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第３章 史跡竹田城跡の概要

１ 史跡指定
(１)史跡指定時の状況
竹田城跡は、昭和 18 年 9 月 8 日、国の指定を受け、文部省告示第 742 号により以下のとお
り告示された。
○文部省告示第 742 号
史蹟名勝天然紀念物保存法第１条ニ依リ左ノ通指定ス
昭和 18 年 9 月 8 日
文部大臣 子爵 岡部長景
第１類
史 跡
名称 竹田城
地名 兵庫県朝来郡竹田町大字竹田字古城山
地域 １６９番

「円山川(朝来川)の左岸なる山上にあり、一に虎臥城と称せられ、嘉吉年間、山名持豊
の築城にかかるものと伝う。後、その臣太田垣氏４世之に居り、天正８年桑山氏の居城と
なり、同 13 年、赤松広通の拠る処となりしが慶長５年 10 月、城主鳥取に出陣中自刃せる
によりて廃城となれり。
城高は、標高 353 メートルの山頂を削平して本丸を築き、之を中心として東西約 50 間、
南北約 250 間の部分に階段状に石垣をめぐらし、その中に城櫓、城門を配し、あたかも飛
鳥の双翼をひろげたるが如く、北端に近く北千畳敷あり、南端に接して南千畳敷ありて円
山川渓谷一帯を制圧するの位置にあり、石垣を存する山城として稀有のものなり。
」
指定当時の面積は、１町８反５畝 19 歩、現行の単位(㎡)に換算すると 18,743 ㎡となる。

(２)追加指定時の状況
次いで城跡の主郭部に接する山腹部の一部と、山麓の赤松氏居館跡と推定される平坦部が追
加指定された。(文部科学省告示第 119 号)

追加指定日

平成 21 年(2009)７月 23 日

追加指定地

兵庫県朝来市和田山町大字竹田字古城山 81 番地外 32 筆

追加指定面積 125,387.67 ㎡(朝来市市有地 122,344.67 ㎡、民有地 3,043 ㎡)
合計面積
144,130.67 ㎡
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【追加指定説明】
竹田城跡は、兵庫県の北部を流れる円山川の左岸に所在する、標高 353.7ｍを超える古城山
に所在する大規模な城跡である。この地は但馬、播磨、丹波に通じる交通の要衝にあたり、眼
下には円山川および３国に通じるルートを望むことができる。昭和 18 年、石垣を持つ山城とし
て稀有な例として史跡に指定された。城とその関連遺構としては、山頂だけでなく、麓に居館
跡さらに城下町についても遺存している。
和田山町教育委員会(現･朝来市教育委員会)は、城内の石垣の現状調査及び指定地外の古城
山全体の踏査を実施し、竪堀、曲輪、石取り場などの関連遺構を確認した。遺構は大きく前半
期と後半期に分かれる。前半期の遺構としては、主郭石垣周辺の尾根上に曲輪群、および竪堀、
畝状竪堀群がある。後半期に現在見られる城の姿となり、頂上は東西 100ｍ、南北 400ｍにわた
って削平され、天守台をほぼ中央に持つ本丸、二の丸、三の丸は総石垣造りとなり、枡形虎口
や横矢を多用している。また山頂部から山麓の居館跡には大竪堀、このほかに登り石垣などの
存在も確認された。主郭部の石垣は、形態から織豊期のものと考えられる。
平成 18 年度からは、山麓部の削
平された７ヶ所の平坦面の中で最
も広い部分の内容を確認するため
の発掘調査を実施した。この部分
は、赤松氏居館跡推定地とされ、山
頂部と同様の積み方をした石垣を
確認し、平場に上がるための虎口で
ある可能性が考えられる。出土遺物
は、16 世紀後半を中心とする輸入
陶磁器や国産陶磁器及び土師器な
どで、輸入陶磁器の比率が高い。遺
構及び出土遺物から、山上の城に関
連する施設であったことが考えら
れる。
今回、山上石垣周辺で条件の整っ
た箇所と、山麓の平坦部を追加指定
し、保護の万全を図ろうとするもの
である。
(引用)
『月刊文化財』
平成 21 年 8 月号 551 号
図 3-1 史跡指定範囲全体図
(平成 21 年 7 月 21 日：史跡追加指定時段階)
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図 3-2 山頂部史跡指定範囲図 (西尾孝昌作図に加筆)

居館跡推定地史跡指定範囲
図 3-3 居館跡推定地史跡指定範囲図
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(３)保存管理計画の策定
朝来市発足以前の旧和田山町では、昭和 52 年度に『竹田城保存管理計画書』(以下：旧計画
書)を策定し、史跡指定の経過や現状、石垣修理事業の概要、石垣の特徴、指定地における要素
分析、適正な保存管理のあり方、追加指定の必要性や整備構想など、竹田城跡の保護にかかる
基本的な考え方を示した。
平成 18～20 年度には、朝来市が居館跡推定地の内容を確認するための発掘調査を実施し、平
成 21 年に平坦部が史跡の追加指定を受け、平成 22 年には朝来市が史跡の管理団体に指定され
た(平成 22 年６月７日付 文化庁告示第 23 号)。
しかし、近年、雲海に浮かぶ城跡の写真やブログなどの情報が広く発信され、映画のロケ地
やコマーシャル、雑誌などのマスメディアに数多く掲載されたことにより、城跡の存在が多く
の人に認知され、平成 23 年度頃から見学者が急激に増加した。元来、多くの見学者を受け入
れる態勢が整っていない城跡に、大量の車両が押し寄せたことにより、竹田地区内では慢性的
な渋滞や路上駐車が発生した。そして、鉄道やバスなどの公共交通機関の利便性が不十分であ
ったことも重なって、様々な交通問題が発生した。また、急増する見学者に、駐車場やトイレ
などのインフラ整備が追い付かず、管理団体である朝来市は対応に追われた。一方、文化財保
護の面では、石垣などの経年劣化に加えて、見学者が多数登城したことによって、土の流出や
裸地化遺構のき損など、適切な措置が図れない状態が発生した。
朝来市では竹田城跡をとり巻く環境の急激な変化に対応し、史跡の適切な保存と活用を図る
ため、平成 25 年～27 年にかけて旧計画書を見直し、平成 27 年 3 月に新たな『史跡竹田城跡保
存活用計画』(以下：保存活用計画)を策定した。

(４)竹田城跡の現状
竹田城跡は朝来市の北東に位置する標高約 353.7ｍの古城山山頂に設けられた山城である。
山頂に天守台を設け、南・北・西へ延びる尾根筋に、階段状に設けた曲輪を連続して配置し、
石垣によって囲まれている。主郭部の規模は、南北約 400ｍ・東西約 100ｍに展開し、周辺には
曲輪と考えられる階段状の平坦面や竪堀などが多数見つかっていることから、尾根筋を造成し
て作られた城郭が、現在見られる構造に修築されたと考えられる。その時期は不明だが、戦国
時代から織豊政権が成立する近世初頭になされたと考えられる。
史跡内では各所に瓦片が散布する箇所や礎石などの遺構が存在するものの、築城当時の絵図
などの史料が存在せず、城内の建物配置などは判然としない。近世初頭に廃城となって以後、
破却されたと考えられる。
古城山の東山麓には、竹田城跡と同様の特徴を持つ石垣が遺存しており、城主の居館跡が推
定されている。城下町に起因を持つ現在の竹田集落と竹田城跡の連接点にあたり、城とは大竪
堀で連結した一体型のプランを持つ。
史跡範囲は現在のところ、山頂の主郭部分と山麓の居館推定地の一部にとどまっているが、
古城山には関連遺構が多く存在することから、城の全容解明に努め、史跡の追加指定を図り、
適正な保護を図る必要がある。
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２ 歴史
(１)沿革
① 竹田城の築城時期
現在のところ、竹田城の築城時期を示す確たる史料の存在は確認
されていない。嘉吉３年(1443)に山名持豊(宗全)が築き、太田垣光
景を初代城主に任じたとの伝承もあるが、江戸時代の天明３年
わ

だ かんだち し に っ き

(1783)に記された『和田上道氏日記』には、嘉吉年間(1441)に太田
垣土佐守の城郭である「安井ノ城」
、すなわち竹田城が築かれたと記
されている。しかし、主郭部の石垣下斜面には南北朝期の様相を呈
すると指摘される曲輪も存在しており、築城時期は今後の検討課題
である。
和田上道氏日記

② 羽柴秀吉・秀長と竹田城
永禄 12 年(1569)、木下藤吉(秀吉）が但馬を攻撃した。この時、
竹田城が攻略されたか不明であるが、天正５年(1577)に秀吉が行っ
た但馬攻略では、毛利勢の制圧と生野銀山を確保するため、竹田城
は攻略されたようである。当時の状況については、法宝寺(和田山町
岡田)に残された「天正五年十一月九日」の日付を伴う秀吉の制札か
ら窺い知ることができる。
その後の状況については、吉川元春書状『小早川家文書』に八木
城(養父市)とともに毛利勢の防衛ラインとして使用されていた記
録が残されていることから、天正６年(1578)の三木合戦における間

法宝寺制札

隙を突いて、元の城主であった太田垣輝延が一時的に竹田城を奪還していたようである。
しかし、秀吉は天正８年(1580)の三木城攻略後、弟秀長に再度但馬攻めを命じており、宇喜
多直家書状『沼元家文書』には、
「但州小(太)田垣(輝延)構え武田(竹田)の城も去る(一月)十五
日に落去せしめ」と記されていることから、この戦いで太田垣氏は没落したと考えられる。

③ 赤松広秀の配置と廃城
秀吉は天正 10 年(1582)に桑山重晴、天正 13 年(1585)７月からは
赤松広秀を城主とした。広秀は 22,000 石を所領し、慶長５年(1600)
までの 15 年間、城主であった。現在残る石垣は、赤松広秀が城主
を務めていた時期に整備されたものと考えられている。
広秀は慶長５年の関ヶ原の戦いで西軍に属したが、途中、徳川方
に転じて鳥取城を攻撃した。しかし、城下を焼き討ちにした責めを
受け自刃した。そのため、竹田城は廃城となり、約 150 年続いた歴
史に幕を下ろした。
赤松広秀公供養塔(法樹寺)
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④ 近世以降の竹田城跡
江戸時代以降の竹田城跡については不明な点も多いが、元和元年(1615)より生野奉行(享保
元(1716) 年以降は生野代官)の管理下に属した。しかし、城跡の石垣は大きく破却されること
はなかったようである。
明治維新後は、竹田および竹田城跡の所属や管理が変わったが、昭和 7 年(1932)に現在の南
登山道が整備され、昭和 8 年(1933)から昭和 9 年(1934)かけて拡幅工事が行われた記録が残っ
ている。その後は、昭和 18 年(1943)に国史跡に指定され、平成 21 年(2009)の追加指定を経て、
現在に至っている。

■竹田城跡の変遷
年号

西暦

竹田城跡に関する出来事

全国の主な動向

永享

３

1431

山名持豊、竹田城構築に着手する。
(口碑)

嘉吉

１

1441

〃

３

1443

享徳

４

1455

寛正

６

1465

応仁

１

1467

〃

２

1468

文明

１

1469

戦火が京から地方に広がる。

〃

９

1477

応仁・文明の乱が終わる。

文明

11

1479

太田垣宗朝、第３代城主となる。

延徳

４

1492

太田垣俊朝、第４代城主となる。

大永

１

1521

太田垣宗寿、第５代城主となる。

天文

７

1538

太田垣朝延、第６代城主となる。

〃

11

1542

朝延、生野奥山に銀山を開坑。
山名持豊がこれを支配する。

〃

12

1543

弘治

２

1556

永禄

３

1560

〃

11

1568

〃

12

1569

〃

13

1570

嘉吉の乱
竹田城完成。太田垣光景が初代城主と
なる。(口碑)
山名持豊、播磨の赤松則尚を攻める。太
田垣光景、先陣として参加する。(『嘉
吉記』)
太田垣景近、第２代城主となる。
応仁・文明の乱が勃発。
細川軍、朝来郡に侵攻する。景近二男・
宗近(新兵衛)、夜久野にてこれを迎え
討つ(『応仁記』)。

朝延、持豊から銀山の領有権を奪取す
る。

鉄砲の伝来
桶狭間の戦いで織田信長が今川義
元を破る。
織田信長の入京。

木下藤吉郎秀吉の但馬侵攻。十日間で
生野銀山～此隅山城までの 18 城が陥落
(『益田家什書』)。
太田垣輝延、第７代城主となる。
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年号

西暦

竹田城跡に関する出来事

全国の主な動向

天正

４

1576

信長が安土城築城を開始。

〃

３

1575

天正

４

1576

丹波黒井城主荻野直正、竹田・有子山城 長篠の戦い
を急襲し、これを奪取(『吉川家文書』)。
信長が安土城築城を開始。

〃

５

1577

〃

６

1578

天正

８

1580

〃

10

1582

〃

11

1583

〃

13

1585

〃

18

1590

文禄

１

1592

〃

２

1593

〃

３

1594

慶長

２

〃

羽柴秀吉、播磨平定後、小一郎秀長をも
って但馬を侵攻(『信長公記』)
秀吉、再び小一郎秀長を竹田城に入れる
(『信長公記』)。
秀吉の但馬侵攻(『信長公記』)。太田垣
氏による竹田城支配は終焉を迎え、桑山
修理太夫重晴を城主に 迎える。所領
10,000 石(『播翰譜』)。

三木合戦
本能寺の変で信長が死去。
秀吉が山崎の合戦で明智光秀を
破る。
秀吉が賤ヶ岳の戦いで柴田勝家
を破る。
秀吉が大坂城築城を開始。

重晴、和歌山城主として移封される。赤
松広秀が城主となる。所領は 20,000 石
(『廃絶録』)
豊臣秀吉が天下統一を果たす。
文禄の役で広秀、朝鮮半島へ渡り「もく
そ城(晋州城)」を取り囲む。
広秀帰国。

秀吉が伏見城築城を開始。
文禄の役(1592～96)

1597

広秀、伏見城普請に参加。この時、所領
は 22,000 石。
慶長の役で広秀、再び朝鮮半島へ渡る。

慶長の役(1597～98)

３

1598

秀吉死去により、広秀帰国。

秀吉死去。

〃

５

1600

〃

８

1603

関ヶ原の戦いで広秀(西軍)、丹後田辺城 関ヶ原の戦い
を攻める。途中、東軍として鳥取城攻め
にも加わるも、大火の責を問われ、鳥取・
真教寺にて自刃。竹田城も廃城となる。
徳川家康が江戸幕府を開く。

〃

19

1614

元和

１

1615

〃

２

1616

大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡。江
戸幕府、一国一城令を制定。
家康死去。

慶応

３

1867

大政奉還

明治

１

1868

久美浜・生野(明治２年)、豊岡県(明治
４年)に属する。

〃

９

1876

兵庫県に編入される。

昭和

７

1932

現在の南登山道が整備される。

〃

14

1939

竹田町役場の所有となる。

〃

18

1943

国史跡に指定される。

平成

21

2009

国史跡の追加指定を受ける。

大坂冬の陣
生野代官所の支配下に置かれる。
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(２)前期太田垣氏居館跡推定地
太田垣氏のかつての本拠地は現在の養
父市建屋であり、谷を 1 つ越えた先が、竹
田城跡の北麓にあたる安井谷である。
安井谷は東西３km の峡長な谷で、太田
垣氏が竹田城主となり最初に本拠地にし
たと考えられる。安井谷の谷奥より、三波
城(三波字東垣)・殿城(殿字谷)・安井城(加
都字向山)の３城の存在が確認されてお
り、その内、殿城は天正期後半の特徴を持
つ遺構が見られる。殿城を除き、三波城・

太田垣氏居館跡推定地付近

安井城と竹田城の位置は、安井谷を３方か
ら囲んで存在している。また、安井谷に残る地名で、城下町の領域を示すことが多いとされる
「垣」のつく地名の存在と、３つの城郭に囲まれる状況から、初期太田垣氏の城下町の存在が
考えられるが、現時点では発掘調査が行われておらず、厳密な位置、当時の居館や町の構造な
どについては明確になっていない。
『和田上道氏日記』によると、その後の天正５年(1577)の段階に、それまで和田山町殿村に
あった大手の道を竹田側に付け替えたという記載がある。天正５年まで殿村(安井谷)にあった
太田垣氏の居館及び被官屋敷を現在の竹田地区に移したことを示すと考えられる。

(３)赤松氏居館跡推定地(一部史跡指定地)
赤松氏が城主であった近世の竹田城で
は、現在の竹田集落の背後に当たる古城山
東麓部に城主や家臣の居住域が設けられ
ていたと考えられる。
現在、古城山の東麓にはいくつか段球状
の平坦面があり、山頂部から伸びる２本の
大竪堀によって限られた谷状地形の裾部
には、現在４つの寺院（法樹寺・勝賢寺・
常光寺・善證寺）があり、現在の城域と位
置関係から見て、城主の居館または有力家
臣の屋敷跡と考えられる。
赤松氏居館跡推定地付近

また、寺院の背後にあたる丘陵先端の平

坦部には、主郭部の石垣と同じ技法による石垣が存在する。また、寺院の配置された平坦面よ
りも高台に位置することや、平坦面の規模も大きいことから、城主の居館における中枢部をな
す曲輪と考えられており、平成 18～20 年度には、居館跡推定地の内容を確認するための発掘調
査を実施し、平成 21 年に平坦部が史跡の追加指定を受けた。
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３ 縄張り
（１）特徴
竹田城跡の縄張りの特徴は、城郭全体を
構成する諸要素が、要領よくまとまってい
ることにある。古城山の最高所に配した本
丸の天守台を中心に、南方向へ南二の丸・
南千畳、北方向へ二の丸・三の丸・北千畳、
西方向へ花屋敷をそれぞれ配置する。南千
畳・北千畳・花屋敷は、他の曲輪よりも面
積が広く、標高はいずれも 330～331ｍで、
平面構成及び立体構成ともに計画的に配
置されている。その形状は、鳥が頭を西方
へ向け、両翼を広げて飛ぶ姿に擬される。
天守台は本丸の中央に位置し、約 11ｍ×
約 13ｍの規模を有するややいびつな長方
形で、東側(城下町側)の石垣高は約 10.6
ｍと城内で最も高所に位置する。
上空から見た竹田城跡

各曲輪は全て石垣で構築され、虎口や櫓
台の多用、
「横矢がかり」や自然地形に合

わせた「折れ」が多いなど、複雑な石垣ラインとなっている。なお、南千畳東側虎口に関して
は、他の虎口と異なり石垣が存在せず、岩盤を削り込んだ痕跡がある。そのため、石垣が未完
成か、または構築されて破却された可能性が考えられる。
また石垣の中に、
「継ぎ目」のある箇所も存在する。石垣構築の工程により生じたものと考え
られるが、赤松氏入城以前の石垣を改修したことにより生じた可能性もある。

■参考写真

石垣の折れ(北千畳)

石垣の継ぎ目(南二の丸)
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（２）主郭部の地区名称
現在、竹田城跡の主郭部を指す名称については、天明３年（1783）
『和田上道氏日記』に「…
南ニ専城ヲ拵…」として現在の南千畳に通じる名称があり、文化元年（1818）写の『但馬国朝
来郡竹田城墟図』に「本丸」
「二ノ丸」
「上千丈」
「中千丈」
「下千丈」などが記されている。
明確な経緯は判然としないが、昭和 18 年の史跡指定に際して、近世から口伝された名称を
踏まえて整理されたと考えられる。
旧計画書では、現在用いられている曲輪名が列記されており、現地に存在する郭名称柱もこ
の際に整備されたと考えられる。そのため、現在に至るまで、基本的にこれらの名称が使用さ
れてきた。
保存活用計画では、過去の経緯を尊重し、これまで用いられてきた曲輪の名称を踏襲すると
したが、名称の示す範囲が不明瞭となっているため、管理などの明確化に資する目的で、図の
とおり名称と地区の整理を行った。
整備基本計画では、保存活用計画で改めて整理した地区割りを踏襲するが、今後の整備や調
査研究に際しては、通路や虎口部分の地区割りについては、必要であれば実態に合わせて名称
と地区に若干の変更を加えていくことも必要である。

図 3-4 地区割り図（
『史跡竹田城跡保存活用計画』より引用）
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４ 城郭関連遺構の分布
（１）分布調査の経緯
竹田城跡では、石垣の築造に伴い、中世の城郭遺構は消滅したと考えられていた。
しかし、旧計画書策定に先立つ、和田山町(当時)による分布調査の結果、尾根先端部に堀切
などの遺構が指摘され、中世城郭と近世城郭が重なり合いながら存在する可能性が考えられた。
昭和 62～63 年(1987～1988)の和田山町教育委員会による分布調査では、石垣周辺の急峻斜面
に多くの曲輪や竪堀が存在し、北東尾根に所在する観音寺山にも、数多くの遺構が残存してい
ることが判明した。さらに、保存活用計画の策定にあたり、平成 26 年 10 月に朝来市教育委員
会が実施した分布調査においても、中世の城郭遺構が確認された。そのため、現時点では土の
城であった中世城郭の上に石垣を有する近世城郭が重なって立地しているものと考えられて
いる。以下では、現時点で判明している城郭に関する遺構を、中世城郭遺構(室町・戦国期)と
近世城郭遺構(織豊期)に分けて、それぞれ概要を示す。

観音寺山城跡

図 3-5 中世城郭遺構(室町・戦国期)の分布図 (西尾孝昌作図を一部改編)

（２）中世城郭遺構(室町・戦国期)
中世城郭遺構とは石垣を築く以前の城で、織豊期以前に築かれた遺構を指す。15 世紀前半か
ら半ば頃、応仁・文明の乱(1467～1477)以前に造られた但馬地方の城郭は、切岸の低い連続し
た曲輪と堀切のみで構成され、竪堀や畝状竪堀などは構築されていない特徴を持つ。続く戦国
期は曲輪や切岸が大規模化、堀切・竪堀・畝状竪堀・土塁などの防御施設も進化する。
竹田城跡においては、現在の主郭部が立地する尾根に曲輪を連続して配置し、堀切、竪堀、
畝状竪堀などで防御していたと考えられる。また、城跡から北東に延びる尾根上には、竹田城
跡と同時期の遺構が残る観音寺山城跡が存在しており、戦国期には２つの城が一体で機能して
いたと考えられる。
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城郭関連遺構の分布

■曲輪(Ａ～Ｇは P.34 の図 3-5 中世城郭遺構(室町・戦国期)の分布図に対応)
位置

概 要

南千畳東南の尾根 ・上から 14ｍ×6ｍ、7ｍ×6ｍ、8.5ｍ×5.4ｍの３段の曲輪がある。(Ａ)
南千畳南の尾根

・最大 12ｍ×10ｍ、最小４ｍ×５ｍの曲輪が 11 段ある。(Ｂ)

南二の丸西の尾根 ・５段の曲輪がある。いずれも小さく７ｍ×5.5ｍが最大である。(Ｃ)
花屋敷西の尾根

・岩盤を掘り切った堀切と曲輪がある。曲輪は９ｍ×７ｍ、堀切は幅 13ｍ長
さ５ｍ、深さ 1.7ｍである。(Ｄ)
・最大 14.5ｍ×3ｍの３つの曲輪がある。(Ｅ)

北千畳北西の尾根

・総石垣の犬走りに上がる明確な虎口も認められる。さらにその下の「登り石
垣」の部分にも４段の曲輪があるが、これは古い曲輪を織豊期に石垣に改
修したものと考えられている。

南二の丸西の谷

・井戸曲輪と考えられる 9ｍ×4ｍの平坦部と直径 6ｍの窪地があり、井戸を
守る土塁と竪堀もある。(Ｆ)
・１辺 5.8ｍのほぼ正方形の窪地と 16.5ｍ×6.4ｍの平坦部からなり、窪地に

三の丸北西の谷

降りる４段の階段がある。水汲み場は１辺 1.2ｍの方形の石組である。(Ｇ)
・井戸曲輪の下に、防御のための 15ｍ×11ｍの曲輪がある。(Ｇ)

■竪堀(①～⑭は P.34 の図 3-5 中世城郭遺構(室町・戦国期)の分布図に対応)
位置

概 要
・小規模な畝状竪堀①(幅 2ｍ、深さ 0.6ｍ、長さ 14.5～20ｍ)
・竪堀②(幅 4ｍ、深さ 3ｍ、長さ 29ｍ)

南千畳東側斜面

・竪堀③④(幅 4～5ｍ、深さ 2～2.5ｍ、長さ 250ｍ)
→竪堀③④は大規模で、城下町の内郭の端と考えられる谷に連続すること
から、近世城郭遺構と考えられる。
・竪堀⑤(幅 4ｍ、深さ 2ｍ、長さ 45ｍ)
・竪堀⑥(幅 4ｍ、深さ 3ｍ、長さ 90ｍ)に長さ 36ｍの竪堀が合流している
・竪堀⑦(幅 4ｍ、深さ 2.5ｍ、長さ 60ｍ)
・竪堀⑧(幅 2.5ｍ、深さ１ｍ、長さ 30ｍ)

南千畳西側斜面

→竪堀⑥、⑦、⑧は畝状竪堀を構成していると考えられる。
・竪堀⑨(幅 4ｍ、深さ 1.5ｍ、長さ 20ｍ)
・竪堀⑩(幅 10ｍ、深さ 4.5～５ｍ、長さ 35ｍ)
→竹田城跡の中でも深さ幅が最大である。

三の丸北西斜面

・竪堀と谷部を織り込んだような竪堀状の遺構⑪
・竪堀⑫(幅 3～4ｍ、深さ１ｍ、長さ 20ｍ)

三の丸南斜面

→竪堀を埋めて石垣が構築されたと考えられる。
・竪堀⑬(幅 3～4ｍ、深さ 1.3ｍ、長さ 18ｍ)

二の丸南斜面

・竪堀⑭(幅 3ｍ、深さ１ｍ、長さ 45ｍ)
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（３）近世城郭遺構(織豊期)
竹田城跡の象徴である「石垣」による縄張りは、赤松広秀が城主をつとめた天正 13 年(1585)
から慶長５年(1600)の間に完成したと考えられる。
「本丸」の天守台(標高 353.7ｍ)を頂点とし、
３方の尾根に「北千畳」
・
「南千畳」
・
「花屋敷」の大規模な曲輪を配置している。
類例の少ない特徴として、本丸へ登るテラス付の石段や、花屋敷の「鉄砲狭間」を有する石
塁がある。花屋敷の形状は、秀吉の朝鮮侵略の本陣となった肥前名護屋城跡の「遊撃丸」や倭
城の曲輪と酷似し、他の城郭では見られない特徴を有している。
また、北千畳の北西尾根と花屋敷南に構築された「登り石垣」や、南千畳東側虎口部分と観
音寺城東斜面から、それぞれ山頂の主郭部と山麓居館部をつなぐように延びる「大竪堀」も倭
城に見られる防御施設であり、石垣の築造時期は廃城に近い時期であった可能性が考えられる。
なお、近世以降の竹田城跡の様子は、文化元年(1804)に写された『但馬國朝来郡竹田城墟圖』
に石垣の配置などが描かれており、廃城後の竹田城跡の様子を窺い知ることができる。

但馬國朝来郡竹田城墟圖(三康文化研究所附属三康図書館 所蔵)

テラス付石段(正面から)

花屋敷の石塁と鉄砲狭間

大竪堀

登り石垣
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城郭関連遺構の分布

（４）空中写真測量の実施
竹田城跡の測量図については、旧陸軍による測量図や都市計画に基づく測量図があったが、
古城山山腹の遺構を詳細に把握することができる測量図が存在していなかった。
そのため、保存活用計画の策定にあたり、平成 25 年度にアジア航測株式会社へ委託して実施
し、主郭部周辺を中心として、１/2,500 で図化を行った。

図 3-6 竹田城跡測量平面図(1/25,000 を縮小)
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（５）赤色立体地図の作成
朝来市では、周辺地形を解析するための手法として、赤色立体地図を作成した。これは、地
形の起伏を立体的に見えるよう処理したもので、等高線だけでは把握しづらい地形の起伏を赤
色の濃淡により表現する手法である。
これにより、主郭部の遺構の形状や配置、石垣周辺の遺構の分布状況を把握するとともに、
古城山山腹の地形や遺構分布を把握し、主郭部と山麓の居館を一体につないだ城郭構造を知る
手がかりを得ることができた。

図 3-7 竹田城跡赤色立体地図
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その他の遺構・遺物

５ その他の遺構・遺物
(１)礎石
礎石は建物の柱を支えるために設置されるもので、
重量の大きい建物を支えるために使用される。
そのため、礎石の存在は瓦葺の建物が建てられてい
たことを示唆しており、その配置は、往時の建物配置
やその構造を知るための手がかりとなる。
竹田城跡では天守台や二の丸、北千畳などで建物の
礎石と考えられる石材が露出しており、周辺には大量
の瓦の存在が確認されている。
今後は赤色立体図なども活用して城跡内の建物に

礎石(天守台)

関する研究を進めることが必要である。

(２)石敷き
竹田城跡では三の丸、二の丸から本丸へ登る斜路、平
殿から南二の丸への階段下に石敷遺構の存在が確認さ
れている。
これらの築造時期は判明していないが、竹田城跡内
における通路上に位置していることや石垣と同じ石材
を使用していることから、竹田城跡の石垣が築造され
たのと同時期に築かれたと想定される。
現在は、踏圧による損傷を避けるため、土嚢と不織布
で保護を行っている。

石敷き遺構

(３)石組溝
平成 25 年度の天守台下部石垣修復工事に伴う発掘調
査で、多量の瓦が出土した。さらに瓦の下部で排水溝と
見られる石組溝を検出した。これは、雨水等を適切に処
理し、石垣構造を適切な状態に保つために設置された
と考えられる。
この石組溝には軒丸瓦が２点並べられていた。調査
の際には、平殿東側の石垣には、裏込めに大量の瓦が含
まれていることが確認されており、記録に無い石垣の
石組溝と軒丸瓦

修理があったことが示唆されている。

(４)瓦
竹田城跡主郭部の全域には、多くの瓦が散在している。天守台や二の丸、北千畳などで礎石
が確認されており、瓦葺の建物があったことを示す資料と考えられる。
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竹田城跡で確認されている丸瓦の大半には、
「コビキ
Ｂ種」の技法が認められることから、それらは天正 13
年(1585)以降あるいは、文禄・慶長期に入る時期に建
物の屋根に葺くために作成されたと考えられる。
また、出土した瓦で注目されるものに「高麗瓦」があ
る。一辺７cm の方形の十文字の花弁状や、同心円文状
の特殊な彫刻を施されたタタキの痕跡が瓦の表面に残
され、国内では他に１例確認されている。このような
瓦は日本国内で一般的に使用されていた瓦とは異な

竹田城跡の軒丸瓦・軒平瓦

り、朝鮮半島で作成された瓦に見られる特徴の一つで
ある。
竹田城跡の高麗瓦は、城主であった赤松広秀が文禄・
慶長の役で朝鮮半島に出兵していることから、朝鮮半
島からもたらされたとも考えられるが、胎土や焼成具
竹田城跡から出土した高麗瓦

合から、国内で生産された可能性もある。

(５)土器
瓦以外の遺物としては、井戸から出土した備前焼の
破片や、北千畳から採集された中国製の青花皿及び土
師器の破片がある。いずれも 16 世紀後半の時期と考え
られ、往時の竹田城に伴うと考えられている。
また赤松氏居館跡推定地の発掘調査では、多くの土
師器皿が出土した。土師器皿は全て手づくね成形で造
られ、ロクロ成形や型成形は見られない。京都産土師
器を模倣した京都系土師器である。その他に輸入陶磁
赤松氏居館跡推定地で出土した土器

器、茶陶などが検出された。

(６)観音寺山城跡
観音寺山城跡は竹田城跡の北東に位置し、標高 313ｍの丘峻按部に展開する竹田城跡の関連
遺構と考えられる城郭である。ただし、現段階では史跡指定地の範囲外となっている。
主郭は 29ｍ×20ｍで、主郭東側に 18ｍ×11ｍの曲輪
がある。曲輪の斜面に放射状で設けられた竪堀と横堀
を持ち、室町期に構築された曲輪を戦国期に竪堀や横
堀で補強した可能性が指摘されている。また曲輪の一
部には、石垣が築かれているが、積み方が粗雑で箇所
も限定的である。なお竪堀 A は、幅 4.5ｍ、深さ 2ｍ、
長さ 150ｍの大規模なもので、竹田城跡南千畳から延

A

びる大竪堀と対をなすもので、山上の城郭と山麓の居
館を防御していたと考えられる。

図 3-8 観音寺山城跡縄張り図
(西尾孝昌作図を一部改編)

40

6

保存と整備の経過

６ 保存と整備の経過
(１)国史跡指定以前の保存状況
竹田城跡は、廃城後も石垣が破却されることなく、江戸時代を通じて残されてきた。明治
６年(1873)に描かれた『但馬国朝来郡第五大区四小区竹田町見取絵図』には、山頂部の石垣
が詳細に描かれており、廃城となった後も、何らかの管理が行われていたと考えられる。明
治以降も、地域の方々による維持管理が行われ、
今日まで護り伝えられてきた。
昭和 62 年(1987)に地域の方々を中心に「竹田城
跡保存会」が発足し、竹田城跡の価値を後世につ
ないでいくための活動が継続的に行われてきた。
また、近年はボランティアガイドの養成、観光案
内の体制づくり、宿場町の景観を守るための活動
など、城跡を中心としたまちづくりが進められて
但馬国朝来郡第五大区四小区竹田町

いる。

見取絵図(竹田財産区 所蔵)

(２)国史跡指定以降の整備状況
国史跡指定以降は、遺構の実態を把握するための調査や石垣の修理、環境の整備などを進め
てきた。主な調査と整備状況(石垣修理以外)は以下のとおりである。
年度
昭和 45 年度
(1970)
昭和 62～63 年度
(1987～1988)
平成 18～20 年度
(2006～2008)
平成 23 年度
(2011)
平成 24 年度
(2012)
平成 25 年度
(2013)

平成 26 年度
(2014)
平成 27 年度
(2015)
平成 28 年度
(2016)

史跡地内
・石垣修理に伴う崩壊箇所の調査
・古城山全域の分布調査

史跡地外

・古城山全域の分布調査

・山麓部分の確認調査
・天守台木製階段の設置

・史跡竹田城跡現況平面図の作成
・居館跡の確認調査
・石垣カルテ作成
・自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の設置
・樹木管理事業
・落石防止ネットフェンス設置工事
・樹木管理事業
・本丸・天守台の確認調査及び保護工事
・本丸斜路に木製階段の設置
・樹木管理事業
・大手道・北千畳保護工事
・竹田城跡安全管理調査業務の実施
(石垣 3 次元レーザー測量)
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・南千畳に至る登城ルートの整備
・中腹駐車場トイレ設置
・観覧料徴収所
・トイレ設置工事
・たけだ城下町交流館が開館、内部
に「情報館 天空の城」を設置
・中腹駐車場トイレ増設
・駅裏登山道修復工事
・門扉設置工事

第 3 章 史跡竹田城跡の概要

(３)竹田城跡で行った発掘調査
竹田城跡では史跡の追加指定や遺構の保護工事に伴い、主郭部と赤松氏居館跡推定地におい
て発掘調査を行ってきた。これまでに実施した調査については以下のとおりである。
■史跡内における発掘調査
位置
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ

年 度
平成 18 年度
(2006)
平成 19 年度
(2007)
平成 20 年度
(2008)
平成 25 年度
(2013)
平成 25 年度
(2013)
平成 26 年度
(2014)
平成 27 年度
(2015)

調査場所

概 要

居館跡(曲輪)

追加指定のため、曲輪内部の発掘調査

居館跡(曲輪)

追加指定のため、曲輪内部の発掘調査

居館跡(曲輪)

追加指定のため、曲輪内部の発掘調査

平殿南部(天守台下部)石垣
居館跡(石垣)

石垣の孕み出し箇所解体修理に伴う
発掘調査
石垣の整備に伴う、石垣基礎部分の
発掘調査

居館跡(石垣)

石垣の整備に伴う、石垣基礎部分の調査

天守台(曲輪)

天守台の保護工事に伴う、曲輪上面の調
査

g
d
主郭部

c
ｃ

a

b
赤松氏居館跡推定地

e
図 3-9 竹田城跡における発掘調査実施箇所
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■参考写真

a：居館跡(曲輪)の調査

b：居館跡(曲輪)の調査

c：居館跡(曲輪)の調査

d：平殿南部(天守台下部)石垣の調査

e：居館跡(石垣)の調査

f：居館跡(石垣)の調査

g：天守台(曲輪)の調査

g：天守台(曲輪)の調査
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(４)石垣修理事業の経緯
昭和 18 年の史跡指定範囲は主郭部分に留まり、その周囲はすべて民有地(当時)であったこ
とから、石垣の直近まで樹木が迫ることで石垣に悪影響を及ぼし、崩壊の危険性があった。和
田山町(当時)は石垣修理事業を実施するにあたり、昭和 45 年に主郭石垣の全域にわたって石
垣の調査を実施、崩壊ならびに危険箇所 23 箇所を確認した。その結果をもとに、昭和 46 年度
から 55 年度にかけて石垣修理事業を実施、崩落部分のほか、以前に地元石工によって修理され
た南千畳虎口の石垣についても、昭和 47 年度の修理事業で解体修理工事を実施した。
その後、平成 25 年度には、天守台下部石垣上段部分の孕み出しが著しい箇所での解体修復工
事及び山麓居館部石垣の一部取り外し工事を、平成 26 年度には、山麓居館部石垣の積直しと石
垣損壊箇所において、植生土嚢積みを主とした整備工事をそれぞれ実施した。
以下に、これまでに実施した石垣の修理の一覧と、修理の実施箇所の位置を示す。

■過去の石垣修理一覧
年度

昭和 46 年

昭和 47 年

番号

昭和 49 年

修理面積(㎡)

①

本丸南下続き石垣(南および南西)

15

②

南二の丸西櫓(北側)

5

③

南二の丸北櫓

10

④

南二の丸北櫓続き石垣

3

⑤

南二の丸東櫓～南続き石垣

16

⑥・⑦

東の丸南櫓および櫓下掘削

37

⑧

南千畳東南続き石垣

75

⑨

南千畳東南続き石垣(18 の南)

54

⑩

南二の丸東側石垣

13

⑪

東の丸北櫓

18

南千畳東隅および東の丸南櫓西側石垣

12

⑬

東の丸および東櫓東側石垣

32

⑭

南千畳南隅櫓

30

⑮

南千畳北隅関殿

21

⑯

南二の丸西側石垣

55

⑰

南二の丸北西側石垣

35

⑱

二の丸南側石垣

91

⑲

二の丸南側続き石垣

35

⑥・⑫
昭和 48 年

修理箇所

⑥・⑫・⑦

南千畳搦手門(土盛り整地および歩道整備)

⑱

二の丸南側石垣

89

⑲

二の丸南側続き石垣

61

昭和 52 年

⑳

三の丸東側下石垣

121

昭和 54・55 年

㉑

北千畳南東側見付石垣

126

平成 25 年

㉒

天守台下部石垣

10

平成 25・26 年

㉓

居館跡

9

昭和 51 年
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図 3-10

本丸・天守台など石垣修理箇所位置図 (西尾孝昌作図を一部改編)

図 3-11

居館跡石垣修理箇所位置図(紫色に着色)
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■石垣修理工事写真

昭和 47 年度 南千畳東南続き石垣(修理前)

昭和 47 年度 南千畳東南続き石垣(修理後)

昭和 49 年度 二の丸南側石垣(修理前)

昭和 49 年度 二の丸南側石垣(修理後)

平成 25 年度 天守台下部石垣(修理前)

平成 25 年度 天守台下部石垣(修理後)

平成 25,26 年度 居館跡石垣(修理前)

平成 25,26 年度 居館跡石垣(修理後)
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(５)仮設および緊急措置
竹田城跡をとり巻く環境は大きく変化している。特に急激な環境の変化は、覆土の流出によ
る遺構の損壊など、史跡保護に好ましくない事態が顕在化した。朝来市では問題に対処するた
め、城跡への入場時間の制限や応急的な見学通路の設定、立ち入り制限区域の設定などの保護
措置に加え、応急的な遺構保護工事を実施し、史跡の保護と適切な見学環境の整備を行った。
以下に、平成 25 年度以降に実施した保護措置の実施箇所と保護工事の内容を示す。

図 3-12 主郭部保護措置箇所（着色部分）

図 3-13 居館跡保護措置箇所（着色部分）
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■平成 25 年度以降に実施した主な保護措置の一覧
実施年度
事業名

事業概要
(平成)
◆城跡内に土嚢と不織布による見学通路を整備。

仮設見学通路の整備

25 年度～

◆見学通路を一方通行とした。
⇒城跡内見学方法確定(大手門→南千畳ルート)

観覧料の収受

25 年度～

石垣カルテの作成

25 年度～

赤松氏居館跡推定地の整備

25 年～26 年

史跡竹田城跡保存活用計画の
策定
資材運搬用モノレールの
整備
見学者規制用木杭・ロープの
設置

◆来城者から観覧料を徴収し、文化財保護の経費
に充当。
◆25・26 年度に石垣カルテの作成を委託
◆27 年度からカルテの更新作業を実施。
◆台風により被災した石垣の保護を目的とした
植生土嚢での整備を実施。
◆昭和 52 年度に策定した保存管理計画を時代に

25～27 年度

合った計画とするため、３年を費やし慎重審議
による改訂を実施。

26 年度

26 年度

落石防止網の設置

26 年度

見学通路試験舗装の整備

26 年度

◆城跡内で行う様々な修繕工事などで使用する
資材などを運搬するためのモノレールを整備。
◆見学ルートを規制し来城者の安全確保を図る
ため、木杭とロープを設置。
◆石垣の部分崩落の危険性がある本丸花屋敷側
石垣に落石防止網を設置。
◆将来の見学通路の本格整備に向けて、南千畳内
に３工法による試験舗装を整備。
◆城跡内にある全ての樹木の管理について、兵庫

城跡内の樹木等管理委託

26 年度～

県みどりのヘリテージ会へ委託し、指導助言を
頂く体制を確立。

本丸及び天守台の保護工事

27 年度

試験舗装アンケート調査

27 年度

北千畳及び大手道の保護工事

28 年度

◆本丸及び天守台の保護工事と二の丸から本丸
へ至る斜路に木製階段を整備。
◆今後の見学通路の本格的な検討の基礎資料収
集のためのアンケート調査を実施。
◆北千畳の保護盛土と大手道石段の修理を実施。
◆石垣の 3 次元測量を委託。

安全管理調査調査業務

28 年度

◆UAV やレーザースキャナーを使用した点群デー
タの作成。

史跡竹田城跡整備基本計画の
策定

28・29 年度

◆保存活用計画に基づいた具体的な整備の計画
を策定。
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■主な工事の概要
①仮設見学通路
遺構保護と安全な見学動線確保のための暫定措置として、平成 25 年度に仮設見学通路を設
置し、大手虎口から南千畳虎口へ一方通行とする見学順路を設定した。
仮設見学通路の設置にあたっては、遺構の保護を最優先とし、施工条件(山城の地形に合わせ
た対応、ヘリコプターによる資材運搬、施工時期、施工期間)や気象条件、既存樹木への影響、
設置後の管理や補修の対応などを考慮し、不織布を使用した仮設通路の設置を行った。この通
路は、遺構上面に不織布を敷設し、その上に真砂土を充填した麻土嚢を敷き並べ、更にその上
面に歩行のための不織布を敷設して見学通路としたものである。しかし、不織布の使用につい
ては、露出して使用するなど、本来の使用方法ではなく、色彩が史跡の景観を損なうとの意見
もあり、手探りの状態での使用となった。
仮設見学通路設置と立ち入り制限区域の設定に関しては、城跡内の自由な移動が制限される
ことや曲輪等を広場として活用することが出来ないという問題があったが、設置から 4 年が経
過し、通路の表土流出と遺物、遺構の露出・破損等が減少したことに加え、樹木への踏圧が軽
減された結果、裸地化の進行が止まり、主郭部の大半の樹木の樹勢が回復することで、史跡環
境が回復する結果となった。

仮設見学通路の施工状況

仮設見学通路の状況

②赤松氏居館跡推定地の整備工事
平成 16 年(2004)10 月の台風 23 号による土石流被災で、居館跡推定地の石垣の一部が流失し
た。その後、大型土嚢による緊急的措置を実施したが、復元や修理に必要な資料が乏しかった
ことに加え、当該の石垣は史跡の指定範囲に含まれていなかったこともあり、適切な整備が進
められず、暫定的な保護措置を行った状態が長期間に及んだ。
そのため、朝来市では平成 18 年から 20 年度にかけて赤松氏居館跡推定地の調査を実施し、
平成 21 年に、国史跡の追加指定を受けた。
その上で、適正な整備を実施するため、平成 25 年度に「竹田城跡石垣修復検討委員会」を設
置し、石垣の整備ならびに復元の可能性を検討した。しかし、被災前の石垣に関する資料がな
く、居館跡の実態把握が十分でなかったため、石垣の復元は行わず、残存石垣の保護を目的と
して、崩壊箇所に植生土嚢を積むという保護工事を実施した。
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石垣被災の状況

残存石垣と植生土嚢による整備

③資材運搬用モノレールと昇降機の設置
竹田城跡では、平成 25 年度に実施した通路整備の際、資材の運搬に貨物輸送用の大型ヘリコ
プターを使用した。しかし、この方法は費用がかさむ事に加え、気象条件によっては資材運搬
に支障を来たすこともあり、長期にわたる整備事業の実施には不向きであった。
そのため、今後城跡内で想定される様々な保護工事の実施に向けて、平成 26 年度に中腹第１
駐車場から花屋敷までの間に資材運搬用モノレールと昇降機を設置した。

資材運搬用モノレール

昇降機

④落石防止網の設置
本丸西面石垣では、平成 26 年度の冬季に、落
石防止網を設置した。
この石垣は見学通路に面しているが、以前から
角石の割れや築石の表面剥離、圧壊などが確認さ
れていたが、石垣に関する調査が不十分であった
ことに加え、石垣修理を行った場合の迂回路の設
定が出来ないという問題があった。そのため、石
垣を解体せずに安全を確保するための措置とし
落石防止網

て落石防止網の敷設を選択した。

現在のところ、石材の新たな劣化ならびに網の変形は見られない。しかし、設置した網につ
る性植物が繁茂しており、石垣に悪影響を与える可能性があるので、除去手法について、樹木
医の指導を受け検討中である。
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⑤天守台・本丸・二の丸斜路の保護工事
天守台・本丸・二の丸斜路は、平成 25 年 11 月に二の丸斜路からの転落事故が発生したため、
一般の見学が出来ないように立ち入り制限区域に設定した。さらに、天守台上面については、
平成 26 年 7 月、土砂の流出から遺構を保護するために防水シートで覆う措置を講じた。
これは、地表の裸地化と表土流出により史跡保護に深刻な問題が生じたことに加え、見学者
の安全確保のために講じた措置である。しかし、立ち入りを制限したにもかかわらず、天守台、
本丸、二の丸斜路の土砂の流出は止まらなかった。
そのため、適切な史跡保護と安全な見学環境の確保に向けて、文化庁、兵庫県教育委員会、
竹田城跡保存管理計画策定委員会などの指導・助言を受け、適切な手法を検討し、平成 27 年度
に保護工事を実施した。
この保護工事では、天守台は保護盛土による遺構保護を行い、見学通路度同様の手法で、上
面に設定した見学区域には不織布を敷設し、立ち入り制限区域には張芝を行った。
本丸についても、天守台同様に遺構面を盛土と不織布により保護し、約半分を見学区域とし
て設定し、残りを立ち入り制限区域とした。
二の丸斜路は、斜路の中央が土砂の流出により溝状に窪んでいたため、遺構面上面に真砂土
を充填した土嚢を設置することで遺構面を保護し、その上に木製階段を設置した。
保護工事終了後、平成 28 年 3 月より本丸及び天守台のへの立ち入り制限を解除し、一般公
開を再開した。

天守台の状況（整備前）

斜路の状況（整備前）

天守台の状況（整備後）

斜路の状況（整備後）
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⑥試験舗装アンケート調査
応急的な見学通路を設置したが、史跡景観や耐久性などの課題もあり、今後の見学通路の本
格的な検討の基礎資料とするため、南千畳に見学通路試験舗装(1：土系舗装、2：木質系舗装(チ
ップ舗装)、3：石敷き舗装)を設置し、歩行の社会実験と見学者や観光ボランティアガイドなど
を対象としたアンケート調査を行った。
見学者を対象としたアンケート調査の結果を分析すると、
「見た目」や「素材のクッション性
による歩きやすさ」から木質系舗装が最も整備に望まれる舗装材となった。しかし、実際に城
跡の維持管理に携わるスタッフを対象としたアンケートでは、
「見学者の安全性」
、
「通路の耐久
性」
、
「維持管理にかかる各種負担の軽減」などを求める意見が多く、両者の調査結果を総合し
て比較検討した結果、土系舗装が最も望ましい結果となった。ただし、竹田城跡の中は平坦地
だけではなく傾斜や石段なども多いため、城跡の地形や気象条件などを踏まえて多角的な観点
から検討し、複数の舗装材の使用や場所に応じた最適な工法の採用などが必要である。また、
山城としての城跡景観に愛着を持つ人が非常に多く、景観に配慮した自然な形での整備を望む
意見も多く、山城としてのあり方にふさわしい通路を整備することが必要である。
■アンケート調査の回答結果(単位：人)
質問項目

土系

木質系

石系

その他

最も歩きやすい舗装は？

810

1,646

414

189

最も景観に調和している舗装は？

428

981

1,519

129

整備してほしいと思う舗装は？

675

1,145

959

278

■史跡竹田城跡内見学通路試験舗装「比較検討表」

No

舗装種別

１

土系舗装
「がんこまさ舗装」

２

木質系舗装
「チップ舗装」

３

石系舗装
「石敷舗装」

歩行性

見た目

安全性

耐久性

維持
管理

判定

判定

判定

判定

判定

意見種別

来城者

×

△

△

△

○

スタッフ

○

○

△

△

○

来城者

○

×

○

×

×

スタッフ

△

×

○

×

×

来城者

△

○

×

○

△

スタッフ

×

△

×

○

△

※点数は「○」を 3 点、
「△」を 2 点、
「×」を 1 点として集計を行った。
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総
合
評
価

23
17
20

個
別
評
価
点
数
10
13
9
8
11
9
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⑦大手道・北千畳の保護工事
観覧料収受棟から大手虎口に至る大手道(石階段)の損傷が著しく、歩行に支障をきたしてい
たため、平成 28 年度に大手道の階段石(間知石)の取り替えと、土系硬化舗装を使用した踏面の
再舗装を実施した。また、同時に、北千畳の裸地化が著しい箇所の保護として、流出した土砂
の補充と遺構面の保護のため保護盛土を行い、盛土部分への芝貼りを実施した。

大手道(石階段)の改修前

大手道(石階段)の改修後

北千畳の工事前の様子

北千畳の工事後の様子

工事の様子（大手道の階段補修）

工事の様子（北千畳の保護盛土）
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(６)交通体系の整備について
朝来市では竹田城跡への見学者増加を契機に、竹田城跡へのアクセスするための交通体系の
整備を行った。平成 23 年までは現在の観覧料収受棟付近まで一般車両の通行が可能であり、見
学者の急増に伴い様々な混乱が生じたため、山麓の駐車場整備や駅裏登山道・表米登山道の修
理、路線バスによるパークアンドライド方式の実施などを行うとともに、多言語化された誘導
看板の設置など、来訪者の安全確保と確実な誘導を果たす整備に努めてきた。

図 3-14 竹田城跡周辺図
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(７)史跡内の見学路について
現在、城跡主郭部は遺構の保護、見学者の完全確保の観点から、図 3-15 で示すように、曲輪
の部分開放によるルートを設定している。不織布の敷設による遺構への負荷の軽減や見学エリ
アの制限や見学通路の一方通行化など、遺構の保護と見学者の安全を優先して整備を実施して
きた。そのため、整備に使用した資材の色彩が景観にそぐわないといった問題や見学者のニー
ズを十分に反映することができないといった問題が生じている。

図 3-15 竹田城跡主郭部内観覧ルート(着色部)

(８)ガイダンス施設について
朝来市では、竹田城下町に所在した酒造場を改修し、
城跡のガイダンスや来訪者の交流拠点となるよう、た
けだ城下町交流館を整備した。
館内には、城跡の映像や模型など用いながら竹田城
跡についてわかりやすく、気軽に学べるよう、ガイダン
ス施設としての情報館「天空の城」が設置されており、
竹田城跡の基本的な情報を入手することができる。
他にも、竹田城跡周辺では、竹田駅に所在する観光案
内所、山城の郷｢交流の館｣などで、竹田城跡に関する情
たけだ城下町交流館

報を得ることができる。

55

第 3 章 史跡竹田城跡の概要

(９)史跡竹田城跡における取り組み
竹田城跡では史跡の保存・活用にかかる様々な事業を実施してきた。これまでに竹田城跡に
関連して実施した主な取り組みを以下に示す。

■各種調査
① 石垣カルテ
【実施主体】 朝来市社会教育課(平成 25・26 年度)
朝来市竹田城課(平成 27・28 年度)
朝来市文化財課(平成 29 年度～)
【実施期間】 平成 25 年度～
【事業内容】
竹田城跡では、石垣の現状を把握し、今後の石
垣修理や史跡整備に役立てるための基礎資料と
して石垣カルテを作成した。
平成 25～26 年度に最初のカルテと、それを基
にした『石垣現状予察調査報告書』を作成し、平
成 27 年度に公開した。
現在、竹田城跡の石垣の合わせた観察項目の設
定等を行い、カルテの更新作業を進めている。

Ｈ27 年度 石垣カルテ作成の様子

② 安全管理調査
【実施主体】 朝来市竹田城課
【実施期間】 平成 28 年度
【事業内容】
この調査は、石垣の現状の把握と、石垣の記録
を残すとともに、今後検討される石垣整備計画の
基礎資料収集を目的として実施したものである。
無人航空機(UAV)やレーザースキャナーなどの機
材を使用し石垣の３次元測量を実施した。
竹田城跡においては、初めて作成された城跡全
体の石垣の記録であり、今後の石垣研究の基礎資
料とする。
Ｈ28 年度 安全管理調査業務の様子

■維持管理
③ 竹田城跡環境美化
【実施主体】 朝来市竹田城課(平成 26～28 年度)
朝来市文化財課(平成 29 年度～)
【実施期間】 平成 26 年度～
【事業内容】
城跡内の適正な環境と景観を維持するため、下
草の除去と石垣に繁茂する蔦類の除去作業を委
託して実施している。
作業は年間 5 回を目安に実施しており、下草が
成長する時期や見学者が増加する直前などに作
業を行っている。
Ｈ27 年度 環境美化業務の様子
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④ 竹田城跡内樹木等管理
【実施主体】 朝来市竹田城課(平成 27～28 年度)
朝来市文化財課(平成 29 年度～)
【実施期間】 平成 27 年度～
【事業内容】
この業務は竹田城跡内の樹木等の維持管理を
兵庫県みどりのヘリテージ会に委託して実施し
ているものである。
樹木管理のほか、適正な樹木管理のあり方につ
いて検討するため、史跡地内の樹木調査や試験的
な伐採なども実施している。
Ｈ29 年度 樹木等管理業務の様子

■普及啓発
⑤ 竹田城跡ヘリテージ講座
【実施主体】 朝来市竹田城課(平成 26～28 年度)
朝来市文化財課(平成 29 年度～)
【実施期間】 平成 26 年度～
【事業内容】
この講座では、竹田城跡の魅力を伝え、そのス
ペシャリストを養成し、竹田城跡のサポーターを
増やす目的で、年 2～4 回程度開催している。
例年、竹田城跡に関係する様々な分野の専門家
を講師として招聘し、講演を行っている。
平成 29 年度からは現地見学会も開催し、新た
な竹田城跡の魅力の発掘に努めている。
Ｈ28 年度 竹田城跡 2016 ヘリテージ講座の様子

⑥ 竹田城跡親子見学会
【実施主体】 朝来市竹田城課(平成 27～28 年度)
朝来市文化財課(平成 29 年度～)
【実施期間】 平成 27 年度～
【事業内容】
この見学会は、朝来市に暮らす子どもたちと、
「地域の誇り」を分かち合い、地域の持続に必要
な「ふるさと愛」を育てるため、市を代表する文
化財である竹田城跡を身近に触れる機会を創出
するために開催している。
例年、市内の小学生とその保護者を対象とし
て、竹田城跡の見学会を実施している。
Ｈ27 年度 竹田城跡親子見学会の様子
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