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戊辰戦争１５０周年 

大館市の激戦地を巡る大館歴まち散歩 
  

１．日  時  平成 30年５月 26 日（土） ９：００～１２：３０ 

 ２．主  催  大館市 建設部 まちづくり課 

 ３．案 内 者  北羽歴史研究会 菅原 幹雄、椿田 利之 

 ４．集  合  大館市立中央公民館 第２研修室 ８時 30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  

大館市立中央公民館 ～ 扇田神明社 ～   寿仙寺
じゅせんじ

   ～ 扇田街道 ～ 

 9：00出発     9：30～9：50  10：00～10：20 

山王台 ～ 東台 ～ 桂城公園（大館城跡・本丸跡） ～  早口 高陣場
たかじんば

  ～ 

            10:50～11:10           11：30～11：40 

大館市立中央公民館 

 12:00 解散                           

 

◎見学ガイド 

 

戊辰
ぼ し ん

戦争
せんそう

とは 

 明治元年（1868）の干支が「 戊 辰
つちのたつ

」であったことから「戊辰戦争」と呼ばれ、

鳥羽・伏見の戦いから始まって上野戦争、北越戦争、二本松戦争、会津戦争、秋

田戦争、函館戦争などの総称をいう。 

戊辰戦争の勝利により、薩摩・長州藩を中心とした新政府勢力は日本を掌握、

明治維新という近代国家の出発点となった。 

戊辰戦争は旧幕府勢力を一掃する征討であったため、会津や庄内藩など奥羽諸

藩は「朝敵」「賊軍」として一方的に標的とされ、奥羽諸藩同志が争うという悲

劇をもたらした。 

 

大館と戊辰戦争 

大館での戦いは、明治元年（1868）８月９日から９月２０日までの４３日間に

およびました。 

南部軍は総数 1,700 人以上の兵力を動員しており、大館側も新政府軍の援軍と

ともに交戦しています。 

これほどの大軍の進攻を直接受けた大館地方の被害は大きく、十二所、大館、

二井田、扇田は町や村そのものが戦場となったため、多くの家々や収穫前の農作

物が灰になりました。 

人びとは、衣食住が欠乏の状態で復興への歩みを始めました。 
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◎十二所の戦い 

大館の十二所地域は、南部藩

と境を接していることから８

月９日に南部軍が雪沢口・葛原

口・十二所口・別所口から攻め

込んできた。 

 

総大将の楢山
ならやま

佐渡
さ ど

の率いる本

隊 550 人は、花輪から尾去沢十

文字峠を越え十二所口に進み、

その遊撃隊 203 人は別所口より

侵入した。総参謀の向井蔵人
くろうど

、

番頭の桜庭祐橘
ゆうきつ

ら率いる 612 人

は葛原口から、毛馬内の給人ら

331 人が雪沢口から一斉に境を

越えて秋田領に進撃した。 

 

迎え討つ十二所勢は、茂木
も て ぎ

筑後
ち く ご

隊が約 200 人、援軍部隊の

須田政三郎
せいざぶろう

隊が約 20 人で、

三階橋
さんかいばし

を挟んで交戦するが、 1

時間余りで退却を余儀なくさ

れ、十二所本陣に火をかけ岩瀬

まで退いた。 

 

南部軍は圧倒的な兵力で勝

利し、扇田まで進んだ。 
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◎扇田神明社の戦闘 

８月 11 日に南部軍は、扇田に

進駐していた。 

十二所勢は、住民に寿仙寺で

酒宴を開いて南部軍を酔い潰

すように作戦を進めていたが、

それを察知した南部軍は扇田

神明社に移動した。 

８月 12 日に扇田神明社で

白兵戦
はくへいせん

となり、双方多くの死傷

者を出し、南部軍は十二所へ退

却した。 

８月 20 日に南部軍は再進撃

し、善知鳥坂
う と う ざ か

の戦いで敗れた十

二所勢は、扇田神明社を陣地に

抗戦したが、総撤退となった。 

南部軍は、８月 12 日の扇田

神明社での敗戦は村民の密告

によるものだとして、扇田村は

焼き払われた。これらの戦闘で十二所の町では、神社仏閣や民家など合わせて約

400 戸が焼失し、扇田の町でも 400 戸のうち焼失を免れたのはわずかに６戸とい

われている。 

戊辰戦争の際に扇田神明社は、

激戦地となって血戦が繰り返さ

れ、社殿は扇田村の家々とともに

戦火に消えた。現在の境内には、

杉の大木が林立しているが、倒木

などを製材すると、銃弾が出てく

ることがある。それは、戊辰戦争

の時のものであり、激戦を現在に

伝える証しである。また、境内の

忠魂碑には扇田神明社の戦いで

戦死した 27 名の名が刻まれている。 

 

戊辰戦争の激戦地 扇田神明社 

ご神木から出た戊辰戦争時の弾丸 
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・寿仙寺 

始まりは 700 年以上前とされ

ているが開基は定かではない｡ 

万治 1 年(1658)1 月元旦佐竹

藩の命により天徳寺 13 世吉峰

薫貞大和尚の時、薬王山寿仙寺

と改称し､曹洞宗に編入され天

徳寺の末寺としてその支配下

に属することとなった｡ 

戊辰戦争では秋田藩の本営

が置かれたが､南部藩との交戦

激しく兵火に係りこれらの堂塔は凡て烏有に帰してしまった｡その後再建される

も火災により焼失。現在の本堂は昭和 52 年再建されたもの｡ 

・山城ミヨ女 

靖国神社女性祭神の第 1 号。 

真中村出川の出身。扇田のタバコ屋の山城屋八右エ門に嫁いだ。 

ミヨは男勝りと言われた女丈夫で、亡き夫に代わって軍夫に願い出た。 

荷駄馬に慣れたミヨは、物資の運搬に大活躍し、扇田神明社の戦いで、秋田藩

に協力し軍夫として働いていたが、銃弾に当たり明治元年８月２０日戦死。 

※戦時中の宣伝に利用された面もある。 

 

・徳栄寺 

縁起によれば今から 300 年ほ

ど前、貞享年間秋田の浄弘寺正

応の掛所の道場としてつくら

れたものである｡元禄 9 年徳栄

の二字を寺号として許され、念

願の寺が出来上がった｡この本

堂は以来 300 年程の星霜を経て

今日現存し､比内地方最古の建

造物となっている｡ 

戊辰戦争では長泉寺､正覚寺､寿仙寺が共に兵火にかかったが､徳栄寺がその難

をまぬがれ開山以来の本堂､本尊その他をそのまま残している｡ 

寿 仙 寺 

徳 栄 寺 
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◎大館城攻防 

８月 21 日に南部軍は、大館城

攻略を開始した。８月 22 日の

朝５時過ぎ一発の大砲を相図

に全線で戦闘が開始され、柄沢

口付近で激突し、ほどなくして

舟場口以外の大館軍は指揮系

統を失って総崩れとなった。 

相善堂に本陣をしいていた

佐竹義遵
よしゆき

は大館城に帰城し、籠

城を覚悟したが、退城するよう

諌
いさ

められ、城に火を放つことを

命じて西門から沼館～山田～

綴子～荷上場村へと退いた。 

こうして、小場
お ば

義
よし

成
なり

が初代城

代として入城して以来 11代 260

年余の間続いた大館城は、炎上

し落城した。 

大館を占領した南部軍は焦

土戦を展開し、29 軒しか残らな

いというほど町は猛火に包ま

れた。 

城を脱出した義遵らは、荷上

場で応援隊を待ち、反撃の機会

を 窺
うかが

った。 

 

◎岩瀬の激戦 

久保田藩の援軍となった新政府軍の主力は、佐賀・小城・長崎などの九州勢で、

８月 28 日に荷上場に到着した。 

８月 29 日に大館・十二所勢は援軍とともに本道・米内沢口・大沢口の３方向

から総攻撃を開始し、30 日には早口村まで進撃した。 

8月 21～22日 
大館城攻防 



6 

 

９月２日は岩瀬の戦いで苦戦

を強いられていたが、茂木軍が

貝吹
かいふき

長根
な が ね

の南部軍を破ると形

勢が逆転し、これを転機に総攻

撃が開始され、やがて南部軍は

敗走した。 

勢いに乗った連合軍は餅田に

軍を進め、大館城奪還のための

攻防戦がはじまった。南部軍の

強烈な防備により戦いは熾烈

をきわめたが、９月５日から翌

朝にかけて南部軍は撤退し、連

合軍は９月６日大館城を奪還

した。 

佐竹義遵は、落城以来 14 日目

に大館に凱旋、９月７日には十

二所奪還のため、大滝・曲田な

どの戦闘で南部軍を徐々に退

却させた。９月 15 日の新沢口

や十二所口の戦いでも連合軍

が勝利し、９月 20 日に南部軍

の使者が停戦を申し込んでき

たことにより大館での 43 日間

に及ぶ戦いが終わった。 

9月 2日 岩瀬戦 
 

早口公園の戊辰戦争激戦跡(9月 2日岩瀬での戦い) 

大館城回復の戦い 
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◎明治維新 

明治維新により、版籍奉還、廃藩置県などが進められ、明治４年(1871)１月

に久保田藩は秋田藩と改称され、７月には秋田県となる。また明治４年(1871)

４月に戸籍法が制定され、翌年２月に施行された。 

行政組織の再編により地方行政地域を大区、小区に区画する大小区制を実施。

その後、明治 11 年(1878)に郡町村制となり、明治 17 年(1884)に大館町役場が

現在の市役所の向かいに新築された。明治 22 年(1889)４月に市町村制が施行

され、現在の大館市を構成している町や村が生まれた。 

南部軍の撤退 


