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親 子 で大 館 歴 まち散 歩 
  

１．日  時  平成 28 年 7 月 24 日（日）9：30～12：00 

 ２．主  催  大館市 建設部 まちづくり課 

 ３．案 内 者  清野宏隆、椿田利之（大館市文化財保護協会） 

 ４．集  合  大館市立中央公民館 多目的室 9 時 20 分集合 

 ５．ね ら い    歴まち散歩をとおして当時の人々の生活や文化を知る。 

 ６．見学コース 江戸の絵図をもとに徒歩で見学する。 

大館市立中央公民館 ～ 部
へ

垂
だれ

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

 ～ 部
へ

垂
だれ

町
まち

 ～ 大館八幡神社 ～ 

 9：30出発     9：35～9：40          9:50～10：20 

遍照院
へんじょういん

・上町
うわまち

（二の丸跡） ～ 櫻
おう

櫓館
ろ か ん

 ～ 桂城公園（大館城跡・本丸跡） ～ 

  10：25         10:30～11:00     11:10～11:20 

秋田犬会館（三の丸） ～ 狩野
か の う

良知
りょうち

・亨
こう

吉
きち

生家跡 ～ 大館市立中央公民館 

 11:30～11:40   11:45～11:55（石田ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ）   12:00 解散                           

 

◎見学に当たっての注意  

 １．交通事故に遭わないよう前後左右に注意して歩きましょう。信号に注意しましょう。 

 ２．説明は安全な所でします。説明者のそばに集まってください。 

  ３．トイレは途中で指示します。早めに声をかけてください。 

 

◎見学ガイド 

１．城下町大館 

 ○大館は、秋田藩大館城代の城下町であった。江戸時代の町割（まちわり 町づくり）の特徴は？ 

城を中心に内町（うちまち 武士町）、外町（とまち 町人町）、寺町に区画している。 

今日おおよそ武士町は住宅地、町人町は商業地となり、当時の町割の姿を伝えている。 

江戸時代が、士農工商の身分社会であることは、町づくりの上からも証明できる。 

  道路もＴ字路にしたり、まっすぐにしないでずらしたり、枡形（ますがた 四角い空き地） 

にしたり、土塁（どるい）を築いたりして見通しがきかないように工夫した。 

城下町は、戦争に備えてつくられている。絵図で確かめるとよい。 

 

２．部垂八幡神社で 

⑴桜町の町名の由来は？ 

  桜が多かったからといわれている。 

お城から見て部垂町（へだれまち）の後ろにあることから、後町（うしろまち）ともいった。 

 

⑵部垂町（へだれまち）と部垂八幡神社（へだれはちまんじんじゃ）の由来は？ 

江戸時代に秋田の地を治めた佐竹氏が、常陸国（ひたちのくに 茨城県）にいたとき、佐竹氏 

17 代義篤（よしあつ）の弟義元（よしもと）が、享禄 2 年（1529）部垂城（へだれじょう）を奪って 

城主となり、部垂氏（へだれし）を名乗った。 

これに恐れをいだいた佐竹宗家の義篤は義元を討った。その後、義元の家臣は許されて、佐竹 

氏が秋田に移ったとき大館に配置された。 
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  彼らは主人部垂義元に対する忠誠心を忘れることなく団結し、部垂衆（へだれしゅう）と 

言われた。 

部垂八幡神社は、部垂衆が義元をまつるために建立した神社である。 

  部垂城の本丸跡は、茨城県常陸大宮市（ひたちおおみやし）の大宮小学校の地である。 

 

   文政（1818～1829）の大館絵図 ―――――――➝ 

   部垂八幡神社（下の土塁<どるい>の囲い）が見える。 

   部垂町の高久氏や小泉氏の屋敷も近い。 

 

⑶江戸時代の部垂町はどんな町？          

部垂町（へだれまち）には、根本清兵衛、高久監物 

（たかく けんもつ）など富裕な武士が住んだ。 

また、学問・教育に熱心な武士が多く、高久直徳 

（たかく なおのり 1762～1809 監物ともいう）と 

小泉森邦（こいずみ もりくに 1763～1835 豹治 

<ひょうじ>ともいう）は大館の博文書院開設時の教授 

をつとめた。 

   

３．大館八幡神社  国指定重要文化財（建造物） 

 ○八幡神社はどんな神社？ 

①大館八幡神社は、はじめ小場義成によって城中に建て 

られた。貞享（じょうきょう）４年（1687）に大館城代４代 

義武が現在地に八幡２社を建立した。 

祭神は誉田別命（ほんだわけのみこと）、息長帯比売命（おきながたらしひめのみこと）など。 

一対の神殿は、左が正八幡宮（しょうはちまんぐう）、右が若宮八幡宮（わかみやはちまんぐう）と 

呼ばれている。 

この２棟は、平成２年３月 19 日国の重要文化財に指定された。 

棟札（むなふだ）13 枚も同じく指定されている。大館市唯一の国重要文化財である。 

 

②建築様式は、ともに桃山式の威風を持った杮葺流造（こけらぶきながれづくり）で、杉材を使用 

している。小規模だが、17 世紀の数少ない本格的な神社建築である。 

牡丹唐草文（ぼたんからくさもん）が彫られ、金箔押し（きんぱくおし）のあとも残っている。 

社紋は、佐竹の五本骨扇紋（ごほんぼねおうぎもん）である。 

部垂城跡 常陸大宮市立大宮小学校 部垂八幡神社 
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③大館の武家の神として崇敬された。内町（武家町）の鎮守である。外町の鎮守は、神明社。 

  

④戊辰戦争で大館の町は焼けてしまったが、ここはまぬがれ、この貴重な建物が残った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．上町（うわまち） 

 ⑴町名の由来は？                   

  台地の高台にあったことが町名の由来。ここは二の丸の一角である。武家居住の町。 

  この北の低地は下町といった。 

 

⑵遍照院（へんじょういん）はどんなお寺か？ 

 真言宗寺院で、大館城代の祈願所。 

八幡神社建立の際にも祈願。 

火渡りの行事は、今も行われている。 

外堀はこの寺の東にあった。 

境内は、ちょっとしゃれた感じ。 

 

 

 
遍照院 火渡り 

八幡神社 

②

①遍照院  ②八幡神社 

宝暦９年（1759）大館城絵図   城東・城南地区 
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 ⑶穴門（あなもん）とは？ 

  石や土壁の下部に入口を低くして造った門。 

穴門が坂の上にあったので穴門の坂といった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．櫻櫓館（おうろかん） 国指定登録有形文化財（建造物） 

○   旧櫻場家住宅。平成 11年７月８日指定。現在の所有者は成田氏。 

○  ⑴建築者はどんな人か。 

○   昭和 8年(1933)に櫻場文蔵(1883～1971)が、邸宅として建てた。 

○   文蔵は土木建築・製材で成功し、マルカ大館鋼鉄を立ち上げ財をなした。 

○   戦前・戦後の 2度大館町長をつとめている。   

○   

○  ⑵設計者はだれか？ 建物にはどんな特色があるか。 

①設計者は石田常吉・小野熊蔵、大工棟梁は越後甚吉である。 

  建物は木造 2 階建て、洋室を備えた和風住宅である。 

２階の棟に１間四方のガラス張りの展望台があり、櫓（やぐら）のような形をしている 

ことと、桜の名所の桂城公園に近いことから、櫻櫓館の愛称が生まれた。 

  

②屋根は、１階が正面入母屋造（いりもやづくり）・背面切妻造（きりづまづくり）、玄関が起り破風造 

（むくりはふづくり）、2 階は寄棟造（よせむねづくり）という変化に富んだ外観である。 

縁側のケヤキの床板の長さは 12.3ｍ。 

１階、和室３部屋の通間 32.5 畳。 

２階、和室の格子の意匠も優れている。 

市街地では、数少ない昭和初期の本格木造建築である。 

 

 

 

③ 

③秋田犬会館 

④狩野家 

⑤櫻櫓館 

④ 

⑤ 

宝暦９年（1759）大館城絵図 城西・城北地区 
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６．大館城跡 本丸で 

 ⑴大館城が築城されたのはいつか？   

 ①戦国末期、独鈷城を本拠とした浅利則頼の子、勝頼が築く。 

 

 ②浅利氏を滅ぼした秋田氏、次いで常陸（今の茨城県）から佐竹義宣（さたけよしのぶ）が秋田に 

国替えとなり、慶長 13 年（1608）家臣の小場義成（おばよしなり 佐竹氏）が入る。 

大館城の再築工事は、佐竹義宣が命じて行ったと考えられる。 

大館城は、浅利氏、秋田氏の居城を利用したので、その城郭を拡張・修築する工事であったと 

思われる。町割りの仕上げをしたのは、義成である。公園の地が本丸跡である。 

 

⑵藩主と大館城代とはどのような関係か。  

①慶長 15年（1610）小場義成が藩主から大館城代（5,000石格）に命じられた。 

 

 ②元和 6年〈1620〉以降城代は正式には所預（ところあずかり）又は所持（ところもち）と称した。  

 

③万治元年（1658） 義房のとき佐竹姓を認められ、元文元年（1736） 義村のときから佐竹西家 

を称した。 

 

 ⑶ 大館城は一国一城令で破壊されなかったのはなぜか？ 

①幕府の出した一国一城令は元和６年（1620）になって佐竹領にも適用。 

しかし、将軍秀忠は、当初の命令を変え、佐竹氏が大きな一国を有するとして、大館・横手 

２城の破却を免じた。 

 

②幕府は、武家諸法度によって、新規築城や無断修築を禁止。違反者を厳しく罰した。 

宝暦 13 年（1763）大館城の北土居２か所が崩落したさいには、画図を付けて幕府の御用番 

松平右近将監（うこんしょうげん）へ届け出て、修築工事を許可された。(『羽陰史略』『国典類抄』) 

  

⑷大館城の規模や特色は？ 

①大館城は、本丸、二の丸、三の丸からなる。 

宝暦９年（1759）「大館城絵図」（大館市立中央図書館蔵）には、 

本丸東西 97 間(約 177ｍ)、南北 50 間３尺〈約 92ｍ〉、 

二の丸東西 278 間３尺（約 507ｍ）、南北 61 間２尺（約 111ｍ〉、 

三の丸東西 82 間〈約 149ｍ〉、南北 75 間〈約 136ｍ〉、 

本丸堀東西南北折回 314 間（約 57１ｍ）、幅 11間〈約 20ｍ〉とある。 

 

②大館城は、石垣なしの土居造（どいづくり）で、本丸の南側に高さおよそ５ｍ、 

下の幅７～８ｍの土塁を設けた。北側は急斜面である。 

本丸には城代の住む屋敷があり、屋敷内には大広間、小書院、大書院があった。 

屋敷は、役所の役割を持ち、役人が勤めていた。※１間は 1.82ｍとして計算。 

 

③二の丸と三の丸も大館城の区域である。 

二の丸には上町と中城町ができた。 

片町から外堀を渡り門をくぐると、右側に真言宗千手院があった。 

のちにこの場所に、郷校博文書院が建った。 

ここには現在、市役所、裁判所、郵便局、櫻櫓館などがある。 
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 ⑸絵図には井戸や城門が描かれている。どのくらいあったのか？ 

天明８年（1788）に秋田・大館・横手三城巡検使（幕府がじゅんけんのためつかわした使い）へ 

提出した文書によれば、門は７つ、井戸は４カ所あった。 

 

⑹戊辰戦争によって大館城は焼け落ちた。明治以後、城はどうなったのか。 

城の跡を伝えるものがあるか？ 

 1868 年に始まる戊辰戦争では、新政府側に立った大館は、南部軍に攻め込まれ、8 月 22 日 

に大館城が陥落。町の建物もほとんど焼けてしまった。 

戦争が終了し、新政府（明治政府）は、新しい政治を始めた。 

これにより、城の役割がなくなったので、明治８年頃から土塁が崩され、堀が埋められ、 

新しい道路ができた。 

市役所から鳳鳴高校に通じる道路は、途中まで堀を埋めてできた外堀通りである。 

現在、当時の跡は、市役所の北側に内堀と土塁（土居）が見られるだけである。 

プールを造るために堀が埋められたのは、残念なこと。 

城跡は「松ばかり変わらず雪の朝ぼらけ」という明治の俳句のように松が多かったようである。 

※朝ぼらけは、あけぼののこと。 

 

 ⑺博文書院跡― 今の市役所 

  博文書院は、寛政 5年（1793）秋田藩校の郷校として大館につくられた。 

それより少し前、秋田藩主佐竹義和（よしまさ）は、藩の学校明道館（後の明徳館 めいとくかん） 

を開設した。 

  また、地方には、分校にあたる郷校（ごうこう）を多数開設した。 

これからの社会には、学問が必要と考えたからである。 

博文書院は、その後約 80年続き、小学校開設により明治 7 年（1874）閉校した。 

この博文書院から多くの学者や文人が出ている。 

○  

○ ７．「秋田犬会館」で    

○  ⑴秋田犬が国の天然記念物に指定されたのはいつか。  

○   昭和６年（1931）７月 31日に日本犬として最初の指定。 

○  

○  ⑵秋田犬の特徴はなにか。 

○   巻き尾、立ち耳。三角の目、毛並や立ち姿の美しさ。沈毅（物に動じない落ち着き）、忠順 

○  （素直で忠実な態度）など。立ち姿だけでなく内面も重要な審査項目。 

○  

○  ⑶ハチ公 

○   何よりも秋田犬を有名にしたのは、渋谷のハチ公である。 

○   大正 12年（1923）11月に大子内（おおしない）の斎藤義一宅に生まれた。 

○   父大子内号、母胡麻号。生後 50日前後で送られた幼犬は、東京大学農学部の上野英三郎博士 

○  に飼われ、ハチと名付けられた。 

○   大正１４年５月 21日に博士が亡くなった後も渋谷駅に迎えに行く姿が、昭和７年（1932）に 

○  新聞で紹介され、「忠犬ハチ公」として海外にまで知られるようになり、昭和９年（1934）４月 

○  21日に渋谷駅前に銅像が建立された。 

○   昭和 10年（1935）３月８日に 13年の一生を終え、青山墓地の上野博士のそばに葬られた。 

○   大子内生家宅前に「忠犬ハチ公の生誕地」の石碑ができている。 

   また、昭和 62 年（1987）11 月 14日に大館駅前にハチ公銅像が、建てられた。 
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 ⑷大館鳳鳴高校の開校記念日（5月 10日）は、明治 33 年の皇太子殿下（のちの大正天皇）の 

ご慶事（ご結婚）をお祝いして、学校から和犬を贈ったことにちなんでいる。 

 

 ⑸３階の博物室 

  展覧会で最高賞を与えられた名誉章犬のパネル写真がある。 

 

８．狩野家跡で 

 ⑴ここは三の丸というが、どんな地区か？ 

  大館城の一角で、城内の武家町で ある。 

  ここには、前小屋（まえごや）･武茂（むも）･ 

  古内 （ふるうち）･狩野（かのう）などの重臣 

たちが住んでいた。 

扶持米（ふちまい）などを保管する御蔵 

（おくら 秋田犬会館の地）があった。 

 

   ⑵狩野家からはどんな人物が出たのか？            

 ①狩野家は、もともと山形の最上義光（もがみ 

よしあき）の家臣。 

最上氏が、江戸の初めに内紛により取りつぶし 

にあったあと、大館の佐竹西家（大館城代）に 

つかえたといわれている。 

三の丸に居住して狩野氏を称した。 

狩野家は家老をつとめた家で、狩野与十郎 

（よじゅうろう）を名乗っている。 

良知（りょうち）、旭峰（きょくほう）、亨吉 

（こうきち）の３人が有名である。 

 

②良知(1829～1906) 

漢学者。深蔵といった。 

秋田の藩校に入った後、江戸幕府の昌平坂学問 

所（昌平黌 しょうへいこう）に学んでいる。 

嘉永２年（1849）在学中に父の良安あてに出し   

た手紙が、大館で公開されている。 

良知は、安政元年（1854）に『三策』を執筆 

している。 

国内で、海防強化策が論ぜられていた時期に、 

外国と積極的に交易し、外国の文明を摂取して 

世界の動きを知ることが、重要として開国を 

主張した。 

明治元年（1868）に刊行された『三策』には、 

表紙に長門松下邨（村）塾版とあり、松下村塾が 

入手していたことがわかる。 

 

 

 

狩野良知・亨吉生家跡 

（石田ローズガーデン） 

『三策』明治元年版       「狩野父子顕彰碑」 

（国立国会図書館蔵）     （中央図書館前） 

江戸後期（文政頃）大館城下図 
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最近、『三策』にふれた良知の手紙が公開され、良知に連絡なしに刊行されたこと、 

松下村塾の「三策」入手を良知は、このときまで知らないでいたことが判明した。 

ただし、松下村塾の主宰者であった吉田松陰が、入手していた証拠は、今のところ 

見つかっていない。 

松下村塾は、明治 25 年まで存続しており、松陰死後の入手と思われる。 

良知は、明治 7 年明治政府の内務省に出仕し、家族とともに東京に移住した。 

 

③旭峰（1832～1925）は、良知の弟で新聞人。秋田を代表する漢詩人としても活躍した。 

 

④亨吉(1865～1942) 

良知の二男。教育者・思想家。知の巨人といわれる。 

明治 21 年（1888）に東大数学科卒業。 

明治 22 年に哲学科へ入学、卒業後大学院に入学（26 歳）。 

明治 31 年に夏目漱石らの招きで熊本の第五高等学校の教授、教頭に。 

同年 34 歳で第一高等学校長。 

名校長の評判が高く、一高の校風はこの時期に確立したといわれる。 

明治 39 年（1906）に 42 歳で京大文学部長（一高校長の後任は、新渡戸稲造）。 

このとき、論説記者として活躍していた鹿角出身の内藤湖南を京大に招き、東洋史の学者 

  として大成させた。               

      また、大館出身の安藤昌益（1703～1762）を発見し世に紹介。 

ニュートンの万有引力を紹介した志筑忠雄（しづきただお 1706～1806）、高度の数学理論を 

考案した関孝和（せきたかかず 1642～1708）の功績を明らかにした。 

教科書に出ている人物である。 

亨吉は、このことにより江戸時代の日本にも優れた人物がいたことを証明した。 

収集家としても有名で、莫大な資料を集め、学問の発展に貢献している。 

夏目漱石とは、彼を一高に招くなど終生親交があり、『吾輩は猫である』（明治 38 年）の猫 

の飼い主苦沙弥（くしゃみ）先生は、亨吉がモデルといわれた。 

彼らの生家である石田ローズガーデンは、大臣をつとめた故石田博英氏が住んでいたところ 

である。 

 

 

左 狩野旭峰   右 狩野良知 狩野亨吉（右 学生時代 左一高校長時代） 
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 一口メモ 

  重要文化財 

 建造物・美術工芸品・考古資料・歴史資料などの有形文化財のうち、歴史上、芸術上価値の高い 

もの。または学術的に価値の高いものとして国が指定した文化財。 

  国宝・重文合わせて、国が 2,400 件ほど、秋田県は 24 件。 

  登録有形文化財 

建造物・美術工芸品などの有形文化財のうち、文化史的、学術的に価値あるものが対象となり、

国に登録されたもの。近代以降のものが多い。 

国で 10,500 件ほど。秋田県は 183 件。 

 

大力
たいりき

・怪力
かいりき

の話 

『伊頭園茶話』（いずえんさわ）は、秋田藩士石井忠行（ただつら 文政元年～明治

２７年）の随筆。 

伊頭園は忠行の雅号。大坂詰勘定吟味役、財用奉行。 

戊辰戦争では小荷駄奉行。 

忠行は、秋田地方の史話、記録、異聞、逸話、風俗などを多方面にわたって取材して 

書いている。その中に大館の大力・怪力の話がある。 

 

大館の給人青木定之進は、大力の聞こえがあった。まだ、力がそんなについていない頃、

ある夜、大館城三ノ丸の土橋を通ると、髪を振り乱して女児を抱いて立っている女がいた。 

女は、定之進にこの子をちょっとの間、抱いてくれという。こわごわ抱いていると、女

は見えなくなった。不思議に思っているうちにその子は、大きくなり、次第に重くなった。 

定之進は、腕が抜けるほどに感じ、全身の力をこめて抱いていると、女が帰ってきて、

子を抱き取って別れた。 

定之進は不審に思い、後を追って長倉町より田町の坂の上まで行ったが、そこで女の姿

は見えなくなった。 

定之進は、あくる朝、顔を洗うと手拭が切れ、会所に行って足踏みすると板敷きの床が

抜け落ちた。 

もしかして、力が付いたのではと思い、二十人もかからないと動かない風で倒れた大木

に力試しをしたところ動いたという。 

定之進は、この奇怪な出来事にあったことにより、大力を得たといわれている。 

雪沢村の小左衛門は、怪力で知られ、身長は５尺８寸あったという。 

江戸相撲の谷風梶之助が興行のため、毛馬内から十二所に向かう途中、雪沢へ来ると聞

いて、小左衛門は、片手に栗の５寸角、長さ３間の角材を持ち、片手に子どもを抱えて、

どうだとばかりに待ち構えた。 

谷風は、これを見て驚いたという。しかも、小左衛門は、十二所で谷風との手合わせを

望んだのである。このとき、定之進は小左衛門を止めたという。 

天明、寛政頃(18 世紀末)の話。江戸時代に書かれた『大館旧記』（(おおだてきゅうき)には、

天明７年に「天下一谷風角力（すもう）立つ」とあり、谷風は実際に大館に来ている。 

江戸時代の怪力伝説は、片山の八坂神社にも伝わっている。 
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