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１．春日山城 H30.5.1    

  春日山城は、南北朝時代に越後国守護である上杉氏が越後府中の館の詰め城として築 

 城したのが始まりとされる。 

  永正 4 年(1507)、守護代であった長尾為景が上杉定実を擁立して守護上杉房能を追放 

 した。新守護として定実が府中に入ると、長尾氏が春日山城主となった。 

 

  上越市中部にある春日山山頂に置かれ、天然の要害を持つ難攻不落の城とされ、為景、 

 晴景、上杉謙信（長尾景虎）、上杉景勝の 4 代の居城となった。しかし、上杉景勝が会津 

 へ移った後に越後を支配した堀氏は、政治を取り仕切るに不便として、慶長 12 年(1607) 

 に直江津藩近くに福島城を築城して移り、春日山城はその役目を終えた。 

 

  春日神社の創建年代は、天穂 2 年(958)説、守護上杉氏の築城の際とする説、文明年間 

 (1469～86)という説などがありはっきりしない。 

   

春日山城址               春日山神社 

 

 

２．上杉景勝 H30.5.1    

  上杉景勝は、戦国時代から江戸時代前期にかけての大名。豊臣政権の五大老の一人。 

 米沢藩の初代藩士。上杉宗家（山内上杉家）17 代目で、同家 16 代目上杉謙信を家祖と 

 する米沢上杉家 2 代目。 

 

  上田長尾家出身で、初名は長尾顕景。同じ長尾家出身の叔父・上杉謙信の養子となり、 

 名を上杉景勝と改めた。実子のいない謙信の死後、上杉家の家督相続を争った御館の乱 

 で勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となった。 

 

  豊臣秀吉に仕え、豊臣家五大老の一人として、会津藩 120 万石を領した。秀吉の死後 
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 徳川家康が景勝討伐に向かい関ケ原の戦いが幕開け。景勝は、石田三成ら西軍に付き敗北。 

 戦後に、徳川家康から上杉氏の存続は許されたが、米沢藩 30 万石へ減封となった。 

  

 

上杉謙信資料館 

 

 

３．新発田城 H30.5.1    

  最初に城が築かれた時期は不明だが、鎌倉時代初期に幕府設立に戦功のあった佐々木 

 盛綱の傍系である新発田氏による築城と考えられている。代々新発田氏の居城となって 

 いたが、天正 9 年(1581)、新発田重家が上杉景勝に対して反乱を起こした（新発田重家 

 の乱）。天正 15 年(1587)、景勝方の攻勢により新発田城は落城。新発田氏は滅亡した。 

 

  その後上杉氏の会津転封に伴い、慶長 2 年(1597)、溝口秀勝が 6 万石の所領を得て新 

 発田に入封。新発田藩領内を治めるための拠点として新発田重家の旧城の地を選び、新発 

 田城の築城を行っていった。城が完全な形となったのは承応 3 年(1654)頃、3 代宣直の時 

 代といわれる。その後寛文 8 年(1668)、享保 4 年(1719)に火災によって城内建築に大き 

 な被害を受けるが、その度に再建されている。 

 

   
新発田城 三階櫓             新発田城 本丸表門 
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新発田城 三階櫓 

 

 

 

４．小諸城 H30.5.14     

  小諸城は天文 23 年(1554)に竣工する。小諸城主は武田家の親族衆である武田信豊であ 

 るとする説があるが、確実な記録はない。勝頼期には御一門衆の下曾根浄喜が城代を務め 

 ており、天正 10 年(1582)3 月の徳川連合軍の甲斐侵攻に際しては小諸城に逃れてきた信 

 豊を浄喜が打ち破り首を織田信長に進上したが、浄喜も誅殺されたという。 

 

  武田氏が滅んだ後に上野国と信濃佐久郡・小県郡は織田家臣の滝川一益が領し、城代は 

 道家正栄が務める。天正 10 年(1582)6 月本能寺の変により相模国の後北条氏が上野へ侵 

 攻し、一益は後北条氏との神流川の戦いで敗退する。敗走した一益は箕輪城を経て碓氷峠 

 を越え、小諸城へ入城する。佐久郡の国衆・依田信蕃が小諸城において一益と面会し、一 

 益は木曽郡の木曾義昌とも交渉し、小諸城を退去して佐久・木曾両郡を通過して本国の 

 伊勢国長島へ帰還した。これにより小諸城主は依田信蕃（よだのぶしげ）となる。 

 

  後に徳川氏に引き渡された。その後小田原征伐での功労が認められ 5 万石で再び大名 

 に列せられた仙石秀久が天正 18 年(1590)に入城した。秀久は関ケ原の戦いでは東軍につ 

 いたが、その後も元和 18 年(1622)に 2 代忠政が上田城へ転封となるまで居城した。 

 

  江戸時代には小諸藩の藩庁が置かれ、その後は松平氏、青山氏、酒井氏などが封じられ 

 たが、元禄 15 年(1702)に牧野康重が移封された後は国替えは行われず、牧野氏 10 代康 

 済の時に明治を迎えた。 
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小諸城 天守台             小諸城 石垣 

 

 

５．大法寺 H30.5.14        

  大法寺（だいほうじ）は、長野県小県郡木村にある天台宗の寺院。開基は藤原鎌足の子・ 

 定恵と伝える。その後、平安時代の大同年間(801～810)に坂上田村麻呂の祈願により、義 

真（天台宗座主）によって再興された。本尊は釈迦如来。国宝の三重塔がある。 

 

  江戸時代、大法寺は戸隠の勧修院の末寺となっており、天台修験による山岳仏教の寺と 

 して栄えた。 

 

   
大法寺 観音堂             大法寺 三重塔（国宝） 

 

 

６．安楽寺 H30.5.15        

  安楽寺（あんらくじ）は、長野県上田市別所温泉にある曹洞宗の寺院。開山は撨谷惟 

 仙（しょうこくいせん）。本尊は釈迦如来。国宝の八画三重塔があること、また長野県で  

 最古の禅寺であることで知られる。 
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  伝承では天平年間(729-749)、行基の建立とも言い、平安時代の天長年間(824-834)の創 

 立ともいうが、鎌倉時代以前の歴史は判然としない。 

 

  安楽寺の存在が歴史的に裏付けられるのは、鎌倉時代、実質的な開山である撨谷惟仙が 

 住してからである。撨谷惟仙は、信濃出身の臨済宗の僧で、生没年ははっきりしないが、 

 13 世紀半ばに宋に留学し、著名な禅僧の籣渓道隆が来日するのと同じ船で寛元 4 年(1246 

  )、日本へ帰国したという。2 世住職の恵仁は宋の人で、やはり撨谷惟仙が日本へ帰国す 

 るのと同じ船で来日した。 

 

  鎌倉時代の安楽寺は塩田荘を領した塩田流北条氏の庇護を得て栄えたが、室町時代以 

 隆衰退し、古い建物は八角三重塔を残すのみである。室町時代、天正 8 年(1580)頃、高山 

 順京によって再興され、以後曹洞宗寺院となっている。 

 

   

安楽寺 鐘楼？             安楽寺 八角三重塔（国宝） 

 

 

安楽寺 本堂 
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７．上田城 H30.5.15    

  上田城は、信濃国小県の真田本城主の真田幸村が当主であった、天正 11 年(1583)に築 

 城された平城である。1585 年、1600 年と二度にわたる真田氏と徳川軍との上田合戦で知 

 られる。しかし、真田昌行が属した西軍が関ケ原の戦いで敗れ、昌行が九度山に配流とな 

ると、1601 年に上田城は徳川軍に破却され、堀も埋められた。 

 

  江戸時代には上田藩の藩庁が置かれていた。関ヶ原以降に同地を領した真田信之は、上 

 田城が破却されていたため元々の居城である上野国沼田城を本拠とし、上田城三の丸跡 

 地に屋敷を構えて統治を行った。この頃城下町の整備が行われた。真田信之は徳川氏の幕 

 府に対し、元和 7 年(1621)に城の再整備・拡張を申請するが却下され、元和 8 年(1622) 

 には信濃国松代へ転封された。後は小諸藩より仙石氏が移封された。仙石忠政は破却され 

 たままの上田城の再建を申請し、寛永 3 年(1626)から現在の上田城が普請されることと 

 なった。真田氏時代の縄張りも利用していると推測されているが、徹底破却ののちに近世 

 城郭として新たに築城された。 

  

   

上田城 本丸南櫓            上田城 本丸南櫓（左）と東虎口門（右） 

 

 

８．松代城 H30.5.15     

  正確な築城時期は不明。戦国期には甲斐国の武田晴信（信玄）が信濃侵攻を開始し、北 

 信豪族を庇護した越後国の長尾景虎（上杉謙信）との北信・川中島地域をめぐる川中島の 

戦いへと発展する。千曲川河畔の海津城（松代城の旧称）は川中島地域の拠点として整備 

され、「甲陽軍艦」に拠れば武田氏は北信国衆である清野氏の館を接収し、武田家足軽大 

将の山本勘助に命じて築城され、「軍艦」に拠れば本城には小山田虎満（備中守）、二曲輪 

に市川等長・原与惣佐衛門が配置されたという。 
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 海津城は東条城、尼飾城とともに上杉氏への最前線に位置する。永禄 4 年(1561)に上 

杉氏が川中島へ侵攻すると、海津城の城代である武田家臣・春日虎綱（高坂昌信）は海津 

城において籠城し信玄本隊の到着を待ち、八幡原において両軍の決戦が行われたという（ 

第 4 次川中島の戦い）。 

 

 天正 10 年(1582)武田氏滅亡後には、武田遺領のうち信濃川中島 4 郡を支配した織田氏 

家臣の森長可の居城となる。長可は武田遺臣の子息や近隣の村から人質を集め、彼らを住 

まわせたのがこの海津城、あるいは海津城下であったという。6 月に本能寺の変が起こる 

と長可は信濃を放棄して、美濃へと退却し海津城も無人のまま捨て置かれた。以後は空白 

地帯となった信濃へと侵入した上杉氏の支配となったが、慶長 3 年(1598)に上杉景勝が 

会津に転出の後は豊臣秀吉の蔵入地となり、城主には田丸直昌が任じられた。 

 

  慶長 5 年(1600)に田丸直昌 4 万石と領地を交換する形で森忠政が 13 万 7500 石で兄の 

 森長可所禄の土地へ入封し、同時に豊臣家の蔵入地 9 万石は廃止された。この時、海津城 

 から待城（まつしろ）へと改名された。慶長 8 年(1603)森忠政は見作一国（津山藩）18 万 

 6500 石へと加増転封され、松平忠輝が 14 万石で入封した。忠輝は加増されて越後高田藩 

 主 75 万石となるが、旧領も引き続き領有したため、家老花井吉成が城代として統治して 

 領内の整備に尽力した。元和 2 年(1616)松平忠輝改易。代わって松平忠昌が 12 万石で入 

 り、この忠昌時代に待城から松城へと改名された。元和 5 年(1619)松平忠昌は越後高田 

 25 万 9000 石へ転封。酒井忠勝 10 万石が入封。元和 8 年(1622)酒井忠勝は出羽国庄内藩 

 13 万 8 千石に転封。真田信之が 13 万石で入城。以後、松代藩の藩庁として明治維新まで 

 真田氏の居城となった。 

 

  正徳元年(1711)幕命により松代城と名を改められた。 

 

   

松代城 太鼓門             松代城 内堀 
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９．善光寺 H25.7.8、H30.5.15      

  善光寺（ぜんこうじ）は、長野市元善町にある無宗派の単立寺院で、住職は大勧進貫主 

 と大本願上人の両名が務める。日本最古と伝わる一光三尊阿弥陀如来を本尊とし、善光寺 

 聖の勧進や出開帳によって江戸時代には、一生に一度は善光寺詣りと言われるようにな 

 った。 

  山内にある天台宗の大勧進と 25 院、浄土宗の大本願と 14 坊によって護寺・運営され 

 ている。大勧進の住職は「貫主（かんす）」と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙された僧侶 

 が務めている。大本願は大寺院としては珍しい尼寺である。住職は善光寺上人と呼ばれ、 

 門跡寺院ではないが代々公家出身者から住職を迎えている。 

  古より、「四門四額」と称して、東門を定額山善光寺、南門を南命山無量寿寺、北門を 

 北空山雲上寺、西門を不捨山浄土寺と称する。 

  特徴として、日本において仏教が諸宗派に分かれる以前からの寺院であることから、宗 

 派の別なく宿願が可能な霊場と位置付けられている。また女人禁制があった旧来の仏教 

 の中では稀な女性の救済が挙げられる。 

 

  日本百観音（西国 33 ヶ所、坂東 33 ヶ所、秩父 34 ヶ所）の番外札所となっており、そ 

 の結願寺の秩父 34 ヶ所の 34 番水潜寺で、結願したら、長野の善光寺に参ると言われて 

 いる。 

   

善光寺 本堂（国宝）           善光寺 三門（重文） 

 

 

１０．松本城 H25.8.17、H30.5.15      

  戦国時代の永正年間(1504-1520)に、信濃守護家小笠原氏（府中小笠原氏）が林城を築 

 城し、その支城の一つとして深志城（松本城の旧称）が築城されたのが始まりと言われて 

 いる。 
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  天文年間には甲斐の武田氏による信濃侵攻が開始され、天文 19 年(1550)には林城、深 

 志城などが落城し、信濃守護・小笠原長時は追放された。武田氏は林城を破却して深志城 

 代として馬場信春を配置し、松本盆地を支配下に置いた。その後は信濃小県郡の村上義晴、 

 越後国の長尾景虎（上杉謙信）と抗争し、北信濃に至る信濃一帯を領国化した。 

 

  天正 10 年(1582)、武田氏滅亡により城代馬場昌房から織田長益に明け渡された後、織 

 田信長によって木曾義昌に安堵されたが、本能寺の変後の武田藩領を巡る天正壬生の乱 

 において、同年には越後の上杉景勝に擁立され、小笠原旧臣の助力を得た小笠原洞雪斎が 

 奪還する。さらに徳川家康の配下となった小笠原貞慶が旧領を回復し、松本城と改名した。 

 

  天正 18 年(1590)の豊臣秀吉による小田原征伐の結果、徳川家の関東移封が行われ当時 

 の松本城主小笠原秀正も下総古河へ移った。代わりに石川教正が入城し、石川教正とその 

 子康長が、天守を始め、城郭、城下町の整備を行う。 

  その後、大久保長安事件により石川康長が改易となり、小笠原秀政が再び入城。大阪の 

 陣以後は、松平康長や水野家などの松本藩の藩庁として機能した。水野家の後は松平康長 

 にはじまる戸田松平家（戸田氏の嫡流）が代々居城した。 

   
松本城 大天守（右）と辰巳附櫓（左）    松本城 大天守 

   
松本城 右から乾小天主、渡櫓、大     松本城天守の国宝指定書 

天守、辰巳附櫓、その手前に月見櫓 
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１１．諏訪大社 H30.5.16   

  諏訪大社は、長野県の諏訪湖周辺 4 ヶ所にある神社。全国に約 25000 社ある諏訪神社 

 の総本社である。旧称は諏訪神社。 

 

  長野県中央の諏訪湖を挟んで、以下の二社四宮が鎮座する。 

 上社（かみしゃ） 

  本宮（ほんみや） 

  前宮（まえみや） 

 下社（しもしゃ） 

  秋宮（あきみや） 

  春宮（はるみや） 

  

 上社は諏訪湖南岸、下社は北岸に位置し遠く離れているため、実質的には別の神社となっ 

 ている。なお上社、下社とあるが、社格に序列はない。 

 

  創建の年代は不明だが、日本最古の神社の一つといわれるほど古くから存在する。「梁 

 塵秘妙」に関より「東の軍神、鹿島、香取、諏訪の宮」と謡われているように軍神として 

 崇敬された。また中世に狩猟神事を執り行っていたことから、狩猟・漁業の守護祈願でも 

 知られる。 

 

  社殿の四隅に御柱と呼ぶ木柱が立っているほか、社殿の配置にも独特の形を備えてい 

 る。社殿は多数が重要文化財に指定されているほか、6 年に一度催される御柱祭で知られ 

 る。 

 

  社殿の周囲四隅には、御柱と呼ぶ 4 本のモミの柱が建てられている。御柱は一から四 

 の順に短く細くなり、上空から見た場合に時計回りに配置される。 

 

  戦国時代に甲斐国の武田氏と諏訪氏は同盟関係にあったが、天文 11 年(1542)には手切 

 れとなり、武田晴信（信玄）による諏訪信仰が行われ、諏訪郡は武田領国化される。信玄 

 によって永禄 8 年(1565)から翌年にかけて上社・下社の祭祀の再興が図られた。信玄か 

 らの崇敬は強く、戦時には「南無諏訪南宮法性上下大明神」の旗印を先頭に諏訪法性兜 

 をかぶって出陣したと伝えられる。 

 

  天正 10 年(1582)に織田・徳川連合による武田領侵攻が行われ、同年には高遠城を陥落 

 させた織田信忠の軍勢が諏訪郡へ侵攻し、上社への放火を行った。 
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諏訪大社春宮 幣拝殿          諏訪大社秋宮 二乃御柱  

 

   

諏訪大社本宮 拝殿（重文）       諏訪大社本宮 一乃御柱    

 

 

１２．高遠城 H30.5.16     

  高遠城（たかとおじょう）は諏訪氏一門の高遠頼継が居城としており、甲斐国守護の武 

 田氏と同盟関係にある諏訪氏当主の頼重とは反目していた。頼継は天文 10 年(1541)に甲 

 斐守護武田晴信（信玄）に内応して諏訪氏略を援護している。頼重は武田により滅ぼさ 

 れるが、諏訪の領有を巡り武田と頼継は対立し、天文 14 年(1545)に武田勢は高遠城と藤 

 沢頼親の福与城攻めを行い、伊那地方への進出拠点とした。 

 

  弘治元年(1555)武田氏は続いて小笠原氏や知久氏を撃破し、木曾氏を制圧して信濃を 

 平定した。「甲陽軍艦」によれば、高遠城は信濃への進出拠点として天文 16 年(1547)に、 

 足軽大将の山本勘助や譜代家老の秋山虎重（信友）に命じて大規模な改築が行われたと 

 いう。弘治 2 年(1556)には秋山虎重が城主となり、坂西氏などを伊那衆とした。 
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  永禄 5 年(1562)、晴信（信玄）の庶子で諏訪氏の娘を母とする四郎勝頼（武田勝頼）が 

 諏訪氏を継承し、同時に高遠城主となる。城主であった秋山は飯田城代となる。元亀元年 

 (1570)に武田氏の正嫡であった義信が廃嫡される義信事件が起こると後継的立場となり、 

 信玄により本拠の躑躅ヶ崎館に呼び戻され、高遠城主は信玄実弟の武田信康となった。な 

 お、勝頼の嫡子信勝の誕生と、信玄の父信虎の死去は、いずれも高遠城でのことである。 

 

  信玄後期から勝頼期にかけて武田氏は領国を接する織田・徳川氏と対立するようにな 

 り、高遠城は対織田・徳川勢力の重要な軍事拠点となる。武田氏は長篠の戦いにおける敗 

 退を契機に領国の動揺を招き、勝頼は天正 9 年(1581)に領国維持のため新府城への府中 

 移転と同時に、異母弟の仁科盛信（信盛）に高遠城主を兼任させた。 

 

  天正 10 年(1582)勝頼は内通した木曾氏攻めを行い、盛信は大将として出陣した。同年 

 織田信長は本格的な武田攻め（甲州征伐）を開始し、長男の織田信忠に 5 万の大軍を与え 

 て高遠城に迫らせた。高遠城に籠る守備兵は 3 千で、盛信は信忠の降伏勧告を退けて抗 

 戦するが、守備隊は玉砕し、盛信は戦死し、城は落城した。高遠城の落城により織田勢は 

 伊那方面からも甲斐へ侵攻し、武田氏は滅亡した。 

 

  武田氏の滅亡後、信濃伊那郡は織田家臣・毛利長秀が支配する。織田氏の伊那郡支配の 

 実態は不明であるが、毛利長秀は坂西氏の居城であった下伊那郡の飯田城に在城してい 

 ることが確認される。6 月に本能寺の変が起こると、甲斐・信濃の武田遺領を巡る天正壬 

 生の乱が発生する。 

   
高遠城祉                高遠城の堀 

 

 

１３．武田氏館 H30.5.16   

  武田氏館（たけだしやかた）は、山梨県甲府市古府中にあった戦国期の居館で躑躅ｹ崎 

館（つつじがさきやかた）ともいわれている。甲斐国守護武田氏の本拠である甲府に築か 
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れた館で、守護所が所在した。居館と家臣団屋敷や城下町が一体となっている。信虎、晴 

信（信玄）、勝頼の 60 年余りにわたって府中として機能した。 

 

  晴信（信玄）時代の武田氏は大きく所領を拡大させ、信濃、駿河、上野、遠江、三河な 

 どを勢力下に収めるが、本拠地は一貫して要害山城を含む躑躅ヶ崎館であった。 

 

  甲府は要地であったが、天文 17 年(1548)には庶民の屋敷建築が禁止されているなど、 

 城下の拡大には限界もあったとされる。また、この頃には全国的な山城への居館移転も 

 傾向としてみられ、勝頼期には天正 3 年(1575)の長篠の戦いでの敗戦により領国支配に 

 動揺が生じ、勝頼は領国体制の立て直しのため府中移転を企図し、家臣団の反対もあった 

 が新たに新府城を築き、天正 10 年(1582)には躑躅ヶ崎館から移転している。しかし、ま 

 もなく実施された織田氏の甲州征伐の結果、武田氏は滅亡する。 

 

  武田氏滅亡後、河内領を除く甲斐一国・信濃諏訪郡を統治した織田家臣・河尻秀隆は躑 

 躅ヶ崎で政務をとったとされる。同年 6 月に本能寺の変が勃発し、秀隆はその後の混乱 

 の中落命する。その後に入府した徳川家康によって改めて甲斐支配の主城とされ、館域は 

 拡大されて天守も築かれた。天正 18 年(1590)に徳川家臣の平岩親吉によって甲府城が築 

 城されるや、その機能を廃されるにいたった。以後、甲府は甲府城を中心とした広域城下 

 町として発展した。 

 

   
武田氏館 入口             武田神社  

 

 

 

１４．甲府城 H30.5.16    

  甲府城は、古くは甲斐府中城、一条小山城、舞鶴城、赤甲城などとも呼ばれていた。 

  天正 10 年(1582)甲斐国は戦国大名・武田氏の滅亡後、まず織田信長の領国となり、本 
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 能寺の変の後は徳川家康の支配するところとなった。しかし、豊臣秀吉が天下統一を成し 

 遂げると、秀吉の命令により甥の羽柴秀勝、腹心の部下の加藤光泰らによって築城が始め 

 られ、浅野長政・幸長父子によって完成をみた。また、慶長 5 年(1600)関ケ原の戦い以降 

 は再び徳川の城となり、幕末まで存続した。 

 

  甲府城は江戸時代の初めは、将軍家一門が城主となる特別な城だったが、宝永元年(170 

  4)時の城主・徳川綱豊が第 5 代将軍・徳川綱吉の養嗣子となり、江戸城西の丸へ移ると、 

 この後に祖先が甲斐出身で側用人の柳沢吉保が城主となり、大名の城として最も整備さ 

 れ、城下町とともに大きく発展した。しかし、吉保の子・吉里が大和郡山城主として転封 

 された後は、甲斐国は幕府の直轄地となり、甲府城は甲斐勤番の支配下におかれた。その 

 間、享保年間の大火により、城の本丸御殿や銅門を焼失するなど、次第にその壮麗な姿は 

 失われていった。 

 

   
甲府城 山手渡櫓門           甲府城 石垣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


