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第 134号
樋爪館懇話会

令和 4年度の会員現地研修は、 10月 20日 (木 )・ 21日 (金)の 1泊 2日 の日程で、

鎌倉時代末期から南北朝時代の中世期において、安東氏 (津軽安藤)の下で隆盛を極めた

青森県津軽地方の十三湊周辺の遺跡等を視察することにした。

十三湊遺跡は、平成 3年度以降において、国立歴史民俗博物館、青森県教育委員会、

市浦村 (現五所川原市)教育委員会などによる発掘調査が行われ、 15世紀に営まれた

広大な遺跡の実態が把握され、平成 17年 7月 に国指定の史跡となつている。

なお、今回の研修視察で予定している立寄り先等は、下記の行程表のとおりである。

【研修視察の行程概略】

第 1日 目

10月 20日

(本 )

赤石～紫波 IC==東 北道==浪岡 IC=津軽道=五所川原北 IC

～道の駅 :十三湊高原～ 《昼食》～福島城跡～市浦歴史民俗資料館～

十三湊遺跡～浜の明神跡～山王坊遺跡 (日 吉神社)～稲垣温泉 《宿泊》

第 2日 目

10月 21日

(金 )

稲垣温泉～高山稲荷神社～亀ヶ岡縄文遺跡 (縄文館)～五所川原市内

《昼食/観光》～五所川原北 IC=津軽道=浪岡 IC==東 北道==

紫波 IC～赤石

研修視察を予定 している主な遺跡等を紹介する。

十三湊遺跡

鎌倉時代から南北朝時代にかけて港町の中世都市 として

繁栄 した十二湊は、当時の遺構群が極めて良好に遺存 され

てお り、北 日本における海上交易の拠点港湾遺跡である。

当時の基幹 となる道路が確認 され、町屋や館、寺院跡 も

推定されている。計画的に区割 された屋敷地には、板塀に

囲まれた京都の町家に似た庶民の住宅街が形成 され、都市

的な暮 らしぶ りや当時の人々の賑わいが窺われる。

遺跡発掘現場は埋め戻 されたが、近 くにある市浦歴史

民俗資料館において十三湊関連の状況等が観れる。

福島城跡

十三湖北岸に面する20～ 30mの 丘陵にある福島城跡

は、一辺が約 lkmで 土塁や堀、一部自然の池を利用 した

三角形の要害を為す約 62haの 広大な面積である。

青森県教育委員会では、土塁や城跡・区画施設・門跡 と

いつた福島城直接関わる城郭遺構について、重点的な調査

を行つた。その結果、 「外郭東門Jや 「内郭Jと いった主

要な城郭遺構がそれぞれ安藤氏時代 (14世紀後半～ 15
世紀前半)に造 られたことが確実となつた。

特に注 目されたのは、 「内郭」の南東部分から板塀で区

画された 「主殿」 とみ られる大型の掘立柱建物跡や付属施

設跡、池跡等が発見 されている。

事務局 〒028-3310紫 波町日詰駅前1102赤石公民館内 Te1 019-676-3999

本年度会員研修は

遺跡の位置
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8月 17日 に開催 した第 132回 月例発表会において、発表者が用いました資料から

一部分を抜粋 して掲載 しましたのでご了承願います。

平井和夫氏の「『吾妻鏡』でみる北条義時」 4/17の 続き
元久二年 (1205)六月二三日

未の刻に相州 (北条義時)以下が鎌倉に帰られた。遠州 (北条時政)が戦場ことを尋ねられると、

義時は申された 「畠山重忠の弟・親類はほとんど他所にいて、戦場に赴いた者は僅か百余人でし

たので、 (重忠が)謀叛を企てたいうことは既に偽 りでした。あるいは議言 (ざんげん)に よつて、

(重忠は)誅殺 されたのではないでしょうか。 とても憐れです。首を斬つて陣に持つてきたのを見

見ましたが、長イ顔を合わせて親 しくしてきたことが忘れ られず、悲涙を抑えることができませ

んで した。時政は一言も仰 らなかつたという。

酉(と り)の刻に鎌倉の内でまた騒動があつた。これは三浦平六兵衛尉義村が再び思いをめぐらし、経師

谷 (き ょうじがやつ)口 において、謀つて榛谷 (は んがや)四 郎重朝・同嫡男太郎重季 。次郎秀重 ら

を討つた。 稲毛入道 (重成)は大河戸三郎 (行元)に誅殺され、子虐、小沢次郎重政は宇佐美与一 (祐

村)を誅殺 した。 今度の合戦の発端は、ただ重成法師の謀略であつた。 すなわち右衛門権佐 (平

賀)朝雅は畠山次郎 (重忠)に遺恨があり、その一族がを反逆を企んでいると、 頻 りに時政の妻室

牧御方に論言 し、時政が秘かにこのことを重成に相談されたので、重成は親族の縁を翻 した。

(重成の)「現在、鎌倉の内で軍兵の蜂起がある。」という消息に従い、重忠は(鎌倉に向か う)途

中で不慮の死を遂げたのである。悲欺 しない者はなかつたという。

閏七月十九日

丑(うめの力に時政は急に出家された「年は六十人歳]。

間七月二十日 (時政失脚。義時、二代執権となる)

辰の刻に遠州禅室 (北条時政)が伊豆の北条郡に下向された。

今 日、相州 (北条義時)が執権の事を承 (う けたまわ)ら れたとい

う。今 日、前大善大夫 (さ きのだいぜんたいふ・中原広元)・ 属

(さ かん)入道 (三善康信)・ 藤九郎右衛門尉 (安達影盛)ら が義時

の御邸宅に参会 し、審議があつて使者を京都に送 られた。これ

は右衛門権佐 (平賀)朝雅を誅殺するよう、在京御家人 らに命 じ

られるためである。 イメージ図であり文と関係ないです

≪≪≪ 9月 ～ 10月 行事予定のお知 らせ≫≫≫

9月 21日 (水 )

第 133回
月例発表会

午後 7時～午後 9時
赤石公民館 講義室

発表者 宮  良 男

テーマ 「日本の仏教⑬ 禅宗 (物心宗)」

発表者 高 橋 敬 明

テーマ 「樋爪館跡の13年 J

10月 19日 (水 )

第 134回
月例発表会

午後 7時～午後 9時
赤石公民館 講義室

発表者 石 幡  信

テーマ 「安東―族 と十三湊」

発表者 金 濱 興 一

テーマ 「勿来 (な こそ)の 関J

10月 20日 (木 )

～ 21日 (金 )

会員研修旅行
(青森県津軽方面)

十二湊における歴史・遺跡等の研修視察

交通機関 :貸 L‐Dバス(行程は表紙面に)

宿 泊 先 :稲垣温泉 (つがる市稲垣町)

申込方法 :赤石公民館又は事務局長ヘ


