
長崎県文化財調査報告書第206集

長崎県中近世城館跡分布調査報告書I

地名表・分布地図編

2 0 1 0

長崎県 教 育 委 員 会



はじめ

本書は、長崎県教育委員会が厩’（文化庁）の補助を受けて平成17年度から平

成22年度までの6ヶ年にわたり実施している中近世城館跡分布調査の成果をま

とめたものです。今年度は第1集として、県内の城館跡の地名表と分布地図を

掲載しております。

長崎県では、鎌倉時代から安土桃山時代にかけて多くの城郭や館が築かれま

したが、江戸時代に発せられた側一城令により廃城となり、石垣などの遺構

が残存するもの以外はその所在や形状をあらわす十分な記録が残っていません

でした。

そうした中、近年、桃帯磁話のアンテナの建設工事をはじめとする山間部に

おける開発行為が頻繁に起こり、I』近世城館跡を周知の埋蔵文化財包蔵地とし

て把握することが急務となってきました。

本来、城館跡は地域の中心的な場所に立地し、地域を象徴するものです。そ

れらを保存・整備し、地域の歴史的教材や文化的遺産として活用していくこと

により、地域の人々が誇れるものとなっていくと考えます。

本書が中近世城館跡の保誰と今後の保存・整備に生かすことのできる基礎資

料として十分に活用されることを願うものです。

最後となりましたが、この事業を進めるにあたり、ご協力いただきました関

係各市町教育委員会をはじめご協力者の皆様に心よ'ｿ感謝叩し上げます。

平成22年3月3111

長崎県教育委員会教育長

寺田隆士



例 言

1.本書は、長崎県教育委員会が文化庁国庫補助金を受けて実施した長崎県中近世城館跡分布調査事

業の報告番第1集である。

2．調盗は平成17年度から平成22年度までの6か年実施してお:、本報告密はすでに調査が完了した

分布澗在の結果を地図および一覧表として掲赦したものである。

なお、澗恋の結果確認された残存状況の良い城館跡や関連する史料などは、来年度刊行予定の報

告排第2集に褐戦する予定である。

3．本番に禍1仇した地Iﾇiは、国土交通省国土地理院長の承認（承認番号平21九複第43号）を得て

同院発行の2万5千分の1の地図を使用し、4万分の1の縮尺で印刷したものである。

4．本響の一覧表に記戦された内容は、各市町から提出された洲迩票を韮礎盗料として、その内容の

確認をおこないまとめたものである。ただし、築城者や年代などは伝承による怖報も含まれている

5．本調査で収架した基礎資料は、長崎県埋蔵文化財センターに保管している。

6．本番の編典は、長崎県教育庁学芸文化課寺田・川淵がおこなった。
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第1章中近･世城館勘《分布調査事業の概要

第1節調査の経過

長崎県における中近世城館跡の捌査は、県北地域の松洲党研究を中心とした郷土史研究でさかんに

おこわれていたものの、鼎内全域において統一的な研究はおこなわれていなかった。現在把握されて

いる長崎県内の埋蔵文化財包蔵地は約3,800ケ所を数えるが、そのうち約300ケ所が中世から近世にか

けての山城跡や館跡であり、発捌I淵壷など詳糸I:!な綱盗が実施されているものはその1割程度である。

南島原市の日野江城跡・原城跡、対馬市満水山城跡・金石城跡など、すでに歴史的価澗値づけがおこな

われ、国指定史跡として保存活用が図られている例はあるものの、長崎県内全域を対象としてそれぞ

れの城館の価値づけを示す統･･的な韮準は定められていなかった。

平成;13年、日本最初のキリシタン大名大村純忠の居城である大村市三城城跡の一部で宅地造成の計

画がおこった。市は低l史跡に値する砿要性がある城館跡という判断のもとに、宅地造成予定地を買収

し、国指定史跡へ向けて勅き出した。その後藁城城跡のl封史跡指定について文化庁との協議を重ねる

にあたり、長崎県内での城館跡の実態の把握とm値づけの基準の策定が求められた。その当時、全国

的に中世城館跡の調査が文化庁指導のもとで実施されており、47都道府県のうち35都道府県はすでに

完了していた。また、近年、挑滞瓶話の普及につれてIllⅢ部にアンテナ建設などの開発行為が増加し

ており、さらに西九州自動車道の建設二I.邪や宅地造成が山間部に及ぶなどにより、中世城館跡の早急

な調査が求められてきた。

このような傭勢のもと、擬崎県教育委j』会は'I'近Ill;城館跡分布訓在事業を実施することを計画し、

平成16年度に捌張指導委員会を立ち上げ、委典の先生方から指導を受けながら、平成,17年度からの、

5ヶ年の計画で国庫補助耶業として実施することとなった。また、平成20年度第2回調査指導委員会

の中で、原城陣屋跡の洲在について提案がなされ、その他城館跡の補完調査等も含めて平成22年度ま

での事業延長を決定している。

各年度の事業については以下のとおりである。なお、平成22年度那業については次年度の報告書に

褐戦する予定である。

《平成16年度》

○調査指導委員会

【第IN]日時…平成16年II)月25111ﾉl:

・内容…・憂崎難の'I'近世城館の現状説Iﾘ』

・事業計Ilili(年度・年次）と今年度の計|llii

．ﾘ洲蚕内容と捌企方法

【第2回】・日時…平成16̂12月2()IIi月）

・内容･･･・調在要項・‘淵飛票検討

．ま本方針案の検討

【第3価I】・日時…平成16年3月101No

・内容…・地域振興の方策と保存活川事例

・平成17年唆の那業計niiiと事前研修
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《平成17年度》

○悉皆調査…長崎市・西海市・西彼杵郡(長与IIIJ-時津m・諌早市・大村市・東彼杵郡(東彼杵Il1]-

川棚町・波佐見町）・島原市・雲ｲIll市・南島原市322ケ震

○調査指導委員会

【第1回】・日時…平成17年10月18日㈹

・内容…・平成17年度の事業経過と作業状況報告

・研修計画の検討

【第2回】・日時･･･平成18年3月14日㈹

・内容…・平成17年度悉皆調査及び柵査技術研修会の報告

・平成18年度以降の調交計画について

○調査技術研修

【第1回】・日時…平成17年12月16日㈹

・場所…諌早市高城跡

・講師…奈良大学文学部千田蕊博氏

【第2回】・日時…平成18年2月21日㈹

・場所…雲仙市山田城跡

・講師…佐賀県教育庁文化諜宮武正登氏

《平成18年度〉

○悉皆調査…佐世保市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市

町・江迎町・鹿町町・佐々町）

○詳細調査･･･東彼杵町松岳城跡・諌早市岡城跡

○調査指導委員会

【第1回】・日時…平成18年10月27日㈹

・内容…・平成17年度悉皆調査の報告

・平成18年度事業状況の報告

・調査技術研修の計画について

【第2回】・日時…平成18年3月14日伽

・内容…・平成18年度の調査状況について

・平成19年度の調査計画について

○現地指導

【第1回】・日時…平成18年12月11日例）

・場所…西海市太田和氏館跡．下り山城跡

・講師…北部九州中近世城郭研究会中村修身氏

【第2回】・日時…平成19年3月7日㈱

・場所…東彼杵町松岳城跡

・講師…佐賀県教育庁文化課宮武正登氏
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〈平成19年度〉

○悉皆調喪…平成17．18年度の未調査及び再調査を実施

長崎市・西海市・諌早市・大村市・東彼杵町・島原市・雲仙市・南島原市・佐世保市・

南島原市・江迎町48ケ所

○詳細澗森…平戸市瀧手田城跡・小富士城跡・箕坪城跡・館山、佐世保市大刀洗城跡・指方城跡・塩

淡城跡・広、城跡・上小林城跡9ケ所

○調交指導委貝会

・日時…平成20年3月15日(士）

・内容…・平成li)年度悉皆調査及び詳細調査報告

・佐世保市広田城跡現地指導

《平成20年度》

○悉 皆洲 在…補完洲交として、西海市平島・江島の分布調査を実施3ケ所

○詳細訓在…捜崎市‘聡山城跡・福田城跡・高浜城跡、長与町西商Ⅲ城跡・卿〔高川城跡、西海市太田和

氏館跡．下り山城跡・八|幡山城跡・天狗山城跡・城のil:古城跡、諌早市椛現岳城跡・古

川城跡・真崎城跡・囲城跡、雲仙市飯岳城跡．|湖城跡・鶴旭城跡、南島原市大浦城跡、

川棚町河原城跡・小峰城跡・風南城跡、波佐見町松山城跡、‘佐々町東光寺山城跡・野寄

城跡、松浦市松間屋敷跡・八幡山城跡・医王城跡、対馬市嬢方山城跡、五島市勘治ケ城

跡．峨月圃跡、新上五島町殿山城跡31ケ所

○調盗指導委員会

【第1回】・日時…平成20年12月13日出

・内容･･･・平成20年度事業計画及び経過報告

I淵査報告書について

【第201II時…平成21年3月12日嗣

・内容…・平成20年度詳細調査報告

．i洲張報告響について

・平戸市館山現地指導

○洲交報告会

【鋪1NlII時…平成20年11月3011旧）

・場所…東彼杵mi松岳城跡・東彼杵町歴史民俗賓料館

・榊師…大村史談会久田松和則氏

【第2Iﾛ11．R時…平成21年3月21日⑯

・場所…佐世保市広田城跡・広田町公民館

・識師…北部九州中近世城郭研究会中村修身氏

〈平成21年度〉

○悉皆調盗…原城陣屋跡

○詳細調森…諌早市かのう城跡・平松城跡、大村市城の尾城跡・伊賀'嘘城跡、東彼杵町武留路山城跡一

壱 岐 市 生 池 城 跡 ・ 高 津城跡・帯田城跡・郡城跡・勝本城跡10ケ所
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○調盗指導委員会

【第1回】・日時…平成21年8月25日鰯

・内容…・平成21年度調査計画

・調査報告書について

【第2回】II時…平成;21年12月25日勘

・内容…・調査報告書について

・県内垂要城館について（文化庁報告）

○i淵査報告会

【第1N】・II時…平成,22年1月30日幽

・場所…諌早市囲城跡・岡城跡、飯盛町公民館

・誹師…日本石造物研究会大石一久氏

【第2回】・日時…平成22年3月6日出

・場所…雲仙市鶴地城跡

・誹師…九州大学人間環境学研究院木島孝之氏

第2節調査の方法

調査は中近世の城・館・陣屋およびこれらに関連する遺跡を対象としている。長崎県遺跡地図に掲

載され、周知の埋蔵文化財包蔵地として把握されているもののほか、「日本城郭大系」を中心としズー

文献等に記赦されているもの､また､地域の伝承として言い伝えがあるものなどを含め調査をおこなう

た。調査は次の手順で実施した。

1調査票作成

市町教育委員会において、周知の城館跡や伝承地などについて洲査票（5～21頁）を作成する。嵩

辺の歴史的環境などは事務局で補足した。

2悉皆調査

洲盗票で得られた城館跡の情報をもとに、城館跡の所在や立地、過椛の磯存状況、遺物の散布なと

を市Ill)･教育委興会の同行のもと現地で確認する。

3 詳細調査

悉皆澗在の結果、遺椛の残存状況が良好な城館跡については、過跡の範囲や遺柵の配置がわかるま

う純張り図を作成し、遺跡の現況などは写真撮影による記録保存をおこなう。

4文献等資料調査

地誌や地方史、古文響、旧藩時傭代の藩政史料などにより、城館に関する記述をすべて抽出する。ぎ

た、図譜館や博物館等で所蔵している絵図や古地図などにより、城館の当時の状況や周辺の環境を把

握する。

5表採資料の確認

現地踏査を実施した際に表採資料の散布を確認し、考古学的な見地から城館跡の時期を推測する手

立てとする。
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(h)圧餓《粁乎・子・野丸・丸・輯蝕系。暑の他』

()石製品（石鍋・石臼・その瞳)(j)右塔頭（五桧塔・宝詮印涌・その他＞

(k)水劉品（1）金屑霊塁(m)錨貨（面)その他（

所在（慨行商子）

(』')土師賀･I:器(b)瓦鴛土鴎W'l｡世須悪陽<d)中世脚瀦（耐柵，冊就

その他,)wrjM縄磁（麿沖・初閣伊万皿・その他)WKi'焚掘大窯制,fi

(9)袖入陶鎚濁一中、産（白駐・両砿・宵花・その他

W】鮮篭（高宛腎駐・鱗青沙器・無雅陶秘‘その蓮』

東南アジア産くタイ・ペトツーノ．・その&

(h)瓦鯛（侭平・平・軒九・九・輪鮮系・その他〕

Il)石製品（石鱗・石臼・その他)(,)石塔畑（五輪晴・金置捷印蛎．そめ餌

(k)氷製愚(1)全嵐製品（m》銭貫（､)その他4

爾在〈僅粁村罰

衿記事願



＝
6

－

蓑湧認

違・鴬釦

殿侭
ｅ糊彰や

礎零

二一【一一一一

一芦（威）

廻国生叩

謹親分｛

埋
毛

画固一一守一』｜

莞》吾（毎）

諺
。

や

鰯題顧騨働一

判霊韮

｝》（時）

■ｑ

手や

織置謀

始司〆望、

辛跨（峰）

ﾄ
ド

e
雪

言や偉観四戸覇一室弔弔殉止解誼廻昭二劃＆獣医曜隆陶吟Ｆ惟哩・心痔葛。４『．良二｝

畷（尋

（一』）

＋＆ザ卜三唾塁噂苫も二男“目一号略毎産毛労蒔鵬限限吟ｒ、上４淵。三一Ｊ、ヨーＰＲ・飴も』』副

蕊含）辱（己



弓ｆ
一

裏茜）

』↑（弓）

誌濫封一

雪撫富等（一』
ー

垂噸一
荊

二
垂

岳 雲ｅ岬＄（与転浄須砿）擦儒曜盤鎖離雑砥君）縁（嬬養・砿膳）

Ｋ葵言）罫トミ洞言鰹鍾凹剰令）帥溺圏凶糾判言）墜瑚裂蜘ｓ

鍾愛毎埋ｅ中窪）野Ｈｓ認遡℃騨Ｈ涛岬裂く里ｓ岬型く壊言）

認聾（ご僻ごＳ謂繋雲朴量刈欺毛）艇雌尋三蕊《写湾飼（輔）

》《■『】一ｍ「一一』一』咽『一一一・斗一一〔一》》》私娼］い』画一一〕〕唖一『酌一一）一一一一一蓉一闇函一一』一』呼睡』恥四一▲一一一■畢戸》｝壱圭一

・趣翠（ご（鞭超鴎・塞狙権）悠価ｓ（鴎牌・鴎悔）厩牌を）嘩稚（三

三雪３塗争垂）《与寒・霧叶型‐｛野鯉）騨砺・塑謝葛穏・課諜）課（塁

▲亨一

磨唾
需

奪

■ず二厚一』二

」》（缶）

零
窪

§

農（己

停（塁

筑餐無一

可

－

昭坐【卓二一一

』｝（”）

箪戯稲

簿糾柏『

一距一〔二一』

や汗（号）

翰潤翼

ｅ割郵笛



2脚辺

(a)1

(b)§

名称〈よみが な遺跡番3

関充年（昭和・早成 調薮禰棚．‘

(和)率調迂（b)裟把･曜泌調査 所潅地

(仁)立会認塞（｡)その他《

(3)県散書（b)市町付飲： 詞韮塑当

(c>その鰭

(a)蓮麓（b)清川（C)露湾（(1)ダム（⑪)手恢漣迩《｡陛毛（世)鰹弔

IM雇人住宅(i)猛人僅宅兼工喝･店舞い工劉(k)その鯉の建梅

(1)宅地造或(m)土亀区函整理b)公翻過成（⑥)ゴルフ砥(p)〃〃

《電気・水遭》等（凧)農莱篭盤整侭事設（農逝埠含む)(r)その鰯

の農業麗謹事業（農這亨含む）“土砂螺取（K)その催の開，

(u)自然崩壊（v)保存目的の範囲内審躍溺詞正（w)遮跡整I

調査等の蕊

※｢ｲ｢｣の潮介．醜跡凋W9と刷森峰』 15脚隅t閲《地11

(a)石垣（石積・石塁）（b)述拘跡（c)溝跡（G1)臓浦・剥欽問述逓

(口)塩基（稜石塚等)(0土坑(b)ゼッI．(h)その他〈

特記率』

(皿)土師貢土器（b)瓦質土器（c)中世須忠器（,l)'1j世卿駕（淵附・傭nIj

その他）い)麗削灼融（店涼・初期伊万里。そい他）（D瀬戸焚浪大漁製＃

(屑)的入鱒融器一中国産（白磁・背磁・宵化・その制

朝鮮産〈商魔青壁・粉淵沙磯・蹴狛降濁・その世

東雨アジア亜〈タイ・ベトナム・その他I

(13)瓦頚〈軒平・平・軒九・丸,斡鮮瓜・その他

(i)石製品（石鰻・石臼・その他;)(j)石蛎凧〈五偽蛎・堂鰹印堀・その他

(k)木製品（】)全属製品（扉】》践伐（2,)その他（

翰誇部『

醤名

鴎幕老
(a)猫

〔b)無
発行年

設箆と毎

聞 雷

発行護閲

(詞)交逢爵（b)商議閲羅に)手工案閲無（｡)員繋閲無

(c)築落関係(0宗我は郷聞爆It)不明

(肘)その他〈

13特記.'『環

参考となる郡.空

i1遮加資料の有三

20週錘資料（名称・種別／周辺の歴史的翻塊） (a)有《b)抑

21追加資料（飼壷綬堅及び刊行報告書 (a)ｲィ（b),弓

記録畢 記録年月日；平成年ハ
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