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１．はじめに 
	 版籍奉還により全国の城址は政府の所管になった。 
	 1873年1月に、陸軍省は軍管制度を改めて全国の鎮台配
置を改定し、太政官から「六管鎮台表」としてその内容が

布告された 1)。そのほとんどが旧来の城郭が充てられた。

この鎮台等の再編に伴い、大蔵省と陸軍省から城址の取り

扱いについて通達された 2)。軍事に必要な城址等は陸軍省

の所管とし、それ以外は大蔵省の所管となった。そして「諸

国存城並廃城調書」として全国の城郭が「存城」と「廃城」

に分けられた。なお本稿で取り上げる弘前城址はこの調書

から洩れていたが、その後陸軍省の所管になっていること

から、実質的に「存城」の扱いと同様だった。 
	 なお陸軍省がすべての「存城」を積極的に利用していた

わけではなかった。仙台や広島など、鎮台や師団が置かれ

た城址がある一方、陸軍省の施設がまったく立地しなかっ

た城址もあった。1890年には陸軍省として不用と判断され
た19の「存城」が払い下げられたが、その後もまだ陸軍省
が利用していない「存城」も残った。 
	 そうした未利用の「存城」が、当該地域からの出願によ

って公園になった例がある。「存城」の公園化は、閉ざされ

た空間が一般に開放される大転換を意味する。しかしその

うち公園化の経過と背景が明らかにされているのは甲府城

址 3)と和歌山城址 4)である。いずれも借用による公園化であ

り、甲府城址は山梨県、和歌山城址は和歌山県が出願した。

このように「存城」の公園化に関する研究の蓄積は少ない。 
	 そこで本稿では、陸軍省が利用していなかった「存城」

で、1890年の払い下げの対象にもならなった弘前城址を事
例として、公園化の経過を明らかにする。また弘前城址に

は藩政期からの天守が残っていたことから、公園化に伴う

天守の位置づけについても明らかにする。 

	 これまでに弘前城址の公園に関して、近代の出来事を整

理して紹介している論考 5)や公園の成立過程を明らかにし

た研究 6)がある。特に後者は旧藩主津軽家の意向との関係

から分析されている。本稿ではこれらの先行研究を参照し

て、渉猟した基礎資料をもとにして分析する。なお天守は、

当時の記録や文献資料では、「天守閣」「天主閣」「隅櫓」「隅

矢倉」等の表記がされているが、論文中では天守として統

一し、引用文では「	 」としてそのまま表記する。 
	 研究資料としてまず陸軍省の関連資料を国立公文書館・

アジア歴史資料センターで調査した。また弘前市立弘前図

書館の所蔵資料・文献のうち、旧藩主津軽家から移管され

た津軽家文書、古書・古記録の収集家だった八木橋武美の

蔵書の一部である八木橋文庫、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、行政文書等の郷土資料

を調査した。なお公刊されていない文書資料や行政文書の

中には特に題目のない資料もあることから、これらの資料

の引用や参照の際は、同図書館が作成した目録に記載され

ている文献名を使用した。このほか、当時地元で発行され

た文献や地元紙を国会図書館及び同図書館で調査した。 
 
２．公園化までの陸軍省による管理	 

	 弘前城址は、「存城」として陸軍省が所管し、「四門閉鎖」

となった 7)。弘前城址は工兵第二方面、その後第二師団が

管理した。城址には多くの樹木があり、風倒木や枯損木な

どの売却 8)、朽損や風倒の土塀や柵などの売却 9)、予算を確

保して修繕 10)などの管理をしていた。1880年には地元での
大火復興の用材確保のため、城址の建物の払い下げの申請

があり 11)、工兵第二方面は売却する手続きを進めたが 12)、

参謀本部は将来、必要になる場合もあることから「其儘存

置」と判断し 13)、許可しなかった 14)。 
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	 一方、城址は一般には開放されていなかったが、養蚕振

興のための桑苗の栽培 15)16)やハッカの栽培 17)18)、牛の放牧
19)20)21)、鯉の養殖 22)などの殖産目的の利用申請に対し、土地

や濠の一部の利用を個別に許可している。またコレラが流

行した際には、1880年に仮設病院の場所を貸与したが 23)24)、

1886年は許可しなかった 25)。 
	 しかし陸軍省による実質的な利用がなかったため、「草は

蓬々として空しく狐狸の棲所と化し壕に架せる橋朽ちて雨

に風にやや危うして渡るもの先づ杖もて橋板を着き敲き壕

も雑草に埋められ石類又た崩れかからんとせし」26)という

あり様で、かなり荒廃していた。 
	 そして1894年には旧本丸の石垣が崩落した。この時期は
後述するように弘前市から申請された城址の借用による公

園化の協議中だった。確認できた記録からすると、この年

に石垣の崩落が2回あったらしい。 初は、2月10日から
13日までに2回の強い地震があり、その後十日も経ずに「天
主閣」土台の際にかけて北方へ12〜13間の乱積みの石垣が
崩れ、東北の隅は西方にかけて崩れた。そのため「天主閣」

は東方に一尺傾いたという 27)。二回めは、4月に石垣が崩
壊した。それが旧本丸の「隅櫓」の礎石に連続する石垣だ

ったため、そのまま放置すると建物への影響が必至だった。

それに対し翌5月に第二師団が、費用約千5百円で修繕す
ることを陸軍大臣に申し出て、それが認められている 28)。

これらの石垣はその年の秋までに復旧されたという 29)。 
 
３．弘前市の出願による公園化と管理の委嘱	 

（１）公園化の出願とその背景	 

	 弘前市は、1893年 6月 10日付で公園設置のため、旧城
地の借用を内務、陸軍両大臣に出願した 30)。その要旨は次

の通りである 31)。 
・ 市内の「人民衛生」上の利益のため公園開設の必要があ
り、市民もその設置を切望しているが、市街は狭隘でそ

の場所がなく実現していない。 
・ 政府が所管している弘前城址は目下、使用されていない。 
・ ついては本市の公共利益となる公園設置用として、本年
から15年間拝借したい。 
・ 城址内の建物、樹木、濠、土塁等は損なわず、政府が使
用する際には直ちに返上するので許可願いたい。 
	 そして6月17日付で、青森県はこの弘前市の願い出を後
押しする稟申をあわせて提出している。その要旨は次の通

りである 32)。 
・ 弘前市は県下第一の都会であるが、従来、公園がないこ
とは遺憾であり、弘前市会の決議で願い出た。 
・ 弘前城址は「山河の風景」に富み、「公衆の偕楽場」と
するのに も適当であることから、特別な詮議で許可し

て欲しい。 
	 陸軍省本省は6月27日付で、弘前城址を管理する第二師
団にこの件に関して照会した。 
	 それに対し、第二師団は7月28日付で、樹木を伐採した
り、地所を変更したりすることは禁じ、貸与期限内でも入

り用な時はただちに返納することを条件として貸し渡すこ

とは構わないと陸軍省本省に申し出た。 
	 そこで陸軍省本省は8月9日、青森県の申請は差し支え
ないとして、第二師団監督部と協議の上、契約を取り交わ

すよう指令することを決めた。 
	 一方、陸軍省本省は内務省にも照会し、内務省も 12 月
15 日付で、「公園設置」のため「旧城地」を使用すること
に別段の異存はないと回答した。 
	 そして12月25日、内務省と陸軍省は連名で、青森県に
対し、城址利用を許可するので第二師団監督部と協議した

うえで、知事から使用者である弘前市に下付すべき命令書

案を提出するよう通知した 33)。 
	 そこで翌1894年1月、青森県は弘前市に対し、弘前城址
の公園化にあたって設計や管理の方法、さらに城址内の建

物、樹木、濠や土塁などの調査を指示した 34)。このうち管

理と設計については、後述するように弘前市当局が3月の
参事会や市会に提出して審議している。さらに弘前市は、

城址内の調査に基づいて、地目別面積や施設の種類別棟数

などの調書を5月に青森県に提出した 35)。 
	 そして同年7月、第二師団は弘前市に対し、弘前城地の
貸し渡しについての了承を伝えている 36)。 
	 一方、青森県は7月17日付で、前年12月の指令に基づ
き、第二師団監督部と協議して作成した命令書案を内務省

と陸軍省に稟請した。この「𦾔城ヲ公園トシテ弘前市ニ使

用セシムル命令書案」は表−１のように 13条にわたる 37)。 
	 それに対し、8 月、内務省と陸軍省は別紙の通りに修正
するよう指示があった 38)。なお別紙の修正文の一部は判読

不明である。ただし9月5日付で青森県知事から弘前市長
に宛て、旧城地を公園として弘前市に無料使用させるにあ

たって下付した「命令書」を確認することができた。その

内容は表−２の通りである 39)。 
	 この「命令書」は「命令書案」に比べて必要な条件を的

確な表現で整理されている。なお「命令書」に第二号甲と

して添付されている建造物表によると、第一号から第六号

の6つの隅櫓、第七号から第十二号の6つの櫓門のほか、
長屋1棟、厠1棟があった。また第二号乙の雑種物表によ
ると、木橋 3箇所、土橋 1箇所、堀井戸 6箇所、石垣 796
間、吹抜柵 553間、板塀 101.2間、土塀 104間があった。
さらに第四号の樹木表によると、松 2,497本、杉 1,307本、
檜479本、椴24本、欅57本、漆1,158本、雑2,266本、計
7,788本だった。 
	 こうして9月5日に正式な弘前城址の拝借許可が指令さ
れた 40)。15年間公園として使用するための借用だった。 
	 そして仙台陸軍経営部から弘前市に対し、弘前城地の引

き渡しのため、9月30日に現場で立ち会うよう通知があり
41)、10月1日をもって双方立ち会いのもと、貸し渡しが済
んだことを 5日付で第二師団が陸軍省本省に報告した 42)。 
	 弘前市から出願した弘前城址の公園化には、1916年に死
去した弘前藩 後の藩主津軽承昭を顕彰して、その翌年に

まとめられた伝記によると、次のような背景があった 43)。 
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表−１	 命令書案	 
条 概要 
 1 弘前市ニ旧城ヲ無償ニテ公園ニ使用セシムル期限ハ明治27年何月ヨ

リ向フ180ヶ月トス 
其期限中ハ目的以外ノ使用ニ供シ又ハ当庁ノ許可ナクシテ第三者ニ
使用セシムルコトヲ得ス 

 2 城地総面積ハ144,839坪ニシテ内池4,563坪濠18,648坪土塁29,896坪
ヲ含有ス其現形別紙第一号図面*朱線内ノ如シ 

 3 弘前市ハ使用期限中現在ノ地形ヲ完全ニ保護シ之ニ要スル費用ハ総
テ負担スルモノトス 
但天災地変ニ基因セル大破ノ修繕ハ具申ヲ待テ特別ノ詮議ニ及フコ
トアルベシ 
現今頽廃セル土塁或ハ埋没セル濠池当復旧ノ要スル部分アレハ速ニ
状ヲ具シ当庁ノ指揮ヲ請フヘシ但官費ヲ以テ弁スルノ限リニアラス 

4 建物ハ移転若クハ模様替等ヲ許サス 
其種類ハ別紙第二号現在表*及第三号図面*ノ如シ 

5 弘前市ハ官有建物保全ノ責ニ任シ之ニ要スル費用ハ総テ該市ノ負担
トス但第三条初項ノ但書ヲ適用ス 
其建物中老朽ニ由リ全体ノ改築ヲ要スルカ或ハ天災地変ニ由リ崩潰
シ若クハ火災ニ係リタルトキハ速ニ其理由ヲ具シ当庁ノ指揮ヲ請フ
ヘシ但火災ノ原因天災若クハ類焼ニアラサルトキハ新築ノ要否ヲ問
ハス相当ノ償金ヲ命ス 

6 弘前市ハ官有ノ樹木ヲ伐採シ若クハ移植スルコトヲ得サルノミナラ
ス務テ損傷ナカラシムヘシ現在樹木ノ種類及員数左ノ如シ但将来ノ
調査ニ依リ増減スルコトアルヘシ 
	 一	 松	 2,497本 
	 一	 杉	 1,307本 
	 一	 檜	 	 479本 
	 一	 椴	 	 24本 
	 一	 欅	 	 57本 
	 一	 漆	 1,157本 
	 一	 雑	 2,266本 
	 	 	 計	 7,788本** 

7 官有樹木ノ枯死風損セシモノ及漆汁ハ官ノ所得トナス故ニ枯死風損
ハ其都度当庁ニ報告スヘシ 

8 公園設置ニ就キ通路ヲ設ケ若クハ樹木草花ヲ栽植シ又ハ休憩用ノ腰
掛若クハ屋舎ノ如キ公園ニ必要ナル清潔無害ノ装設ハ之ヲ禁セスト
雖モ其都度詳細ヲ当庁ニ具申シ指揮ヲ請フヘシ 

9 陸軍省及当庁ハ官吏ヲ派遣シ検査セシムルコトアルヘシ弘前市ハ之
ヲ拒ムコトヲ得サルノミナラス其成跡ニ由リ本命令ノ範囲ニ於テ当
庁ヨリ命スル事件ハ必ス服行スヘシ 

10 第一条ノ期限内ト雖モ陸軍省ニ於テ必要ヲ生シタルトキハ該地ノ全
部若クハ幾部ノ返付ヲ命スルコトアルヘシ弘前市ハ之ヲ拒ムコトヲ
得ス 

11 使用期限中ト雖モ法律勅令ノ施行ニ因リ又ハ官ニ於テ必要ト認ムル
事アルトキハ何時タリトモ本命令書ノ条項ヲ増減若クハ変更スルコ
トアルヘシ 

12 弘前市ニ於テ本命令書ノ条項ニ違背シタルトキハ直ニ本書ヲ取消シ
総テ返付ヲ命ス 

13 第九条乃至第十二条ノ実行ニ依リ弘前市ニ於テ何等ノ損失アルモ官
ハ弁償ノ責ニ任セス但其地境内ニ現在セル市有物ハ市費ヲ以テ官ノ
指定セル期限内ニ除却スヘシ若シ其期限内ニ実行セサルトキハ直チ
ニ官ニ没収シ適宜ノ処分ヲナスヘシ使用期限満期ニ至リタルトキ亦
前項但書ヲ適用ス 

注＊別紙第一号図面、別紙第二号現在表及び第三号図面は不明 
	 **樹木数をそのまま合計すると7,787本であるが、命令書に添付の樹木表 
	 	 と対照すると、漆の本数は誤記で1,158本が正しいとみられる。 
 
・ 当時、不用な城址は、旧領主が希望すれば売却する例が
あることから、津軽家においても累代の居城である弘前

城址の払い下げを請願したが、陸軍省は将来必要とする

目的があるとして許可しなかった。 
・ ただし公共用であれば使用を許可するということで、や
むをえず弘前市と内議し、市の公園としてこれを拝借し

た。 
・ 内実は津軽家が公園の設備費、維持費を寄附、支弁して、
将来、津軽家が払い下げを受ける機会を待ち、その縁故

を繋げることにした。 
・ そのため公園設計書も津軽家が作成し、弘前市が当局に
提出し、使用許可を受けた後、市は管理規程を定め、契

約によってその管理を津軽家家職に委嘱することにした。 
 

表−２	 命令書	 
条 概要 
1 本件地所ハ別紙第一号図面*朱線内ノ区域ニ於テ総面積 144,839坪ト

シ内池4,563坪濠18,648坪土塁29,896坪ヲ含有ス 
2 使用期限ハ明治27年9月ヨリ同42年8月ニ至ル満15ヶ年間トス 
3 本件地所及付属物（官有建物其他ノ工作物並樹木）ノ保存及之ニ要ス

ル費用ハ総テ弘前市ノ負担トス 
4 本件地所建物其他ノ工作物カ天災地変ニ由リ破壊スルカ又ハ該建物

ノ朽敗ニ由リ崩潰スルカ若クハ火災ニ罹リ焼失シタル場合ノ如キハ
速ニ事由ヲ具シ当廳ノ指揮ヲ請フヘシ 
但シ弘前市ノ過失又ハ懈怠ニ由リ該地所及付属物ヲ亡失又ハ毀損シ
タルトキハ之カ復旧ノ要否ヲ問ハス相当ノ償金ヲ命スルコトアルヘ
シ 

5 官許ヲ得スシテ本件地所ノ原形ヲ変シ又ハ官有建物其他ノ工作物ノ
移転若クハ模様替ヲ為シ又ハ官有樹木ノ伐採若クハ移植ヲ為スコト
ヲ得ス 
又前項ノ手続ナクシテ其地所付属物ヲ目的以外ニ転用シ若クハ第三
者ニ使用セシムルコトヲ得ス 

6 現今頽敗セル土塁或ハ埋没セル濠池等ニシテ公園設置ノ為メ使用ヲ
要スル部分アラハ速カニ状ヲ具シ当廳ノ指揮ヲ請フヘシ但其費用ハ
官費ヲ以テ弁スルヲ限ニ非ス 

7 付属物ノ種類及員数ハ別紙第二号甲乙現在表及第三号図面*並第四号
現在表ノ通トス 

8 官有樹木ノ枯死風損セシモノ及漆汁ハ官ノ所得トス其枯死風損アリ
タルトキハ其都度当廳ニ報告スヘシ 

9 公園設置ニ就キ通路ヲ設ケ若クハ樹木草花ヲ栽植シ又ハ休憩用ノ腰
掛若クハ屋舎ノ如キ公園ニ必要ナル清潔無害ノ装設ハ之ヲ禁セスト
雖モ其都度詳細ヲ当廳ニ具申シ指揮ヲ請フヘシ 

10 陸軍省及当廳ハ官吏ヲ派遣シ検査セシムルコトアルヘシ其成跡ニ由
リ本命令書ノ範囲内ニ於テ当廳ヨリ命スル事件ハ必ス服行スヘシ 

11 使用期限中ト雖モ法律勅令ノ施行ニ依リ又ハ軍事上及公益上ニ於テ
必要ト認ムルトキハ何時ニテモ本命令書ノ条項増減変更シ又ハ本件
ノ地所附属物ノ全部或ハ一部ノ使用ヲ差止ムルコトアルヘシ 

12 弘前市ニ於テ本命令書ノ条項ニ違背シタルトキハ之ヨリ生シタル損
害ハ之ヲ賠償セシムヘキハ勿論本件地所附属物ノ使用ヲ継続セシム
ヘカラスト認ムルトキハ其免許ヲ取消スコトアルヘシ 

13 第十条乃至第十二条ノ処分ニ依リ本件地所使用ノ免許権ヲ失ヒ又ハ
其行使ニ変更ヲ来シタルカ為メ弘前市ニ於テ何等ノ損失アルモ官ハ
其弁償ノ責メニ任セス但其場合ニ於テハ第九条ニヨリ装設シタルモ
ノノ内土地ノ形質ヲ変更シ土地ト分ツヘカラサル工作物ニシテ官ニ
於テ必要ト認ムルモノハ其侭存置シ無償ニテ官有ニ帰スルモノトシ
其然ラサルモノ及栽植物其他一切私有物ハ其市ノ費用ヲ以テ官ノ指
定スル期限内ニ除却スヘシ若シ其期限内ニ除却サセルトキハ官ニ於
テ之ヲ除却シ其費用ハ其市ヨリ追徴スヘシ 

14 使用期限満期ニ至リタルトキハ前条但書ヲ適用スルモノトス弘前市
ノ都合ニ依リ使用期限内ニ於テ返地スルトキハ亦同シ 

注＊別紙第一号図面及び別紙第三号図面は不明。	 

 
・ それによって表面的には弘前市の使用地であるが、実質
は津軽家の管理地のようになる。 
	 このように弘前城址の払い受けに対する津軽家の強い希

望と主体的な取り組みを背景として、弘前市が城址の公園

化を願い出た。 
 
（２）公園の管理規程と津軽家への管理委嘱	 

	 弘前市は、1894年1月に青森県から指示のあった公園の
管理規程について 3月 12日に市会に提出し、3月 15日に
決議された。この弘前市公園管理規程は表−３の通りである
44)45)。 
	 まだこの時期は正式な借用許可日よりも前であったが、

管理の方法を取り決めている。この中では、管理者を置く

こと、弘前市は維持管理費を拠出しないこと、公園は冬季

を除く4月から12月の間を開園時期することなどが定めら
れている。 
	 先述のように城址の引き渡しが済んだ翌10月2日付で、
津軽家家職の齋藤璉と須郷元雄からそれぞれ弘前市に対し、

「弘前城趾公園」設置のための拝借が今般許可されたので、

その管理の委嘱を受諾する請け書を提出した 46)。公園管理 

- 48 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017年 5月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, May, 2017 

 

 
 

 

表−３	 弘前市公園管理規程	 
 概要 
 1 弘前市公園管理ノ為メ、相当ノ受託者ヲ置キ、園内ノ築造及模様変

更・修補等、凡テ風致ヲ保持スルニ注意セシム 
2 公園管理受託者ハ、本市参事会ニ於テ定ムル所ノ公園使用規則、其他

ノ規定ヲ確守シ、其責ニ任ス 
3 管理受託者ハ、其筋ヨリ引渡サレタル建造物及樹木・濠、塁等ノ保管

ヲ怠ルトキハ、其責ニ任ス 
4 公園ニ係ル経済ハ、市税外特別トシ、地所使用料、寄附金、其他枯損

竹木等売却代金ヲ以テ之ニ充ツ 
5 公園ニ係ル寄附ノ物件等アリタル場合ハ、市参事会ニ於テ之ヲ処分

シ、受託者ニ使用セシム 
6 弘前市公園ハ、毎年四月ニ開キ十二月ニ閉ツ 

 
表−４	 弘前市公園に係る契約証	 

 概要 
1 本市ニ於テ城地借用年限中一切他ニ貸附セサル事 
2 公園設置ニ係ル費用ハ寄附金等ヲ以テ之ニ充テ本市ノ公費ヲ要セサ

ル事 
3 公園維持ニ係ル費用ハ管理受託者ニ於テ適宜処弁スル事 
4 公園存置ノ期限ハ本市城地借用期限ト同一ナル事 

	 但期限中ト雖モ其筋ヨリ返地ノ命令アリタル場合ハ此限ニ非ス 
5 管理受託者ハ公園地内ヲ特ニ借地請求スル者アリト雖モ一切貸附ス

ヘカラサル事 
	 但公園地内ニ店頭ヲ設ケ遊覧衆庶ノ便ヲ計ル者ノ如キハ此限ニ非
ス 

6 公園ニ係ル毎年度ノ収支予算及決算ハ管理受託者ヨリ市参事会ニ報
告スベキ事 

7 公園管理規定其他公園ニ係ル細則等ハ管理受託者ニ於テ確守スヘキ
事 

8 
 

其筋ヨリ城地建物其他一切払下ノ命令アリタル場合ハ津軽伯爵ニ譲
渡シ納金致サセベキ事 
	 但前項ノ場合ト雖モ樹木ハ防風林トシテ永世保存スヘキ事 

 
者はこの津軽家家職の二人だった。これは津軽承昭の希望

であり、管理の委嘱に関わる「弘前市公園ニ係ル契約證」

は表−４の通りである 47)。 
	 これをみると管理の一切を委ねていること、また費用も

管理者の負担になっていることがわかる。すなわち津軽家

が管理し、その費用も津軽家が負担することにしている。

なお樹木は「永世保存」することを明示している。また将

来、払い下げが可能になった時は津軽家に譲渡し、その費

用も津軽家が負担することが特に明記されている。津軽家

による払い受けに対する意欲が現れている。 
	 開園後から 1898 年度までの公園にかかる費用の収支決
算は表−５の通りである 48)。公園から得られる枯損木の売

却や借地料・使用料の他はすべて津軽家からの寄附金でま 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かなわれていることがわかる。後述する天守（旧本丸隅櫓）

の払い受けの費用やその移転費もこの公園費から支出して

いる。なお1895年度分は不明であるが、別の資料によると
同年度に津軽家は1,098.932円を寄附している 49)。翌年度に

15.481円を繰り越していることから、少なくとも約 1千円
を費やしていることになる。 
	 公園誕生の翌年、再び開園した1895年4月になると、公
園内での料理屋、植木屋、酒類販売店等の開設願いが出さ

れるようになった 50)。そして菓子店、そば店、盆栽店等を

含め10店の出店希望が認められている 51)。また7月には、
公園内での興行場の許可が青森県から通知されている 52)。

公園利用者に対する各種サービスが提供された。 
	 一方、同年5月、青森県は弘前警察署に対し、適当な場
所を選定して、公園内における禁止事項を掲示するよう指

示した。その掲示内容は以下の通りである 53)。 
	 	 一	 竹木花卉ヲ伐採シ又ハ魚鳥ヲ捕フヘカラス 
	 	 二	 建造物ヲ毀損シ又ハ土塁等ヲ崩壊スヘカラス 
	 	 三	 木石塵芥ヲ投棄スヘカラス 
	 	 右之条堅ク可相守モノ也 
	 なお当初は設置場所2ヶ所の選定だったが、その三日後
にはさらに5ヶ所の選定を指示した。利用者に対し節度あ
る行動を求めた。その背景にはこうした行為がみられたこ

とがあったかもしれない。 
 
（３）公園の整備	 

	 1894年1月に青森県から指示のあった公園設計について、
弘前市がまとめた「弘前公園地設置設計書」は表−６の通り

である 54)55)。 
	 これをみると、雑草の除去、掃除、庭地の修繕、濠の浚

渫という荒廃した城地の整理に加え、花卉、花樹、樹木等

の植栽による風致の修景が主事業になっている。この他、

建物や橋梁の修繕と休憩所の設置が計画された。またこれ

らにかかる費用は、枯損木や果実などの売却費以外はすべ

て寄附金を充てる計画になっていた。この寄附金は津軽家

からの拠出であり、津軽家の意向に沿った整備になること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収入 津軽家からの寄附 201.068 津軽家からの寄附 902.868 津軽家からの寄附 193.040 津軽家からの寄附 130.660
枯損木払い受けのうち売却収入 8.000 枯損木払い受けのうち売却収入 47.820 枯損木払い受けのうち売却収入 29.067
借地料、運動会や競馬時の商店
からの収入

25.811
借地料、運動会や競馬時の商店
からの収入

45.460
借地料、運動会や競馬時の商店
からの収入

40.983

計 201.068 計 936.679 計 286.320 計 200.710
支出 営繕費 70.221 営繕費 12.581 営繕費 15.350 営繕費 38.500

道路費 74.897 道路草取り費 4.025 道路掃除費 7.800 道路掃除費 9.680
追手門通り等樹木取り調べ費用
等

6.018 追手門通り等樹木取り調べ費用 10.591

濠浚渫費 12.933 濠草取り費 2.350
松枯木払い受け上納金、伐採費
用

1.520
松枯木払い受け上納金、伐採費
用

25.010
松枯木払い受け上納金、伐採費
用

10.039

雑費 3.535 雑費 6.270 雑費 4.750 雑費 3.600
臨時費 21.482 臨時費 73.933 臨時費 85.762 臨時費 79.800
監守人月給 18.000 公園看守給料 36.000 公園看守給料 36.000 公園看守給料 36.000

公園看守手当金 11.500 公園看守骨折の臨時手当金 12.500
本丸隅櫓払い受け納金 50.000

隅櫓移転費等 800.000
隅櫓移転費等（1896度分の残
金）

44.130

計 201.068 計 936.679 計 286.320 計 200.710
資料：「自明治26年至同32年旧城拝借願ニ関スル書類綴」青森県弘前市役所（弘前市立弘前図書館蔵）より作成 （単位：円）
注：1895年度決算は不明

1894年10月〜1895年3月 1896年度 1897年度 1898年度

 

表−５	 公園にかかる費用の収支決算 

- 49 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2017年 5月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, May, 2017 

 

 
 

 

表−６	 弘前公園地設置設計書	 
 概要 
 1 旧城地ハ、元ヨリ数百年ノ喬松・老杉森々トシテ、自然ノ公園ヲナス

ト雖トモ、先、第一着ニ三ノ郭、旧庭園地ノ荒蕪セルヲ掃除シ、更ニ
花樹・花草ヲ植ヘ、公衆ノ遊園所トスヘシ 

2 本丸ハ高陽ノ地ニシテ遠望ニ適スルヲ以テ、雑草ヲ除キ花樹草ヲ培植
シ、散歩・眺望ノ地トスヘシ 

3 外郭及二ノ郭塁壁中、辛未以来乱生セシ小柴及雑草ヲ排除シ、観望ノ
美ヲ添ントス 

4 外周壕ヲ掘リ上ケ、貯水ニ堪ユルノ修築ヲナシ地ノ適否ヲ計リ、蓮又
ハ花菖蒲等ヲ移植シ美観ヲ計ルヘシ 

5 二ノ郭ヨリ本城ニ至ルノ橋並ニ其他各所橋梁破損危険ナルヲ以テ、漸
次修築、遊歩ノ便ヲ計ルヘシ 

6 前各条修築ノ後ハ、漸ヲ以テ四ノ北郭ノ旧庭地、西ノ郭池水ヲ修繕シ、
衆人ノ遊園ニ適スルノ設ヲナサントス 

7 三ノ郭ニ在ル建物ヲ修繕シ、番人ノ住所トス、其他便宜ヲ計リ各所ニ
休憩所ヲ設ケ、公衆ノ便ニ供セントス 

8 城地中樹木薄立ノ場ハ勿論、道路側其他便宜ニ依リ松・杉等ノ樹木及
花樹草ヲ栽培シ風致ノ増益ヲ計ルヘシ 

9 三ノ郭・四ノ北・西ノ郭中遊園ニ適セス単ニ荒蕪ニ属スル場所又ハ小
柴立等ニテ公益ヲナササル場所ハ、有用ノ樹木或ハ花樹草ヲ栽培スヘ
シ 

10 公園営造ノ費用ハ市税ヲ賦課セス、寄附金ヲ以テ之ニ充ツルノ目的ナ
ルユヘ、年々金額ノ増減ヲ免レス、依リテ其年ノ金員ニ従ヒ、緩急ヲ
計リ、漸次修築スヘシ 

11 維持費モ亦寄附金ニ依ルヘシト雖トモ、雑草・枯枝・果実等ヲ売却シ、
費用ノ幾部ヲ補助スヘシ 

 
が想定された。 
	 津軽家家職が管理を受託した後、10月 12日付で、弘前
市は青森県に対し、「弘前公園」設置のため、通路、土塁、

庭園、建造物周辺やその他公園設置上見苦しい場所で、数

年前から生えている植物を排除すれば、公園の体裁や土塁

等の漆樹等の成育に良いとして、その許可を申請した 56)。

この他にも1894年10月に弘前市は青森県に対し、公園設
置のための修繕の許可を申請し、その多くはそのまま許可

されていることが確認できる 57)。 
	 このように設計書に従って、少しずつ整備が進んだとみ

られる。1895年度から本格的に公園としての整備が計画さ
れ、橋や石垣の修繕など、それらの総費用は約1千円が見
込まれた 58)。前述のように同年度に津軽家は約1千円を寄
附し、それをほぼ費やしていることから、概ね予定通りに

整備が進んだとみられる。 
	 先述のように1895年4月に公園の再園後、各種店舗の立
地が許可され後、5月11日には軍隊が招魂社の参拝後、公
園内の旧本丸で有志者が立食の饗応をする申し出が認めら

れている 59)。そして「弘前城公園地」の開園式と後述する

博物館の開館の行事が7月21日から三日間行われた 60)。 
	 1895年発行の案内書では、弘前城址は特典をもって弘前
市に貸し付けられて公園になり、「荊棘を除き、橋梁を架し、

市民遊覧、興を求」める土地になったと紹介されている 61)。

そして「杉の大橋」が新たに架せられ、昔の壮大さはない

が見る価値はあり、訪れると、古時を想い、真に「偕楽不

尽」の公園であると評されている。翌1896年に再版された
案内書では次のように具体的な説明がされている 62)。 
・ 公園は市街の中央にあり、総計 48 町歩余、旧本丸、旧
二の郭、旧三の郭、北の郭、西の郭の5つに分けられる。 
・ 旧本丸は高く中央に聳え、その西北隅の物見櫓跡は一段
と高く、眺望が頗る良い。 
・ 杉の大橋は新たに架けられ、昔時の壮大さには及ばない。 

・ 旧三の丸の庭園は珍木、奇石がまだ存在する。 
・ 西の郭の沼池は大きく見るべきである。 
・ その他、石垣の壮観さ、諸門の堅牢さはすべて往時を想
い出させる。 
・ 訪れて古時を想い、真に「偕楽不尽」の公園と言うべき
である。 

 このように相応の整備が行われ、「偕楽不尽」の公園とし
て市民に開放された。 
	 1897年6月に津軽承昭が政府に提出した「弘前旧城地交
換願」の中で、この公園について、橋の架け替え、門や櫓

などの塗り替え、道路の修築、柵の修繕など、多少の資金

を投じて「人民遊覧」の地になり、この四年で衛生上少な

からず利益が出たと説明している 63)。 
	 その後もたとえば 1899 年には四の郭櫓門から亀甲町へ
通じる橋梁の開設や濠の一部埋め立てを伴う道路の開設の

計画が認められている 64)。 
	 こうして1895年に弘前城址が公園になると、「城門は開
かれ、雑草は刈られ、朽葉は焼かれ、林叢変して市民遊楽

の界」となり 65)、「市民遊歩観楽」の世界になったと紹介

された 66)。 
 
４．天守の利用、払い下げと移転	 

（１）博物館としての利用	 

	 公園が開設された城址は「廃藩と共に毀ちて、跡なしと

雖とも、天守閣及諸大門、樵楼、石垣等は其壮観尚昔時の

盛を徴」していた 67)。6棟あった隅櫓のうち第一号隅櫓が
いわゆる天守だった。 
	 1895年7月、旧本丸の「隅櫓」で美術品を展示し、公衆
の縦覧に供することを公園管理者の須郷元雄が申し出て、

それが許可された 68)。同年に発行された案内書では、この

「天守閣」は本丸の南東隅にあり、「地を抜く拾間、三層楼

なり、青銅の屋根、白喰塗の墻壁、構造頗る堅牢」で、有

志者がその中に古物重宝を陳列する「博物館」とし、徴古

の観を供していると紹介されている 69)。また博物館に関連

して事務所 1 棟（木造 4 坪）、切符販売・下足扱い建物 1
棟（木造1.8坪）があった 70)。 
	 天守を利用したこの博物館は、先述のように公園の開園

式と同じ7月21日に開館した。博物館にすることは、藩政
期から残る隅櫓の内部を公開することでもある。城址とと

もに隅櫓を公開することで、それまで閉ざされた空間を市

民に開放し、より多くの来場を促す契機になった。開館当

初の展示品は詳らかではないが、1903年の地元紙では、そ
の多くが津軽家の遺物や譜代の重臣らの貴重品であり、武

具、美術品、彫刻物、書画等と報じられているように 71)、

管理をする津軽家由来の展示品が十分に想定され、城址と

津軽家との強い関係を周知、確認する場になった。 
	 7月21日に開館したこの博物館の、11月3日までの収支
がまとめられた「第1回収支決算表」は表−７の通りである
72)。なお公園管理者の須藤は、11月4日に博物館を当分の
間閉館することを弘前市に届け出ている 73)。 
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表−７	 博物館の収支決算(1895年7/21〜11/3)	 
	 	 	 	 収	 入	 	 	 	 （単位：円） 	 	 	 	 支	 出	 	 	 	 （単位：円） 
個人からの寄付 0.500 造作費 

（物品陳列及び開館三日
間に係る費用を含む） 

177.865 

賛助者 20 名からの預か
り金（但し造作費として） 

100.000 ガラス戸7間及び錠代 18.781 

7月 21日から 31日まで
の11日間の収入金 
通券の売り上げ枚数
6,867枚 

137.387 7月 21日から 31日の経
費 

29.734 

8月中の収入金 
通券の売り上げ枚数
2,346枚 

46.920 8 月中経費（事務所の障
子や敷物、「天主」内陳列
品棚の新調などを含む） 

58.782 

9月中の収入金 
通券の売り上げ枚数
3,722枚 

74.585 9月中経費 31.708 

10月中の収入金 
通券の売り上げ枚数
2,088枚 

41.740 10月中経費 22.014 

11月1日から3日の収入 
通券の売り上げ枚数 46
枚 

0.920 11月三日間経費 16.905 

合計 402.052 合計 355.789 
  剰余金 46.263 
 
	 これをみると少なくとも初年度の収支は好成績である。

開館当初の7月下旬は特に売り上げ枚数が多く、単純計算
では一日あたり入場者は6百人以上にものぼった。開園式
もあった 初の三日間が特に多く売り上げたという。四ヶ

月弱で1万5千枚以上の売り上げがあり、公園の開設に伴
う城址の開放とあわせて、博物館の開設に伴う天守の内部

公開が集客の相乗効果を発揮したとみられる。 
	 なお公園管理者の須藤は、1895年 10月には、旧二の丸
の第六号隅櫓を図書館として利用することを弘前市長に届

け出ている。津軽家の諸書記類等の利用を想定していた 74)。

開館当初の図書館の実態は不明であるが、1904年の観光案
内書では、旧二の丸の「角矢倉」には津軽古書の保存会を

設置して、数百部の古書を備えて縦覧を許していると紹介

されている 75)。 
	 天守に続いて、別な隅櫓を図書館として公開し、近代の

文化施設への転用によって隅櫓の再価値化を目論む一方、

さらに津軽家は市民との結びつきを強化する志向があった

とみられる。また政府に対するそうした実績づくりや、地

域の世論を味方につけることによって、将来的な津軽家へ

の払い下げに結びつる布石と思惑があったとみられる。 
 
（２）石垣崩落を契機とした天守の払い下げと移転	 

	 1896年の公園の再開早々の4月8日午後、旧本丸の石垣
が崩壊した。4月 9日付で、公園管理者の須藤は弘前市長
に対し、そのことを取り急ぎ届け出た 76)77)。さらに同月12
日付で、その詳細を報告した 78)79)。13日には青森県は弘前
市に対し、「天主閣土台石垣」の破壊についてその模様を「絵

図面」にして詳細を報告するよう指示した 80)。 
	 旧本丸東方の石垣が14〜15間崩れたが、前述のように2
年前にも石垣が崩落し、それは復旧されていた。それから

まだ二年も経たずに「天主閣」の下の石垣が崩壊したこと

から 81)、2年前の復旧が十分でなかった可能性があった。 
	 この石垣の崩落を契機として弘前市は天守の払い下げを

目論んだ。まず陸軍省に旧本丸の「第一号隅櫓」の払い下

げを願い出る文案を 7月 31日に起案した 82)。また 8月 4
日付で青森県知事に対し、市会での決議をもとに、旧本丸

の「隅櫓」の払い下げの出願をするので、速やかに許可さ

れるよう上申した 83)。 
	 そして8月、弘前市は陸軍省に旧本丸「隅櫓」の払い下
げを願い出た。その内容は次の通りである 84)。 
・ 崩壊した石垣は、当時、直ちに転覆の防止の措置をした
が、建物の重量が重く、漸次、石垣の前面も膨張し、「隅

櫓」が傾斜の度を高め、転覆する危機が差し迫る状況に

ある。 
・ これから秋冬になると霧雨や降雪が続き地盤がゆるみ、
石垣全体の崩壊や「隅櫓」の転覆が必至である。 
・ すぐに修繕もしくは移転等の手当をしなければ、現在の
壮観を失うのみならず、公園唯一の建物が毀損すること

は遺憾である。 
・ 旧本丸南方の隅へ移転し、「永遠ニ保存ノ上公園ノ美観
ヲ保維」したい。 
・ ただしこの移転については巨額の工事費が必要であり、
特別な詮議で「隅櫓」を無代価での払い下げを願う。 
	 この弘前市の願い出に応じて青森県は副申を添えている。

その内容は次の通りである 85)。 
・ 石垣の崩壊は本年4月であり、徐々に亀裂が生じ、崩壊
の恐れがあった。 
・ 当時、その修理を第二師団監督部に照会したがそのまま
だった。 
・ 当該建物は公園で唯一であり、転覆や毀損があれば現在
の壮観を失うのみならず、数百年前の建造物を失う憂い

がある。 
・ これを他に移転して長く保存することから、願い出を採
納して欲しい。 
	 この払い下げの出願に対し、第二師団監督部は9月に無
代価での払い下げは難しい、臨時陸軍建築部は10月に当部
の計画上、払い下げは差し支えないと、それぞれ陸軍省本

省に回答している。結局、陸軍省は無償の払い下げはでき

ないと知事に回答することにした 86)。 
	 第二師団から弘前市に対するその旨の文書が作成され

（10月13日付）、その文書を添えて、青森県は10月23日
付で弘前市に対し、1893年 12月勅令第 228号公布の主旨
から、無代価での「隅櫓」の払い下げは難しいと連絡があ

ったことを通牒した 87)88)。この勅令第228号（官報12月6
日付）の内容は、官有の建物及び附属物を公用に供するた

めに府県郡市町村及び公共組合に売り渡す、または貸し渡

すときは競争にしないで随意契約にすることであり 89)、有

償を前提としていた。 
	 それを受けて、弘前市はあらためて11月に代金50円で
の払い下げを願い出た。出願書の中では「隅櫓」の移転に

千数百円の工事費を要することにも触れ、そうした事情を

洞察の上、速やかな許可を求めている。また青森県もあわ

せて副申している 90)。 
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	 その後、第二師団監督部は、この「隅櫓」の評価額は50
円が至当であるとの評価書を作成し、陸軍省本省に速やか

に許可をすることが得策であると報告した。それに呼応し

て陸軍省は11月27日付で弘前市に許可を出し、代価の納
付方法と移転を伴う復旧工事については第二師団監督部の

指示を受けるように通知した 91)92)。 
	 こうして天守は50円で払い下げられることになった。有
償になってからの陸軍省本省の動きは早かったが、崩壊の

恐れがあったことも一因であろう。 
	 移転工事は12月に着手された。しかし翌1897年1月23
日付で青森県内務部長から弘前市長に対し、第二師団監督

部からの問い合わせをもとに、工事の進捗について照会が

あった 93)94)。工事の進捗に対する懸念があったとみられる。 
	 それに応じて、公園管理者の須郷は1月26日付で市長に
対し以下のように届け出た 95)96)。 
・ 昨年 11月に払い下げになり、「隅櫓」の移転は 12月 8
日から三十日間を見込んで完了することを届けた。 
・ 工事に着手したが日増しに厳寒になり、また日々降雪が
甚だしく工事を延期する日が多かった。 
・ 今日までようやく数十間を移転した。 
・ 今後は天気にもよるが、1月26日から二十日間で完了す
る。 
	 当初の計画よりも工事は遅れたが、2月 9日に予定の位
置に移転が完了し、翌日、須郷は市長にそれを報告した 97)98)。 
	 「隅櫓」の代金 50円は 1897年 4月に納付された（表−
５）99)。この代価 50円は市長名義で支払われたが、「契約
証」（表−４）に従って実際には津軽家が負担し、天守は津

軽家の所有になった 100)。同様に、天守の移転費用8百余円
も津軽家が負担している（表−５）。 
	 天守の払い下げについては弘前市が出願しているが、こ

うしてみると公園化と同様に、その背後には津軽家の意向

が反映しているとみて間違いない。 
	 移転後の5月14日付で公園管理者の須郷は、博物館を開
館するにあたり、名称を「弘城古物陳列館」にすることを

弘前市に届け出た 101)。さらに 6月 12日、弘前市に隅櫓移
転の地鎮祭を14日に執行することを届け出た 102)103)。 
	 こうして移転後も天守は博物館として利用されたが、同

年は10月5日付で、都合上、明春まで閉館することを弘前
市に届け出ている 104)。 
 
５．まとめ	 

	 維新後の弘前城址は陸軍省によって管理されていた。し

かし同省は城址の一部を殖産のために貸与したが、主体的

に利用することはなく、十分な手入れもしなかった。 
	 こうした一般には開放されていない広大な荒廃地に対し

て、弘前市は公園化を出願した。その背景には弘前藩 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

の払い下げを陸軍省に求めたが認められず、陸軍省は公共

の用途であれば使用を許可する意向があった。そのため津

軽家は弘前市と内議し、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。 
	 公園化にあたって管理規程、管理の委嘱や公園設計も津

軽家が主導し、費用も寄附した。実質的に津軽家による管

理と整備だった。公園としての整備は漸次進められた。 
	 一方、公園化ととともに、天守は博物館として利用され、

多くの来場者を迎えた。また別な隅櫓も図書館として利用

された。城址の開放、天守や隅櫓内部の公開はいずれも津

軽家が主導し、津軽家と地域の人々との結びつきを強める

とともに、将来的に払い下げを受けるための布石だったと

捉えることができる。 
	 その後、旧本丸の石垣が崩落し、天守が倒壊する危険性

があることから、弘前市は天守の払い下げを陸軍省に出願

した。弘前城址にとって天守は不可欠な存在であり、その

保存を志向した。協議の結果、有償による払い下げが実現

し、天守を移転した。払い下げと移転の一連の費用も津軽

家が負担した。この払い下げも、その背景には津軽家の意

向があったとみられる。 
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