
福島の進路　2020.3 25

プロローグ
　福島市にとって、過去最も素敵な時間を過ごし
たのは、明治末期から大正時代のことだと思う。
　福島市が誕生したのは明治40年（1907）。この
年の12月、福島電話通話交換業務が開始され、翌
41年１月４日、福島駅前に公衆電話が設置され通
話が開始された。４月には第六回奥羽六県連合共
進会が開催され、これに合わせて信達軌道のうち、
福島－長岡－飯坂（湯野）が開通、７月には長岡
－保原間も運転が開始された。開通当初は蒸気機
関車であった。信達軌道株式会社が福島電気鉄道
株式会社と改称するのは大正14年である（翌年４
月福島－長岡－湯野間の電化工事が完了し開通）。
　明治44年（1911）６月に日本銀行福島出張所が
福島支店に昇格し、９月には県物産陳列館（後に
県立図書館）が竣工している。
　明治最後の年の１月に、福島市内と福島－飯坂
間に乗合自動車の運行が許可され、福島もいよい
よ自動車の時代となった。
　1914年サラエボ事件を契機に第一次世界大戦が
始まると、日本も参戦したが戦場となることはな
く、欧州への輸出が好調となったアメリカととも

に大戦景気に沸いた。この年、福島県の製糸業は
ようやく器械製糸量が座繰製糸量を上回った。こ
れは、福島における産業革命の成立ともいえる。
明治の末から県外の大規模製糸工場の進出が相次
ぎ（大正５年岩代富国館製糸所、大正６年丸十製
糸所）、福島は生糸景気に沸いていた。織物業の
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第12回　初代福島市長二宮哲三と
　　　　福島市政黄金期
　　　　　（明治末～大正期）
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初代福島市長二宮哲三
［明治３年（1870）～昭和12年（1937）］
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盛んな伊達・信夫郡では、大正５年から同10年の
間に手織機の数を力織機が上回る産業革命がお
こっている。
　大正７年逓信省電気試験所福島出張所が創設さ
れた。現在“花の写真館”として残る建物である。
この建物は、市の文化財に指定されており、市域
で現存するもっとも古い近代洋風建築物である。
　大正11年（1922）福島市の上水道工事が始まっ
た。井戸から水を汲まなくても蛇口から清潔な飲
料水が出る近代的な都市生活ができるようになっ
たのもこの時期であった。
　大正時代の最後、大正13年４月、飯坂電車が花
水坂まで開通した。飯坂温泉が、福島駅を中継点
として全国に直結したのである。
　明治末から大正末までのこの期間は、明治と昭
和前期に挟まれた、ちょっとホッとする時期であ
る。大正琴の音色が流れ、竹久夢二の少し憂いの
眼差しの美人が歩いた大正ロマンティズムの時代
であった。
　この福島市の黄金期ともいえる期間に市長を務
めたのが、二宮哲三であった。

父直
なお

躬
み

、医師から初代福島町長となる
　二宮哲三は明治３年（1870）４月７日、福島市
柳町53番地で、父明重（通称直躬）、母ヱツの二
男として誕生した。
　※�戸籍には「二宮直躬・ヱツ長男」とある。『福島市

誌』（昭和17年刊）では、「二宮明重氏（通称直躬）
の二男として生る。」とある。『二宮市長伝』には
「明重（通称直躬）の二男として誕生す。長兄を雄
一郎と言ひ…」とある。

　二宮家は、江戸時代には宇多郡坪田村（現相馬
市坪田）ほか２カ村に知行高25石を給された相馬
藩士の家柄であった。父直躬は、天保10年（1839）
相馬藩勘定役二宮元重の子として生まれた。祖
父元重は安政３年（1856）〔一説には弘化４年

（1847）〕武士の身分を捨て、福島に移り住み、柳
町で乾物問屋を開業し成功した。
　父直躬は、幼少時から学問好きで、数千点に及
ぶその蔵書を見ると、医学書は勿論、四書五経や
朱熹の「四書集註」など武士としての基礎学問を
はじめ、宇田川榕庵「舎密開宗」などの化学書から
刀や書画の鑑定書や料理本まで幅広く学んでいる。
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　直躬は、満10歳の時から医学の勉強を始めた。
相馬藩時代の嘉永２年（1849）阿曽沼道節に漢方
医学を４年余学び、嘉永６年（1853）からは江戸
に出て朝川吉郎に洋法医学内科を３年間学び、安
政２年（1856）からは米沢藩高橋玄勝に洋法医学
外科を７年間学んだ。計14年余、漢方医学と西洋
医学の内科・外科を学び、その間福島に転居し、
文久２年（1862）11月、柳町で漢・西洋内外科医
術として開業した。そして、時代が明治となると、
同５年（1872）には福島県庶務局から「牢医」に
任命され、次第に行政との関わりを持ってくる。
　またその教養の豊かさから明治６年には福島小
学校教員になったが、すぐに東京府小学講習所に
派遣され、授業法の研究を行い、帰福後は福島小
学校内に福島小学講習所を設けている。これは現
代の教育センターのようなところであろうか、福
島県教育の基礎を作った一人でもあった。
　多彩な才能を持つ直躬は、明治９年民会議員に
選ばれ、同11年には福島町会議員、翌12年には町
会議員幹事になっている。
　また、財界でも活躍した。明治12年に第百七国
立銀行の取締りになり（同21年まで）、また福島
銀行頭取をも務めている（同12年～同17年）。
　併せて、明治13年８月、第１回福島県地方衛生
会委員に委嘱され、県の衛生行政の諮問立案に貢
献している。こうして直躬は医学界から教育界・

初代福島町長二宮直躬
［天保10年（1839）～大正４年（1915）］
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に二宮家は「士族」身分に編入された。否「復し
た」が正確かも知れない。
　隠居後の直躬について知らせる史料はないも
のの、『福島県医師会報』（昭和50年10月10日発
行）は初代福島町長二宮直躬氏を紹介し、その最
後に次のように書いている。「…終生医業を捨て
ず、医師と交わり、愛想の良い先輩とされ、医師
会きっての金満家とされた。」
　初代町長二宮直躬、大正４年２月13日没。享年
七十七歳。

哲三、独逸学協会学校で学ぶ
　明治３年４月７日に誕生した哲三は、学齢期に
達すると福島小学校（現福島第一小学校）に入学、
途中教育改革があり、明治17年（1884）福島高等
小学校高等科を卒業（15歳）。この時点で哲三は
父直躬の跡を継がんと上京し、私立大学予備学校
に入学。そして明治20年（1887）５月、東京神田
区西小川町にあった特別認可私立独逸学協会学校
普通科に入学した。
　この独逸学協会学校は、明治14年（1881）に

「ドイツ文化の移植」を目的に設立された団体独
逸学協会によって、明治16年に設置された私立学
校で、初代学長の西周や加藤弘之など当時の啓蒙
学者や井上毅・青木周蔵・桂太郎・品川弥二郎な
ど明治政府を担った政治家たちが関与していた。
こうした人材の関連と政府の補助金もあって優秀
な学生が集まり、旧制第一高等学校合格者数で
トップの時期もあったほどであった。
　当時の中等教育機関である普通科（校長：桂太
郎）を卒業した哲三は、明治23年９月専修科に入
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財界そして行政の世界へと活躍の場を移していっ
た。
　明治22年（1889）４月、市制・町村制が施行さ
れ、いわゆる明治の町村合併が行われ、福島町は
曽根田村と合併し、新しい拡大福島町となった。
６月７日に新しい福島町の町会議員選挙が実施さ
れ、一級12名（二級も定員12名）に二宮直躬は当
選し、その中から三役が選出された。初代三役は
次の通り。
　町　長　二宮直躬
　助　役　鐸木三郎兵衛
　収入役　粒来甚作
　直躬は福島町長を１期（明治22年６月～同24年
３月）だけ勤めて辞任。その後は明治26年大日本
医師会福島地方部理事、翌年信夫郡医会仮議長及
び理事、福島衛生会監事等を務めている。

二宮家、武士から平民へ、そしてまた士族へ
　一枚の辞令がある。
　　「　　福島県平民　二宮直躬
　　　　士族ニ編入ス
　　　　明治三十二年十月二十日
　　　　　　福島県知事　山田春三　印　」
　前に述べたように、「相馬藩勘定役」だった直
躬の父元重は「士」の身分を捨てて福島に移転し、
乾物商を営んだ。だから、町長時代の直躬の身分
は「平民」であった。そして町長退任の翌年（明
治25年）、「歴代士族ノ家系空シク湮滅致し候儀祖
先ニ対シ慚愧遺憾ノ至リニ付」福島県知事渡辺清
宛「士族籍編入之儀願」を提出した。
　その結果、明治32年前述の辞令が出され、ここ

士族編入証 独逸学協会学校昇級証
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学し政治経済学を学んだ。専修科はドイツの法律
や政治を学ぶ高等教育機関で、現在の法科大学院
に相当する。同26年（1893）７月この専修科を卒
業するが、ここでドイツの法律や政治を学んだこ
とが後の初代市長につながっていくのである。

軍人か学者か
　独逸学協会学校専修科を卒業した哲三は、同年
12月一年志願兵として近衛歩兵第一聯隊第七中隊
に入隊する。
　翌27年８月１日、日本は清国に宣戦布告し日清
戦争が始まった。哲三は同年12月１日臨時召集を
受け、翌年８月陸軍歩兵少尉に任じられ、同年12
月召集解除となった。翌29年５月末内務省に任官、
八級内務属に任じられたが明治30年８月依願退職。
同年９月第五高等学校（現、熊本大学）ドイツ語
講師嘱託となり、同34年11月第五高等学校教授と
なった。しかし、同37年２月５日（日露戦争開戦
は２月10日）陸軍歩兵中尉に任ぜられ、第五高等
学校教授在職のまま、そして家族を熊本に残した
まま、開戦の日、充員奥州後備歩兵二十九聯隊第
一大隊に編入されて日露戦争に出征し、10月13日
連華山の戦いで敵の投げた手榴弾に被弾し頭部に
怪我を負った。しかし、同月末には繃帯のまま帰
隊し、第七中隊長として従軍している。翌38年９
月ポーツマス条約締結直後に陸軍歩兵大尉に任じ
られ、10月召集解除となっている。

　日露戦後はまた第五高等学校に戻り、ドイツ語
教授として研究・後進の指導に当たっている。
　二宮哲三教授には２冊の著作がある。『独逸
文法原理　全』と『パォルゼン博士社会論抄訳　
全』である。前著は明治43年６月10日、東京市麹
町区飯田町の精華書院から、後著は「独逸碩学
パォルゼン博士著倫理大系第四巻第三編第二章社
会論を抄訳せるものなり」（後書き）という内容
のもので、明治44年１月福島市荒町の山口活版舎
から発行のものである。両著とも市長就任後に発
行されたものだが、哲三の第五高等学校時代の研
究内容がわかる貴重なものである。

市長誕生
　『福高百年史』年表によると、「明治40年３月27
日、鐸木近吉校長、依願退職し、第五高教授二宮
哲三校長となる」とある。
　鐸木近吉校長退職の経緯と二宮哲三校長召致の
経緯については不明であるが、明治40年度から哲
三が福島中学の校長に就任することになったので
ある。
　しかし、哲三の福島中学校長の期間は３か月ほ
どで終わることになる。
　明治40年４月１日、福島町は、福島市として市
制を施行した。と同時に市長事務取扱に鈴木謙、
収入役事務取扱に内池三十郎が指名され、市長事
務取扱鈴木謙は、市会議員選挙を６月９日（３
級）、10日（２級）、11日（１級）に執行する旨の
選挙公示を行った。この選挙結果に基づき同月22
日、第１回市会が召集され、助役に鈴木謙、収入
役に内池三十郎が満場一致で選任された。市会は
26日に再開され、市会は市長候補者として二宮哲
三・三浦義司・小杉善助の３名を内務大臣に推薦
し、第一候補の二宮哲三が内務大臣から任命され、
７月16日初代市長に就任し、同日福島中学校長を
依願退職した。

第六回奥羽六県連合共進会
　福島市の市制施行記念ともいうべき一大イベン
トが翌41年４月12日開幕した。第六回奥羽六県連
合共進会である。
　共進会は、明治以来、殖産興業政策の一環とし
て、政府が各地で産業技術交流のために開催した
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二宮哲三著『独逸文法原理』表紙
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展示会である。この奥羽六県連合共進会は明治27
年（1894）に仙台市で第一回が開催され、以来 
２～３年おきに東北６県の持ち回りで開催されて
きた。主な品目は、米・大豆・繭・絹織物・綿織
物・漆器・金属製品・木工品などで、第六回では
総点数２万5,400余点、出品人数が１万4,790余人
にのぼった。
　では、この第六回奥羽六県連合共進会会場を
廻ってみよう。第一会場は現在の県庁・紅葉山公
園で、県庁正門の処に美麗なアーチがつくられ、
ここをくぐると、正面が一号館、その裏手が二号
館、その右手に三号館があった。一号館・二号館
は前年竣工した新しい県庁舎で、この共進会会場
とするため、アーチ手前左手の仮庁舎で執務をし
ていた。仮庁舎向かい（現、県庁前公園）には第

二会場が設けられ、新酒の売店が各県ごとに並ん
でいた。東北の銘酒が飲めることも大きな楽しみ
であった。会場には臨時の福島共進会郵便局が特
設され、期間中、絵葉書消印数が１万1,339に及
び、記念絵葉書が飛ぶように売れたと記録されて
いる。また「演舞場」や「不思議館」が設けられ、

「玉屋」「松月堂高木」「藤金喫茶」「松葉館」「ビ
アホール」「カブトビール店」「珈琲店」などの出
店が立ち並び、20万人を超える人々が訪れ、この
イベントを楽しんだ。
　信達軌道も、このイベントに訪れる人々を飯坂
温泉まで運ぶために、この時期に合わせて、福 
島－長岡－飯坂（湯野）間が開通している。

上下水道及鉄橋工事
　大正15年１月23日、福島市第二代市長小杉善助
が、前市長二宮哲三に感謝状を贈呈している。そ
の中で小杉は二宮の４期18年の市政の内、最大の
業績として、上下水道及鉄橋工事を挙げている。
　段丘面に成立した福島市（当時の福島市域は、
旧福島村・曾根田村・腰浜村・小山荒井村・五十
辺村の旧市内）は良好な飲料水に乏しく、藩政時
代の福島城下は笹木野で天戸川から分水した福島
用水の水を使用していたが、明治になって清水村
大字泉の柳清水から水を引く簡易水道を計画した。
明治11年鐸木三郎兵衛の尽力により本町・中町・
大町有志の拠金を基に松の箱樋を埋設し、原井を
警察署（現、まちなか広場）前に設け、ここから
暗筧で戸々に配水する簡易水道が完成した。その
後、明治22年木管を陶管に改めるなど拡張工事を
実施していた。
　二宮市長になって、大正２年２月水利調査規程
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第六回奥羽六県連合共進会一号館

臨時福島共進会郵便局

第六回奥羽六県連合共進会「松月堂高木」出店
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を設け委員を委嘱し、県都にふさわしい上水道を
設けるための調査を実施した。大正８年には工学
博士西大條覚氏に上水道計画を委嘱。小川・天戸
川・松川・阿武隈川を実地調査して、阿武隈川を
源水とする上水道案に決定。大正10年に国庫・県
費補助の認可があり、同11年６月１日弁天山麓で
起工式を挙行した。
　着工時の福島市の人口は３万9,498人で、計画
は給水人口５万人に対するものであったが、将来
増築が困難な部分、つまり水源取入口及び導水渠
等は給水人口７万５千人を見越した設計になって
いた。
　弁天山に設けられた配水池は、５万人に対し最
大給水量12時間分の貯水を可能にする大きさで、
コンクリートの上に防水のためアスファルトを施
し、内壁と導流壁は煉瓦造りとする近代的な施設
である（今も水を湛えているが、将来は文化財と
して保存する価値のある素敵な建造物である。）。
　上水道は大正14年３月に松齢橋に吊架する鉄管
工事が完了し、同月末日、市内に給水を開始した。

新市庁舎建設の夢
　哲三が遺した資料の中に、大正９年９月10日の
日付印のある封筒がある。宛名は「福島県福島市
役所二ノ宮哲三殿」、差出人は「東京市本郷区曙
町拾六番地斎藤久□」とあり、中には５枚の設計
図（正面図案の１～３と１階平面図、２階平面
図）である。
　この設計図面はいったいどのような目的で哲三
は東京の斎藤設計事務所に作らせたのであろうか。
　大正10年３月23日付『福島民報』に次の記事が
見える。
　「新しい庁舎で執務も頑張らう
　　　三万円で新築と決した福島市役所に
　　　　　二宮市長ニコニコ語る」
　「福島市役所改築問題は随分久しい前から叫ば
れた処で、採光は悪く薄暗く活気がないから是非
建築しなければならないといふので、今度は本多
長兵衛氏等発起となって是非にもと総経費約三万
円を投じて今の第一第二小学校の角に建築すべく、
二十二日の福島市会に正式に提出したが、大原一
氏が極力反対したが、多数議員は一斉是に賛成し
て立派に建築する事になった。それで今後は今の

市役所全部が上下水道の事務室となり、今度でき
るのが棟続きになる。多数の吏員も早く新しい庁
舎に入りたいと首を長くして居る。…（後略）…」
　前年までに用意周到に新築設計図面を用意して
いた市役所新築について、哲三市長は新聞紙上で

「着手は今年の四月頃からする予定である。」と
語っていたが、実施されないままになってしまっ
た。進取の精神に富む学者市長の案が施行されて
いれば、文化財としても価値のある建造物として
遺されたであろうと思われるだけに残念な結果に
なってしまった。

エピローグ
　－近代の福島市をつくった３人－
　明治以降、大正・昭和・平成そして令和と五世
代150年の近代史の中で重要な役割を果たした３
人を挙げれば、医学の世界では大原一、インフラ
整備に貢献した大島要三、そして福島市政の舵取
り役としては初代市長二宮哲三の３人を推したい。
この３人は、時には協力し、時には反発し合いな
がら近代福島市を創造してきた同時代の人であり、
その生きざまも非常に魅力がある。福島市が一番
輝いていた時代～明治末から大正期～に活躍した
３人であるが、しかし残念なことに３人の事蹟は
福島市民の中に語り継がれてはきていない。もう
少し先人を顕彰する施設・メディアなどがあって
も良いのではないか。歴史を大事にしなければ、
未来へのしっかりとした夢を描くことはできない
はずである。

幻の市役所庁舎設計図


