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■疑問疑問疑問疑問:本を読み進むうちに、松本市役所は松本城の中に建てられている事を知った。私は

お城の外に建てられていると思っていた。友人の何人かに聞いた。私のような意識をもっ

いる人が多くいる事を知った。私は「城の中に市役所を再建。それは問題では」と思うよう

になった。しかし、何が問題なのか判らなかった。更に調査を進めた。
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1)1)1)1) 松本城の範囲松本城の範囲松本城の範囲松本城の範囲    

以下は松本城の範囲を認識した文献である。松本城の城の見取り図の上に大きく「松本城は松本城は松本城は松本城は

天守だけでなく、惣堀に囲まれた範囲の事を言う天守だけでなく、惣堀に囲まれた範囲の事を言う天守だけでなく、惣堀に囲まれた範囲の事を言う天守だけでなく、惣堀に囲まれた範囲の事を言う」」」」(「私たちの松本城」12p)と書かれていた。

「ああ、そうか。市役所は城の中にあるのだ」と気づかされだ。「「松本市は城下町である。

城下町は城郭を中心にして計画的に建設された軍事計画的に建設された軍事計画的に建設された軍事計画的に建設された軍事都市である。松本城は三重の堀に囲まれ

た本丸、二の丸、三の丸で構成された平城である。松本城の本丸には天守と本丸御殿、二の

丸には御殿と古山地御殿、米蔵、武器蔵が置かれていた。三の丸には武家屋敷を配し、内堀、

外堀、惣堀で防備を固めた強固な城郭である。女鳥羽川や薄川も流路が変えられ、防御の機

能を果たしている。道路も善光寺道を軸として丁字路、くいちがい、鍵の手等複雑な道路に

よって構成されている」(6-7p)注:「『惣堀は石川氏の時代に広く堀掘り下げられた』と古事記にある。元

の堀は策で覆われていた。 (36p)。 (「よみがえる城下町」引用)。 

松本城の入口には、大手門と三の丸から二の丸に入る太鼓門、二の丸から本丸に入る黒門で

ある。又、馬出は４ケ所あり、市役所側にあった東の馬出は最も大きな規模だった。馬出は

攻める時は、城から人や馬を隠しておく所、守る時は敵を城に入れないように防ぐところで

あった。(「わたしたちの松本城」より引用)。「惣堀の城側には土塁が築かれその上には塀が廻っ

ていて、城内を容易に見通すことはできなかった。惣堀の外には城下町が広がり、善光寺街

道が南から北に通っていた。善光寺街道沿いには町人たちの家が立ち並び、その外側には寺

社地が置かれていた。これらの城内及び周辺の城下町は、明治時代に大火に見舞われ建物の

多くを失ったが町筋や町名に当時の面影を残している。」(松本市 HP) 

■疑問疑問疑問疑問:「城の中に市役所があって、何が悪い。城の町なので良いではないか」と言う人も

いるかもしれない。なぜ、城の中にあってはいけないのか。市役所のある三の丸地籍の重要

性が判らなければ『そこに市役所を建ててはいけない』とはならない。三の丸地籍の重要性

の探究をすすめた。松本城は誰が、何時、どんな時代背景の元に建てたのか読み進んだ。 

2)2)2)2)城主の変遷城主の変遷城主の変遷城主の変遷(松本市教育委員会著「わたしたちの松本城」を参照) 

松本城を治めていた人 時代  

島立貞永島立貞永島立貞永島立貞永    1504  

武田信玄 1550  

織田信長の命で木曽義昌木曽義昌木曽義昌木曽義昌 1582 1582 年織田死亡。 

織田死亡を聞き、徳川派の小笠原氏小笠原氏小笠原氏小笠原氏    

木曽氏を倒し、松本城を取り返す。 

1582  

豊臣秀吉天下統一、その命で石川数石川数石川数石川数

正正正正、数正死亡後に息子、康長康長康長康長が継承 

1590-1613 1598 豊臣秀吉死亡 

1600 関ヶ原の戦いで徳川が

勝ち、豊臣方負ける。 

石川康長九州へ流される 1613 1603 徳川時代江戸幕府 

徳川系が藩主となる。小笠原、戸田、小笠原、戸田、小笠原、戸田、小笠原、戸田、 1613-1869  
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松本城は、戦国時代、

当時の城主によって

建てられたものであ

った。時の勝者が城主になって行った。 

松本は信濃守護小笠原氏が治めていた。林城を中心としていくつかの城があったが、松本城

はその一つに過ぎなかった。深志城と言われた。 

1550155015501550 年甲斐の国の武田信玄年甲斐の国の武田信玄年甲斐の国の武田信玄年甲斐の国の武田信玄が林城を攻めた。小笠原長時は武田氏に追われ、松本を去った。

武田は林城をつぶし、林城に代わって深志城を、松本平を治める城にし、深志城を大きくし

た。城の出入口である馬出に武田式の三日月形がみられる。 

1582158215821582 年、織田信長年、織田信長年、織田信長年、織田信長が武田を滅ぼした。織田は武田氏との戦いに功績のあった木曽義昌木曽義昌木曽義昌木曽義昌に松

本を治めさせた。ところが、織田は、その年、明智光秀に殺されてしまう。 

1582158215821582 年小笠原貞慶年小笠原貞慶年小笠原貞慶年小笠原貞慶(徳川派)は、この機会をとらえ、木曽氏を追い出し、父の領地を奪い返

した。 

1586158615861586 年年年年、、、、豊臣秀吉豊臣秀吉豊臣秀吉豊臣秀吉が天下統一。豊臣は石川数正を松本城主としたが豊臣の朝鮮出兵命令で

出陣し 1592年に死亡。長男の康長が引き継いだ。1598159815981598 年、豊臣秀吉年、豊臣秀吉年、豊臣秀吉年、豊臣秀吉は死亡。1600160016001600 年年年年関ヶ原

の戦いで徳川氏が勝ち、1603年、徳川家康が江戸に幕府徳川家康が江戸に幕府徳川家康が江戸に幕府徳川家康が江戸に幕府を開き徳川の時代となった。石川

数正の子供康長は 1613年徳川氏により九州へ流された。1613年大久保長安事件(インター

ネット参照の事)があつた。大久保長安の息子に石川康長の娘が嫁いでいた。石川康長は、

「その事件に連座した」との理由で九州へ流された。なお、数正には 3人の子供がいたが、

三人とも領地没収となっている(「私たちの松本城」66p)。その後は、城主は徳川氏の大名、

小笠原氏、戸田氏、松平氏、堀田氏、水野氏、戸田氏と続き、明治維新となる。 

3) 3) 3) 3) 松本城の築城松本城の築城松本城の築城松本城の築城    

■疑問疑問疑問疑問: 以上が城主の変遷であるが、誰が松本城を造ったのか。そこにはどんな事情があっ

たのか。文献に次の様に書かれている。 

前述したが 1550155015501550 年年年年――――1582158215821582 年年年年    甲斐の国の武田信玄甲斐の国の武田信玄甲斐の国の武田信玄甲斐の国の武田信玄が林城をつぶし、深志城を、松本平を治

める城とした。 

1582158215821582 年年年年――――1590159015901590 年年年年    小笠原氏小笠原氏小笠原氏小笠原氏は深志城を松本城と改め松本城と改め松本城と改め松本城と改め、三の丸以内を大幅に整え、町割りを

して城下町の基礎を築いた。1590年、豊臣秀吉は天下を統一すると徳川家康を関東に移し

た。この時の松本城主小笠原氏は家康に従って、下総
しもうさ

へ移る。 

1590159015901590 年―年―年―年―1613161316131613 年年年年    豊臣秀吉は石川数正石川数正石川数正石川数正を松本城に命じた。数正、康長父子は、城と城下町

の経営に力を尽くし、康長の代には、天守三棟天守三棟天守三棟天守三棟((((天守、乾小天守並・渡櫓天守、乾小天守並・渡櫓天守、乾小天守並・渡櫓天守、乾小天守並・渡櫓))))はじめ、御殿、太はじめ、御殿、太はじめ、御殿、太はじめ、御殿、太

鼓門、黒門、櫓、鼓門、黒門、櫓、鼓門、黒門、櫓、鼓門、黒門、櫓、塀などを塀などを塀などを塀などを造り、造り、造り、造り、本丸、二の丸を固め、三の丸に武士を集め、又、城下町の

松平、堀田、水野、戸田松平、堀田、水野、戸田松平、堀田、水野、戸田松平、堀田、水野、戸田 

明治維新廃藩置県 1868 戸田氏知事 
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整備進め、近代城郭としての松本城の基礎を固めた。天守の築造は康長による 1593-1594年

と考えられている(松本城パンフレット・「松本城天守築城 400年記念誌」6p松本市発行)。 

■疑問疑問疑問疑問:石川氏が、それほどまでに築城に力を入れた背景には、何があったか。 

石川数正と徳川家に触れておく。「石川数正は徳川家に仕えていた。徳川家に信用され、徳

川家にとって大事な武将だった。ところが、突然、当時の状況を考え、豊臣秀吉の大名にな

った(「私たちの松本城」66p)。」一方、豊臣秀吉は、天下を取ったが、徳川家康は、ライバ

ルであった(「私たちの松本城」35p)。豊臣秀吉の築城は文献から、ライバル徳川家康を意

識してのことではなかったかと推測する。豊臣秀康は徳川を江戸に追いやると、有力な 5555 大大大大

名を江戸城の周りに配置名を江戸城の周りに配置名を江戸城の周りに配置名を江戸城の周りに配置した。松本城は石川数正松本城は石川数正松本城は石川数正松本城は石川数正に与えられ、5名の中の中心人物中心人物中心人物中心人物とされた。

文献から引用する。「豊臣秀吉の大阪城は黒で統一されている。松本城が黒い城になってい

るのは、秀吉側の城として造られたことと関係がある。松本城の他に黒い城が、いくつかあ

る。今の上田城、小諸城、高嶋城、沼田城、甲府城である。これらの城をつなぐと家康がい

る江戸を見張るかたちになっている。1590年に秀吉は天下統一を果たしたが、最大のライ

バルである家康を監視し、いざ戦う時に役立つ城として、秀吉は松本城天守を石川氏に託し

たのである。なお、家康の城は白い城である。壁には白の漆喰を使い、石垣も白い城の石、

花崗岩を使った(「私たちの松本城」35p)。又、次の文献もある。「石川数正は豊臣秀吉の意

思を充分にくみ、天守閣等を企画し、領国支配の拠点として本格的な築城を始めた(「松本

城」31p松本市立博物館等発行)」。数正夫妻の墓は現在松本市里山辺兎
と

川寺
せ ん じ

にある。松本城

天守の主たる基礎は、石川氏親子により構築されたが、その後の殿様も松本城を中心とした

まちづくりに尽力した。松平氏は城や城下町の整備に力を入れ辰巳附櫓と月見櫓を造った。

掘田氏は米蔵を造った。水野氏は浅間・山辺温泉に御殿を造った。 

ⅡⅡⅡⅡ....松本市の史蹟保存の姿勢松本市の史蹟保存の姿勢松本市の史蹟保存の姿勢松本市の史蹟保存の姿勢    

大変な歴史の展開の元に天守は造られ、今に継続されている。その間、城の破壊の危機もあ

った。松本市は、明治以後、松本城保存に、どんな姿勢で臨んできたかを平成 11年作成の

「松本城およびその周辺整備計画」から引用する。 

明治維新以後の松本城明治維新以後の松本城明治維新以後の松本城明治維新以後の松本城――明治維新になると全国的に旧物破壊の風潮が高まり、明治 5年

(1872)頃には、城郭の門や塀が封建社会の遺物として破壊されたり、競売に付された。天守

も売却され、壊される運命になった。市川量造らの力により、難を逃れた。 

大正 8年(1919年)「史跡名勝天然記念物保存法」が交付。昭和 5年(1930年)には本丸、二本丸、二本丸、二本丸、二

の丸、三の丸が史跡に指定されの丸、三の丸が史跡に指定されの丸、三の丸が史跡に指定されの丸、三の丸が史跡に指定され、同 11年(1936年)には天守が国宝に指定された。 

昭和 25年文化財保護法が公布され、国宝松本城天守解体保存工事が行われた。 

その後 35年には黒門の建設、太鼓門台石垣の復元と整備が進められ、52年には松本城中央

公園整備計画が策定され、計画的に整備が進められることとなった。54年から 60年にかけ
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て二の丸御殿跡の発掘調査や、史跡公園整備が行われた。平成 11年 3月には太鼓門枡形が

完成した。 

「松本城およびその周辺整備計画」は、「平成 11年以後作成されておらず、現在その計画の

元に進められている」と調査過程で判った。同計画には「松本城の幕末維新期の姿をよみが松本城の幕末維新期の姿をよみが松本城の幕末維新期の姿をよみが松本城の幕末維新期の姿をよみが

えらせる」えらせる」えらせる」えらせる」と明記。特に三の丸地域については三の丸地域については三の丸地域については三の丸地域については「(2)この範囲は土塁と堀が一体となった整

備が可能なので整備する事によって松本城の全貌が理解できる貴重な場所である」と記され

ている。 

同計画にのっとり、平成 25年から松本城南･西外堀復元事業が行われている。用地交渉開始

から 5年目で取得面積は 48.5%で、今まで使われた予算は 13 億円。総予算は 44 億円である

(松本市建設部調査)。この事業の該当者は 97人８０戸である。 

松本市は平成平成平成平成 13131313 年には「松本市・松本城を世界遺産に」推進実行委員会年には「松本市・松本城を世界遺産に」推進実行委員会年には「松本市・松本城を世界遺産に」推進実行委員会年には「松本市・松本城を世界遺産に」推進実行委員会を立ち上げて世界

遺産登録に向けて尽力している。なお、松本市総合計画松本市総合計画松本市総合計画松本市総合計画((((第第第第 10101010 次基次基次基次基本計画本計画本計画本計画)(平成 28年 8月)

にも「城下町まつもとにふさわしいまちづくり」「歴史・文化資産保護・活用の推進」が盛

られ、(市役所のある)三の丸地籍については「松本市三の丸地区整備基本計画(平成 27年 3

月松本市発行)」が作成されている。 

ⅢⅢⅢⅢ....「松本市役所のある三の丸は、大変価値のある場所」と推測する。「松本市役所のある三の丸は、大変価値のある場所」と推測する。「松本市役所のある三の丸は、大変価値のある場所」と推測する。「松本市役所のある三の丸は、大変価値のある場所」と推測する。    

現在の市庁舎は 1959 年(昭和 34 年)5 月に建設された。松本城の三の丸に建てられているが、

松本市は、又、そこに再建を決めた。 

■疑問疑問疑問疑問:筆者は(その場所への建設について)「問題だ」と思ったが「なぜ問題なのか」が判

らなかった為、その理由を追った。短期間であったが、調査のため

初めて本を読んだ。多くのドラマがあり感動した。又、松本城の重

要性を痛感した。三の丸への市役所の再建について筆者は、今、複

雑な心境である。その理由を列記する。 

① 三の丸には、多くの施設がある。中上級武士の屋敷中上級武士の屋敷中上級武士の屋敷中上級武士の屋敷があった。「外

濠の東には(現市役所と日銀松本支店のある場所) 立派な地蔵清水通りがあり、三の丸の一

等地であった。戸田氏の城代家老や野々山内匠邸などが並んでいた」(「城下町の秘密」三

栄書房 29.9 発行)。又、殿様の出入り口の太鼓門殿様の出入り口の太鼓門殿様の出入り口の太鼓門殿様の出入り口の太鼓門や、武士や馬が出入りする馬出口馬出口馬出口馬出口。馬出

口は城内に４ケ所あったが、この場所の馬出口は最も大きな馬出口であった。戦いの時のみ

ならず、普段も松本城の最も重要な場所であった。松本藩の教育施設「藩松本藩の教育施設「藩松本藩の教育施設「藩松本藩の教育施設「藩校崇教館」校崇教館」校崇教館」校崇教館」もあっ

た。 

② 松本市発行の文献に「松本城とは惣堀までの範囲をいう」「松本城とは惣堀までの範囲をいう」「松本城とは惣堀までの範囲をいう」「松本城とは惣堀までの範囲をいう」と記されている。市役所の場

所が、惣堀が残されている唯一の場所惣堀が残されている唯一の場所惣堀が残されている唯一の場所惣堀が残されている唯一の場所である。かき船から、北門大井戸までである。北門大

井戸は旧大柳町の北端の惣堀を埋め立てた中に位置している。惣堀の土塁惣堀の土塁惣堀の土塁惣堀の土塁の一部の一部の一部の一部も、松本市
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役所東側に残されており、現在は松本市が管理している。明治維新になり、城は古い意識の

塊と取られ、壊されていったが、堀も明治から大正時代にかけて埋め立てられた。 

③ 一軒の家を建設する場合でも、土地の広さに対し、どの位の大きさの家を、何処に建て

るかを検討する。お城の構築に当たっては、なおの事であろう。惣堀があって、松本城の天惣堀があって、松本城の天惣堀があって、松本城の天惣堀があって、松本城の天

守、御殿等がある。守、御殿等がある。守、御殿等がある。守、御殿等がある。一部であれ、三の丸、惣堀があれば、今より、松本城は生かされる 

今、松本市は城南・西外堀復元事業に多大なる予算とエネルギーを使っている。市役所のあ

る三の丸地域は、城南、西外堀に匹敵する場所であると思える。 

三の丸を残すとすれば、市役所再建のこの時しかない。三の丸を残すとすれば、市役所再建のこの時しかない。三の丸を残すとすれば、市役所再建のこの時しかない。三の丸を残すとすれば、市役所再建のこの時しかない。    

29292929 年９月年９月年９月年９月 17171717 日日日日松本市と「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会は市政 110年記念シン

ポジウムを開催した。全国の世界遺産に関わる全国の世界遺産に関わる全国の世界遺産に関わる全国の世界遺産に関わる著著著著名人がきた名人がきた名人がきた名人がきた。9月 18日の信濃毎日新聞は

「天守の建設洋式としてのユニークさを世界に説明する必要性をあげる声の一方、天守だけ

でなく、城郭全体の意味を考えるべきだ――等とする意見も出た」と報じていた。 

同委員会の開催パンフに「築城 420年余の松本城は、日本を代表する古城であり、市民の誇

りであり、松本平のシンボルである。松本城を世界遺産として『日本の宝から人類の宝に』

が 21世紀のロマンであり、熱き願いです」と書かれていた。調査してのコメント:調査を始めた

時、この様な結果になるとは考えてもいなかった。ほとんどの文献は松本市発行の文献であった。その文献を

追って調査した時、この様な結果になった。 

ⅣⅣⅣⅣ....松本城の松本城の松本城の松本城の市民経済への影響市民経済への影響市民経済への影響市民経済への影響    

1)1)1)1) 松本城の観光客数松本城の観光客数松本城の観光客数松本城の観光客数(松本

市観光課調 29.8月 9月)。                 

松本城の松本市民の経済

生活に及ぼしている影響

を観光客よりみる。 

松本市観光課に 29年 8月並

びに 9月に依頼した。比較の

為、上高地、美ケ原の資料も

頂いた。(図 1.数値は添付欄) 

グラフで見た時、観光客の全

体数の高いのは平成 1年から

15年の数値。 

15年からは下降線をたどり、

15年に比し 64万人も減少し

ている。減少の要因は上高地
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と美ヶ原であり、松本城は 70万人から 80万人を上下している。松本城の観光客数は一貫し松本城の観光客数は一貫し松本城の観光客数は一貫し松本城の観光客数は一貫し

ている。ている。ている。ている。    

上高地は 28年度、第 1回山の日を上高地で実施したが、その効果も 

見えない。美ヶ原高原は、合併前は松本市の唯一の、重要な観光地であ

った。その後は減少の一途を辿り、28年は約 45万人まで落ちている。 

三者の内、最も松本市民に影響のある観光地は松本城最も松本市民に影響のある観光地は松本城最も松本市民に影響のある観光地は松本城最も松本市民に影響のある観光地は松本城である。松本城の

観光客は松本市内を歩くからである。又、近年外国人が増加外国人が増加外国人が増加外国人が増加している。

平成 15年には市内宿泊数が 1万人であったものが、28年度は 14万人に

なっている(表 3)。どの時代も松本城どの時代も松本城どの時代も松本城どの時代も松本城観光客数観光客数観光客数観光客数は一貫している。これは、は一貫している。これは、は一貫している。これは、は一貫している。これは、

松本城が松本市民にとって松本城が松本市民にとって松本城が松本市民にとって松本城が松本市民にとって、いかに、いかに、いかに、いかに大切な存在大切な存在大切な存在大切な存在かをかをかをかを示示示示している。している。している。している。より魅

力ある松本城にし、観光客が増えれば、市役所近隣も含めて、街全体が潤う。 

2)2)2)2) 世界遺産と観光客数世界遺産と観光客数世界遺産と観光客数世界遺産と観光客数 

松本市は世界遺産登録を目指しているので、世界遺産と観光客数に触れてみたい。 

表 3 平成 17 年 10 月内閣府政策統括室主な世界遺産の観光客数より(単位万人/山崎ネットより抜粋) 

世界遺産登録地 登録年 翌年観光客数 直近年度 直近年観光客数 備考 

白神山地 1993 235 2003 400  

日光の社寺 1999 213 2004 150  

白川郷・五個山 1995 192 2004 216  

広島平和記念館 1996 139 2004 107  

厳島神社 1996 190 2004 130  

屋久島 2000 29 2003 32  

琉球王国のグスク… 2000 204 2004 246  

広島の平和記念館は平和資料記念館入場者数。白川郷等は 97 年まで岐阜県文が年度ベース。 

内閣府政策統括室は「 世界遺産へ登録された所は、おおむね観光客数が増加している。特

に世界遺産に登録された直後の増加は大きい(表 3)」と述べている。 

長崎県の事例も記す。長崎県は 2015年明治日本の産業革命遺産に登録され、2016年の観光

客は前年比 4.3%38万 5千人増加した( 毎日新聞 2016.4.6)。 

世界の人々は「世界遺産」の名前にひかれ、旅をする時代になった。現地点に市役所を再建

した場合、世界遺産への道のりは遠のくであろう。 

 

 

表 3.年.

市観光温

泉課調 

外国人観

光客市内

宿泊者数 

平成 15 10,963 

20 38,406 

25 47,624 

26 67,084 

27 107,874 

28 140,755 
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ⅤⅤⅤⅤ....追加調査「市役所のある地籍と松本城南・西堀外堀との比較」追加調査「市役所のある地籍と松本城南・西堀外堀との比較」追加調査「市役所のある地籍と松本城南・西堀外堀との比較」追加調査「市役所のある地籍と松本城南・西堀外堀との比較」    

前記の調査をまとめた後になり、「市が現在地での建て替えを優先した背景」について「確

たる人からの発言」が届いた。この発言内容は市民タイムス(29.6.6)でも「市が現在地での

建て替えを優先した背景には建設場所を巡って市を二分した苦い経験がある」と報道してい

る。この発言について検討してみた。松本城の遺跡保存をやろうとすると、移転が問題とな

る。現在、移転を強いられている地区に城南、西外堀地区がある。そこで、遺跡保存と移転

の問題を検討してみた。 

私は「ⅠからⅢの調査報告で「松本市役所の建てられている地籍は松本城三の丸であり、遺

跡的にも観光的にも重要な所である。現在、復元事業がされている松本城南、西外堀地籍と

同様の価値があると推測する」としている。建物が建てられた時期建物が建てられた時期建物が建てられた時期建物が建てられた時期をををを調査した。調査した。調査した。調査した。    

現松本市役所現松本市役所現松本市役所現松本市役所は昭和 1959(昭和 34年)、58年前である。一方、松本城南、西外堀の復元事業松本城南、西外堀の復元事業松本城南、西外堀の復元事業松本城南、西外堀の復元事業

地地地地籍は右図の如く、明治 9年から大正にかけて埋め立てられている。明治元年は 1868年。

長い人では 140140140140 年年年年近くも、そこに住んでいることになる。市役所より松本城南・西堀外堀の

皆様の方が 82年も長い月日である。 

①①①① 市の市の市の市の対応対応対応対応 

松本市は松本城南・西外堀地区の住民に遺跡

保存を盾に長い事住みなれた土地を立ち退

かせている。住民は移転に、各家庭も、町内

も、「大騒ぎ」だったと推測する。5年経過

しても収容率は 48.5%、(全収用区画 80。内、

未収用区画 41区画/土地面積/松本市建設部

調)であることからも反対が多い事が判る。 

一方、松本市は移転すると「大騒ぎになる可

能性がある事を優先して」現地再建を決定し

たようである。 

②②②② 検討結果検討結果検討結果検討結果    

遺跡保存のために、市民は移転を強いられ、権力があり、決定権をもつ松本市は、「波風は

大変」だから「遺跡保護は、二の次」で現地に居座る姿にも映るとは市民の声。市民も市役

所のある地籍の遺跡の重要性が判れば、市役所移転も賛成するかもしれない。その努力をし

たのであろうか。「世界遺産へ」と言いながら、市役所現地再建は矛盾する。 

 

 

南・西外堀埋立年(松本城三の丸地区整備基本計画 

平成 27.3 松本市資料) 

明治 9(1876)-14 年 年南惣堀西側埋立 

明治 11－15 南惣堀東側埋立 

大正 7-8 南外掘西側埋立 

大正 10-14 西惣堀埋立 

参考  

平成 34 年(1959) 松本市役所建設 

昭和 54 年 東外堀復元 
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ⅥⅥⅥⅥ.「松本城と市役所の再建について」調査「松本城と市役所の再建について」調査「松本城と市役所の再建について」調査「松本城と市役所の再建について」調査結果結果結果結果 

筆者は調査に当たり無心の心で調査した。その結果、次の様な調査結果となった。 

1.「商都松本は城で持つ」と昔から言われているが、その通りだった。過去 40 年の観光客

数を調べたところ、松本市の観光地の中で松本城のみ一貫して 80万人前後の観光客がきて

いた。この数字は松本市にとって本当に有難い数字である。 

2.明治維新時、旧物破壊の風潮が広まった。松本城は競売にかけられ、取壊される寸前であ

った。市川量造らの努力により取壊される事なく済んだ。その後も多くの人々の努力により

現在に至っている。今も、城南、西外堀の改修事業が行われている。 

3.ところで、最近、松本市役所が現在地に再建される事が決まった。調査の結果、現在地は

松本城にとって一番大切な場所であることが判明した。太鼓門の玄関口であり、一番大きな

馬出もあり、高級武士が住んでいた一等地であった。武士を教育する学校もこの地籍にあっ

た。又、唯一、惣堀が残っているところである。 

4.平成 29 年 9 月松本市・「松本城を世界遺産に…」推進実行委員会は世界遺産登録にかかわ

る国の委員をお招きして会議を開いた。同会議で「松本城は城松本城は城松本城は城松本城は城郭郭郭郭全全全全体体体体のののの意味意味意味意味をををを考考考考えるえるえるえるべべべべきききき」

との声も出たと新聞は報じていた。 

現在の遺跡保存の計画現在の遺跡保存の計画現在の遺跡保存の計画現在の遺跡保存の計画は平成 11 年に制定された「松本城並びにその周辺計画」により行わ

れている。同計画には「松本城を幕末維新期の姿によみがえらせる。三の丸については「土土土土

塁と堀が一塁と堀が一塁と堀が一塁と堀が一体体体体となったとなったとなったとなった整備整備整備整備がががが可能可能可能可能なので、なので、なので、なので、整備整備整備整備する事によって松本城の全する事によって松本城の全する事によって松本城の全する事によって松本城の全貌貌貌貌がががが理解理解理解理解できるできるできるできる

貴重貴重貴重貴重な場所な場所な場所な場所である」と記されている。松本市役所を三の丸に再建することは、平成 11 年の

「松本城並びにその周辺計画」に逸脱することである。 

なお、三の丸に松本市役所が再建されたのは昭和 34 年、今から 58 年前の事。城南、西外

堀地籍の人は 140 年前から住んでいる人もいる。市役所のある場所は南西外堀に匹敵する

場所である。「遺跡保存の為」との理由で、市民は退去させ、市役所は居座る姿にも見える

との市民の声もある。 

以上が無心の心で調査した結果である。「松本城並びにその周辺計画にのっとり対応するの

が良い」との結果になった。私もこのような結果になる事は予想していなかった。松本城並

びに市の歴史を熟知していなかったからである。多くの市民は熟知していないと思う。行政

は、熟知しているはずなので、松本市の発祥の地「松本城」について市民に、しっかり知ら

せ「ではどうするか」を市民にも考えて頂き、その上で松本市役所の再建を考える事が必要

ではないか。市役所現地再建が決定した今でも、筆者はそう考える。 

松本市は不思議な市である。調査結果を話すと「現地に再建すべきではない」と言いながら

「子どもが市役所で働いているので何も言えない」「反対意見をいうと白い目で見られるの
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で言えない」などの声が聞こえてきた。何時からこんな市民になってしまったのか…。市民

が、物が言えない市政なのか…? 

終わりに、文献から松本城は石川数正親子の存在なくしては建てられなかった。松本の人々

は、とりわけ、石川親子に思いを馳せなければならないのではないかと思う。 

最後に、この様なテーマを依頼して下さった関係者の皆さまに感謝したい。2週間という短

期間の調査であったが、私も多くの事を学ばせて頂いた。又、資料収集にご協力頂いた松

本市関係課の皆様、松本城管理事務所、文書館、松本図書館の皆様、世界遺産の調査に協

力頂いた市町村の皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。29.9.30 

添付資料 

1. 松本市からの観光客数数値 

2. 文献一覧表 

3. 内閣府データ平成 17 年 10 月内閣府政策統括室主な世界遺産の観光客数 

添付 1 

左は 29.8.29 日、松本市観光温泉課よりメール 

右は 29.9.11 日松本市観光温泉課よりメール 
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添付 2.参考文献 

№ 著書名 出版者 発行年月日 

1 国宝松本城 松本市、松本観光コンベンション協会、松本城管理事務所   

2 松本城下の時代再発見 松本観光コンベンション協会   

3 松本城の縄張り インターネット   

4 わたしたちの松本城 教育委員会/監修 上條宏之 2005 年 4 月 

5 松本城天守築城 400 年記念 松本市 1993 年 3 月 

6 よみがえる城下町・松本 郷土出版社神津良子 2004 年 5 月 

7 史跡松本城太鼓門枡形復元報告書 松本市教育委員会 2000 年 3 月 

8 松本城の歴史 松本市立博物館、日本民俗資料館 2001 年 2 月 

9 世界遺産と観光客数 インターネット/新聞記事   

10 松本市の主な観光地の観光客数の推移 松本市観光課 2017 年 9 月 

11 世界遺産登録先と観光客数の推移 インターネット/新聞記事/   

12 世界遺産登録先と観光客数の推移 内閣府政策統括室/ネット   

13 松本市歴史的風致維持向上計画取組みの概要 松本市/ネットより引用   

14 松本市およびその周辺整備計画/11 年発行 松本市 平成 11 年発行 

15 松本市総合計画第 10 次基本計画 松本市 2008 年 8 月 

16 松本城三の丸地区整備計画方針 松本市   

17 松本市を中心としたまちづくり 松本市建設部城下町整備本部     2013 年 11 月 

18 松本城南、西外堀復元事業について 松本市城下町整備本部 平成 29/9/1 

19 松本城南・西外堀復元にかかる事業計画概要版 松本市教育委員会松本城管理事務所  

20 世界遺産推進委員会について インネットより  

21 松本城と周辺の整備計画、松本市が見直しの方針 インターネットより 2008.9.29 

22 松本城クイズ松本城の惣堀の変遷 松本城管理事務所/インターネットより 平成 23/12/15 
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添付 3内閣府データ平成 17 年 10 月内閣府政策統括室主な世界遺産の観光客数 

    

調査者調査者調査者調査者山崎たつえ履歴山崎たつえ履歴山崎たつえ履歴山崎たつえ履歴…1940(S15)誕生・筑北中学・蟻ケ崎高校・ 長野県短期大学卒・1960～1970 長野県職

員・1994～2000 高校教師・1996～1999 放送大学へ編入卒業・2001～2003 新潟大学大学院修士課程≪社会学専

攻≫修了・2007～2015 市議会議員 著書・論文--1965 日本栄養改善学会・学会賞受賞/1979『母が語る子育て

論』明治図書出版/1986『続母が語る子育て論』明治図書出版/スウェーデンへの旅 2004/『おびえる妻たち』

2006 郷土出版/2010『市議会議員は見た』アットワークス社他  

★誤字脱字がありましたらお許し下さい。又、ご意見がありましたら下記まで連絡をお願いします。 

〒390-0851 長野県松本市島内 6595  0263-47-2698/090-9666-9113 

23 松本クイズ「太鼓門のきまり」 松本城管理事務所/インターネットより 2008.8.12 

24 松本クイズ松本城整備計画 松本城管理事務所/インターネットより 2009.2.3 

25 松本城の埋門南側石垣修復について 教育委員会資料  

26 史蹟松本城惣堀土塁の保存について 松本城管理事務所青木教司 2006.6.26 

27 松本市への資料依頼文書   29.8.28 

28 松本市・「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会 会議資料 2017.9.17 

29 「なぜ遺産は保存しなければならないか」短文 岡山理科大学江面嗣人ネットより 2029.9 

30 城下町の秘密 雑誌 三栄書房 2017.10.1 


