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　毎年話題となる桜の開花日、福島市の開花宣言

は信夫山駒山公園の桜の標本木により決まるが、

その標本木のすぐ傍に、男性の銅像がある。福島

競馬場の方向を向く大島要三翁の銅像で、背面に

は大島要三（1859～1932年）の多くの業績が刻ま

れている（図１及び文末の資料１参照）。

　今回は、福島競馬場の生みの親といわれる大島

要三（図２及び文末の注１参照）の功績と、競馬

場誕生について紹介する。

招魂社競馬の誕生
◦招魂社競馬の開催

「競馬執行ノ旨趣」（県庁文書）に、

　「信夫山招魂社ハ毎歳春秋二季ニ祭典ヲ執行シ

茲ニ盛奠ヲ差メ　慰霊ヲ九泉ニ慰メ忠魂ヲ地下

ニ吊フ憶フニ風塵屢驚キ兇驁兵ヲ弄フノ世ニ當

リ東西血戦奮フテ力ヲ王事ニ竭シ身ヲ困難ニ致

ス　其精忠義烈赫々トシテ耳目ニ存シ千歳ヲ照

ス　是レ朝廷ノ特ニ弔祭ヲ重ンセラルル所以ナ

リ　抑モ吾縣年次修未タ朝廷ノ寵意ニ応スルニ

足ラス　未タ義士ノ忠武ニ答フルニ堪ヘス　於

是新タニ招魂社下タニ調馬場ヲ設ケ　祭日ヲ期

シテ編ク駿馬ヲ集メ以テ競馬ノ技ヲ執行シ此祭

典に供セントス　夫レ馬ノ世ニ効アル久矣軍旅

之レニ頼テ備リ耕耘之レニ頼テ盛ニ運搬之レニ

頼テ便ナリ由　是観之馬匹ノ良否ハ国運ノ消長

ニ関スルヤ明白ナリ　此会ニシテ愈振フヤ馬匹

果シテ改良滋蕃シ　騄駬駿馬蹄ヲ接シテ簇集ス

ルニ至ラン　然ヲハ則チ此会以テ馬匹ノ改良ヲ

謀ルヘク　以テ国運ノ振長ヲ期スヘシ　因テ以

テ長ク殉国義士ノ芳魂ヲ慰メ併セテ馬匹ノ改良

ヲ図ル

　明治二十年十一月　　発起人　沼　澤　七郎

　　　　　　　　　　　　　　　小野寺　志一

　　　　　　　　　　　　　　　東　　　忞　」

とあり、明治20年（1887）11月、馬匹改良を目的

として、福島県産馬組合取締所（後の福島県産馬

組合連合会）が招魂社（現・福島県護国神社）下

柴田　俊彰（しばた　としあき）
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に調馬場を設置し、招魂社の春秋の祭典に競馬を

奉納するとしている。

　『福島県産馬沿革誌』においては、「福島競馬

会」と称し、

　「（前略）本県亦馬種改良ノ趣旨ニ基キ福島町信

夫公園地ノ下を占シ長円形ノ馬場ヲ設ケ明治20

年ヲ以て其第一回競馬ヲ施行セリ

　明治20年福島県産馬会社ハ福島町信夫公園下ノ

地ヲ選ミ福島競馬場ヲ設ケ春秋二季招魂社祭典

ニ際シ競馬ヲ施行センコトヲ企テ該地所ヲ福島

招魂社ニ寄付セリ産馬会社ノ本旨ハ馬匹ノ改良

ヲ謀ルト同時ニ忠勇義士ノ英魂ヲ地下ニ慰メシ

メント欲セシニアルナリ、福島競馬場ハ楕円形

ニシテ其巾十一間其全長七町即チ４「フアロン

グ」ナリ、信夫公園ノ直下ニシテ実ニ福島町ノ

一美観タリシナリ（以下略）」（注２）

と紹介している。

　競馬場の位置は現県立橘高校の西側（図３）で、

競馬場は「楕円形ニシテ其巾十一間（約20ｍ）其

全長七町即チ４「フアロング」（約804ｍ）ナリ」

で、「東北地方の先端を切って一躍洋式競馬を敢

行したのであった」（注３）。

◦開成山競馬へ

　招魂社奉納競馬は、春秋二季明治30年（1897）

まで続いたが、毎日２～300人のファンしか集ま

らなかったといわれる。賞品は鞍、毛布等の馬具

が主であり、全て市内篤志家の寄付によるもので

あったが、次第に不振に陥った。

　明治35年（1902）、競馬場は郡山町の開成山に
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図１　大島要三翁銅像
（左）「故大島要三翁銅像全景」（昭和12年６月故大島要三翁銅像建設記念絵葉書より）（福島市提供）
（右）現在の銅像（昭和39年再建の銅像）　　　　　　　　　　　　　

図２　大島要三（福島市提供）
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◦藤枝競馬倶楽部の経営難と誘致の動き　

　大正３年（1914）、公認競馬場の藤枝競馬倶楽

部（静岡県）へ馬政局より「抽籤進馬に関する

件」として、経営に対する警告があったが、大正

５年にはさらに経営が苦しく、潰れる可能性が指

摘されるようになった。

　この情報を入手した肥田は伊藤と相談し、同倶

楽部の権利譲渡による福島の地への競馬誘致が現

実的と考え、開成山競馬の有力者に買収の相談を

持ちかけたが、高額な買収費（50,000円）等から

賛同が得られなかった。

◦伊藤弥と大島要三　

　伊藤は、「次は福島市」と考え、千葉馬之助（信

達地方産馬組合長）に福島市政財界の重鎮である

大島要三との会談の場を設定するよう依頼した。

　大正６年（1917）正月が過ぎて間もない頃、松

葉館（福島市）において、伊藤は大島に藤枝競馬

倶楽部の状況と馬産県である福島県に象徴となる

競馬場を作る夢を熱く語ったといわれる。明治17

年（1884）、上野不忍池畔共同競馬会の馬場造成

工事下請経験のある大島であったが、競馬にはあ

まり関心がなかったようだ。しかし、伊藤の熱い

思いに、大島は福島市への公認競馬場誘致に尽力

することを約束した。

　大島は当時市会議員（憲政会）、伊藤は政友会

生え抜きとして活躍しており、「憲政、政友は犬

猿の政敵」と言われる中、伊藤の競馬場実現にか

ける情熱が窺うことができる。

藤枝競馬倶楽部の福島市移転
◦市議会の動き　

　大島は伊藤との会談後、千葉と二宮市長を説得

し、さらに内池三十郎、小杉善助、西谷小兵衛、

吉野周太郎、鈴木周三郎等市の主要人物の同意を

得ることができた。その後、市議会で「公認競馬

場誘致」が議題とされた。競馬即賭博、風紀上の�
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移転された（注３）。開成山競馬は同年４月に初

開催され、明治39年から40年にかけての開成山競

馬には数万の観衆が押し寄せ、料亭、飲食店は貸

しきられてドンちゃん騒ぎのありさまであったと

いわれている（注４）。

公認競馬場への動き～伊藤弥と大島要三～
◦馬券発行黙許から禁止へ　

　明治38年（1905）馬券発行が黙許され、翌年に

内閣が馬政局を設置し、同年12月に「競馬開催を

目的とする法人の設立及び監督に関する件」閣令

を発し、法人組織による競馬会設立を許可した。

　明治41年には競馬会設立許可が15箇所となった

が、同年10月馬券禁止令が発せられ、明治43年

（1910）公認競馬場に対する20ヵ年整備費補助金

交付が決定された。

◦福島県愛馬会の誕生　

　大正２年（1913）、福島県の馬産振興、乗馬奨励、

競馬発展を目的に、安達郡産馬畜産組合長の伊藤

弥は副組合長肥田金一郎らと、鈴木周三郎貴族院

議員を総裁とする福島県愛馬会を結成した。

図３　明治24年２万分の１図より
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乱れ等の反対意見があったが、大島と二宮の説得

により、採決を強行せず、これ以上の反対はしな

いという一部慎重派の了解を得、市議会公認で公

認競馬場誘致を図ることになった。藤枝競場移

転、権利譲渡交渉代表委員に、大島要三（憲政会）、

西谷小兵衛（政友会）、小杉善助、市側から渡辺

新助役が選任された。

◦藤枝競馬倶楽部との交渉

　大島と西谷は、藤枝競馬倶楽部会頭と買収額

（藤枝側50,000円）について粘り強く交渉を重ね、

大島の戦略で最終的に大島らの希望額（18,000

円）（注３）で、大正６年６月譲渡条件を記した

私署証書を交わした。

　同年５月３日付で、藤枝側から馬政長官あて

「競馬場移転の義に付申請」が提出された。しか

し、国の不認可も予想されることから、大島は河

野広中、西谷は堀切善兵衛、肥田は旧福島藩主板

倉氏等を通じて認可促進依頼を行い、その結果、

国から認可しやすい事由と設計書の提出が求めら

れ、12月６日に「定款改正御認可願」（本倶楽部

は社団法人福島競馬倶楽部と称す）を、８日には

競馬場新設設計書（設計額105,000円）を添付し

た「競馬場移転申請」を提出した。

　こうして大正６年12月27日、陸軍大臣から藤枝

競馬倶楽部に「藤枝競馬倶楽部競馬場移転及び定

款改正認可」が発行された。

福島競馬倶楽部の誕生
　大正７年（1918）１月12日、藤枝競馬倶楽部定

款が改正され、福島競馬倶楽部と改称された。初

代役員は、会頭：岡崎平四郎、理事：西谷小兵衛、

小杉善助、監事：肥田金一郎、杉本唯吉で、大島

は５月に理事となった。

　同月に買収費残金を支払うことになり、やむな

く大島、西谷、小杉氏らの連名で銀行から借入し、

支払った。

　競馬場設計額を105,000円として先に計画書を

提出したが、その後の概算では土地買収費を含め

125,000円が必要となった。福島競馬倶楽部は公

認競馬場を持つことになったが、課題は資金と建

設場所であった。

福島競馬場の場所選定　　
　競馬場の建設場所は、腰浜、杉妻、笹木野と三

箇所が候補地で、第一候補地としては笹木野で

あったといわれている（注５）。

　しかし、笹木野地区は土地所有者30名の同意が

得られず、「信夫山、その周辺、いまの第三小学

校（松浪町）あたりの地域調査から、徐々に腰ノ

浜にマトがしぼられてきた。」（注５）といわれて

いる。笹木野地区の失敗から、大島と二宮が中心

となり、地元選出の市議会議員と協議し、地元地

主から誘致の陳情書提出を受けて、買収交渉に

入った。

福島競馬場の建設
　福島競馬倶楽部の誕生以降、市会議員有志の懇

談会が開催され、３月末頃には資本金125,000円、

一株50円、2,500株の福島土地株式会社創立の方

向性が固まった。しかし、公認競馬開催は春秋で、

春開催となれば６月までの短期間で競馬場を完成

させることとなり、工事資金調達が当面の課題と

なった。

　そこで、場所決定を受け、３月には大島要三、

内池三十郎、吉野周太郎他17名で100,000円を市

内銀行から借入し、３月20日馬場造成等の工事に

着手した。大島は、自ら早朝から日没まで陣頭指

揮をとり、市内の土木、建築業者を総動員しての

突貫工事で、６月24日どうにか体裁を整え、６月

28日の開催日を迎えることができた。

◦福島土地株式会社

　会社創立は同年８月だが、先に述べたように

信達の歴史シリーズⅢ　～人物からみた信達の歴史～
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その前から株主集めが開始されていた。大島ら

の「市民総ぐるみの仕事」の考え方から、株の利

益配当について市が補償するとの市会承認を得て、

最終的に329人の株主から2,500株の募集を終えた。

80株の筆頭株主には大島要三、そして吉野周太郎、

鈴木周三郎が並ぶ。大島らが連帯で借り入れた

100,000円は福島土地会社設立と同時に返済され

た。

　土地会社により完成した馬場は、福島市が借受

け、更に競馬倶楽部に転貸された。また、競馬場

の土地と馬見所、厩舎等の設備は、福島市競馬協

賛会名目で競馬倶楽部に寄付された。こうして福

島競馬倶楽部は福島市全市の協力により出来上

がったのである（注３）。

第１回福島競馬開催
（大正７年６月28日～30日）（図４）

　大正７年６月28日、第１回福島競馬が開催され

た。午前10時、乗初式（のりそめしき）には先頭

に肥田、そして小池馬政官、大島理事が開き馬車

で馬場を一周。第１レースでは大島の馬である

シュンヨウは出遅れ、「アラアラ、大島さんの馬、

ビリだ」と、どっと来賓席に笑いが起こったとい

われる。

　３日間の売上げは、5,259円80銭、純益は757円

４銭で、入場観客は約5,400人といわれる。

　第１回福島競馬開催時に福島競馬倶楽部理事で

あった大島は、同年７月に会頭に就任、大正10年

に一旦会頭を辞したが、大正12年再度会頭に就任

し、昭和７年（1932）退任するまで福島競馬発展

に寄与し、今日の基礎を築いた。

　今回は、福島競馬場誕生までの大島要三の功績

を中心に述べた（図５・６）。

信達の歴史シリーズⅢ　～人物からみた信達の歴史～

図４　第１回競馬絵葉書（福島市提供）
（左）福島競馬場正門　　　（中）馬見場貴賓室より眺むる福島競馬場の景　　　（右）福島競馬場馬見場

図５　福島競馬場内メモリアルコーナー
　　　の大島要三像　　　　　　　　　

図６　バンケット馬場側のＦＫＣ
　　　（福島競馬倶楽部の頭文字）
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資料１　大島要三翁碑文（原文は縦書き）

（正面）　大島要三翁

（背面）

大島要三翁ハ安政六年二月十五日埼玉県北埼玉

郡大桑村字川口ニ生ル　資性闊達　若クシテ身

ヲ土木業ニ投ジ具サニ辛酸ヲ甞ム　日本鉄道株

式会社ノ施設ニ係ル上野福島間ノ鉄道工事ヲ完

成セシメテ同社技師長仙石貢氏ノ認ムル所トナ

リ　終生爾汝ノ交ヲ訂ス　世人伝ヘテ美談トナ

ス　奥羽線板谷隧道　猪苗代水力電気　宮城県

品井沼排水等　当時同業者ノ難シトセル諸工事

ヲ施工シ　日露戦争ノ直前風雲漸ク急ナル時　

京釜鉄道ヲ落成セシムルニ及ビテ大島組ノ名天

下ニ顕ハル

其居ヲ福島ニ定ムルヤ常ニ挺身私費ヲ投シテ地

方ノ興発発展ニ努力シ倦ム所ヲ知ラズ　福島商

工会議所　福島競馬倶楽部等ノ創設ニ尽シ　並

ニ推サレテ会頭タリシ如キ其一例ナリ　翁又平

素然諾ヲ重ンジ且客ヲ愛ス　若シ夫レ政治ノ事

ニ至リテハ同志者ノ指導誘導ヲ以テ任トナシ　

自ラ起ツヲ欲セザリシモ晩年衆望ノ帰スル所　

辞スルニ途無ク　選バレテ衆議院議員タルコト

二回　民政党ノ長老トシテ隠然一方ノ重鎮タリ

キ

昭和七年三月二十三日病革マルヤ　畏クモ天聴

ニ達シ従六位ニ叙セラル　以テ栄誉トス可シ　

而シテ翁ガ波瀾起伏ニ富メル公私ノ生涯ヲ通ジ

同棲実ニ五十年　克ク内助ノ功ヲ尽セルキサ子

夫人ノ行状亦正ニ世ノ亀鑑タリ　及チ併セテ其

事ヲ誌スト云爾

　　　昭和十二年五月二十日

　　　　　立憲民政党総裁　　　町田　忠治撰

� （碑高　80㎝）

（「福島市史資料叢書　第48集　福島のいしぶ

み」（1986）福島市教育委員会より）

【注】

注１　大島要三略歴　　

　　�　安政６年（1859）２月15日、埼玉県北埼玉郡大桑

村大字川口（現加須市）大島庄太郎氏の長男に生ま

れ、昭和７年（1932）没。

　　�　明治14年（1881）に東京に出て、日本鉄道の敷設

工事をしていた杉井組の下請けとなり、その後白河

～福島間の工事を支配人として力を発揮。次いで奥

羽南線の工事にあたっては難工事といわれた板谷隧

道等を完成させ、業界に「大島あり」と称される。

また、猪苗代水力発電所等の大工事に活躍。

　　�　明治38年（1905）本籍を福島町に移し、本格的に

福島での経済活動をはじめ、福島瓦斯株式会社、福

島電燈株式会社、福島民友新聞社等の社長を歴任し、

さらに県内の多くの会社経営に関わり、福島商業会

議所（現福島商工会議所）の発起人代表となり、二

代目会頭となる。福島競馬場開設に尽力。

　　�　福島市制施行最初の市会議員に当選、憲政会に所

属し衆議院議員当選２回し政界でも活躍。

注２�　『福島県産馬沿革誌』（1902）福島県産馬組合連合会

注３　『日本競馬史　第３巻』（1968）日本中央競馬会

注４�　『福島馬主協会50年史』（2002）社団法人福島馬主

協会

注５�　『人馬一体　福島競馬六十年』（1978）日本中央競

馬会　福島競馬場
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