県は7月25日付で弘前市に対し、陸軍
省所轄の弘前旧城使用許可地のうち面積 41,018.56 坪が弘
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前陸軍兵器支廠敷地として必要だと内務大臣と陸軍大臣か

ら指示があったので、返還する請書を差し出すよう通知し

た 22)。 
	 弘前市では先に将校の住宅建設を構想したように、市街

地内での師団関連施設の建設を望んでいたため、それを歓

迎した。なおこの返還によって、公園として借用する城址

の面積は約10万4千坪になった（図－１）。 
	 ただし支廠の工事がなかなか始まらなかったため、翌

1899年 1月 23日の市会で「旧城内ニ新築スヘキ陸軍兵器
支廠ニ係ル陸軍省ヘ請願ノ件」が審議された。四名の議員

からそれを後押しする意見が出され、その後、採決で全員

の賛成により請願することになった。起草委員を決め、そ

の草案は市会に諮ることなく委員に一任し、請願の手続き

は市長に一任することになった 23)。 
	 そして同月、弘前市は「同所内ヘ御新築ノ事ト確信致シ

本市民一同速ニ工事ニ着手アラルル様希望」するとして、

高低差の地形や湿地等に伴う工事予算の関係から場所が変

更されるのではないかとの懸念から、代替地として城址の

「旧四の郭」での建築を請願した。さらに是非とも「旧城

内中」に建築するよう市民一同を代表して願い出ているこ

とを加えている 24)。 
	 弘前市からの請願に対し、臨時陸軍建築部は既に決定し

ている旧三の丸での新築をあらためて陸軍省本省に返答し

ている 25)。 
	 さらに臨時陸軍建築部は1899年3月、兵器支廠敷地は先
に決定したが、庁舎の配置上、狭隘なので、敷地の拡張が

必要であると陸軍大臣に申し出た。内務省はそれを了承し、

青森県に2,681.25坪の拡張地を返付するよう通知した 26)。 
	 青森県はこれを受けて4月、弘前市にその旨指示した 27)。

その後同月8日に、臨時陸軍建築部弘前支部は弘前市に受
領したことを通知している 28)。返還されたのはその土地の

ほか柵63.1間と松31本も含まれていた。 
	 このように公園用地として借用していた弘前城址約 14
万5千坪のうち、二段階で約4万4千坪が返還された。残
りの公園用地は約10万1千坪になり、約7割に減った。（図
－１）その後、兵器支廠が建設されることになった。 
	 1902年2月、第八師団は兵器支廠の表門と通用門の位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が各隊の方向と異なり、兵器の支給や交換、兵器庫への出

し入れに不便なので、東南の隅に通用門の新設を陸軍省本

省に申し出て、認められた 29)。この通路は支廠から弘前裁

判所に向かって、外濠を埋め、外堤を切り抜く開鑿工事だ

った。7 月上旬には埋め立てや暗渠部分の七割が完成して
いた。完成後は追手門と違い、兵器の運搬等に少なからず

便利になると報じられた 30)。 
	 これは濠の埋め立てを伴う通路の新設だった（図－２）。

濠を含む風致の保存よりも、軍の利便性を優先した取り組

みだった。 
 
４．津軽家から弘前市への公園管理の移管	 

（１）津軽家による管理の辞退	 

	 津軽家は、先に弘前公園の管理の委嘱を受けていたが、

1902年 5月 13日付でそれを辞した。その理由は、①最近
では公園の「地上ノ件」について、陸軍省の「干渉」が多

く、そのため維持費が増加していること、②当初希望した

将来の払い下げが難しくなってきたことだった 31)。なお陸

軍省による「干渉」の内容や「維持費」の対象については、

具体的な記載はない。 
	 5月26日の市会で津軽家の管理辞退に伴う公園管理規程
の改正案の審議の冒頭、市当局者から以下のようにその経

過について説明があった 32)。 
・ 本公園はこれまで市の名目で、その実は津軽家で管理し
ていた。 
・ 最初、公園として城址を借りたのは第八師団の設置以前
で、津軽家はかなり旧態を保全するつもりだった。 
・ その後、第八師団の設置とともに兵器支廠が設立され、
その他漸次変形された。 
・ そのため津軽家は従来の契約解除を申し立てた。 
・ それに対し、市参事会は津軽家の要求に応じて、市の経
営にすることにした。 
	 1897年度以降の公園費の収支をみると、収入には枯損木
や風倒木等の売却費や店舗等の貸し付け料や使用料のほか、

津軽家からの寄附金があり、1897年度以降はその寄附金額
が減っている 33)。維持管理に資金を拠出しないことは、城

址への関心の減少と無関係ではないであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図－１	 弘前公園の所有と管理の変遷模式図 
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	 1899 年から旧三の丸に兵器支廠が立地したことで陸軍
省の利用が明確になり、そのため先述のように公園として

の管理面積も約7割に減っていた。城址の払い下げの見込
みがなくなったと判断した津軽承昭は、管理主体ならびに

その費用の支出を辞退することにした。城址との関係を絶

つことになった。 
	 一方、この1902年には、皇太子の東北行啓が予定されて
いた。弘前市でも5月、宿泊施設や飲料水などの受け入れ
準備の状況等が報じられた 34)。弘前での皇太子の行程が、

停車場から師団司令部に至る予定の道筋が報じられている。

その途中で、追手門から公園に入り、旧本丸を巡覧し、旧

二の丸を通って東門から出る行程が示されている 35)。 
	 この行啓にあわせて弘前公園では相応の整備が想定され、

それに応じた整備費用の負担が生じたはずである。津軽家

による管理の辞退の理由に挙げられた陸軍省の干渉と維持

費の増加は、この行啓準備に関係があったのではないかと

みられるが、それを結びつける資料は見当たらない。 
	 なお皇太子は行啓に出発後、その途上で、東北各地で麻

疹が流行していることを理由に、その先の行程が中止にな

り、皇太子は東京に戻った 36)。そのため弘前を訪れなかっ

た。 
 
（２）弘前市による公園管理	 

	 津軽家による管理の辞退に伴い、弘前公園を弘前市の管

理にするため、5月 26日の弘前市会に管理規程を改正し、
新たな管理規則（表－１）が提出された 37)。審議の結果、

異議なく原案通り可決された 38)。なお最後に市当局者から

管理規則は知事の認可を得次第、施行すること、皇太子の

行啓の際には公園も訪れることになるが、道路の破損が著

しいので修繕するとの説明があった。 
	 そして県参事会の許可を得て6月21日に発布し 39)、7月
1日から弘前公園は弘前市参事会の管理になった 40)。 
	 地元紙は、弘前のみならず津軽地方の「活歴史」として

城址保存の経営をして、永遠にこれを「存置」を図ること

を切望すると報じた 41)。 
	 これ以降、公園は市の予算で管理されることになった。8
月26日の市会で明治35年度追加予算が審議され、その中
で公園看守人給料として雇給67.5円が計上された。7.5円/
月で、遡って7月からの9ヶ月分だった。この他、公園内
の道路修繕費なども含まれていた。審議の結果、原案通り 
可決された 42)43)。 
 

表－１	 弘前公園管理規則	 
条 内容 

1 弘前公園は毎年4月に開き12月に閉つ 
2 弘前公園は市参事会に於て之を管理し其経済は市税及使用料其

他の収入を以て経費に充つるものとす 
3 公園に看守人を置き園内の物件及土地使用者其他遊覧等の取締

をなさしむ 
4 公園看守人は園内取締の外土地附着の物件に異状ある時は直に

市参事会に申報すべし 
5(附則) 本規則は掲示の日より之を施行す 
6 本規則実施の期に至ると雖とも従来施行の事件にして支障なき

ものは当分の内据置く 

５．弘前市への城址の払い下げ	 

（１）払い受けの勧奨	 

	 第八師団の立地以降、徐々に市の発展が見込まれた。そ

れを背景として師団長の立見尚文は、陸軍省から借用して

いる城址を「極めて廉価」で弘前市が払い下げを受けて、

経営するべきとの意見を有し、それが1902年5月の地元紙
に掲載された。「旧藩主の記念」として永遠に現状を維持す

ることはもちろん、万一の有事の時には軍事的に必要であ

るから「旧観を保存」する必要があると考えていた。旧本

丸には招魂堂、旧二の丸等には尚武館、図書館等を設ける

ことも提案している。払い下げや諸般の経営には数千円の

費用を要するが、立見は、陸軍偕行社が二万余円の貯蓄が

あり、市が希望すれば低利で融資することもできるし、自

ら陸軍省や内務省などの関係機関に交渉するとも話してい

た 44)。 
	 これが地元紙で報じられた時期には弘前城址の旧三の丸

には兵器支廠があったが、師団長の頭の中にはその周辺へ

の拡張は想定していなかったようであるが、有事の時の利

用は念頭にあった。その上で、払い受けと諸施設の立地を

促している。先述のように津軽家が管理を辞退した時期で

あり、辞退の理由に挙げられた陸軍省の干渉と維持費の増

加は、こうした師団長の具体的な意向が背景にあったかも

しれない。 
 
（２）陸軍省による「存城」の取り扱い	 

	 1902年、陸軍省は軍隊教育上、不足している土地の買収
費用を、所轄の不用地を売却して捻出しようと検討した。

翌 1903 年には全国の不用地の面積と単価からその価値を
「不用地調査表」として作成している。全国で147箇所、
約126万坪がリストアップされた。その中では以下のよう
に城址3箇所が含まれていた 45)。 
・ 山梨県甲府市	 37,241.884坪、坪単価0.5円、18,620.942
円（山梨県に貸し渡し中）（甲府城址） 
・ 青森県弘前市	 101,139.190坪、坪単価0.5円、50,569.595
円（弘前市に貸し渡し中）（弘前城址） 
・ 長崎県厳原村	 10,796.000坪、坪単価0.5円、5,398円（旧
藩主宗伯爵に貸し渡し中）（金石城址） 
	 このように弘前城址が不用地に選定されていた。立見師

団長の意向はこうした陸軍省内での検討を念頭にしていた

可能性がある。 
	 しかし 1903 年度の予算の不成立とその後の日露戦争に
より、その計画は進まなかった。1906年にあらためて1907
年度予算に編入する方針を当該地方庁に訓令することにな

った 46)。 
	 なお甲府城址は 1903 年に山梨県が借用して公園として
開放され、1917 年に同県が篤志家からの寄附金をもとに
11,622円で払い下げを受けた 47)。	 

	 

（３）弘前市による城址払い受けの出願	 

	 このような政府の方針を背景として、弘前市は 1906 年
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11月 17日の市会で議案「旧城跡払受ニ係ル件」が審議さ
れた。異議なく可決された 48)。陸軍省所轄の弘前「 城地」

総面積 101,139.19坪ならびに建物及び樹木等を現在のまま
21,718.793円で本市がこれを払い受け、長く旧態を保持し、
かつ「一大公園を造営」するというものだった。払い受け

の理由として、①1894年9月から本市が使用許可を得て公
園にしてきたが、来る1909年に使用満期になること、②藩
祖経営の古跡を保持すること、③市民衛生上のため一大公

園を造営することを挙げている 49)。 
	 参考書として添付された旧城地に係る概算価格表（1906
年10月25日現在物件）は次の通りである（表－２）。また
この費用は1907年度から1911年度に至る五ヶ年間継続費
として支弁する計画だった（表－３）。 
	 なお弘前市による見積もり額では土地は約0.18円／坪で、
建造物や樹木等の地上物件を含めても約0.21円／坪だった。 
1903年の陸軍省による試算では0.5円／坪であることから、
それと比べてかなり安く見積もっていた。 
	 同じ11月17日の市会では続けて、議案「旧城地及附属
建物立木等払受費予算」の審議があった。払い受け費用

21,718.793円を1907年度から五ヶ年で支弁することを、十
ヶ年に修正する意見が出され、その修正が可決された。そ

の方法は参事会に一任することを決めた 50)。弘前市は陸軍

省に払い受けを願い出た。しかし弘前市は、翌 1907 年 2
月に全額を一時に支出する更正案が市会で可決されている
51)。これは陸軍省との交渉を有利に進めたい意向があった

からとみられる。 
 
（４）払い受け出願の背景	 

	 弘前市がこの時期に城址の払い受けの出願をした背景に

は、先述のように政府の払い下げの方針や公園の拝借期限

が迫っていたことがある。 
	 一方、この1906年には弘前城址を取り巻く二つの出来事
があった。 
	 一つは、1906年9月に藩祖津軽為信の三百年祭が開かれ
たことである。当主の承昭に代わって、その子英麿が訪れ、

市内は賑やかで未曾有の盛観だった。旧本丸が遙拝式場と

なり、緑門に遙拝所と書いた扁額が掲げられた 52)。この祭

典後、準備会では収支を報告し、9 千余円の残額に寄附金
を加えて為信の銅像の建立を計画した。その建立地は旧本

丸とし、許可されなければ大円寺または慈雲院の境内で選

定することにした 53)。第一候補は旧本丸であり、その地所

百坪の借用を出願することを決めた 54)。城址は陸軍省の所

管地であり、「永久的建造物」の築造ができないと報じられ 
 
	 	 表－２	 概算価格表	 	 	 	 	 表－３	 五ヶ年継続費 
種類 見積もり価格（単位：円）  年度 支出（単位：円） 
地所 18,124.906        1907 	 	 	 4,343.759 
建造物 189.163        1908 	 	 	 4,343.759 
雑種物 994.524        1909 	 	 	 4,343.759 
樹木 2,410.200        1910 	 	 	 4,343.758 

計 21,718.793        1911 	 	 	 4,343.758 
   計 	 	  21,718.793 

ている55)。こうした事情から銅像の建立場所の確保のため、

城址の払い下げが望まれたことも背景にあったとみられる。 
	 もう一つは、この年に藩政期から残る櫓建築の被災があ

ったことである（図－２）。弘前城址では天守を含め6棟の
隅櫓が残っていた。このうち旧北の廓の隅櫓（東北隅櫓）

が4月の招魂祭時に、花火が落下して火事になった 56)。ま

た8月には旧西の廓の隅櫓（西南櫓）が、学生らの喫煙が
原因とみられる失火で焼失した 57)。弘前市は弘前城址を借

用し管理しており、隅櫓も管理の対象であるが、天守や他

の隅櫓と違って内部は利用されていなかった。その意味で

は管理意識が低かったかもしれない。残る城郭建築の保存

に対して主体的に取り組むために払い受けを企図したこと

も背景として考えられる。 
 
（５）陸軍省と弘前市の交渉	 

	 弘前市の城址払い受けの市会決議後、半年過ぎても陸軍

省からの回答はなかった。そして1907年6月、陸軍省は、
将来も使用の見込みがない土地は、当該地の建物及び樹木

等を売却の上、内務省に還付して地方庁へ引き渡すことに

した。それに対し、師団によっては土地と分離した売却は

不利益だとして、地方庁に委託して土地とともに売却した

いとの申し出があった 58)59)。 
	 そして弘前城址に関して6月26日付で内務省、大蔵省か
ら訓令があり、第八師団経理部は同地に現存する建物及び

樹木は別途処分の上引き渡すと回答した。 
	 それに対し弘前市は、その「城地繁生ノ樹木」の「特売」

の指示に対し、「市民一同驚愕落胆」しているとして、その

撤回を求める8月1日付「弘前城地樹木等特売之儀ニ付請
願」を陸軍省に出向いて8月8日に直接申し出た。その概
要を整理すると表－４の通りである 60)。 
	 こうした弘前市の請願に添えて、青森県もその主旨を加

えて副申を提出している。その中で、同地に現存する建物

及び樹木は将来、弘前市の公園として欠かすことのできな

い必要な物件であり、土地とあわせて処分して欲しいとあ

った。土地と地上物件を分離した払い下げは支離滅裂とな

り貴重な歴史を失うだけでなく、公園の存在を没却し、公

益上も市は大打撃を受けてしまう。そのため市の公益のた

め、建物及び樹木ともに、土地の付属物として内務省に引

き継いで欲しいという内容だった 61)。 
	 弘前市は特に樹木を挙げて一体的な払い下げを願い出て

いるが、建造物についての言及は少ない。天守は既に津軽

家の所有になっており、残りの隅櫓と城門についてはあま

り執着がなかったようにもみえる。それに対し、青森県は

公園として建造物と樹木も含めた一体的な払い下げを訴え

ている。いずれにしても樹木や建造物を含めて構成する城

址の風致を保全する志向だった。 
	 この弘前市からの申し出は認められた。ただし第八師団

は1907年11月、兵器支廠の将来の拡張用地として15,387.4
坪、さらに「危害予防地」として内濠 2,610.75坪を除いた
83,141.04坪の還付を陸軍省本省に申し出た。その後、青森 
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表－４	 「弘前城地樹木等特売之儀ニ付請願」	 
 内	 容 

・ 城址は、慶長14年藩祖が築城し、それ以来歴代の藩主の居城とし
て、経営、施設が整備された特別な歴史を有する。 
・ 城址がすべて陸軍省の管理になっても、旧藩民とは離れない関係
のある城址である。 
・ 原形保存の精神から明治 17年 11月に有志が借地の請願をした結
果、ようやく許可され、同時に精細な貸し渡し規則が制定された。 
・ 主として樹木の保存及び栽培が示され、その主旨に基づき、また
市街の防風の配慮をしてきた。 
・ 市制実施後、明治27年9月、弘前市が永久に原形を保存する目的
からこれを公園として経営するにあたり、旧藩主から特に1万余円
の修理費が下付され、市でも4千余円の支出を決議し、50円で「天
主閣」の特売も受けた。 
・ 植栽の整理、橋梁、濠、建物等を修理し、やや旧体に復した。 
・ あとは年々数百円の費用を投じて整備してきた。 
・ 第八師団の設置、奥羽鉄道の開通以来、市内は繁栄、殷賑し、都
市の膨張の機運がある。 

背
景 

・ 城址は単に旧藩主経営の遺跡として記念のため現状を保持し、市
在住者の遊楽地として一大公園を築設する必要だけではない。 
① 城址の鬱蒼たる老樹、古木は翠緑蔭 して城址南の街区の森林と
連絡して防風上、欠かせない樹林である。しかも風致を添え、観
光を助け、また衛生上にも寄与している。市民のみならず内外人
が弘前に来るとまず城址の勝地を訪ね、点在する白壁、櫓門をみ
て神心を爽快にし、懐旧することは公園として好適地である。 

② 市街は人家が稠密し広漠な空地がなく、毎年、城址で招魂祭を挙
行するなど土地が広く、多くの軍人遺族はもちろん、一般参拝者
にいたるまで感慨を深くし、報国の念をおこすことができる。招
魂祭場として実に最良の土地である。 

③ 第八師団の衛戍地で、城址では休日や日常にも軍人が散策や遊覧
する者は多く、時には訓練をしている。城址は軍人にとっても有
用な土地である。 

④ 市内各小学校が春秋の運動会を開催し、旧藩主経営の遺跡を目の
当たりにして銘肝し、無邪気な児童も知らない間に愛郷心をもち、
精神的教育上に及ぼす効果は少なくない。 

理
由 

⑤ 屋外の集会、例えば軍隊の大歓迎、武徳会県支部の発会式など数
千の官民が集う際には城址に会場を仮設して挙行している。この
主の集会に城址を充用することが多い。 

・ 弘前城址は数百年来、地方人民と関係が深く、現状保存の必要か
ら、公園としてますます設備を拡充していく。 
・ 万一、他人の手に渡ると、櫓壁の破壊、樹木の伐採により、歴史
ある遺跡がなくなるばかりか、当市が多額の費用を拠出して今日ま
で苦心して経営した公園の計画が水泡に帰し、市民一同が痛恨遺憾
である。市の防風、衛生、教育上にも多大な不利益になる。 
・ 土地、建物とともに繁生する樹木も、市に特売の許可をして欲し
い。 
・ 許可されれば、一層の奮発で、願意の遂行に努め、樹木の増植を
図り、櫓壁その他の建造物を修理し、さらに多くの設備を施して美
観を添え、一大公園として遺憾のない計画として百年の大計をたて
る。 

方
針 
・ 
効
果 

・ 特に当市は城址の樹木は防風上欠かすことのできない好障壁であ
り、何千もの家屋が免れている。 

 
県から公園利用者への対応などの要望が第八師団にあった。

そこで第八師団は1908年2月、あらためて確保する用地を
除いた 86,359.66 坪の内務省への還付を本省に伺いを出し
た。そして城址は樹木や建築物とともに内務省に還付され、

その売却を青森県に訓令した 62)。 
	 弘前市による請願から1年以上を経たが、こうして建物
や樹木の地上物件を含めて城址の払い下げが決まった。た

だし請願時よりも面積は減った。1894年に弘前市が借用し
た面積に対して、払い下げられた面積は約6割になった。 
	 そこで1908年8月、弘前市会は、買収を請願していた土
地のうち一部が兵器支廠用地に充用されることになったた

め、買収費を17,482.543円に減額することを決めた 63)。添

付された参考書の概算価格表は表－５の通りである。 
	 払い下げの手続きはすぐには済まなかった。1909年1月
には、陸軍省所管用地のうち不用地の払い下げが進んでい

たが、弘前市に払い下げる城址はまだ処分の手続きが済ん

でいないと報じられている 64)。 

表－５	 概算価格表 
種類 見積もり価格（単位：円） 

地所 16,193.802       
建造物 170.532       
雑種物 33.109       
樹木 1,085.100       

計 17,482.543       
 
	 そして 1月 28日の市会で、1908年 8月に決議した「弘
前旧城地及附属建物樹木ノ買収費」を 21,350.316円に増額
する議案「旧城址払下価格決議変更案」が、原案通り可決

された 65)。先に弘前市は、兵器支廠用地を除き 17,482.543
円で払い受けの出願をした。その後、兵器支廠が拡張され

ることになり城址の一部、すなわち東門の周辺部を陸軍用

地に編入することになり面積は86,359.66坪に減った。編入
の部分は樹木も多く、この価格でも高価になるが、大蔵省

では予算と引き合わないことから許可しなかった。そのた

め政府の意向を受け、県当局者から価格引き上げの照会が

あり、交渉の末、増額されたものだった。なお大蔵省は当

初、もっと高額の価格を設定していたが、それに比べると

減額されたらしい 66)。 
	 このように払い下げ額の交渉で半年間費やしていたこと

がわかる。なお払い下げそのものは決まっていたことから

藩祖為信の銅像が当初の希望通り、旧本丸に据え付けられ

ている（図－２）。すなわち銅像は1月13日に弘前停車場に
着き 67)、18日に旧本丸の石台への据え付けが着手され 68)、

22日に落成式が挙行されている 69)。 
	 政府側と青森県を介して下交渉した価格で市会が決議し、

その後青森県から払い下げの通知があった。しかし弘前市

はその代金 21,350.316円を一括で支払う財力がなく、起債
することにした。その負債の償還は1909年度から1913年
度までの五ヶ年の分割で、市税収入によっては繰り上げ返

済する計画の許可を1909年10月に青森県に申請した70)71)。

その後、弘前市は約 4千 4百円を捻出し、残りの約 1万 7
千円を1910年から1912年までの三ヶ年で償還する計画に
変更し、あらためて青森県に申請し、1910年1月に認めら
れた 72)。そこで1910年2月の弘前市会で4,414.8円を市の
積立金や債権の売却等によって調達すること、残りの

16,935.516円を市債で調達し、それを三等分して1910年度
から5,645.172円ずつ三ヶ年で償還することを決めた 73)。な

お津軽英麿から67.48円の寄附金も含まれていた。 
	 こうして資金計画は決まり、弘前市から政府に納付後、

城址は引き渡された。弘前市が毎年、弘前市会に報告して

いる弘前市有財産調において、1911年3月提出の弘前市有
財産調にはじめて「弘前公園之部」が加わった。公園面積 
 

表－６	 弘前公園の土地面積	 
名称 面積（単位：坪） 

平地 	 	 	 	 52,415.66 
土塁 	 	 	 	 21,270.00 
濠並びに池 	 	 	 	 12,674.00 

計 	 	 	 	 86,359.66 
石垣 	 	 	 	 	  796間 

計 	 	 	 	 	  796間 
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はこの86,359.66坪と同じである（表－６）。このほか隅櫓3
棟、櫓門 4棟、立木 3,224本があった 74)。なお天守は市有

ではなく津軽家所有のため、記載されていない。 
 
６．招魂社との用地交換と公園内への招魂社移転	 

	 弘前における招魂社は、1888年、戦役の遺族や有志によ
って上白銀町に建立された75)。戊辰の役での戦死者を祀り、

毎年5月18日を祭日と定め、師団設置後、日清、日露その
他の戦役において戦死病没した兵士をも合祀し、祭典も靖

国神社と同時、すなわち毎年5月6日に行うことになった。
ただし境内は狭隘で、軍隊、学校等の団体参拝に適さず、

旧城内の旧本丸で執行されていた 76)。 
	 1910年10月10日の弘前市会に弘前招魂社を弘前公園内
に移転する目的で、招魂社地である白銀町外地一の 1反 9
畝11歩（約1,900㎡）と、弘前公園の旧四の丸の1町歩（約
9,900 ㎡）市有地を交換する議案が審議された 77)。この招

魂社地の交換について市当局者は以下のように説明した
78)79)。 
・ 招魂祭典費の剰余金1,266.11円を積み立てているが、近
来、祭典費予定の収入がないことから、自然と不足分を

補填するため漸次少額になり、このまま進行すれば数年

後には積立金は皆無になる恐れがある。 
・ そこでこの際、積立金で現在の招魂社殿を公園内に移転 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２	 弘前城址の公園利用と陸軍施設 
（資料：国宝弘前城修理事務所編(1931)『国宝弘前城二ノ丸辰巳櫓、同丑寅
櫓及三ノ丸追手門維持修理報告書』国宝建造物弘前城修理事務所、所収配

置図に加筆）	 

すれば、毎年祭事執行の際に仮殿設備の費用を省くこと

ができるほか、公園にも風致を添え、祭事の際に至極便

利である。 
・ 積立金のうち千円を使って招魂堂を移転し、同時に大円
寺境内その他にある招魂の名があるものをすべて同所に

合併する。 
・ 県庁及び師団そのほか中郡役所等の関係者との交渉の
上、賛同を得たので本案を提出した。 
・ 現招魂社地は市街地の宅地のため1.5円／坪、公園地は

0.3円／坪で見積もって計算した。 
・ 面積が大きく異なるのは価格を同一にするためである。 
この議案に異議はなく、原案通り可決された 80)。 
	 市会での議決後、直ちに招魂社の工事が着手され、12月
24日に竣工し、遷座した 81)。12月24日に遷座式を行い 82)、

当日は郡市長をはじめ遺族総代その他の参拝があった 83)。 
	 一年後の1911年11月には交換面積の更正があり、旧四
の丸の2町2反7畝11歩5合（約22,500㎡）（このうち平
地約17,400㎡、土塁約5,100㎡）との交換に増えた 84)。 
 
７．まとめ	 

	 弘前公園は、弘前市が弘前城址を借用し、旧藩主津軽家

が管理していた。もともと城址の保全を目的としてその所

有を希望していた津軽家は、弘前での第八師団の設置を機

会に、師団用地との交換という手法で城址の取得を企てた

が、認められなかった。 
	 一方、弘前市は地域経済効果を期待し、師団による城址

の利用を希望していた。陸軍省は旧三の丸に兵器支廠を設

置することにした。公園面積は約7割に減ったが、弘前市
は歓迎した。城址の保全や公園としての利用よりも軍施設

の立地を受け入れた。 
	 城址取得の見込みを失った津軽家は公園管理を辞退した。

その後は弘前市が管理することになり、諸規則を制定し、

予算化した。 
	 第八師団長は弘前市による城址の払い受けを勧め、また

陸軍省も城址を払い下げる方針になった。弘前市は借用期

限を間近に控え、城址の保全や公園利用を目的として払い

受けを出願した。藩祖の銅像を設置する場所の確保や藩政

期から残る櫓建築の火災も背景にあった。陸軍省は樹木や

建造物と土地を分離した売却を計画したが、弘前市は一体

での払い下げを希望した。陸軍省は兵器支廠用地を増やし

た上で一体的な売却の方針を採ることにした。公園面積は

約6割になり、さらに価格交渉に時間を割いたが、弘前市
は起債して資金を確保して、払い受けることになった。 
	 また招魂社を城址に移転させ、招魂祭場を確保すること

ができた。 
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