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逃げた県庁 逃げられた県庁 ～花燃ゆと県庁移転問題～   

 高崎学検定講座 平成 27 年 7 月 25 日（土）13：30～ 
                市民活動センター・ソシアス（市民ホール） 
                共愛学園前橋国際大学名誉教授 石原征明 
１ 群馬県の成立  

 （１）明治の変革 藩から県へ 

   幕末から維新   大政奉還→版籍奉還→廃藩置県  激変 

   岩鼻県の成立   1868（慶 4＝明治元）･6･17 

     岩鼻県庁は 岩鼻代官所跡  初代の知県事は大音龍太郎 

     高崎藩・前橋藩などの藩  まだ領主（殿様）が土地・人民を支配 

        上野国内に県と藩という 2つの政治組織 

    版籍奉還  ’69(明 2)･6･17  藩主は土地と人民を天皇に返還 

      高崎藩主の大河内輝照(明 3年 2月輝聲と改名) 藩知事（知藩事） 

      岩鼻県知事 小室信夫  上野国に 岩鼻県と 9 つの藩が存在 

   廃藩置県  ’71(明 4)･7･14  

      前橋県・高崎県・沼田県・安中県・小幡県・伊勢崎県・七日市県・ 

館林県が成立（吉井藩は岩鼻県に合流）        

        この時、全国には 3府 302 県  上野国には岩鼻県と 8 県 

        藩知事は罷免され上京を命じられる 

            高崎には安岡良亮が大参事として着任  岩鼻県知事は青山貞   

       ’71 年の 10 月から 11 月  府県の整理統合 3 府 72 県となる 

 （２）上野県と高崎県設置の動き 

   上野県設置の建白  ’71(明 4)･7 高崎に本庁を置く 返答えられず 

    幻の高崎県  ’71･10･24  大久保利通 井上馨 吉田清成 

            新しく「高崎県」を設置するという案を作成 

      ’71･10･27「高崎県ヲ群馬県ヘ御引直ノ儀ニ付伺」「云々ノ情実」 

       「高崎県」をやめて「群馬県」という名称に   

      「群馬」という県名は、「群馬郡」の郡名から 

 （３）群馬県の成立  

    ’71(明 4)･10･28  群馬県設置の太政官布告 

    上野国にある小幡・伊勢崎・前橋・高崎・沼田・七日市・安中と岩鼻

の 8県を廃し 「群馬県」を設置する 

    山田・新田・邑楽の 3郡は群馬県に入らなかった 

       しかし 当分の間（栃木県ができるまで）群馬県が管轄 

’71･11･2  知事は県令 権知事は権令と呼ばれるようになる 
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    岩鼻県の知事であった青山貞が群馬県の権令に任命される 

   群馬県の県庁は高崎の旧城内  ’71･11･19 開庁 

    ’72（明 5）･1  旧高崎城は兵部省の管轄     軍事的に重要 

    高崎旧城内に県庁を置いてもらいたいと大蔵省に上申    不許可 

    県庁は前橋旧城内に移転  ’72･6･15 から開庁 

   群馬県の行政組織と官制 

    庶務課・聴訟課・租税課・出納課の 4課で構成 

    群馬県設立当初  県首脳部はめまぐるしく交代 

 （４）熊谷県の成立と高崎 

 ’73（明 6）･2･7 河瀬秀治が群 

 馬県令に任命 同時に入間県令 

 河瀬は県庁のある前橋と川越を 

往復  不便 

 群馬・入間の両県を合併 

  熊谷県が成立  ’73･6･15 

  県庁は熊谷 河瀬秀治が県令 

  支庁を前橋と川越に 

   半月あまりで前橋と川越の 

支庁は廃止 

 ’73･6･30  高崎に支庁を置く 

  宮元町の旧高崎藩撃剣所 

 熊谷県の政治  

熊谷の本庁が旧入間県管轄分 

を担当 

  高崎支庁が旧群馬県管轄分 

（22 大区のうち 20 大区）を担当 

 熊谷県時代  新政治の重要な 

政策が行われる時期 

   徴兵令・地租改正・教育制度 

 

県の変遷（『群馬県史』通史編 7） 

 

（５）つる舞う形の群馬県 

   ’76(明 9)･8･21  太政官布告 

    熊谷県が管轄している武蔵国の分を埼玉県に合併 

   栃木県が管轄している上野国の山田・新田・邑楽の 3 郡を熊谷県に 
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   熊谷県の県庁を高崎へ移す  県名を群馬県と改称する 

    「つる舞う形の群馬県」が成立  「第二次群馬県」と呼んでいる  

   高崎  第二次群馬県の県庁所在地 

   通町の安国寺を仮本庁として  ’76･9･1 県政の事務を執り始める 

                安国寺見取図（群馬県立文書館所蔵） 

     第１課（ 庶務 ）      群馬県仮本庁（安国寺） 

     第２課（ 勧業 ）      群馬県仮本庁（安国寺） 

第３課（ 租税 ）      分庁（元高崎支庁） 

     第４課並警部（ 警保 ）   高崎宮元町 

     第５課（ 学務 ）      高崎下横町 中学本部烏川学校 

     第６課（ 出納 ）      群馬県仮本庁（安国寺） 

地租改正係         高崎新紺屋町 1 番地 

     衛生所           高崎若松町龍広寺 

    県庁の前橋移転を起こすひとつの理由になる 

 （６）県令楫取素彦     

   第二次群馬県の 初の県令  吉田松陰の義理の弟 

     熊谷県令から横すべりして群馬県令になる 

   長州藩 藩医松島家に生まれる 儒者小田村家の養子(小田村伊之助) 

毛利敬親の懐刀  幕末維新期 国事に奔走  薩長同盟の道を開く 

吉田松陰の信頼  年齢は松陰より１歳上  松陰の妹(寿・文）を妻 

   在任期間は熊谷県を合わせて約 10 年 産業の発達と教育の充実に貢献   
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２ 県庁移転反対運動 

 （１）県庁移転の動き  

   熊谷県時代 ’75(明 8)･9 前橋と周辺の村は 県庁や支庁設置を請願 

   県令楫取素彦  旧前橋城の建物を県庁に使いたいと交渉 

            旧前橋城  第十七番中学利根川学校の教室に使用 

   ’76（明 9）･9･21 仮庁に使う 伺い書  内務卿の大久保利通に提出 

      高崎に県庁が置かれてからまもなく  群馬県と内務省の交渉 

   県布達  ’76（明 9）･9･29  前橋に開庁し 事務を取り扱う 

 （２）県庁前橋に移る   

   前橋の熱心な県庁誘致運動と経済力   産業人・住民 

生糸貿易で蓄えた経済力  有能なリーダー 下村善太郎たち 

   前橋住民の県庁移転にたいする積極的対応  県の意向に応じる 

 さびれていた町の復活を強く願う  住民の意気   

    あまり使われていない旧前橋城の活用  県政のスムーズな運営 

    県職員の住宅建設、師範学校の建設、衛生局（所）の設立を約束 

    多額の寄付金 有志 25 人 2 万 6500 円を寄付   前橋の発展を願う   

楫取素彦の意向を汲む  今の企業誘致の考え方 

「群馬県庁移転ニ付上申書」   

    「移庁用達所」を設ける 担当者を置き 移庁事務が円滑に 

      衣食住に関する物価の値上がり 便乗値上げは前橋の恥 

移庁用達所で監視する 

    「迅速馬車」  高崎や熊谷からまたたく間に書類や荷物を運ぶ 

    県職員住宅（建設する） できるまでの間 前橋住民の家を提供 

    移転の準備を十分整え 県庁はアッという間に前橋に移る 

旧高崎城が陸軍省の管轄下  高崎の意欲不足 対応力不足 

 （３）高崎住民の嘆願   士族・住民 

    高崎の住民 ’76(明 9)･9･29 総代金子弥平など 8人は連名で嘆願書 

     相応の献金  県庁新築費用の足しにとの上申書を出していた 

     政府で決めたこと いく日も経たないうちに変えるのはなぜか 

     若干の献金  完成間近の学校（高崎学校）や大雲寺・長松寺を修

理して使用してもらいたいとの懇請 

    嘆願書は翌日却下 

     山田大衛たち住民総代は県庁に抗議  教職員も嘆願に 

    楫取県令  事情を説明するため高崎に来る 

     一時県庁を移した  地租改正の作業が終わればすぐ高崎に県庁を        

新築すると約束 
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    総代たち  前橋が本庁になってしまうことはないかと念を押す 

    楫取県令は  私の在任中（拙者奉職中）は絶対ないと約束  

    高崎に本庁を新築する場所を決めておいてもらいたいと要求 

    県職員 関谷東一郎 実地調査  郊外の赤坂村に県庁新築を決める 

      高崎の住民の県庁移転反対運動は一応収まる 

 （４）本庁前橋に決まる 

        前橋を本庁にしたいという伺い書を提出  1880(明 13)･11･11 

        県政の便利さは足かけ 5年の経験で明らか  今さら移転できない 

        ’81(明 14)･2･16  太政官布告 県庁の位置を高崎から前橋に改める 

        高崎住民との約束は守られなかった  楫取素彦は在任中 

 （５）県庁移転反対運動と自由民権運動の連動 

    高崎の住民は憤激   約束はどうなったのかと抗議 

    県では 約束したわけではない 県庁の位置は政府がきめることで 

住民と県職員との間で決めることではないなどと答弁 

    高崎住民の怒り  県庁移転反対運動を巻き起こす 

        自由民権運動の高揚期  高崎はその中心地  有信社 

        自由民権運動が明治政府の政策に対決する姿勢を打ち出す 

    県庁位置の問題は自由民権運動と連動して展開される 

    県庁移転反対運動の中心人物  有信社に所属していた者が多い 

    国会開設請願運動   上毛有志会の本局は通町の大信寺 

    大信寺   県庁移転反対運動の仮本局にもなった  

    県庁移転反対運動  ’81(明 14)年 7 月から 8 月にかけて 

     ’81・7･16  小学校へ士族数十人が集合 

     7･19  大信寺に各町内の「伍長」ほか有志 140～150 人集合・協議 

       「移庁事務所」は仮に大信寺の上毛有志会本局に置く 

        各町内から 1～2人の総代  あわせて 27 人を選ぶ  

7 人を県庁に行かせ交渉に当たらせる 

      7･22 高崎の住民総代、鎌原軍蔵・長尾景之・中島福高・豊島貞造・

伊賀我何人・大沢安次郎・深井卓爾・岡田謹吾など 12 人  

 県庁に出向き楫取県令に面会を求める  

       楫取県令は病気を理由に面会を断る  翌日も会わず 

    高崎の住民 これまでの経緯を書いた 7 か条の抗議書を県に提出 

      群馬県の意見  事務処理の都合が良いため前橋へ仮庁を置いた 

       仮庁であるから本庁建設のため場所を検討した 

       約定を結び県令が高崎に本庁を建設すると明言したことはない 

       仮に約束したとしても無効の約束である（「高崎人民への告諭」） 
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群馬県庁の位置は 太政官布告で決まる  政府の権限 

               県の裁量はおよばない 中央集権体制 

      8･2、8･8  高崎住民は質問書・懇願書を提出  いずれも却下 

      8･10  嘆願書を出す  これまで答弁しているからと却下 

 （６）高崎住民大挙して押し出す  高崎・前橋両住民の対応 

    高崎の住民 大挙して県庁に押しかける作戦に 1 軒に 1人ずつ出る 

      ’81・8･10 午後 2時頃 寺院に多人数集集合 4 時頃から前橋へ 

      わらじを履き腰に弁当   長期間の交渉を覚悟 

    曲輪橋の橋番の報告 

      高崎の人は 5人、7人あるいは 15 人くらいの集団  弁当持参 

      橋銭はきちんと払って通行  その数はおよそ数千人 

有信社（自由民権政社）員が指導  伊賀我何人たち 

      県庁に押しかけ 前橋の町を大勢で歩き回り 示威運動を行う 

    高崎住民の申し合わせ 過激粗暴な行動は厳禁 伍長の指揮に従う 

               大声禁止  粘り強く運動  禁酒 

            （『上毛新聞』明治 14 年 8 月 14 日 第 89 号） 

    8･11 朝 7 時頃  約 1000 人の高崎住民 県庁に集まる 

      朝からよく晴れ じりじりと焼けるような暑い日 

    総代 27 人 県庁を高崎に戻すという約束はどうなったのか  

    楫取県令は会わず  増田二等属が応接所で面会 

      これまで何度も説明しておりこれ以上は説明できない 

      大勢の高崎住民が  押しかけてくるのはどういうわけか 

      多数の力を背景  総代として認めない 交渉はできない 

    県庁位置の問題を 総代として認めるか認めないかの問題にすり替え 

    前橋住民の対応 

      東福寺など７寺に高崎住民を宿泊させる  

戸長役場から弁当・砂糖を送る  「隣まちの好みである」 

             （『上毛新聞』明治 14 年 8 月 14 日 第 89 号） 

高崎・前橋 両まち住民の良識が働く 

 高崎住民の運動  県に危機感を与える 

    県では 内務省・警保局・熊谷裁判所前橋支庁・前橋電信局に報告 

    陸軍省の高崎衛所司令官山沢静吾中佐に 軍隊出動のことを照会 

       万一の場合  鎮圧のため出兵してほしい  文案作成 

    総代認否の問題は裁判になる 

    東京控訴裁判所で審理  高崎住民の敗訴  ’82(明 15)･3・7 

    県庁の位置  前橋に確定する 


