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日 時：平成 30 年 11 月 27 日（火） 

場 所：呉羽丘陵多目的広場より白鳥城址  

集 合：呉羽丘陵多目的広場内 （駐車場あり） 

ビジターセンター 

 

 

コース： 

 

呉羽丘陵多目的広場（ビジターセンター）☞足立塚石碑☞旧北陸道☞七面堂☞常夜燈☞ 

☞茶屋町地蔵堂☞稲荷社☞五時谷石造物（旧笹原谷）☞呉羽丘陵多目的広場駐車場 ☞各自自動車で移動

☞しらとり広場☞白鳥城址☞しらとり広場駐車場（解散）  

 

 ※約３時間の行程です。途中は自動車で移動しますが、急坂を歩きますので、ご注意ください。 

  

呉羽山観光協会 平成 30年度呉羽丘陵観光ガイド事業 

呉羽丘陵の遺跡や文化施設のあんない人養成講座 

第４回観光ガイド研修会 

ビジター 

センター 



- 2 - 

見所一覧 

№ 時刻 ポイント 見所他 解説 

 1:00 ビジターセンター コースの見どころ説明 

竹内氏 

１  足立塚石碑 
旧北陸道 

武運山長久院 

２  七面堂  

３  常夜燈  

４  稲荷社 旧七面宮跡地、三重塔推定地 

５

６ 
 

五時谷石造物群 

（旧笹原谷） 
旧富山観光ホテル前より移設 

 自動車で移動 

8 ３：00 しらとり広場 展望台駐車場 富山市埋蔵文

化財センター 

堀内大介氏 

9  白鳥城址  

 4：00 しらとり広場  

 

 妙法山立像寺に奉納されている七面宮絵図 

 富山稲荷神社の前宮司 五十嵐精一氏が、祖母 五十嵐さと氏の記憶をもとに描かれた絵図 
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足立塚石碑 

足立塚は、峠茶屋付近で唯一残った石碑で、公園の整備に伴い現

在地に移設。富山藩見目流柔術の元祖足立正保の門弟によって、天

保 13 年（1842）建立された顕彰碑。天保年間に高山から来富。 

近くにあり移設された石碑は、中田文敬碑（極楽寺、梅沢町）芭

蕉塚（愛宕神社、愛宕町）花乃知里塚（西福寺、千石町）。 

五福 10 区には、鬼頭崎岩右衛門の石碑（熊野神社、五福）。 

※（ ）内は移設先 

 

中田文敬碑      芭蕉塚         花乃知里塚       鬼頭崎岩右衛門碑 

旧北陸道 

近世になると、安養坊から 1km ほど南にルートが移ります。このルート

は、旧北陸道として多くの人の住来で賑わったところで、現在も城山（じょ

うやま）散策コースとして残っています。脇に入ると、日蓮宗の総本山であ

る身延山（みのぶさん）の七面大明神と同形の像を祀ったといわれる、七面

堂（しちめんどう）があります。当時、近くには、日蓮宗に帰依した富山藩

主、前田正甫（まさとし）により建立された武運山長久院（ぶうんさんちょ

うきゅういん）もあり、多くの参詣客で賑わっていました。 

（※七面堂 元は明神山の山上近くに七面宮として建立されていました。） 

（※近世初期は、図のルートの左側の五時谷を通っていました。） 

 ところが、明治時代になり、神仏混交の著しかった堂は、廃仏毀釈のため

破却されてしまいました。数年後に再建されますが、この際に分かれたのが近くの稲荷社で、そのため

祭神は七面大明神となっています。この山は、七面大明神を祀った堂があることか

ら明神山・明神峠といい、山の東側の谷を五時谷といいました。峠を越えると中茶

屋・追分茶屋とともに三茶屋と呼ばれた峠茶屋で、旅人のための茶店が並んでいま

した。 

 明治 11 年、天皇行幸に際して、従来のルートでは道幅も狭く、坂も急なため支

障があるとして、新道が開削されました。明治天皇は、呉羽山手前の尼寺で小休

し、山越えのため馬車から板輿に乗り換えました。尼寺は、この栄誉を記念して皇

息軒と号を改めましたが、今は跡形も残っていません。以後、呉羽山越えのルート

は新道に移りました。（※皇息軒⇒皇恩軒に修正） 呉羽修路の碑 
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明治 42 年の皇太子行啓の際には、一部改修が加えられています。その後、運搬事情の変化により、従来

の道では不都合が生じたため、大正 8 年に大改修が行なわれました。 

現在、道脇に残る空き地は、改修前の新道の跡地と考えられます。この大改修にあたっては、富山県会

議長である角島吉明の尽力があり、道脇に顕彰碑も建立されています。 

 昭和に入り、国道 11 号線（現県道富山高岡線）の改良工事が行なわれました。呉羽山部分の工事にあ

たっては、新道を分断する形で切り通しが開削されました。開削

工事は昭和 10 年度に完成し、以後現在に至るまで、山越えのた

めの主要ルートの一つとなっています。切り通しの完成により、

呉羽山は難所ではなくなりました。 

 国道 11 号線は、昭和 27 年に国道 8 号線となる。さらに同 49

年には、バイパス開通に伴い県道となり、現在に至る。 

※富山市郷土博物館 博物館だよりを掲載 

七面堂・常夜燈 

江戸時代の七面宮は、現在の稲荷神社が建つ明神山

にあり七面造の荘麗な建物であった。他に寺院なども

あったが明治維新の神仏分離で破却された。 

その後七面堂は、現在の場所に再建されたが、昭和 19

年若者の失火で焼失した。堂は、戦後すぐに７年間を

かけて地元峠茶屋をはじめ多くの方々の浄財で再々建

されたものである。 

 

常夜燈 

石塔は天保八年(1837)の建立である。現在の七面堂裏側の高台には常夜燈・法華

塔各１基が並でいる。常夜燈には「天保九□戌年十月吉辰日」「孝存代」と刻ま

れている。明神山の山上にあった時は富山湾沖からも灯火が望見され、舟人のよ

き目印であったという。法華塔には「奉七面大明神」「南無妙法蓮華経」「法華

塔」「施主 白翁貞昌」と刻銘されている。 

※呉羽山観光協会「旧北陸街道を歩く」より 

稲荷社 

旧北陸街道の峠から城山に向かう入口に稲荷社があり一

帯を明神山と云う。明神山の由来は、富山藩初代藩主前

田利次公から、この山を拝領した富山藩士奥村蔵人が七

面宮を建立し、甲州身延山の七面大明神と同形の木像を

祀ったことに始まる。 

その後二代藩主前田正甫公が建立した武運山長久院や九

代藩主利幹公建立の妙見堂などが建ち並んだ。山上には

三重塔が高くそびえ富山沖からも灯りが望遠出来たとい

う常夜燈が置かれていた。 

旧領地村方見取絵図（一部）県立図書館 
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五時谷（旧笹原谷）石造物群 

この石造物群は、昭和 50 年、峠茶屋に在住する人々により

富山観光ホテル前に安置されたが、平成 28 年５月閉館に伴い

石造物の移転が必要となり、元安置されていた笹原谷付近へ移

設したもの。 

この石造物群は、14 世紀から 16 世紀に及ぶものとされ、旧

所在地も、地元土山宇吉氏の案内により調査された呉羽町笹原

谷地内（明神山西側斜面）と断定された。 

また富山観光ホテルに祀られていた「明神山、七面宮守護神、七面大明神像」も富山市梅沢町「立像

寺」へ遷座された。 

呉羽山観光協会では、呉羽山観光振興の観点から移転事業に取組み、石造物が元あった付近の尾根道

に移設した。 

浅田の丘 木俣修歌碑 明治 39 年（1906）～昭和 58 年（1983） 

彦根藩城代家老・木俣氏の末裔として滋賀県愛知郡愛知川村（現・愛

荘町）に生まれる。滋賀県師範学校を卒業後、1931 年、東京高等師範学

校文科卒。1967 年、文学博士。宮城師範学校や富山高等学校、興亜工

業大学の大学予科（現千葉工業大学）講師、実践女子大学教授、昭和

女子大学教授などを歴任。古典和歌と近代短歌をともに論じることのでき

る批評家として活躍。 

木俣修は昭和９年から約１０年間の間、旧制富山高等学校に教鞭をと

り多くの子弟の薫育にあたった。 

歌人として若い頃から北原白秋に師事したが、のちには宮中御歌会始め

の選者を永くつとめ、 芸術院恩賜賞をうけるなど歌壇に巨歩を築いた。

処女歌集を「高志（こし）」と名付けるほど越中の山河をこの上もなく愛した

人である。「鷺の群 渡りをへたる野の上は ただ うすうすに 青き雪照

（ゆきでり）」 

（雪晴れの岩瀬野の空をつぎつぎと鷺の群れが渡っていったが、そのあと

はただ薄い青い雪原のほのかな光がただよっている） 

この碑は昭和５０年８月に旧制富山高等学校同窓生有志と歌誌「形成」の同人らによって建てられた。 

※浅田の丘の名称は、フットパスコースを、しらとり広場に向かって進むと小高い丘の上に浅田氏の墓石があること

による。 
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白鳥城址 

白鳥城の歴史 

 城の歴史は古く、｢源平盛衰記｣や｢太平記｣にも名前が見えます。

戦国時代、ここは越中国中央部の軍事的･交通的要所にあるため、し

ばしば戦場となりました。まず、1562(永禄 5)年に神保氏がこの城

にこもって長尾(上杉)氏に対抗しました。その後、上杉方、一向一揆

方がこの城をめぐり戦闘を繰り返しています。 

佐々成政の時期の城の状況は明らかではありませんが、天正

13(1585)年に豊臣秀吉が大軍を率いて佐々成政を攻めてきます。こ

の際、この城に秀吉の本陣が置かれたとされています。この城にい

たとされる前田利家家臣の岡嶋一吉、片山延高はそれぞれ安田城、

大峪城に入りました。成政が降伏し、再び岡嶋、片山氏が入りまし

たが、1597(慶長 2)年に利長が富山城に移る際、｢山が高く風が強い｣

との理由から白鳥城に入りませんでした。この際、岡嶋、片山両氏

も安田城や大峪城に移ったようです。 安田城は国指定史跡となり

整備が終わっています。大きな土塁と堀に囲まれた曲輪が復元され

ています。是非、一度訪れてみてください。―方、大峪城は、現在

五福小学校となっているため、勝手に入ることはできません。校門

のところに案内板が'立っています。 

 いわゆるお城という分類にはあたりませんが､弥生時代後期(1700

年前)には高地性集落という防御性を重視した堀に囲まれた集落が

ありました。 

白鳥城の縄張り 

 現在残る縄張りや発掘調査で見つかった遺構は、前田氏時代のものと考えられます。 

 尾根に沿って東西に出丸とされる曲輪が主要部からやや離れてあります。主郭は最高所にある方形の

曲輪です。主郭内に三角点がある小さい方形の高まりがありますが、これは後世の盛土です。石垣はあ

りませんが、主郭の周囲に横堀と方形を意識した曲輪が配され、折れを伴う各曲輪間の導線が明瞭で求

心性が高い構造になっています。その辺りを意識しながら見てみるとおもしろいでしょう。その他、急

角度で高い切岸や土塁や堀、枡形虎口を随所に配して連携して守っている様子、城南側の虎口にあたる

円弧状に廻る大規模な堀と土塁も見所です。また、発掘調査によって礎石立建物や建物基礎にあたると

みられる敷石遺構、鍛冶場跡などが見つかっています。 

白鳥城関係略年表 

西暦 年号 事         項 出典等 

1183 寿永 2 源義仲の部将、今井四郎兼平の源氏勢、御服山に陣を張る 源平盛衰記 

1362 康安２ 元越中守護の桃井直常と戦った加賀・越前の軍勢が御服峯に拠る 太平記 

（年不詳） 上杉謙信越中攻めの際、神保長職が城を築いて居城する。 越登賀三州志 

1562 永禄５ 上杉謙信が呉増山（福か）に楯籠る神保長職を攻め、近辺に放火し、城

を孤立化させる。 

乙川文書 

1572 元亀３ 加賀・越中の一向一揆が東進し、火宮城を攻め落とし、富山に迫る。 

この時、五福山に人数を上げた上杉方に一揆の大軍が攻め寄せ、上杉方

が敗退する。 

上杉家文書 

1578 天正６ 神保八郎左衛門が居城する。 越登賀三州志 

1585 同 13 豊臣秀吉、富山城の佐々成政を攻める。この時、秀吉方の前田氏部将岡 同  上 
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嶋―吉・片山伊賀は初め白鳥城に拠り、のち岡嶋は安田城へ、片山は大

峪城へ移る。 

1586 同 14 上杉景勝が上洛の途中、越中を通過する。この時、五福山の部将三人が

西岩瀬において景勝の一行をもてなす。 

米沢市立図書館所

蔵文書 

1597 慶長２ 前田利長、守山より富山へ居城を移す。この時、再び岡嶋･片山を呉服

山堡に置くが、片山らは山が高く風が烈しいことから、呉服山を詰城に

かたどり、麓の安田城に移る。 

越登賀三州志 

1599 同４  岡嶋一吉、安居寺に石燈寵を寄進する。銘文中に「五福山…」とある 福野町安居寺の慶

長４年在銘石燈寵 

※富山県埋蔵文化財センター お城見学会資料より転載 2009/11/8 

※五福小学校は現在、旧富山市民病院五福分院址に移転しています。 
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