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序

 本県には豊かな自然とともに、集落跡、古墳、城館跡、窯跡な

 ど多くの遺跡が残っています。これらの遺跡は、かってわれわれ

 の祖先が創造したものであり、その当時はそれぞれが社会の構成

 要素として一定の役割を果たしていたわけですが、現在ではその

 機能が失われ、ほとんどが忘れ去られております。一方、物質的

 な豊かさの追求から教育・文化等、内面的な充実が求められる成

 熟社会を迎えるなかで、近年、当時の社会生活や歴史に対する

 人々の関心はとみに高まりを見せております。

 この報告書は、昭和63年度から文化庁の国庫補助を受けて実

 施してきた中世城館玩調査の内、置賜管内の第1集、村山管内の

 第2集に引き続き、庄内・最上管内分を第3集としてとりまとめ

 たものです。これまで本県の中世城館遺跡については、その形

 態、遺構の状況等に関する総合的な調査は行われてきませんでし

 た。この報告書が、当時の人々の暮らしや地域の歴史について知

 る基礎資料や、豊かな地域づくり等のためにご活用いただければ

 幸いです。

 最後になりましたが、略測図の作成等、困難な調査をお引き受
 けいただいた調査員、御指導を賜りました調査委員及び御協力い

 ただいた各市町村教育委員会各位に厚くお礼を申しあげます。

 平成9年3月

山形県教育委員会

教育長佐藤進





例

言

 1本書は、昭和63～平成8年度に文化庁の国庫補助金を受けて実施した中世城館玩調査の報告書第

 3集である。

 2この報告書第3集には、山形県庄内・最上地域の次表の市町村に分布する中世を主とする城館遺

 跡の調査成果を掲載した。

 3調査対象のすべての城館遺跡を市町村ごとにまとめて「市町村別城館遺跡一覧表」を作成した。

 この一覧表に掲載されている城館遺跡数は2の表の「城館遺跡総数」と一致する。

 4調査した城館遺跡の位置及び範囲を「城館遺跡分布図」に表示した。この地図は、建設省国土地

 理院の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を3万5千分の1に縮小したものである。

 5城館遺跡の遺跡番号は、「202-001」のように三桁の数字二組で表示している。前側の三桁の数字

 は市町村コード(2の表参照)である。後側三桁は市町村ごとに城館遺跡をほぼ北西側から順番に番

 号を付けていったものであり、その市町村内で完結する。

 6調査した城館遺跡のうち、位置、規模、内容を把握できたものについて、解説と略測図を「城館

 遺跡の概要」として掲載した。「城館遺跡の概要」に掲載された城館遺跡数は2の表に掲げたとおり

 である。

 7市町村別城館遺跡一覧表の構成

 (1)表様式



 (2)各項目についての注記

 ア城館遺跡の名称は地元で一般的に使われているものを用いた。新たに確認した城館遺跡は地

 名などから名付けた。正式には「OO城(館)跡」という名称にするのが正しいが、「跡」の字

 句は省略した。

 イ「所在地」は原則として大字段階まで表記した。町の場合は、郡名を省略した。

 ウ「占地状況」は山頂、平地、その他(丘陵など)に区分した。

 エ「種別」は館、楯、城砦などに区分した。楯については、グスク、チャシなどと同様に城館の

 地域性を表していると考えられるので、特に厳密な定義付けをしないで調査員の記載に従っ

 た。

 オ「残存状況」は次の7区分とした。城館遺跡については、種別、規模、特徴などが多様なため、

 「良」から「不良」までは特に厳密な定義付けをしないで、それぞれの区分の判断は、原則とし

 て調査員に委ねた。

  区分摘要

 
 
良

  やや良

  やや不良

  不良

  地上遺構消滅地籍図等で城館遺跡であることは確認できるが、現状の地表面観察では遺構が確認できないもの
  消滅山城などが土砂採取等により完全に遺構がなくなったと思われるもの

  不明'伝承等により調査地点に城館遺跡が存在すると考えられるが,現状の地表面観察ではその痕跡を確認できないもの
 カ「現況」は現在の状況を、山林、水田、畑、寺社境内、宅地等と表記した。

 キ「遺構の状況」は地表面観察で確認できる城館遺跡の遺構(曲輪、土塁、水堀、空堀、虎口、

 枡形等)を原則としてすべて記載した。

 ク「地図番号」は「城館遺跡分布図」の地図番号である。

 ケ「備考」には次のものを記入した。

 ・指定文化財の場合、国、県、市又は町史跡と表記した。

 ・別称のある場合、別称を記した。

 ・発掘調査が行われた城館遺跡の場合、(一部)発掘調査済と記した。

 コ「掲載ページ」は当該城館遺跡が「城館遺跡の概要」に掲載されているページである。

 8城館遺跡分布図の内容

 (1)遺跡番号は「市町村別城館遺跡一覧表」及び「城館遺跡の概要」の遺跡番号と共通であり、こ

 の分布図の見開き右側に遺跡番号及び城館遺跡の名称を列挙した。

 (2)現存する城館遺跡(地上遺構が消滅したものを含む。)は、その位置に範囲を赤色実線で示し

 た。

 (3)完全に消滅した城館遺跡は、その位置に範囲を赤色破線で示した。



 (4)伝承等により調査地点に城館遺跡が存在すると考えられるが、現状の地表面観察ではその痕跡

 を確認できないものは、その位置に赤色で×印を付した。

 9「城館遺跡の概要」の構成

 (1)全体の構成

 (2)説明文等についての注記

 ア「調査者氏名」は実際に城館遺跡を調査した者を(　)内に明記した。

 イ「所在地」は原則として小字段階まで記入した。町の場合は、郡名は省略した。また、いくつ

 かの所在地にまたがる場合は、城館遺跡の中心部だけ記入して字名のあとに「ほか」と記入し

 た。

 ウ「築城者」は史料等により確認できる場合は氏名を記入した。特に伝承のみのため不確かなも

 のは、氏名を(　)で囲んだ。

 エ「築城時期」は史料等により確認できるときは年号を記入した。特に伝承のみのため不確かな

 ものは、年号を<　>で囲んだ。「築城時期」が確認できないときは、次のとおり形状等から推

 定した時期区分を記入した。

 オ「史料」及び「参考文献」は調査者が調査に際して参考にした史料及び参考文献を記入した。

 特に参考文献については巻末に一覧表としてまとめた。

 カ「説明文」には原則として次の事項を記載することとした。

 ・城館の位置、地形、標高、規模、比高



 ・城館の遺構から見た特徴

 ・隣接する城館遺跡との関係

 ・歴史的な背景

 ・その他

 (3)略測図(推測図)についての注記

 ア「略測図」は、城館遺跡の地表面観察により作成する「縄張り図」と同義である。

 イ縄張り調査は城館研究の基本となる調査であり、「縄張り図」は単なる見取り図と異なり、次

 の3っの条件を満たすものとされている。(千田嘉博ほか著「城館調査ハンドブック』新人物往

 来社発行)

 (ア)城館遺構の現況平面図であること

 (イ)城館の防御遺構が適確に示されていること

 (ウ)研究の基礎資料となり得るために測量(略測量を含む。)が行われていること。

 ウ地上遺構の残有状況が不良なもの、あるいは消滅したものは地籍図等による復元を行ったも

 のがある。これについては、略測図と区別するため「○○館推測図」等と表記した。

 工略測図(推測図)については、規模等を明らかにするため、スケール及び方位を付した。

 オ「調査者」と略測図を作成した者が異なる場合は、「作図者:○○○○」と明記した。
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 Ⅰ調査の目的と経緯





 1調査の目的と経緯

 山形県内に数多く残っている中世城館(平安時代中頃から戦国時代に築かれ使用された城館)につ

 いては、これまで所在確認、形態等の総合的な調査は行われてこなかったため、各種の開発行為によ

 る中世城館遺跡の破壊が懸念されてきたところであった。

 このため、本県に残るこれら中世城館遺跡の所在、遺構の状況等を確認し、今後の保存計画の一助

 にするため中世城館趾調査(悉皆調査)を実施することにした。

 2調査対象

 山形県内の平安時代中頃から戦国時代に築かれ使用された城、楯、館、屋敷、砦、物見台等(近世

 まで利用された城館を含む。)

 3調査体制

 (1)調査主体山形県教育委員会

 (2)調査組織

 調査委員会を組織し、調査の基本方針等について意見交換を行い、その指導のもとに調査を実

 施した。

 中世城館堆調査基本方針(平成元年6月7日調査委員会決定)

 1調査委員

 調査委員は、各ブロック毎の地区担当委員と地区担当を持たない調査委員を県が委嘱する。

 地区担当調査委員は、担当地区における調査の指導、とりまとめ及び担当地区の市町村から

 の要請に応じて現地調査を実施する。

 地区担当を持たない調査委員は、県内全域での調査指導、全体の総括及び市町村からの要請

 に応じて現地調査を実施する。

 2調査員

 調査員は、各市町村と地区担当調査委員が協議して推薦した者に県が調査を委嘱し、現地を

 調査のうえ調査カードを作成し、各教育事務所を経由して地区担当調査委員に提出する。

 3調査謝金及び謝礼

 (略)

 4調査

 調査は、城館祉の所在の範囲確認及びそれに付随する事項を調査し、調査カードに記入する

 こととする。

 5教育事務所の役割

 調査員及び地区担当調査委員の謝金及び旅費の支払い事務を行う。

 担当地区の調査委員及び調査員の連絡を行う。

 なお、担当地区とは各教育事務所の管轄域とする。但し、庄内地区は2担当地区とする。

 6この方針に定めのない事項及び疑義事項について、関係者が協議のうえ決定する。

 一3一



 (3)調査委員、調査員等の名簿については巻末に一覧表で掲載した。

 4調査方法

 (1)中世城館に関し、地名、古文書、市町村史、絵図、空中写真、地籍図、伝承、既存の研究調査

 等の情報を収集した。

 (2)実地調査は次の2点について行った。

 ア城館遺跡の遺構の確認(略測図の作成)

 イ古老等への聞き取り調査

 (3)調査を実施するために使用した調査カードは次のとおりである。











 Ⅱ城館遺跡の概要





 1庄内・最上地域の歴史的景観





 1庄内・最上地域の歴史的景観伊藤清郎

 7世紀半(658～660)に阿倍比羅夫が水軍を率いて日本海岸を北航行した。東北への政治的進出と開

 発を目指した行為であろう。和銅元年(708)に出羽郡が建郡され、そして和銅五年には出羽国が成立

 し、さらに陸奥国最上・置賜二郡を割いて出羽国に編入する。その後も北陸道との密接な関係を有し

 つつも以降は東山道に属していくことになる。和銅7年尾張等の諸国から柵戸が配属され、その後数

 次にわたって柵戸の移住がなされる。これは開拓営農・産業の開発をめざして実施されたものであろ

 う。

 8世紀後半には秋田城・雄勝城が造営され、国府も秋田まで北上したが、エミシとの対立緊張関係

 から城輪柵(酒田市)に落ち着く。出羽国は陸奥出羽按察使と鎮守府将軍の統括下にあったため、多

 賀城から秋田城に至る両国の連絡路は整備される必要があった。天平9年(737)の大野東人による遠

 征等により大室駅(尾花沢市)・雄勝城を経由する山道駅路が整備され、ついで「延喜式』に登載され

 ている最上川を利用して庄内を経て秋田に至る水道駅路も整備されていく。出羽国は上国に位置付け

 られ、歴代の国司には百済王たちがいるし、元慶2年(878)にエミシの大叛乱が勃発したとき、藤原保

 則が国司に任命され難局の打開にあたっている。

 出羽国管轄下にあった郡郷についてみてみると、村山郡は仁和2年(886)に最上郡を分けて新置さ

 れ、大山・長岡・村山・大倉・梁田・徳有の6郷からなる。田川郡は、田川・其弥・新家・那津・大泉

 の5郷からなる(それ以前に存在した出羽郡との関係が問題として残る)。飽海郡は、大原・飽海・屋

 代・秋田・井手・遊佐・雄波・由理の8郷からなる。条里制がしかれ、口分田の班給も行なわれていた。

 さて中世成立期において『和名妙』村山郡では、南部に11世紀前半頃には寒河江荘(摂関家領)・

 小田島荘(摂関家領)が成立し、北部に公領村山郡(現在の最上郡全域にあたる)が成立したと考え

 られる。庄内地方では、田川郡では北部に海辺荘(荘園領主不明)・大泉荘(天皇家領)が分立し、

 南部は公領田川郡となる。飽海郡では北部に由利郡・遊佐荘(摂関家領。保元の乱以後は後院領つま

 り天皇家領となる)が分立し、南部に国府城輪柵・国府津を含む公領飽海郡が成立する。出羽国では

 摂関家とともに天皇家領荘園が圧倒的に多いことが知られている。辺境に位置し、エゾ・北方との交

 易などを行う地域であることが2大権門領を成立させる要因と考えられよう。

 文治5年(1189)の奥羽合戦で平泉藤原方が敗北すると、鎌倉幕府は出羽国統治の最高責任者として

 出羽国留守所をおき、さらに秋田城介もおいた。また関東御家人が地頭に補任される。この地域の地

 頭としては、大泉荘には大泉(武藤)氏、海辺荘も同じく大泉氏と考えられ、遊佐荘には北目地頭職

 に出羽国留守所が補任されているところがら遊佐荘全体の地頭も留守所と考えられる。村山郡・飽海

 郡の地頭については不明である。鎌倉末期に至ると奥羽には北条氏領が激増し、当該地域でも大泉・

 海辺両荘は北条氏領となったと考えられている。

 次に、鎌倉幕府が滅亡したあと後醍醐天皇による建武新政が行なわれるが、出羽守兼秋田城介に葉

 室光顕が任命され、下向してくる。しかし、建武2年(1335)北条時行の乱を契機にして出羽も激し

 い内乱に突入したようで、光顕は斬首されてしまう。南北朝の動乱の中で、庄内は南党勢力が強かっ

 たようで、藤島城(藤島町)はその拠点の一つであった。観応の擾乱の際には、出羽において北畠顕

 信の動きも活発であった。しかし、延文元年(1356)斯波兼頼が羽州管領として山形に入部してくる

 と、次第に室町幕府の支配下に納まっていく。その後、明徳2年(1391)奥羽両国は鎌倉府の配下に属
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 することとなり、以降、鎌倉府と室町幕府一羽州管領(探題)の間で対立が続いていくことになる。

 さて次に、この両地域の戦国期の様相をみてみよう。村山郡(現在の最上郡)には、横手に拠点を

 有する小野寺氏の家臣鮭延氏が真室川城(真室川町)に、日野氏が新庄城に、小国(細川)氏が小国

 城(最上町)に、それぞれに拠り、勢力を有していた。最上氏は清水城(大蔵村)にすでに一族を配

 していたが、天正8年(1580)から9年にかけて攻略して支配下に納めている。一方、庄内において

 は、最上川より南の河南に大宝寺武藤氏が大宝寺城(鶴岡市)、天文年間には尾浦城(鶴岡市)に拠点

 を構えている。配下には土佐林氏のように自立性の強い有力国人もいるが、河北にはさらに自立性の

 強い国人衆、つまり、東禅寺氏(酒田市)・砂越氏(平田氏)・池田氏(酒田市)・磐井出安部氏(平

 田氏)・来次氏(八幡町)・留守氏(酒田市)がおり、一層独立性が強く、川北衆とでもいうべき状

 態にある。この庄内にも最上氏の手がのびてくる。天正10年(1582)ごろから砂越氏を通じて庄内撹

 乱の策謀を巡らしている。翌11年に前森(東禅寺)蔵人らが大宝寺城主武藤義氏を攻めて自刃に追い

 込んでいる。武藤氏の家督は義氏の弟義興がむかえられて尾浦城主となるが、天正15年東禅寺氏の再

 度の叛乱とそれに呼応した最上義光の庄内侵攻により、義興は討滅されてしまう。しかし、天正16年

 (1588)義興の養子義勝(本庄千勝丸)とその父本庄繁長は、上杉氏の後援をえて十五里原の合戦で勝

 利して庄内を奪回する。こうして天正18年奥羽仕置をむかえるのであるが、武藤義勝は知行安堵を得

 られず、しかも庄内一揆の責めを問われて改易され、庄内3郡は上杉氏の領国に編入されてしまう。

 このような両地域において、中世城郭はいかなる様相をみせるのか。鎌倉期の方形館、南北朝期の

 居館・山城の一体化、戦国期の本格的山城の展開、大宝寺武藤氏領国内の城郭の特色、川北衆という

 べき国人領主たちの城郭の特色、最上氏の影響および最上氏の支配下に属した以降の変化、奥羽仕置

 後の廃城・整理統合など、当該地域の中世城郭を分析する視点は多くだされている。以下詳細に検討

 していく。
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 2庄内北部地区の中世城館の

 分布と特徴





 2.庄内北部地区の中世城館の分布と特徴

佐藤禎宏

 調査地区の環境西流する最上川で南北に分けられる庄内地方北部の地勢は、中央部に広がる庄

 内平野が北方に聳える鳥海山で限られ、東方には出羽山地が連なり、西方には日本海と仕切るように

 庄内砂丘が形成されている。平野部は標高20m以下の低地であるが、地形的特質と形成過程から河間

 低地・扇状地・三角州に区分されている。鳥海山や出羽山地の山間を縫って平野に入った中小河川

 は、水田を潤し自然堤防上に集落を発達させた。古代の東山道は最上川水運で内陸と繋がり、秋田県

 域とも鳥海山麓を経由して通じていた。最上地域とは平田町坂本からの与蔵峠越え、同町中野俣から

 の中野俣越え、八幡町観音寺から青沢越えの陸路もある。このような地勢と交通路は、城館杜築造の

 時代に防御的施設の設置で大いに考慮されていた。とりわけ古代出羽国の中核となる官衙が置かれて

 以来、推移変転する政治権力の背後に財力を培う経済史上の特徴として、内陸と結ぶ最上川舟運と出

 羽国外とを結ぶ日本海海運のあったことが認められる。

 城館蛙の分布庄内北部地区では57箇所の城館蛙を調査している。これらを所在地別にすれば、

 酒田市9箇所、松山町6箇所、平田町9箇所、八幡町19箇所、遊佐町14箇所となる。さらに城館堆の

 立地状況で区分すれば、山頂や山稜・山腹に位置する「山城」が32箇所、平地の平野部に位置する

 「平城」が18箇所、孤立丘上に立地するr平山城」が6箇所、所在地不明が1箇所である。この中で河

 川と低湿地で囲まれた酒田市亀ケ崎城は「水城」的な立地条件にあり、飛島の館岩館は石塁で築かれ

 た海の要塞的存在であった。なお、これら城館趾の創建と盛衰を示す史資料は非常に乏しい。また今

 次割愛しているが、饒を載せた大手門が現存する江戸後期創建の松山城がある。

 中世城館玩の築造前史城を戦いと防御という広義の視点からの究明が盛んであるが、本地域で

 弥生・古墳時代の環境集落や豪族居館等は未発見であり、出羽建国時にあたる奈良時代の官衙等も未

 分明である。しかし、平安時代の官衙・寺院・集落等の発掘調査では、防御的施設が数多く確認され

 ている。酒田市城輪柵跡と八幡町八森遺跡は国府に比定されている。平野中央部の城輪柵跡は、角材

 列で約720m四方を囲む外郭線と、その内部中央に四方を築地で囲んだ内郭がある。外郭線は四辺の

 各中央等に門を開き、四隅に櫓があった。内郭は正殿と東西両脇殿等をコの字形に整然と配置した政

 庁城である。城輪の東3㎞、標高約60mの段丘上にある八森遺跡は、約90m四方を板塀で囲む政庁と

 関連施設が設けられていた。国分寺と推定される八幡町堂の前遺跡からも、約200m四方を囲む溝と

 八脚門が発見されている。公的施設の酒田市生石2遺跡では、小規模な堀立柱の倉庫群等が矢板列で

 不整方形状に囲まれていた。八幡町後田遺跡でも矢板列の一部が検出されている。城輪柵跡周辺の集

 落は堀立柱建物で構成されているが、集落を囲んでいたとみられる板列や溝の出土が多い。酒田市熊

 野田遺跡はその全容が確認された好列であるが、12棟の堀立柱建物跡等の集落を、南辺98.5m、南北

 最大幅約69mの不整な長方形に板材列で囲繞していた。このように平安時代の建物群は、何らかの囲

 繞施設を具備している。城輪外郭の角材列、内郭の築地塀、八森政庁域の板塀は堅牢な防御施設であ

 る。他の遺跡の小規模な溝や矢板ないし板材列は、地上の構造が不明であるが区画線程度のもので

 あったとしても、内部を守り固める要素無きとはいえない。このように集落全域を囲繞することは以

 後の歴史で見受けられない。これらが中世城館玩への直接的な系譜と断言できないが、やがて兵の出

 現ともに構築される城館築造前段の様相として興味深い。

 萌芽期の城館玩遊佐町大楯遺跡の発掘調査は、中世初頭萌芽期の城館を明らかにした。遺跡は
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 旧小字「館の内」にあり、約50m四方の内側を塀、外側を幅約3mの堀で囲んでいた。その内部から

 礎石建物跡・堀立柱建物跡・井戸、外部の東西から堀立柱建物跡と井戸等が出土している。中央部に

 ある礎石建物跡は、東に玄関をもった3間四方の持仏堂とみられる。膨大なかわらけと青磁等の輸入

 陶磁器が多数出土し、板片には「保元」の紀年銘があった。12世紀前半に成長していた地方豪族の館

 であり、遊佐荘の庄家に擬定されている。地方豪族の萌芽期の館が方形館であり、豊かな富の集中が

 確認されたことになる。

 鎌倉期の城館肚大楯は鎌倉時代に遺棄されているが、同時代に遊佐町北目楯、酒田市宮内館・

 同市新田目城、平田町砂越城等が造営される。宮内館は東西150m、南北91mの内掘の内部に土塁を

 築き、北に正門があり、西側内堀は舟溜りとなって草田川に通じていた。館主は丸岡氏と伝えられ応

 仁の乱を境に、酒田三十六人衆の粕谷氏に入れ替わるらしい。丸岡氏は新田目城に移ったという。新

 田目城は東西150m、南北91mの不整方形状に内堀があり、その内側に高さ4.5mの土塁があった。城

 内からは外部に水路の舟運で通じていた。新田目城は源頼朝が出羽留守所職に任じた須藤其の築城と

 もいう。両者とも外掘を廻している。砂越城は土塁と堀に囲まれた主郭の東に副郭を備えている。以

 上の城館址は平野部にあって方形館の築造を基本としながら、規模を拡大し防御を強固にしている。

 幕府から赴任した地頭や地元にあって勢力を育んだ土豪の館であり、小規模な舟溜りとはいえ海運へ

 の繋がりも見逃せない。

 南北朝期の城館祉城館趾には前九年の役や平氏滅亡に係わる落ち武者による起源を伝える、遊

 佐町蕨岡楯・同野沢楯、平田町磐井出楯等がある。だが、伝承を立証できる論拠に乏しく、後世加飾

 の疑いもある。南北朝の動乱が庄内に波及していたことは、文献史上から確かである。酒田市生石の

 延命寺周辺に両朝の元号を刻む板碑が遺存し、朝日山城や河内城等の城名も伝えられている。しかし

 これらの遺名の現位置については、推定以上のものではない。ただかって鷹尾山あるいは蕨岡で修験

 の栄えた形跡があり、南朝に組して敢えなく滅亡したらしい。こうした過程で山城や平山城の築造が

 開始されたと予測できるが、縄張り上の特色などは規定が困難である。

 戦国期の城館趾所在する城館祉の大半は戦国期に係わり、天然の要害を活かした本格的な山城

 が構築される。平野部では新田目城や砂越城がさらに堅固な構えとなり、城下を形成した拡大発展が

 うかがわれる。新たに酒田市東禅寺城(酒田城)等が構築され拠点となって盛衰する。その一方で、

 出羽山地には根小屋的集落を控えた大規模な山城として、酒田市朝日山城、遊佐町野沢楯、八幡町観

 音寺城、平田町山楯楯・本宮楯・新藤楯・田沢楯等が築造されている。これらの城館玩は戦略上の要

 衝にあり、戦国期の城主を特定できるものが少なくない。頂上部に主郭を据え、数段の曲輪や空堀・

 土塁・縦堀等を巧に配した、複雑な求心的構造となっている楯もある。発掘調査された山楯楯は、標

 高85mの山上に櫓台のある主郭を中心とし、20万㎡の城域に防御施設を造営していた。また支城・出

 城ないし烽火台等が、連携するように配置される場合もある。青沢越えで最上に通じる荒瀬川と日向

 川の沢沿い両岸には、14箇所の城館が15～20キロ間隔で設けられている。いずれも空堀・土塁・曲

 輪等が痕跡的に残るに過ぎず、時期・城主とも詳らかでないが出城的存在であろう。戦国期の攻防の

 中で有機的な稼働を意図していたものと考えられる。これら城館玩は城主の敗北での落城、あるいは

 江戸初期の一国一城令で支城諸共に廃城となっている。ただ亀ケ崎城は庄内藩が二城を認められて、

 江戸時代を通じて経営された。今後、地域内の城館の縄張りの分析と検討にあたっては、根小屋集落

 や支城との係わりを重視し、上杉・最上氏等との関連を念頭におくことが肝要であろう。
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 3庄内北部地区の城館遺跡の概要





みやうちだて

 宮内館204-001
所在地酒田市大字宮内字本楯

築城者丸岡民部大輔

築城時期鎌倉期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃蝕理』『出
参考文献

 羽国風土記』『飽海郡誌』『日本城

 郭体系3』「宮内盾と豊臣政権期の

 代官的豪商」

概要

 酒田市街地の北東10㎞にあり、旧南遊佐小

 学校跡地がこれにあたる。館跡は、地表遺構

 は残存していないが、字限図によれば、草田

 川を利用した堀に囲繞された東西110m、南

 北90mほどの主郭が読み取れるほか、南側

 と北側に副郭らしい部分も見受けられる。

 『飽海郡誌』『筆濃余理』などによれば、丸岡民部大輔の居館とされているほか、酒田三十六人衆の一

 人粕谷宮内が住んでいたとの伝承もある。(小松良博)

うるしぞねだて

 漆曽根館204-002

所在地酒田市大字漆曽根字腰回

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『日本城郭
参考文献

 体系3』

概要

 酒田市街地の北東5㎞にあり、天正十六年、

 越後村上城主本庄繁長が酒田在城の時に、そ

 の家臣である稲葉名兵衛をして知行させてい

 る記録がある。この館跡は、字限図より推測

 したもので、東西100m、南北80mに及ぶ館

 跡と推測される。現況は明治以降の宅地化に

 よって破壊されており、痕跡も認められない

 状況にある。大館・小館の二ヶ所があったと

 伝えられている。(小松良博)



たていわ

 舘岩204-003
所在地酒田市飛島字勝浦乙

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『山形県史跡名勝天然記念物調査尋
参考文献

 告書第7輯』[鳥海山・飛鳥』

 『日本城郭体系3』

概要

 舘岩は、飛島勝浦港の南側に位置し、東西

 180m、南北60m、高さ40mの岩体上に位置

 している。主郭を中心に北東方向へ2つの副

 郭があり、その郭を仕切るように石塁があ

 る。主郭東側の石塁は、長さ約80m、高さが

 1m(第1塁)、北東側は弧状に約60m(第2

 塁)で、その中央東南よりに1辺3m四方の

 石室がある。また、第2塁下の第3塁とその東南側の第4塁西端部分が桝形状を呈している。年代を

 示す伝承や文献等は認められない。(小松良博)

おおぶちだて

 大渕館204-004

所在地酒田市大字広野字中通

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『探訪日本の城5』
参考文献

 『日本城郭体系3』

概要

 酒田市街地の南9㎞の京田川左岸に位置し

 ている。京田川の河道の変遷や河川改修によ

 り正確な区域は特定できないが、市立広野小

 学校を中心とする区域が旧字で楯屋敷である

 ことからその跡地とされている。しかし、形

 状が大幅に変化している事が考えられ、正確

 な曲輪配置などは特定できない状況にある。

 また、年代を特定する資料や文献等は認めら

 れない。(小松良博)



かどただて

 門田館204-005
所在地酒田市大字門田字寿福

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「探訪日本の城5』
参考文献

 「日本城郭体系3』

概要

 酒田市街地の南東6㎞、新堀公民館の南1

 ㎞にある門田集落の中心部に位置している。

 伝承によれば、天正11年武州埼玉郡川俣城

 主川俣主膳が戦乱を逃れ門田に土着し、後に

 酒井家より大肝煎に任じられたことにともな

 い、大庄屋屋敷と言われている。この館跡は、

 字限図により推測すると東西40m、南北50

 mのほぼ半町四方の館跡と推測される。ま  た、年代を特定する資料や文献等は認められない。

 (小松良博) えんめいじ

 延命寺204-006

所在地酒田市大字生石字大森山

築城者不明

 築城時期南北朝～戦国期

概要

 酒田市街地の東9㎞、東平田公民館南東

 500mの大森山中腹標高60mに位置してい

 る延命寺境内地に城館遺構がある。遺構は本

 堂を中心として北遺構、南遺構に分けられ、

 郭の配置等から北遺構が戦国期、南遺構が南

 北朝期ではないかと考えられる。また、本堂

 の東約35m上にある若王子沼周辺も郭と考

 えられるが、近年墓地公園の造成により破壊

 されている。また寺の北1.2㎞には朝日山城

 がある。(小松良博)



あさひやまじょう

 朝日山城204-007
所在地酒田市大字北沢字楯山

築城者不明

 築城時期南北朝～戦国期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃蝕理』『飽海郡誌』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 酒田市街地の東9㎞、東平田公民館の北東500mの標高124mの楯山山頂及び山頂から西部に下っ

 た標高60mの矢流川八幡宮境内地に位置し、池田讃岐守盛周の居城とされている。

 城跡は主郭を中心とする西地区と東西20～30m、南北約100mの堀切で隔てられた標高132mを

 ピークとする東地区及び西地区と空堀(堀底道)を隔てた八幡宮地区に区別される。

 構造的に見ると、略測図からも読み取れるように、西地区と東地区の構造が異なっており、例えば、

 西地区は階郭式のあまり複雑でない郭配置を持ち、虎口もはっきりしない状況にあるが、東地区は、

 2条の空堀を伴う複雑な升形虎口を持つとともに等高線に沿うような腰郭やテラスを配している。ま

 た、西地区南西の標高96mをピークとする尾根上には、西地区と八幡宮地区を切断している空堀(堀

 底道)や南西側の緩斜面に対する防御のための郭を配している。さらにその尾根を下ったところには、

 尾根を切断して八幡宮地区から西地区に至る道を確保するとともに、現社殿背後の尾根上にも八幡宮

 地区や根小屋集落である金生沢荒町集落を防御する郭が配されている。(小松良博)



かめがさきじょう

 亀ヶ崎城(酒田城・東禅寺城)204-008
 所在地酒田市亀ヶ崎1丁目・2丁目他

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『日本城郭体系3』『酒田市史』『山形県埋蔵文化
参考文献

 財センター調査報告書第168集(1991)第17集(1994)第28集(1995)』

概要

 本城跡は酒田市役所南東700m、標高約3mの新井田川の左岸及び右岸を城域とし、左岸には本

 丸・二の丸を右岸には三の丸を配し古くは東禅寺城と呼ばれた。現在、本丸・二の丸の大半が県立酒

 田東高等学校敷地となり、一部は住宅地となっている。また、三の丸は県立酒田商業高等学校敷地の

 ほか住宅地や道路となっている。

 遺構として残っているのは、酒田東高等学校敷地内にある二の丸西辺土塁及び北辺土塁のみとなっ

 ている。西辺土塁は高さ約25m、南北約170mにわたり、中間部には古絵図にも見える櫓台跡も残っ

 ている。北辺土塁は高さ約1.2m、長さ約160mにわたって残っているが、絵図面等と照合しても一部

 形状が異なることから、隣接する工場敷地との境界として築き直された形跡がある。また、唯一の建

 物遺構として、搦手門が酒田市吉田にある円通寺山門として残っている。さらに、昭和59年、区画整

 理事業に伴う排水路工事中に、外郭の堀に架かり、鶴岡街道の起転ともなっていた「丸の御橋」の橋

 脚が発見され、その部材は亀ヶ崎十一面観音堂に保存されている。(小松良博)



あらためじょう

 新田目城204-009
所在地酒田市大字本楯字新田目

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『出羽国風土略記』「筆濃飴理』「飽海郡誌』『日本城郭体系3』「酒田市史』「新田目城跡一予
参考文献

 備調査の概要一』「新田目城跡Ⅱ』

概要

 新田目城跡は、酒田市の北東約7km、羽越本線本楯駅から東へ500mに位置し、大物忌神社及び酒田

 市北部農民センター敷地となっている。敷地は、一辺130m前後の不整方形を呈しており、主郭に相

 当するものと思われる。また、その縁辺には、土塁や水堀の一部が遺存していたため古くから注目さ

 れてきた。安部親任が慶応2年に記した「筆濃飴理』巻九から十三の「庄内廃城考」の中でもとりあ

 げられ、「古来留守ノ館ト称ス」と記している。さらに、文部省が昭和13年に発行した「史蹟精査報

 告』第三の中で、城輪柵発見に多大な功績があった上田三平先生は「中世に於て、出羽国の留守所を

 此処に」置いた遺跡とみている。このようなことから、土塁や水堀の残存状況が良い大物忌神社境内

 地は、昭和32年8月16日付で山形県指定史跡となった。

 新田目城跡は、明治17年に調整された一番古い字限図で見ると、主郭に相当する大物忌神社境内及

 び酒田市北部農民センター敷地のほかに、東側に隣接する三寺院(正伝寺、悦岩寺、梵照寺)の境内

 地もかって堀で囲繞されていたのが確認でき、土塁も一部残っていることから、副郭に相当するもの

 と考えられる。さらに、明治28年に作図された地籍図では、従来の新田目城周辺に、東西および南北

 方向の細長い字地番が連なる部分を読みとることができ、その字地番がたどれる範囲は、東西約600

 m、南北約200mをはかり、東西に長い不整長方形を呈し、一部に湿地帯として残っている所も見受

 けられることから、おそらくこの範囲が新田目城の外郭をなしていたものとみられる。

 新田目城の成立年代については諸説があるが、昭和57年及び58年の2カ年にわたり、酒田市北部

 農民センター建設にともなう発掘調査が酒田市教育委員会により行われた。調査面積は720㎡たらず

 であったが、発見された遺構は土墳36基、溝状遺構12条、堀込み遺構1基、埋桶遺構4基、小柱穴

 28基であった。年代を比定できる遺物としては、土墳や溝状遺構から出土した土器や陶器があり、古

 代まで溯ることができる須恵器や土師器といった土器や中世陶器として珠洲系陶器や越前陶器・信楽

 陶器などがある。そのほか、緑粕陶器、瀬戸・美濃系の施粕陶器や伊万里系の染付に加え、白磁や中

 国産の青磁や明代の染付などが出土した。特に2基の土壌から出土した須恵器は、9世紀初期まで溯

 れるものがあり、さらに、1点だけではあったが8世紀中葉頃まで溯り得るものがあったことは特筆

 される。また、出土した土器の大半を占める赤焼土器は11世紀代に比定できる。その他、北宋銭を含

 む古銭や石製品、木製品、鉄製品があり、出土したこれらの遺物から明らかになった年代は、8世紀中

 葉から11世紀代、14世紀代、15世紀から16世紀代、19世紀前後となっている。

 しかし、発掘の結果は結果として受け止めなければならないが、成立年代を特定するまで至ってい

 ないのが実情であり、今後、新田目城跡内外の調査を進める中で解決する必要があろう。(小松良博)

 一26一





おおだてたて

 大楯館461-001
 所在地飽海郡遊佐町大字小原田字大楯・大槻・堂田・大面・館の内

築城者不明

 築城時期平安末期～鎌倉期

 史料及び「台記』「出羽国風土略記』「筆濃飴理』「飽海郡誌』「改訂遊佐の歴史』『山形県埋蔵文化財
参考文献

 調査報告書第121集・第139集』「大楯遺跡第3・4次発掘調査報告書』

概要

 遺跡は鳥海山南西麓に近い庄内平野の北東部にある。JR羽越本線遊佐駅の南東1.8㎞に位置し、標

 高が約16mの水田中にある。遺跡の北部を西流する月光川が形成した扇状地の扇端部にあたり、南西

 に下がるなだらかな緩斜面に立地している。遺跡内には大楯の外、御所の馬場・道の上・塚・館の

 内・輪経・仲堂田等の小字名が遺存し、江戸時代から関心を集め、県の遺跡分布調査でも遺跡として

 登録されてきた。周辺の平野部では水尻・浮橋・下長橋・地正面等、平安から鎌倉時代の遺跡が発掘

 調査されている。

 この遺跡一帯に庄内広域営農団地農道整備事業や県営圃場整備事業が係ることになり、昭和48年

 ～51年に分布調査が実施され、遺跡の範囲は東西850m、南北700m、総面積61万㎡余りと認められ

 た。その後、昭和59年の試掘調査で堂田地区が重視され、昭和62年から平成2年にかけて同地区で

 四次の発掘調査が実施され、9,329㎡を精査している。この結果、古代末期から中世初期にかけての方

 形館・関連遺構と多量の遺物が出土した。これらは第4層の炭化物を含む暗褐色腐植土から第5層の

 青灰色細砂にかけて、地表面下50cm前後で検出している。なお、この調査で戦後に行われた耕地整理

 以前の潅漑施設が確認され、それが明治27年の字限図と符合したため、方形館出土地の旧小字名は堂

 田ではなく「館の内」であったことが判明した。

 出土の遺構群は、方形に回る囲繞施設(SA1)とその内外にある。方形館の南東部は洪水により破壊

 されていたが、囲繞施設の規模は北辺が48.4m、西辺43.7m、東辺約38m、南辺約54mの不正な方形

 で、ほぼ真北に方位をとっていた。この囲みは内側に角柱根で支えた板塀を回し、その外側に幅約3

 m、深さ約40cmの堀を回らしていた。その内部から礎石建物1棟、掘立柱建物3棟、井戸1基が出土

 した。中央のやや北西寄りにある礎石建物(SB401)は3間四方の総柱建物で、東廟の東中央に玄関が

 1間張り出していた。持仏堂のような信仰上の建物と推定される。囲繞施設外部からは、北東部で掘立

 柱建物3棟と井戸5基、北西部で掘立柱建物4棟と井戸1基が出土している。

 約3万点を超える伴出遺物は、半数を超えるかわらけの外、須恵器、陶器(珠洲系・瀬戸系・越前

 系・常滑系・美濃瀬戸系・唐津系)・染付・瓦器・青磁・白磁・青白磁・ふいご羽口等の土製品と陶

 磁器類、箸・折敷・箆・曲物・柄杓・漆器・下駄・将棋駒・糸巻・砧・人形・刀形等の木製品、刀

 子・馨・金槌・釘・鉄鎌・鉄輪・装身金具・古銭等の金属製品、硯・石鍋・砥石・五輪塔等の石製品

 であった。「保元」と紀年銘を墨書した板片があり、曲物・折敷7点の年輪年代は1119～1267年中で

 あった。一部近世前後の遺物もあるが、大半は12世紀から13世紀の時期に含まれるものである。

 大楯遺跡は平安末期にこの地に成長していた豪族の館とその配下の農民の集落とみられる。館の規

 模・構造と多量の輸入や移入陶磁器には、政治的・経済的権力の集中がうかがわれ、「台記』に記載さ

 れた遊佐荘の庄家と推定され、最古の城館堆といえる。なお、囲繞施設内の南西部にある囲み施設

 (SAⅡ)は、宝暦2(1756)年に地中出土の五輪塔周囲に構築した柵であった。(佐藤禎宏)
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わらびおかたて

 蕨岡館461-002

所在地飽海郡遊佐町大字上蕨岡字丸森

 築城者(黒沢五郎正任)

築城時期平安期

 史料及び『筆濃蝕理』『飽海郡誌』『出羽諸城研究』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 遊佐町の南東4㎞の地点に位置し、北面する山腹に立地する。館に関わる遺構の分布する範囲は東

 西280m、南北120mである。

 主郭部(Ⅰ)は標高125mを測る独立丘にあり、東西45m、南北22m程の広さを持つ。北側に腰曲輪

 を配し、北西部から西側一帯に曲輪群が存在する。主郭部の西約100mと東80mには井戸が認められ

 る。また、主郭部から西北西約180mから150mの位置には南北に70mにわたる二重の土塁と空堀が

 認められ、この北側は犬走りを挟んで沢に落ち込む急斜面となる。南部は小道を挟んで途絶えている。

 全体的に南西部は耕作によって、原形を失っており主郭部と土塁、空堀の間も道路の建設で大きく

 破壊されている。(土岐田正勝高橋信夫)



ひらづだて

 平津楯461-003
 所在地飽海郡遊佐町大字小原田字平岡30

築城者殿塚弾正

築城時期室町期

 史料及び『筆濃飴理』『飽海郡誌』『遊佐の歴
参考文献

 史』『日本城郭体系3』

概要

 遊佐町の中心部から東方2㎞の山麓部に所

 在する。居館式の平城で土塁と濠が認められ

 る。土塁は北西隅と北辺の西半が約45m、西

 辺の北半が約40m残存している。濠は西辺

 土塁の外側に幅6～8mの規模でその痕跡が

 認められる。一辺100m前後の方形館とみる

 ことができる。

 館の北西部が築城者の殿塚弾正の子孫とい

 われる今野甚左右衛門家の居宅となっている。

ひらづやまだてたてこし

 平津山楯(楯越)461-004
 所在地飽海郡遊佐町大字小原田字平岡30

築城者殿塚弾正

築城時期室町期

 史料及び『遊佐町史資料第5号』
参考文献

概要

 平津楯の東方約650mの大字小原田字前山

 44の標高135～150mの山頂に所在する。平

 津楯と一体となる山城とみられ、地元では殿

 塚弾正の馬場跡と呼ばれている。

 主郭部(1)は東西30m、南北100m程の

 規模を持ち、中央西寄りに2ヶ所の塚の存在

 が認められ、地元では戦死した家来が葬られ

 た郎党塚と呼んでいる。

 主郭部の北に土橋を伴う虎口(Ⅱ)があり、南部は3ヶ所の堀切で尾根を断ち切っている。西に竪

 堀で区切られた腰曲輪が認められる。(佐藤禎宏)



じんやだて

 陣屋楯461-005
 所在地飽海郡遊佐町大字杉沢字中山、中山口

築城者不明

築城時期室町期

概要

 天狗森山から北東に延びる尾根の突端に位置する。土塁が存在するが、現在は荒廃している。

 (土岐田正勝高橋信夫)
のざわだてりゅうざわだて

 野沢館(龍沢館)461-007

所在地飽海郡遊佐町大字野沢字水上

 築城者(黒沢五郎正任)

 築城時期平安、鎌倉期

 史料及び『筆濃蝕理』『飽海郡誌』『遊佐新風土記』『日本城郭体系3』『遊佐の歴史』
参考文献

概要

 遊佐町の中心部から北東3㎞に位置し、野沢集落の東12㎞の独立丘陵の山頂部に立地する。

 御嶽神社社地にあり、現在は大半が杉林となっている。主郭部は東西約130m、南北約175mの規模

 を持ち、北辺と西辺に土塁と空堀が存在する。西辺の中央に虎口が存在する。

 本館は永承2年(1047)年に黒沢五郎正任が前九年の役に敗れてこの地に落ちて築かれ、その家臣

 の末裔のが住むところとなっていたが、永禄10(1567)年に由利郡の仁賀保氏の大軍に攻められて落

 城したと言われている。(土岐田正勝高橋信夫)



きためだて

 北目楯461-008
 所在地飽海郡遊佐町大字北目字楯の内

築城者不明

築城時期鎌倉期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃鯨理』『飽
参考文献

 海郡誌』『日本城郭体系3』『遊佐の

 歴史』

概要

 高瀬川右岸の自然堤防上に築かれた平城で

 ある。

 代々この地に居住する新留守氏の末裔とさ

 れる菅原氏に伝わる古文書に承久2(1220)

 年の幕府下知状があり、その宛名が「北目地

 頭新留守殿」となっていることから、これ以

 前の築城と考えられる。

 高瀬川の改修に伴い南部が切り取られ、西半部の低地部分が埋め立てられたが、北東部に土塁の痕

 跡と見られる高まりとその外側に堀の痕跡が認められる。(土岐田正勝高橋信夫)

ふくらだてにしだてひがしだて

 吹浦館(西楯、東楯)461-009

 所在地飽海郡遊佐町大字吹浦字西楯、東楯

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『日本城郭体系3』『遊佐の歴史』
参考文献

概要

 吹浦館は3ヶ所あったと言われている。一つは庄内藩が関所として常置した御番所の上にある「東

 楯」であり、幕末まで土居の形が残っていたという。

 二つは旧大組頭高橋氏の宅地となっていた「西楯」で、江戸時代には土地の人々に「宰相殿の館」

 と呼ばれており、空堀があったという。

 三つは、大物忌神社の西北の鹿谷藪にあったと言われる「フルタテ」で近くに「安倍殿堀」とよば

 れるところもあったという。

 以上、3ヶ所とも現在は館の形跡がはっきりしていない。(土岐田正勝高橋信夫)



みのわだて

 箕輪楯461-010
所在地飽海郡遊佐町大字直世字箕輪

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『日本城郭体系3』『遊佐郷村落誌』『遊佐の歴史』
参考文献

概要

 箕輪集落の北東500mの台地上に立地する。上記文献では北森池の周辺にあるとされたが、楯の遺

 構等については明確にできなかった。今回、地元住民の聞き込み調査で、楯と言われる場所が箕輪林

 道沿いに500m程進んだ地点に存在するという情報が得られ、現地踏査で林道西側に石積みで区画さ

 れた遺構が分布することが明らかとなった。現在の地目は杉林となっている。

 標高50mを測り、舟森の東側の低地帯の最奥部のすぐ東側の台地上の鞍部で北東側、南西側ともや

 や高い。約90mX45mの略長方形に区画された形跡があり、中央部に所々で「L」字型に折れ曲がり

 ながら南から北に向かう幅約1m前後の石積みの水路が存在し、この部分が最もも低くなっている。

 北東側には一辺4～8mの長方形の区画群が存在し、西側にいくにつれて一段づっ低くなっている。

 また、南西側には「L」字型に曲がる石積み列が断続的に6ヶ所存在し、中央の水路に向かって一段づ

 つ低くなっている。

 区画外の近くに防御的な土塁や堀等の遺構は確認できず、本遺構群は居館とみてよいだろう。『筆濃

 鯨理』に記された内容にも合致する。(土岐田正勝高橋信夫)



すがのじょう

 菅野城461-011
所在地飽海郡遊佐町大字菅野

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『出羽風土略記』『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『日本城郭体系3』『遊佐の歴史』
参考文献

概要

 『筆濃蝕理』によれば、天正18(1591)年の上杉景勝と庄内の地侍、農民との戦いや、慶長6(1603)

 年の川村兵蔵、志田修理亮の酒田篭城に際して、最上家家臣鮭延越前守の由利、仙北からの攻撃を受

 けたことが『庄内物語』『奥羽越戦記』に記されており、菅野城は由利、仙北地方への往還の拠点とし

 て近世初頭までは箕輪楯とともに重要視されていたことが判る。

 菅野村・丸子村の間で吹浦川(月光川)の南側に存在していたことは間違いないが、『筆濃蝕理』に

 「方64間、堀形使残レリ」と記されているが、現在は遺構の存在を確認できない。

 (土岐田正勝高橋信夫)

みやただて

 宮田楯461-012

 所在地飽海郡遊佐町大字宮田字堀ノ内

築城者不明

築城時期室町期

 史料及び『出羽風土略記』『筆濃鯨理』『飽海
参考文献

 郡誌』『日本城郭体系3』『遊佐の

 歴史』

概要

 月光川沿いに立地し、現在の右岸側に古

 楯、木戸口の字名があり、左岸に堀ノ内の字

 名が認められる。左岸側が楯の中心になると

 みられ、月光川を東の要害とし、西側に大手

 口を配したものと考えられる。

 平成3年度に県営圃場整備事業に伴って字

 堀ノ内の2,000㎡の発掘調査が行われ、幅10

 ～15mの「L」字型に曲がる堀跡が検出されたが、堀の内部からは建物や井戸跡などの中世に遡る遺

 構は発見されなかった。

 出土遺物は須恵器や赤焼土器など平安時代の土器があるが中世の遺物は発見されなかった。

 月光川の河道の変遷により、楯の中心部はすでに破壊された可能性もある。

 (土岐田正勝高橋信夫)



まるうちだて

 丸の内楯461-013
 所在地飽海郡遊佐町大字遊佐町字丸の内

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『遊佐の歴史』
参考文献

概要

 六日町丸の内にあり、大谷氏の館であったと伝えられている。

 遊佐町の中心にあり、月光川左岸の自然堤防に立地する。周辺には京田、高砂等の地名も残ってい

 る。

 宅地化の進展に伴って破壊が進み、堀跡の痕跡が僅かに認められる程度である。

 (土岐田正勝高橋信夫)

こばとりだてましまだて

 小服部楯(真島楯)461-014

所在地飽海郡遊佐町大字庄泉字小服部

築城者真島義行

築城時期戦国期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃飴理』『遊佐郷村落誌』
参考文献

概要

 遊佐町の中心部から西に3㎞の平坦地にあり、宅地化の進展で、遺構は確認できない。

 (土岐田正勝高橋信夫)

 一36一



ふるたて

 古楯426-001
所在地八幡町観音寺字古楯

築城者来次氏房

築城時期戦国期

 史料及び『飽海郡誌』『八幡町史(上)』広報「八幡のあゆみ」
参考文献

概要

 現在八幡小学校の敷地になっていて当時の面影はない。

 平城として築城したものであるが、その子時秀は平城では防備上不安のため、元亀元年(1570)よ

 り少し前に、山手の楯山に新たに観音寺城を築城した。

 その頃日向川は福山集落を南下し古楯の近くで西へ迂回して流れていた、このあたりを大巻と言

 う、大巻の板碑もある。その川を防御にして平城を築城した。(佐々木有恒)

ふるますだたて

 古升田楯426-002

所在地八幡町大蕨字水上

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『探訪日本の城5』『日本城郭大系
参考文献

 3』『八幡町史(上)』広報「八幡の

 あゆみ」

概要

 本楯は荒瀬川の右岸にあり、標高90メー

 トルの所にある。東西70メートル、南北110

 メートルにあり、標高差少なく穏やかであ

 る。

 楯の遺構は最高部の主郭と、北側に1郭、

 南に2つの郭が続いている。西側には土塁が

 築かれている、その外縁の西側一帯は登坂困

 難な急斜面となっている。

 本楯の西には本城観音寺城が、荒瀬川の対岸には一条楯、平沢楯がある。  (佐々木有恒)



かんのんじじょう

 観音寺城462-003
所在地八幡町麓字楯山

築城者来次時秀

築城時期戦国期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃蝕理』『飽海郡中古事跡書』『大泉事蹟考』『日向の古里』『八幡町
参考文献

 史(上)』『日本城郭大系3』「観音寺城に関する一考察」『中世の城と祈り』

概要

 本城は庄内平野北東部の出羽山地の西斜面にあり、庄内平野、日本海が一望できる所である。荘内

 藩としても最上郡、秋田県矢島に通じる交通の要として重要な城であった。

 標高50メートルの所にあり、東西150メートル、南北350メートル、標高差20メートルである。

 城の遺構は東から西向の斜面にある。東側と北側は深い沢が林道で、西側と南側は登坂困難な急斜

 面で自然の要塞である。

 北の郭の東側と北側には土塁が作られている。北の郭と南の郭の間には深さ4メートルの空堀があ

 り橋が掛けられていたと言う。南の郭の北側には一部土塁があり西側と南側には曲輪がある。城は梯

 子型築城と言われている。

 来次氏房が古楯に平城を築城したが、その子時秀は、平城では防備上不安のため、元亀元年(1570)

 をさかのぼることそう遠くない時期にこちらの楯山に城を移し観音寺城を築城した。天正18年

 (1590)までの20年余りが存続期間である、天正18年城主来次氏秀に変って寺尾伝右衛門が入城した

 が9月に討死し、同年破城された。(佐々木有恒)



ひらさわたて

 平沢楯462-004
所在地八幡町下青沢字大平沢

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『出羽国風土略記』『八幡町史
参考文献

 (上)』広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は荒瀬川の左岸にあって、東側は青沢

 方面が一望でき、西側は庄内平野が一望でき

 眺望がすぐれている。荒瀬川の対岸にある前

 貝楯、脇楯、黒沢楯の見通しが良い。

 楯跡の東端に標高110メートルの尾根があ

 り、その上部に土塁があり、下部の方は急な

 尾根が続いている。

 楯の東側、北側西側は共に急な斜面である

 が、特に東側と西側は登坂困難な急斜面である。南側は地続きの山地である。  (佐々木有恒)

わきたて

 脇楯462-005

所在地八幡町大蕨字脇

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『八幡町史(上)』広報「八幡のあ
参考文献

 ゆみ」

概要

 本楯は青沢越街道のすぐ北側にある。楯跡

 の西側は楯主の宅地と地続きになっている。

 標高100メートルの高さにあり、東西100

 メートル、南北80メートル、標高差は20

 メートルである。楯の北側と西側に土塁があ

 る。南側と東側は道路であるが、その上は登

 坂困難な急斜面となっている。郭の中央部は

 穏やかな斜面になっているが、平坦である。

 南の荒瀬川の対岸には平沢楯があり、東には前貝楯がある。  (佐々木有恒)



ぜんかいたて

 前貝楯462-006
 所在地八幡町大蕨字ニタ子

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『八幡町史(上)』広報「八幡のあゆみ」『探訪日本の城5』
参考文献

概要

 本楯の郭の最高部からは、東、西側の見晴らしが良く、南の方は荒瀬川の対岸に平沢楯が見える。

 北側の背後は山地続きになっているが、山越えをすれば日向地区に通じる交通上重要な所である。標

 局130メートノレ。

 最高所の郭より南側の部分は登坂困難な急斜面になっている。一方北側の大部分は昭和50年代に

 採石のため表土は全面削られ、平に均らされていて、当時の面影は分らない、遺構も見当らない。

 (佐々木有恒)

あおさわたて

 青沢楯462-007

 所在地八幡町北青沢字家ノ前

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『八幡町史(上)』広報「八幡のあ
参考文献

 ゆみ」

概要

 本楯は家ノ前楯と共に青沢越の楯群の中で

 は一番東側にあり、青沢越を更に東に進めば

 最上郡で、当時の鮭延領に通じる所である。

 標高140メートルの高さにあり、東西50

 メートル、南北40メートル、標高差1メート

 ルの小規模な楯である。最上部の郭の南側に

 土塁と空堀が残されている。

 本楯より140メートルの高さの所に家ノ前

 楯がある、二つの楯は一連の楯として、本城観音寺城の東の端の楯として役割を果たした。

 (佐々木有恒)



ふくやまたて

 福山楯462-008
所在地八幡町福山字内山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は日向川左岸にあり、山地の先端で、

 庄内平野の一望できる所にある。

 標高100メートル、東西80メートル、南北

 50メートルの所にあり、標高差は20メート

 ルである。北側は80メートルの断崖になっ

 ており、南側に土塁と空堀が残されている

 が、途中2ヵ所は切断されて通路である。

 本楯は観音寺城に最も近く、升田越は秋田

 県由利、仙北と境であり、観音寺城としても地理的に重要な所である。  (佐々木有恒)

あんぽうざんたて

 安宝山楯462-009

所在地八幡町新出字安宝山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は日向川左岸で新出山の北斜面の端に

 ある。標高150メートル、東西180メートル、

 南北50メートルで、標高差は10メートルで

 ある。北側は約50メートルの急な崖で、自然

 の要塞となっている。西寄りに土塁がある

 が、規模は小さい。

 楯の麓に新出の集落があり、それを挟むよ

 うに集落の東側には深沢楯があり、その楯と

 山道で通じている。日向川の対岸には、下黒川楯、西楯があり、良く見える。  (佐々木有恒)



ふかさわたて

 深沢楯462-010
所在地八幡町新出字安宝山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は日向川左岸の安宝山北斜面にあり、

 安宝山の突端に東から西に舌状に伸びた所に

 作られている。

 標高150メートル、東西60メートル、南北

 20メートル、標高差10メートルと小規模で

 ある。北と西側は40メートルの断崖で、南側

 も深い沢で、自然の要塞である。東側に土塁

 と空堀があるが小規模である。

 西の安宝山楯とは山道で通じており、日向川の対岸には下黒川楯、東楯が良く見える。

 (佐々木有恒)

あかはげたて

 赤剥楯462-011

所在地八幡町赤剥字前山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は赤剥山の突端の舌状地にある。

 標高180メートル、東西80メートル、南北

 80メートル、標高差は10メートルと穏やか

 である。

 東側、北側、西側はそれぞれ50メートルの

 断崖で自然の要塞である。南側に土塁と空堀

 がある。空堀は通路のために、東寄りの所が

 切断されている。

 本楯の東には泥沢楯があり、日向川の対岸には東楯がある。  (佐々木有恒)



どろざわたて

 泥沢楯462-012
 所在地八幡町泥沢字墓ノ下

築城者池田彦太郎秀盛

築城時期鎌倉期

 史料及び『飽海郡誌』『日向の古里』『八幡
参考文献

 町史(上)』広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は日向川左岸楯群の中では一番東側に

 位置する。標高220メートル、東西170メー

 トル、南北90メートルで、標高差20メート

 ルの小高い丘全体が楯となっている。北と南

 側に土塁があり、北側には空堀もある。

 文治元年(1185)壇ノ浦の戦で破れ、落ち

 のびて来た池田彦太郎秀盛は、五人兄弟の長

 兄として泥沢にやって来た、兄弟の内長兄と

 次男は泥沢に残って、代々子孫が跡を継いでいる。  (佐々木有恒)

しもくろかわたて

 下黒川楯462-013

所在地八幡町下黒川字楯坂

築城者阿曽大学

築城時期戦国期

 史料及び『筆濃余理』『庄内物語書入』
参考文献

 『飽海郡誌』『日向の古里』

 『八幡町史(上)』広報「八幡のあ

 ゆみ」『日本城郭大系3』

概要

 南向きの山地の中腹を少し切り開いて、一

 つの集落全体が館屋敷として作られている。

 標高100メートル、東西250メートル、南北

 60メートルである。楯には清水が湛え涸れる

 ことのない池が2つある、南側には矢場、西

 側には馬場と言う地名がある。

 この集落を守るように東に東楯、西に西楯がある。日向川の対岸には深沢楯がある。

 大永6年(1526)頃阿曽大学が越後の国より入国し築いた。  (佐々木有恒)



ひがしたて

 東楯462-014
 所在地八幡町下黒川字松ヶ峯

築城者阿曽大学

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は下黒川山の南の舌状地に作られた楯

 である。標高180メートル、東西170メート

 ル、南北100メートル、標高差なく平坦であ

 る。北側、西側、南側の3方は80メートルの

 断崖で自然の要害になっている。

 東側に土塁と空堀が完全な姿で残ってい

 る。その土塁の北端には土橋がある。

 下黒川地内には下黒川楯(館屋敷)を中心

 に、東に東楯、西に西楯があり、三つの楯で、集落を固めたものと思う。  (佐々木有恒)

にしたて

 西楯462-015

 所在地八幡町下黒川字大平、水上

築城者佐藤兵部

築城時期戦国期

 史料及び『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は下黒川山の西の方にある舌状地の尾

 根に作られた。標高120メートル、東西40

 メートル、南北140メートル、標高差20メー

 トルである。

 尾根伝いに2本の土塁と一部に空堀があ

 る。尾根を横切るように2本の空堀と1本の

 土塁がある。尾根の東側と西側及び南側は約

 40メートルの崖になっている。

 佐藤兵部は下黒川楯の集落を防備するために、西楯を作ったものと思う。  (佐々木有恒)



いえのまえたて

 家ノ前楯462-016
 所在地八幡町北青沢字家ノ前

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『八幡町史(上)』広報「八幡のあ
参考文献

 ゆみ」

概要

 本楯は青沢楯と同様、青沢越の楯群の中で

 は一番東側にあり、青沢越を通って最上郡鮭

 延領に通じる所である。標高280メートル、

 東西40メートル、南北100メートル、標高差

 10メートルである。

 楯の南端に土塁と空堀が作られている。北

 側は約4メートルの崖になっている。東、南、

 西側は深い沢と急な斜面である。

 麓には青沢楯があり、楯主は二つの楯を作り使用していたものと思う。  (佐々木有恒)

いちじょうたて

 一條楯462-017

所在地八幡町市条字八森

築城者小野義実

築城時期平安期

 史料及び『筆濃余理』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は荒瀬川左岸の山地の西端と庄内平野

 との境の河岸段丘にできた楯である。標高

 100メートル、東西100メートル、南北300

 メートル、標高差10メートルである。

 北の郭の東、北、西側には帯曲輪aがあ

 る。南の郭の西側にも帯曲輪bがある。60

 メートルの土塁があり、南の方は更に110度

 屈曲して30メートルあったが、一部削り取

 られて3メートル残っている。北の郭には蜂台跡。があり、西に通じる曲輪坂dがある。
 (佐々木有恒)



せりたたて

 芹田楯462-018
 所在地八幡町芹田字家ノ下

築城者不明

築城時期鎌倉期

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃余理』『庄内物語書入』『飽海郡誌』『日向の古里』『八幡町史(上)』
参考文献

概要

 本館は庄内平野北東部の日向川左岸にできた河岸段丘を利甲して作られた館である。

 平氏滅亡後文治元年(1185)8月、池田秀盛を長兄として5人の兄弟が落ちのびてやって来た、その

 3男と4男がこの集落に、館を構えた。

 2人は南北に約100メートル離れて館屋敷を作った。東側と南側は2～3メートル高く段差があり、

 更に東側は小川が流れており自然の要塞となっている。(佐々木有恒)

くろさわたて

 黒沢楯462-019

所在地八幡町大蕨字上黒沢

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『出羽国風土略記』『八幡町史(上)』
参考文献

 広報「八幡のあゆみ」

概要

 本楯は荒瀬川の右岸にあって、南側の眺望

 が良く、荒瀬川の対岸にある、平沢楯の見通

 しも良い。

 楯跡は山の山頂近くの平地にあり、南の端

 の縁に土塁と空堀がある。北側と西側は山地

 続きで東側は急な斜面である。土塁は2本あ

 り、一部は重なり合って空堀となっている。

 加賀藩の落人がやって来て隠れ住んだ所で

 加賀林と名付けられており、近くの沢は武将が落馬した沢で、足踏み沢の名前がある。(佐々木有恒)



やまでらだて

 山寺館463-001
 所在地松山町大字山寺字館の腰

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『飽海郡誌』『松山町史』『筆濃蝕
参考文献

 理』『日本城郭大系3』

概要

 山寺館は「楯の腰館」「長四郎館」「延寿館」

 の総称である。この中で館趾を確認できるの

 は「楯の腰館」のみである。楯の腰館は東山

 山陵から突出している独立丘で、この丘陵山

 頂部に主郭がある。ここから刀、兜の鍬形、

 茶釜などが出土している。斜面は急斜面であ

 るが自然段丘を帯曲輪として工作している。

 北側の斜面の山麓部には石垣、空堀が遺存し

 ている。

 である。

 この館の築城者は不明であるが最も可能性が高いのは余目、田尻の館主安保氏与党の地侍衆

 (五十嵐光洋)

なかやまだて

 中山館463-002

所在地松山町稲荷沢

築城者佐藤伊勢守

築城時期戦国期

 史料及び『月庵禅師行状記』『飽海郡誌』『松
参考文献

 山町史』『筆濃蝕理』『日本城郭大

 系3』

概要

 総光寺沢と稲荷沢との間に東山山麓が舌状

 に突き出した東西300m、比高30mの細長い

 台地に造営されている。この細長い台地には

 四つの曲輪が連続しており、曲輪と曲輪の境

 目には谷が通り掘切のようになっている。主

 郭Aとこの曲輪の間の谷が大手口である。

 主郭は20mと60mで周囲に土塁を巡らして

 いる。それぞれの曲輪の稲荷沢側には自然の段丘が帯曲輪として付いている。谷や帯曲輪には人工の

 跡が認められるものがある。築城者である佐藤伊勢守の存在には従来から疑義が出されている。この

 館は総光寺の造営と本寺永徳寺及び外護者の駐留の面で考えるべきものであろう。(五十嵐光洋)



たじりだて

 田尻館463-003
 所在地松山町大字竹田字竹ノ下

築城者安保次郎

築城時期戦国期

 史料及び『飽海郡誌』『松山町史』『筆濃蝕
参考文献

 里』『日本城郭大系3』

概要

 横根山の最南端、比高30mの平坦な台地

 に構築された城館で主郭のあった地所は古来

 「楯の内」と呼ばれていた。東側は民家の宅地

 拡張のため削り取られて崖状になってしまっ

 たが、東西50m南北60mの方形に近い形状

 をなしている。西側は空堀を引き通し、堀に

 沿って土塁を積み上げていた。空堀は半分程

 埋め戻されているが明確に遺構を辿ることが

 できる。更に堀の西側には段差のある畑地が広がり、その中に建造物の跡地と推測される場所もある

 が確認できない。この館の終焉は天文三年(1534)の安保氏滅亡の年である。(五十嵐光洋)

いしなざかだて

 石名坂館463-004

所在地松山町大字石名坂字金坂

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『松山町史』『飽海郡誌』
参考文献

概要

 石名坂館は横根山最北部に位置し、北は崖

 状で相沢川に迫り、東南には台地が続き、西

 は宅地に接している。阿部正巳氏の調査史料

 によると台地上の曲輪の周囲には空堀が巡ら

 してあると記されているが、現状は石油の採

 掘によって大きく変わり、北西斜面に僅かに

 二重の空堀趾と土塁の一部が遺存しているに

 すぎない。築城者は不明であるが、砂越城と

 北目館の中間に位置することから砂越武藤党の支城として構築されたものと推測される。

 (五十嵐光洋)



みょうがさわだて

 茗ケ沢館463-005
 所在地松山町大字上茗ケ沢字沢尻

 築城者(安保次郎)

築城時期戦国期

 史料及び『松山町史』『木公随筆』
参考文献

概要

 鳥越山道と茗ケ沢聚落に囲まれた平坦な台

 地に構築された城館である。北側は急傾斜し

 て沢に接し、南側は熊野神社側との間に洞沢

 が入り込み、東側の鞍部は東山に接してい

 る。全体的には東に緩く傾斜している台地

 で、現在は土塁の一部が20m程遺存してい

 る。土塁に接続している西側の台地が曲輪と

 思われるが周囲が完全な畑地となっているの

 で確認できない。この館趾からは兜の鍬形が出土しているので田尻館の支城でとして安保次郎氏が築

 城したものと思われる。(五十嵐光洋)

なかきためだて

 中北目館463-006
所在地松山町大字北目字村立

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『筆濃鯨理』『松山町史』『日本城郭
参考文献

 大系3』

概要

 かつての相沢川の河岸沿いに上北目に及ぶ

 規模で構築された平城である。本丸は現在の

 中北目の長秀寺境内に位置し、東西55m、南

 北60mの方形で周囲に土塁、水堀を巡らし

 ていた。水堀は全て埋め戻されているが土塁

 の一部は長秀寺庭園の築山に利用されてい

 る。本丸の東側字楯の内に盛土の墓地がある

 が、これはもと50m程の方形で曲輪の一つ

 であった。この曲輪と本丸の間は楯の内と呼ばれており、本丸に続く副郭の存在を推測させるが耕地

 整理などで変更が甚だしいので確認不可能である。築城者に関する文献は存在しないが砂越城の支城

 で、最上義光の軍が山越して田沢、北俣方面に侵入するのに備えたものであろう。(五十嵐光洋)



さかもとたてたてのすぎ

 坂本楯(楯の杉)464-001
所在地平田町大字山元字三栗谷

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「楯の杉とよぶ古杉一本と
参考文献

 地区民の伝承」

概要

 古代より北庄内から最上郡に通じる与蔵峠

 路の坂本口にあたり、近世に口留番所が設け

 られていた近くにある。

 通称「楯の杉」とよぶ一本の古杉の育生し

 ている舌状台地で、主郭に当る削平地の南側

 を高さ約1m、長さ6mの土塁と空掘で仕切

 り、北側にテラス状の削平地があった事が伺

 える。只、近くに楯山と称ぶ160mの山と、

 その山麓の地に楯前の地名もあるので、楯の杉の地、烽火台跡とも推測できるところである。

 (佐藤春吉)

しんどうたてたかたて

 進藤楯(高楯)464-002

所在地平田町大字中野俣字高楯

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『平田町
参考文献

 史』『日本城郭大系3』

概要

 北庄内から最上郡真室川町に越える胎蔵山

 峯越道の要所にある。「進藤楯」とよばれるよ

 うに、慶長年間、最上義光の重臣で酒田亀ヶ

 崎城主志村伊豆守の執事進藤但馬が構えた跡

 となっている。

 略測図に見るように148mの東部山頂「高

 楯」は見張所と推測。それより西方峯続にあ

 る「殿屋敷」の地に、主郭、土塁、空堀、井

 戸跡等が確認できる。また、近くの旧家に進藤但馬のものとする甲冑、馬具、太刀がある。

 (佐藤春吉)



たざわたてあらかわたてつきたて

 田沢楯(荒川楯、築楯)464-003
 所在地平田町大字田沢字丑ヶ沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃余理』『飽海郡誌』『平田町史』『日本城郭大系3』
参考文献

概要

 田沢楯は、庄内から最上郡へ通ずる坂本越え街道を押える、標高94mの河岸に位置している。主郭

 は南北約200m、東西約60mの規模を持ち、その中央には約10m四方の土壇がある。この土壇は、櫓

 台跡なのかそれとも別の意味を持つものなのかは不明である。

 主郭西方は急崖ではあるが、7段の腰郭を配している。東方急崖にも削平地が認れられ、主郭から北

 に伸びる尾根上の2条の空振をはさんで、小規模な腰郭をともなう副郭がある。

 副郭上には、土地の者が「神社様」とよぶ小さな祠がある。

 楯の西方、急崖の降りた谷間には水量も豊富にあり、根小屋々敷があった可能性のある台地を認め

 ることができる。

 田沢楯は、築城年代、築城者も不明であるが、天正16年(1589年)庄内十五里ヶ原の戦いで庄内を

 支配下に治めた越後の上杉景勝の臣、荒川義次なるものが田沢楯々主になっている。これは当然最上

 軍に備えての事であるが、この者は天正18年に大閤検地に反対する庄内地侍の一揆勢にて討死した

 事は地方史に見られる。また、平田町史にも荒川氏の子孫荘内酒井氏に仕え、鶴岡に住しており、明

 和5年(1768年)の田沢楯跡費渡し記録に知ることができる。(佐藤春吉)



もとみやだていしばちやま

 本宮楯(石鉢山)464-004
所在地平田町大字北俣字石鉢山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃余理』『飽海郡誌』『日本城郭大系3』
参考文献

概要

 標高94mの石鉢山の山頂、東西63m、南北30mの主郭を中心に南と東に土塁が廻り、北西部分に

 及び南西部分虎口が認められ、枡形状であるとともに、馬出状の削平地が付属する。

 主郭を巻くように、東から南に空堀がある。また、北側には4条、南側には3条の畝形阻障が確認

 され、そしてその南と西には腰郭と思われる削平地がある

 東側には空堀をはさんで副郭あり、一部に石垣遺構及び棺台と思われる場所がある。

 「本宮楯」の地、石鉢山とあるのは、台上に石鉢を伏せた形からといい、丘陸先端にある「本宮楯」

 の背後東方峯続きは、阿部氏の本拠鹿島磐井出楯に連なり、その間には、人手を加えたとおもわれる

 空堀、削平地が数ヶ所見られる。

 『筆濃余理』等に、「本宮楯、本宮にあり楯山と字す形跡尚存せり。また佐藤則清これに住すと、年

 代事歴詳かならず。」と見られる。

 本宮楯一帯の山地(杉林)所有者阿部家は旧家であり、主郭南隅に祀る小社八幡神社は阿部一族が

 守ることとの家訓もあると聞き、この楯中世に修験の山として栄えたと言う鷹尾山吉ヶ沢出口に構え

 ていることも考慮に入れて、今後の調査を進めたいところである。(佐藤春吉)



いわいでたてこづちがじょう

 磐井出楯(小槌ヶ城)464-005
所在地平田町大字北俣字岩代

 築城者安倍(阿部)良輝

 築城時期天文2年(1533)

 史料及び『筆濃余理』『飽海郡誌』「安倍系
参考文献

 図」『日本城郭大系3』

概要

 康平年中(1058年)前九年の役が終わった

 時代奥州、磐井五郎安倍家任の一族阿部盛任

 親子が出羽に遁れきて、鷹尾山別当宝蔵寺に

 入り、子孫安倍良輝の代に鹿島小槌ヶ山々麓

 に磐井出楯を築いた。そして天正19年(1591

 年)に、上杉景勝の臣志田修理に攻められ、

 時の楯主安倍頼尚は秋田仙北に通れたとい

 う。標高75mの小段丘地南端に櫓台跡、櫓台

 下に虎口、北側及び西側に土塁が確認される。主郭は現在畑地となっている。  (佐藤春吉)

かわちじょうやまたてじょうやはたもり

 河内城(山谷楯、八幡森)464-00(

 所在地平田町大字山谷字三ヶ沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『松山舎随
参考文献

 筆』『平田町史』

概要

 飽海郡の東部、南北に連なるほぼ中央に当

 る中世修験の山、鷹尾山から南西峯続きの、

 標高40mの舌状台地を河内城とよんでいる。

 台地南寄りに主郭跡、主郭のすぐ東側に自

 然に手加えたと推測できる大きな空堀、櫓台

 跡も認められる。

 主郭北寄りの台地から、時代考証の手がか

 りとなる南北朝時代のものと推測され刀剣と

 古銭の入いった合甕が発見されている



ならはしたてたての

 楢橋楯(タテ野)464-007
所在地平田町大字楢橋字大柳

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『平田町史』
参考文献

概要

 北庄内平野の東部に連なる出羽丘陵が相沢川で途切れる右岸の標高96mの舌状台地を、タテ野と

 よび楢橋楯跡と推定している。『飽海郡誌』には「楯主名詳かならずも、往事百貫を領せし豪族住しと

 いうも年代事跡について知ることはなし。」とある。楢橋村に祀る薬師瑠璃光如来像台座に「秋田実

 績」とあることから、近世初頭まで鷹尾一山を支配したという、鹿島磐井楯主の安倍(阿部)一族と

 の関連も考えたいところである。(佐藤春吉)

 一54一



やまたて

 山楯464-008
所在地平田町大字山楯字北山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『出羽国風土略記』『荘内要覧』『筆濃鯨理』『荘内考古資料四』『飽海郡誌』『平田町史』『山
参考文献

 形県埋蔵文化財調査報告書第172集』「山楯雑考」

概要

 庄内をほぼ一望できる飽海郡の東部、南北に連なる出羽丘陵の一角標高75mの台地にあり、東西

 138m、南北80mの主郭を中心に西に向って二本の尾根が延び、その尾根上に曲輪が多く点在してい

 る。

 南面は斜度の強い地形となっているが、北西面は比較的ゆるやかな斜面で、空堀、腰郭、縦堀群や

 曲輪、井戸跡も確認できる。平田町内としては最大級で、中世城館としての形も整い残っていること

 と、平成3年鳥海南麓開発事業による農道施設に伴なう発堀調査で、10基の土壙や珠州焼、越前焼、

 唐津系陶器、朝鮮陶器皿、中国製青磁破片などが多く出土したことから、山楯の時代を推測する手が

 りになるものと考える。

 「山楯」についても資料は少く、飽海郡誌等に「山楯々跡、山楯組大庄屋々敷の後方にあり登臨すれ

 ば、南西一帯の地勢歴々指草すべし。土人は庄司四郎兵工尉の楯なりと…最上郡沼平城主東海林隼人

 助成盛の子三郎兵工尉宗長、四郎太夫政成あり。天正16年1588年干安の役に赴し、武藤義興のため

 回復を計り、諸処に転戦し当楯及び朝日山城に立て篭もり抗せしも後援続ず終に最上郡に退くとい

 う。」とある。(佐藤春吉)



さごしじょう

 砂越城464-009
所在地平田町大字砂越字楯之内

築城者赤松石黒殿

 築城時期久寿元年(1154)

 史料及び『出羽国風土略記』『筆濃鯨理』『飽海郡誌』『砂越史話』『日本城郭大系3』
参考文献

概要

 砂越城の歴史について『砂越史話』小林伊一著によれば、久寿元年(1154年)播磨国の豪族赤松氏

 の三男石黒殿、砂越に居城を構える。文治6年(1190年)鎌倉幕府、源頼朝の命をうけた砂越氏が出

 羽郡司として補任されて、砂越城主になった。(武藤輝平代官)。永享3年(1431年)砂越氏の出した

 安堵状、大河渡文書が残っている。嘉吉3年(1443年)一揆によって砂越城落城の事あり、この後に

 斯波氏の一族が砂越城主となる。文明10年(1478年)砂越城主砂越氏雄京都に上り、将軍足利義尚に

 謁っして飽海郡を領し、信濃守の任官名を名のる。永正10年(1513年)砂越氏雄、大宝寺城(雇同)

 と戦い敗れ、大宝守より武藤氏雑が砂越城主となる。天正16年(1588年)千安の戦いおりに、越後の

 本庄繁長に攻められ庄内勢大敗し、砂越氏は青沢に退き、後に奥州三春城主秋田安房守に仕え、その

 子孫は今も三春に住すという。その後、砂越城は越後上杉、山形最上氏配下となるも、元和3年

 (1617)に廃城となる。

 平成3年砂越城跡実測図面によれば、土塁内総面積6,885平方㎡、中央北寄りに祀られている諏訪神

 社が本丸跡となっている。(佐藤春吉)
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 4.庄内南部地区の中世城館の分布と特徴

酒井英一

 1.城館祉数・分布・立地

 庄内地方南部における中世城館祉数は165箇所を数える。悉皆調査であるため、調査員によっては

 江戸時代の水帳まで目を通して城館玩に関わる地名等を拾いあげたものもあり、新発見の城館趾は相

 当数にのぼる。因みに昭和49年度～51年度に実施された山形県内埋蔵文化財包蔵地分布調査に基づ

 いて遺跡として登録された庄内地方南部における城館堆は100箇所であるので、6割強新たに発見さ

 れたことになる。この165箇所という数は山形県全体の約13%にあたる数値である。

 次に市町村別に、そして主郭部の占地状況別に城館玩数の表を掲げておく。

 第1表庄内地方南部における城館玩数(市町村別・占地状況別)

          山丘平地

          ＼画地状況別、市町村名＼＼ABCDEFG不明計
          温海町102113

          朝日村918119

          櫛引町21113

          鶴岡市32121242121479

          羽黒町4913

          藤島町178

          三川町33

          余目町99

          立川町42118

          計551629425216165

 〔占地状況凡例〕A:山頂B:山腹(山中、尾根)C:丘陵先端(台地)D:独立丘陵
 E:河岸段丘F:平地G:砂丘

 この表から読み取れることは総数の約32%が平野部など平地に立地する平城であり、山頂や山腹に

 立地する、いわゆる山城は約43%に達し、丘陵先端部や舌状台地、独立丘陵の20%を合わせた62%が

 山地や丘陵に立地している。その山丘に立地しているものが温海町、朝日村、鶴岡市、立川町で特に

 高比率となっている。そして、その山丘でも約半数の52%が山頂部に立地し、次に丘陵先端部・舌状

 台地上が約27%という数字の占地状況の特徴を指摘できる。更にはこの摩耶山塊や狩川丘陵の分布を

 みても東西方向や南北方向に流れる河川ごとにグリーピングができ、その水系と密接に関わっている

 ことも知ることができる(酒井英一「摩耶山地の中世城館跡分布」『総合学術調査報告摩耶山』山形県

 総合学術調査会1992参照)。

 庄内地方南部における主要街道は不明な点が多いが、「正保絵図下図」(致道博物館所蔵)を参考に

 すれば、庄内地方南部南半の摩耶山塊にある街道(小国街道、浜街道、大鳥街道)及び六一卜里越街道

 のほかに街道名は不明であるが、加茂大山街道、鶴ヶ岡から羽黒山に行く羽黒街道、そして大山より

 北方向に海岸線に沿って走り、最上川河口を舟で渡って酒田亀ヶ崎へ至る街道、鶴ヶ岡から細谷、藤

 島、狩川、清川、立谷沢川を少し南下してから対岸に渡って最上の方に行く街道の8本が主要街道で
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 はないかと推測できる。(但し当絵図作製が戦国末期から半世紀以上も経ち、しかも慶長9年には家康

 が主要街道に一里塚を置くよう指示するなど街道の整備をやっているためこの8街道が間違いなく中

 世における主要街道であるという断定は避けておきたい。)

 その他にこの下図にも描かれている、鼠ヶ関、加茂、酒田の3っの主要「湊」、由良、三瀬、温海な

 どの「間」、そしてこれらを結ぶ海の道も忘れてはならない道であり、河川道も重要な交通路である。

 これらを念頭において分布をみると、街道、海・河川沿いに分布し、特に小国街道の田川湯田川地

 区、浜街道の三瀬中山地区では特に集中してみられる。山地・山岳部から平野部に出る際が特に重要

 な地点であることを改めて指摘することができる。

 次に主郭部と付近の現集落もしくは現道路面との比高差を地図上より調べ(正確さには欠けるが)

 占地状況を併せてまとめてみるとてみると第2表のようになる。

 第2表庄内地方南部における中世城館堆の比高差

          占地状況別比高差山丘平地          ABCDEFG計
          (a)Om152154

          (b)1m～10m628

          (c)11m～30m112215

          (d)31m～50m143210

          (e)51m～100m308644

          (f)101m～200m202224

          (9)200m以上314

 E一(b)、F一(a)の単郭式のものの中には鎌倉期の痕跡を残すものをあり注意を要する。A～Dの山丘

 に立地するものを概観してみると、特例もあるが、複雑な構造をもつ城館や山頂部の両端を堀切りす

 るだけの単純なものなど立地と構造から見ると、45～50m辺りをメルクマールとして、それ以上の比

 高差があるものの大半が戦国期のものでないかと考えられる。しかし、比高差が大きいものでも人工

 的改変が小規模で堀や曲輪の削平が未完成なような立谷沢流域に点在する城館肚などは、南北朝期の

 14世紀代まで遡るものもあると考えられる。

 2.中世史と城館玩

 次に先学によって史料から認識されている庄内南部の中世史と主な城館趾との関連をみてみる。

 「吾妻鏡』に記載されている文治5年(1189)源頼朝の奥州平泉藤原氏征討のときに出てくる田川太

 郎行文の一族は、小国街道沿いの鶴岡市田川に拠点をもっていたことは、当地域所在の遺跡や遺物、

 文化財などからみて疑いないことであり、この田川氏の居館「田川館」は、現在の田川小学校敷地と

 みられる。以前に一部土塁などがみられた方形単郭式の居館であろう。

 奥州平泉藤原氏滅亡後、鎌倉武士の新たな所領の分与による東北進出が盛んとなるが、「余目城」と

 関連する土肥実衡、地頭職に補任されている大泉(武藤)氏平、武蔵に本拠をもっていた「余目館」

 の安保氏、藤島の「平形館」の平賀氏など、在地の土豪とともに土着した鎌倉武士の名もみられるが、
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 これらの居館は僅かの痕跡しか残ってなく、堀と土塁による方形の区画が考えられるが、今調査では

 不明な点が多い。

 南北朝期にはいると、当地でも南朝北朝の対立が激しさを増し、建武2年(1335)には出羽守葉室

 光世が「藤島城」を拠点として武藤氏や安保氏の北朝方と争うが、興国5年(康永3年、1344)には

 北朝方の攻略で藤島城は落城する。この藤島城は、現在一部の堀と土塁が残っているだけで宅地や県

 立庄内農業高校敷地となっているが、今まで6次の発掘調査の結果、出土した珠洲焼、越前焼、瀬戸

 焼、青磁や染付の輸入陶磁器の遺物の年代からみると15世紀から16世紀末頃までの所産が主体を占

 めるという報告から、藤島城は室町期、戦国期の方がより実機能していたと考えられる。

 正平3年(貞和4年、1348)出羽国に入った北畠顕信が「立谷沢城」に拠り、正平6年(観応2年、

 1351)には守永親王を奉じて兵を田川郡に挙げるほど、一時南朝方の勢力も強かったが、正平11年

 (延文元年、1356)には武藤氏などの北朝勢が制覇している。この立谷沢城の所在については、従来よ

 り諸々の擬定説があり、今調査でも確定することができなかったが、私見ながら構造・規模などから

 「倉手山」を中心として木の沢域や科沢楯などを含めた全体を立谷沢城と称していたのではないかと

 私考している。

 室町期の15世紀半ばの宝徳2年(1450)最上探題が庄内妙味水之城を攻め損じられ、生捕られた

 り、寛正3年(1462)には大宝寺城主武藤淳氏が出羽守に任じられたという事項が散見できるが、こ

 の「妙味水城」は鶴岡市下清水にある出張坂城、栗館を指しているとみられる。残念ながら出張坂城

 は現在工業団地に造成されて、遺構などは消滅している。また、「大宝寺城」は近世の鶴ヶ岡城の全身

 と考えられるが、確証はない。

 戦国期に入ると、武藤氏と川北の砂越氏との対立が激しくなり、天文元年(1532)には大宝寺内が

 攻撃を受けて亡処となり、それをきっかけとして武藤氏は平城の大宝寺城から鶴岡市大山の平山城で

 ある「尾浦城」に移り、この城が近世初頭まで主要拠点として機能することになる。現在の大山公園

 である。その当時、藤島城には土佐林氏が割拠している。天文年間の出来事からは武藤氏と新潟村上

 城の本庄氏との強い結びつきが伺え、永禄・元亀年間には武藤氏が上杉氏に和を願ったり、土佐林氏

 が武藤氏に反抗したり、謝罪したりするなどしている。天正11年(1583)武藤義氏の将であった前森

 蔵人が裏切って最上義光に内通して尾浦城を攻撃し、義氏は自刃、更に義光は天正14・15年と庄内に

 攻め入り、一旦は手中に収めるが、天正16年(1588)には上杉景勝の支援を受けた武藤・本庄の連合

 軍によって十五里ヶ原の戦で最上勢は大敗、のち庄内は近世に入ると上杉氏の所領となるが、慶長5

 年(1600)最上義光は再び庄内に攻め入り尾浦城を落城させ、元和8年の改易まで最上氏が庄内を封
 じている。藤沢館、関根城など複雑な構造をもった、しかも規模の大きな山城は間違いなくこの戦国

 期に築城整備されたものと考えられる。

 3.特徴と問題点

 城館趾の構造的特色は、個々の調査報告に委ねて、ここでは二三、気が付いたことを記しておきた

 い。

 第一は、城館玩からみて脇街道と考えられるものも主要街道と同等の機能を果たすものがあったと

 考えられる。例えば、越後から庄内に通じるルートは鼠ヶ関を通る海岸沿いの浜街道、それに越後小
 俣～堀切峠～小名部～小国～木野俣を通る小国街道が主要街道と考えられているが、越後雷～雷峠～
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 関川～越沢～木野俣というルートも重要な街道として使われたであろう。また、この温海町の越沢か

 ら摩耶山北側を通って朝日村の倉沢に抜けるルートもある。これは越沢にある楯の平館、倉沢にある

 倉沢館の遺構構造の防御方向からわかったもので、共に摩耶山を挟んで対峙する方向に造られてお

 り、どちらからも摩耶山の登り口を見通す要所となっている。第二は放射状空堀・クシ歯状空堀とい

 う全国でも類例のない特異遺構がみられるということである。これは城館趾が集中してみられる田川

 地域にある石堂山館、藤沢館、七日台館にみられるもので、石堂山館では、馬の背状山頂の主郭部の

 両端を巨大な堀切で切り、その中をクシ歯状の如く2～3m幅で等間隔に並立して空堀が刻まれてい

 る。藤沢館では三角形の主郭部の縁辺直角に約3m間隔で空堀が規則正しく刻まれており、全体から

 みると放射状を呈している。七日台館でも放射状の畝状竪堀や主郭部の尾根上が2m間隔でクシ歯状

 に空堀が刻まれている。この遺構の性格について「近世の破却の跡の可能性」(村田修三編「図説・中

 世城郭事典』)の意見もあるが、あまりにも規則正しい普請であるため後世の何らかの生産に関わる遺

 構とは考えられないだろうか。第三は海の道、海の交通路に対する備えの城館があったことを指摘で

 きる。海運は陸運よりもさまざまな物資を遠くから大量に運ぶことができる手段として重要であり、

 その証左として庄内地方にも他地域で焼かれた中世陶器がだいぶ流入している。例えば能登半島の珠

 洲焼の叩き壺が温海沖で漁網に引っ掛かって見つかった例や中世の遺跡から多くの珠洲陶や備前・瀬

 戸で焼かれた製品が出土している例などは海上輸送による輸入品と考えられる。その海路に対する、

 また「湊」や「間」に対しての城館玩が今調査で初めて見つかっている。加茂湊の南西方向の標高80

 mの山頂部にある館山館、由良問の北端にある十二山、由良小学校の由良館、堅苔沢の十二館や摺鉢

 山館など、海に向かっての城館であり、物見台や海岸の守衛所として役割を担っていたとみられる。

 第四は新潟県北部の岩船郡に存在する小規模、中規模の城館と当地域の城館と、その造りが似通って

 いることである。堀切の使い方や細長い尾根に段々をつけながら繁げていく手法など、山頂部の使い

 方、帯曲輪の置き方など類似性をもったものがあり、歴史的にみても武藤氏、本庄氏との関係を考え

 れば当然のことといえよう。

 以上、アトランダムに特徴をあげることができるが、鶴岡市の鉢巻山館や羽黒町の蝦夷館のように

 山頂を一重の空堀と土塁で囲む小規模な館量、いわゆる「鉢巻式山城」の時代的性格的問題や金峰修

 験、羽黒修験と城館との関わりの問題など、今調査を踏まえて考えていかなければならない課題も多

 い。

 一62一
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 つるがおかじょう(だいほうじじょう)

 鶴ヶ岡城(大宝寺城)203-001
所在地鶴岡市馬場町

築城者武藤長盛

築城時期室町期初期

 史料及び『筆濃蝕理』『大泉紀年』『荘内物語』「直江兼続在番宛行状」等
参考文献

 『鶴岡市史上巻』『出羽諸城の研究』『日本城郭体系3』『角川日本地名大辞典6』『日本歴

 史地名大系6』『復元大系日本の城1』

概要

 現在の鶴岡公園が鶴ヶ岡城の本丸1と二の丸nに当り、水堀Aと土塁Bの一部が原形を停める。大

 宝寺城と呼ばれていた中世の城域は詳らかでないが、後世の本丸1が標高17m・比高3mの微高地で

 あるところがら、この地に擬定される。当時は、赤川が乱流し深田がとりまく天然の要害であったと

 見られる。酒井氏時代の城は、三重に水堀と土塁を巡らした方形の輪郭式平城であった。城門として

 は、角馬出の大手門(イ)、外枡形の西門(ロ)、馬出曲輪の内北門(ハ)と外北門(二)、枡形の中の

 門(ホ)があり、また三の丸には虎口が11ヵ所あって「十一口木戸」と呼ばれた。建造物としては、

 本丸1の殿舎を中心として、二層の隅櫓(へ)(ト)、多門櫓(チ)、御城稲荷社(リ)の外、多くの武

 具土蔵や馬場があった。

 大泉荘の地頭に任ぜられた関東御家人・大泉氏平の子孫の武藤長盛の築城と伝わる。戦国時代末期

 に武藤(大宝寺)氏は、居城をここから尾浦城に移している。太閤検地反対一揆では一揆勢に占拠さ

 れたが、鎮定後に越後侍衆が在番。慶長6年(1601)庄内を併合した最上義光は、ここを隠居城と定

 め、鶴ヶ岡城と改称した。元和8年(1622)庄内13万8千石を拝領した酒井忠勝の居城となる。酒井

 氏は新たに三の丸を設けて城下町を整備、その後12代・250年にわたってこの地を統治した。

 (秋保良)



 たかさかだて(たてやま)

 高坂館(楯山)203-004
 所在地鶴岡市大字高坂字杉ケ沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「筆濃鯨理」「筆蝕付録追加巻三」「荘内要覧」「道程記」「御国目付へ差出候書付」「義光記」
参考文献

 「高橋家系図」など

 『黄金村史』『出羽諸城の研究』

概要

 金峯山の北麓、高坂の集落へ突出た標高60m、比高差40mの高台。全体がL字型を呈し、同形の尾

 根道1の両側に一段低く曲輪H～VI、南端に副郭辺を設ける。東麓の虎口αには、町並より一段高く

 「館の家」と呼ばれる屋敷がある。搦手口(b)は北麓にあり、階段状の小曲輪や物見台、らせん状登

 路が残る。西の山続きには標高82m(比高62m)の詰めの城皿D【がある。ここは楠公廟の前身・金沢

 堂の跡で、周囲に帯(腰)曲輪を巡らし、尾根続きを掘切A～Dで遮断する。皿からは館の全景と丸

 岡・松根方面、D【からは大山・鶴岡方面が各々一望でき、眼下に中世の六十里越街道が走る。南麓の

 洞春院は、川添から移されたと伝わり、三方を山に囲まれたこの地は居館跡か。小字を楯の下という

 高坂の集落には、「下楯小路」「町通り小路」などという細い丁字路や鉤形路が残る。東方の金峰街道

 添いには「古楯」「古町」の地名がある。尾根づたいに金峯山へ登っていく途中には「高楯(玉谷台)」

 の跡が残る。館主は武藤氏の家老・高坂中務と伝わる。天正13年に上杉軍から攻滅され、その遺領は

 小国猿黒丸(後の高坂左衛門)に与えられた。(秋保良)



たにさだだて

 谷足館203-005
 所在地鶴岡市谷定字楯の前

築城者不明

築城時期不明

概要

 母狩山の東麓、谷定に「楯の前」という集

 落がある。館があったという伝承はないが、

 龍雲寺の裏手の標高70m・比高20mの丘陵

 上(現在柿畑)に屋敷跡かとも思われる個所

 がある。北側が物見台と思しき高み、南側が

 正方形の削平地1で、その西と南に空堀のよ

 うにも見える低地が巡り、東側に一段低く長

 方形の削平地皿が広がる。北方500mには金

 谷館、東方600mには「馬場」という地名が

 ある。従来谷定館は、ここから800m西手の

 山間部に比定されてきたが、館跡の伝承も遺構もなく、むしろ古四王薬師の跡と見るのが妥当か。

 (秋保良)

かなやだて

 金谷館203-007

所在地鶴岡市大字金谷字大沢

 築城者(押切某)

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び「一燈談」「筆鯨付録巻六」
参考文献

 『金谷城』

概要

 母狩山の東麓、金谷集落の北、農協集荷場

 から柿畑にかけての一帯に喬つた平城。明治

 34年の地籍図から、水堀を巡らし、東南に虎

 口がある長方形の館跡が確認できる。その規

 模は竪96m、横86m、堀幅9mと伝わる。「た

 ての内」の地名があり、何度か古銭が出土し

 ている。見晴らしがよく、東方には赤川の川

 跡を示す地名がある。背後には、長滝へ通じ

 る山越道があった。館主は武藤氏の家臣・押切某で、最上勢と戦って討死した。  (秋保良)



おりはしだて

 折橋館203-008
所在地鶴岡市大字中橋字折橋

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』
参考文献

概要

 鶴岡市の南、高坂城と丸岡城のほぼ中間地

 点に位置する平城。館跡は折橋集落の西の畑

 1で、標高22m・比高0.5mの微高地。東南

 隅aに高さ0.5mの土塁の痕跡が残る。近年

 まで東側を流れていた関口堰A、「半ど作り」

 という田Bは、水掘の跡と伝わる。館跡に

 は、藤の老樹の下に「お城稲荷」イを祀る。

 (ロ)には館主の氏神・山王社があった。また

 (ハ)からは名水が湧出ていたという。(二)を「町田道」という。  (佐々木七郎)

いしどうやまだて

 石堂山館203-009

所在地鶴岡市大字湯田川字岩清水

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃饒理』「御国目付へ指上帳」
参考文献

 「長福寺縁起」

 『田川温泉誌』田川湯村「村誌」

下田弥一郎史料

 『図説中世城郭事典』

概要

 湯田川と田川の中間に聳える標高164m・

 比高140mの山頂部。周囲に断崖を巡らし、

 眼下に越後へ通じる大日坂の旧道が走る。

 この館を特徴づけているのは、平坦部を埋

 め尽くすように設けられている36本の畝状

 空堀(一部縦掘)である。尾根続きと南斜面に薬研堀A～C、鎮台館へ連なる台地上に、両端が二重縦

 掘となった巨大な箱掘Dを設ける。昔は石塚と松の老樹があったというが確認できない。刀やその覆

 輪、陶器が出土している。「石塔山」とも書く(秋保良)



しづめだいだて

 鎮台館(雀台館)203-010
所在地鶴岡市大字湯田川字石清水

築城者不明

築城時期不明

 史料及び下田弥一郎史料
参考文献

概要

 石塔山館の西の山続き、標高140m・比高

 116mの地点に位置する。周囲に断崖を巡ら

 し、南に尾根道が走る広い緩斜面。東は巨大

 な箱掘を隔てて石堂山館と接し、西は尾根を

 下った鞍部に二重堀切を設ける。堀底は湯田

 川から田川へ越える山道に当たる。伝説によ

 れば、源義家軍がここに陣をとって石山館の

 清原軍と戦い、敗れた清原武衡・家衡の遺骸

 を石堂山館に葬ったという。尚石堂山館とは一体の館跡の可能性もある。水帳に見える「たての山」

 はここか。(秋保良)

だいにちざかだて

 大日坂舘203-011

所在地鶴岡市大字湯田川字石田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「湯田川の砦趾」『日本城郭大系3」
参考文献

概要

 湯田川温泉から田川・越後方面へ通じる旧

 道は、峠に大日堂があったことから大日坂と

 よばれている。館趾は標高78m・比高50m

 の大日堂趾の台地1を中心として、旧街道の

 堀割道Aと、3本の空堀(一部は縦堀状)B～

 Dが放射状に伸び、各々の間に大小7つの曲

 輪1～Ⅶが広がっている。窪地状の曲輪孤に

 は「大日堂の御手洗」という湧水地がある。

 1から幅の広い緩斜面を伝い急坂を登ると石堂山館へ達する。尚現在長福寺にある中世の傘塔婆は1

 から移されたものである。(秋保良)



ふかざわだて

 深沢館203-012
所在地鶴岡市大字湯田川字岩清水

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「湯田川古城趾越城に擬す」「湯田
参考文献

 川の砦祉」

概要

 湯田川温泉の西に横たわる丘陵上に位置す

 る。平坦な尾根の途中の標高80m余・比高

 60mの地点で、三方に高さ1m余の土塁を巡

 らした部分がやや窪地になっている。戦前に

 下田弥一郎が注目して、湯田川古城趾群の中

 枢であったが北半分が破壊されたと推定し

 「コの字」と命名した。東の尾根続きには平安

 時代末期の経筒が出土した湯田川経塚と式内

 社由豆佐売神社があり、西の急斜面を登ると石堂山館へ達する。  (秋保良)

 はちまきやまだて(しもやまだて)

 鉢巻山館(下山館)203-014

 所在地鶴岡市大字湯田川字溝ノ沢

築城者不明

築城時期平安期以前

 史料及び下田弥一郎史料「湯田川及び井
参考文献

 岡の砦趾」「湯田川館群」「山形県

 の高地性防御集落遺構について」

概要

 国立養療所湯田川病院の裏手の標高57

 m・比高40mの山。方形の主郭の周囲に帯

 曲輪を巡らし、北側は更にその外側に土塁a

 を盛り空堀状を呈する。東側に続いていた遺

 構は破壊されている。尾根続きには防御施設

 はなく、(イ)は平坦地で、(ロ)は田川太郎

 の伝承がある「ひの先」の高台と馬場山(い

 づれも広い平場)へ山道が続いている。この館は越後方面から庄内平野へ入る咽喉部に位置し、同じ

 ような遺構のある鍋倉館と向かい合っている。

 (秋保良)



 ふじさわだて(しろやま・たてやま)

 藤沢館(城山・楯山)203-016
所在地鶴岡市大字藤沢字荒沢

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『道程記』『出羽国風土略記』「大泉事跡考」「心耕録」「庄内物語書入」「御目付御巡見の記」
参考文献

 「荘内要覧」『筆濃蝕理』下田弥一郎史料

 「湯田川古城趾越城に擬す」『図説中世城郭事典』『湯田川温泉』

概要

 湯田川温泉の東隣・藤沢集落の背後に聳える標高128m・比高105mの山頂に築かれた山城。三

 角形をした主郭1を埋め尽くすように27条の浅い畝状空堀が規則正しく設けられているのが特徴。

 西側の断崖中腹には「ふくろう岩」という洞窟がある。北西に続く尾根は、堀底に更に6本の畝状縦

 堀を入れた巨大な箱堀Bで遮断し、「さらはげ」という物見台を経て、湯田川街道添いの「一本杉」と

 いう高台へ至る。ここは諏訪神社を祀り石垣もあり、大手口であったというが、宅地造成で破壊され

 た。南東の尾根続きは、鞍部に堀切Cを入れる。登路は西側にもあり、集落内の「館の口」「館小路」

 「飛鳥井(御膳水)」へと続く登り道の途中から分岐して、白山神社跡から階段状の郭群皿を経て副郭

 Ⅱから主郭1へ達するようになっている。南斜面には5段の腰曲輪があり、最下段のものは南へ張出

 し、縁部に石塁Dを設ける。北東の山続きには鍋倉館があり、西方には、山頂に同じ畝状空堀のある

 石堂山が望まれる。この館は武藤家の家老中村小太郎の居館であったが、天正14年(1586)に上杉勢

 と戦って落城した。集落を隔てて南には、この時上杉勢が陣をとったと伝わる「陣場」という丘陵が

 ある。(秋保良)



なべくらだて

 鍋倉館203-017
所在地鶴岡市大字藤沢字荒沢

築城者不明

築城時期平安期以前

 史料及び「湯田川古城趾越城に擬す」「湯田
参考文献

 川の砦趾」『山形県埋蔵文化財調室

 報告第96集鍋倉B遺跡』

概要

 鶴岡から湯田川へ行く途中に横たわる標高

 41m・比高17mの舌状台地。山続きの鞍部

 に堀切Aを設ける。主郭1は楕円形で南側

 に虎口ア、縁辺部に土塁の痕跡がある。周囲

 には一段低く空堀Bを巡らす(一部は腰曲輪

 a)。背後が藤沢館に連なっており、「おしも

 屋敷」という別名から見て、その出丸かと推

 察される。原始・古代の遺物も出土しており、有史以来、藤沢城落城まで使用されたと見られる。

 (秋保良)

いのおかじょう

 井岡城203-018

所在地鶴岡市大字井岡字和田

築城者不明

 築城時期(古代)

 史料及び『筆濃蝕理』『大泉村史』「湯田川
参考文献

 及び井岡の砦趾」

概要

 井岡の集落の背後に横たわる標高40m・

 比高23mのなだらかな独立丘陵。この城の

 特色は、中腹をとりまく外土塁の空堀で、今

 もa・bの部分が残っている。更にこれと直

 交して空堀・縦堀・土塁。～iが放射状に設

 けられ、平場や腰曲輪も見られる。山頂の主

 郭1は平坦で、北側(墓地)が緩斜面となり、

 副郭豆に経塚がある。東中腹には古刹井岡寺

 と式内社遠賀神社(岡山より移す)がある。西麓の田を「なみの町」といい、東大門・北大門・大門

 の地名が残る。(秋保良)



 くりだて(たてのやましみずじょう)

 栗館(館の山妙味水城)203-019
 所在地鶴岡市大字中清水字桃木沢・下清水内田元

築城者不明

築城時期不明

 史料及び武藤義氏書状『筆濃鯨理』「荘内要覧」「最庄越軍談」「羽源記」下田弥一郎調査史料
参考文献

 『大泉村史』『清水城址を探る』

概要

 下清水と中清水の間に横たわる標高58m・比高41mの丘陵で、山頂1を楯の山、標高46mの部分

 Ⅱを栗館という。主郭1は、高台を中心として二方に平場が広がり、北斜面に階段状の曲輪a、南斜面

 に腰曲輪bと塩硝貯蔵穴(口)がある。大堀切ABを隔てて各々月山神社と峯竜神社を祀る丘陵ⅢIV

 に続く。これらは物見台と見られ、山腹に腰曲輪や帯曲輪が残る。南山腹は「隠れ里」(ハ)といい、

 戦さの時に女子供が避難した所といわれ、妙見堂と、石つぶての名人大滝八左エ門を祀った石神(地

 神)堂と思われる二つの小祠がある。1から西へ伸びる丘陵の中腹には栗館皿がある。三段の曲輪を

 階段状に配し、尾根続きを堀切で遮断し、その堀底から帯部が巡る。1とHに挟まれた谷間の高台に

 は居館跡と推察される「吉田屋敷」という大庄屋屋敷跡(イ)がある。周囲の山麓には各所から清水

 が湧出ている。集落の西側には水堀が北流し出張坂城に続いていた。元亀2年(1571)土佐林氏の一

 党がたて籠もり武藤氏に抵抗したが全滅。天正15年(1587)には館主の佐藤備中守が武藤義勝を擁し

 て最上軍と戦ったが敗れ、慶長5年(1600)にも最上勢から攻落されている。当時の館主は、栗館が

 板垣主膳、舘の山が田沢某と伝わる。(秋保良)



 でっぱりざかじょう(しみずじょう)

 出張坂城(妙味水城)203-020
所在地鶴岡市大字下清水字水尻等

築城者不明

築城時期不明

 史料元亀2年「武藤義民書状」「平姓本荘氏系図」『筆濃鯨理』「荘内要覧」「庄内領郡中名勝旧
参考文献

 蹟図絵」「老の友」下田弥一郎調査史料など

 『大泉村史』『日本城郭大系3』など

概要

 森の山から庄内平野へ突出た標高30～50m、比高15～35mの丘陵上に築かれた平山城。西麓を越

 後街道が走り、そこに「あら町」「そり町」「堀の内」「堀の外」という地名が残る。山城の栗館と一体

 になって妙味水城と総称された。昭和33年の国道七号線の開墾、昭和44年の鉄工団地の造成によっ

 て消滅。国道添いの切通しの上が現存する唯一の地表面遺構。旧態は明らかでないが、先端部に主郭

 があり、二～三重の堀切を設け、尾根続きに「おすみやぐら」という高台があったらしい。北麓の田

 圃興屋は鉄砲小屋の訛りという。西には「豆腐山」という比高3mの直方体の平坦な丘があり、腰郭も

 見られる。清水という地名が示すように、城中の「塚の水」を始め、各所から良質の清水が湧出る。

 国道開鑿の時に須恵系陶器・墨書土器・宝簾印塔や多くの人骨が出土している。元亀2年(1571)土

 佐林氏一党の反乱拠点となったが武藤義民によって落城。天正15年(1587)には武藤千勝丸(義勝)

 が佐藤備中守を介添として居城したが、最上軍の攻撃を受けて小国へ退去。その後、備中守の家臣大

 滝八左エ門が拠ったが、慶長5年(1600)に落城した。下清水・中清水には、館主やその家臣の子孫

 と称する家が多い。(秋保良)



 しばだて(たてのやま)

 柴館(館の山)203-021
所在地鶴岡市大字上清水字蔵王前

築城者不明

築城時期不明

 史料及び下田弥一郎調査史料
参考文献

 『大泉村史』

概要

 湯田川温泉の北西に聳える馬場山の北端の

 小丘。標高120m・比高104mの主郭1から

 は、周辺の山城や平野部が一望できる。北東

 尾根上と南斜面には階段状の曲輪列があり、

 西の尾根続きは堀切で遮断する。館主成沢備

 前守が立て籠もって戦ったが落城したと伝わ

 り、上清水成沢家には、ここから移した館主

 の五輪塔がある。山谷の小田家は、その家老

 の子孫という。尚南の尾根続きには防御施設は見当らず、そのまま田川太郎の馬場と伝わる馬場山へ

 続いている。また北隣には、森の山という霊場がある。(秋保良)

たがわだて

 田川館203-022

所在地鶴岡市大字田川字高田

築城者田川氏

築城時期平安期

 史料及び『吾妻鏡』「御巡見道之記」「館之
参考文献

 記」「弘采録」「病間雑抄」『筆濃彦

 理』「心耕録」「田川の俘」下田弥

 一郎史料「田川村史」『田川文化』

 「田川太郎の事蹟」

 『日本城郭大系3』『田川の歴史』

概要

 八沢川(大山川)添いに開けた狭い平地に

 位置し、越後から庄内平野へ入ってくる要衝

 の地である。三方に崖を巡らした標高36m

 の河岸段丘上に位置する。大正元年、ここに

 田川小学校が建てられた時、残存していた土塁は消滅。(イ)の「椽側の橋」のあたりが大手口で、御

 堀(泉水)が流れていたという。南東の「馬場」から鐙が出土している。館主の田川太郎行文は田川

 郡司で、平泉藤原氏の郎従であったが、文治5年(1189)源頼朝軍と戦って敗死した。尚字限図によっ

 て居館の区域が推定できる。(秋保良)



たがわじょう

 田川城203-023
所在地鶴岡市大字田川字扇台

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び「弘采録」「庄内巡見記事」下田弥一郎史料
参考文献

 「続郷土調査」『田川太郎に関する考讃』

概要

 蓮華寺の集落の南に聳える標高219m・比高170mの山頂に築かれた山城。越後街道と長滝経由の

 間道の分岐点に位置する。長方形の主郭1から南へ階段状に小郭が連なり、その回りに帯曲輪と二段

 の腰曲輪を巡らす。北の尾根続きを遮断するように薬研堀Aと箱堀BCがある。Bの東端からは2本

 の縦堀が下降、そこからCの堀底へ至る山道があり、それはそのまま最下段の腰曲輪となり、らせん

 状に主郭1へ登っていくようになっている。南斜面には四重に堀切を設け、各々の東端は竪堀、西側

 は腰曲輪となって防御を強化している。堀切Aの北側は平坦な尾根が遠々と続くがとりたてた遺構

 は見当らない。但し東斜面は緩傾斜で下方には平坦地もあり、また西に伸びる尾根上(蛇引山)には、

 階段状の削平地も見られる。一方北へ続く尾根の先端部は円形の平場になっており、二段の削平地を

 ともない、眼下には田川の集落を一望できる。田川館の物見台(のろし台)の役割を果たしていたと

 も考えられる。この山麓は馬場(ばんば)といい馬の鐙や小柄が出土、田川館の鎮守・稲荷社が祀ら

 れていた。また川底から弩(石弓)の弾と見られる多数の丸石が採取されている。(秋保良)



せきねじょう

 関根城203-024
所在地鶴岡市大字関根字堂野入

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』「管窺武鑑(夏目記)」「先亡57騎高名書」(『大泉紀年』所収)
参考文献

 『田川文化』『出羽諸城の研究』

概要

 越後街道に添った上関根集落の北端、八沢川が大きく迂回して山際に突当る桂渕の上の台地1を

 「古屋敷」といい、関根城の跡である。西と北は山が迫り、南と東は断崖を巡らす。階段状の曲輪を上

 りつめた南側に櫓台跡があり、虎口を入った郭内は三段に分かれている。最上段は南縁部に土類を盛

 り、屋敷跡と思しき所もある。渓流を隔てて緩斜面(ア)が広がっており、ここから石器や中世の甕・

 石臼が出土している。急斜面を登りつめた山頂部は、尾根上を整地して階段状に多くの小曲輪が設け

 られている。そのうち北端の主郭IIは、腰(帯)曲輪を巡らし、虎口も残っている。南半分の小曲輪

 群は10段にも達し、その中には土塁状の高まりの周囲に帯曲輪を巡らす形のものもある。四方の尾根

 続きには堀切A～Gを入れ、中でもAは三重堀、またEは畝堀で規模が大きく、堅堀を伴う。居館1

 から八沢川と街道を隔てた東側の中関根(台)の集落は家中集落と伝わり、関所跡といわれる高台と

 橋下館がある。天正16年(1588)越後本庄繁長が侵入してきた時、最上勢はこの城に立籠って防戦し

 たが落城し、城主の樋野左衛門尉は討死した。(秋保良)



いさごだにだて

 砂谷館(たち山)203-026
所在地鶴岡市大字砂谷字向山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』
参考文献

 『田川文化』

概要

 砂谷の北に聳える標高280m・比高120m

 の急峻な尾根上に築かれた山城。主郭1と、

 一段低い副郭Ⅱよりなり、1の北・東縁部に

 は高さ2mの土塁を盛る。両端の尾根続きは

 堀切A～Dによって遮断する。中でもBは堀

 底の両端から下降する竪堀が各々6条の畝状

 FGとなって西方へ続く。Ⅱの北斜面にも特

 異な形をした畝状空堀Hが残る。尾根づた

 いに北東へ70m行くと山越え道があり、その北斜面に水が湧いている。砂谷には、加賀国安宅関守・

 富樫左衛門尉の開村伝説がある。(秋保良)

ながたきだて

 長滝館203-027

所在地鶴岡市大字長滝字沢道

築城者不明

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び『田川文化』
参考文献

概要

 鶴岡市でも最も山奥の現在廃村になってい

 る長滝の山上にある。古くは越後街道の間道

 が通り、また母狩山系を越えて金谷・谷定方

 面に出る山道もあった。標高417m・比高

 137mの急峻な山頂に長方形の主郭があり、

 その両端に堀切を入れる。主郭の一角には方

 形に掘窪めたような所もある。ここからは、

 四方の山並はもちろん、鬼坂峠や遠く庄内平

 野や高館山も望まれる。長滝には佐藤庄司の開村伝説があり、その墓と伝わる円墳や「長者屋敷」と

 いう所がある。(秋保良)



 かもんだて(かもだて)

 掃部館(加茂館)203-028
 所在地鶴岡市大字少連寺字家の前

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

 『田川文化』

概要

 少連寺集落の南の山上、標高150m・比高

 90mの地点に築かれた山城。主郭1は円形を

 呈し、南に腰曲輪a、傾斜の緩やかな北斜面

 に階段状の小郭bを設ける。西縁部には2個

 の堆土と土塁を盛り、その外側に堀切A、二

 重土塁を隔てて堀切Bがあり、尾根続きを断

 ち切っている。山麓には四軒在家という中世

 地名があり、また集落を隔てて黒森館と対峙

 し、東方には大沢館がある。

かねやまだて

 金山館203-029

所在地鶴岡市大字西目字鷲嶽沢

築城者安倍内膳氏次

 築城時期慶長6年頃

 史料及び『筆濃蝕理』「参考安倍系譜」
参考文献

 『俗称地名調査票(上郷の部)』

概要

 荒倉山の山麓・金山の集落内に位置する。

 その場所は安倍長九郎(安倍屋敷)・小松治

 兵衛・同多左エ門・佐藤惣右エ門の4軒が

 建っているあたりと伝わる。以前は「居館座

 敷庭の木」であった松とブナの老樹が聳え、

 各々の根元に安倍氏が勧請した八幡宮と稲荷

 宮の祠があったという。ここは、荒倉一山滅

 亡後、佐渡に逃れていた旧別当安倍内膳が、

 最上領になるや帰郷して居を定めた所で、北隣にはその開基にかかる東源寺がある。その後安倍氏は

 酒井氏に仕えてここを離れた。(秋保良)



ひろはまだて

 広浜館203-030
所在地鶴岡市大字大広字山越

 築城者彊間九郎右エ門

築城時期不明

 史料及び「彊間家系図」『筆濃鯨理』「大泉叢
参考文献

 誌巻117」上郷文化財愛護会『埋

 蔵文化財調査』『上郷の歴史』

概要

 広浜と大谷の間の標高130m・比高108m

 の尾根上に位置する。この館の特色は、主郭

 1の東斜面にある7条の畝状竪堀Cで、この

 うち2本はU字形を呈する。南と西の尾根

 続きは堀切ABで遮断、北へ続く尾根上に

 は、出丸と思しき曲輪ⅡⅢがあり、堀切と帯

 曲輪が確認できる。付近には「十の城」「的

 場」「木戸内小路」「殿林」「殿の沢」という地名がある。館主は武藤氏の家臣で大谷・広浜邑主の軒間

 九郎右エ門。東麓には、広浜の古い集落跡と伝わる「神楽屋敷」や「のらん寺」の跡がある。

 (秋保良)

かぐらだて

 神楽館203-031

所在地鶴岡市大字水沢字沢田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』『出羽国風土記』
参考文献

下田弥一郎史料

概要

 楯川原(中水沢)の水上八幡神社の背後の

 標高52m・比高31mの細長い丘陵上に築か

 れた平山城。越後方面から庄内平野に入る咽

 喉部に当り「四日市」の地名もあり、東に矢

 沢川が北流する。先端部に虎口aと主部1、

 副部Ⅱ、物見台。、土塁bがあり、大掘切A

 の掘底が帯曲輪となって。を取り巻く。西の

 尾根続きには小曲輪と堀切BCが交互に・ま

 た南斜面には腰曲輪が各々設けられている。物見台からは、北は尾浦城から南は田川(城)まで職観

 できる。(秋保良)



 いしやまだて(ほんじんやまつちやぐら)

 石山館(本陣山土矢倉)203-032
所在地鶴岡市大字水沢字四日市

築城者不明

築城時期不明

 史料及び天和2年「御巡見紀行」「庄内物語」「出羽国風土略記」「心耕録」「秋の終夜」『筆濃蝕理』
参考文献

 五十嵐家「家記」「大泉事跡考」「旧新録」「大泉叢誌巻百九」『荘内歴史』『出羽諸城の研究』

 「鶴岡市石山出土の壺」『庄内考古学第14号』

概要

 石山の不二軒という寺の入り口に、越後街道に面して丸山(土矢倉)という山頂の平坦な丸い独立

 丘陵がある。これは、戦さの時に一晩で築いたものと伝わっている。寺の裏を尾根づたいに登ってい

 くと、堀切Aを経て、屈曲路の両脇を堀込んで土橋状にした枡形(ア)に至る。ここから尾根道と堀

 割道に分れ、前者を登ると四段の腰曲輪aがある。その二段目は外縁部に土塁を盛り、更に帯曲輪b

 となって西方に続いている。堀割道は途中から幅の広い登路となり山頂へ至る。標高130m・比高100

 mの山頂は尾根道になっており、北斜面に緩斜面Ⅲが広がる。堀切Cを隔てて郭IVがあり、ここには

 土塁や虎口が見られる。そこから緩斜面を下がっていくと、S字状の盛土やそれと直交する土塁、箕

 状の堀込みなど、意味ありげな遺構が続く。山麓の不二軒の境内nは、階段状の曲輪、腰曲輪と虎口、

 山続きを遮断する箱堀などがあり、平時の居館跡のように見うけられる。この地は、清原家衡・武衡

 軍の陣地で、八沢川を挟んで源義家軍と戦って討死にしたという伝説があり、その自刃の地と伝わる

 所から蔵骨器と思しき珠州焼の壺が出土している。また不二軒は清原兄弟の霊を弔うために建てられ

 た寺と伝わり、その木像を安置する。土矢倉を築く時に埋めた五輪塔も現存する。一説に本庄繁長軍

 の乱入の際の古戦場ともいう。(秋保良)



たてのやま

 楯の山203-033
所在地鶴岡市大字三瀬字越戸

築城者不明

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び三瀬石塚家文書
参考文献

 『豊浦村落史史料第2集』『郷土

 豊浦』『俗称地名調査票三瀬の部』

概要

 水無の東に聳える標高166m・比高136m

 の山頂。浜街道と越戸の旧道の分岐点を扼す

 る。最高部1から緩やかな尾根が北西に向

 かって続き、その両側に緩斜面が広がり、腰

 曲輪や階段状の小郭も見られる。尾根続きに

 は堀切AB、北斜面には堀切Cと竪堀Dを設

 け、また南側中腹に「厩跡」という馬蹄形状

 (イ)の平場がある。館主は武藤氏の家臣で、天正16年(1588)に越後勢の攻撃を受けて落城したと

 伝わる。北麓の「降矢橋」は、その名残りという。(秋保良)

 じょうふくだて(じょうふくいんたてのだい)

 定福館(定福院楯の台)203-034
所在地鶴岡市大字三瀬字殿田

築城者不明

築城者不明

 史料及び『筆濃蝕理』定福院文書
参考文献

概要

 三瀬の集落の南の丘陵上に位置する。館名

 は、山麓にある真言宗の定福院に由来する。

 標高75m・比高50mの主郭1は18m四方の

 方形で、二段の帯曲輪と六段の腰曲輪が階段

 状に連なる。三方の尾根続きは堀切A～C

 (Aは二重堀切)で遮断する。ABの堀底から

 一段低いところに長方形の曲輪nがある。A

 から尾根づたいに南西へ約100m行った標高

 90m位のところに広大な平場がある。ここから木谷地沢館へも連結しており、互いの一帯

 性が推察される。尚三瀬村の水帳には、木戸口・こざいけ・ふる館・中堀・殿田といった関連地名が

 見える。(秋保良)



おおいだて

 大炊館203-035
所在地鶴岡市大字三瀬字横町

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』石塚宗一「古記録」
参考文献

 「相馬系図」

概要

 現在豊浦中学校が建っている標高23m・

 比高8mの広い高台1が該当すると思われ

 る。裏手を17m登ると30m四方の平場皿が

 ある。複雑な階段状の削平地は畑を起こした

 跡と見られるが、須恵器(?)が採取されて

 おり、屋敷跡の可能性もある。(イ)には大庄

 屋相馬氏の墓があるが、その系図にも「新右

 エ門(大炊助力)慶長6年(1601)三瀬城ヲ

 預ル」と記す。山麓には「横町」などの関連地名もあり、南の谷間を上っていくと定福館へ達するこ

 とから、互いの関連性も推察できる。(秋保良)

はたごだい

 旗本台203-036

所在地鶴岡市三瀬字浦田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『気比神社由緒考』
参考文献

 『村勢史郷里豊浦』「遺跡が語る

 三瀬の古代」

概要

 三瀬の集落から降矢川を隔てた北側の標高

 13m・比高6mの台地上に築かれた平山城。

 北東部が突き出した南北70m、東西40mの

 平坦地で、高さ1m・幅3mの土塁Aによっ

 て主部1と副部nに区画されている。豆は西

 側が小高く、東縁部に土塁の痕跡が残る。平

 地から腰曲輪を通ってらせん状に虎口aに

 登り、直進して主部1に入るようになっている。由良越え旧道を隔てた北には気比神社、浜街道を隔

 てた南の山上には定福館がある。(秋保良)



 やびきだて(たてやま)

 矢引館(楯山)203-038
所在地鶴岡市矢引字堰口

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「下田弥一郎史料」
参考文献

概要

 矢引(旧称片貝)の集落の北300mの山間

 部にある標高100m・比高70mの独立峯に

 築かれた山城。山頂1は三段の狭い平場で、

 南斜面に二重掘切を設け、また矢引から宮泉

 寺跡趾を経て三瀬へ抜ける山道「道者道」へ

 続ぐ尾根を大掴切Bで断ち切る。東に続く尾

 根上には十数段の小曲輪が連なる。「隠れ沢」

 の源流に当たる所には、摺鉢の底のような所

 に、断崖を巡らした約1反歩の平坦地がある。三瀬から来た落武者によってこの村が開かれたという

 伝説との関連が考えられる。(秋保良)

じゆうにやま

 十二山203-039

所在地鶴岡市大字由良字村上

築城者村上大膳

築城時期室町期

 史料及び『由良地区石造文化財調査表』
参考文献

概要

 由良の北端にある海岸まで迫った標高85

 m・比高80mの急峻な山。頂上1は、平坦な

 痩せ尾根で、眼下には日本海と由良の集落、

 香頭ヶ浜が広がる。東に続く尾根の鞍部には

 堀切を設け、油戸への通路としても用いられ

 ていた。南山腹(イ)には「十二薬師」、山麓

 には「覚範寺趾」という高台(ロ)、南方の山

 腹には「長者屋敷」という広い台地がある。

 平地(ハ)からは五輪塔・人骨・渡来銭などが出土している。高館山の海岸守衛所で村上大膳という

 武将が居たと伝わる。(秋保良)



 ゆらだて(たてやま)

 由良館(楯山)203-040
所在地鶴岡市由良字道田

築城者小谷津三郎

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び『由良地区石造文化財調査表』
参考文献

概要

 庄内平野から由良に入ってくる地点に位置

 する標高46m・比高35mの独立丘陵。楕円

 形の主郭1を中心として、北斜面に副郭ⅡⅢ

 IVと物見台Vがある。海に面した西斜面には

 頻しい数の腰曲輪が階段状に連なり、平場VI

 を隔てて、燈台が建っている比高5mの郭Ⅶ

 がある。主郭1の東南隅に土塁が残り、その

 下方に小さな堀切が設けられている。東麓四

 には近年まで細長い台地があったといい居館跡と伝わり、付近から五輪塔が出土している。「楯下」

 「たてノ内」の地名がある。(秋保良)

おおやまのさく

 大山柵203-041

 所在地鶴岡市大山三丁目19

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『城輪の出羽柵量及国分寺趾調査』
参考文献

 「大山柵跡の再検討」

概要

 太平山(尾浦城阯)の北東150mの地点に

 位置する。昭和4年に庄内電鉄の盛土採取の

 ため、水田より18m高かったこの畑を崩し

 たところ発見された。通路①の両側に丸太②

 と角柱列③が並び、これと直交して蔓を巻い

 た柵列④があり、東側に高さ0.9～1.5mの土

 塁⑤が走る。その外側には、古くは「御堀」

 が北流していた。井戸も4個見つかっている

 (⑥)。出土遺物としては、陶器・漆器・祝甕の外、建物の存在とその焼失を示す礎石群、焼けこげた

 萱や焼米、炭灰の層があった。この遺蹟は、古代の城柵説が唱えられたこともあったが、出土遺物の

 再検討によって、戦国末期～近世初期の遺構説が有力である。おそらく尾浦城の北門跡と思われる。

 (佐々木七郎)



 おうらじょう(おおうらじょうしろやま)

 尾浦城(大浦城城山)203-042
所在地鶴岡市大山三丁目

 築城者(武藤氏)

築城時期不明

 史料及び「鮭延越前守幼少ヨリノ事ドモ書上」「庄内物語」「大泉旧聞抄」「郷政録」「筆濃余理』「庄
参考文献

 内物語書入」「大山町方井山川野経検地帳」「荘内考古史料」

 『大山町史』「日本城郭大系3』「出羽諸城の研究』「武藤家に絡まる尾浦の史跡と大山」(「鶴

 岡日報』)

概要

 加茂山系から大山の町に向かって東に伸びる太平山(城山)という舌状台地に築かれた平山城。眼

 下を北国街道が走り、背後に高館山と加茂港を控える。昭和8年に大山公園を造成した時に若干改変

 されてはいるが、ほぼ原形を停める。三吉神社の鎮座する標高50m・比高36mの主郭Ⅰは方形で西

 縁部に土塁が残る。北東に向かって階段状に方形の曲輪ⅡⅢが連なり、各々の周囲に腰(帯)曲輪が

 巡り、特に北斜面はそれが三段になっている。南に派生する尾根上には曲輪IVがあり、その北側から

 は昭和12年の道路開鑿時に10個の貯蔵穴(イ)が発見された。南端には小曲輪Vがあり厩跡と伝わ

 る。1から大堀切Aを隔てて西には、古峯神社が鎮座する曲輪VIがあり、東斜面に腰曲輪、南北斜面

 に階段状の曲輪が見られる。西には八幡台又は城番山という高台Ⅶがあり、焼籾や礎石が出土してい

 る。武藤義氏が自刃した新山森については、正法寺裏と両説があるが、この地が有力。西に続く台地

 Ⅷは、公園造成以前は鳥打場という自然の尾根で城域には含まれていなかったというが、Bの部分で

 地続きがとぎれており、ここ(或いはⅧの東端)が堀切であったとも考えられる。そこから尾根づた

 いに160m行った標高74mの地点(ロ)には積石塚と思しきものがあり、経筒や中世の壺が出土して

 いる。中腹の安国寺趾(ハ)との関連も推察される。城への登路としては(二)～(ト)が確認でき

 る。井戸は曲輪VIと先端部にあったという。

 北麓には下池、南西麓には上池があるが、これは江戸時代に用水池として作られたもので、中世に

 は湿地帯が広がっていたと考えられる。東麓と南麓には「御堀」と内川(陣屋川)が北流し、二の丸・

 三の丸の水堀の役割を果たしていた。「御堀」は寛延2年(11749)までに開田されて二～三十分の一に

 狭められたが、それは字切図によって復元することができる。二の丸跡には「城の内」・「よすま

 堀の内」・「四角堀」(馬洗所、脇に櫓跡あり)・「御坪屋」・「坪の内」・「築山道」・「御堀橋」

 (大手口)、また三の丸跡には「御馬出道」・「桜馬場」・「的場道」・「右京殿橋」(一名笠取橋、大

 手門跡)・「殿町」・「御徒町」・「御中間町」・「御足軽町」といった地名が残っていた。城外の

 「古道」は、かつての加茂街道という。二の丸跡からは、鉄砲玉や焼米、銅製の燈火用具が出土、昭和

 4年には北門と見られる遺構も発見されている。(大山柵を参照)

 戦国時代末期(天文・永禄頃)武藤氏(大宝寺氏)は大宝寺城からここに居城を移し、最上郡や由

 利郡まで勢力を伸ばした。天正11年(1583)武藤義氏は最上義光の誘いに乗った近臣前森蔵人の奇襲

 を受けて自害し城は炎上した。武藤義興がその跡を継いだが、同15年義光の攻撃を受けて落城、自害

 した。同16年越後本庄繁長が庄内に侵入、城代中山玄蕃は防戦叶わず最上へ逃げ去った。同19年検

 地反対一揆が起こった時は、当城に配備された島津淡路守が一揆勢から包囲されたが、主君上杉景勝

 の援軍を得て危難を脱している。慶長5年(1600)の出羽合戦では、最上勢の攻撃を受けて上杉方の

 一86一



 城将松本信濃父子が討死、その後城は山麓に移され同8年大山城と改められた。庄内征圧に功績をあ

 げた降将下次右エ門秀久が1万2千石で当城主となったが、同19年その子次右エ門秀実が暗殺され

 たため、これに代わって最上義光の六男大山内膳正光隆が2万7千石で大山城主に任ぜられた。最上

 氏改易後に入国した酒井忠勝は、正保4年(1647)に七男の酒井備中守忠解に大山1万石を分地した。

 しかし寛文8年(1668)子なく没したため廃藩となり、その遺領は天領となった。尚備中守の居館は、

 三の丸内の西側におかれた。(秋保良)





 たかだて(たかだてやま)

 高館(高楯山)203-043
所在地鶴岡市大字大山字城山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「山本榜屋先祖書上」『出羽国風土略記』『荘内物語』「大泉旧聞抄」「大泉叢誌巻127」『筆濃
参考文献

 蝕理』「くだくだ草」「松倉山観世音之記録」

概要

 大山の尾浦城の背後に聳える標高273m・比高260mの高館山の山頂Ⅰ。テレビ塔ができる前の地

 形は詳らかでないが、やはり削平地が広がっていたと思われる。明らかな遺構は、枡形虎口(イ)、帯

 曲輪a、腰曲輪b、それに山続きを遮断する堀切Bと縦堀Cである。但し(イ)に連なるらせん状の

 登路は途中でとぎれており、工事は未完成に終わったもののようである。水の手としては、北斜面に

 竜神池(ハ)がある。松倉山Ⅱは、周辺部が小高く(一部土塁)、その外側が腰曲輪状の平場になって

 いる。東斜面上(二)に出土五輪塔があり、道路開墾以前は平坦地であった。その北の山腹には、階

 段状の屋敷跡Ⅲがある。縁部に土塁を盛り、最上段には枡形状遺構や屋敷形と思しき微高地、掘割坂

 道、下段に湧水地(ホ)(へ)、中腹に物見台dがある。こうした遺構の南方にぽ、大山から加茂港へ

 越える岩倉越えの旧道が走り、その鞍部Eと湖畔の登り口Dに畝状竪堀が残っている。一方館の北側

 には金沢越の旧道が走る。尾浦城主武藤氏は、ここに一族の法師武者・大滝月弓を置いた。ⅡⅢは寺

 跡で観音森・下山居屋敷・あんこう寺屋敷とよばれていたが、有事の際は互いに一体の施設として機

 能していたと考えられる。(秋保良)



やちだて

 谷地楯203-044
所在地鶴岡市下小中字上谷地

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「元亀2年武藤義氏書状」「菅原政
参考文献

 次覚書」『筆濃鯨理』「荘内考古資

 料」『大山案内記』『大山郷土読本、

概要

 中楯(旧称谷地楯)集落の西600mの田の

 中にある谷地観音の森1が館跡と伝わる。明

 治4年に開田されるまでは一面の谷地であっ

 たと伝わり、湿地地帯を巡らし矢沢川が流れ

 る自然の要害であったと見られる。尾浦城と

 清水城の中間に位置し、近くを越後街道が走

 り、「大町」という地名もある。元亀7年

 (1571年)に土佐林氏の一党の反乱拠点となったが、武藤義氏によって攻め滅ぼされた。(秋保良)

どうじやまだて

 道寺山館203-045

 所在地鶴岡市長崎字花見崎、茨新田字上山朽

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「佐藤太郎右衛門先祖書」『筆濃鯨
参考文献

 理』「砂防林絵図面」「浜中村遺書」

 『西田川郡水産誌』『京田村史』

概要

 文政9年の浜中・下川間の絵図に記されて

 いる7つの「山跡」のうち「楯の山跡」がこ

 れに該当するものと思われる。道寺の南、長

 崎分の標高60m・比高45mの砂山1で、庄

 内平野の全域から日本海までを一望できる。

 尚道地集落の北東にも「たて」(水帳に「楯の

 内」)という所(n)がある。南北に用水池を

 控え、前面に広野谷地が広がる自然の要害であったと見られ、墓碑も出土している。館主は武藤氏の

 家臣・佐藤五郎左衛門広明。落城後、帰農して茨新田・坂野辺新田・広岡新田を開き、道寺の住民は

 浜中に移ったと伝わる。(秋保良)



いまいずみだて

 今泉館203-046
所在地鶴岡市今泉字内山之沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』「庄内萬聞書」
参考文献

下田弥一郎史料

概要

 今泉の西方、潮連寺の裏山で、断崖を巡ら

 した自然の要害。標高40m～70mの緩斜面

 の所々に削平地があり(「長者台」Ⅰ)集石遺

 構が残り陶器などが出土。ここに落人が住ん

 でいたが焼き打ちに会ったと伝わる。標高

 100m余の尾根の一段下には、縁部が小高い

 平坦地が広がり(はちけん台II)埋蔵物伝説

 がある。ここから真正面に望まれる高館山の

 観音台(下山居)も似た形で同じ伝説があり、そこに住んでいた僧侶が慶長年間にこの地(上山居)

 に移ってきたともいう。(秋保良)

きのしただて

 木の下館203-048

 所在地鶴岡市大字水沢字木の下

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 水沢集落の西に横たわる標高65m・比高

 50mの京田山の南端に築かれた砦跡。楕円形

 の主郭のまわりに4段の帯曲輪を巡らし、北

 の尾根続きを三重堀切で遮断する。南側を旧

 浜街道(水沢坂)が走り、そこから登ってく

 る山道がある。向かい側の山は半ば崩されて

 いるが、残存部に削平地や、土塁を伴った枡

 形らしき遺構が認められ、そこから尾根づた

 いに水沢館へ連なっており、互いの関連性が

 推察される。(秋保良)



あかさかだて

 赤坂館203-050
所在地鶴岡市新赤字仏供沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び下田弥一郎資料
参考文献

概要

 金峯山の北麓・赤坂集落の背後に横たわる

 標高36m・比高16mの高台。最高部は尾根

 状を呈し、馬蹄形状に包み込まれた中腹に大

 小の削平地ⅠⅡがあり、南北麓は、古くは湿

 地帯であった。しかし、尾根上の掘割A～C

 が自然地形か後世のものと見られること、Ⅱ

 からは五輪塔が出土し、薬師堂(イ)が古く

 はⅠに建っていて、金峯山の一の木戸といわ

 れてたこと、また雄勝郡の地頭若生時村の二男時貴がこの地に土着、至来寺を建てて薬師如来を祀っ

 たと伝わることなどから考えると、寺跡と見るのが妥当か。(秋保良)

 みずさわだて(たてやま)

 水沢館(楯山)203-051

 所在地鶴岡市大字水沢字楯の下他

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び五十嵐文弥家「家記」
参考文献

概要

 楯の下(今の楯川原)集落の背後に横たわ

 る標高110m・比高90mの山上に位置する。

 南北に細長い尾根上の3っの頂部Ⅰ～Ⅲを階

 段状に削平し、その中間鞍部と尾根続き、及

 び神楽館からの登り坂の都合5ヵ所を二重堀

 切(A～E)で遮断する。尾根道の一部は、中

 央が土塁状に高くなっている。山麓の五十嵐

 家は「楯の家」と呼ばれ、武藤家の上納方司

 役で小楯を構えていたという。東南麓には「四日市」という地名が残る。  (秋保良)



なのかだいだて

 七日台館203-052
所在地鶴岡市大字田川字七日台

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 田川の集落の東に聳える標高105m・比高

 75mの急峻な尾根上に築かれた山城。この館

 の特色は畝状竪堀で、熊野神社が祀られてい

 た主郭1を中心として、北斜面の下り坂の両

 側に30条(A)南の尾根上に10条(B)、そ

 の西側一段下に19条(C)、各々規則正しく

 並んでいる。北斜面には腰曲輪Ⅱ～Ⅴがあ

 り、登り口がらせん状になっており、ここが

 虎口と見られる。南へ続く尾根は、3本の堀

 切Dで遮断されたあと、平坦面が遠々と続く

 が、その途中に、田川太郎の墓といわれている七日台墳墓がある。  (秋保良)

しんざんだて

 新山館203-053

所在地鶴岡市大字堅苔沢字平畑

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「御国目付御廻村御案内書」
参考文献

 『筆濃蝕理』

 『庄内の海岸伝説と由来』

概要

 堅苔沢の国道沿いの海岸にそそり立つ標高

 27mの立岩(1)。ロープを伝ってよじ登る

 と、狭い山頂には新山神社の小祠が祀られて

 いる。ここからは日本海と堅苔沢の集落が一

 望でき、旧浜街道(現国道)を隔てて十二館

 と対峠する。(秋保良)



しょうぼうじだて

 正法寺館203-054
所在地鶴岡市大字大山字都沢

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 武藤氏の菩提寺と伝わる正法寺の裏に横た

 わる標高54m・比高41mの台地。加茂と金

 沢の港へ抜ける山越道で、また高楯山への登

 り道でもある松倉道と金沢道の始発点で、中

 世の宿駅・馬町を控える。南に下池と首洗池

 (ハ)、北に十の沢地があり、更に三方に水堀

 を巡らしていた。主郭1は東側が土塁と空堀

 によって枡形のようになっており、尾根続き

 を堀切ABで断ち切る。曲輪Ⅱの廻りの腰曲

 輪のひとつ(イ)には武藤義民の供養五輪塔

 が立つ。先端部には堀切Cと物見台Ⅲがある。(ロ)は正法寺の中世の寺跡と伝わり、板碑等が出土し

 ている。(秋保良)

 たかだて(たまやだい)

 高館(玉谷台)203-059
所在地鶴岡市高坂字大台

築城者伝安倍頼時四男坂部四郎宗良

築城時期不明

 史料及び「金峯山万年草」
参考文献

 「筆蝕付録追加巻三」

概要

 高坂から金峯少年自然の家を経て金峯山に

 登る尾根道の途中、標高300m・比高276m

 の地点に位置する。尾根道とその支脈によっ

 て囲まれた三角形の削平地1の南端には薬師

 堂の礎石が、また北端には高坂館の水源だっ

 たという「長寿水」の跡が各々確認できる。

 1から北西に続く腰曲輪には2ヵ所に、通行

 を遮るように2っの土塁(?)が設けられて

 いる。尾根上には3ヵ所に物見台があり、南北両端を掘切ABで遮断する。ここは武藤氏が守衛の兵

 士を置いた所と伝わり、高坂氏の葬所(霊屋)説もある。(秋保良)



だいぞういんだて

 大蔵院館203-060
所在地鶴岡市田川字町沢田

築城者不明

築城時期不明

概要

 田川の集落の東に聳える標高99m、比高

 70mの地点に築かれた山城。細長く平坦な尾

 根の先端部に掘切A～Cを入れただけの簡単

 な砦。馬蹄形状の尾根に囲まれた中腹の高台

 Ⅱには大蔵院が建っているが、後年ここへ

 移ってきたものであり、或いは居館跡かとも

 思われる。その南斜面には階段状の腰曲輪が

 連なり、その最上段に土塁に掘切を入れて物

 見台を設けたような所(E)が、また尾根近く

 には竪堀Dがある。この周辺の山々は殆どが大蒲

 館跡であり、それだけ軍事上の重要地点であった。

なかざとだて

 中里館203-061

所在地鶴岡市田川字宮野前

築城者不明

築城時期不明

概要

 中里の集落の背後に聳える標高110m・比

 高90mの峰上に築かれた山城。主部1は10

 ×6mと狭いが、東側に設けられた堀切Aは

 堅堀となって北斜面に下降し、また1の南斜

 面は空堀(堀割り道)となって半周し下り坂

 となる。標高127mの山頂Ⅱへ向う尾根の南

 斜面の登り坂にも同じような遺構がある。Ⅱ

 は見晴らしがよく、周辺の殆どの諸館を見通

 すことができる。中里からここへ登ってくる

 途中には、縄文時代の遺物が出土する広い高台
 がある。山麓を秋田(越後)街道が走っていたと伝わり、「しなの町」「四日市」という地名や、源義

 家勧請と伝わる宝竜神社がある。(秋保良)



おおさわだて

 大沢館203-062
所在地鶴岡市大字少連寺字大沢

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 少連寺集落の東端、熊野神社の裏に聳える

 標高220m・比高150mの急峻な尾根上に築

 かれた山城・この特色は、狭小な曲輪に比べ

 て堀切が多用されていることである。中でも

 Aは各々の堀底に更に畝状の土塁を盛った

 二重堀切で、堀幅の総延長は20mに達する。

 主郭1は階段状に3つの平場に区画され、南

 端に土塁を盛る。尾根のつけ根からは、両側

 が断崖の痩尾根が約100mに亘って続いてお

 り、館跡全体が山系から半ば隔絶された形に

 なっている。(秋保良)

 すりばちやまだて(たてのやま)

 摺鉢山館(立の山)203-063

所在地鶴岡市大字堅苔沢字平畑他

築城者不明

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び「堅苔沢村反別同人為寄帳」
参考文献

 「同村耕宅地名寄帳」

 『小堅地区俗称地名調査報告書』

概要

 堅苔沢と小波渡の間に聳える標高133m・

 比高101mの立の山と摺鉢山及びその南斜面

 一帯。主郭1の東は腰曲輪を伴う尾根を三重

 堀切で遮断する。その東側の山上Ⅱには堅苔

 沢聖徳寺の寺趾と伝わる平場や屋敷形が残

 る。Ⅰの南斜面の谷間を「たて」といい、小

 曲輪群a、帯曲輪、平場Ⅲが階段状に連なっ

 ている。その山陰に当たる、三方を山に囲まれた棚田(イ)を「ふるまち」といい、湧水地がある。

 西には「そば山」の尾根が南北に連なり、海上からは見通すことができない所で、更に山奥には
おちびとぞ

 「落人」「かくれ沢」という地名もある。(秋保良)



かたのりざわだてたてのやま

 堅苔沢館(館の山)203-064
 所在地鶴岡市堅苔沢字渕の上・字宮田

築城者不明

 築城時期〈戦国期〉

 史料及び「小堅地区俗弥地名調査報告書」
参考文献

概要

 堅苔沢のうち、中波渡と大波渡の集落の中間に横たわる標高50m～105mの南北に細長い急峻な尾

 根上に位置する。聖徳寺の裏手には、この尾根を分断する大振切がある。塞の神峠といい、海が荒れ

 た時はここを通ったというが、それより南側の部分を「楯の山」という。尾根上には頻しい数の曲輪

 が連なっており、それらは、弓状を呈する最上段の1(標高150m)、Y字型を呈する中段の皿、道路

 を兼ねた帯曲輪を伴う下段のⅢに大別され、東中腹には、三方を崖に囲まれた平場IVがある。ⅡⅢの

 尾根続きと1の南端の段崖下には、各々掘切B～Dを設ける。谷間には湧水地(イ)(ロ)がある。Ⅱ

 とⅢの西斜面には、階段状の小曲輪郡が見られ、その下を渓流添いに「安土街道」が走る。この付近

 に「まぢ(町力)」「ばば辻」という地名がある。その場所は詳らかではないが、最も奥まった所に広

 がる棚田(ハ)がこれに当るか。海上からは全く見通しがきかない。尾根の最北端には、掘切で断ち

 切られた物見台があり、堅苔沢の集落と日本海が一望できる。(秋保良)



じゆうにだて

 十二館203-065
所在地鶴岡市大字堅苔沢字平畑

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「堅苔沢村耕宅地名寄帳」
参考文献

 『小堅地区俗称地名調査報告書』

概要

 堅苔沢(中波渡)の東に聳える標高75mの

 十二林の山上に位置し、眼下に日本海を臨み

 浜街道(現国道7号線)が走る。楕円形の主

 郭1の西及び北斜面に階段状に腰曲輪を設

 け、山続きを箱堀Aで遮断する。腰曲輪の総

 数は約12段あり、これが名称の語源になっ

 たとも考えられる。南斜面に張出した尾根上

 にも削平地がある。尚先端部から旧浜街道を

 隔てた海岸に新山館という立岩がある。

くろもりだて

 黒森館203-066

所在地鶴岡市少連寺字黒森

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 少連寺集落の北側に聳える標高135m・比

 高75mの嶺上1に位置する。二重掘切で遮

 断した尾根の突端に設けられた27×3mの狭

 小な砦。東斜面には階段状の小曲輪がある。

 西斜面を下っていくと、石積み遺構(?)や

 「馬つくり場」という水が湧出ている広い高

 台Ⅱに至る。集落を隔てて掃部館と対峠し、

 西麓にはシケジケ(四軒在家)という中世地

 名がある。(秋保良)



はししただて

 橋下館203-067
所在地鶴岡市関根字橋下

築城者不明

築城時期不明

概要

 越後街道と中関根(台)集落を隔てて関根

 館と対峙する標高130m、比高70mの嶺上に

 位置する。尾根の突端部に3本の堀切を入れ

 た主郭Ⅰは6×3mと狭い。二段の小曲輪を

 経て下っていくと「三軒屋敷」という箱堀を

 伴う三段の屋敷跡がある。70m南方には関所

 跡と伝わる高台Ⅱ、東方400mの山間部には

 「屋敷平(僧隠れ沢)」という平場Ⅲが広がっ

 ている。戦時の避難場所か。尚中関根の長谷

 川九右エ門家は武藤家の家臣と伝わる。

さかのしただて

 坂野下館203-068

所在地鶴岡市大字坂野下字坂下

築城者不明

築城時期戦国期

概要

 坂野下集落の背後に聳える標高260m・比

 高160mのしし山の山頂に築かれた山城。主

 郭1は楕円形を呈し、周囲に帯曲輪と階段状

 の腰曲輪を巡らす。北と西の尾根続きに堀切

 AB(Aの更に100m北にも堀切あり)、南斜

 面に四重堀切Cを設ける。Ⅰと直交する尾根

 上に副郭Ⅱがあり、西端を箱招状の堀切Dで

 断ち切る。ここは越後方面から田川の渓谷に

 入った最初の砦で、鬼坂峠と、そこへ至る越

 後街道が一望できる。(秋保良)



なかのだて

 中野館203-069
所在地鶴岡市東目字小松沢

築城者不明

築城時期不明

概要

 関根の集落から真正面に望まれる標高170

 m・比高90mの急峻な嶺上に築かれた山城。

 尾根続きを掘切Aで遮断した主郭1は、長

 さ53m、幅4～7mで、0、5mの比高差で5っ

 の小郭に区画されている。北端から急坂を

 下った中腹に平場II、更に下方に平場皿があ

 り、周囲を渓流がとり巻く。堀切Aの南は起

 伏のある自然の尾根が遠々と続くが、直角に

 折れ曲がったところがらは、鬼坂峠に至る旧

 道が手にとるように見える。坂野下館と関根

 館中間地点に位置し、その繋ぎの城(烽火台)とみられる。  (秋保良)

たての

 館野203-070

所在地鶴岡市田川字宮野前

築城者不明

築城時期不明

概要

 田川八幡宮の裏山。源義家がここに陣を

 とって、対岸の石山館にたて籠もる清原家

 衡・武衡と八沢川を挟んで戦ったという伝説

 がある。義家が旗を立てたと伝わる「幡立杉」

 のある「幡の峯」Ⅰは標高90m、比高70m、

 10×10mの狭い平場で、その南斜面に階段状

 に小曲輪が連なる。西下方には平坦な細い尾

 根が160mに亘って続き、沢添いの北斜面に

 2っの平坦地がある。尾根の突き当たりは比

 高差10mの高台IIになっており、40×10m

 の削平地の一角に積石塚(宮の前墳墓)がある。

 (秋保良)



たてやまだて

 館山館203-071

所在地鶴岡市大字今泉字大久保

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「今泉村絵図」
参考文献

概要

 今泉の集落の南側に聳える標高86m・比

 高83mの山頂に位置する。主郭1は、東半部

 が小高い瓢箪形の平坦地で、東屋が設けられ

 日本海が一望できる。南斜面に二段の腰曲輪

 aがあり、また東に続く尾根が最も狭くなっ

 た所(A)には、道路開鑿以前に堀切があっ

 たように見うけられる。西端から少し下ると

 湧水地(イ)があり、そこから尾根づたいに

 北山とよばれる物見台と思しき平坦地Ⅱに達する。3区画に分かれ、中央が小高く、その南縁部が土塁

 状になっている。(秋保良)

しょうりゅうじだて

 青竜寺館203-072

 所在地鶴岡市青竜寺字山ノ内

築城者不明

築城時期不明

概要

 青竜寺集落の南側に聳える標高126m、比

 高100mの土倉山の山頂に築かれた山城で、

 頗る見晴らしがよい。尾根続きを巨大な堀切

 Aで遮断した細長い嶺上は、1m前後の比高

 差で細かく区画され、先端部に小曲輪群a、

 西に分岐する尾根上に堀切Bを設ける。西の

 山腹には高台が広がり、五輪塔群や集石遺構

 がある。青竜寺境内にある文保元年(1317)

 銘の五輪塔もここから出土したものという。

 この館は丸岡城と高坂館の中間に位置し、眼青竜寺館略測図
 下を六十里越街道が走り赤川が乱流していた。  (秋保良)

 一101一



かみしみずだて

 上清水館203-073
所在地鶴岡市大字上清水字蔵王前

築城者不明

築城時期不明

概要

 上清水集落の入り口に横たわる標高40

 m・比高20mの丘陵上に築かれ、北麓には

 浜街道が走っていた。先端部に主郭Ⅰと副郭

 11、腰曲輪a、縦堀Dを設け、尾根続きを3

 本の堀切A～Cで遮断する。このうちBとC

 は堀底道をなし、腰曲輪を伝って郭Ⅲの回り

 を一巡できるようになっている。西麓(イ)

 は、台地が崩されているが、下清水天翁寺の

 寺趾と伝わり、五輪塔片が残る。背後の標高

 79mの山頂IVは平坦で、階段状の小郭を伴い、上清水館略測図

 付近の諸館が一望できる。東方の細尾根伝いに登ると柴館へ至る。  (秋保良)

きやちざわだて

 木谷地沢館203-075

所在地鶴岡市大字三瀬字木谷地沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「俗称地名調査票三瀬の部』
参考文献

概要

 三瀬集落の南外れに聳える標高70m・比

 高50mの山上に位置する。尾根続きを二重

 堀切で断ち切った尾根の先端部に階段状に腰

 曲輪を巡らした主郭1がある。東斜面中腹に

 は、広い曲輪ⅡⅢが階段状に設けられてお

 り、Ⅲの北縁部に木谷地沢経塚(イ)がある。

 この館と定福館から続く尾根が合するところ

 にも広大な平場がある。伝承によれば、この

 辺は喜安寺・覚明院という寺院跡という。  (秋保良)
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 ひしつだて(たてやま)

 菱津館(楯山)203-076
所在地鶴岡市菱津字村上沢

築城者不明

築城時期不明

概要

 菱津の集落の背後に横たわる標高86m・

 比高71mの丘陵上に位置する。昔は眼下を

 北国街道が走り八沢川が流れ湿地帯が広がっ

 ていた。腰曲輪と帯曲輪を巡らした円形の主

 部1を中心として、東と北に向かって中央が

 土塁状になった平坦な尾根が伸びる。前者の

 先端部中段には、郭Ⅱ(神社跡)と腰曲輪が

 あり、後者には堀切はなく、そのまま山続き

 になっている。らせん状の掘割道を登りつめ

 た山頂(標高237m「とこどり」)からは平野菱津館略測図

 部が一望でき、古くは高館山と荒倉山を結ぶ尾根道の中継地点に当たっていた。  (秋保良)

やまぐちだて

 山ロ館203-077

 所在地鶴岡市大字竹ノ浦字荒倉口

築城者荒倉山別当

築城時期不明

 史料及び「参考安倍系譜」
参考文献

 「上郷地区俗称地名調査表』

 「上郷の歴史』

概要

 中世に西羽黒と呼ばれた荒倉修験の根拠

 地、荒倉山にある。竹ノ浦集落の奥の谷間を

 登っていくと平坦な尾根aに達するが、その

 少し下にある削平地1を、地元では山口館と

 いう。尾根上からは中世の荒倉神社跡と伝わ

 る山頂と日本海が一望できる。尾根は堀切A

 を経て150m行ったところで、香頭浜から山

 口へ抜ける山越道と交叉する。この館は別当安倍氏の居館と伝わるが、それにしては極めて狭い。尚

 ここへ至る谷間にには寺跡が点在し、山全体が天然の要塞をなしている。天正18年(1590)の検地反

 対一揆に加担して一山は滅亡したと伝わる。(秋保良)
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たかさかふるだて

 高坂古館203-079
所在地鶴岡市大字高坂字天王原

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

概要

 金峯街道と高坂道との分岐点のあたり

 (1)は、標高21m・比高1～3mの微高地で

 畑が広がっている。ここは高坂館が築かれる

 以前の平城の跡と伝わり、「古楯」「古町」と

 いう地名が残る。中世の六十里越街道もこの

 辺を通っていたと見られる。赤川旧流路に面

 した東側は切岸になっている。洪水で流路が

 変わり館に直接ぶつかるようになったので、

 新たに山城を築いて移ったと伝わる。

 (秋保良)



 しなざわだて(たてのひら)

 科沢館(楯の平)421-001
 所在地立川町大字科沢字東山23

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び「立谷沢城趾NO2』
参考文献

 参考資料立川町の歴史と文化

概要

 楯の遺構は最高所に周囲約150mの細長い

 1郭があり、南北に位置し、前面及び両側は

 70度以上の傾斜が見られ、高さは平地より

 45m以上の砦状となっている。郭の南側に東

 西に幅3mの堀切が見られる。更に堀切の東

 に大小3か所土塁があり、攻めるに困難な砦

 と言える。正平2年(1347)北畠顕信が結城

 顕朝等との戦いに敗れ立谷沢城に拠った。翌3年に又敵軍に包囲され攻められたが、敵将軍松田太郎

 をたおしたことは結城文書より知られている。(秋葉端午)

 きのさわじょう(たてのひら)

 木の沢城(楯の平)421-002

所在地立川町大字肝煎字福地山本

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び「立谷沢城趾NO2』
参考文献

概要

 丘陵端部の館跡で、東西に位置した帯状の

 幾重にも蛇行した細道を高さ50m登りつめ

 た所から土塁があり、30度の傾斜が90mで

 城跡に到着するが、途中2か所に大小の堀切

 がある。土塁は8か所位残っているが状態は

 余り良くない。両端は急な傾斜で登り下りは

 不可能である。丘陵地は直径130m、狭いと

 ころで40m、広い所は100m以上の逆山形に

 なっており、城としては小さいが果たした役割は今でも推測できる。  (秋葉端午)
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くらてやま

 倉手山421-003
所在地立川町大字科沢字西山地内

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『立谷沢城趾調査書』
参考文献

概要

 倉手山の遺跡の状況は、平地より約60mの山の中腹より更に30m登った山頂にあり、南北150m

 の中に構円形80m、45mの盆地がある。正平2年(1347)准后親房の二男で鎮守府の大将軍として、

 奥羽平定の任を帯びた北畠顕信が、結城顕朝等の戦で敗れて立谷沢城に拠ったと言われている。翌年、

 又敵軍のためにこの城も包囲されたが善戦してこれをしりぞけ、敵の武将、松田太郎をたおしたとあ

 る。

 図面に記入してあるが敵が攻めにくい状況にいたる所に堀切が作られており、守るには絶好である事

 は現場で知る事が出来る。過去に調査を実施された方々の話によると立谷沢城は倉手山のみを以って

 は言いがたく、中島、木の沢、科沢を統合したものが立谷沢城であると言われているのも納得出来る。

 現地は積雪の多い地域であり、土塁や堀切、穴等は年々狭くなり、又は浅くなり、廣くなり、つぶ

 れるものありと毎年変形している。

 西には羽黒山があり、攻めるにしても羽黒山を通って倉手山に向かう事は不可能と考えられるし、

 東南北を守るだけでよかったと考えられる。(秋葉端午)



なかじまだて

 中嶋館421-Ol)4
所在地立川町大字肝煎字高森

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「立谷沢村郷土誌』「立川町の歴史
参考文献

 と文化』

概要

 現況は杉林、茗荷畑である。第二次世界大

 戦中食糧を得るため開墾、盛土及び切土し畑

 にした＼め、遺構全体を調査することが困難

 である。但し、遺構の一部と思われる箇所が

 南部にある。(古池部分)

 大字清川より南方約4㎞に中島の集落があ

 り、その東方に聳える高盛山の中腹に位置

 し、集落の南端にある皇太神社南方より、曲

 折の急坂を東に登り、ほぼ平担な中段地が館跡と推定される。北偶に中島沼(長者沼)がある。

 (秋葉端午・柳川泰善)

 まえやまだて(みかざオ)だてこさかだて)

 前山館(三ヶ沢楯ミ小坂楯)421-005
 所在地立川町大字三ヶ沢字前山

築城者不明

築城時期室町期

 史料及び『筆濃鯨理(川南廃城考)』『立川町
参考文献

 の歴史と文化』

概要

 三ヶ沢集落の背後の小高い山頂の平担部に

 2遺構があり、取りまく帯曲輪、空堀及び東

 面は急峻であるが数ヶ所の堀切がある。遺構

 の平担部からは庄内平野の眺望が開け、背後

 地(西側)は添川、羽黒山に通ずる。現況は

 山林であるが、往時の遺構がほぼ残されてい

 ると思われる。伝承では、添川城の梅津中將

 の攻めに小坂小五郎城主(前山城主)がほろ

 ぼされたとある。  (秋葉端午・柳川泰善)
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 はちまんたて(たてだい)

 八幡館(楯の墓)421-006
所在地立川町大字肝煎字大沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び下田弥一郎史料『立谷沢村郷土誌』
参考文献

 『立川町の歴史と文化』

概要

 山陵部の平担地を土塁で四方を堅め、東方

 部を除く三方が急斜面の地形である。平担部

 は一部低地になっている。遺構北面には空

 堀、虎口、馬出がある。明治末期より平担部

 は開墾され畑として活用されてきた。

 大沢川と河内沢の中間に位置し、138mの

 山頂部に遺構がある。

 伝承によれば、坂上田村麻呂の東北征伐ではアイヌを追い払い、又、源義経が参籠した場所ともい

 われる。石川、富山、新潟各県の人が移住した。(秋葉端午・柳川泰善)
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 かりかわじょう(たてやまじょう、あさひじょう、かりかわたて)

 狩川城(楯山城、旭城、狩川館)421-008
 所在地立川町大字狩川字楯山・笠山

 築城者斎藤新九郎(旭長者)

 築城時期南北朝期(建武2年1332)

 史料及び楯山公園高低測量図、平面図
参考文献

 『出羽風土略記』『筆濃蝕理』『出羽諸城の研究』『日本城郭大系3』

 『山形県史蹟名勝天然記念物調査報告書3』『立川町の歴史と文化』

概要

 筆濃蝕理(川南廃城考下)狩川城に「村中、往来ノ南二在テ山城也。本丸ハ、奥山ヨリ峯続ノ尾崎

 ニシテ、奥二長ク左右狭シ。北南七十間、東西五十間ト云、二・三ノ丸モ狭ク、後二深山取続キ、大

 手東二向、清川海道ヲ眼下ニシテ、川南過半一ト目二見晴シ、勝タル要地也。本丸切岸嶮岨ニシテ、

 斡ク登ベカラズ。搦手西ノ麓二「囲ヒ」ト呼テ(中略)侍屋敷ト云。(中略)」とある。今回の調査の

 縄張図でも遺構がほぼ保たれている。本丸、二・三丸を帯曲輪で囲まれ、大手、搦手、水の手跡も残

 されている。大正4年施工の公園化及び明治初期の畑化で多少表土は変化したが、遺構全体として良

 好である。

 南北朝に南朝方の拠点として部将斎藤新九郎俊氏この地に城を築き北朝方に備えたと伝えられてい

 る。その後慶長6年、最上義光が庄内を領有すると北楯大学助利長が城主となるが、元和元年の廃城

 令により破棄され、大学は下屋敷に住み城趾は狐狸の住み家となる。明治9年の地租改正で民有地と

 なり再び畑地となる。大正4年に公園として整備され今日に至っている。(秋葉端午・柳川泰善)



 あまるめじょう(あまるめだて)

 余目城(余目館)422-001
所在地余目町大字余目字町

 築城者(佐藤知基)

 築城時期く平安中期>

 史料及び「八幡宮御本記・同縁起』「鯨目白
参考文献

 山大権現由緒』「余目町史(上)』

 「余目郷土誌(T.10)』「東田川郷土

 教育資料』「大鳥城記』

概要

 水堀跡と伝承される佐藤家の堀A～Bと、

 郷社八幡神社裏の排水路C～D。この二つの

 基線を、残存する低湿地の追跡と口碑の調査

 で延長し、城の縄張りとみられる台形の区画

 (2町×3町)を得た。余目佐藤氏は陸奥信

 夫の余目から派遣された地方官で、平泉藤原

 政権の支配・庇護下にあった当城は、軍事面よりも耕地支配・貢納収受を第一義に、倉庫群なども備

 えた広大な平城と考えられる。文治5年以降は源頼朝の幕下・土肥氏傍流の居城となる。

 (佐々木克彦)

さうだて

 左右館(さうだう)422-002
所在地余目町大字余目字沢田

 築城者(余目佐藤氏の商・のちの左右田氏)

 築城時期く平安末期>

 史料及び「足利直義下文」r安保文書」「八幡
参考文献

 宮縁起』「鯨目白山大権現由緒』

 『余目町史(上)』『余目郷土誌

 (S.26)』「東田川郷土教育資料』

概要

 奥州藤原政権の地方官として「余目城」に

 在った余目佐藤氏は、源頼朝の奥州征伐の

 際、鎌倉勢に降り、土肥実平に城を明け渡し

 て約1キロ南東のこの地に引き移った。当地

 は足利直義下文にみえる「出羽国海辺余部内

                              

 宗太村」に比定されている。「沢田」地区は、左右館推測図

 大正3年、余目停車場開設以後、急速に発展宅地化した所で、現在、「館」の縄張り認定は非常にむず

 かしいが、地勢・文献周辺の字名などから「沢田踏切」東のあたりと推測される。(佐々木克彦)
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 あまるめだて(あまるめじょう・あぼどのやかた)

 余目館(余目城・安保殿館)422-003
所在地余目町大字余目字館

 築城者(安保太郎吉形)

築城時期南北朝期

 史料及び「足利直義下文」「安保光泰所領処分状」
参考文献

 『八幡宮御本記』『鯨目白山大権現由緒』『出羽国風土略記』『筆濃鯨理』『余目町史(上)』

 『余目郷土誌(T.10)』『奥羽軍談』『安保氏関係論文集』『余目安保軍記』『太平記』

概要

 字名「館」の乗慶寺の開基は安保氏と伝える。乗慶寺参道の両側の民家宅地を含めた、およそ百米

 四方の範囲が「余目館」の内郭と推測される。これは安保氏の郷土・坂東武蔵の方形館趾の平均的規

 模に合致する。古文献によれば、このあたり一帯は萱・葦・楊・はんの木などが茂る湿地帯で、北へ

 の道以外は人馬の往来もままならず、平城ながら「余目館」は攻めるに難い要害といわれた。このこ

 とは周辺の小字名「東谷地」「谷地田」や泥炭層の存在で裏付けられる・境内の東側は以前は苗代で昔

 の水堀跡という。南側(現在新墓地)西面ともに水田跡地で、水堀というよりは深い泥田と言った方

 が実情に近いであろう。乗慶寺の山門に向かう正面入り口の北側には、前田元(田圃の字名)へ流れ

 る用水路が今に残り、その対岸東寄りには「余目館」の鬼門に祀った鎮守跡の畑地がある。

 武蔵七党の一、丹党に属する安保氏は、代々、源氏・北条氏・足利氏に仕えて勲功があり、所領は

 全国各地に及び、史料によって当地との関連も明らかである。初代城主は足利尊氏の執事・高師直の

 幕下、安保直実の子にあたる。(佐々木克彦)



ちがわらだて

 千河原館422-004
所在地余目町大字千河原字引楯

 築城者(千河原殿)

築城時期不明

 史料及び「余目町史(上)』「余目安保軍記』
参考文献

ほか

概要

 圃場整備以前の地図によれば、廿六木(と

 どろき)から千河原に至る旧道(今なし)の

 中程、カーブにあたる地点に一本松が高くそ

 びえて、冬期往来の目当てとなっていた。そ

 の下には石地蔵と名号塔が並び、「千河原館」

 はこの付近にあったと伝わるが、今は一面の

 水田の中に名号塔が残るのみ。「余目館」の安

 保氏とは姻戚の間柄で、戦国時代末期には軍干河原館位置図

 事的にも緊密な関係にあった土豪の居館と思われるが、館の規模・館主についての詳しい記録は未見

 である。(佐々木克彦)

みやぞねだて

 宮曾根館422-005

 所在地余目町大字宮曾根字宮ノ前

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「筆濃蝕理』『余目町史(上)』
参考文献

 『荘内史年表』「東田川郷土教育

 資料』ほか

概要

 目につく遺構は、竹林沿いに延びる20米

 ほどの土塁(高さ80cm、基部幅3米弱)と、

 これにほぼ直交する水路(水堀跡)がある。

 土塁は更に南に向かって15米程の痕跡が残

 る。

 「筆濃飴理」は脇差2振、陶器類、多量の古

 銭の出土を見聞として記録している。築館の  記録は見えないが、室町期の土着豪族の居館であろうと推測される。館の規模・館主についての記

 録・伝承などの存在も不明である。

 (佐々木克彦)
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 まわたて(まわたてだて)

 廻館(廻館館)422-006
所在地余目町大字廻館字館舎

築城者相馬佑之進盛親

 (そうまゆうのしんもりちか)

築城時期戦国期

 史料及び「筆濃蝕理』「出羽国風土略記』「余
参考文献

 目町史(上)』「東田川郷土教育資

 料』『出羽諸城の研究』

概要

 現在当地には廻館公民館などが建ち並び、

 遺構は確認できないが、地形や絵図、口碑な

 どから考えて、館の大手は東向きで、南北一

 町、東西半町程の縄張りをもった居館と推測

 される。館主・相馬氏の出自については諸説

 あるものの、奥州相馬氏から派遣された出羽

 の所領代官で、当地に土着して郷士になったものと思われる。昔は館の前面を流れる最上川や、周辺

 に散在した池沼を防衛線に利用して、小体ながら屈強の要害であっただろう。(佐々木克彦)

にしぶくろだて

 西袋館422-007

所在地余目町大字西袋字村立

築城者西袋左内

築城時期不明

 史料及び『余目町史(上)』『東田川郷土教
参考文献

 育資料』『出羽国風土略記』『同

 (上林職応写本)』

概要

 流泉寺境内の西側水路とこれに沿った土手

 が水堀・土塁の遺構として残る。30米程の土

 手は北西隅で東に折れ、なお12米程が残存

 する。「筆濃鯨理」は「掻上屋敷跡ナルベシ』

 と記し、範囲はほぼ現在の境内に重なるもの

 としている。南北およそ90米、東西ほぼ70

 米の区画である。西袋の地名が示すように、

 当地は三方を沼沢地に囲まれた要害であった。館主・西袋左内は熊出館佐藤氏の後裔で名を織部と云

 い、西袋村の草分け善右衛門と同一人物とする説もある。(佐々木克彦)
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 かねぬまだて(じぷやしき)

 金沼館(治部屋敷)422-008
所在地余目町大字深川字大縄場

築城者大渕治部大輔時興

築城時期鎌倉後期

 史料及び「筆濃饒理』「余目町史(上)』「東
参考文献

 田川郷土教育資料』「校正大渕記』

ほか

概要

 水田のただ中に浮島のような木立の下。長

 さ60米、幅6～7米の水堀とこれに沿った高

 さ1.5米、基部幅5～7米の土塁が、深川八幡

 神社の北西面を取り囲む。土塁は北東の角で

 鋭角に折れ曲がり、70米程南に延びる。社殿

 の後ろには、やはり水堀沿いに高さ1米、幅

 3米の土塁が残存する。付近に古井戸跡もか

 って発見された。館主・大渕時興は南朝方の武将で、この館は南朝方の根拠地・藤島城の支えとして

 京田川べりに築かれた大渕館(酒田市)の支城といわれる。(佐々木克彦)

ほりばだて

 堀場館422-009

所在地余目町大字堀野字館之内

築城者本木孫次郎

築城時期不明

 史料及び「筆濃蝕理』『飽海郡誌』「余目安
参考文献

 保軍記』

概要

 字名「館之内」の現況は水田で、その西端

 から地勢を観察すると、北東に隣接する字

 「侭之下」は一段と低く、昔はここの道路なり

 に最上川が流れていて、「館」の防衛ラインと

 して大いに利用されたことだろう。すでに伝

 承も消え果てて、今は遺構の面影をうかがう

 すべもないが、、やはり土豪の方形館のよう

 な構築物が存在したのだろう。なお、ここか

 ら1キロあまり北東に「楯之腰」の字名があるが、関連は今のところ不明である。  (佐々木克彦)
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ふじしまじょう

 藤島城423-001
所在地藤島町大字藤島字古楯跡

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『山形県史』『藤島町史』『筆濃鯨理』『出羽風土記』『東田川郷土教育史料』『尊卑文脈』『三
参考文献

 浦和田反町文書』『山形県埋蔵文化財調査報告書第25集、第159集第160集』『大渕記』

 『羽黒山年代記』『田林文書』

概要

 藤島は庄内のほぼ中心地にあり、律令政権当時出羽国府、郡衛の所在地であったために諸方面に通じ

 る道路が開かれており、藤島川など水運の便もあり、また、付近は穀倉地帯で戦備、資材、糧株など

 の調達に便利が良く立地的に好条件を備えている。古羽黒の統主在城の地とも言われ羽黒修験団を

 バックとして栄え藤島川の自然堤防上にあり、川を利用しておおくの支城を構え防御を整え、城の西

 を北流する藤島川は酒田港に通じる舟便も良く諸国との交流が出来た。上流は笹川、黒瀬川に通じ六

 十里街道とも繋がり水路陸路から見ても、交通の要所である。平城であるが藤島川が西を流れ、回り

 に土塁を築き水堀を回し堅固に固めた防御の城である。現在八幡神社の境内に一部土塁と水堀が残

 り、大方は庄内農業高校の敷地になっている。歴代城主は鎌倉初期(1193)土佐林右京守次正の名が

 見える。南北朝期元弘3年(1333)出羽国司として葉室光顕、光世、光久、三代。その後、土佐林宮

 内少輔道俊、道泰、氏光、清助、能登守禅棟、と土佐林家が天正7年(1579)武藤兵庫守義興入部、

 のち武藤家家臣小国彦次郎、戦国末期上杉家が支配栗田刑部、木戸元斎、安部氏重、のち最上氏に移

 り、家臣新関因幡守久正などである。(深井嘉市)



そえがわだてそえがわじょうじょうじゅんだて

 添川館(添川城、上旬館)423-002
所在地藤島町大字添川字米山

築城者不明

築城時期鎌倉期

 史料及び『藤島町史』『出羽風土記出羽風
参考文献

 土略記』『筆濃鯨理』『出羽諸城の

 研究』『東田川郷土教育資料』『東

 栄村(傅説誌)』

概要

 標高約130m前後の自然の地形を利用した

 山城である。南に楯ノ沢、北東に糀が沢に

 よって囲まれ、東方に出羽丘陵が連なり、西

 方は緩やかな段丘となって、麓に添川集落が

 ある。一の曲輪は約1800㎡、二の曲輪は約

 1500㎡と五の曲輪跡が人為的に造成された形

 跡を残している。空堀、帯曲輪、土塁、櫓台などの遺構がある。鎌倉時代は梅津家、南北朝期は寒河

 江氏、戦国期梅津家、近世は上杉家、最上家と在城者は変わっている。(深井嘉市)

 ひらかただて(ひらがだてこんのだて)

 平形館(平賀館、金野館)423-003

所在地藤島町大字平形字桜屋敷

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『山形県史』『日本城郭大系』『藤島
参考文献

 町史』『東田川郷土教育資料』『筆

 濃蝕理』『出羽風土略記』『山形県

 埋蔵文化財調査報告書第26集

 (平形遺跡)』伝承

概要

 古代出羽の国府跡に擬定されている。藤島

 城の重臣金氏の居城と言われ、金野館とも言

 う。歴代居城者に平賀善可、工藤七郎、金右

 馬允、九鬼長門守の武将の名が見られる。中

 世は河川が交通の要衡であったことと、羽黒

 修験の府城、藤島城に通じる北方交通の重要拠点にある。館跡は藤島城跡の北方約900m、上平形部落

 の東方にあり、藤島川左岸の旧氾濫原野に位置し周囲の水田より一段高い台地に西側の土塁の一部及

 び畑地として良好に残っている。(深井嘉市)



ふるこおりだて

 古郡館423-004
所在地藤島町大字古郡字金清水

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「山形県史』「藤島町史』「筆濃飴理』『渡前村郷土資料』
参考文献

概要

 藤島川右岸河岸段丘上にあり、藤島城の上流約1.5キロ地点の河川敷より約2m高い所にある。律

 令政権時代出羽郡府の所在地とされている。平安時代には、この近辺に宮目寺があり、藤原秀衡が寄

 進の三階の塔があり庄内の名刹として栄えたが桃山時代廃寺となった。現在館跡にある池神社の山門

 「町指定文化財」は宮目寺の山門を移築したと言う。中世は藤島城の支城として古い歴史を有している

 が詳細を伝える資料は見当たらない。(深井嘉市)

せきねだてせきねじょう

 関根館(関根城)423-005

所在地藤島町大字関根字西田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「藤島町史』「東栄村伝説誌』「東栄小学校開校百年誌』
参考文献

概要

 中世京田川船運が盛んな頃酒田港から羽黒山(ちはらこうど)への荷揚げ場で賑わった千原河渡よ

 り約500m下流地点に館跡はある。関根部落は中村、下村(下総村)上川(いやがわ)、新田の四つの

 集落から成り立っている。館跡は中村集落を中心に東西約90m南北約100m現在遺構は判らない。伝

 承では、館主は中村下野守と言う。集落名も館主名から付けられたと言っている。下村に現在藤島に

 ある東員寺の旧跡がある。東昌寺は文明12年(1480)の創建と伝えている。(深井嘉市)

 むかいだて(こんだて)

 向館(金の館)423-006

所在地藤島町大字藤島字向楯跡

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「山形県史』「藤島町史』『筆濃鯨理』
参考文献

概要

 館跡は、本城藤島城と藤島川を挟んで対岸にあり、出城ともいうべき位置にある。天正18年(1590)

 領主上杉景勝、大閣検地を実施する。厳しい検地に抵抗して一揆起きる。平賀館の平賀善可を棟梁に

 地侍、金右馬允や農民約3千人が藤島城に篭城激しく戦ったという。この時、出曲輪に金ノ郭を築き

 城の防衛を強化するために築かれたとも言われている。町文化財調査表には、南北朝時代の遺構とし

 ている。現在川幅も拡幅して館跡には民家が建ち並び痕跡も見られない。(深井嘉市)
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やなくせだて

 柳久瀬館423-007
 所在地藤島町大字柳久瀬字ソブ田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「藤島町史』「筆濃鯨理』
参考文献

概要

 藤島川が古郡集落の南東地点で旧笹川と黒瀬川が合流する。これより笹川に沿って約1キロ上流に

 柳久瀬集落があり藤島町の南端に位置している。集落は右左両岸に別れていて、西約150mに黒瀬川

 が北流している。館跡は旧笹川の河岸段丘上にあり、現在福田寺の境内に館主の墓と言い伝えられる

 数基の五輪塔の中に重厚な鎌倉期の形状を呈したものと南北朝期、室町時代の様式が見られる。中世

 は藤島城の支城の役割を果たしたものであろう。(深井嘉市)

ながぬまだて

 長沼館423-008

所在地藤島町大字長沼字千刈

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「庄内考古史料』
参考文献

概要

 羽黒山から源を発している京田川は、酒田市で最上川に合流する。長沼館は京田川と藤島川の合流

 地点より東方三角州デルタで形成された肥沃な水田地帯の微高地にある。古くより通称であるが、本

 町、館跡、館谷地、鍛治屋敷、輪の内を呼称する地名があり、館跡から大正時代大黒天と不動明王の

 遡像3体が掘り上げられている。その後大正、昭和と2回、圃場整備があり今は遺構はない。大排水

 路を挟んで隣接地は、鎌倉期の遺跡、勝楽寺塚遺跡である。(深井嘉市)
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やちだて

 谷地館424-001
 所在地羽黒町大字小増川字西ノ門

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『東田川郡郷土教育資料』
参考文献

概要

 谷地館は、添川城の前衛と伝えられてい

 る。室町時代、寛正3年(1463)開城と言わ

 れているが遺構も消滅し、その規模を計る事

 は困難である。又柳久瀬館とは笹川を隔て

 直線にして約350メートル先に位置してお

 り、両館とも藤島城の繋りであったと伝えら

 れる。天正17年(1589年)直江山城守大楚寺

 に城代として住し庄内を領し、谷地館城に地

 頭として宮城將監をおかれたと伝えている。

ほそやだて

 細谷館424-002

 所在地羽黒町大字細谷字七ツ塚

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

概要

 出羽略風土記に第56代仁明天皇の代、承

 和7年(840～1142)に出羽郡司に小野良実が

 狩川より細谷に移り居館せりと伝えられ、寛

 永頃までは鶴岡より藤島に至る街道は、この

 細谷の村中を通ったと記されており、軍事並

 びに経済面から見ても要所と思われる。現在

 は住宅及び神社境内地等になっており何一つ

 遺構らしきものが残されておらず面影を偲ぶ

 事は出来ない。(高橋爽元)



まつおじよう

 松尾城424-003
所在地羽黒町大字松尾字成沢向

築城者不明

築城時期不明

 史料及び東田川郡郷土教育資料
参考文献

 『筆濃鯨理』「羽黒町史上巻』

概要

 松尾城は五郎館の西南400m、松尾神社境

 内とされ、標高18mの平野部に位置してい

 る。北側に土塁が残っており、西と南側にも

 土塁と思われる形状がある。其位置が羽黒街

 道に当り、旧赤川筋の大泓を要害に形取した

 ものであろう。大梵字城主武藤長盛の弟師氏

 が松尾小次郎と構し在城し、鎌倉殿に謁し、

 東国大名の列に加はり左京大夫に任ぜられ

 た。後宗家を継ぎ大梵字に移り、正平9年5月6日(1354)没と伝えられる。  (高橋爽元)

 えぞだて(やくしさ'わだて)

 蝦夷館(薬師沢館)424-004
所在地羽黒町大字手向字薬師沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び東田川郡郷土教育資料
参考文献

 「筆濃鯨理』「羽黒町史上巻』

概要

 蝦夷館は月山泥流の北に延びた丘陵端部の

 薬師沢にあり標高128mである。山上を平担

 にして、約200m四方の斜面に三段の曲輪が

 ある。最上段の曲輪は東西80m、南北50m

 の瓢箪形をなし、東部を残して、巾4m、深さ

 1mの空堀をめぐらしている。堀の外側に土

 塁がある。古くから蝦夷館とよばれてきたが

 縄文時代の石器が出土することもあって、チ

 ヤシ(アイヌ語で偶塞)とする見解もある。地名により薬師沢館ともよぶ。  (高橋爽元)
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ちゅうじゅんだてっぽねやま

 中旬館(お局山)424-005
 所在地羽黒町大字手向字池の頭

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 『三山雅集』

概要

 羽源記によれば中旬館の館主は、羽黒山の

 中旬長吏梅津中將の次男と伝えられている。

 江戸時代の初めに、山形65万石の領主だ

 った最上源五郎が改易されたとき、かれの祖

 父である出羽守義光の寵愛をうけたおっぼね

 が、その当時羽出黒山の別当であった宥源を

 たよって羽黒山にかくれ、こゝに庵室をむす

 んで余生を送った事から、おっぼね山と言わ

 れているが、そのおつぼねは、宥源の姉であったとの伝えもある。  (高橋爽元)

くろせだて

 黒瀬館424-006

所在地羽黒町大字後田字黒瀬

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「筆濃饒理』
参考文献

 「東田川郡郷土教育資料』

概要

 筆濃鯨理に「羽黒街道の黒瀬川橋の南山手

 辺に有り、是を黒瀬館と云。榎本讃岐守居城

 と言伝」と有る。黒瀬橋のたもとに舟着場が

 あり、酒田港までの水路の便が盛んであった

 と伝えられている。黒瀬館は陸路と水路を見

 おろす要塞的立地条件を備えており、又交通

 の拠点として軍事的にも重要な役割を荷って

 いたものと思われる。黒瀬川と黒渕川に面し

 た部分が要害としての面影を残している。  (高橋爽元)
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ごろうだて

 五郎館424-007
所在地羽黒町大字後田字下田元

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 「筆濃蝕理』

概要

 旧廣瀬村役場所在地がその遺跡中にあっ

 た。館主を五郎太夫といい姓を伝えて居な

 い。この館跡を俗に五郎だうという、五郎館

 は貴船社と楯村との間、高みの畑地、即ちそ

 の跡也。黒瀬川筋の深い渕を要害に片取し処

 也。とあり松尾城との立地条件の類似の点

 と、200mの近き関係から推し、緊密な連携

 のもとにその役割を果たしていたと考えられ

 る。

 昭和46年県営赤川右岸圃場整備事業によって大半壊滅した。  (高橋爽元)

あかがわじよう

 赤川城424-008

所在地羽黒町大字赤川字村中

築城者佐藤修理弾正

 築城時期建武元年(1334)

 史料及び「東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 「筆濃蝕理』

概要

 建武元年(1334)庄内に降った、大和国郡

 山の館主佐藤修理揮正、庄内を所領とし赤川

 城を造築したと伝えられる。貞和3年(1347)

 尊良親王が赤川城内に後醍醐天皇の御肖像

 (丈け1寸5分)を守護神として、社殿を建立

 し牧善兵工の祖其社家として奉仕した。又渡

 し場があった事、酒田方面との船の便も盛ん

 に往来し、羽黒山に通ずる交通の要所であっ

 た。現在は集落や耕地に整備されその面影を偲ぶ事は出来ない。  (高橋爽元)
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くろさわだて

 黒沢館424-009
所在地羽黒町大字手向字黒沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『三山雅集』
参考文献

概要

 黄金堂の裏近くに館の跡あり。「三山雅集」

 に、往昔蝦夷人此所に来り住みけるか云々」

 と蝦夷古館として記している。祓川西岸の高

 台標高およそ200mの地点にあり、南北34

 m、東西50mやや楕円形をしている。

 現況は杉の植林地で遺跡として偲ぶものは

 見当らない。(高橋爽元)

あらかわだて

 荒川館424-0藍0

所在地羽黒町大字荒川字花沢

築城者不明

築城時期不明

 史料『東田川郡郷土教育資料』

参考文献

概要

 金沢城或いは蝦夷館とも云う。大正9年開

 懇の際縄紋式土器、五輪塔、石佛、その外礎

 石らしき大石等発掘され、石器時代よりの古

 城祉であることが判明した。現在、西荒川部

 落にある荒川寺も往時は此館の郭内にあった

 と伝えられている。東に笹川、西に今野川の

 二本の川に挟まれた高地であり、羽黒街道を

 見おろす条件を備える。軍事的にも重要な役

 割をもっていたと思われる。現在は田や柿畑になっている。  (高橋爽元)



かりやのめたて

 狩谷野目館424-011
所在地羽黒町大字狩谷野目字高坂

築城者不明

築城時期不明

 史料及び東田川郡郷土教育資料
参考文献

 『筆濃蝕理』

概要

 羽黒街道狩谷野目の西側が館跡と言われて

 いる、天正16年(1588)8月黒瀬川合戦の際、

 越後兵こゝに陣し黒瀬川を挟んで戦いし処で

 ある。「筆濃鯨理」にも、村中に其跡残れり寄

 居の類と見ゆ(現在は消滅)楯主不詳、千安

 合戦後、越後勢、最上勢を慕ひ当村に陣し黒

 瀬川を挟んで合戦有し処也、と伝えている。

 現在は、宅地、水田、道路等に整備され館跡

 を偲ぶ事は出来ない。

やまたて

 山館424-012

所在地羽黒町大字後田字谷地田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』
参考文献

 『東田川郡郷土教育資料』

概要

 猪俣新田の近き山手に在り、山楯と呼。当

 時木立林也。楯主姓名を伝えずと筆濃鯨理に

 ある。又岡部飯尾守の居館で子孫は、岡部四

 郎左工門と云い、後田に移住している。飯尾

 守の位牌は始め松尾山長巖寺にありしが、現

 今は自宅にあり「自生院殿山室明現大居士」

 の法名がある。

 楯跡は小高い所に在ったと伝えられている

 が昭和46年の基盤整備によって「ならされ」水田となり、面影をとどめていない。  (高橋爽元)



 たかてらEたて

 高寺E館424-013
所在地羽黒町大字高寺字野口沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

概要

 元和8年(1622)庄内藩領となる。中世に

 は学頭照光寺を中心に修験18坊などで一山

 を構成していた。当村は元来この高寺山大権

 現の門前として栄えた山伏集落で、又弥生時

 代後期の共同墓地をもつ集落遺跡と推測され

 る点から見てもかつての羽黒街道(松尾村経

 由の羽黒山登拝道)のうちの一要所であった

 ろう・昭和50年の調査には空濠がめぐらさ

 れ、処々石塁が築かれていたとあるが、その後の基盤整備により消滅した。  (高橋爽元)
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やまぞえだて

 山添館425-001
所在地櫛引町大字下山添字上通

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『遠田肥前覚書』『下山添誌』
参考文献

 『東田川郡教育資料』

概要

 遺構はほとんど消滅し、以前井戸と思われ

 る石積みが発掘されたが、現在は住宅が建っ

 ている。西方より見ると高地になっていて館

 跡を思わせる。「遠田肥前覚書」には「川南は

 砂越殿御領内」云々とあるので、館主はその

 支配を受けた者と思われる。砂越氏は武藤氏

 の一族と云う。旧字を「楯ノ越」といい下山

 添誌には「室町時代この地に山添館があった

 ところがらこの地名となった。また、後には酒井藩の籾倉があり近年まで現存していた。」と記されて

 いる。(小林甲)

 ふじがけじょう(しょうふくじだて)

 藤懸城(勝福寺楯)425-002
所在地櫛引町大字三千刈字藤掛

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』『三千刈誌』
参考文献

概要

 すべて消滅し、現在は圃場整備により水田

 になっている。城主の変遷、築城、廃城、消

 滅時期まですべて不明。別称、勝福寺楯とも

 云い、「筆濃蝕理」に「当所ハ松根街道ナレバ

 是モ砦ノ跡ナルニヤ」とあり、ここより南に

 配する東荒屋館、西岩本館とともに赤川左岸

 の交通上、水利上の要地であったと思われ

 る。隣接する旧字名に「楯の前」「厩面」があ

 り、楯のあったことは間違いない。三千刈誌にはこの他に藤懸城を調査した経過が記されている。

 (小林甲)



くろかわだて

 黒川館425-003

所在地櫛引町大字黒川字楯

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕理』『櫛引町史』
参考文献

 『東田川郡教育資料』

概要

 平地の館で、戦後まで堀跡と云われる所が

 水苗代になっていたが、現在では宅地や果樹

 畑となって昔の面影もない。かっては松根か

 ら藤島に至る六十里越街道と、赤川の渡し場

 を固める要所であったと思われる。廃館後、

 最上氏の頃から大庄屋の役所に使用され明治

 に至った。大庄屋を勤めた矢田部氏の屋敷跡

 (館跡)には、ここに幽閉された酒井玄蕃了次

 公の供養塔がある。旧字、現字とも「楯」となっている。  (小林甲)

くろかわふるだて

 黒川古館425-004

所在地櫛引町大字黒川字仲村

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『櫛引町史』
参考文献

 『東田川郡教育資料』

概要

 黒川では最も古い楯と云われる。現在は、

 春日神社の本社とも云われている六所神社及

 び末社があるが、館跡は確認できない。黒川

 には、中世の村名とも言われる小在家、孫在

 家(旧)などの地名がある。また、昔には中

 在家もあったが災害があって移住した。中在

 家の跡地からは圃場整備の際、中世の珠洲系

 陶器片、黒色の素焼き陶器片、煙管が出土し

 て保管されている。これら集落は黒川古館と同時代であると思われる。  (小林甲)



まつねまえだて

 松根前館425-005
所在地櫛引町大字松根字相模

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『東田川郡教育資料』
参考文献

概要

 舌状台地で見晴らしは良いが規模(面積)

 は小さい。堀跡、馬場跡と云われる跡が残る。

 昔、焼米や朱が出たという伝承がある。館主

 は、佐伯相模守とも鈴木相模守とも云われる

 が定かではない。古老は、六十里越の登口は、

 古くは前館の近くを通り大滝を通って現在の

 道にある追分石に至り、十王峠を通ったと言

 う。松根前館から黒川古館を通り、藤島方面

 に至る主要道であったと思われる。堂ケ沢の地名が残り、寺院があったとも思われる。(小林甲)

まつねじょう

 松根城425-006

所在地櫛引町大字松根字中松根

築城者松根備前守光広

築城時期戦国期

 史料及び『筆濃鯨理』『春日神社万留帳』
参考文献

 『松根城史抄』

概要

 黒川「春日神社文書万留帳」に「元和二年

 ひのえ辰年白岩備前守殿庄内に御越松根新城

 をつき御座成」とある。元和8年、最上家の

 内紛により改易の時、柳川藩主立花家に預け

 られ城は破却された。位置的には、六十里街

 道の庄内側出入口にあたり内陸と庄内との交

 通の要地であった。また、西に赤川が北流し、

 渡船場もあったことから陸路、水路の交通支

 配の役割を果たしていたものと思われる。空壕、土塁、水堀の一部が残っているような資料もあるが、

 現在では見受けられない。(小林甲)



にしいわもとだて

 西岩本館425-007
所在地櫛引町大字西片屋字楯村

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『山添村史』『道程記』
参考文献

概要

 時代は不明だが岩本右衛門太郎が館主と云

 われる。河川の氾濫の多い地であったので水

 害により壊滅した。「道程記」に「西岩本にお

 いて鶴岡内河江河を掘り分けた」とあり、最

 上氏が赤川の堤防と取水口を守らせ鶴岡を敵

 の水攻めから防御させた要地だったと思われ

 る。現在は、残存の一角に観行院という修験

 のお堂(江戸期)があるが、往時との関係は

 不明である。また、昔は堀跡があったと伝えられるが、現在は消滅している。楯村の字名が残ってい

 る。(小林甲)

にしあらやだて

 西荒屋館425-008

所在地櫛引町大字西荒屋字谷地田

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃鯨理』『東田川郡教育資料』
参考文献

 『西荒屋史』

概要

 遺構は消滅し果樹畑となっている。近年ま

 で竹林が少し残り「踏まずの舞台」という上

 野塚があった。広さ三間四方、高さ三尺位の

 土盛りになっていて、古来足を踏み入れた

 り、金物を立ててはならない地として恐れら

 れていたと云う。開畑する際試掘調査を行っ

 ているが、遺構や遺物は確認されなかった。

 昔は、筆濃蝕理に「江口〆切リノ近所、水無

 川ノ端二有リ砦ナラシ」とあるように、水利も司っていたのであろう。  (小林甲)



にしたなかだて

 西田中館425-009
所在地櫛引町大字東荒屋字田中

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14号』
参考文献

概要

 近代まで空堀や土塁が残っていたというが

 現在は無い。「庄内地方の城館跡一覧」によれ

 ば館の存在は鎌倉時代となっている。当地の

 土豪の居館と思われるが、時代が古く伝承も

 確固たるものがない。昭和45年の基盤整備

 の際、一帯から珠洲系と思われる壺が出土し

 た。中には後漢～元時代の渡来古銭、約7,000

 枚が入っていた。埋蔵時期は至大通宝の出土

 から見て西暦1308年以降であることが伺える。推定現地には小さな石室塔に山の神が祀られている。

 (小林甲)

ひがしあらやだて

 東荒屋館425-010

所在地櫛引町大字東荒屋字小島

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『道程記』『東田川郡教育資料』
参考文献

概要

 果樹畑及び水田となり現在は消滅してい

 る。「庄内地方の城館跡一覧」によれば館の存

 在は南北朝期以後となっている。残存と思わ

 れる一角に馬頭観音を祀るお堂があるが、往

 時との関係は不明である。敵から赤川の土手

 を切られぬよう西岩本と共に重視され小城が

 置かれたものと思われる。赤川の対岸である

 松根城と相対する位置にあり、その橋頭堡と

 される説もある。赤川右岸には天正年間に最上軍と武藤軍の激戦場が残る。  (小林甲)



まるおかじょう

 丸岡城425-011
 所在地櫛引町大字丸岡字町の内

築城者丸岡兵庫頭義興

築城時期室町期

 史料及び『筆濃蝕理』『東田川郡教育資料』
参考文献

概要

 「筆濃蝕理」に丸岡兵庫頭義興築城とある。城の総を見ると、東に内川、西に番田川(青竜寺川)を

 天然の要害としていた。四辺に水堀を巡らしていたが現在は北側の一辺のみが残っている。さらに東

 に大手門跡があり、北側に土塁の一部が残り、城内には古井戸と泉水が現存している。南側に接して

 押切備前守の古楯があり、これを前楯として利用したとも考えられる。また、西に隣接して通称西ノ

 楯という地名が残っているが、「金峯山万年草」に「武藤兵庫頭の家臣富樫小伝次の陣跡丸岡にあり」

 と記されておりこの楯ではないかと思う。

 北より北東並びに南まで町屋を配した丸岡城は、六十里越街道と大鳥街道に対する要地にあり、本

 城である尾浦城の重要な支城だったと思われる。そのため尾浦城主武藤義氏は、弟の義興を城主とし

 守らせたと思われ、後の上杉氏、最上氏も名のある武将を配していた。

 丸岡城は元和元年に廃城。寛永9年、肥後52万石加藤忠広改易配流により、忠広館が建てられた。

 正保3年、火災により再建。忠広没後、鶴岡城の会所と本住寺に使用された。(小林甲)



びぜんだて

 備前館425-012
所在地櫛引町大字丸岡字備前

築城者押切備前守

築城時期室町期

 参考文献『筆濃鯨理』

 『丸岡領備前村畑内竿改』

概要

 押切備前守が築城。備前守が横山城に移り

 住んだ後は居住者なく廃城となった。備前守

 は武藤氏の家臣で、金谷楯の押切氏の一族と

 云われ、尾浦城以南の要地であるこの土地に

 館を築いたのであろう。楯口、古館、裏城口、

 かぢ屋敷、竹の内、馬場向などの旧字、呼称

 が残っている。現在皇太神社が建っているあ

 たりが館跡と思われ、古館と竿改帳に記され

 ている。昭和45年の圃場整備まで、北側と西側に細長く水苗代が回っていたが、水堀の跡と思われる

 (小林甲)



よこやまじょう

 横山城426-001
所在地三川町大字横山

築城者武藤氏

築城時期戦国期

 史料及び『筆濃蝕里』K三川町史』『横山村
参考文献

 史』『荘内物語』『東田川郡郷土教

 育資料』『羽州庄内の覇者武藤家と

 羽黒山及び黒川能の縁由について』

概要

 現在、土塁の一部が遺構として残存してお

 り、その規模は東西に長さ38m、高さ3m、

 底幅8m、上面幅5mの台形状となっており、

 神社鳥居から3m50㎝が石段状になり、土塁

 上面は東端の稲荷神社まで参道となってい

 る。筆濃鯨里城趾の図の中にある小社とはこ

 の稲荷神社を指すものであろう。土塁の周囲

 は総て宅地となっており、その他の遺構につ

 いては確定できないが、筆濃鯨里城趾の図及

 び古老の話から土塁西方の道路は虎の口、また、土塁より西方20m付近の現在横山下町公民館が建て

 られている所は、昭和初期まで池であったことから筆濃鯨里に記されている水堀の一部であったと思

 われる。横山城は、武藤氏が大宝寺城を構えていた室町時代、永正9年(1512)に大宝寺・砂越の一

 乱が発生し、大宝寺城が戦火で焼失したため川北勢力の防衛上、永正10年(1513)に配した城であり、

 初代城主に丸岡城より押切備前守を入れた。後に、天文元年(1532)横山大膳、天正3年(1575)武

 藤氏広、その後戦国時代に入り、天正10年(1583)武藤氏広(茂兵衛)と変わっている。横山城は、

 大宝寺城(現鶴岡市)、亀ケ崎城(現酒田市)、藤島城(現藤島町)のほぼ中間に位置し交通上の要衝

 の地でもあり、軍事上、政治上重要な役割を果たしたと思われる。また、西に赤川が流れ、北と東は

 湿地、湖沼に囲まれたいわば自然の要害であり、陸路水路の交通支配はもとより周囲一帯の新田開発

 等重要な位置を占めていた。(斎藤助七)



すけがわたて

 助川館426-002
所在地三川町大字助川

築城者助川図書頭道兼

築城時期室町期

 史料及び『筆濃蝕里』『三川町史』『横山村
参考文献

 史』『荘内物語』『荘内史要覧』『東

 田川郡郷』『土教育資料』『新編東

 田川郡郷土教育資料』

概要

 和銅5年(713)に出羽の国を設置し、そこ

 に国府を置き、何ヵ所かに柵戸を配置したが

 柵の設置場所を記したものはなく、庄内の柵

 の位置は、今なお究明されていない。柵が助

 川にあったとして、館の任務は地域の警備と

 住民の統治であったと推測される。この地に

 助川図書頭が土塁を築き館を構え(現在の館跡)居住した。その西北方約50mの所の福乗寺にまつら

 れて、法名「霊中院殿道兼大禅門」と称すとの記録があるが、その後、事歴を知る文書は全くなく、

 何人の居住となったか不明である。(斎藤助七)

あおやまだて

 青山館426-003

所在地三川町大字青山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『筆濃蝕里』
参考文献

概要

 青山楯は、赤川左岸、青山集落の西端に位

 置し、対岸横山城とは直線距離約2,000mで

 ある。「筆濃蝕里」の青山楯の項には、「横山

 ハ元ヨリー城一地ト見ユレバ当所ハ附庸ノ砦

 ニテ有シナラン」と記述している。附庸とは、

 大諸侯についている小国という意味であり、

 横山城と青山楯は、本城と支城という考え方

 も成り立つ。永禄年代、武藤氏(尾浦城)と

 土佐林(藤島城)が対立し、和解不成立により青山楯及び横山城下里々が放火され青山楯は焼失した

 とされている。青山楯は、赤川の左岸に位置し、重要性はあったが横山城程とは言えず、砦の役割と

 しての東西の防御線と考えてよかろう。(佐藤茂)



ながわじょう

 名川城427-001
所在地朝日村大字下名川字上野

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『庄内考古学』『筆濃蝕理』『荘内
参考文献

 史』『日本城郭大系3』『朝日村史

 (上)』

概要

 名川城は、朝日村役場より南400m、上野

 山台地の北端部にある。標高約150m、比高

 差約60m。南側は堀切と土塁で遮断し、南東

 側の登口の三方には低い土塁も残存するが、

 電力工事の際に所々が破壊されている。曲輪

 ⅠとⅡとは二重堀切で区切り、曲輪ⅡとⅢと

 は自然段差で区別されている。曲輪Ⅲの先端

 部には土塁があり、北先端に三本の空堀が遺存している。東斜面に登道がある。  (伊藤朝三)

しもほんごうだて

 下本郷館427-002

 所在地朝日村大字本郷字田ノ沢

築城者不明

築城時期不明

 史料『東田川郡郷土教育資料』『庄内考

 古学』『朝日村史』

概要

 県道鶴岡村上線、朝日中学校西約400mの

 西山にある。標高約170m、比高差約70m。

 南に細く延びた山の尾根を利用し、南より

 100m位の所に堀切がある。その外、平場の

 上部には何の工作もみられず、尾根より下に

 は横に三段の段状かと思われる箇所が見られ

 るだけで、工作の跡形がない。

 (伊藤朝三)



ししいわじょう

 獅子岩城427-003
所在地朝日村大字熊出字中台

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 「庄内考古学』「筆濃鯨理』

 「大泉史苑(9)』「朝日村史』

概要

 獅子岩城は、国道112号線沿いにある赤川

 頭首工西の丘陵先端に造られた城である。登

 道は西の沢を利用して西斜面に六段の平場を

 造り、これらをつなぐ通路が、堅堀で段差・

 穴があり、低い土塁のある平場の下は、北よ

 り南まで空堀がめぐっている。北に二本の堅

 堀、南の尾根では二本の空堀でつなぎ尾根を獅子岩城略測図

 切っている。山上はかなり広い平地で、東は岩壁の自然要塞。西中央には虎口形・溜池があり、主城

 館とするにふさわしい景勝の地である。(伊藤朝三)

なかだいだて

 中台館427-004

所在地朝日村大字熊出字中台

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「庄内考古学14』「朝日村史』
参考文献

概要

 獅子岩城の南西方約100mの谷一つを隔てた丘陵先端部に立地する。南に突き出た「早乙女岩」と

 いう岩の上に、深さ2m、横10mの空堀があるだけで、周りは崖となって要害地をなしている。曲輪

 の広さは狭い。獅子岩域の見張的役割を果した砦とみられる。(伊藤朝三)
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くまいでだて

 熊出館427-005
所在地朝日村大字熊出字村東

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 『庄内考古学14』『庄内史』

 『朝日村史』

概要

 熊出館は、朝日村唯一の平地の居城であ

 る。国道112号線、熊出バス停の東100m地

 点、瑞竜院の南隣り、五十嵐家の宅地内にあ

 り、南西北の三方に土塁が残存しているだけ

 である。昔は川の中島で、堤防工事の役宅で

 あったともいわれている。字切図から堀跡が

 推定できる。(伊藤朝三)

あらじろ

 荒城427-006

所在地朝日村大字東岩本字内野

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 荒城は、スーパー農道の一の又林道分岐点

 より300m東の山上南端に造られている。山

 頂に曲輪があり、低い土塁に囲まれている。

 北に続く尾根は深い堀切で遮断している。南

 西斜面は9ヵ所からなる平場と登り道で複雑

 である。東斜面には大小の平場と畝状空堀の

 ようなものが4本ある。水の手も東斜面にあ

 り、六十里越街道の防衛拠点として、東岩本

 館に対峙する館祉とみられる。



ひがしいわもとだて

 東岩本館427-007
所在地朝日村大字東岩本字衛門平

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『東田川郡郷土教育資料』
参考文献

 『庄内考古学14』『筆濃鯨理』

 『朝日村史』

概要

 東岩本館は、朝日村民運動場より北東400

 m衛門平山上の、南北に細長い山頂地形に造

 られた館である。標高約190m、比高差約80

 m。山頂より北に16段の平地、その下には登

 り道を中心にして、横二本の空堀、東には斜

 面にのびた堅堀がある。東斜面中間には、1

 カ所平場があって、北から南まで道が通って

 いる。西斜面には帯曲輪と2ヵ所の腰曲輪があり、尾根上の平地との通行が便利にできている。又、

 これらの要所へはっなぎ道があり、南へ続く尾根は2本の堀切で遮断している。(伊藤朝三)

げんじゅうろうだて

 源十郎館427-008

所在地朝日村大字大網字高平

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 国道112号線大網橋より3㎞余りで七五三

 掛地区の注連寺に着く。これより西300m先

 の源十郎山に跡がある。南に面した尾根を利

 用した楯で、北西の尾根を三重の空堀で切り

 離して6mの高さの土塁を造り、南東の先端

 部も二重の堀切で区切り、階段状の平場を設

 けている。(伊藤朝三)



おおあみだてたてやま

 大網館(楯山)427-009
所在地朝日村大字大網字興屋

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』
参考文献

 『朝日村史』『日本城郭大系3』

概要

 大網小学校グランドの東の丘にあって、六

 十里越街道上における大網地区の主館であ

 る。東は二本の堀切で区切り、そのうち一本

 は通路として北西を通り、西の方には登道が

 残存している。館内は、土塁で囲まれ、五段

 の段差がある平場からなり、湧水もみられ

 る。中に送電の鉄塔が建っているので、通路

 や土塁が壊されたとみられ、又圃場整備や農

 道などのために削りとられている。

せきやだて

 関谷館427-010

所在地朝日村大字大網手楯越

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『朝日村史』
参考文献

概要

 旧六十里越街道沿いの関谷集落東の小山

 (宝珠山)にある。細長い山頂には五段の大小

 の平場があり、西に四段の平場と登道、三段

 四段目平場の北斜面には二本の堅堀、四段目

 平場の西側には、登道を中にして15mの横

 一本の堀切で遮断している。二段目平場と北

 斜面の平場には横道があり、東端の北斜面に

 ある平場の先にも竪堀がある。頂部の平場に

 は馬頭観音が祠られている。



しめかけだて

 七五三掛館427-011
所在地朝日村大字大網字中台

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 国道112号線大網橋より県道に入り、大網下村部落より村道を通って七五三掛部落に入ると注連寺

 があるが、七五三掛館は、その北上100mの台地上にあり、今は田畑の開発により、堅堀、石垣が数m

 残存しているだけである。(伊藤朝三)

おおとりだて

 大鳥館427-012

所在地朝日村大字大鳥字寿岡

築城者大鳥三太郎頼遠

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『筆濃蝕理』
参考文献

 『朝日村史』『荘内史』

 『出羽諾威の研究』

概要

 大鳥館は、県道鶴岡村上線、大鳥少年自然

 の家の前の山が館跡である。その標高約370

 mの山頂には山神の石塔があり、上部に五段

 の平地、そして南下に1m幅の通路があり、

 西斜面の小さい平地の二つ目に続く西北の隅

 から下には、四段の小さい平地がある・山の

 くびれの下には、数段の平地があるが、この

 くびれは昔は、東西の村の道であったといわれており、南のくびれは今でも道として使っている。

 (伊藤朝三)



あらさわだて

 荒沢館427-013
所在地朝日村大字荒沢字狩篭

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 県道鶴岡村上線、荒沢ダム東の標高390m

 の山頂にダム管理送信塔、登道があるが、こ

 こに曲輪があったとみられる。送信塔建設の

 際に破壊され、削平されている。南面の尾根

 には13段の小さな平地の段々がある。北東

 の尾根つづきにには一段の平地があり、堀切

 で断ち切っている。

 (伊藤朝三)

かみたざわだて

 上田沢館427-014

 所在地朝日村大字上田沢字薪ノ内

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『日本城郭大系3』
参考文献

 『朝日村史』

概要

 上田沢館は、県道鶴岡村上線沿いにあっ

 て、上田沢集落北方の山間丘陵先端に立地

 し、周囲は急峻である。標高300m、比高差約

 110m。東にのびる尾根のくびれ部には深い

 堀切がある。細長い曲輪の周囲には土塁が造

 られ、それより西方尾根は北斜面には28段

 の細幅の段々があり、西端にはわずかの山を

 利用して平場を造り、低い土塁が遺存する。



たざわじょう

 田沢城427-015
 所在地朝日村大字上田沢字滝ノ俣

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『東田川郡郷土教育資料』『筆濃鯨理』『朝日村史』
参考文献

概要

 田沢城は、県道鶴岡村上線から入る田沢の滝ノ俣地内との皇太神社境内付近一帯とみられるが、開

 拓等により遺構はみられない。史誌によると上田沢館の下の、あまり離れていないところにあったも

 のと見られる。(伊藤朝三)

しもたざわじょう

 下田沢城427-016

所在地朝日村大字下田沢字藍平

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 下田沢城は、県道鶴岡村上線尾浦橋南東

 500m地点、標高約280mの山頂にあり、大

 小八つの平場があり、尾根続きを堀切によっ

 て遮断している。北西の尾根には登道かと見

 られる跡があって、北東の尾根二段には堀切

 があり、南東の尾根には1ケ所の堀切を造り

 区切っている。ここは、田沢地区五城の中で

 最も大切な要塞の地域であり、戦国の世に

 は、庄内全地域から見ても要塞の地であった。



くらさわだて

 倉沢館427-017
所在地朝日村大字倉沢字新沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『日本城郭大系3』
参考文献

 『朝日村史』

概要

 大鳥川左岸にあって、その支流倉沢川との

 合流点に向かって南北方向に細長く突き出た

 丘陵先端部に立地する。北尾根続きは狭所を

 深く堀切っている。西斜面に数多くの細長い

 段々を幾重にも造り、南西には登り道があ

 る。南端は人も寄せ付けない岩場となり、東

 も急峻な地形となっている。大鳥街道と摩耶

 山を越える山越道の入口の要所である。

すながわだて

 砂川館427-018

所在地朝日村大字砂川字小芋川

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 砂川館は、県道鶴岡村上線、下砂川バス停

 から西、黒森林道1㎞余りのところにある。

 標高280m余りで、朝日村はもとより、庄内

 各地の諸城が見渡せる最景勝地である。山上

 には三段の平場、西に横一本の空堀、その下

 には横堀があり、それを四つに分けた畝形の

 様な所がある。その西は自然にできた空堀の

 様な地形となっており、車で登ることができ

 る。歩いて3分である。



かみほんごうだて

 上本郷館427-019
所在地朝日村大字本郷字平沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『庄内考古学14』『朝日村史』
参考文献

概要

 上本郷館は、羽前本郷郵便局より西、平沢

 林道から300m先の、標高240m余りの館越

 山にある。山頂の主郭部は三段の平地となっ

 ており、西に一本の横道がある。南斜面には

 二つの曲輪があるが、西の一つには低い土塁

 が造られ、間に堅堀がある。ここから名川城

 は見えるが、他は余り見渡しのきかない山林

 の中である。(伊藤朝三)



 せきがわだて(たてのやま)

 関川館(楯の山)441-001
所在地温海町大字関川字大道

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『埋蔵文化財包蔵地調査』
参考文献

概要

 鼠ヶ関川上流、関川集落の南東方の山間丘

 陵に立地し、標高約236m、比高約40mの小

 丘上にある。俗称「楯の山」という。越後の

 国堺雷峠まで約1㎞、北の木野俣館迄5.6㎞の

 距離がある。西側の急斜面、南西側の断崖が

 40m下の鼠ヶ関川に迫り、越後方面からの敵

 の侵入を防ぐのにょい地形にある。遺構の台

 地西端に曲輪らしい跡がある。館主・築造年

 代ともに不詳。小国城の見張り所として随時利用された館と考えられる。明治戊辰の役にも利用され、

 一部改変されている。江戸時代に口留番所が置かれていた。(佐藤光民・三浦和男)

 おなべじょう(おやまのだい)(うえのやま)

 小名部城(小山の台)(上の山)
441-00

所在地温海町大字小名部字越沢

築城者不明

築城時期室町期

 史料及び『筆濃蝕里』
参考文献

 『埋蔵文化財包蔵地調査』

概要

 鼠ヶ関川中流の左岸、小国街道沿い南西佃

 の山間丘陵上に立地する。越後国境堀切峠ヨ

 で約1.2㎞、小国城まで約4㎞、庄内の防衛1ミ

 は重要な地点にある。標高約150m、比高糸

 90mである。俗称「小山の台」また「上の山,

 という。東西約30m、南北約80mの曲輪力

 あり、その南側に空堀が残る。小国城の支城

 天正16(1588)年、越後の本庄繁長が庄内攻めのときには、上山田民部が居城したと伝えられる。明

 治戊辰の役にも利用された。城跡の麓に江戸時代口留番所が置かれていた。(佐藤光民・三浦和男)



 きのまただて(きすけたて)

 木野俣館(喜助楯)441-003
所在地温海町大字木野俣字文内田

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『筆濃蝕理』川南廃城考
参考文献

概要

 小国の上流左岸、小国街道木野俣集落の対

 岸の山稜端に位置する。木野俣は、交通の要

 地にあたる。標高248m、集落との比高は約

 100mである。俗称「喜助楯」という。全長約

 200mにもおよぶ中腹には、東西に並立する

 土塁2本と空堀1本があり、東側は急な崖と

 なるが傾斜面に2本の堀切が残る。小国城の

 東の支館として、南北朝時代にはすでに存在

 したという。天正(1573)頃には和田源蔵・同雅楽助が館主といわれる。  (佐藤光民・三浦和男)

 かんばさわだて(ざおうやま)

 神馬沢館(蔵王山)441-004

所在地温海町大字小国字川向

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『筆濃蝕理』『小国城跡・小国関跡
参考文献

 考』『埋蔵文化財包蔵地調査』

概要

 幹城小国城のある小国の北1㎞ほどの、小

 国川の右岸川向かいの小国城より見下ろしの

 できる小高い丘陵に立地する。標高約160m、

 比高約50mである。館跡は、東西約30m、南

 北約60mにわたり、頂部は台地をなし南方2

 か所に直径2m、深さ1.5mの空堀がある。最

 近、農耕に利用されて遺構が壊されていると

 みられる。明治まで蔵王堂をまつり、「蔵王

 山」とも呼ばれた。小国城の支館。館主は、小国城主小国因幡守の家老で常時寄居していたと伝えら

 れる。(佐藤光民・三浦和男)



おぐにじょうたてやま

 小国城(楯山)441-005
所在地温海町大字小国字町尻

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び「筆濃齢理』『小国城址・小国関玩考』
参考文献

概要

 1.小国城跡の位置一小国城跡は温海町小国集落にある。日本海に注ぐ小国川の上流7.5㎞の左岸、小

 国集落の南西に近接する標高348.5mの「楯山」山頂に構築された典型的な山城である。集落との比高

 約235.5mで、山形県内の城跡では最高の地点にある。また、この城は、越後と庄内の国境近くに位置

 する重要な地点にあった。さらに、庄内の日本海岸は断崖が海に迫り人馬の通行に危険が多かったた

 め、山間の街道が主要道となり、各地を結ぶ小国は交通上の要所となっていた。しかして、城のある

 「楯山」山麓の街道に、関所が設置されていた。

 2.遺構の概要一楯山は東・西側とも登板できないほどの急斜面の地形となり、北側の緩斜面の尾根に

 は空堀がみられる。城の主要構造は4っの曲輪からなり、主郭である一の曲輪(本丸)は約844㎡の広

 さをもち、周縁は土塁で囲まれ、土塁から約7m急斜面を下がると幅5.5m前後の帯曲輪(犬走り)が

 一の曲輪をめぐっている。一の曲輪の東側にはこの帯曲輪から約11m急斜面で下がって、約628㎡の

 広さの二の曲輪(二の丸・中屋敷)があり、さらに約11m下がって約397㎡の三の曲輪(三の丸・下

 屋敷)が続く。これらの郭を繋ぐ道路は南側に設けられ、二の曲輪付近はとくに曲折した道となって

 いる。また、一の曲輪の南西側には四十二軒屋敷(西大屋敷)と呼ばれる約2,200㎡ほどの大きな曲輪が

 あり、一の曲輪とは大堀切で画されている。城跡東側の少し下の方には、水の手とみられる清水がある。

 なお、城の規模については、元和8(1622)年の「五十嵐野佐衛門控」(善四郎家に現存)や「筆濃余理」

 に記載の元禄14(1701)年山浜代官であった浅香氏の古控などの資料からも伺い知ることができる。

 3.小国城の創始と変遷一この城の創始の時期やその後の変遷、また、城主についての詳細は明確でな

 いが、南北朝時代(1333～1392)には、小国城主、小国兵庫頭は出羽の勤王家4人の中の1人して活

 躍していることから、この頃、既に城や支館の存在が認められる。支館は、木野俣館・小名部城・神

 馬沢館・峠野山館・岩川館・鼠ヶ開館(2か所)に配置されていた。この城の支配関係は庄内の勢力情

 勢に伴い、武藤氏から上杉氏、最上氏へと交代していった。この城が整備・強化されるのは、天文6

 (1537)年から天正6(1578)年までの41年間城主として在城した小国因幡守によるといわれている。

 その時の小国氏の禄高は500石であった。

 4.配城と関所一元和元(1615)年、幕府の「一国一城の制」により廃城となるが、関所は、そのまま

 置かれた。「筆濃余理」に「当城は此年ノ冬廃セラレシカド、関ノ固メハ猶元ノ如ク。」とある。そ

 して、この関所(番所)は明治5年まで在置された。「楯山」の麓に、関所の上番の居住する「御役家」

 があった。かっては、ここが城主の日常の居宅であったという。

 5.城下町の街並一小国集落の街並は、小国城創始時代に整備されたと伝えられるが、現在の街並は天

 和2(1682)年の火災後、藩命によって区画整理がなされたものという。

 6.墳基一「楯山」山麓に室町期の墳基があり、唐銭・朱書(辻)の石・人骨片が出土している。

 (佐藤光民・三浦和男)
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とうげのやまだて

 峠野山館441-006
所在地温海町大字小国字東山

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『温海町史』
参考文献

 『小国城:趾・小国関所境考』

概要

 小国川沿いの県道から、約2㎞の坂道を遡

 る峠ノ山集落の東方役300mの山腹に立地す

 る。標高約350m。集落との比高約160mで

 ある。遺構は、南北に長く約50m、山頂は4

 ～5m幅の台地を形成し、北東側の尾根づた

 いに4～15m間隔に3か所の堀切跡がのこ

 る。西方にも階段状の曲輪がみられる。小国

 城の支館で、館主は天文6(1537)年から天正

 6(1578)年までの城主小国因幡守の家老という。  (佐藤光民・三浦和男)

 まきのだいだて(たてのだい)

 棋代館(楯の台)441-007

 所在地温海町大字愼代字山の下

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

 『槙代郷土誌』(昭和4年)

概要

 岩川館のある小国川河口の大岩川から、川

 沿いの道を約3.3㎞遡る横代集落の北東方の

 崖地に立地する。標高約164m、比高約125m

 である。俗称「楯の台」という。館跡の範囲

 は、東西約30m、南北約40m、北方に伸びる

 尾根が堀切によって切られている。頂上は、

 東西92m、南北11.8mの狭い台地となり、現

 在八幡様・古峰様がまつられている。館主・

 築造年代ともに不詳。小国城の支館である。近くの字荒巻に楯代墳基があり、須恵器の蔵骨壷が出土

 している。(佐藤光民・三浦和男)



いわがわだて

 岩川館441-008
所在地温海町大字大岩川字木揚場

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『永慶軍記』『岩川郷土誌』『温海町
参考文献

 史上巻』『小国城・小国関所趾考』

概要

 小国川河口の右岸、浜街道と小国に通じる

 道路を見下ろす、海岸に迫る丘陵の台地に立

 地する。標高193m、麓との比高約180mで

 ある。俗称「楯山」、「向い山という。海岸の

 街道や海からの侵入の見張りに好適の場所に

 ある。小国城の支館。小国城西北の出城と言

 われる。館主・築造年代など不詳。天正16年

 (1588)年、本庄繁長・武藤義勝父子が大軍を

 もって庄内に侵入のときのの楯主は、岩川宮内丞(温海町史)、鮎川大膳(郷土誌)であったと伝えて

 いる。(佐藤光民・三浦和男)

 あつみがわだて(たてのやま)

 温海川館(楯の山)441-009

所在地温海町大字温海川字下向

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『出羽諸城の研究』『出羽風土略記』
参考文献

 『埋蔵文化財包蔵地調査』

概要

 温海川上流約15㎞の右岸、小国街道沿いの

 温海川集落西方の山間丘陵上に立地する。標

 高約329m、麓の水田との比高約160mであ

 る。館跡は、東西南側とも急峻な地形となり、

 西側には温海川の支流白谷沢川が流れる。俗

 称「楯の山」という。頂上は東西約30m、南

 北約50mの範囲で空振が遺存する。出羽風

 土略記によれば、天正16(1588)年、越後の

 本庄繁長庄内侵入の際、最上・庄内の連合軍がこの地に布陣したと書かれているが、鬼坂峠までは本

 庄軍は何らの抵抗もなく進軍したようである。(佐藤光民・三浦和男)



 すがのだいだて(たてのやま)

 菅野代館(楯の山)441-010
所在地温海町大字菅野代字越沢

築城者不明

築城時期南北朝期

 史料及び『筆濃蝕理』
参考文献

 『埋蔵文化財包蔵調査』

概要

 五十川の上流を遡った約13㎞の左岸、山間

 丘陵上に立地する。標高約270m、比高約90

 mである。俗称「楯の山」という。東の対岸

 小国街道沿いの菅野代集落の北方約2㎞に鬼

 坂峠、南方は楠峠を越えた約5㎞の地点に温

 海川館があった。館跡のの丘陵頂上台地は、

 東西約50m、南北100mの広い曲輪となり、

 空掘が巡っている。この地方有数の広さをも

 つ館跡である。天正16(1588)年、越後の本庄繁長が庄内侵攻の際、温海川館と同じく最上・庄内連

 合軍がこの地に布陣した。その時の館主は秋田隼人と伝える。(佐藤光民・三浦和男)

 わらびのだて(たてのひらだて)

 蕨野館(楯平館)441-011

 所在地温海町大字山五十川字木の下

築城者不明

築城時期室町期

 史料及び『奥羽永慶軍記』
参考文献

 『温海町史』上巻

概要

 五十川の中流左岸、温保川と合流する山五

 十川集落の南の西方山間丘陵の端に立地する

 標高約90m。「楯平館」ともいう。主郭の西側

 に幅6m、深さ3mの堀切りが2か所ある。

 北、南側に幅2、3m、約80mの帯曲輪(犬走

 り)が延び主郭につながる。北側に虎口があ

 り、ここから北側を一望できる。土着侍寄居

 の楯という。館主・創始時期など不詳。天正

 16(1588)年、蕨野の戦いで小国白将、小池五郎左エ門が土民を率いて、さきに最上義光に奪われた

 蕨野館を急襲し、これを奪取したという(奥羽永慶軍記)。(佐藤光民・三浦和男)



たてのひらだて

 楯の平館441-013
 所在地温海町大字越沢字楯の平

築城者不明

築城時期不明

概要

 越沢集落の西の丘陵台地上にあって、標高

 230m、麓の水田との比高差約50mを測る。

 主郭部の三方は急峻な自然地形で、東に小国

 川が蛇行しながら北流する。主郭部のある台

 地は南北に大きく二分され、北の主郭部は更

 に3つの曲輪からなる。北西方向の山続きに

 は土塁と空堀で区切られ、竪堀も遺存する。

 主郭部から屋根づたいに南下すると螺旋状の

 堀底道としても用いた空堀と小曲輪が残る。

 摩耶山の登り口を眺望でき、木野俣館等と連

 携を保ちっっ、越沢～朝日村倉沢間の山越道また、関川～木野俣間の街道に対する押えの施設として

 機能していたとみられる。(酒井英一)



 6最上地区の中世城館の分布と特徴





 5最上地区の中世城館の分布と特徴 長澤正機

 1.城館玩の分布

 最上地区の中世城館堆についての基本的文献は「嶺金太郎「最上郡史料叢書』大正14年」および

 「最上郡教育會「贈訂最上郡史』昭和4年」である。これらを基にして、いくつかの文献があるが、

 実地調査された報告書的文献はない。むしろ、統一性はないが、各市町村史に詳しく記載されている。

 しかし、伝承や私的考察等は盛り込まれているが、大部分は上記二冊から大きく進展してはいない。

 実際今回の調査も、二冊の文献を基本としているが、史的考察の進展はほとんどない。しかし、位置

 の確認、遺構の追求、規模の把握、略測図(推測図)の作成等々、上記の文献にはなかった内容を記

 載することができた。反面、いわゆる「平城」といわれる城館が、ほぼ壊滅、消滅といった現象が多

 くみられ、「あったらしい」という不確かな捉え方しか出来ず、城館玩の分布を正しく把握したとは言

 えない。地区全体では、報告されたは城館玩は125箇所であるが、調査報告書に取り上げたのは93箇

 所である(内、略測図を書けなかったのが12箇所)。

 城館は、いわゆる「山城」「丘城」「平城」に大別される。独立した山頂付近の山城よりも、丘陵先

 端の舌状台地に築城された丘城が多い。別に「平山城」という研究者もいるが、集落間近の、集落を

 見下ろせるような小高い丘陵先端に位置している。攻撃よりも防御を目的とした城館といえる。集落

 の形成は、農耕生活と切り離せない。従って、水利の便のよい所に発達している。最上地区には、最

 上川が流れ、小国川、鮭川が注ぎこむ。この支流をさかのぼれば、さらに小河川が枝葉のごとく合流

 している。この合流地点は、地形的に三角形状となり、天然の要害地となる。集落に近いこのような

 地点に、城館を造っているのがとても多い。小国川に沿ってみると、富沢館(鳥出川)、小国城(絹出

 川)、赤館(満沢川)、物見館(杉入沢川)、太郎田館(白川)、フン館(老の沢川)等々となる。鮭川

 流域にも多くみられるし、最上川本流の流域にも多い。

 旧街道筋に分布していることも特徴として捉える。例として旧有屋街道筋には、金山城、魚清水館、

 松山館などがあって、秋田県の小野寺氏を意識している。一方山岳信仰に関わる分布も見られる。神

 室信仰における金山町の安沢館、柳館、檜館などである。安沢集落はそれなりに大きいが、柳館、檜

 館はどの集落と結びつくのか判然としない。にもかかわらず、上台川(金山川支流)と入田茂沢川の

 合流地点で対岸して見合えるように造っている。憶測ではあるが、神室山への登山道であり中世時に

 は、それなりの要衝の地で、館を必要としたと考える。

 2.歴史的な背景

 文明8年に、最上兼義六男満久が大蔵村清水に入部し、最上地区の南部を支配した。庄内武藤氏と

 の勢力争いのため、清水城を拠点にして、現戸沢村一帯の城館をさらに現在の新庄市、金山町、舟形

 町、鮭川村の半分以上を支配した。

 一方、秋田佐々木氏家臣の佐々木貞綱が、天文4年に鮭延城を築き、現真室川町一帯を支配した。

 が、三代秀綱のときに最上氏に攻められ、その家臣となった。最上地区東部に勢力をもっていた細川

 氏は、天正8年に最上氏に攻められ、敗退し、最上氏の家臣小国日向守光基(光忠)が現最上町を領

 地とした。最上地区全体が、最上氏に支配されるようになったが、城館はこの後に沼田城(新庄城)
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 ができるだけで、廃城の経緯は不明である。真室川町の野崎館主は、鮭延氏家臣であったが、最上氏

 に破れたので帰農したといわれているが、真偽のほどはわからない。館の跡地が現存しているので、

 廃城までには至っていないといえよう。

 元和8年に、最上氏の改易が行なわれ、同9年に戸沢政盛が仮城として鮭延城に居館し、寛永元年

 に新築なった沼田城に移転した。このときに、鮭延城は廃城になったといわれている。

 こうしてみてくると、中世の城館はいっごろから築かれてきたのか、文献資料がないだけに不明確

 である。領土拡張のために、攻めの城館としたものもあるが、それ以前に守るためのものであったと

 考える。遺構の同じ城館は見当らない。支配者によって築城させられたものではなく、その集落に住

 む住民の中の統括者的人物が、地形を捉えながら、目的的に築城したものと考える。そのとき、近く

 の城館やそれなりの意図をもって他城館を見聞していたともいえる。最上町の月楯、物見の館は沢一

 つ挟んで造られているし、戸沢村の大館、サ館は隣接している。舟形町の古館と長沢館は沢を挟んで、

 遺構がくっつき合うほど隣接している。平城では鮭川村の八幡館、庭月館、小十郎館、玄蕃館が合い

 接している。これは、鮭延氏家臣の庭月氏による群郭とみなしている。これらは、もし同時期に築い

 たものであれば、攻防を意図したことになるだろうし、時期的に先後関係なら目的そのものが異なる

 し、城館の変遷を知る好資料ともなる。結果的には最上氏の支配下になってしまうが、庄内武藤氏へ

 の、秋田佐々木氏への、仙台伊達氏への、と各勢力に対応した築城があったとは言い切れない。

 3.城館と集落の関係

 既述のとおり、中世の城館はその集落の統括者かリーダーによって築城されたと考える。山城や丘

 城は攻防のためであったといえるが、平城をみたときむしろ政事をした場とみなしたい。そして、こ

 れらはセットになるのだはないかと追求してきたのが最上町の城館である。志茂の手館と小館(壊

 滅)、東法田の館と楯の内(地名が残る)、太郎田館と若宮館(伝承)、物見の館と堀の畑、月楯と曾館、

 小国城と要害館、富沢館と氏家館(壊滅)の各セットである。他市町村でも追求しているが最上町の

 ようには至っていない。

 こうした捉え方は、より強大な敵にも対応したのではないかと考える。セットとなり、さらに隣接

 する城館と連携したともいえる。最上町の場合、細川氏が全体のリーダーであったろう。志茂の手館

 は十分にそれにふさわしい館である。城下町もしっかりしている。何よりも、いわゆる小国盆地を一

 望できる位置に築城しているし、東法田への道が開け、そこから若宮の太郎田館にも道が続く。そし

 て半兵衛館、小国城(岩部館)、富沢館へと結び付く。いわゆる間道がしっかりと造られ、お互い連携

 しあったとみなす。これらは、小国城築城以前に完成されていたといえよう。

 こうした関係は、平城がどう残存しているかによる。舟形町の沼沢館と楢沢館、戸沢村の楯の山と

 古口館などもあり、今後の研究に待ちたい。

 4.遺構からみた特徴

 (1)畝状竪堀群

 新庄市の小倉館の畝状竪堀群が飛び抜けている。三箇所に集中させているが、腰曲輪や曲輪を多

 用しないで、畝状竪堀群を用いている。すぐ近くの片平館A、落館にも畝状竪堀群がみられる。落館

 は土塁と堀切を多用、片平館は曲輪を多用し、三つの館とも特徴が異なる。金山町では、愛宕館と松
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 山館、安沢館にみられる。愛宕館のものは、まさに飾りのような小さなものだが、方向性や小さくなっ

 ていく形状などが特色ある。複郭の城館ととらえているが、今風にいえば「アクセサリー」的存在で

 あるが、目的があったのであろう。松山館のは、斜面にきっちりと位置づけている。最上町の志茂の

 手館にも畝状竪堀群が北斜面にみられる。複郭ととらえているが、大きな堀切と土塁で境界を造り、

 南斜面には曲輪を多用している。ここから白川を挟む太郎田館にも、規模の小さな畝状竪堀群がある。

 腰曲輪が連続する中に位置づけている。

 戸沢村の田沢館は、最上川に面する丘陵頂上部に位置し、主郭東部の緩斜面に畝状竪堀群を造って

 いる。13条もあるので群としてみなせるが、真室川町の鮭延城や差首鍋館には3条の竪堀群となり、

 規模は小さい。金山町の高堂館は、階段状曲輪の連続だが、途中に2条の畝状竪堀が位置づけられて

 いる。また、舟形町の沼沢館のように尾根の遮断から連続して位置づける畝状竪堀群もみられる。

 以上が現段階で掴んでいる最上地区内の畝状竪堀群を有する城館である。共通性はほとんど見られ

 ない。ただし、鮭延城以外は隣接し合っているといえる。流行性的なものかいわゆる系統的なものか、

 一概には言えない。

 (2)複郭

 山城で郭が少なくとも複数ある、とみなした複郭は四箇所である。金山町の安沢館と愛宕館、最上

 町の志茂の手館、真室川町の差首鍋館である。いずれも一山が城館に利用されている状態になってい

 る。しかし、証明づける資料はなく、大規模城館とみなされる可能性もある。

 (3)堀切の遮断

 山城のとき、独立した山でも、尾根続きの山でも、ほとんどのものは堀切で遮断している。新庄市

 の鳥越館は四方に延びる尾根に、丹念に堀切を造って遮断している。舟形町の沼沢館は南北に延びる

 尾根の両端に堀切を入れて遮断している。戸沢村の嘉門館は馬の背状の尾根を利用しているので、堀

 切を多用しているし遮断にも用いている。最上町の小国城の北東尾根の堀切は大規模であり、石垣の

 無い城壁になっている。

 (4)目的不明

 新庄市の盃森館、舟形町の韮館、金山町の八幡館は、遺構と推測できる部分もあるが中世の城館で

 あるかどうか断定できない。また、金山町の高堂館も主郭をどこに求めればいいのか遺構が山腹にあ

 るだけに目的がはっきりしない。最上町の比丘尼館も果たして中世の城館とみなした方がよいのか検

 討を要する。これらは、今後の研究に待ちたい。
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 7最上地区の城館遺跡の概要





とりごえたて

 鳥越館205-001
所在地新庄市大字鳥越字楯山

築城者鳥越九右衛門

築城時期室町期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 鳥越集落の南東に八幡神社があり、その東側一帯蹴鳥越館である。北方に新田川が東西に流れている。

 館主は清水氏家臣鳥越九右衛門で、「清水大蔵大輔分限帳」によれば最も多い禄高を給されている。

 すぐ近くにある如法寺は、鳥越九右衛門が開基したもので、菩提所となっている。なお鳥越氏は、現

 在の鳥越、柏木山、梨ノ木一帯を領するという条件下で清水氏に従ったといわれている。

 八幡神社から登っていくと、東屋があり、ここから城郭になる。すぐ東に二条の堀切が造られ、そ
 の間に土塁が造られている。なお土橋状に道が造られており、その南側には腰曲輪が南北に走っている。

 二条の堀切の東に、平坦地が広くある。台地状になっている。南下すると一段と高い段があり、こ

 こが主郭であったろう。現在愛宕社が祀られている。かっては三吉山も祀られていたといわれている。

 主郭の西側は張り出した尾根を巧みに利用している。土塁と堀切で腰曲輪を画し、さらに曲輪を造

 り、西端部にも堀切と土塁で遮断している。なお腰曲輪から愛宕社に抜ける所に枡形を造っている。

 主郭の南部は、南方に腰曲輪、竪堀、曲輪が造られている。南東隅は土塁と堀切、曲輪を複雑に絡

 ませている。遮断は自然傾斜を利用した曲輪である。

 東側は、腰曲輪、曲輪さらに堀切を造っている。北方は断崖絶壁になっており、より東方の丘陵は

 自然に狭まる状態なので、これら自然条件を巧みに応用した館の造りといえよう。



あじきたて

 安食館205-002
所在地新庄市大字金沢字北沢

築城者安食平右衛門

築城時期室町期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 新庄工業高校の東方に張り出している舌状丘陵の先端部に位置する。通称金沢山といわれる山の突

 端部を利用している。伝説にも残る「おけさ沼」が東はずれにある。

 館主はこの地にいた豪族の安食氏と清水氏家臣安食氏と二説がみられる。「清水大蔵大輔分限帳」に

 よれば、「安食長門」「安食半三郎」「安食与次郎」「安食主税」「安食兵部」「安食善助」「安食新右衛門」

 「安食平右衛門」「安食伊賀」の各氏が「安食館主」とあり、安食一族が清水氏持刈数の四分の一近く

 占めていることになる。

 主郭はより東側の頂上部にある。その東方に二つの堀切と土塁が造られている。その東側に曲輪が

 あるが、ここで尾根を遮断したといえる(より東に市道があって、拡幅されたので断定しがたい)。

 主郭北方は、自然の急斜面となっている。南方には腰曲輪や曲輪が数段にわたって造られている。

 西方にいろいろ手をいれている。土橋を造り、その両側を堀切にしている。土塁は掘り上げた土砂

 を利用したようである。さらに堀切や曲輪も造っている。主郭に近い堀切の南側に腰曲輪がいくつか

 連なり、部分的に竪堀状にしている所もある。土塁もみられる。

 杉等の切り出し道路が近年に造られたらしく、南斜面の遺構がはっきりしない。虎口や枡形囲らし

 き所もあるが言い切れない。(新国吉朗、長澤正機)



びくにたてやまやたて

 比丘尼館(山屋館)205-003
所在地新庄市大字金沢字山屋

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 下山屋集落の北方の山際に位置する。

 館主、時期等は不明である。「最上郡史料叢

 書」の「追加」部分に「山屋村の北三丁許に

 あり凡一反歩十一面観音の堂あり東に小川あ

 り佛供川と云ふ」と記されている。

 用水路が従前通り流れていたのかどうか不

 明であるが、二本の用水路に挟まれた状態で

 造られている。より北方の畑地と館内との間

 に空堀が一条造られている。これは、水濠であったと想定される。つまり館の周囲全てに水濠を造っ

 ていたと想定される。

 空堀に平行して土塁が東西にあるが、そのまま続いて南下している。より南にも一部空堀と土塁が

 あるので、周囲に土塁を設定したものと想定される。さらに南の荒地は直接的には館と関連しないと

 いえる。(新国吉朗、長澤正機)

かたひらたて

 片平館A205-oo4

 所在地新庄市大字萩野字楯ノ沢

築城者安食才兵衛

築城時期戦国期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『日本城郭大系3』

概要

 萩野集落の東方に、張り出した舌状の丘陵

 があり、南方に大以良川が流れている。標高

 271mが頂上部になる。

 館主は安食丹波の子孫安食才兵衛で代々庄

 屋を勤めてきた。

 主郭をどこに求めればいいのか迷う。まと

 まった削平地がほとんどない。頂上部にも曲

 輪を数多く造っているし、階段状の曲輪も多

 くみられる。腰曲輪は南斜面と北東斜面に多く見られる。北西斜面には畝状竪堀群を配置している。

 尾根に堀切がなく、自然地形で遮断したといえる。(新国吉朗、長澤正機)



つのざわたて

 角沢館205-005
所在地新庄市大字角沢字楯

築城者角沢伊勢

築城時期戦国期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『日本城郭大系3』

概要

 新田川と大谷地川の合流地点の西に、東方

 より張り出した丘陵があり、その西端部に位

 置する。角沢集落の南東にあたる。

 館主は清水氏家臣角沢伊勢で、慶長19年

 に戦死している。

 中央部に主郭を置き、その東方および西方

 に堀切を造って守りとしている・東方はこの

 堀切で遮断している。腰曲輪は南斜面にみら

 れるが、発達してはいない。なお、主郭の中央北斜面に一条の竪堀がみられる。(新国吉朗、長澤正機)

おちだて

 落館205-006

所在地新庄市大字萩野

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書」
参考文献

概要

 萩野集落から東方へ約1キロ、大以良川の

 北方に丘陵がありここに位置する。片平館A

 の東で約700mしか離れていない。近くには

 萩野集落のみなのに、このように二つの館が

 なぜ隣接し合っているのか意図が定かでな

 い。

 館主や時期等は不明である。

 主郭の北および南東斜面に畝状竪堀群を

 造っている。また東方尾根には連続堀切を造り遮断している。北西方にも堀切を連続して造っている。

 段状の曲輪はほとんどなく、腰曲輪や土塁、堀切が発達している。虎口や枡形囲など複雑な造りに

 なっている。(新国吉朗、長澤正機)



おぐらたて

 小倉館205-007
所在地新庄市大字萩野

築城者小倉丹波

築城時期戦国期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 仁田山集落の南東で、通称小倉山と呼ばれている山頂一帯に位置する。片平館Aの北約1.5キロに

 なる。

 「最上郡史料叢書」には「館主小倉丹波守と云伝う片平館主と同一か」と記されている。

 主郭は山頂部にある。その北方と東方に畝状竪堀群がある。東西の尾根には堀切で遮断している。

 主郭から南方へ緩斜面が続き、やがて堀切と土塁で画している。曲輪を造り、緩斜面を再び利用し、

 その西方には畝状竪堀群を配している。大小あるが方向はほぼ一定している。東斜面にも竪堀と畝状

 竪堀群がある。やがて二条の堀切で尾根を遮断している。広大で、標高334mの高さに構築している。

 途中の大きな堀切と土塁で二つの郭に分けることも可能だが、畝状竪堀群の配置や造り方等で単郭と

 みなす。(新国吉朗、長澤正機)



やむきたて

 八向館205-008
所在地新庄市大字本合海

築城者木戸周防

築城時期戦国期

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 蛇行して流れる最上川と新田川との合流地点の北西の丘陵先端部に位置する。本合海集落の北北西

 にあたる。舟運盛んな頃は、中腹にある八向神社が信仰され、館全体も景勝の地として奉られた。

 館主は木戸周防で、清水氏の家臣である。清水城に異変があれば、烽火で報せる一番目の出城で

 あったといわれている。確かに頂上から(主郭から)は遠く清水城の本丸跡が眺望できる。またここ

 からは、角沢館、ドーアン館、薬師館、真柄館なども眺望でき、出城としては重要な位置にあったと

 も言える。

 新田川合流地から急斜面を登る。南側は断崖絶壁で最上川に直下する。尾根そものも崩落しており、

 途中の小さな曲輪や堀切も一部崩落している。主郭は元はもっと大きかったと想定する。より西方は

 自然の急斜面を利用している。より北方に、曲輪を造り、東西に長い堀切と土塁が二条ずつ造られて

 いる。さらに尾根続きの低い所を利用して堀切を造り遮断している。

 烽火台があったとすれば、主郭南西隅の可能性が高い。遺構としては直接に裏付けるものはない。

 (新国吉朗、長澤正機)



さかずきもりたて

 盃盛館205-009
所在地新庄市大字飛田字上野

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『新庄市史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 上野集落の北方約1キロに、北東より舌状

 に張りだした丘陵がありその先端に位置す

 る。西方にゴルフ場がある。

 「最上郡史料叢書」に「飛田村字上野の奥盃

 堤の下字楯の越と云う、山は盃を伏せたる形

 をなし其糸尻にあたる頂上に三吉山の碑立っ

 其下を楯の澤と云う、清水もあり」と記され

 ている。地元民も「城跡」「館跡」といって大

 事に手入れしている。

 主郭と思われるやや平坦地に、「大平山三吉大明神」の石碑が建立されている。その周囲は盛り上げ

 た土饅頭型になっている。30mに近い変形円状から急斜面になる。そして腰曲輪状にぐるりと変形円

 状を囲む。参道と西側で一部切れるが、腰曲輪といえる形である。これら以外に遺構はない。このよ

 うな形態の館は、当地方には見当らない。中世の館といえるか、宗教に伴う遺構といえるのか、今後

 の研究に待ちたい。(新国吉朗、長澤正機)



かねやまじょうたてやまじょう

 金山城(楯山城)361-001
所在地金山町大字金山字楯山

築城者丹与惣左衛門

 築城時期天正9年(1581)

 史料及び『金山町史』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 金山小学校の裏山一帯に位置する。北東から南西に延びる小丘陵で、最高部は標高260mである。

 西方に金山川が流れ、南下するが、その間は町の中心街である。

 最上義光は、最上領北端にあたる有屋峠一帯を重視し、雄勝郡へ抜ける街道を見張らせるこの地に

 丹与惣左衛門を城主として築城させた。仙北小野寺氏にそなえての前進拠点としたのである。丹氏退

 転後(慶長5年)、鮭延氏の領下となり、薗部彦右衛門が城主となる。その後、川田三右衛門と代わり、

 元和8年の最上氏改易とともに廃城破却された。なお丹氏時代に現在の城下町が形成され、「十日町」

 「七日町」「内町」等が残存している主郭部は山頂近くにあり、平坦地になっている。その北方に堀

 切が一本大きくきられてさらに小さな堀切、そして曲輪で遮断している。大きな堀切と主郭との間に

 櫓台様の三角地を造っている。その西方に石碑が祀られているが、古記録にある不動堂であったと言

 われている。これらの南側に大きな曲輪がある。二の丸という説がみられるが、判然としない。これ

 らを取り囲むように腰曲輪が造らている。北側は参詣道にもなっているが、北側は公園化しているた

 めの散策道にもなっている。なお古記録に「馬乗馬場有之」とあるので、この腰曲輪が相当するもの

 といえよう。より南西部に各種の神社があり、曲輪を利用して堂宇が建立されている。南方は学校裏

 近くに曲輪がみられる。東側に帯曲輪と曲輪が発達している。しかし古記録にある「山八分目此所二

 清水有之由今ハ無之」を探索したが、場所不明である。

 小野寺領との境界として何回か争いの地となった有屋峠を背後に控える当城の重要性からすれば、

 遺構そのものは簡素であるといえる。(栗田弥太郎、長澤正機)



たかどうたてほりきりたて

 高堂館(堀切館)361-002
所在地金山町大字中田宇高堂山

 築城者(栗田備中守)

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 中田集落の北側に高堂山(495m)があり、

 南東部の山麓の稜線上に位置する。眼下に中

 田春木川が流れている。

 最上氏が金山城に丹氏を置き、その一族で

 ある栗田氏をこの高堂館にこもらせたと言う

 伝承が残されている。

 標高380m付近の稜線に、大きい深い一条

 の堀切で、高堂山麓から遮断している。その

 掘り上げた土で土塁を造るが、その南方には小さな曲輪が20段に連なっている。これらの内、9段目

 になる曲輪の東側に、畝状竪堀を二条造っていることと、曲輪を形成した時の余分な土砂を利用した

 とみられる西斜面の三つの小曲輪だけの遺構である。いわば階段状の曲輪群であり、主郭はどこに求

 めればいいのか判断に苦しむ。小さな見張小屋的建造物をどこかに想定したいが、その位置も求めに

 くい。このような遺構は、別記の魚清水館にもみられるが、果たして中世城館量研究のどこに位置づ

 けられるのか、特異な形状であるため、今後の研究に待ちたい。(栗田弥太郎、長澤正機)

くろいわたて

 黒岩館361-003

 所在地金山町大字漆野字堂ケ沢山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 中田春木川と県道中田釜渕線を眼下に見下ろす背稜山地の突端にあり北・西・南は切り立った絶壁

 で東方に狭い背稜状の山稜が走っている。地元民は楯とよんでいるが、平地もなく、曲輪等も見当ら

 ない。堀切と称されている箇所があるが、自然なのか人口的なのか判断に苦しむ。(栗田弥太郎)



きちじたて

 吉次館361-004
所在地金山町大字飛森字谷口山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 伝承として「吉次館」という説があり、現地を調査してみたら、山頂に平地があり、山神が祀られ

 ているのみで、曲輪等の遺構はなく館とは認められない。(栗田弥田郎)

うおのしみずたて

 魚清水館361-005

所在地金山町大字金山字魚清水

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 金山川および有屋街道にのぞむ竜馬山に続

 く尾根中腹の舌状台地から南方に延びる尾根

 沿いに位置する。

 築城者等については不明だが、有屋峠を越

 える旧街道の守りとして金山城の支城の拠点

 としたものと推察される。

 竜馬山系の稜線に、東西に大きい堀切で遮

 断している。この南側に主郭があったと想定

 される曲輪が長方形状に造られている。ここから南方に、階段状に曲輪が連続する。腰曲輪を途中に

 位置づけ、さらに土塁を小さく造って部分的堀切状にしている。南端部は、弓状の腰曲輪にして稜線

 を遮断している。その残土でさらに曲輪を造っている。主郭部以外は稜線を巧みに利用した階段状の

 曲輪の連続で、当地方では特異な遺構といえる。(栗田弥太郎、長澤正機)



あたごさんたて

 愛宕山館361-006
所在地金山町大字山崎字愛宕山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』『出羽諸城の研究』
参考文献

概要

 金山城の南約1㎞に標高294mの愛宕山が独立丘として位置している。頂上部に愛宕社が祀られ、

 南面斜面に山神、白山、稲荷社等が祀られている。

 愛宕社信仰によって、どのくらい影響を与えているかはっきりしないが、頂上部はもちろんのこと、

 尾根づたいに複雑な遺構を形成している。より南側の現在の参道に沿って登ると、愛宕社の南に至る。

 東側に腰曲輪と土塁が三条ずつ認める。その東端に畝状竪堀がみられる。これらの北側に登ると不規

 則に曲輪が重なる。現参道にも一部利用されている愛宕社の西側にも曲輪がいくつか造られている。

 腰曲輪の下部に13条の畝状竪堀群が造られている。その長さは小さいが、斜面に従ってみごとに並ん

 でいる。これらと愛宕社北側の二本の堀切で一見遮断しているかのように受けとめられる。が、引き

 続き曲輪がありこれに伴うかのように腰曲輪も形成されている。やがて、緩やかな斜面となり二条の

 堀切がみられる。ここでもう一つの館になるとみなす。

 二条の堀切の北方に平坦地があり、やがて別の主郭がみられる。これには腰曲輪や曲輪が付随して

 いる。やがて北北西の急カーブをとるがここに、堀切と土塁、土橋を造っている。その西方には遺構

 が見当らない。

 複郭式城郭として検討したが、築城者や年代は全く不明である。一説には金山城がここだったとい

 われているが、地元民はそうでないと言い切る。しかし、現参道から登れば愛宕社のある部分が愛宕

 館であり、反対の北側から登れば愛宕館の前に一つの館に至る。逆に単郭式とすれば、全山が一つに

 なり、遺構のとらえ方にやや疑問が生ずる。.(栗田弥太郎、長澤正機)



はちまんたておおまたたて

 八幡館(大又館)361-007
所在地金山町大字山崎字持越前山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 大又集落から東南方の金山川の対岸上に位

 置する。人家もなく、全くの山の中であるが

 西側が断崖絶壁の要害になっている。

 ほぼ南北に金山川に平行して二本の土塁と

 空堀が造られている。それに直交する方向に

 曲輪と腰曲輪が七条みられる。最上部に小さ

 い平坦地があるが、主郭が存在したかどうか

 は疑問である。

 金山城あるいは鮭延城の出城としての要害地という説もみられる。  (栗田弥太郎、長澤正機)



やすざわたてたいへいだて

 安沢館(太平館)361-008
所在地金山町大字下野明字安沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 安沢集落の北方丘陵に位置する。山麓の安沢、焼山、田茂沢の各集落を通る街道は、古代から秋田、

 雄勝地方へ通じる古道といわれ、この交通路を押さえる一支城としての館といわれている。太平神社

 参道に沿って鳥居をくぐって北上するといくっかの曲輪や腰曲輪がある。さらに登ると平坦地にな

 る。ここを第n主郭とする。

 第n主郭のすぐ西側に二条の堀切と土塁があって遮断している。北側は長い腰曲輪の北側の斜面に

 沿った形で畝状竪堀が八条あり、それぞれ土塁がみられる。第皿主郭の東方は三条の堀切と二条の土

 塁さらに曲輪で一旦遮断する。ここからより北方への尾根に、二条の堀切といくつかの曲輪をつくり、

 第1主郭と画している。

 堀切と土塁によって区分けされた箇所から東方へ四つの曲輪を経て太平山三吉山の石碑に至る。最

 も高い所でここを第1主郭とする南には腰曲輪があり、曲輪がいくつか連続する。北には、腰曲輪と

 曲輪が重なり、やがて三条の堀切と土塁で尾根を区切っている。さらに曲輪を造り、遮断している。

 規模的には大きく、構造そのものも複雑である。単郭とみなすこともできるが、畝状竪堀群に囲ま

 れている郭の部分と曲輪に囲まれている郭の複郭にした方が今後の研究のためにょいと考える。な

 お、築城者等については伝承すら無い。地元民は太平三吉山として信仰している。

 (栗田弥田郎、長澤正機)



やなぎたて

 柳館361-009
 所在地金山町大字金山市の沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山町史資料編E』
参考文献

概要

 田茂沢集落の東方の丘陵地に位置し、上台

 川の左岸になる。資料となるものは皆無で、

 地元民の覚えだけである。

 南北に延びる丘陵の尾根に構築している。

 主郭はほぼ中央部にあり、より北側に腰曲輪

 や曲輪が連なり、やがて一条の堀切で遮断し

 ている。320mの山頂部の主郭はほぼ正方形

 で南側にも腰曲輪を形成している。南方にも

 曲輪を連ね、一旦堀切を造り、さらに曲輪を造っている。そして急斜面を利用して遮断している。

 (栗田弥太郎、長澤正機)

ひのきたて

 檜館361-010

所在地金山町大字金山字入田茂沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山町史資料編H』
参考文献

概要

 柳館のすぐ北方にあり、入田茂沢川をはさ

 んでいる。ここも資料は皆無で地元民の覚え

 のみである。柳館、檜館ともに神室山への登

 山道の一つに沿っており、古道としては要衝

 であったと推定される。

 丘陵の西端部の尾根を利用している。東方

 に二条の堀切と土塁で遮断し、曲輪、腰曲輪

 を連ねて、主郭に至る。ここから西方は、や

 がて二つの尾根に派生する。そこまで曲輪をいくつか形成し、長い腰曲輪で一旦遮断し、二つの尾根

 沿いに小さな曲輪をいくつか造り自然急傾斜を利して遮断している。(栗田弥太郎、長澤正機)



まつやまたてやげんじたて

 松山館(弥源寺館)361-011
所在地金山町大字有屋字谷源氏

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『金山のあゆみ』
参考文献

概要

 稲沢集落の南方の丘陵地に位置している。

 ここも地元民の覚えのみで、資料等は皆無で

 ある。

 丘陵東端部の緩斜面を利用している。神社

 が二つあり、この参道にそって主郭に至る。

 主郭の東部に二条に堀切、土塁があって自然

 傾斜を利して遮断している。南東部に堀切が

 走りやがて南に畝状竪堀群が続く。八条の腰

 曲輪を利用して造っている。主郭の西部には曲輪があるが、北側には遺構が無く、自然の急傾斜を利

 用している。(栗田弥太郎、長澤正機)



おぐにじょうほんじょうたていわべのたて

 小国城(本城館、岩部館)362-001
所在地最上町大字本城字城山

 築城者小国日向守光忠(光基)

 築城時期天正8年(1580)

 史料及び『最上町史上巻』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 最上町の中心街向町の東方に小高い山がみられる。その下を絹出川が流れ、絹出橋を渡ると十日町、

 本城の集落に至る。これらの地名は、いずれも小国城に由来するもので、「侍屋敷」「丸山屋敷」「庄屋

 屋敷」などのほか、「表小路」「中小路」「旦那小路」なども残っている。

 小国城は以前には、「岩部館」として利用され、細川氏が治めていたといわれる。最上義光が天童頼

 澄を滅ぼし、細川摂津守直元のいるこの地に攻め込み、激しい攻防戦の結果細川氏は敗れた。この時、

 最上勢の蔵増安房守が格別の功があったので、小国の地を賜り嫡子が改名して小国日向守光忠(光基)

 となり小国城を築いた。

 小国城は、最上家の改易により、仙台の伊達藩に接収された。その後、この地は戸沢藩の領地となっ

 た。城跡は、杉木立と雑木林に囲まれており、今なお「お城山」の通称で親しまれている。

 主郭はⅡにあったと想定される。すぐ東側に大きな堀切を造り、土塁で区画している。南東斜面に

 腰曲輪状を連続させているが、一部Ⅰの小郭に結びつく長大な腰曲輪にしている。堀切で区画された

 Ⅰの小郭は、長い腰曲輪に囲まれており、その内部に曲輪をいくつか造っている。Ⅲの小郭は、Ⅱと

 の大きな堀切と尾根に大きく深く造った堀切とで囲まれている。この堀切に至る前に土塁をめぐら

 し、防御している。このように、三つの小郭からなるので複郭とみなせるが、連続しており築城の意

 図は不明であるため、単郭の大規模なものととらえた方が妥当と思える。(五十嵐隆一、長澤正機)





ようがいたて

 要害館362-002
 所在地最上町大字本城ヤウケエ

築城者中村玉五郎

築城時期戦国期

 史料及び「最上町史上巻」「最上郡史料叢書.
参考文献

 「日本城郭体系3」

概要

 小国川と鳥出川との合流地点北方で、国道

 47号線と陸羽東線に挟まれた所に位置する。

 小国城の真下(南)にあたる。

 小国日向守光忠(光基)の叔父中村玉五郎

 が館主といわれている。

 鉄道開通でほぼ壊されたが、土塁の一部お

 よび空堀の一部が残存している。小国城が山

 城としたとき、ここが平城としてのセットと

 みなすこともできる。なお、地元の呼び名はヨウガイ、ヨガイ、ヨゲイ、ヨウケイ、などいろいろみ

 られる。(五十嵐隆一、長澤正機)



びくにたて

 比丘尼館362-003
所在地最上町大字富沢字向田

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 富沢集落からみて、小国川の対岸に位置す

 る。小国川にせり出すような丘陵先端部にあ

 るが、遺構はあまりはっきりしない。辛うじ

 て堀切と土塁がわかる程度であるが、どのよ

 うに連続しているのか区画化がしにくい。曲

 輪状も認められるが、略測図に線引きできな

 いぐらいはっきりしない。

 史的資料は皆無で、地元民の伝承による館

 名であるため、今後の研究に待ちたい。  (五十嵐隆一、長澤正機)



とみさわたてつるたて

 富沢館(鶴館、フン館)362-004
所在地最上町大字富沢字土合

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』
参考文献

概要

 小国川と明神川との合流地点北方に下小路と立小路の集落がある。この二つの集落の背後に富沢楯

 がある。現状の等高線をたどってもわかるように、西方および東方に突き出た丘陵を利用して造られ、

 その姿が「鶴」のようにみえたところがら「鶴館」とよばれるようになったという。

 「最上郡史料叢書」に「小国日向の一族にして小国没後仙台に移る。栗原郡岩ケ崎町のの館持中村宗

 三郎は基子孫なり」とあることから、天正8年以前までは細川氏の支配下にあったとみなされる。

 主郭は東よりの中央部にあったと想定する。曲輪や腰曲輪でより東方を防備している。東端は堀切

 で遮断している。西方は曲輪を多用している。西端は現在ある神社の所の堀切で遮断している。主郭

 部はほぼ平坦で、特に遺構はみられず、北方に腰曲輪を造っている。(五十嵐隆一、長澤正機)



うじいえたてたてたて

 氏家館(ウゼン館、オゼン館)
所在地最上町大字富沢字上大久保

築城者不明

362-005

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 富沢楯と対の館と考察されているが、遺構等は不明である。  (五十嵐隆一、長澤正機)

あかだて

 赤館362-006

所在地最上町満沢字赤楯山

 築城者(田沢内匠介)

築城時期戦国期

 史料及び「最上町史上巻」「最上郡史料叢書」
参考文献

 「日本城郭体系3巻」

概要

 小国川と満沢川との合流地点すぐ東に位置

 する。小国川に架かる満沢橋(細の原橋)の

 西側の小さな独立丘全体が館跡である。

 この館は、田沢内匠介の居城と伝えられ、

 天平年間に田沢村を造ったといわれている。

 いわば、小国郷の開祖とされているが、真偽

 のほどは不明である。

 丘の頂上部は平坦地になっている。ここを

 堀切によって三つの曲輪に分けている。内二つの堀切には虎口がみられる。より北側には小国川が流

 れ断崖になっている。ここに腰曲輪と大きい土塁がある。また部分的だが横堀もある。

 (五十嵐隆一、長澤正機)



はんべいたて

 半兵衛館362-OO7
所在地最上町向町字沢原山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 沢原山から東南に派出した南端に位置し、

 東麓を沢原川が流れる。国道47号によって

 南端部を一部欠損している。

 歴史的に明らかな史料はなく、半兵衛なる

 者が城主と指摘されている程度である。

 丘上は二重堀と土塁によって大きく二つの

 曲輪にしている。主郭はより南側のものと想

 定する。北側の曲輪の北方には、大きな堀切

 で尾根を遮断している。南側曲輪には、東斜面に腰曲輪を、南東の尾根には堀切、曲輪を造っている。

 さらに主郭周囲に横堀や竪堀など堀を多用している特色ある館といえる。(五十嵐隆一、長澤正機)

たろうだたて

 太郎田館362-008

所在地最上町大字若宮字北太郎田

 築城者(田沢三郎)

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 若宮集落の北側にあり、沢原山の南西端に

 位置する。

 田沢三郎という者がこの地を開発したとい

 われているが定かでない(太郎の開発だとい

 う説もある)。

 東法田に通ずる道路によってより北側は一

 部欠損している。しかし緩やかに傾斜してい

 る小丘に、腰曲輪と横堀が三重、五重に連

 なっている。また南北に延びる土塁も平行して造られている。西側に規模の小さい畝状竪堀が五条造

 られ群としている。また東側には枡形囲、虎口も認められる。(五十嵐隆一、長澤正機)



ひがしほうでんのたて

 東法田の館362-009
所在地最上町大字東法田字東山

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 東法田集落の東側一帯の山頂に造られてい

 る。北北東から南南西に延びるいわゆる馬の

 背状の細長い尾根を利用し、約450mにおよ

 ぶ遺構がみられる。

 より北方は、連続しない堀切で遮断してい

 る。細長い曲輪が続き、やがて二条の土塁と

 三条の堀切で画している。また細長い曲輪が

 南方に続き、一条の堀切で画している。太平

 山を祀る平坦地の周囲は、腰曲輪状に造られている。その南方に二条の堀切、一条の土塁で一応遮断

 しているが、さらに細長い曲輪状が続いており、やがて崩落地に至る。

 当地方における城館趾では類例が検出されていない遺構である。主郭部が判然としないし、土塁と

 堀切と曲輪のみの、しかも細長い尾根を巧みに利用した遺構といえる。

 歴史的に裏付ける史料等は皆無で、「楯の内」とセットになる山城とみなしている。

 (五十嵐隆一、長澤正機)

たてのうち

 楯の内362-010

 所在地最上町大字東法田字楯ノ内

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 地名に残っているだけで、資料や遺構等は不明である。東法田の館と対になる平城とみなされる。

 (五十嵐隆一、長澤正機)



つきだて

 月楯362-011
 所在地最上町大字月楯字楯ノ裏

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 小国川の左岸で、この川に臨む舌状台地上にあり、月楯集落の対岸に位置する。

 館主については、明らかではない。この月楯と別記している「物見の館」「月見の館」が混同して知

 られており、地元民も研究者も判然としないままに今日に至っている。つまり小国郷の開祖である田

 沢内匠介が造ったとする説、後にこの地を治めた小国日向守光忠が小国城の監視所にしたという説な

 どがみられるが、どの館についての説なのかあまりにも隣接しすぎているため、明らかにできない現

 状である。

 主郭はより中央部にあったと想定する。その北側は堀切と土塁で画し、やや大きな曲輪を造ってい

 る。さらに小国川向けての斜面に曲輪を造っている。主郭の南側には土塁と堀切が造られ、土橋があ

 る。枡形状から南東に土塁を走らせ、途中から尾根に沿ってほぼ直角に曲げL字状にし、堀切を入れ

 ている。このような造り方は、町内では類例がない。(五十嵐隆一、長澤正機)



そだて

 曾楯362-012

所在地最上町大字月楯字曾楯

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 月楯小学校の敷地を含めてその西側に空堀

 (水田に利用しているので、本来は水濠で

 あったろう)、土塁の一部が残存している。楯

 主等については不明であるが、大字月楯のほ

 ぼ中央部に位置付けられるので、「月楯」と対

 になるものといえる。

 館主や時期等については不明である。

 (五十嵐隆一、長澤正機)

ものみたてつきみのたて

 物見の楯(月見の楯)362-013
 所在地最上町大字月楯字楯ノ浦

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 別記「月楯」と隣接して、月楯の西方に位

 置する。北西方向に延びる張り出した丘陵の

 先端部で標高268mを数える。北方眼下に小

 国川が流れ、月楯集落をはじめとして多くの

 集落そしていわゆる小国盆地を眺望すること

 ができる。

 「月楯」の項でも記したように、名称が混同

 しているため、楯主等ははっきりしない。太

 郎田館と判兵衛館との「つなぎの城」という説も最近になって見られる。

 月楯と接する尾根に、三条の堀切を造って遮断している。土塁も三条になるが、より西側の土塁は

 主郭部を画している。主郭はその土塁から続く曲輪上にあったと想定する。その北側は断崖絶壁に

 なって小国川に至る。主郭の南方に、曲輪を階段状に造っている。南西の遮断は、尾根に造られた曲

 輪である。(五十嵐隆一、長澤正機)



ほりはた

 堀の畑362-014
所在地最上町大字月楯字清水下

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び『最上町史上巻』
参考文献

概要

 月楯集落の西端にあって、小国川右岸の河

 岸段丘第二面に位置するが、一部は第一面に

 またがっている。

 築城者等は不明であるが、月見の楯と対に

 なるものとみなされる。

 主郭があったと想定する所は、空堀と小さ

 な土塁で囲まれた中である。現在は空堀の所

 は畑地になっているが、より西方の一段低い

 所の堀は水が貯えられているので、主郭周囲の堀は水濠であった可能性もある。いわゆる平城で方形

 状に造られていたと考える。(五十嵐隆一、長澤正機)



こだて

 小館362-015

 所在地最上町大字大堀字宮ノ下

築城者不明

築城時期戦国期

 史料及び「最上町史上巻』
参考文献

概要

 陸羽東線の大堀駅から南へ約1キロの水田の中にある。土塁の一部しか残存していないが、志茂の

 館と対になるものとみられる。館主は不明である。(五十嵐隆一、長澤正機)

 一187一



しものてたてみずてのたてみずのてたてしもならたて

 志茂の手館(水手の館、水の手館、下村館)362-016
所在地最上町大字志茂字上野

築城者細川帯刀直重

築城時期戦国期

 史料及び「最上町史上巻』「最上郡史料叢書』「日本城郭体系3』「中世城郭研究創刊号』
参考文献

概要

 小国盆地の西北隅にある志茂集落の北方に緩やかな丘陵が北東から南西にのびている。標高240m

 から300mを数える尾根に、直線的に計測すれば400mにおよぶ大きい城郭を造っている。

 館主は、小国城主細川直元の弟細川帯刀直重(直茂)と伝えられているが証明付ける史料は無い。

 なお、現在の志茂集落に「中通り」「本通り」「内構え」「桜馬場」などの地名が残っており、かつての

 城下町の名残りをとどめている。

 中核部に大きな曲輪を二つ造っている。志茂集落に近い方の南麓にある曲輪を1とし、その西に位

 置するものを曲輪Ⅱとする。Ⅰは南東部に広がる幾重もの曲輪および腰曲輪に支えられている。これ

 らを通って虎口を経て中心部に至る。より東側は、小谷で遮断している。より西側は、自然の傾斜や

 くぼみを利用している。北側はL字状の堀切と土塁によって画している。いずれも大規模である。さ

 らに北方には、大きな土塁状があり、堀切が複雑に絡み合っている。やがて、より東方に三本の堀切

 と随所に落とされた竪堀で遮断している。

 一方の曲輪Ⅱは、ⅠのL字状堀切と土塁によって画された西側に構築されている。逆L字状に堀切

 を隣接させ、より北方で竪堀にしてもいる。そこから西および南西に大きな腰曲輪があって、そこの

 山の傾斜のそった形で14条の竪堀を造っている。いわゆる畝状竪堀群である。やや不規則ではある

 が、またより腰曲輪の南西部には小規模ながらも土塁があったりして、畝状竪堀群の意図がはっきり

 しない。なお、この土塁の東方に虎口が見られる。

 この複郭式城郭は同時期なのだろうか。1は曲輪と堀切、竪堀が主となっている。一方IIは畝状竪

 堀群に北方を委ねている。もし同時期同一者による築城であるなら、相当なる意図があったはずであ

 る。攻撃的な城郭と防御的な城郭さらにはより大きい支配的な城郭などいろいろ推察されよう。

 (五十嵐隆一、長澤正機)

 一188一





さばねたて

 猿羽根館363-001
所在地舟形町大字富田字楯山

築城者源次郎義高

築城時期南北朝期

 史料及び『舟形町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 最上川と小国川の合流地点から北東1.5キロ大きく張り出した舌状の丘陵がある。富田集落の東方

 で、ここに位置する。

 源次郎義高は延文5年に、富田村轟に築城したが、貞治元年猿羽根に移った。以後義満、元安、義春、

 義尚、高春、義舜、光義と館主は引き継がれた。義舜の時、最上義光に従わず天正13年に長瀞に於い

 て切腹、猿羽根家は断絶した。以後、山形の下城となり、猿羽根家老安食次郎が肝煎となった。

 富田義高家に伝わる「正八幡宮興記」によれば、氏神正八幡宮を館本丸の外一段高地に祀ったとあ

 る。また林昌院は六代高春の奥方が天文13年に楯山の一角に建立したと伝える。なお、富田集落は、

 道路が碁盤の目のように区別され、明らかに城下町を形成していたといえる。

 館は東西に長い尾根の基部を約23mの幅に堀切り、さらにその延長線北斜面に二つの竪堀とコの

 字土塁によって遮断されている。城内は三つに区分されている。主郭は東の曲輪を二重の空堀とその

 延長北斜面に竪堀を設け、さらに土塁によって断ち切っている。また主郭西は底部幅約20mの大空堀

 によって西の曲輪を分断している。主郭南に櫓台がある。西の曲輪から南に延びる尾根を二重の堀切

 によって遮断している。

 主郭北西隅に館主の手植えという親杉(町天然記念物指定)と社祠がある。また大空堀南東にサイ

 カチの古木がある。・(溝口仁)



てぐらもりたて

 手倉森館363-002
所在地舟形町大字堀内手倉森

築城者猿羽根氏二代義満

築城時期南北朝期

 史料及び『舟形町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 最上川と小国川の合流地点南方に位置し、

 丁度合流地点目指して張り出している丘陵北

 端にあたる。本堀内集落の南方になる。

 猿羽根氏二代義満は三代元安に跡を継が

 せ、永和2年堀内村手倉森に仮の城を築き隠

 居した。元安が病死したので、再び猿羽根館

 に移住した。以後廃城となる。

 手倉森山頂の遺構とこの山麓から最上川下

 流方向に張り出した舌状段丘上の遺構からなっている。前者は東側の裾の所に南北に延びる自然の凹

 地を僅かに手を加え、空堀状にしている。これに沿って、手倉森を囲むように土塁と空堀が造られて

 いる。後者は宅地、耕作地となっているため、詳細は不明である。サイカチの古木と社祠がある。

 (溝口仁)



ぬまざわたて

 沼沢館363-003
 所在地舟形町大字舟形字裏の山

築城者沼沢新左衛門

築城時期室町期

 史料及び『舟形町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 国道13号線の猿羽根トンネル北入り口の北方の丘陵に位置する。小国川は北方0.7キロに流れて

 いる。館の南側から西側に平沢川が流れている。舟形集落の南方にあたる。

 館は南に猿羽根峠があって最上郡と北村山郡の境界をなし、交通、軍事的要衝の地である。館主は、

 沼沢越後を改名して新左衛門といい、清水氏の家臣である。「清水大蔵大輔分限帳」には「馬上衆」と

 記されている。館の下に元屋敷という所があり、ここに集落があったと言われている(元和2年に火

 災があって全戸焼失した)。

 主郭の北西の尾根は、曲輪を造りながら四つの堀切で画している。土塁の付随する堀切もある。主

 郭の南東には、浅い堀切と深い堀切で遮断し、さらに広く深い堀の底部に二条の畝を施して三条の堀

 にしている。この畝先を曲げながら延長し、北東斜面で一条になる。これを起点として六条の畝状竪

 堀群がある。また竪堀群の西側先端に半円形の盛り土を施し井戸にしている。主郭は三方を土塁で固

 め、南西に枡形虎口を造っている。腰曲輪はなく、尾根を巧みに利用し、堀切や畝状竪堀群、土塁等

 で防備している。(溝口仁)



ならさわたて

 楢沢館363-004
 所在地舟形町大字舟形字裏の山

築城者楢沢出羽守

築城時期不明

 史料及び『舟形町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 舟形駅一帯に位置していたといわれるが、

 鉄道や宅地等でほぼ破壊されている。辛うじ

 て後述するように曲輪の一部と想定できる所

 が残っている。

 楢沢館は、長沢監物の領地であった。館主

 楢沢出羽守は、長沢館主の家臣とも伝えられ

 ている。

 舟形駅西方の鉄道防雪林に、僅かに曲輪の

 一部と思われる段差のある平坦部がある。断

 定しがたいが、平沢川の流れの方向などから可能性も否定できない。  (溝口仁)

ながさわたてつるたてそがたて

 長沢館(鶴館、曽我館)363-001
所在地舟形町大字長沢字楯

築城者長沢監物祐種

築城時期戦国期

 史料及び『舟形町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 長沢集落のほぼ中央部に位置し、国道47

 号線によって一部削りとられたが、集落に張

 り出した舌状台地の先端部にあった。小国川

 がすぐ北を西下して流れる。

 館主は長沢監物祐種、長沢常陸、長沢仁兵

 衛尉へと引き継がれた。長沢常陸は最上氏に

 属していたが、後継ぎがなかったので最上義

 光の斡旋により羽黒山衆徒をもらい子とし

 た。これが長沢仁兵衛尉で最後の館主であ

 る。つまり、最上氏の改易によって廃城となる。

 基部は十数メートルと狭い。館の東方は絶壁をなしているが、西権現沢は比較的浅いため、これに

 沿って空堀が設けられている。主郭は、より南方から中央部にあったと想定されるが宅地、耕作地に

 なっているため断定できない。ここを取り巻く曲輪が造られている。土塁の一部があって、楯明神が

 祀られている。館の北端部の斜面に殿清水とよばれる湧水がある。(溝口仁)



ふるたて

 古館363-006
所在地舟形町大字長沢

築城者不明

築城時期不明

概要

 長沢館の東方不動沢川の対岸にあって、東

 西に延びる山頂尾根筋に造られている。平石

 集落の南方にあたる。この館に関する伝承や

 文献は無い。今回の調査によって明らかに

 なったものである。しかし古館という名称が

 あったので、少なくとも長沢館よりも古い時

 期で、清水氏統治以前の館であろう。

 この館の主要な曲輪は、基部より三つにな

 る。基部は箱堀状の空堀で尾根を遮断してい

 る。この空堀は半円形に主郭を取り巻くよう

 にして、南の不動沢川まで造られている。これと主郭西に設けられた二条の薬研堀状の堀切とで固め

 ている。さらに主郭東は空堀に沿って土塁(一部二段構え)を築き強固にしている。

 二の曲輪は、東に堅牢な土塁を築き、南斜面には曲輪を造っている。北斜面に一部空堀が残る。

 三の曲輪は、緩斜面を利用している。東に土塁を築き、ちいさな堀切で画し、やがて土塁でさらに

 画し、急斜面として曲輪を四つ造っている。ほそ長い尾根の利用と、堀切、空堀、土塁の多用は、や

 や清水氏関係の館とは趣を異にする。(溝口仁)



たて

 フン館363-007
所在地舟形町大字長沢字野

築城者不明

築城時期不明

概要

 野集落の北を流れる老ノ沢川と小国川との

 合流地点すぐ東に位置する。舌状台地である

 が、鉄道開通工事や国道整備等で南部は一部

 破壊されている。

 館主や時期等は不明である。「古館」がフン

 館になまったという説もある。

 主郭はどこにあったのか判然としない。現

 存する遺構の一段高い東西にのびる平坦地に

 南北両端より一直線に土塁を築き、上手下手

 の曲輪に分けている。上手は鉄道沿線に沿っ

 て土塁が築かれている。また下手曲輪の西側に土塁を築き、さらに次の曲輪に、これに沿って土塁と

 空堀を設けて断ち切っている。北側は小国川が、南側は老ノ沢川が流れている。(溝口仁)

にらだておおやたて

 韮館(大谷館)363-008

所在地舟形町大字長沢字大焼黒山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『舟形町史』
参考文献

概要

 大谷集落の南、標高差260mの東西にのび

 る尾根筋にある。館の北は絶壁、南は急斜面

 をなし、長沢地区にある四つの館の中で最も

 高い所に位置している。

 大谷館ともいっていたが、館の南東斜面の

 中腹に広範囲にわたって韮が群生しているこ

 とから名付けられたと伝えられる。館主や時

 期等は不明である。

 尾根筋に小さな曲輪状が五箇所造っている。その両端は土塁で遮断している。これらの尾根筋の遺

 構から北斜面には、不規則な曲輪状や腰曲輪状が多くみられる。館には尾根に向かって三筋の凹地が

 ある。そこに腰曲輪が段状に設けられているが、主郭部は判然としない。館遺構とみなすかどうか今

 後の研究に待ちたい。一(溝口仁)



さけのべじょうまむろじょう

 鮭延城(真室城)364-001
所在地真室川町大字内町字古城

 築城者佐々木貞綱

 築城時期天正4年(1576)

 史料及び『真室川町史』「最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』「鮭延城記』他多数
参考文献

概要

 真室川町の南端にある内町集落の北北東に位置し、丘陵を舌状台地状にしてその上に中心城郭を

 造った。この舌状台地は、標高110mから115mの高さにあり、東南東より北北西方向に延びている。

 中心城郭があった所からみて、西側に真室川が流れ、南側に薬師沢、北側に近江沢が流れている。東

 側は雑木林の平坦地が続くが、人為的なのか自然なのか馬の背状に急にせばまった所に、後述する堀

 切や土塁で境界を造っている。なお西側斜面は国鉄奥羽本線工事によってほぼ破壊されている。南斜

 面も地滑り防止工事によって一部破壊されている。

 城歴の概要については、いろいろみられが概ね次のようにとらえる。佐々木貞綱は仙北の城主小野

 寺氏に仕えていたが、天文4年の時に、鮭延荘を賜り、鮭延城を築いた。その後、氏孝、秀綱と続き、

 秀綱16歳にして城主となり鮭延越前秀綱と称した。一方最上義光は天正9年に大軍を送って、鮭延城

 を攻めた。当時18歳の秀綱はこれと戦うが、敗戦し、最上氏の配下となる。しかし功多く、重臣とし

 て仕える。元和8年最上家の改易により、幕府老中土井利勝に預けられ、正保3年に土井家にて死去

 した。元和8年の最上家の改易と同時に、鮭延城も一部破却されたが、新庄藩祖戸沢政盛は、一時期

 仮城として鮭延城に居を構えた。戸沢政盛は寛永2年に新城を築き、藩主以下家臣は全て新城に移り

 住み鮭延城は廃城となった。

 主郭は中央部の平坦地にある。現在、ここに至るのに、4通りある。近江沢川沿いに造られた「大手

 門道(主郭内に「大手門跡」の標柱があるのであえて使用する)」である。城の北方から東に進み、直

 角に南下して、主郭のほぼ中央部に通ずる道路となっている。途中崩れてしまった所もあるが、表門

 に通ずる本道であったといえよう。曲輪の利用や虎口や枡形囲いも巧みに応用している。道路脇には

 井戸の形跡も見られる。

 二番目はこれまた標柱の「搦手門跡」を使用して「搦手門道」とする。内町集落よりほぼ東に登る

 道路で、途中曲輪を横断していたりしている。主郭が畑作などに利用されていたことや地滑り防止工

 事などの影響で元々の道路であったかどうかは断定しがたい。主郭部に接している所は、堀切を利用

 している。

 三番目は「薬師沢道」である。城郭東南に東北から東南へ流れる薬師沢沿いにできた道路である。

 ここは、農道となっているためか整備されている。頂上部は堀切を利用している。この道路は裏街道

 としての役目を果たしていたようである。

 最後は結果としての道路である。野々村集落に通ずる道路である。つまり城郭の東南部の尾根に、

 堀切や土塁で遮断しているが、野々村集落に通ずる耕作道路が見られる。逃げのための道路にしては

 貧弱であり、馬の背状になっているので、より後世に造られたものであろう。

 現存する遺構をみてみると、既述のように虎口がある。大手門道の最頂部にあり、坂虎口を形成し

 ている。枡形が付随するが、坂虎口なら食違い形か内枡形ととらえる。曲輪はより西斜面、北斜面に
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 多く見られる。腰曲輪(帯曲輪)は西斜面に発達しているが、北から東斜面にも見られる。堀切は主

 郭南東部の遮断部に三条見られる。よく発達しているが一部破壊されてもいる。竪堀は、西斜面の腰

 曲輪を分断するかのように、急斜面に形成している。畝状竪堀群は、主郭東南部の堀切および土塁の

 延長上北部にある。三条であまり発達しているとはいえないが、急斜面に向けてのしかも谷に向けて

 の造成は意図を追求するのに苦労する。このほか、土塁や井戸の跡もあり、往時を偲ばせる貴重な城

 郭といえる。(佐藤貢、長澤正機)
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ひらおかだて

 平岡館364-002
 所在地真室川町大字平岡字家ノ裏

築城者柿崎馬乃丞

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『日本城郭体系3』『鮭延城記』

概要

 平岡集落の西方で、舌状台地の西端部に位

 置する。西の沢川と金山川に囲まれた要衝の

 地である。

 鮭延氏の家臣柿崎馬乃丞が、永禄年中に居

 住したといわれる。鮭延越前守と行動を共に

 したともいわれている。

 舌状台地の西端部に、三条の堀切を造って

 いる。より西側が発達しており、形状もしっ

 かりしている。  これのみで主郭となり、斜面に沿って小さな曲輪が数箇所造られているにすぎない。

 (佐藤貢、長澤正機)

たて

 オクミ館364-003

 所在地真室川町大字木ノ下

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 真室川と大沢川(鮭川)の合流地点近くの

 田圃の中にごく小さな台地がある。ここがオ

 クミ館といわれている。築城者等については

 不明である。

 台地上は雑木林や栗林になっているが、よ

 り南側に土塁が認められ、東側に小さな曲輪

 がある。北東部にも小さな曲輪があるが、中

 世の城館跡であったのかどうかの判断は、現

 状からみて困難である。(佐藤貢、長澤正機)



のざきだておおさわたて

 野崎館(大沢館)364-004
所在地真室川町大字大沢字岩麓

築城者佐藤大和信基

築城時期戦国時代

 史料及び『真室川町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『安楽城村史』

概要

 大沢川と小又川との合流地点に野崎集落が

 あり、その背後に細長い小丘陵が南北に続い

 ている。その南端にこの館が位置している。

 館主の佐藤大和信基は、鮭延秀綱の後見人

 となるが、天正9年最上義光に滅ぼされ自害

 した。

 主郭から南方へ曲輪が連なり、腰曲輪で支

 えている・主郭の北方は大きな堀切で一旦画

 し、さらに曲輪が続く。その先は墓地に造成されているため不明である。より東斜面は、腰曲輪、曲

 輪が発達しており、長い土塁と空堀も造られている。西斜面は、腰曲輪を多く配している。

 (佐藤貢、長澤正機)

みやたさわやまうわたてふるたて

 宮田沢山上館(古館)364-005

所在地真室川町大字大沢字宮田沢山

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 小又川と大沢川との合流地点北東の丘陵南

 端に位置する。宮田沢が東に流れ、小又川と

 に挟まれた形となる。野崎館とは小又川を挟

 んで相対する。

 築城者や時期等は不明である。

 主郭部であったと思われる所の西側は、風

 雨の影響からか斜面が削りとられて断崖絶壁

 になっている。南下するにしたがって、曲輪

 がきちんと残っているが、これ以外の遺構は見つからない。  (佐藤貢、長澤正機)



うちのさわたて

 内の沢館364-006
 所在地真室川町大字大沢宇内ノ沢

築城者伊東大膳

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

 『最上群史料叢書』

概要

 内ノ沢集落の北方の丘陵西端部に位置し、

 小又川が西方を南下している。

 伊東大膳の居館と伝えられている。南隅の

 八幡神社は伊東家の鎮守と言われている。

 開田や区画整理が行なわれ、主郭部は分か

 らない。八幡神社からみて西斜面に小さな曲

 輪や腰曲輪、土盛がある。同じく北方に細長

 い曲輪が見られる。これら以外にも曲輪と想

 定できる箇所が相当数あるが、断定はできない。  (佐藤貢、長澤正機)

こまたたて

 小又館364-007

所在地真室川町大字大沢字小又

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 小又集落の北方の山麓に位置する。小又川

 が東方を南下して流れている。

 築城者や時期等については不明である。

 部分的に張り出している山麓の先端部にあ

 り、規模は小さい。40m×70mの平坦地の四

 隅にそれぞれ曲輪が連なっている。北西部は

 やや不規則であるが、遮断を考慮しての造り

 といえる。平坦地中央東よりに竪堀が一条み

 られる。自然にできたのか意図があったのか不明である。  (佐藤貢、長澤正機)



いさごさわたてふるやしき

 砂子沢館(古屋敷)364-008
所在地真室川町大字大沢字砂子沢

築城者佐藤隼人

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 古屋敷集落の北方の丘陵東端に位置する。

 東に大沢川が流れている。

 佐藤隼人という者が秋田から移り住み、築

 城したと言われている。鮭延城時代に帰農し

 たと言われている。

 主郭部の位置ははっきりしない。堀切や土

 塁からみて、これらに挟まれた所の平坦地で

 あろう。より西側の土塁は四条になり、ほぼ

 平行するように南北に長い。この間の堀切は三条で、横堀ともいえる。主郭部とみなす平坦地の東側

 に曲輪を造り、大きな堀切で遮断している。舌状丘陵を掘り削って造っており現在道路に使われてい

 る。北側斜面は絶壁に近い急斜面に、南斜面は崩壊も含めて断崖絶壁になっている。

 (佐藤貢、長澤正機)

ながさとたて

 長里館364-009

所在地真室川町大字差首鍋字長里

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 長里集落の西方のほぼ山頂に位置する。標

 高200m近く、ここに至る山道は険しい。

 築城者や時期等は不明である。

 主郭と想定される平坦地から、東方に曲輪

 が並び、一条の堀切で遮断している。西方は

 土塁や堀切、曲輪が入り交じっている。特に

 堀切が発達しており、遮断を丹念にしている

 北方は自然の急斜面を利用し、南方に竪堀や

 曲輪、堀切を造っている。現在周囲は雑木林に囲まれ見通しは悪いが、伐採されれば眼下にいくつか

 の集落が見渡すことができるであろう。(佐藤貢、長澤正機)



さすなべたてさげなべたて

 差首鍋館(下ケ鍋館)364-010
所在地真室川町大字差首鍋字東内山

築城者沓沢玄蕃

築城時期戦国期

 史料及び「真室川町史』『安楽城村史』「最上郡史料叢書』他多数
参考文献

概要

 東方に大沢川が、南西方に西川が流れ、これらが合流して一段と水量を増して大沢川は南下する。

 この合流地点の北西に大きく舌状に台地がはりだしている。ここに館が築かれている。東は大沢川め

 がけて断崖絶壁に、北も蛇行する大沢川と水田めがけて断崖絶壁、南は西川めがけての断崖絶壁とい

 う天然の要害に恵まれている。

 東斜面に「穴から首を差し出し、鍋を大沢川に下ろして水を汲み上げた」という地名伝説があるが、

 南斜面にも出水所跡地の伝承がみられる。

 初代館主の沓沢但馬忠久は近江の沓沢庄から最上氏を頼って来て、この地を賜った。しかし、沓沢

 掃部介忠国の時代に至り、最上義光の攻撃により、滅ぼされた。嫡子兵庫介忠家がその跡を継ごうと

 したが、幼少のため、その代わりとして、野崎館の家老であった沓沢玄蕃が居住したという。

 主郭と副郭からなる複郭式城郭となる。主郭はより東方にあり、変形の方形になっている。東端部

 に小さな土塁を造っている。相対するように西端にも小さな土塁を造っている犬走り状になっている

 が、塀の構築があったかどうか定かでない。主郭部の南側には大きく腰曲輪が造られ、一段と低い所

 に井戸跡が見られる。これらより南側には曲輪が発達している。この曲輪の西側には三条の畝状竪堀

 群が造られている。その北側には土塁を築きさらに土塁や掘り上げ土などを利用して、枡形囲いを

 造っている。ここから主郭に通ずる所に虎口を造っている。主郭と副郭の遮断部に相当手を入れてい

 ることがうかがえる。

 主郭の西側は、ほぼ平地に近い自然の緩やかな傾斜が続く。その西端に、土塁があり、竪掘状が二

 条、曲輪、堀切などが造られている。これらの間には、遺構らしいものが見当らない。南北それぞれ

 の急斜面にも手を加えた跡が見られない。しかし、城郭全体の遮断面を西側に求めれば、西端のこれ

 らの遺構が相当するとみなす。とても大規模な城郭と言えよう。(佐藤貢、長澤正機)

 一203一





たかさかたて

 高坂館364-011
所在地真室川町大字差首鍋字高坂

築城者安部右京

築城時期戦国期

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 町最北の高坂集落の北方に、南北に細長い

 丘陵があり、ここに架せられた送電線に沿う

 形で館がある。稜線続き以外は湿地および堤

 で囲まれている。「安楽城村史」に「指首鍋高

 坂館跡ハ濠ヲ四方二続シ周囲五六町頗ル要害

 ノ地ナリ」と記されている。また館主安部右

 京については「真室城内二召使フ安部右京是

 ナリ鮭延家の分限帳ニハ八十石ニテ鑓手衆ト

 アリ」と記されている。安部氏は鳥海弥三郎の子孫と言われている。

 主郭部は、張り出した丘陵の一番高い所にある。丘陵そのものが細長いため、主郭部分も細長い。

 北方には腰曲輪と曲輪があり、谷底によって遮断されている。南方は、小さな堀切と土塁で画し、尾

 根伝いに曲輪が造られている。その東側にやや大きい曲輪が三段あるが、より後世によるものなのか

 判断に苦しむ。四方に濠があったと言われているが、人為的なものかどうかこれも判断に苦しむ。

 (佐藤貢、長澤正機)



なかのせたて

 中ノ瀬館364-012
 所在地真室川町大字大沢字中ノ瀬

築城者高橋兵庫

築城時期戦国期

 史料及び『真室川町史』『安楽城村史』
参考文献

概要

 大沢川(鮭川)沿いの中ノ瀬集落の北方に

 あって、大沢川の右岸段丘上に位置する。

 「安楽城村史」に「高橋兵吾ノ居住セシ所ナ

 リ」「真室城主ノ臣下タリ」と記されている。

 またこの地を「大沢川ノ上ニアリ頗ル景勝ノ

 地ナリ」とある。確かに、眼下に大沢川(鮭

 川)が流れ、杉や雑木がなければ景勝の地と

 なりうる。

 用水路が引かれているためか、かっての城郭の全体をつかむことが困難である。大沢川に直交する

 かのように、二条の空掘と土塁が造られている。その北側の平坦地が主郭とみなす。そして西側を流

 れるカマサとの間に南北に土塁を造っている。井戸跡らしい所も認められる。(佐藤貢、長澤正機)

くらのたてのぞきたてたてやま

 倉の館(及位館、楯山)364-013
所在地真室川町大字及位字中山

築城者高橋図書義安

築城時期戦国期

 史料及び『真室川町史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 新及位の西側に楯山が急峻な崖の上にそび

 えたつ。そこの頂上部に造られたのが倉の館

 である。多くは及位館と呼んでいる。アンテ

 ナ中継所となっている。

 鮭延氏の臣高橋図書義安が館主で、最後は

 鮭延氏に伴い土井家に預けられている。

 398mの頂上部が主郭である。城郭は尾根

 伝いに南北に連なっている。主郭を含めて城

 郭の東側は急峻な断崖絶壁になっている。主郭の西側には曲輪が囲むように造られている。南下する

 と、堀切が一条造られ、その南に小さな曲輪が続く。頂上部を巧みに利用した館といえる。(佐藤貢、

 長澤正機)



しみずじょう

 清水城365-001
所在地大蔵村大字清水字比良

築城者清水孫次郎満久

 築城時期文明8年(1476)

 史料及び「大蔵村史』「最上郡史料叢書』「日本城郭体系3』「清水城趾発掘調査報告書』他多数
参考文献

概要

 藤田沢川と最上川との合流地点に舌状に張り出した台地がある。その北端部は、藤田沢に注ぎ込む

 西の沢によって二分されており、より東側の台地上に清水城が位置する。比良集落の北方にあたり、

 清水集落は最上川対岸にある。

 最上氏家臣清水孫次郎満久が、文明8年に白須賀に居館を構えたが、その後天然の要害地として比

 良の台地に築城した。以後慶長19年まで、138年間にわたって最上地方南部の治世に当たった。七代

 に及ぶが、その七代城主大蔵義親はいわゆる「最上家お家騒動」にまきこまれ没した。その後、最上

 氏の改易が元和8年におき、最上氏関係の領内諸城は接収されてしまう。

 城郭の規模については、かなりの伝承や文献が残っている。本丸跡とされている主郭は舌状台地の

 北端に近い。80m×60mのほぼ長円形で平坦である。発掘調査によれば、多くの建造物があったよう

 である。本丸の南に内堀がある。堀切状になっている。ここには土橋または木橋が架けられていたよ

 うである。この橋を渡って本丸内に行くため、本丸南端に門跡が調査によってわかっている。本丸の

 北方には、曲輪が幾つかあり、西の沢に向けて土塁が築かれている。東方の斜面には曲輪を造り、「お

 馬出し」の跡といわれている所もある。

 内堀(堀切)で本丸と画して、現道路に沿って南下すると、曲輪と土塁があり、さらに内堀がある。

 これは水濠であったととらえる。さらに南下すると二の丸跡となる。ここは開田によって水田地に

 なっている。

 二の丸の南に高い土塁が、ぐるりと長方形状に造られている。内部の現状は空堀だが、つい最近ま

 で水を貯えていた水濠である。このあたりまでの東斜面は曲輪が多く造られている。西斜面は西の沢

 めがけての絶壁になっている。

 外堀から南方は、城下町であったといわれている。「二日町開田碑」によれば、面積47㌶もあり、昭

 和45年に竣工している。地名として、二日町、春日町、上町、下町、山形下屋敷等塑残っている。

 七代にわたる中世の城館は、当地方においてはここしかない。それだけに、中世における最上氏の

 要衝の城であった。庄内の武藤氏との争いもあったし、最上川における舟運の拠点でもあった。それ

 だけに、城そのものの規模も大きいが、最上氏改易後は惨憺たるものであったらしく、発掘調査に

 よっても、出土品はごくわずかである。盗掘もかなりあったとも言われている。現在、本丸跡地とそ

 の周辺は村所有地として保存され、公園化されている。(大山信裕、長澤正機)
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もとたてふるたて

 元館(古館)365-002
所在地大蔵村大字清水字白須賀

築城者清水孫次郎満久

 築城時期文明8年(1476)

 史料及び『大蔵村史』
参考文献

概要

 白須賀集落の北端に位置する。清水集落か

 ら最上川に架かる大蔵橋をわたると真南の小

 高い台地上にある。

 最上氏家臣清水孫次郎満久は、当初この地

 に城を構えた(文明8年)。しかし、地の利を

 知って、比良の地に移転した。元あった館と

 いうことから元館となったという。

 大蔵保育所から約南50mの所に、土塁と元館略測図

 堀切がある。いずれも完全とはいえないが、これ以外の遺構は無い。台地の張り出し先端部にあたり、

 ここで館を画したといえよう。

 (大山信裕、長澤正機)

あかまつだて

 赤松館365-003

所在地大蔵村大字赤松字中島

 築城者(大比良豊後)

築城時期不明

 史料及び『大蔵村史』
参考文献

概要

 銅山川と赤松川との合流地点の南に、小さ

 く張り出した丘陵がある。一部削りとられて

 いるが、この地に館跡が認められる。

 館主は大比良豊後といわれているが、八鍬

 某ともいわれており、判然としない。

 尾根を遮断するかのように、一条の土塁と

 堀切が東西に造られている。より南側は杉林
赤松館略測図

 になっているが遺構の形跡は無い。より北側

 は削りとられているため、不明である。東斜面に関連する地形が認められるので、北方に遺構が延び

 ていたのかもしれない。(大山信裕、長澤正機)



ようがいだて

 要害館365-004
所在地大蔵村大字大坪

築城者不明

築城時期不明

 参考文献「最上郡史料叢書』

概要

 「最上郡史料叢書」に「大坪と志津の中間道路傍、それと大坪川を隔てて宮田の崖の上と南北相対し

 て此名あり、前者は大坪分後者は角澤分なり」と記されている。大蔵村、新庄市両者から探求したが、

 検出出来なかったので消滅したといえる。(大山信裕、長澤正機)

 一210一



にわつきたて

 庭月館366-001
所在地鮭川村大字庭月字後野

築城者庭月綱任

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』『日本城郭体系3』『鮭延城記』他多数
参考文献

概要

 岩下川と鮭川との合流地点の南にあり、鮭川の右岸段丘上に位置する。岩下集落と観音寺集落のほ

 ぼ中間になる。

 鮭延城主秀綱が、鮭川、川西の重要拠点と見定め、庭月氏二代綱任に築城させた。

 主郭の西方および南方は平坦地続きの中に空堀、堀切で画している。南西隅に出水があり沢になっ

 ているので、水堀であった可能性がある。が、現状は堀切となっている。西側堀切に沿うように、土

 塁が造られている。規模は大きいとは言えない。その土塁の南よりに直交するように竪堀がある。こ

 れは主郭に入るための道路とみなす。ここには門があったと想定する。したがって、ここに至る土橋

 もしくは木橋が堀切の上に架かっていたと想定される。なお、堀切を利用して「馬転ばし」を造って

 いたという説もあるが、水堀の可能性が高いので、これはなかったといえよう。主郭内は平坦地で、

 特に遺構は残っていない。北西隅に墓碑があり「大守公度綱」と刻まれている。北斜面に曲輪が若干

 見られる。東側は急斜面で鮭川に続く。

 別記している、八幡館、小十郎館、玄蕃館は、群郭としてとらえられ、その中心郭が庭月館であっ

 たとみなせる。(矢口輝登、長澤正機)



はちまんたて

 八幡館366-002
所在地鮭川村大字庭月字岩下

築城者庭月綱任

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『鮭延城記』

概要

 岩下川と鮭川との合流地点の北方に位置し

 庭月館とは岩下川を挟んで相対する。

 慶長年間に、鮭延秀綱が庭月館外に八幡神

 社を建立し、鮭延城の鎮守とした。さらにこ

 の地を庭月館の北方の防備に必要とみなし、

 館をも築いたといわれている。詰の館といえ

 る。

 主郭と想定される所は、畑地となっており

 遺構の確認はできない。より南端部に腰曲輪や曲輪が見られる。西斜面にも曲輪があるが東斜面は鮭

 川に至り、遺構は無い。(矢口輝登、長澤正機)

こじゅうろうたてうまたて

 小十郎館(馬館)366-003

 所在地鮭川村大字庭月字堂の上

築城者井上小十郎

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 玄蕃沢と鮭川との合流地点北方に位置す

 る。玄蕃沢はそれなりに深くいわば天然の塊

 割となり、西側から南側を画している。東側

 は鮭川が流れている。北側は平坦地となり、

 庭月館に続く。

 鮭延一族の井上小十郎に、鮭延城や庭月館

 の南部方面の防備に付すために造らせた詰の

 館といわれている。

 主郭がどこにあったか判然としないが、南端部にはいくつかの曲輪がみられる。また、規模は小さ

 いが、土塁状が四箇所みられる。ここで画し、その南側が主郭にしたと想定される。

 (矢口輝登、長澤正機)



げんばだていちのたて

 玄蕃館(一の館)366-004
 所在地鮭川村大字庭月字堂の上

築城者庭月綱任

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 玄蕃沢と鮭川との合流地点南方に位置し、

 小十郎館と玄蕃沢を挟んで相対する。

 群郭の南端の館にあたるためか、平坦地に

 ほぼ東西に土塁を造り遮断している。北にい

 くとまた堀切を平行させて造っている。さら

 に土塁も平行している。これらのほぼ中央部

 に道路が造られ、門があったと想定される。

 主郭の北東に小さな台がある。小十郎館や対玄蕃館略測図

 岸の一族との連絡所であったと想定される。より北斜面に竪堀が一条見られる。また北から西斜面に

 曲輪もみられる。(矢口輝登、長澤正機)

 セゴロ館366-005

所在地鮭川村大字庭月字切欠

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 小深沢と鮭川との合流地点の北に位置し、二つの河川に挟まれるような三角地にある。松沢集落の

 北方にあたる。

 館主は不明だが、「最上郡史料叢書」には「セゴロは今の所有主の名なり」とある。地元民によれば

 「成五郎(清五郎)」という説もあるが判然としない。

 堀切と土塁があったが、水田の整備化で消滅してしまった。(矢口輝登、長澤正機)



げんじたてえぞたて

 源氏館(蝦夷館)366-006
所在地鮭川村大字曲川字川崎

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 川崎集落の背後に小高い山があり、館はこの山頂部に造られている。東眼下に曲川が南下している。

 館主や築城時期等は不明である。いわゆる源氏一族の館という説もあるが、定かではない。また、

 形状からしてより古い時期の館という説もあるがこれまた証明するものは何も無い。

 主郭はほぼ頂上部にあったと想定される。約15m四方のほぼ方形の平坦地がそれであろう。ここの

 周囲に曲輪を造っている。これらを支えるように腰曲輪を各斜面に造っている。ほぼ円形状の山なの

 で、はっきりとした尾根はみられない。それでもより南側はやや張り出して別の山に連なるので、こ

 こに大きな一条の堀切を造り遮断している。ここに至る南斜面に腰曲輪や曲輪、土塁などいろいろ造

 作している。西側は自然発生の谷川で遮断し、北側に続く。東側は一部急斜面もあるが自然傾斜で画

 している。

 確かに、このような孤立している円形状の山頂部に単郭を造っている城郭は、当地方ではほとんど

 類例を見ない。それだけに貴重であるが、意図や時期、館主など不明だらけなので、現形状を正しく

 把握しておくにとどめる。(矢口輝登、長澤正機)



あしざわたて

 芦沢館366-007
所在地鮭川村大字曲川字芦沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 滝の沢川と蛇行して流れる曲川の合流地点

 南方に、曲川小学校芦沢分校がある。一段高

 い河岸段丘上に位置し、分校一帯が主郭とと

 らえる。

 この館は陸奥阿部一族のものと伝えられて

 いるが、証明するものは何も無い。

 分校裏側に、辛うじて土塁の跡が一部認め

 られるだけで、これら以外の遺構は定かでな

 い。なお、曲川を挟んで、左岸段丘上に「鉾館」が存在するという伝承があるため、詳しく調査した

 が不明であった。(矢口輝登、長澤正機)

やくしながね

 ミタケ館(薬師長嶺)366-008

所在地鮭川村大字京塚字小反

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 小反集落の東側一帯の丘陵上に位置するといわれているが、中世の城館に関する遺構は現段階まで

 に発見できていない。

 伝承として、阿部貞任の親族阿部貞頼が駐在した所であると言われている。これを裏づけるものは

 何もない。ただし、土塁状や建造物跡、空堀跡、泉池跡などの遺構がある。これらは、中世の宗教に

 関する遺構としてとらえられている。これも確実視されておらず今後の研究に依るところが多い。

 (矢口輝登、長澤正機)



あらさわたて

 ミクラ館(荒沢館)366-009
所在地鮭川村大字京塚字荒沢

 築城者(安部貞頼)

築城時期不明

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 京塚集落から牛潜集落にぬける途中に、荒

 沢集落がある。その東方に丘陵が東西に長く

 延びている。通称「薬師長嶺」と呼ばれてい

 る。この丘陵で最も高い148mの標高から荒

 沢集落にかけてミクラ館がある。「御蔵楯」と

 漢字を当てる地元民もいる。

 阿部貞頼を館主とする考えもあるが、定か

 ではない。

 現在は荒れているので、遺構そのものを的確にとらえることはできない。辛うじて堀切を一状認め

 ることと、南東に曲輪が造られていることがわかるにすぎない。「最上郡史料叢書」には「荒沢村の北

 山上にあり二の台三の台ありと」と記されている。(矢口輝登、長澤正機)

きょうづかたて

 京塚館366-010

 所在地鮭川村大字京塚字市の坪

築城者武田河内

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 京塚集落の南端に東から張り出した舌状丘

 陵があり、その先端部に位置する。

 清水城の北端拠点の重要地として、家臣武

 田河内を遣わし、館主とした。清水大蔵分限

 帳に俸禄等が明記されている。

 主郭は西端部にあり、平坦になっている。

 三方の斜面には曲輪および腰曲輪が造られて

 いる。東側は栗林の影響もあって、不確かな

 遺構把握となるが、小さな堀切と土塁でいったん画し、さらに一段と低い所で二条の堀切で尾根を遮

 断している。北斜面には土塁の一部が残っているが、南斜面には曲輪とおぼしき所と抜根跡が入り交

 じっている。しかし堀切から東方には緩斜面が続いているにもかかわらず、はっきりした遺構は見ら

 れないので堀切で遮断したとみなす。なお館の南側に流れる小さな沢は、出水で「殿様の用水」と言

 われている。(矢口輝登、長澤正機)



くまのたて

 熊野館366-011
 所在地鮭川村大字佐渡字熊の堂

 築城者(木戸周防)

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 佐渡集落の北方で沼前川の北に位置する。

 西に張り出した舌状台地の先端部で、その東

 方に山の神集落がある。

 館主は清水家臣木戸周防と伝えられている

 が真偽は不明である。

 熊野神社が祀られているため、その影響が

 若干みられる。参道を登ると大きな腰曲輪が

 ぐるりと囲む。馬場といわれている。堀切に

 つながるもので当地方では類例がない腰曲輪といえる。境内には熊野神社と鐘楼堂があるが遺構は見

 られない。山の神集落に向かって東方に行くと、大きな堀切がある。掘り上げた土を築いたのか堀切

 の西側に土塁状が平行してみられる。東側にはみられない。この堀切から東方へ150mの所に同じよ

 うな堀切と土塁状がある。ただし腰曲輪状は付随していない。ここで遮断している。

 (矢口輝登、長澤正機)

かわぐちたて

 川口館366-012

 所在地鮭川村大字川口字楯の上

築城者矢口内記

築城時期戦国期

 史料及び『鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 川口集落の南端に、鮭川に沿って舌状に張

 り出した丘陵があり、館はこの地に位置する。

 清水氏家臣矢口内記(讃岐または内膳)が館

 主で、氏忠、氏益の三代にわたって居住した。

 主郭は南北に細長い平坦地にあったと想定

 される。西側にさらに一段と高い台状を造り

 断崖絶壁の鮭川に至る。平坦地の東端に土塁

 を造り、斜面に曲輪を造っている。北方は、

 自然傾斜の中に曲輪を造り蛇行する鮭川に至る。南方は土塁で主郭と画し、二条の堀切と一条の土塁

 で遮断している。尾根伝いに曲輪および小さな堀切で再遮断している。東斜面には曲輪を丹念に造っ

 ている。一部竪堀状もあるが、自然崩落によるものなのか判然としない。(矢口輝登、長澤正機)



ちょうじゃやしき

 長者屋敷366-013
所在地鮭川村大字佐渡字鶴田野

築城者不明

築城時期不明

 史料及び「鮭川村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 「最上郡史料叢書」に「鶴田野の東端、日下の東方、佐渡山の山根にあり梢斜面をなす十問に十二間

 位土手堀あり南に入口あり、傍に細流あり」と記されている。この地は昭和40年頃に開田され、これ

 らの遺構は不明である。地元民によれば「長方菱形をなし、約2mの築堤で囲み、中央に堀があり、幅

 約3mの通路があった」という。現状は田であるため遺構の確認はできない。(矢口輝登、長澤正機)
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げんじたてげんじたてたて

 源治館(源氏館、ゲンジ館)367-001
所在地戸沢村大字松坂字野口

 築城者(源摂津守)

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 野口集落の北方に南に張り出した丘陵があ

 り、その先端部に位置する。館主は「戸沢村

 史」では安部貞任とし、「最上郡史料叢書」で

 は源摂津守としている。前者は源義家に滅ぼ

 されたとしているが真偽は不明であり、肯定

 しがたい。主郭から東方に曲輪が発達してい

 る。枡形囲、虎口も造っている。主郭西端に

 は南にのびる土塁もある。北方への尾根には

 細長い堀切で画している。その先は曲輪が造

 られている。南東に向けて、空堀や土塁を造ったり、尾根にそって土塁を造ったりしている。単郭で

 あるが複雑な遺構になっている。(松田富美雄、長澤正機)

へいけたて

 平家館(チンダ館)367-002
 所在地戸沢村大字松坂天ケ沢

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡戸澤村史』
参考文献

概要

 上松坂集落の北東にあたり、標高148m前

 後の東西に延びる丘陵上に位置する。

 主郭部には、前方後方形の塚が二基造られ

 ており、三吉大権現や今熊神社・八幡神社等

 の石碑がおかれ、近年まで神社もあったと地

 元民が述べている。その平坦地から西に堀切

 が造られ、掘り上げた土砂で土塁を一条造っ

 ている。ゆるやかな傾斜が続き、さらに一条

 ずつの堀切と土塁で尾根を遮断している。一

 方東方には、主郭部の平坦地が100m近く続き、そこから一条ずつの堀切と土塁で遮断している。主

 郭部南方に曲輪状が二段あるが、北方は急斜面となっている。

 源治館に対しての平家館と言われているが、地元民には「館」「館山」と呼ぶ人が多い。「最上郡戸

 澤村史」には「安倍貞任一味の居た処と傳へられる」とあるが、真偽のほどは定かでない。なお、別

 記している「姥館」という名称が、この館に相当するという説もあり、現時点では断定できない。

 (松田富美雄、長澤正機)



すわたて

 諏訪館367-003
所在地戸沢村大字松坂字寺沢山

築城者松坂三左衛門重令

築城時期室町期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 向松坂集落の南方の丘陵上に位置する。眼

 下に鮭川が南下している。

 館主は、足利将軍義政との争いから逃れこ

 の地にきた松坂三左衛門と言われている(信

 州の人で文安5年卒)。後に最上氏がこの地

 におよび、清水氏の入部となり、その配下川

 口館の勢力に屈服し没したとされる。

 丘陵頂上部に平坦地があり、南からの尾根

 は一条の土塁と堀切で遮断している。中央部はやや低地となり、東側、西側に一段と高い曲輪を造り、

 より北側に土塁と堀切を巧みに位置づけて遮断している。西側に細長くくびれのある堀切、曲輪、腰

 曲輪状を連続して造り遮断している。(松田富美雄、長澤正機)

さとたてたてさとうたておくびょうだて

 里の館(サト館、佐藤館、臆病館)367-004
所在地戸沢村大字松坂字本宮

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』『最上郡戸澤村史』
参考文献

概要

 松坂集落の西方に田沢川が流れている。その左岸で水田の中に畑地がある所が所在地である。

 館主等は不明である。一説に館主が合戦のとき、一戦も交えず館下の沼に隠れたとか逃げたとかで

 臆病館の名がついたと言われている。攻めたのは鮭延氏といわれる。

 四方田に囲まれているが、遺構ははっきりしない。畑地とかつては水田化した所もありほぼ壊滅し

 たとみなす。(松田富美雄、長澤正機)



いわぜきたて

 岩堰館(サイカチ館)367-005
所在地戸沢村大字神田字内林

築城者早坂左馬介

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 田沢川の右岸に位置し、神田小学校の南方

 0.5キロにあたる。

 館主は早坂左馬介で対岸に左馬介の祈願所

 とする修験加性院があったと伝えられる。

 遺構は道路や堤、河川工事等でほぼ破壊さ

 れている。辛うじて土塁の一部と空堀の一部

 が残っている。また堤の造成によるのか判然

 としないが堤側に曲輪状がみられる。

 (松田富美雄、長澤正機)

ほんじょうたて

 本城館367-006

所在地戸沢村大字神田字内林

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 神田集落の北方に、ゆるやかな傾斜をもつ

 舌状丘陵がある。元神田小学校の裏側に当た

 る。

 館主や時期については文献がなく、不明で

 ある。伝承も見当らない。

 主郭部は頂上部の平坦地とみなす。東西に

 向けてはっきりしない曲輪が馬蹄形に連な

 る。その間は緩斜面である。より北の曲輪に

 ちいさな土塁がある。主郭西側は腰曲輪状(堀切か)が南北に造られ、急斜面に至る。この遺構が遮

 断といえる。(松田富美雄、長澤正機)



おおだて

 大館367-007
所在地戸沢村大字神田字楯山

築城者大楯某

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 神田集落の北方にある丘陵上には二つの館が

 連続して位置している。より西方にあるのが大館で

 ある。濁沢川が西方に南下している館主は大楯

 某と伝えられている瓜時期、目的等は不明であ

 る。南南東の峰続きにサ館があるがこれとの関連は

 定がでない。自然発生と思われる沢で画している。

 主郭は中央部の平坦地にあったと想定す

 る。その西側に土塁を造り画している。腰曲

 輪がぐるりと取り巻いている。北北西に延びる尾根には自然傾斜のみで特別な遺構はない。南側には

 曲輪が発達している。東側にも曲輪を造っている。沢でもって遮断すると想定するが、隣接する左館

 の遺構のとらえ方によってはより東方へ及ぶ可能性もある。(松田富美雄、長澤正機)



いわはなたていわはなたてあなだて

 岩花館(岩鼻館、穴館)367-008
所在地戸沢村大字蔵岡字岩花

 築城者佐々木(鮭延)典膳貞綱

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『真室川町史』『新庄古老覚書』

概要

 最上川と鮭川の合流地点北北西の河岸段丘

 上に位置する。岩花集落の北方にあたる。

 佐々木典膳貞綱が天文年間に築城した。こ

 の佐々木氏は鮭川一帯を領有し、庄内の武藤

 氏や大蔵の清水氏らと相対したが、武藤氏の

 攻勢に破れ、この地を捨てて、真室川に退き

 鮭延城を築いた。その後、ここ一帯は最上氏

 の領地となる。

 昭和59年に町道拡幅工事が行なわれ、それまで存在した土塁や堀(部分的に水濠であった)は、ほ

 とんど消失した。辛うじて土塁の北東隅の一角が残っている。その北側の堀跡は埋められ、往時を証

 明するものはほとんどない。ただし、当時に造られていたのかどうかは分からないが、より西側の堤

 (沼)は残っている。(松田富美雄、長澤正機)



 サ館367-009
所在地戸沢村大字神田字楯山

 築城者(岸孫三郎玄番)

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 神田集落から名高集落にぬける道路に沿っ

 て、東方に張り出した丘陵に位置する。当時

 鮭川は、サ館の麓を流れていたといわれ、交

 通の要害の地であったと思われる。隣接する

 大館に対して左側にあるのでサ館と呼ばれる

 ようになった(「最上郡戸澤村史」)。

 館主は、佐々木典膳に従って秋田仙北より

 この地に入った岸孫三郎玄番で、最上家滅亡

 と共に帰農してこの地に留まったと言われている。

 主郭は東よりの高台にあったと想定する。その東方に曲輪を潰すように畝状竪堀郡を造っている。

 北方には曲輪を配置している。西方には二条の長い土塁と堀切でいったん遮断している。そこにより

 西側から逆に曲輪が延びてきている。これの西方にも台状平地があり、これらを取り巻くように曲輪

 が造られている。その西は大館になる。一見複郭状になるが、地形的にみて単郭とみなす。むしろ、

 大館と梨の木館との群郭の検討が必要とも言える。(松田富美雄、長澤正機)

なしのきたて

 梨の木館367-010

 所在地戸沢村大字名高字上の山

 築城者(加藤左馬介)

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 大館、サ館の南方の台地にあったといわれている。現状は水田でそれらしい遺構を認めることはで

 きない。ただし「最上郡史料叢書」には、「岩堰堤の下、道路の東側小高き所加藤左馬介とて源次館主

 の家来とぞ」と記されているが場所としては該当しない。また「最上郡戸澤村史」には「左館の南に

 ある。元梨の大木あったから名づくと」とある。(松田富美雄、長澤正機)



かねうちぼうたて

 ドーアン館(金打坊館)367-011
所在地戸沢村大字津谷字金打坊

 築城者ドーアン能登守

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 最上川と鮭川との合流地点に、北東から張

 り出した舌状台地(河岸段丘)がある。金打

 坊集落の北東にあたり、新庄市との境になり

 中心部分は新庄市に含まれるが、金打坊の館

 ともいわれるので戸沢村に位置づける。

 館主は「最上郡史料叢書」ではドーアン能

 登守とある。ドーアンという漢字や当て字が

 不明であることや時期等については全く不明

 である。

 最上川および鮭川が台地の両側を流れ、主郭部の東方および西方は東西に急斜面となり天然の要害

 地である。畑地化と農道によって遺構はほぼ全壊に近い。曲輪があったと想定される畑地の南端に小

 さな土塁が東西に延びている。曲輪の北側に土塁が南北に走っていることやさらに曲輪があって、「殿

 すず」のある所などが分かる。一段と高い現畑地の北端に堀切が造られている。ここで遮断したと想

 定される。(松田富美雄、長澤正機)

やくしたて

 薬師館367-012

所在地戸沢村大字蔵岡字矢筈

築城者信田市之進

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 蔵岡集落の東端に北東に延びる丘陵があり

 その先端部に位置する。国道47号を挟み最

 上川に至る。

 館主は、鮭延秀綱の家臣信田(篠田)市之

 進といわれる。慶長5年に没す。

 主郭は小さな平地で、西方と北方の尾根沿

 いに曲輪がみられる。南東の尾根には曲輪と

 堀切があって、これらで遮断している。ここ

 一帯は崖崩れが激しく、現状のみでは全体の

 規模は正しく把握できない。



たのさわたて

 田沢館367-013
所在地戸沢村大字蔵岡字前山

築城者矢口讃岐

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 蔵岡集落の南南西の丘陵に位置する。前山

 は俗に蔵岡山ともいわれている。眼下に水田

 を挟んで最上川を眺望する。

 館主は、清水氏家臣矢口讃岐で「大蔵大輔

 分限帳」には「家老」と記されている。しか

 しこの地は武藤、鮭延、清水各氏による領地

 争いがはげしく、結果的には清水氏の支配下

 になり、矢口讃岐が遣わされた。

 より西側の急斜面しかも馬の背状の尾根を上りっめた所に、小さな曲輪と二条の土塁、三条の堀切

 が造られ遮断している。一段と高い平坦地が主郭である。南東に延びる尾根に、大きな堀切を造り、

 さらに曲輪をはさんで堀切で遮断をしている。北東部には、13条の畝状竪堀群が主郭に沿って造られ

 ている。土塁は定型化していないが北東方向の斜面にほぼ並行して延びている。そこの北端部から東

 方の尾根に沿って、堀切と曲輪で尾根を遮断している。主郭の北側、西側、南側は断崖絶壁となって

 いる。

 規模は決して大きいとは言えないが、自然の要害を巧みに利用した館である。

 (松田富美雄、長澤正機)



ふるくちたてうわだいたて

 古ロ館(上台館)367-014
所在地戸沢村大字古口字上台

築城者秋保飛騨守

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 角川と最上川の合流地点南に台地が東西に延びている。その東端部に遺構が残るb台地は宅地や耕

 作地になっているため全体の規模は定かでない。

 館主は秋保飛騨守で、最上義光書状にある「古口殿」も飛騨守とされている。最上川や板敷山を越

 えて進攻する庄内勢に対する備えとして重要な館といえる。

 主郭は不明である。台地東端に二条の土塁と堀切が南北に造られている。ただし土塁は半分しか、

 またより内側の堀切も半分しか残っていない。平坦地が西方に続き、また土塁と堀切が南北に造られ

 ている。ここも一直線にはならず、互い違いにしている。なお南端に二条の竪堀を入れている。さら

 に北端には虎口状がみられる。ここからの西方は遺構がはっきりしない。神社のある辺りまで延びる

 る可能性がある。(松田富美雄、長澤正機)



たてやま

 楯山367-015
所在地戸沢村大字古口字堂坂

築城者秋保飛騨守

築城時期戦国期

 史料及び「戸沢村史』
参考文献

概要

 角川と最上川との合流地点南南東にあり古

 口館と角川をはさんで相対する。張り出した

 舌状丘陵の先端部にあたる。

 館主は秋保飛騨守といわれ、古口館と地続

 きであったといわれている。しかし、角川の

 流れが変化したとしても、ここまで古口館が

 延びるかどうか疑問である。

 三条の堀切と曲輪さらに土塁しかわからな

 い。主郭部は耕作地となり破壊されたと思われる。  (松田富美雄、長澤正機)

ごんべいたて

 権兵衛館367-016

所在地戸沢村大字角川字中沢

築城者権兵衛

築城時期戦国期

 史料及び「戸沢村史』「最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 中沢川と角沢川との合流地点の南西に位置

 する。角川めがけて張り出した舌状丘陵の先

 端部になる。

 ここには累代権兵衛なる館主がいたが、し

 ばしば不祥事が起きたので、館主の子孫は山

 の手に移ったとされている。古口館と安部館

 の中間にあり、いずれかの出城かと想定され

 る。

 角川の護岸工事によって、一部破壊されている。一の台、二の台、三の台の呼称があり、曲輪であっ

 たと思われるその一の台の北西部に堀切が1条造られ遮断している。(松田富美雄、長澤正機)

 一228一



あべたて

 安部館367-017
所在地戸沢村大字角川字本郷

築城者角川与次郎

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 本郷集落の東方に南北に延びる丘陵があり

 その南端に位置する。上野川と角川の合流地

 点の東方にあたる。

 館主は清水氏家臣角川与次郎であると言わ

 れている。

 主郭は南端部にある。虎口、枡形囲、土塁

 で北方からの入り口を防御している。特に土

 塁は変形させており、その造りも独特である

 といえる。北側の土塁に堀切が付随し、東側の土塁にも堀切、さらに土塁、堀切、土塁を造っている。

 その東側は自然堀なのか判断に苦しむ。やや平坦地の堀状も意図があったのか判然としない。これは

 北側も同じではっきりした遮断地や画している遺構があいまいである。主郭のより南側には土塁と枡

 形で画している。(松田富美雄、長澤正機)

かもんのたて

 嘉門館367-018
所在地戸沢村大字角川字元屋敷

築城者早坂嘉門

築城時期戦国期

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

概要

 角川と長倉川の合流地点の北で、北方に張

 り出した丘陵の尾根に位置している。元屋敷

 の裏山となる。

 この村の草分けである、早坂嘉門の先祖が

 いた館で、代々元屋敷に居を構えて今に至っ

 ているという。

 くの字状に延びている尾根を巧みに利用し

 ている。主郭はくの字状の曲がりの部分に

 造っている。ここから北方への尾根に堀切、土塁で画し、曲輪が続く。さらに北端には、三条の土塁、

 堀切で遮断している。主郭の西側東側それぞれの急斜面の上に竪堀を造っている。南東部は二条の土

 塁と全部で五条の堀切で遮断している。傾斜のある尾根上に、堀切と土塁を多用している館である。

 (松田富美雄、長澤正機)



うばたて

 姥館367-019
所在地戸沢村大字松坂

築城者不明

築城時期不明

 史料及び『戸沢村史』『最上郡史料叢書』
参考文献

 『最上郡戸澤村史』

概要

 野呂田集落の北方で野口集落の東方に、大

 きく張り出した台地がある。その平坦地の北

 西端に、三角形状を呈する所があってここに

 位置する。

 平坦地を区切るように、ほぼ南北に長い二

 条の土塁とその間に堀切が造られている。土

 橋があって、そこから南西に折れている。こ

 の土橋はより後世において整備されたもので

 あろう。120m余に及ぶ長い土塁と堀切によって囲まれた内部には、遺構はなく、より西端部に前方後

 方形の塚が一基あって、その西方に堀切が造られ遮断をなし小曲輪でしめくくっている。北側および

 南側は急斜面になっている。

 姥館については、「最上郡史料叢書」には「(比丘尼楯か)野口より向居に越ゆる山路の北側、山上

 平坦」記されている。「最上郡戸澤村史」には「安倍貞任乳母の居た処と傳へられる」とのみ記されて

 いる。これまでこの館は平家館ではないかという説もあったが、平家館は別に存在することが判った

 ため、この館を姥館とみなしてよいと考える(名称には確証がなく、地元民の伝承のみなので、逆に

 なる可能性もある)。しかしながら、広い平坦地のごく一部分に、土塁と堀切のみの遺構だったのか、

 関連遺構も外部にあったのか、今後の調査に待ちたい。
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 IV城館遺跡分布図
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1
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浩
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興

野
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形

仲
加
伊
尾

東北大学文学部教授
東北芸術工科大学教授
東北芸術工科大学教授
山形大学教育学部教授
 (昭和63～平成2年度)

 (地区担当調査委員)

佐藤禎宏庄内北部地区

酒井英一庄内南部地区

長沢正機最上地区

調査指導

 服部英雄前文化庁文化財保護部記念物課文化財調査官、九州大学助教授
 (昭和63～平成5年度)

 伊藤正義文化庁文化財保護部記念物課文化財調査官(平成6年度～8年度)
中世城館玩調査員
 (庄内北部地区)

酒田市

遊佐町

八幡町

松山町

平田町

小松良博

 高橋信夫、土岐田正勝

 佐々木有恒

 樋渡周一、五十嵐光洋
佐藤春吉
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鶴岡市

立川市

余目市

藤島町
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 秋保良、佐々木七郎

 秋葉端午、柳川泰善

 佐々木克彦

深井嘉市

高橋爽元

小林甲

 佐藤茂、斎藤助七

伊藤朝三

 佐藤光民、三浦和男

 (最上地区)

4
5

新庄市

金山町

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

鮭川村

戸沢村

 直接調査を担当した市町村教育委員会担当者

三川町石川稔

事務局

 山形県教育庁文化課(昭和63～平成5年度)、同文化財課(平成6年度～平成8年度)

庄内教育事務所

最上教育事務所

新國吉朗

栗田弥太郎

五十嵐隆一

溝口仁

佐藤貢

大山信裕

矢口輝登

松田富美雄
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