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１．出羽三山 H30.5.2 

  出羽三山（でわさんざん）は、山形県村山地方・庄内地方に広がる月山・羽黒山・湯殿 

 山の総称である。修験道を中心とした山岳信仰の場として現在も多くの修験者、参拝者を 

 集めている。三山はそれぞれの山頂に神社があり、これらを総称して出羽三山神社という。 

 

  現在、毎年 8 月末には出羽三山神社（神道）、羽黒山修験本宗（修験道）のそれぞれの 

 山伏により「秋の峰」と呼ばれる 1 週間以上におよび山に籠る荒行が行われる。 

  出羽三山の修験道には、月山の祖霊信仰が結びついた土着の羽黒派修験以外にも、当山 

 派、本山派の修験も存在し、三修験の修行道場として共存していた。 

 

  江戸時代以前は、鳥海山や月山の東方にある葉山（白磐神社）が三山の一つに数えられ 

 ていた。湯殿山は、「出羽三山総奥院」とされ、三山には数えられなかった。天正年間、 

 葉山が別当寺であった慈恩寺との関係を絶ったことで葉山信仰が衰退し、これ以降湯殿 

 山が出羽三山の一つとして数えられるようになったとされる。なお、慈恩寺は東北地方 

 における天台・真言両宗の中心となった寺院であり、湯殿山 4 ヶ寺のうち、本道寺（口 

 ノ宮湯殿山神社）と大日寺（大日寺湯殿山神社）は慈恩寺宝蔵院の末寺であった。 

 

  江戸時代以前、出羽三山は真言宗であったが、江戸時代の初期、羽黒山の宥誉別当が 

 徳川将軍家の庇護を受けるために、将軍家に保護されていた比叡山延暦寺にあやかり、 

 羽黒山・月山は天台宗に改宗した。その際宥誉は天海上人の弟子となり、師の名を一字 

 もらい天宥と改名した。天台宗への改宗に湯殿山は反発し、湯殿山派のみ真言宗となった。 

 以降、三山にそれぞれ別当寺が建てられ、それぞれが後述のように、仏教の寺院と一体 

 のものとなった。 

  江戸時代には「東国三十三ヶ国総鎮守」とされ、熊野三山（西国二十四ヶ国総鎮守）・ 

 英彦山（九州九ヶ国総鎮守）と共に「日本三大修験山」と称せられた。東北地方、関東 

 地方の広い範囲からの尊敬を集め、多くの信徒が三山詣でを行った。出羽三山参詣は、 

 「霞場（かすみば）」と呼ばれる講を結成して行われた。別当寺は、女人参詣所という役 

 割もあった。 

  出羽三山の諸寺は山城の通行手形の発行も行い、参道は、村山地方と庄内地方とを結ぶ 

 物流のルートであった。 

 

湯殿山   

  本道寺、大日坊、注連寺、大日寺：このうち、大日坊と注連寺は真言宗寺院として湯殿 

 山から独立し、現存する。残る 2 寺は廃寺となり、神社となった。本道寺は西川町本道寺 

 の口之宮湯殿山神社として、大日寺は西川町大井沢の大日寺跡湯殿山神社として現存す 
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 る。本道寺の寺宝は、寺院として分離した大日坊・注連寺をはじめとする諸寺院に引き取 

 られたが、その後散逸した品が多い。大日寺の伽藍は、明治以降に火災により消失し、現 

 在は山門のみが、当時の姿を偲ぶものとして残されている。 

   

湯殿山神社 鳥居            湯殿山神社 鳥居 

羽黒山 

  寂光寺：廃寺となり、山内の 18 坊内 15 坊が廃棄となり取り壊される。残った正善院、 

 荒沢寺、金剛樹院が寺院として羽黒山から独立し、現存する。 

   

出羽三山神社              羽黒山 五重塔（国宝） 

 
羽黒山 五重塔（国宝） 
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月山 H25.8.9 

  日月寺：神仏分離により廃寺となり、現在の岩根沢三山神社となった。岩根沢の出羽三 

 山神社は比較的早く廃寺となったため、廃仏棄釈を免れ、神社ではあるが庫裏の構造がそ 

 のまま残されており、修験道を知る貴重な史跡になっている。神社前に宿坊が立ち並んで 

 おり、境内や周辺部には、日月寺に安置していたという地蔵菩薩を祀る地蔵尊や、南無阿 

 弥陀仏石碑等が残されている。また、業者の精進料理である「六浄豆腐」は岩根沢にしか 

 ない秘伝の豆腐である。 

 

 

月山頂上小屋、頂上に月山神社がある  

 

 

 

２．久保田城 H25.8.7、H30.5.2    

  秋田佐竹氏の居城。標高 45m の丘陵上に築かれた平山城。関ケ原の合戦で西軍石田三 

 成に通じたとして常陸 54 万石から出羽 20万石に転封された佐竹義宜が、慶長 8 年(1603) 

 に起工。石垣はほとんど用いず、土塁と堀をめぐらして防備を固めた。天守は築かず、8 

 基の２重隅櫓と２階建ての御出書院が置かれた。 

  佐竹氏は 12 代で明治維新を迎え、明治 13 年(1880)の大火御物頭御番所以外の本丸建 

 物はほとんどが焼失した。現在、城址は千秋公園として整備され、御隅櫓と表門などが 

 復興されている。 

 

  ※佐竹氏は、平安後期から勢威を示した北関東の名族。義宜は水戸城を本拠としたが、 

 関ケ原の戦いで西軍に通じたとされ、秋田転封となった。 
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久保田城 表門（一ノ門）         久保田城 御隅櫓 

 

 

 

３．弘前城 H25.8.5、H30.5.3     

  天正 18 年(1590)、大浦為信（後の津軽為信）が津軽地方の統一を遂げ、豊臣秀吉から 

 津軽 3 郡の領有を認められた。4 万 5 千石の領地を得た為信は文禄 3 年(1594)に大浦城 

 から堀越城へ移り、藩の基礎作りを始めた。 

  さらに慶長 5 年(1600)には 2000 余りの兵を率いて関ケ原の合戦に参戦、その功績に 

 よって翌年にはさらに 2 千石を加増された。 

  慶長 8 年(1603)には徳川幕府の成立とともに外様大名の一人として津軽領有を承認さ 

 れ、高岡（現在の弘前）に新たな町割りを行い、次々と領地の開拓を進めた。 

 

  為信が死去後、三男の信枚が後を継ぎ、慶長 16 年(1611)徳川家康の養女・満天姫を 

 正室に迎えて 3 年後の大阪冬の陣に 3 千余りの兵を率いて参加するなど、幕府と密接な 

 関係を結んで藩政の基礎を築いた。 

 

  慶長 15 年(1610)から築城を開始し、翌年五層の天守閣を構える高岡城が完成し、城 

 下町の建設も進められた。その後もさらに堤防などを築きながら成立した城下町は寛永 

 5 年(1628)に高岡から弘前へ改称した。 

  弘前藩の藩政は 4 代藩主・信正の時代に完成されたと言われている。 
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弘前城 南内門              弘前城 天守閣 

 

 

４．松前城 H25.8.5、H30.5.4 

   石田城と並び日本における最後期の日本式城郭である。北海道で唯一つの日本式城郭 

 である。 

  戊辰戦争の最末期に幕府軍との戦いにおいて落城した。天守は昭和 24 年(1949)6 月に 

 失火により焼失した。そのため、創建当時から現存する建築物は切妻造りの本丸御門と 

 本丸表御殿玄関および旧寺町御門のみである。曲輪も天守が焼失した際の火災に巻き込 

 まれず、焼け残った古い建築物である。 

 

  蠣崎家（後の松前家）が居城していた大舘より福山（現在の松前城の位置）に移り、慶 

 長 5 年(1600)から慶長 11 年にかけて陣屋を築いた。 

  後にロシア艦隊などが来航すると幕府は嘉永 2 年(1849)に北方警備を目的に、松前崇 

 広に福山館改築（松前築城）を命じた。 

 

   

松前城 天守閣              松前城 天守閣 
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５．五稜郭 H27.7.19、H30.5.4 

 嘉永 6 年(1853)ペリー提督率いるアメリカ艦隊（黒船）が来航し、翌年安政元年(1854) 

徳川幕府はアメリカと日米和親条約を結び、下田と箱館（明治２年に函館に改名）の２つの 

港の開港を決定する。 

 

開港に伴い幕府は直接蝦夷地（明治２年に北海道へ改名）を始めて開拓し、また外国との 

応対をするために箱館奉行を置いて函館山の麓に奉行所（役所）を開いた。 

 

 日米和親条約では外国人との交易は行わず、食料・水などの欠乏品を補給するための取引 

だけが認められたが、安政 6 年になると様々な規制を加えながらも外国人交易を許可する 

という触書が出された。 

 

 函館山の麓にあった箱館奉行所は防衛上の欠陥から安政４年亀田の地へ新築・移転し、 

安政 3 年防備策として弁天岬台場を築造した。安政 5 年(1858)には五稜郭を一周する堀と 

土塁がほぼ完成した。1861 年から五稜郭内部に役所や長屋や蔵など付属物の建物の工事が 

始まり、1864 年五稜郭が完成した。 

 しかし、この３年後の慶応 3 年(1867)に大政奉還となり徳川幕府が終わる。 

 

明治元年(1868)8 月、品川沖を脱出した榎本武揚（えのもとたけあき）が率いる旧幕府脱 

走軍艦隊が同年 10 月 20 日蝦夷地の鷲の木へ到着し、戊辰戦争の最後の戦いとなる箱館戦 

争が開始される。旧幕府脱走軍は 10 月 26 日には五稜郭を占拠し、この後松前や江差方面 

も相次いで占拠。12 月 15 日榎本武揚を総裁とする蝦夷地仮政権が樹立される。 

 

しかし、明治 2 年 4 月乙部へ上陸した新政府の反撃が開始され、5 月 11 日には明治新政 

府軍が箱館総攻撃を行う。その結果脱走軍の最大の砦であった弁天岬台場が壊滅状態とな 

り、その救援に向かった新撰組副長の土方歳三が銃弾に撃たれて戦死する。5 月 18 日榎本 

武揚以下の脱走軍が降伏し７ケ月に及んだ戦争が終結した。 

 

 明治４年(1871)開拓使本庁が札幌に移転され、その庁舎の建設のための木材として奉行 

所庁舎や付属建物の大半が解体された。明治 6 年から明治 30 年(1897)までは陸軍省の練兵

場として利用され、大正３年(1914)からは市民の公園として利用されている。 
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五稜郭 箱館奉行所           五稜郭 箱館奉行所 

 

 

五稜郭の桜 

 

 

６．根室半島チャシ跡群  H30.5.5 

  チャシ跡は 16 世紀～18 世紀にアイヌ民族が構築したもので、聖地や戦闘時の砦のほ 

 か、談判や祭祀を行う場として多目的に使われたとされる。根室市内には 32 ヶ所のチャ 

 シ跡が現在し、そのうち 24 ヶ所が国指定史跡になっている。多くが「コ」の字形や半円 

 形の壕を、オホーツク海を臨む崖際に巡らせている。根室半島チャシ跡は規模が大きく、 

 1789 年のアイヌ民族と和人の戦いであるクナシリ・メナシの戦いと関連するとされ、学 

 術上貴重である。 

 

 

 

７．根城 H30.5.7 

  根城（ねじょう）は八戸市街地の西端にあり馬淵川南岸の河岸段丘上にある。本丸・中 

館・東善寺・岡前館・沢里館の５つの館（曲輪）が連なる連郭式の平山城である。 
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  元弘 3 年、正慶 2 年(1333)南朝方に属する武将・北畠顕家は常陸国司として後醍醐天 

 皇の皇子・義良親王を奉じて陸奥国に下向した。この時、甲斐国波木井の地頭職であった 

 南部師行も供奉し、国代として任じられた。 

  建武元年(1334)師行は、糠部郡八森に城を構えた。師行はここを、南朝方の根本となる 

 城という願いから根城と名付けたといわれる。師行は大光寺合戦などで戦功を立て津軽 

 地方にも勢力を伸長した。 

  延元 3 年(1338)南部師行は北畠顕家とともに足利尊氏討伐に遠征した。師行は和泉国 

 石津川（現・堺市西区浜寺石津）の地で北朝方の高司直との戦いで顕家と共に戦死した。 

 師行の死後、弟の政長が跡を継いだ。政長は室町幕府から再三の降伏勧告を受けたが、従 

 わず南朝への忠誠を守り続けた。しかし、南朝方が次第に劣勢となると、京から遠く離れ 

 た奥州北部の南部氏の勢力も弱体化していった。 

 

  明徳 4 年(1393)南部氏 8 代の八戸政光は本領の甲斐から根城に移って南部氏の再興を 

図った。この系統は八戸氏とも呼ばれている。その後も周囲での小競り合いが絶えず不安 

定な時代が続いた。そして、同族である三戸南部氏が次第に有力になる。 

 

  天正 18年(1590)小田原征伐の際に宗家の三戸城主南部信直は豊臣秀吉の元に帰参して 

 所領の南部 7 郡を安堵された。この際に、根城八戸氏も宗家の支配下に組み込まれた。 

  天正 20 年(1592)秀吉の命令により城そのものは破壊されたが館自体は残され、これ 

 以降も八戸氏の本拠であり続けた。 

 

  宗家の南部利直は盛岡城を築き盛岡藩を開いた。同時に八戸も盛岡藩に帰属した。 

  寛永 4 年(1627)八戸氏 22 代直秀は、利直により遠野城（岩手県遠野市）に移封となり 

 根城は廃城となった。 

 

   

根城 表門                根城 主殿 
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８．種差海岸 H30.5.7 

  種差海岸（たねさしかいがん）は、青森県八戸市にある、太平洋に面した海岸。三陸復 

 興国立公園内にあり、国の名勝に指定されている。 

  当海岸の海岸線は、岩礁海岸・砂丘海岸・海食海岸など多様な地形が続く。北部では荒 

 々しい岩石が露出した磯が見られ、鮫角（さめかど）の岬には種差海岸を一望できる葦毛 

 崎展望台と鮫角灯台がある。中ほどの大須賀海岸は白い鳴き砂の浜と松原が続き穏やか 

 な風情を見せる。ハマナスも自生している。種差海岸駅周辺には天然の芝生におおわれた 

 段丘面が広がり、太平洋の眺望とあわせ開放的な景観となっている。南端の大久喜までは 

 岩山が現れる。葦毛崎展望台から種差海岸駅まで遊歩道が整備されている。大須賀海岸に 

 は白浜海水浴場がある。 

   

種差海岸                種差海岸 

 

 

９．盛岡城 H30.5.7 

  盛岡城は南部（盛岡）藩南部氏の居城である。西部を流れる北上川と南東部を流れる中 

 津川の合流地、現在の盛岡市中心部にあった花崗岩丘陵に築城された連郭式平山城であ 

 る。 

 

  天正 18 年(1590)陸奥国北部を勢力下におく南部氏は、安土桃山時代に天下統一を果た 

 した豊臣秀吉より、当主の南部信直が 5 ヶ郡の所領を安堵された。 

  天正 19 年(1591)九戸政実を倒し、三戸城から九戸城（のち福岡城と改める。現在の二 

 戸市福岡に当たる。）に本拠を移した。失領していた津軽 3 ヶ郡の代替地として和賀郡、 

 稗貫郡の 2 ヶ郡が加増されて、7 ヶ郡 10 万石の所領を安堵された。 

  慶長 3 年(1598)京都にあった信直は嫡男の利直に築城を命じ、着手した。 

  慶長 4 年(1599)信直が病没。利直は慶長 5 年(1600)関ケ原の戦いで東軍に属したため 

 徳川家康より所領を安堵された。 
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  慶長年間(-1615)には総石垣の城としてほぼ完成、利直は地名を不来方（こずかた）か 

 ら盛岡に改めた。築城とともに城下町の建設を進め、中津川以北の湿地帯を埋め立てて市 

 街地とした。 

  寛永 10 年(1633)3 代藩主重直の時代に全城が竣工するが、翌寛永 11 年(1634)失火に 

 より本丸を焼失した。翌寛永 12 年(1635)には修復され、以後盛岡藩の藩庁として明治維 

 新を迎えた。 

 

   

盛岡城 石垣              盛岡城 石垣 

 

 

１０．中尊寺 H25.7.30、H30.5.8 

  中尊寺（ちゅうそんじ）は、岩手県西磐井郡平泉町にある天台宗東北大本山の寺院。本 

 尊は釈迦如来。寺伝では円仁の開山とされる。実質的な開基は藤原清衡。奥州藤原氏三代 

 ゆかりの寺として著名であり、平安時代の美術、工芸、建築の粋を集めた金色堂を始め、 

多くの文化財を有する。境内は「中尊寺境内」として国の特別史跡に指定されている。 

  

 平泉毛越寺、松島瑞巌寺、山形立石寺と共に「四寺廻廊」という巡礼コースを構成して 

いる。 

 

 藤原清衡と中尊寺 

  奥州藤原氏の初代、藤原清衡は前九年の役のさなかの転帰 4 年(1056)に生まれた。清 

 衡の家系は藤原秀郷の流れを汲むという。清衡が 7 歳の時、父藤原経清は、安部氏に味方 

 したかどで斬殺された。清衡の母は安部氏の出であったが、夫経清が殺害された後、安部 

 氏とは敵対関係にあった清原家の清原武貞と再婚。清衡は清原武貞の養子として「清原清 

 衡」を名乗ることになる。つまり、清衡は前九年の役で滅亡した安部氏の血を引くととも 

 に、後三年の役で滅びた清原家の養子でもあった。清衡の兄弟には兄・真衡（清原武貞と 
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 先妻の子）と、弟・家衡（清衡の母と清原武貞の間に生まれた子）がいた。真衡は弟の 

 清衡、家衡とは対立していた。真衡の死後、彼が支配していた奥州の奥六部は、清衡と 

 家衡に 3 部ずつ与えられたが、これが元となって今度は清衡と家衡の間に争いが生じた。 

 清衡は源義家の助力を得て戦いに勝利し、清原氏は滅亡した。この一連の内紛を後三年 

 の役と称する。この合戦のさなか、清衡は館に火を放たれ、妻と子を失っている。その 

 後、清衡は現在の岩手県にほぼ相当する奥州奥六郡を支配下に収め、父の姓である藤原を 

 名乗って「藤原清衡」と称するようになる。清衡は寛治 3 年(1089)には陸奥押領使に任命 

 され、嘉保 4 年(1094)頃には居館を中尊寺のある平泉に移した。 

  このように藤原清衡の前半生は兄弟、親族が相争うもので、多くの近親者の死を目の当 

 たりにしてきた。壮年以降の清衡が平泉の地に、都の大寺院にも劣らぬ仏堂を造立したの 

 は、その莫大な経済力の背景があったこととともに、戦いに明け暮れた前半生を省み、戦 

 没者の迫善とともに、造寺造仏、写経の功徳により、自己の極楽往生を願ってのことで 

 あったと推測されている。 

 

  現存する金色堂の上棟は、棟木名から天治元年(1124)と判明。この堂は清衡が自身の 

 廟堂として建立したもので内部の須弥壇内には清衡と子の基衡、孫の秀衡の 3 代の遺体 

 （ミイラ）が安置されている。 

   

中尊寺 山門               中尊寺 本堂 

 

金色堂 

  金色堂（こんじきどう）は、中尊寺山内のやや西寄りに東を正面として建つ、方三間 

 （正面、側面共に柱間が 3 間）、平面の 1 辺が 5.5m の小型の仏堂である。堂は、1965 年 

 建設の鉄筋コンクリート造の覆堂内にあり、ガラスケースに納められて外気と遮断され 

 ている。金色堂は奥州藤原氏の初代藤原清衡により建立された。棟木に天治元年(1124)の 

 年次と共に「大壇散位藤原清衡」「女壇 安部氏 清原氏 平氏」が物部清国を大工として 

 建立した旨の墨書があり、この年が建立年とされている。 
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金色堂 覆堂 

 

 

１１．多賀城 H30.5.8 

  多賀城は現在の宮城県多賀城市にあった古代城。奈良盆地を本拠地とする大和朝廷が 

 蝦夷を制圧するため、軍事的拠点として蝦夷との境界となっていた松島丘陵の南東部分 

 である塩釜丘陵上に設置した。創建は神亀元年(724)、按察大野東人が築城したとされる。 

 8 世紀初めから 10 世紀半ばまで存続し、その間大きく 4 回の造営が行われた。 

 

  多賀城創建以前は、郡山遺跡（現在の仙台市太白区）が陸奥国府であったと推定されて 

 いる。陸奥国府のほか、鎮守府が置かれ、政庁や寺院、食料を貯蔵するための蔵などが 

 置かれ、城柵で囲み櫓で周囲を監視していたと考えられる。多賀城が創建されると、国府 

 が郡山遺跡から移され、黒川以北 10 郡に城柵・官衛とその付属寺院が設置・整備された。 

 これらの設置・整備は律令制支配の強化を図るものであり、多賀城はそれらの拠点を後援 

 する為の根拠地であった。 

  これにより、平城時代の（狭義の）日本では、平城京を中心に、南に太宰府、北に鎮守 

 府兼陸奥国府の多賀城を建てて一大拠点とした。 

   

多賀城 政庁跡             多賀城址 
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１２．仙台城 H30.5.8 

  仙台城は現在の宮城県仙台市青葉区の青葉山にあった平山城である。慶長年間に伊達 

 政宗が築造してから、廃藩置県・廃城令までの約 270 年にわたり伊達氏代々の居城であ 

 り、仙台藩の政庁であった。 

 

  幾度となく、地震などによる損害を受けながらも修復を繰り返し、奥羽越列藩同盟盟主 

 として戊辰戦争を経るも、一度も戦火を見ることなく要塞としての機能を終えて、その後 

 は明治初期から大正にかけてその大半が失われた。数少ない遺構であった大手門、脇櫓、 

 巽門は国宝（旧国宝）に指定されていたが、第二次世界大戦時の仙台空襲により焼失し 

 た。 

 

  伊達政宗は、関ケ原の戦いの後、徳川家康の許しを得て千代に居城を移すことにした。 

 彼が築いた仙台城は、本丸と西の丸からなる山城であり、天主台はあるが、天主は持た 

 なかった。これらの点で時代の流行に背を向けたが、結果として仙台城は、ビスカイノ 

 をして「日本の最も優れ、又最も堅固なるものの一つ」と言わしめるほど、同時代に比類 

 ない堅城となった。 

 

  江戸時代を通じて、仙台城は火災や地震により何度か建物や石垣の一部を失い、その都 

 度再建された。戊辰戦争でも仙台が戦場になることはなかったため、仙台城は創建以来 

 一度も攻撃を受けずに要塞としての役目を終えた。明治 15年(1882)火災が発生し大手門、 

 脇櫓、虎ノ門を除くほとんどの建物が焼失した。 

 

   

仙台城 伊達政宗像            仙台城 天守台 
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１３．大崎八幡宮 H30.5.8 

  大崎八幡宮は、宮城県仙台市青葉区八幡にある神社である。社殿（本殿・石の間・拝殿） 

 は国宝に指定されており、どんと祭の裸参りで知られる。 

 

  創建年代は不明であるが、社伝では坂上田村麻呂が宇佐神宮を鎮守府丹沢城（現岩手県 

 奥州市水沢）に歓請し鎮守府八幡宮と称したことに始まり、室町時代に入り奥州管領であ 

 った大崎氏が本拠地（現宮城県大崎市）に遷したため、大崎八幡宮と呼ばれるようにな 

 ったという。 

 

  現存する本殿・石の間・拝殿は伊達政宗の寄進により建立され、慶長 12 年(1607)に竣 

 工した。手前の拝殿と奥の本殿を石の間で繋いで 1 棟とした、権現造形式の社殿である。 

拝殿は桁行（正面）7 間、梁間（側面）3 間、入母屋造で、正面には千鳥破風を見せ、唐 

破風造の向拝が付く（注：間は長さの単位ではなく、柱間の数を指す用語）。本殿は桁行 

5 間、梁間 3 間、入母屋造。石の間は桁行、梁間とも 1 間、両下造とし、屋根は柿葺きで 

ある。石の間は本殿・拝殿より一段低く造り、板敷きとする。本殿の正面軒先部分を石の 

間内部に現すのが、この種「権現造」の特徴的な手法である。  

  拝殿内部には狩野派の絵師佐久間左京の筆に成る唐獅子の障壁画や大虹梁の青龍、石 

 の間の格天井には五十三種の草花が描かれており、俗に左甚五郎の作と伝わる花鳥動植 

 物や説話風の人物、にらみ猫など多彩な彫刻が組み込まれている。本建物は、柱などの 

 軸部を黒漆塗とし、長押、組物、蟇股などは彩色、彫刻、渡金金具で装飾され、安土桃山 

 時代の文化を今に伝える我国最古の建造物である。桃山建築の粋を凝らした絢爛たる社 

 殿は、のちに日光東照宮に引継がれることになる。 

 

   

大崎八幡宮 鳥居             大崎八幡宮 拝殿（国宝） 
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１４．山形城 H30.5.8 

  山形城が立地するのは山形盆地南側、馬見ヶ崎川扇状地の中央やや北寄りに位置する。 

 羽州街道と笹谷峠の合流点に当たり、鎌倉時代では最上部の中心として栄えた。 

 

  1356 年に斯波探題が羽州探題として山形に入部し、1357 年初期の山形城が築城され 

 る。以後、出羽斯波氏は最上氏を名乗り、最上氏本宗家の居城となった。最上義光が、慶 

 長年間に城郭を拡大し三の丸を構築、家臣団の屋敷が置かれた。さらに城下町を整備し、 

 慶長出羽合戦で得た出羽 57 万石の本城となる。 

 

  元和元年(1622)最上氏が転封された後、鳥居忠政により改修がなされた。鳥居氏以後 

 たびたび藩主の変更があり、改修もなされたが、山形藩を治める藩主の石高も減少した 

 ため、江戸中期以降は城の維持が困難になる。幕末には本丸は更地で、御殿も二の丸に 

 置かれ、三の丸の西半分は田畑となっていた。 

 

   
山形城 二の丸東大手門          山形城 本丸一文字門 

 

 

 

１５．二本松城 H30.5.9 

  室町時代初期の興国 2 年(1341)、室町幕府より奥州探題に任ぜられた畠山高国が塩沢・ 

 殿地が岡に最初の居を構え、地名を二本松と改称し、畠山氏 7 代当主・二本松満泰が応永 

 21 年(1414)もしくわ嘉吉年間(1441-1443)にこの地に二本松城を築いた。 

 

  以後、陸奥に定着していた二本松氏は、戦国時代になると伊達政宗の攻撃を受ける。天 

 正 13 年(1585)、15 代当主・二本松義継は政宗の父・輝宗に降伏を申し出た。輝宗のもと 

 に出向いた義継は、輝宗を拉致して二本松城へ連れ去ろうとしたが、これを聞きつけた 
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 政宗に輝宗もろとも射殺された（粟乃巣の変事）。政宗はすぐに二本松城攻めを開始した 

 が、守備側は義継の子・国王丸を継嗣に立て籠城、城は政宗の猛攻によく耐え、援軍の 

 佐竹義重・相馬義胤らが加勢に駆け付けたこともあり（人取橋の戦い）、政宗の攻撃を撃 

 退した。しかし翌天正 14年(1586)に政宗が再度二本松城へ進軍すると内通者が出たため、 

 相馬義胤の口添えにより二本松城は開城、ここに二本松城氏は滅亡した。 

  

  政宗は片倉景綱、次に伊達成実を二本松城代としたが、天正 19 年(1591)に政宗が葛西 

 大崎一揆の戦後処理で豊臣秀吉の命令により岩出山城に転封されると、二本松城は会津 

 若松城主蒲生氏郷の支城となった。氏郷は蒲生郷成・町野重仍を城主に据えたが、慶長 

 3 年(1598)に氏郷の子秀行が秀吉の命令で転封、代わって上杉景勝が会津に入ると城代は 

 再度交替し下条忠親が城代となった。 

 

  慶応 4 年(1868)の戊辰戦争に際し二本松藩は奥羽越藩同盟に参加して新政府軍と戦っ 

 たが、藩兵の大半が白河口に出向いている隙をつかれ、新政府軍が二本松城下に殺到し、 

 僅か 1 日の戦闘で落城した（白河口の戦い・二本松の戦い）。手薄になった攻城戦におい 

 ては「二本松少年隊」と呼ばれる少年兵も動員された。藩主の丹羽長国は米沢に逃亡し、 

 のち降伏、石高を半減され藩が存続した。この攻城戦において城の建物の多くが焼失した。 

  

   

二本松城 入口             二本松城 石垣 

 

二本松城 少年隊顕彰碑と母親の像 
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１６．会津若松城 H25.7.28、H30.5.9 

  1,384 年、蘆名氏 7 代当主の直盛が小田原の館または東黒川館を造ったのが会津若松城 

 のはじまりとされる。諸説あるが、おそくとも 15 世紀半ばまでには黒川城、または高木 

 城とその城下が成立していた。以後、佐々蘆名氏の城であった。戦国時代中後期には、蘆 

 名氏中興の祖・盛氏が出て、黒川城を中心に広大な版図を築いた。 

 

  天正 17 年(1589)、蘆氏と連年戦いを繰り返していた伊達政宗は豊臣秀吉の制止を無視 

 して蘆名義広を攻め、蘆名氏を滅ぼし黒川城を手にした。しかし、政宗は天正 18 年(1590) 

 に秀吉に臣従し、会津を召し上げられた。 

 

  代わって黒川城に入ったのは蒲生氏郷で、文禄元年(1592)より大名に相応しい近世城 

 郭に改造し、城下町を整備した。氏郷は、町の名を黒川から若松へと改め、蒲生群流の 

 縄張りによる城造りを行った。なお若松の名は、出身地の日野城（中野城）に近い馬見 

 岡綿向神社（現在の滋賀県蒲生郡日野町村井にある神社、蒲生氏の氏神）の参道周辺に 

 あった「若松の杜」に由来し同じく領土であった松坂の松という一字もこの松に由来す 

 ると言われている。 

 

  文禄 2 年(1593)、望楼型 7 重の天主が竣工し、名は鶴ヶ城に改められた。 

  慶長 3 年(1598)、氏郷の子秀行は家中騒動のために 92 万石から 18 万石に下げられ下 

 野国宇都宮に移封された。越後国春日山より上杉景勝が 120 万石で入封。慶長 5 年(1600) 

 徳川家康は関ケ原の戦いで西軍に加担した景勝を 30 万石に下げ、出羽国米沢に移封した。 

 

  慶長 6 年(1601)には蒲生秀行が再び入城したが、寛永 4 年(1627)嫡男の忠郷に嗣子が 

 ないため、秀行の次男・忠知が後嗣となり伊予国松山に移封された。代わって伊予松山 

 より、加藤嘉明が入封。子の明成は西出丸、北出丸などの造築を行い、慶長 16 年(1611) 

  に起きた会津地震により倒壊した天守を今日見られる層塔型天守に組みなおさせている。 

 

  寛永 20 年(1643)、加藤明成は改易され、出羽国山形より 3 代将軍徳川家光の庶弟であ 

 る保科正之が 23 万石で入封。以後、明治維新まで会津松平家（保科氏から改名）の居城 

 となった。 

 

  慶応 4 年(1868)、戊辰戦争の際には会津戦争にて、会津勢の立て籠る会津若松城は 11 

 ｹ月間持ちこたえ、板垣退助勢に、薩摩の援軍の助けを借りても遂に城は落ちなかったが、 

 その後開城された。 
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会津若松城 天守閣           会津若松城 天守閣 

 

 

会津若松城 天守閣 

 

 

 

１７．白河小峰城 H30.5.9 

  白河小峰城（しらかわこみねじょう）は南北朝時代の慶応 3 年(1340)に結城親朝が小 

 峰ヶ岡に築城して小峰城と名付けたのが始まりとされる。 

 

  天正 18 年(1590)、城主の白河結城氏が豊臣秀吉の奥州仕置きにより改易せれるとこの 

 地は会津領となり、蒲生氏、続いて上杉氏、再度蒲生氏が支配したが、寛永 4 年(1627) 

 丹羽長重が 10 万石で棚倉城（福島県棚倉町）から移封されると、幕命により寛永 6 年(16 

  29)より城郭の大改築に着手、3 年の歳月を費やして寛永 9 年(1632)に完成した。 

 

  その後丹羽氏、榊原氏、本多氏、奥平松平氏、越前松平氏、久松松平氏、阿部氏と 7 家 

 21 代の城主の交代があったが、慶応 3 年(1867)に最後の阿部氏が棚倉藩に移封された後、 

 白河藩は幕領となり城郭は二本松藩丹羽氏の預かるところとなる。 
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  翌慶応 4 年(1868)、白河小峰城は戊辰戦争で奥羽越列藩同盟と新政府軍との激しい攻 

 防の舞台となり、5 月 1 日大半を焼失し落城した（白河口の戦い） 

 

   

白河小峰城 三重櫓           白河小峰城 三重櫓と前御門 

 

 

 

１８．瑞巌寺 H27.6.29 

  瑞巌寺（ずいがんじ）は、宮城県宮城郡松島町にある臨済宗妙心寺派の仏教寺院である。 

 日本三景の一つ松島にある。平安時代の創建で、宗教と寺号は天台宗延福寺、臨済宗建 

 長寺派円福寺、現在の臨済宗妙心寺派瑞巌寺と変遷した。 

 

  開山となった法身性才は、中国の宋で修業してから帰国した僧である。彼はしばらくし 

 てから立ち去り、宋の出身で建長寺を開いた籣渓道隆が円福寺第 2 代住持になった。以 

 後は籣渓道隆の弟子が円福寺に住した。 

 

  臨済宗円福寺は将軍家の保護する寺社である関東御祈祷所に指定された。更に北条氏 

 の保護を得て最初五山・十刹に次ぐ諸山のうちに数えられ、後に関東十刹に昇った。 

 

  江戸時代に入り、松島を含む仙台藩を領した伊達政宗は禅僧虎哉崇乙の勧めで円福寺 

 復興を思い立ち、慶長 9 年(1604)から 14 年(1609)までの工事で完成させた。今に伝わる 

 桃山様式の本堂などの国宝建築を含む伽藍は、政宗の造営によるものである。この折、 

 寺の名を改めて「松島青龍山瑞願円福禅寺」と称した。 

 

  大正 12 年、松島湾で捕れた鰻の供養として鰻塚が建立された。 
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瑞巌寺 五大堂              瑞巌寺 鰻塚 

 

 

瑞巌寺 賽華堂 

 

 

 

１９．毛越寺 H25.7.30 

  毛越寺（もうつうじ）は、岩手県西磐井郡平泉町に所在する天台宗の寺院。開山は円仁 

 （慈覚大師）と伝える。現在の本尊は薬師如来立像。 

 

  寺伝によれば嘉承 3 年(850)、中尊寺と同年に円仁が創建。その後、大火で焼失して荒 

 廃したが、奥州藤原氏第 2 代基衡夫妻および子の第 3 代秀衡が壮大な伽藍を再興した。 

 

  鎌倉時代には鎌倉幕府にも保護されたが、嘉禄 2 年(1226)に火災に遭い、戦国時代の 

 天正元年(1573)には兵火に遭って、長年の間、土壇と礎石を残すだけとなっていた。江戸 

 時代は仙台藩領内となり、寛永 13 年(1636)の伊達政宗の死去に際して、当時の本尊の釈 

 迦三尊が政宗の霊廟「瑞鳳殿」に隣接して政宗の菩提寺として創建された瑞鳳寺に遷され 
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 た。寛文年間(1661～1672)には本寺とその周辺は水田化された。しかし、伊達藩により 

 経済的援助や保護が行われた。 

   

毛越寺 庭園              毛越寺 庭園 

 

 

 

 


