第三編 松元町の歴史

第一章 伊集院のおこり

こう

を 校 し、吏を置く。」 校は数を数えること。

)

八十八人入朝」とあって、郡司（郡の役人）が置かれて

には「戊申（十月二十六日）、薩摩隼人郡司ヨリ以下一百

元明天皇の和銅二年（七〇九）十月の続日本紀の記事

(

第一節 隼人の地

従五位という一般人に対してはかなり高い位を授けてい

人々を教化してその成績が顕著であったというので、外

いることがわかる。翌和銅三年には「曽ノ君細麿」に、

を施行するまでは上伊集院村であり、それ以前は、はっ

る。隼人地方が次第に王化に服していったことが伺われ

松元町は明治二十二年から昭和三十五年四月一日町制
きりした年代はわからないが、恐らく平安朝の頃から伊

る。そこで和銅六年（七一三）には薩摩国のうちから肝

属・曽於・大隅・姶良の四郡をさいて「大隅国」を設置

集院郷と呼ばれた行政区域に属していた。
明治時代の初め、伊集院郷は二十九カ村と野町から

した。

王化は順調に進むかに見えたが上からの行政になじま

成っており、そのうち上谷口、福山、石谷、春山、直木、
入佐の六カ村を以て、明治二十二年四月、上伊集院村を

ない隼人は養老四年（七二〇）二月、大挙して今の国分
が

形成し、同時にこの六カ村は大字となって現在に至って

市にあった大隅国の国衙（役所）を襲い、国の長官であ

としても有名な大伴旅人を大将軍に任命して討伐させ

る大隅守陽侯史麿を殺害した。政府は「萬葉集」の歌人

おおすみのかみやこのふみまろ

いる。
往昔鹿児島県の地域には薩摩隼人、大隅隼人など呼ば

る。旅人らの報告によると首を斬り、捕虜にした者一四

おおとものたびと

れた隼人族が住んでいた。文武天皇の四年（七〇〇）、薩
摩隼人は大規模な反乱を起こしたので、中央政府は軍隊

第二節 日置の 郡

こおり

〇〇ということで、以後隼人の反抗はなくなった。
こおり

を派遣して、鎮撫し、住民の戸籍を調べ、（大宝二年一七
り

〇二）やがて薩摩国を設置し、国の下に「 郡 」その下に

大宝元年（七〇一）に発布された大宝律令では五十戸

た ね

続日本巻第二、「大宝二年〇八月丙申、薩摩多 、化を

を以て里とするとあって、一戸は五親等までを含む大家

「里」の行政区域を造った。
隔て命に逆ろう。ここにおいて兵を発して征討し、遂に
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こおり

り

族で、大体二〇人が平均とされている。
ごう

れいき

数里を以て 郡 とするのであるが里は霊亀元年（七一
わめいるいじゅしょう

五）に「郷」と改称された。承平年中（九三一―九三八）
え い

いぶ

う。

第三節 いすの院
ごう

こおりや

こおり

伊集院郷という郷がいつできたかということはむつか

かわのべ

に編纂された「倭名類聚抄」によると薩摩国は出水・

しい。 郡 ができて、郡役所ができた。郡役所のあるとこ

ひをき

高城・薩摩・甑島・日置・伊作・阿多・河辺・穎娃・揖

ろを郡家、また 郡 元 といった。鹿児島市に郡元という

すき

たかき

宿・給黎・谿山・鹿児島の十三郡からなり、日置郡は富

ところがある。 古 の鹿児島郡の郡長が役所を構えてい

いにしえ

こおりもと

多・納薩・合良の三郷で成立している、とあり、郡名に

た所である。日置郡の初めの郡役所が置かれた所は、私

「三大実録」の清和天皇 貞 観 二年（八六〇）三月二十

たにやま

は萬葉仮名がついているから読めるが郷名にはそれがな

史第一部・郡山郷土史上巻）

は郡山町ではなかったかと推定している。（伊集院郷土

きひれ

郷 」は い ま の薩 摩郡 入 来 町 の 副 田 か と の 説が あ る が

いのでどう読むのかわからない。鹿児島県史は、「富多

日の項に、薩摩国従五位上開聞神に従四位上を加え……

郡の長官を大領、次官を小領といったが、国の長官で

ひらきき

詳 でない、「納薩」はイリサと読み松元町大字入佐で

従五位下知賀尾神…並びに従五位上を授く、とある。知

じょうがん

はないか、また「合良」はカフラで、 冠 嶽 のカフラノ

賀尾は薩摩国で中央政府から認められた神社八社のうち

つまびらか

タケの訛ったのではないかともいうが、いずれも不明で

の一つである（川内市の新田神社もまだこの中にはな

もかく日置郡が設置された頃は、三郷ではあるから伊作

あれ郡の長官であれ、みなその行政がうまくいくよう

かんむりたけ

ある、としている。入佐の永田川流域からは古代の石斧

い）。

・阿多の二郡すなわち金峰、吹上の二町を除き残りの日

に、役所の近くに守護の神社を祭っている。あるいは在

なま

開いて住むには格好の地勢ではあるが決め手はない。と

などが発見され、潅漑技術に乏しかった昔の人達が田を

置郡六町の地域に一戸二〇人、一里（郷）一〇〇〇人で、

来の神社を地域の守護神として尊崇した。

で西流して東支那海に注ぐ神之川は、その源流の郡山町

伊集院町を北から南にその中央を貫流し、伊集院駅前

三郷三〇〇〇人の人口が住んでいることになるから、こ
この谷間に田圃を開いて数戸が住み、また何キロもの彼
方に小部落があるといった人煙稀少の地帯であっただろ
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たけ

もちかわかみ

めぐらした建物のことである。

倉院が郡に一つしかない間は別に名前をつける必要は

西俣と旧下伊集院村嶽との間にある「餅川上の丘」に祭
られていた知賀尾神社の下を流れ、この神社にお参りす

なかった。次第に人口がふえ、開拓が進み、たとえば市

ようになったのかは、まだ今後の研究に待たねばならな

なってきた。そこで平安朝初期の延暦十四年（七九五）、

ことは、山坂を越え川を渡り、納税者には大きな負担と

町にあったと思われる郡の倉院まで、租税の稲束を運ぶ

ノ

るには、この川で 禊 をしてお参りするので神の川と称

来の大里のあたりや、松元町の入佐のあたりから、郡山

みそぎ

されるようになった。

いが、とにかく神之川流域が平安朝初期において、鹿児

郷に一カ所若しくは二、三郷に一カ所、納税者に大きな

知賀尾神社がなぜこのように中央政府から認められる

島県下において屈指の政治的文化的センターであって知

れた。薩摩でもすぐにその命令に従って倉院が造られた

負担をかけないように倉院を建設せよ、との命令が出さ

上の岡の上に鎮座していたが野火の災にあって現在の里

知賀尾神社はもともとは神之川の原流が発生する餅川

チク院―市来院、そして郡山の郡衙に隣接してあった従

ぞれに名前をつける必要が生ずる。イス院―伊集院、イ

作られたことは確かである。数カ所に倉院があるとそれ

院が造られた。イスと呼んでいた地とイチクという地に

こおりのつかさ

賀尾神社はその中心か、または中心に近い所に位置して

岳に移されたのだという。現在は熊野六所権現であるが、

前からの日置郡の倉院は、その土地の名をとってミツエ

とは思われないが、そのうち日置郡内にも郡山以外に倉

いたからであろう。知賀尾神社は日置郡の 郡 司 の尊

熊野信仰の起こる以前の奈良朝平安朝初期は土地の守護

崇する日置郡の守護神であったと推定する。

神であったろう。

こあざみつえばい

院（満家院）と呼ばれることになった。

郡山中学校の南方台地に小字満家原がある。このあた

郡司の仕事のうちで重大なものの一つは租税を民から
集めて定められた額を国衙に送ることである。当時の租

りが最初に日置郡の郡役所や租税の稲穂を入れた倉院の
そく

税は米で、稲穂を束ねたもの（玄米二升にあたる量を束

あった所ではないかと推定している。

は、やがて、その院に租税の稲穂を運ぶ人々の住む地域

はじめ倉院の名前であった満家院・市来院・伊集院

ねた稲穂を束といい、数量の単位とした）を集めた。そ
れを収容する倉庫は郡の役所の構内に造り、厳重に垣を
めぐらしたので倉院または院といった。「院」とは垣を
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名に変わっていく。そして伊集院郷あるいは市来郷とい
う地域が成立するのである。

白藤原頼道に献じ、藤原氏の荘園とした。いわゆる島津

荘（庄）であって、十一世紀前半の時代である。島津荘

はその後年と共に拡大されるが、隼人町にある鹿児島神

集院郡村に有りとしているので、郡の地は古くは郡本と

と「伊集院郡本」に戦う（島津国史）とあって、郡本は伊

年（一三三七）九月十四日、伊集院忠国が川上頼久の軍

たので、役所は伊集院の郡の地に移ったらしい。延元二

されると、日置郡の役所のあった郡山は郡の北部に辺し

人口が次第に増え、伊集院、市来、日置と南方が開発

の割合で建てられると、その管理にあたる院司が置かれ

すぎない。

「建久図田帳」（一一九七）で見るとわずかに二百町歩に

司が郡司や院司を督励して国税を徴集し得る土地は、

穎娃の枚聞神社の所領となり、日本政府の役人薩摩の国

余の大部分が大隅正八幡の、その他が川内の新田八幡、

歩の田地のうち三千町歩が島津荘の土地となり、六百町

うになり、平安朝末期十二世紀の末頃には薩摩国四千町

宮、すなわち大隅正八幡もまた広大な荘園を所有するよ

呼ばれ、郡司の役所の所在地であった（伊集院郷土史第一

た。郡司や院司は大体土地の豪族者をあてることになっ

第四節 郡役所移転

部 。)
伊集院の郡の地に郡役所が移った頃は、大化改新（六

ていたが、中央やあるいは九州諸国を管轄していた太宰

では口分田の制度はやっと平安朝の初め頃になって施行

らは地方民から尊敬されたので、その地に定住してその

府の役人から九州諸国の国司や郡司となる者も多く、彼

先に述べたように税を収納する倉院が郷に一つぐらい

された律令制度は全国的に崩壊中であり、特に大隅薩摩

四五）にはじまり大宝律令（七〇一）によってほぼ完成

したというのであるが、どこまで徹底したかはわからな

地方の有力者となり、中にはその職を世襲し、地方の豪

くぶんで ん

い。神社仏閣に田地の所有が許され、貴族がそれと結ん

郡司達はその郡内で登録されている田地に対する租税

族となる者が生ずるようになる。

を国に上納すれば納税の役目はすみ、管内の労働力を

で私有地に近い荘園を拡大するようになる頃、平安朝の
大監季基は今の宮崎県都之城付近に大がかりな開墾をし

中期藤原時代にはいって、太宰府の役人であった平ノ

使って自分で開墾した田地は自分の私田とし、ますます

たいげん

て、
その土地を天皇の代わりとして勢力を振るった宇治関
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れを取り締ることができない。寄進された土地はこれを

田地を勝手に島津荘や大隅正八幡宮に寄進し、国司もそ

政治力経済力を高めていった。力が強くなると管轄する

は、平ノ大監季基が島津荘を開いた万寿元年（一〇二

も同時代の人物であるから、彼が伊集院郡司であったの

一世紀前半（一〇三六没）の人物である。すると紀能成

手の出なかった剛勇の士として出ているが、ともかく十

語巻二十五」には有名な盗賊 袴 垂 保 輔 が襲おうとして

はかまだれやすすけ

「 寄 郡 」といって、荘園に対する年貢は少なく、国の方

よせごおり

には公租公課の半分を納めればよいことになっていた。

四）と大体同じ頃と見てよかろう。

この頃は地方豪族はそれぞれ武力を擁した時代で、平

せると伊集院郡司紀氏の系図は次のようになる。

「古城主由来記」
と鹿大教授五味克夫先生の研究をあわ

これは薩摩大隅以外にはあまり見られないしきたりで
あったという。薩摩大隅の田地が大半荘園化した原因で
ある。

第五節 伊集院郡司
いつの頃からか、日置郡では日置郡司という者はいな
くなり、院司が院司といったり郡司といったりするよう
になって、伊集院郡司と称する者が発生した。
「古城主由来記」によると、紀貫之の子孫で伊集院本
堂太夫紀能成という人が伊集院郡司となって伊集院を支
配したが、子供がなかったので藤原冬嗣六世の孫、従四
位丹後守藤原保昌の子又太郎昌成を養子にして伊集院郡
しき

司職を譲った。

友が誅せられたのはその翌年、源頼義・義家父子が睦奥

将門の乱が鎮定されたのは天慶三年（九四〇）、藤原純

の豪族安部頼時の征伐に向かったのは永承六年（一〇五

藤原保昌については、中央公論社刊行「日本歴史」別
大和守藤原保昌の非法を訴える〉と記載されており、新

一）のことで、平定するまで九年を要した（前九年の

巻年表に〈長元元年（一〇二八）十月、金峰山の僧徒が
古今集の女流歌人和泉式部の最初の夫であり、「今昔物
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)
河 俣 十町

没官御領 地頭右衛門兵衛尉

万得 僧忠覚

万得 名主紀四郎時綱

谷 口 十四町

土 橋 十三町

それから百五十年、武士は次第に声望を高くし、保

十 万 六町

役。
元、平治の乱を経て平氏の全盛を招来し、建久三年（一

飯牟礼 三町

万得

万得

万得 名主紀平二元信

開いてから慶応三年（一八六七）徳川幕府が政権を返上

一九二）七月源頼朝が征夷大将軍となり、幕府を鎌倉に

松 本 十八町

き出したものではなく、東北部の上神殿から西南部の方

この記載の仕方を見ると伊集院郷内の土地を漫然と書

するまで我が国は武家支配の体制となる。

第六節 伊集院百八十町

り、時吉という大字は現在はないが神之川の下流両岸の

に、いま大字になっている地名を順々に書き連ねてお

久木野々、牧の角、宮田、神之川の地帯である（伊集院

鎌倉幕府の要請によって薩摩国衙から建久八年（一
図田帳（建久図田帳ともいう）に伊集院については次の

郷土史第一部二七頁）。神之川から先は海であるから伊

一九七）に提出された土地とその支配者を記した薩摩国
ように記されている。

下神殿 十六町

上神殿 十八町

万得

万得

万得

牟礼の間にあることになっているが、まだどこであるか

清藤で、その南は谷口となり、その次の十万は谷口と飯

めた土橋で、それから西南にまた引返すと河俣すなわち

次の続飯田は麦生田で、その東部は中川、竹之山をも含

の伊集院町中心部から徳重・猪鹿倉・郡の地にあたる。

まち

集院内の陸地を東北に引返した所が末永で、これは現在

桑羽田 五町

島津御庄論 万得

断定することができない。ともかくこの記載の仕方は順

伊集院百八十町内

大 田 十五町 同 御庄論 万得 本主在庁道友

野 田 六町

同 御庄論 万得 名主在庁道友

末 永 二十五町

時 吉 二十五町

万得 名主権太郎兼直

万得 院司八郎清景

万得 名主同前

の松本とはどこであろうか。松元町内であることは確実

土地をしるしているものと思われる。そうすると、最後

序を踏んでおり、当時開拓された伊集院郷内のすべての

寺 脇 八町

続飯田 八町
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いては後でまた触れることになろうが、右のように末永

山を含めた地帯を想定せざるを得ない。十万と松本につ

の東部でなければならないから、入佐から直木そして春

であるが、松元駅付近でないこともまた確かで、飯牟礼

御領名田などの地頭職となっている。谷口十四町も右の

山郡・伊作郡・日置南郷（永吉）・同北郷（吉利）の新

の武士阿多四郎宣澄から没収した土地（没官領）の、谷

職となり、建久三年（一一九二）十月には幕府が平家方

れた。時に年六歳である。翌年正月信濃国塩田庄の地頭

満家院（小山田・比志島を含む郡山の地域）の郡司名

や河俣の地を措定した理由に就いては「伊集院郷土史第

田、川内の宮里郡司名田ほか大隅日向各地の郡司名田地

宣澄からの没官領である。建久九年になると忠久は更に

ところで「万得」とは大隅正八幡宮と密接な関係のあ

頭職を与えられているが、それより先建久八年十二月三

一部」二八頁以降を見ていただきたい。
る名田をいい、すなわちいまの国分八幡社の荘園である

日には幕府から薩摩大隅の守護職に任ぜられた。

みょうしゆ

ことを示す。伊集院内では谷口十四町を除いてみなそう

を取り締まり治安を確保することである。

と、人身売買の取り締まり、殺人その他謀反などの犯罪

都に上って皇居の警備に従事する仕事）を勤めさせるこ

され、幕府の命に従う武士）を指揮して内裏大番役（京

守護の任務は御家人（鎌倉幕府からその支配地を認知

であり、本主、 名 主 などの名前のある土地は寄郡にし
た荘園で、それ以外はまるごと正八幡宮領すなわち一円
荘と思われる。

第二章 建久図田帳

地頭の制度は以前からあったが、頼朝の時代になって

からは権限が大幅に強化され、荘園にも、郡司名田など

国司郡司の支配する公領にも置かれ、その管轄地内の⑴

第一節 右衛門兵衛尉
谷口十四町であるが、没官御領とあり、地頭は右衛門
ひようえのじょう

警察権（刑事上の犯人を逮捕して守護に引き渡す）。⑵

く じ

徴税権（荘園領主や国郡が収納する年貢や租税公事を徴

げんりゃく

兵 衛 尉 である。右衛門兵衛尉は島津氏初代忠久のこと

集して荘園領主や国衙に送る）。⑶下地管理権（年貢や

したぢ

庄の領家である近衛家から島津庄の最高の役職である

である。忠久は 元 暦 二年（文治元年一一八五）、島津御

租税の未納者から土地を没収する権限）。⑷年貢や租税

げすしき

下司職に補せられ、同年八月十七日、頼朝からも認定さ
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を拡大し、その支配地に時吉の名を冠した。

道友の父を道氏といい、薩摩国衙の役人となりその位

の中から兵糧米として反別五升を収得し、貞応二年（一
二二二）からは庄、公田を問わず十一町のうち一町歩を

は薩摩 椽 で東郷の斧渕に居館を持った。道友は権大椽

じよう

免田として耕作する権利が与えられたが、次第にその権

で、薩摩国建久図田帳の提出者の一人としてその後尾に

の時吉名主あるいは川内宮里の安楽寺領下司、甑島二十

じ

支配地を拡大して行った。右のような地頭の権限を「地

限を強め、従来の荘園領主や国郡の支配権を侵し、その

「権 大前 在判」とその名を連ねている。道友が各地

とうしき

百二十五町二反の多きに達し、薩摩国では当時屈指の豪

四十八町を併せて建久図田帳にあらわれているものは二

町の本地頭などの肩書きで支配する土地は、伊集院内の

頭職」という。

第二節 在庁道友
野田、大田、寺脇は島津御庄論とあるが、これは島津
庄か正八幡宮の庄園かで争論があって帰属が決まってい

大前氏はその後南北朝の戦乱期を通じて次第に衰微す

族である。

る。伊集院の支配地もそれにともなって大前氏の手を離

ないことを示し、本主または名主（その差異はよくわか
らないが同じようなものではないか）の在庁道友は当時

れ、島津伊集院氏など所在の新興勢力者の手に帰してい

おおさき

三二三頁 。)
道友の数代前の助兼が時吉姓を用いたことから、その

だろう。そしてその本拠は日置郡司の所在地であった伊

司と郡司は同様に使っているが、元来は院司であったの

第三節 院司清景

大前氏の支配を物語るものであろう。

く。しかし今に伊集院に残る宮里姓時吉姓は、かつての

川内の薩摩国衙の役人であった大前道友のことで、大前
は一般にはオオクマと読んでいる。

大前氏の出自については色々説があるが、醍醐天皇の
皇子で、かつて薩摩守となった源ノ師之（天慶四年一九

子孫もしばしば時吉と号し、郡司や郷司などの（祁答院

四一年頃）の子孫とするのが一般である（川内市史上巻

郡司、東郷別府郷司）肩書や権限を利用して、その一族

と考えられ、紀氏はいつからかその直接支配する本貫の

集院町大字郡、その中心地と思われる九玉神社鎮座付近

くだま

末永二十五町は院司八郎清景が支配している。当時院

は開墾買収その他の方法を以て薩摩郡方面各地に支配地
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と名づけた。

地を末長く領知できるようにとの願いをこめて「末永」

村、いまの大字に近い地域と考えてよい。

注・名（みょう）は村というほどのもので、徳川時代の

紀氏は先に述べたように紀能成にはじまり、六代が伊

地賣券案」は、弘長元年辛酉（一二六一）十月二十八日

鹿児島県史料集⒱薩摩国山田文書の五号「沙弥寂澄田

よしなり

集院郡司四郎時清、入道して法名を迎清というが、平安

の日付けで、伊集院用丸 名 のうちの字原田垣本にある

と思われるので紀氏系図によって見ると清実の孫、清持

)
(

建久八年十二月二十四日というと忠久が守護に任ぜら

の子の清光であろう。用丸名というのは「上掲山田文書

きゅうとく

れてから二十一日目であるが、忠久は守護の任務として

一五一号」の「持丸名内原田垣本田湯穴前田分」の持

やかた

げいせい

朝末期に伊集院の 城 山 にはじめて 館 を作ったと伝えら

水田一町二段を、寂澄相伝の所領であるが石谷 久 徳 に

あざはらだかいもと

れる。その子六郎清実は「古城来由記」には豊後国宰府

「うりわたすところ実也」という売渡状であって、沙弥

の内裏大番役催促状を出している。その書状が「鹿児島

丸名と、字はちがっても同じであろう。「字原田垣本」で

もちまろ

において戦死を逐ぐとあり、建久八年の時点では弟の八

寂澄と紀清忠の署名在判となっている。寂澄は清忠の父

県史料旧記雑録前編一」の九一頁に三通見えるが、その

あるが、現伊集院小学校の東隣南方神社からその東部清

じょうやま

郎清景があとを継いで郡司となっている。

いずれにも「伊集院郡司」は記載されている。この「伊

水馬場、そして県合同庁舎のあたりまでを古く原田と

ゆあなのまえのたぶん

集院郡司」は八郎清景入道迎明であろう。彼は薩摩の御

いった。興国三年（一三四二）五月、伊集院忠国と共に

だいり

家人二十余人と共に翌建久九年三月に京都に上ったはず

谷山の西征将軍懷良親王のもとにはせ参じた原田又四郎

経道はこの原田を領した武士と思われる。しかしここに

かねなが

である。
伊集院郡司と一緒に内裏大番を命ぜられた者に南郷万

は垣本がない。垣 柿 本 元）、垣内、垣戸、開戸など

)
(

(

一号」に原田垣本田に続いて湯穴前田分と湯穴が出てく

ないが原田垣本の垣本ではないか。前記「山田文書一五

ており、松元駅近くにある柿元が、付近に原田の地名は

かいと

楊房がいる。「来由記」によると日置南郷（永吉）の桑波

いう地名は中世の新開田地である場合が多い。といわれ

あ じゃり

田氏は伊集院郡司時清の三男桑波田阿闍梨源智の嫡男万
紀姓の名主はこの外伊集院内に土橋名主紀四郎時綱が

楊房覚斉に始まるという。
おり、十万に紀平二元信が居る。
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ないし

るので、用丸名は松元町の福山乃至上谷口にあったと推
定する。「来由記」によると伊集院郡司職は清持、清充
（光）、清忠と伝えられる。これが紀氏伊集院氏の本流で

けてしまうのである。

第四節 あなゆの前
譲

渡

窪

きやうせい

大

田

田

田

一同 くわんしやてん参段
瀬 戸

口

一同 五月てん一段丗

念在判

屋

敷

薗

一同 中牟多田弐段丗 文永八年五月八日寂

くる一段廿

一同 せとくち一段 、はんさうに三郎かつ

畠等

あるが、紀氏はこのように福山上谷口付近にも田地を

ゆつりわたすうちのをゝくほのてんはくらの事

前

山田文書一〇号「僧 慶 西 所領讓状案は次のように
湯

在田壱町内一所 あなゆのまえ 参 段

穴

持っており、あとにも述べるようにこのあたりから石谷
にかけては建久図田帳以後に開発されていく地域であっ
た。
伊集院郡司職についていえば、「来由記」は清忠から
あとは系図がない、としているので紀氏伊集院家（島津
伊集院氏に対し古伊集院家という）はこれで絶えたよう
になっている。ところが「伊集院由緒記」の寺脇円福寺
のところで、円福寺への寄進状の中に「壱通弘安元年

一同 きくほうかやしきのその

いるのである。時継は伊集院郡司四郎兵衛尉と称し、

の御敷地とはいいながら、僧慶西が先祖相伝の所領なの

とあって、次に薗三カ所が記され、以上の土地は「権現

紀時継判 。
（一二七八）九月十五日 紀
持時判 」 というのが記載されて

（元享四年と思われる鎮西下知状案）法名迎念であり、
税所氏である上神殿次郎太郎祐継と土地問題で争ってい

時は文永六年（一二六九）三月で、文書の末尾に僧慶西

で、孫の「せうこう」に譲り渡す、という文書である。

かみこどん

ることが「旧記雑録前編」に出てくる。時継は郡司職を

在判、嫡子紀時道在判、とある。

敷地及び御造替云々の書状があるが、慶西及び時道は 紀

文永六年三月、僧慶西及び嫡子時道の署名判の、権現御

に述べている。

「旧記雑録前編七、町田祖五郎光俊譜中」は次のよう

父持時から譲られ、更にその子宗継（法名迎意）に譲渡
していることなどから伊集院郡司職は清忠から持時に、
そして時継、その子宗継（法名迎意）へと譲られた。そ
してその後は南北朝争乱時代になって、郡司職、地頭職
などそれ以前の秩序法規はすべて戦乱のるつぼの中に溶
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姓伊集院郡司の一族であろう。権現御敷地のをゝくぼ―

ろうという。

よると、紀清忠であり、慶西は後述のように紀時村であ

あな

(

)

置文寛喜二年（一二三〇）二月二十八日、一通慶西置文

三六）ごろのものとされている。明賢は、一通本主時綱

けているので年代がはっきりしないが、建武三年（一三

「山田文書一四八号」、大窪大貮房明賢陳状は後が欠

第五節 石谷久徳

大窪は今は福山村穴湯の前にある。穴湯の前は湯穴の前
と同じで、今は石谷の南、岩井谷の田頭に土穴があって、

十畝ばかりの濕田がある。俗に蛇穴といっている。これが

「あなゆの前参段」の田圃なのだ。……
しまめぐり

瀬戸口は前谷 島 廻 の北にある。中牟多は中尾田ではな

かろうか。中尾田は芋洗の東にある。

文永六年（一二六九）三月○日の二通を証拠品として提

ゆる

また神免田 神社の田地で租税が免されている田 とい

出し、大隅式部孫五郎入道道慶（山田宗久）と、薩摩国

あと

ているが、おそらく僧慶西とその嫡子時道等の住居の趾

うのが前谷の中にある。又、権現社の山下を寺之前といっ

伊集院大窪 ノ内湯穴 ノ前 ノ田地三段に就いて相論してい

る。明賢はこの書状で、その祖系を、仏教房、明賢祖父

ではないだろうか。
この権現社は石谷の熊野神社のことである。その位

賢
道西、為子息治部房 亡明と
父 書いている。 仏教房―道西―

(

土地で、その証文のあることを示している。寂念は、鹿

あって、これは慶西がこの年月日に寂念から買い取った

中牟田については、文永八年五月八日、寂念在判と

などは、このあたりで最初に開発された田地であろう。

されている穴湯の前、くわんしや田、せとぐち、中牟田

いて、「私見ではこの御家人兵衛尉時村は土橋名主時綱

祖）がその非法を訴えた伊集院中河名主兵衛尉時村につ

五年（一二五三）五月、満家院西俣名主栄尊（比志島氏

三町の名主であった。五味教授は前掲論文の中で、建長

共に明賢の先祖であろう。時綱は建久図田帳では土橋十

いてあり、もう一通の書状の慶生であるが、この両人は

明賢が証拠品として提出した書状の一通には時綱と書

しそくたるぢぶぼう

置、たたずまいも古社にふさわしく森厳とし、境内の古

治部房―明賢）

大教授五味克夫先生の「薩摩国伊集院の在地領主と地

の後ではないかと思う。そして慶西とはこの時村の法名

た神社であることは疑いない。そして、権現の御敷地と

いつ

石塔も鎌倉時代のものがある。石谷の開発者が斎き祭っ

頭」（吉川弘文館刊行）、「荘園制と武家社会」所載論文に
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ではないかと考えるのである。」と述べておられる。
「山田文書一七号」は「ふつけう讓状案」であるが、
仮名文で、この頃は濁点を着けないので、わかり易く書

はつつるごぜん

讓り渡し奉るもちまろ（用丸）の内水田一町二反、あざな

きなおすと次のようになる。

。

第六節 土橋十三町

松元町とは直接には関係がないのであるが、建久図田

土橋の羽黒神社の存在を無視できないと思っている。

帳で土橋十三町の中心はどこであったかと考えると、下

「伊集院由緒記」には由緒不詳と出ており、大権現であ

。

（字名）原田かいもと（垣本）の事
。

り、祭神は八幡・天神・山王・稲荷などおよそこのあた

。

右 件 の田地はふつけう相伝の所なり。然るに初鶴御前に

りで尊崇する神々をほとんど奉祭していることは、その

じち

くだん

次第証文等を相添えて、永代を 限 て讓り渡したてまつる

の激しかったことを示し（普通は川を歩いて渡る）、そ

歴史の古さを物語る。土橋とは、川に橋があるのは交通

かぎっ

こと実なり。他の妨げなく領知あるべく候。依て後日の為

よ

に証文の書件の如し。

(

)

覆って道路と変わらぬ土橋が架けられるとなると、その

の交通量のせいであり、何本も寄せて、その上に土を

の橋も一本橋から二、三本丸太を寄せ集めたものは相当

私は右の「ふつけう」は仏教であって、明賢陳状の仏

あたりの集落の政治経済の発展を想像させる。その土橋

ふつけう在判

教房のことではないかと考える。すると法名道西紀時道

が地名となったのであるが、石谷から流れてきた細流が

建 治 元 年 一二 七 五 十 月 三 日

の父にあたる僧慶西すなわち紀時村ではないか。時村は

神社があることから、建久の頃紀時綱は下土橋の羽黒神

ざすしき

石谷の熊野権現の座主職として仏教房を名乗ったのでは
するとこの年から六年前にこの用丸の内水田一町二

社鎮座のあたりに居を構えていたのではないかと想像さ

清藤にはいり、その上に土橋が架けられ、その先に羽黒

段、字原田垣本を沙弥寂澄から買い取った石谷久徳なる

れる。

ないか。

人物もまた時村の別名ではないかと考えられる。後に石
ろからみると、久徳は相当勢力のあった人物と思われる

谷の各地に 久 得 （徳）名に属する田畠が出てくるとこ

易い溝の流れを上流に向かって開発し、おそらくその孫

いる鎌倉時代初期の頃、時綱の子弟親族は、田地に作り

開拓開墾によって経済力を高めることに躍起となって

きゆうとく

からである。
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と思われる時村の時代には、石谷の開発に当たってい

た。次に述べる「十万」の名主紀元信らが谷口川の上流

をめざして開発して行ったのと、やがては現在の松元駅

付近で落ち合うことになろう。

第七節 石谷阿闍梨

延応二年（一二三九）八月二十二日の、比丘尼生阿弥

陀仏と同菩薩房（菩薩房は満家院郡司大蔵永平の娘で、

された時その妻となった。その子が比志島の祖となった

頼朝には従兄弟にあたる源頼重が、罪によって薩摩に流

重賢入道栄尊である。生阿弥陀仏は菩薩房の妹。）の文

ちか

書旧
「 記雑録前編、
四〇三号 に
」 よると、
この二人は満家院

西俣名のうち八世井浦の田畠を、これは先に誓尾六所権

石谷阿闍梨隆慶に曳（引）渡している。この石谷阿闍梨

あじゃり

現（前出従五位上知賀尾神）に寄進したものであるが、

という坊さんは五味教授も「紀姓石谷氏であろう」とさ

れているが、石谷の熊野権現と知賀尾六所権現の座主職

を兼ね持っていたのではないか。知賀尾神社は古来から

の神社で、平安末期熊野信仰が興るにつれ、熊野六所権

熊野神社となった、そしてそれを勧請したのは紀時綱と

現となり、石谷が開発されると石谷に勧請されて現在の

関係の深い者で、隆慶は同じその一族で僧となった人物

99

と推定するが、なお今後の研究を待ちたい。
それから少し時代が下って、前記紀時村（慶西）の妻
成 阿弥陀仏の文永十一年（一二七四）十二月一日の書
めて狭い。

の上谷口と下谷口を併せた広い田地と比較してみると極

島津氏初代忠久が地頭に補された谷口十四町は、現在

第八節 谷口十四町

状「山田文書一四号」によると、彼女は今まで大窪の所領

しょう

に関する税務など兵衛太郎に依頼してきたが、いろいろ

みたふつ讓状案」（山田文書二五号）、弘安八年（一二八

との」に、お願いする、とあって、弘安二年の「せうあ

不都合があり、私にも不法にあたるので、今後は「一向

大宮司に与えた書き付けがある。「立久公より諏訪両頭

けで、時の伊集院地頭鳥取播摩守政茂が諏訪神社の中島

明神」の項に、永正十一年（一五一四）十二月十五日付

「伊集院由緒記」の「下谷口村之内麓犬之馬場諏訪大

いっこう

五）の「せうあみたふつ置文案」（山田文書三〇号）を見

集院・日置庄・吉利・南郷のほとんどすべての名四二を

掛田数六拾町被 成 御 定 候 御 書 附」として、満家院・伊

仏は、大窪の所領は自分の死後は上総二郎に讓渡するの

あろうという。弘安八年四月十日の置文案で、成阿弥陀

であり、上総二郎は比志島栄尊の孫上総五郎二郎時範で

四二四号）のと軌を一つにし、各番の組が一年ずつ祭礼

てた（旧記雑録巻三八、鹿児島県史料では前編二の一、

社御佐山祭の夫役を鹿児島・谷山の二十四カ村に割り当

これは島津立久が寛正六年（一四六五）に鹿児島諏訪神

八番にわけて書きあげ、九番目は阿多郡南方であるが、

おさだめなされそうろうおんかきつけ

五味教授によると兵衛太郎は当時の満家院郡司税所義祐

ると、「との」とは上総二郎であることがはっきりする。

は勿論であるが、いまでも「所領を沙渡し、公事の支配」
時村夫妻が支配していた松元町大字福山の字大久保の所

は九年で一回りすることになる。永正十一年の書き付け

の入費などを受持つことになり、伊集院諏訪神社の場合

くんじ

をしてほしいと述べているので、土橋名紀時綱の後裔、
領は比志島氏にその知行権が移った。

な

ではあるが、夫役が定められたのは鹿児島の諏訪神社と

同じく寛正六年頃であろう。各名の名を書きあげる最初

に「薩摩国伊集院諏訪社御祭礼年回田数番帳之事」とい

う題がつけてあるので、これからこの書き付けを引用す
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院忠国の第六子依鎭は後に還俗して黒葛原を姓とする

さて、これには谷口名があり、黒葛原名がある。伊集

る場合は「諏訪社番帳」の符号を用いることにする。

発見された。

和四十四年、黒田先生によれば紀氏の相輪という一箇が

鉄道を越え、約四〇㍍の一角に五輪塔群数基があり、昭

児
典 島鹿」
県 に書いたが、窪田簡易郵便局の南、鹿児島本線の

田の地域ではなかったかと角川書店発行「日本地名大辞

つづらばいみょう

口の天神馬場部落は昭和初期までは黒葛原といった。黒

谷口川を隔ててその南方一〇〇㍍の池田部落に古石塔

が、黒葛原名を支配してのことであろう。伊集院町下谷
葛原名は下谷口の川畑・小原・麓東西を含む地域であっ

と伝えられるが、八幡神社があり、このあたりが開発さ

群があり、税所氏の相輪をいただいた宝塔もある。寺跡

そして先にも触れたように現在の上谷口は鎌倉時代以

れた「十万」の当初の頃のものと推量する。（後述黒田先

たのではないか。
後に開発されたもので、建久の頃はまだ谷口にはいって

地帯にかけてが「十万」の地であろう。そこから南方丘

以上のようなことで、下谷口の東部から上谷口の内田

うちだ

いない。

生論文参照）

をいうと、谷口十四町の中心地は、下谷口の丁度真ん中

陵地帯を行くと、直木、恋之原、そして飯牟礼へと通ず

いろいろな証明の理由をぬきにして、私の想定の結論
にあたる四郎園の小字小薗、俗に「ごんやま」といい、

るのである。

の内田の地域に開拓の鍬をふるっていたのである。

紀氏一族は、鎌倉初期から石谷・福山・池田・上谷口

子供遊園地ができているが、そこに上る道の左側に数十
基の五輪塔群がある。ここを中心にした地域が谷口十四
町であり、この五輪塔群はこの地域の開発者達のもので
はないか。（故黒田清光先生の意見を含めて）
谷口と飯牟礼との中間に記録されているのが「十万」
い。

である。いまはそれに近い発音の場所さえ見出し得な
私は「十万」を下谷口の東部にあたる池田・末永・窪
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第三章 島津伊集院氏
第一節 系図不審
紀姓伊集院氏のあとを受けて、松元町の土地支配者と

これむね

なる島津伊集院氏について述べなければならない時期に
はいった。
島津氏の元祖惟宗忠久は建久八年（一一九七）十二
ひ き

月、薩摩・大隅の守護に任ぜられ、間もなく日向守護も
与えられたのであったが、建仁三年（一二〇三）の比企

氏の乱（北條氏が頼朝方の豪族比企能員を滅した）に座
して、（忠久の母丹後局は比企氏の出であった）三州守
護職は取りあげられ、実朝が将軍となるに及んで薩摩守
護職と薩摩における各地の地頭職だけは還付されたもの
の、日向・大隅における広大な地域の地頭職は返されな
かった。
忠久の子島津氏二代忠時は文永九年（一二七二）、七
十一歳で死んだが、「それより前、文永二年六月二日、長

ざね

「なお忠時の庶長子式部少輔忠継の子忠眞に薩摩国谷

山 郡 地 頭 職 を 讓 渡 し た 。 忠 眞は 後 の山 田氏 の 祖で あ
る。」―（前掲書）

○ ○

忠時の三男（久経の弟）大炊助高久（また長久）は忠

おおいのすけ

子修理亮久経 に対して讓状を置き、彼に薩摩国守護職

時から「給黎院・穎娃郡・伊集院・和泉荘・満家院及

○ ○ ○

・同国薩摩郡・市来院・日置南郷・莫弥院・宮里郷・十

び … …を 讓 ら れ た。 後 に 信 濃 に 居 住 して 中 沼 を 称 し

あくね

二島地頭職を与えた。」―（鹿児島県史一巻二五八頁。）

時久
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た。」七男「忠経の長子宗長は給黎院を領し、三子忠光は

久と数年にわたって抗争し、また忠国の娘は貞久の次男

にあたる伊集院忠国は南北朝期にはいって島津氏五代貞

の系図はどうしてもここに二代のずれがある。久親の孫

○ ○

その所領を以て称号と為した。」―（前掲書）

かである。

いが、山田氏と近い関係にある島津一族であることは確

ともかく、伊集院氏の系譜を明らかにすることは難し

う。

都城島津家本田文書には次のような系図があるとい

のように後代の作である。

氏久の妻になっている。島津正統系図は五味教授の指摘

父忠経の町田氏を伝へ、四子俊忠は伊集院を領し、各々
「鹿児島県史」、及び「島津正統系図」によって家系を

図示すると以上のような系図ができあがる。
この系図は、伊集院氏は島津氏二代忠時の七男忠経の
四男俊忠の子の久兼が、伊集院郡司清忠の跡が絶えたの
う従来の説（古城主来由記など）の基になっている。

もと

で伊集院一宇治城を居城として伊集院氏を称した、とい
「山田文書三二号」は薩摩国御家人谷山郡司五郎資忠
。 。

と、谷山郡内の山田村及び別府村両村の地頭である大隅
式部太郎忠実の子息二郎丸の代理人で、二郎丸の養父に
あたる大隅五郎太郎久親法師法名道知が相論して裁判に
訴えたのに対する鎌倉幕府の判決文であるが、弘安十年
（一二八七）十月三日の日付である。右の二郎丸とは山
田宗久の幼名で、式部孫五郎入道道慶のことである。こ
の文書は久親の名が初めてあらわれる史料である。久親
の娘初鶴御前は宗久の妻となるので、久親は養父にあた
るわけである。
久親が山田宗久の養父ということであれば、久親は宗
久の父忠眞（実）と同時代の人物でなければならない。
島津二代忠時の七男忠経の四男俊忠を祖とする伊集院氏
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第二節 島津入部

他）の薩摩入りは、実は久経に従ってのことであったの

ではないだろうか。ともかくこの頃西国に領地を持った

守護一族の地頭達は鎌倉を主とする東国から九州に下

けん

蒙古の勢力がアジア大陸から東ヨーロッパを席巻しつ

島津氏二代忠時が庶長子忠継の子忠眞に谷山郡地頭職

り、外国からの侵入に防国の態勢を敷いたのである。我

を譲り渡したのは文永九年（一二七二）四月十七日であ

が国の歴史上はじめてのことであった。

北ヨーロッパ諸侯の連合軍をワールスタットに破り、

る（山田氏文書一二号）。これから三年で建治元年となる

つあることは我が国にも伝えられていた。大陸との交通

ヨーロッパ人を震え上がらせたのは西紀一二四一年のこ

のであるが、島津一族が領国に帰住するのは大体この前

交易は相当に進んでいたと見てよい。蒙古軍が西進して

とである。執権北条時頼が南宋から渡来した禅僧蘭溪道

後のことと思われる。

忠眞は初め忠実の名を用い、式部太郎三郎・式部少輔

らんけいどう

隆 を開山として、鎌倉に建長寺を建てたのは建長元年
く我が国に伝えられていた筈である。蒙古に屈服した高

・大隅守を称し、谷山郡司忠能の娘を妻として子宗久

りゅう

（一二四九）のことであった。大陸の情報はかなり詳し
麗が、蒙古の命に従って使者潘阜を大宰府に送ったのは

（次郎丸・式部孫五郎入道道慶）を生む。宗久は次男で、

ばん ぷ

文永五年（一二六八）のことであった。もはや大陸の激

長男を土用熊丸といったが若死と見え、山田氏は宗久が

たのは、文永十一年の元寇第一回目に肝を冷した翌建治

有力御家人を、その任国に下して北九州の守りにつかせ

太郎久親法名道智が、後には宗久自身が土地問題その他

宇宿村の地頭職を譲られている。宗久の代理人大隅五郎

二年（一二七六）九月十三日、父忠眞から谷山郡のうち

継いだ。三男は直久で、三郎丸 式部弥三郎といい、建治

動は対岸視されなくなったのである。

元年（一二七五）のことであった。薩摩守護職で薩摩の

のことで相論する相手の谷山郡司五郎資忠（法名覚信）

鎌倉幕府が、西国に領地を持ちながら鎌倉に在住する

各地に地頭職を持つ島津三代久経が、薩摩に下って異国

は宗久にとっては母の弟、叔父に当たる。

日の関東下知状（山田文書四二号）の中に、弘安四年（一

この両者の相論に対する正安二年（一三〇〇）七月二

警固を命ぜられるのは建治元年である。島津氏始祖忠久
に従って薩摩に下ったといわれる関東武士（秩父・猿渡
・酒匂・鎌田・愛甲・小田原・川越・熊谷・木藤その
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二八一）宗久十余歳とあるから、かりに宗久の出生を西
紀一二七〇年の文永七年とすれば、忠眞らが谷山の山田

はあるまいかといっておられる。

久親がどこに住んだかは明らかでないが、彼は建治元

る「いわや四郎ひさちか」かと考えられる。久親は〈久

頭」によると、著名な「蒙古襲来絵詞」にその名の見え

久親は、五味教授の著書「薩摩国伊集院の在地領主と地

宗久の妻の父で、宗久の後見役みたいな大隅五郎太郎

既に述べた。よって以上の田地は「山田氏文書四三号」

けて谷山の山田に居住する山田宗久に嫁入りしたことは

湯の前の田地三反も手に入れて、これを娘初鶴御前に付

字原田垣元の田一町二反を購入し、更にその後大窪の穴

年十月、石谷仏教房からその娘のために伊集院内用丸名

長の甥式部三郎の手の物〉であるが、久長は前掲忠時の

く地頭若しくは地頭代として入部してきた島津氏と親善

に見るように、正安二年 一(三〇〇 十)一月には山田氏の
所領となった。石谷地方の以前からの開発者紀氏は新し

に居住するようになった頃が推定される。

・満家院・穎娃郡その他の地頭職を譲られ、弘安四年の

「いしだに」と読むが、石谷を古くは「いわや」とよん

久親は式部三郎と共に、戦ったのであろう。石谷は現在

「同一五一号島津忠能申状」―建武四年（一三三七）三

山田道慶譲状―正中二年（一三二五）四月十九日及び

この地に拠点を得た山田氏は、「山田氏文書七三号」

第三節 山田氏と石谷

関係を結ぶためにこれらの田地を売却したのであろう。

三男大炊助高久で、文永四年十二月三日、父から伊集院
蒙古合戦にも従軍している。その甥の式部三郎は宮里郷
地頭大隅式部三郎忠光で、彼も出陣したことは明らかで

だのではないだろうか。その名のおこりと考えられるの

月を勘案すると、石谷及び福山地方に次のような田地を

ある（山田文書三六号）。〈式部三郎の手の者とあるから、

は、今も蛇穴としてその名称と痕跡を残す「湯穴」の存

所有していた。
田

在であろう。湯穴の付近一帯の小字は岩井谷とよばれて
いる。〉そして教授は更に町田氏系図を挙げ、式部三郎

）

石谷村古里内馬渡田一町、同村瀬戸口田二反

土橋村内島廻田一町（

福山村大路 道( 田)三反、同柳田田二反、山下田、こは 田

旧土橋中学校敷地下の田圃
今は大字竹之山に属する

光の弟かまたは甥であろう〉とし、久親は伊集院の地頭

忠光は町田氏二代忠光その人であり、〈恐らく久親は忠
職を持つ島津長久の代官として伊集院にはいったもので
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して存し、古くはこの一帯を古里と呼んだのだろう。古

あり、馬渡は古里内としているが、古里は近くに小字と

田氏所領の馬渡であろう。馬渡田一町は中尾田の田圃で

南接している「つんが迫」は堤ケ迫で、このあたりが山

号」に「四段、馬渡のつつみより上」とあるが、馬渡に

り、それの東部に隣接して、馬渡がある。「山田文書七三

石谷の東部、石谷川の源流に沿って小字中尾田があ

源太迫、三ノ小山原

古江薗、桑迫―久徳名に属する

薗（畠）

敷の上方に住む玉利直輔氏七十歳前後、久木崎フミさん

い、そこからは熊野神社下の小字前谷に通ずる（源太屋

住んでいたという。その下方の谷を源どんのホキとい

字「袖ケ迫」に源太屋敷という地名があり、以前は人も

地区のほぼ中央にあたる六カ所公民館の北二〇〇㍍、小

る。源太迫はこのような経緯を経た迫地であるが、石谷

申状（山田文書一五一号）には山田氏の所領となってい

これは認可されたとみえ、建武四年三月の道慶子息忠能

を適用していただきたいと上申した
（山田文書一三五号 。

分を返済したら本主に返すという今度の新政府の徳政令

)

八十歳位の話 。これが源太迫で、石谷のうちでも古く

)

江薗は古里に隣接する小字触薗ではないか。桑迫は仁田

開墾された畠地ではないかと考えられる。

久徳名であるが、石谷久得にその名を負うといわれて

尾にあり、瀬戸口も小字として存在する。福山村内では
こは田（木場田）はあるが、大道田、柳田、山下田は小

まってはなく、古江薗と桑迫が大分離れているように久

おり、前出のように、普通の名のように一カ所にまと

得が開いたあちこちの土地で構成された名と思われる。

たい。
「山田文書九三号」は山田宗久（道慶）と道覚とが田地

次に「三ノ小山ノ原」であるが、以下五味教授の前掲書

字にもそれらしいものがないので後日の研究調査に待ち

を争った結果の和与状で日付けは元徳元年 一三二九 十

所話を骨組にして説明する。「山田文書七〇号」、元享四

(

)

柳田内弐段
世戸口弐段

年（一三二四）十一月二十九日の鎮西下知状は、薩摩国

薗壱ヶ所

二月九日である。この書状で「田地四段

」は道覚の所有ということに決められた。それから数

の境界について、島津式部孫五郎法師法名道慶と、石谷

伊集院三小山原の内の中原と、良金が支配している原と

号源
太迫

道慶は前記世戸口田も源太迫も道慶相伝の地であって、

右衛門三郎法師道有が争論してきたが、今年二月二十六

年経って建武中興が成った建武二年（一三三五）二月、
本銭返しの質券に入れ置いたものであるから、借金の半
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んでいる地域であることがわかる。彼らが和解した内容

るというのである。これで三小山原というのは中原を含

日両者が和解して和与に達したそうだからそれを認定す

ある。当時の百姓達は豪族の庇護のもとに生きねばなら

ふく万名のうち古里の薗二カ所を差し上げるというので

変お世話になったので、そのお礼に先祖からの土地、

これは読めばわかるように、自分も父も島津道慶に大

なかった情況がこの行間に読み取られ、地主達がわずか

○ ○ ○ ○

は、良金知行の原は道慶の知行とし、中原は道有のもの
とし、その境界は「富松の北中野・猿走より向嶋北上の

の田地の相争いを遠く博多や鎌倉まで訴訟に持ちこんだ

院

道

名

金

重

古

代

里

相

配地にならないように守ってやったのであろう。

の家中の一人である良金の所有地を石谷右衛門三郎の支

良金知行原の良金は右の治部房良金であり、道慶はそ

めであったこともまた本状は物語っている。

のは、小作人やその土地で生活する百姓達を庇護するた

鼻崎」となっている。
道慶が支配するように決まった良金知行原の良金とは
さり

どういう人物であろうか。「山田文書一六一号たうきん

集

避状」―かうえい四年（一三四五）十月二十一日―は次
のように書かれている。
伊

薗

さつまのくにいしゆゐんのふく 万 ミやうの内ふるさと
彼

金

金

父

島

上

津

野

安

式

治 部 房

ところで良金の子道金が山田氏に譲った古里の薗は

薗

道

道

のその二ケ所が事、右かのそのハたうきんちうたいさう
地

「ふく万名」のうちとある。我々はここで久徳名のほか

伝

金

良

子

金

に石谷村にふく万名という土地のあることを知ったので

良

依

てんのちなり、しかるをたうきんかちゝかうつけのちふ

金

計

あるが、この名は他のどういう土地を保有していたの

孫

道

秘

ハウりやうきんといひ、たうきんといひ、しまつのしき
部

ふのまこ五らう入道殿御ひけいによて、りやうきんあん
仕

迄

命

恩

浅

道慶の相手の石谷右衛門三郎法師道有は、石谷の永福

か、いまは知ることができない。

堵

公

妻

とつかまつり候事も、たうきん十五のとしより御中に
奉

今

ほうこうつかまつり、おやをもたすけ、 さ いしをもかへり
第

証

文

相

添

と

寺所蔵の「町田家正統系図」によると、「暦応三年庚辰
次

煩

み、いままてもいのちいきて 候 、御をんあさからす候間、
乱

（一三四〇）九月十一日、助久与 樺山三郎右衛門尉資久
違

・小河小太郎・酒匂久景等 、撃 凶徒 有 戦功 、此時

ムラ

ヲ

ノ

行

一

助久家族中村右衛門三郎、及中間孫三郎 並 被 創 、

二

知

二 リ

ナラビニコウムル

一

ヲ

ハ

畢

かのその二ケ所したいせうもんらをあひそへて、永代ま
後

テ

二

いらせ候をはぬ。御ちきやう候へく候。いらんわつらい申
依

一

中村右衛門三郎 法名道有。道有 墓 在 石谷邑前谷 山
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二

ノ

ものも候ましく候、よてこ日のために状如件。
たうきん（花押）

ハ

これによってみれば、弘安四年蒙古十万の大軍が伊勢

（一四六一）御遷宮。当座主神護院定盛代也云々」と。

るというのから見れば石谷に住んでおり、石谷右衛門と

の神風に吹かれて博多湾の藻屑と消えてから七年目に一

中 。」とあって、この中村右衛門三郎は墓も石谷にあ
も呼ばれたのではないか。道有は紀姓石谷氏ではなく、

安之役に出陣し、伊勢神宮の神威を眼前に見た者、そし

宇治城にこの神社が建てられている。ということは、弘

二
一

の関係でもあろうか。」とは五味教授の説である。

町田助久の家族とあるから、「あるいは助久の兄弟叔姪

さて、以上鎌倉末期に谷山の山田氏が知行していた伊

たものであろう。そして、伊集院から出陣した者は前述

て、やっと一段落した頃、居城に伊勢神社を勧請奉祭し

てその後も交代で博多の守りについた武士達が帰郷し
集院内の土地について、「山田文書」にあらわれるもの

の如く久親である。

中にはまったく出て来ない。久親法名道智は何度も述べ

付記に、蒙古侵入のとき「大文字の太刀を以て蒙古を斬

本の系図を忠親までは使用しているが、久親の子忠親の

」「伊集院一流惣系図」は、流布

たように谷山の山田宗久の養父、そして地頭代として活

獲し、誉名を天下に施す者也」としている。あるいは忠

「鹿児島県史料拾遺

を拾って説明したが、伊集院久親やその子忠親らが自分

躍している。しかしその生活の本拠はどこにあったの

いずれにしても久親か忠親か、伊集院氏を称した彼ら

親も父と共に出陣したかも知れない。

はこの頃既に居を伊集院本城に構えていたのではない
(

)

あった。いまも本城内に神明城という所がある（ザビエ

同神社はもと伊集院本城（一宇治城ともいう）の中に

勢神社）について「伊集院由緒記」は次のように記す。

る。大隅助三郎は忠親であり、彼は大隅大炊助三郎久国

乗り、助久の兄は大隅助三郎で、父は道智即ち久親であ

日の伊集院助久請 証 文を見ると、助久は左兵衛尉を名

「山田氏文書九五号」、元徳二年（一三三〇）三月十四

か。

ル記念碑のある所で標高も一番高く、本丸跡地とされている。 )
かんじょう
棟札に「正応元年（一二八八）始めて御 勧 請 、寛正二年

伊集院町大字大田に鎮座する 大田中部落 神明宮（伊

第四節 町田助久

か、にわかに決定し難いのである。

の支配地としている土地は石谷をはじめとして古文書の

（Ｖ）

)
(

(

とも称し 旧記雑録前編九、文保元年九月十九日鎮西下知
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状）、図書介ともいい、法名は道助である（一流総系図）。
忠親の弟助久は、亮久とも書いた文書があるが、五味
教授は、町田氏系図の初めは伊集院氏のそれも覚束な
町田の地は、山田宗久（道慶）が度々先祖相伝の地と

く、町田氏はこの助久が初代であろう、という。

第五節 地頭の圧力

伊集院や満家院（郡山）、その他の地頭職を持ってい

た島津長久は、彼が薩摩国に持っていたすべての地頭職

を島津氏四代忠宗に譲って、自分は長野県、すなわち信

田の字をあてたのであろうが、マツダかマチダか、その

山から流れる小溝によって作られた峡田である。後に町

実忠に讓られたのではないかという。

授によると、伊集院及び満家院地頭職もまたこの頃和泉

郡地頭職をその子和泉三郎兵衛尉実忠に譲った。五味教

島津氏四代忠宗は、文保二年（一三一八）三月に和泉

いづみ

意味は今後に待とう。ともかく、既に開発された土橋島

鎌倉幕府（頼朝）が守護・地頭を設置したのは、旧勢

濃国に持っていた領地に移住した。

廻田 山(田文書一〇五号 、元
) 徳二年 一(三三〇 の)南西につ
らなる竹之山から流れる小溝によって造成された田地、

力を駆逐して、幕府の勢力を扶植するのがその目的で

いっている土橋の島廻の南に接続し、石谷川の支流竹之

助久はこの地をも支配して、町田姓を称したと考える。

あったから、地頭は律令制下の郡司や郷司など従来の豪

るものにしようとし、幕府もまたそれを支援した。

族の経済力、軍事力を侵犯して自らの行政力を確固た

伊集院久親達が伊集院にはいって来た事情は既に述べ

たが、伊集院氏は地頭島津長久の代官を権力の根拠とし

て、次第に田地の買収開拓などでその力を蓄わえていっ

たと思われる。先述文保元年九月十九日の鎮西下知状で

に銭五十貫文を貸しており、それから十年たった嘉暦二

は、大隅大炊助三郎久国は、満家院の御家人比志島忠範

年（一三二七）六月十日にその返済を受けたが、その受
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取証文には久国（忠親改名）の子忠国（大隅助三郎）も

豪族であることがうかがわれる。

は、本流の忠国も、支流の助久も、この地域では相当の

ところでこれより一年前の元享四年と推定される鎮西

連署している。忠国にとっては叔母にあたる初鶴御前の
夫である山田宗久入道道慶も、土橋の島廻の田圃一町歩

下知状案（五味氏前掲書）は、「島津下野前司忠宗法師

子息三郎兵衛実忠・代明舜」と「伊集院郡司四郎

を忠国に抵当に入れて借金している。当時地頭は蒙古防

郎道治

兵衛尉時継法師

法名道 義
今者死去 ( )

石垣の修理を命ぜられたり、負担が多くて困っていた。

いての論争に対する裁判の判決であるが、地頭は、荘園

衛のため博多に交代で出陣させられたり、博多湾防御の
伊集院氏は既に地頭代の職も長久が信濃国に移住後はな

の本荘（庄）の地頭の場合は反別一斗、 寄 郡 （伊集院の

名
子息弥五郎宗継法師 法
迎・
意 河俣弥六

くなり、今までに権力を嵩にきづいた地主の立場で田地

場合は先述建久図田帳に本主・名主などの記載の地は寄

氏五代貞久は薩摩守護職として領内を巡視した。「山田

元享五年（正中二年―一三二五）正月二十二日、島津

たのであろう。文書の後がないので結論は不明であるも

いるが、これを見ると、地頭の実忠はそれ以上を要求し

れているということを旧来の地主は楯にとって主張して

郡、何もないのは大隅正八幡宮の本荘）は五升と定めら

法名
了導

文書七一号」にその供廻りの者達の姓名が記録されてい

のの、地頭の支配力の積極性を物語る一例で、満家院で

よせごおり

等」との間で行われた、地頭の税の取り前につ

法名迎念
今者 死去

る。

を開墾し次第に富を増していったのではないかと思われ

下二十五人、雑駄一匹」と記され、大隅助三郎は「馬八

るが、大隅五郎兵衛尉と称した町田助久は、「馬七匹、上

わかる。この記録は伊集院から谷山鹿児島薩摩半島東部

食されていった。と同時に、旧勢力の中に踏みいって新

の事例が示すように、地頭島津氏に次第にその勢力を蚕

従来からの地主であり、かつ豪族であった紀氏は、右

も比志島氏と地頭実忠の代官とのこの種の訴訟事件が数

の巡視に関するものであるが、この行列で最大の人数を

しく勢力を伸ばしつつあった伊集院氏や満家郡司職を大

匹、上下二十五人、雑駄一匹」とあって、助三郎は伊集

出している一人は山田道慶の孫、すなわち子息忠能の次

多く見られる。

男式部彦七で、「上下二十七人、乗馬六匹、雑駄三匹」と

蔵姓加治木氏のあとを受けついだ税所氏も、そして税所

院忠国のことで、この叔父甥の勢力はほぼ等しいことが

しるされているので、これとあまりかわらない伊集院氏
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氏と争った比志島氏もまた鎌倉後期になると、地頭島津

たところ、こんど永久に売り渡すことにした。

の土地であるが、大隅助三郎に借金の抵当に入れておい

元應二年（一三二〇）十一月二十三日

実忠の攻勢にすっかり参ってしまう。山田宗久（道慶）
の子忠能（忠経）申状（山田氏文書一五一号）はよくその

大隅助三郎はこの年次からみて伊集院忠国である。忠

島・東市来線」を、上伊集院駅から上り、春山入口を経

伊集院から、「東市来、松元、田上、鹿児島の県道鹿児

この地に住んで門貫殿と呼ばれた。

国は門貫の地を買って、これを弟久貫に与えた。久貫は

事情を物語っている。繰り返すが、既に地頭代官ではな
い伊集院忠国も、対地頭の立場は被害者であった。
これが数年後におこる南北朝戦乱期（元弘元―一三三
一）に、南朝にあるいは北朝に味方する豪族や地主達の
去就の原因となる。

と見え、前掲「島津道鑑廻狩供人註文案」、「山田文書七

今村七郎は「山田文書五三号」に「謹上 今村七郎殿」

て台地に上がった左方が門貫で、その下に峡田がある。

「伊集院一流惣系図」によると、前出のとおり、大隅

一号」に「今村七郎 上下七人 乗馬一疋雜駄一疋」と

第六節 門貫殿
助三郎忠国には、石原忠充 光 、門貫殿といわれた久

ある。これから見て彼もまたひとかどの地主侍であるこ

みつ

貫、今村殿ともいわれた今村七郎法名道珍の三人の弟が

)
(

かどぬき

は石谷のうちであったろう。

門貫殿と呼ばれたところから見ると、彼の生活の本拠

とがわかる。
ならびに

いる。「山田文書五二号」を引用する。
野畠地等事

うりわたし奉さつまのくにいしゆいんかとぬきの田園 並 山
四至限 ル
東ハ
谷山堺 ノ
道
限南 原山堺道
ならびに

限西 仁多尾堺道
限北 中原堺 並 鹿児島堺道
おおくら

右のように境界となる道路が示され、この東西南北の
境界地のかとぬき（門貫）は、大藏家安の先祖代々から
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第四章 建 武 中 興
第一節 元弘之乱
元弘三年（一三三三）閠二月、後醍醐天皇は隠岐島か
ら伯耆国名和湊（鳥取県西伯郡）に脱出、名和長年は天

鎌倉幕府の中で源氏のうちでは最も地位が高く、自ら

も源氏の正統を任じ、人からもまたそのように見られて

いた足利高氏花押の密書を得て、頼朝の庶子忠久の後裔

たることを誇りとする貞久は、一も二もなく、一族を挙

げて反幕軍となる。同じく源氏を称する比志島氏一族

も、地頭島津氏にさんざんいじめられてきた恨みを棄て

京都に上った足利高氏は、後醍醐天皇と既に密約があっ

檄をとばした。京都の六波羅軍強化のため大軍を率いて

皇を擁して 船 上 山 に拠り、四方の官軍及び有力武将に

慶その子忠能、指宿忠篤、渋谷典重、二階堂行久らを従

久は北九州の豪族小貮・大友両氏と共に、一族の山田道

貞は同月二十一日鎌倉に進入し、北條政権は亡んだ。貞

高氏らは五月七日京都に入って六波羅を滅し、新田義

て島津氏の無二の協力者となる。

て、船上山攻撃と見せかけて、京都の西丹波国篠村まで

え、博多の鎮西探題北条英時を討って、五月二十五日こ

せんじょうせん

進み、ここから全国の武将に向かって高氏軍への協力を
まいりそうろう

れを滅した。伊集院氏がこの戦に参加したかどうかは明

ほうきのくによりちょくめいをこうむりそうろうのあいだ

きょうきょうきんげん

五日付けで日向国守護職を与えられ、更に翌建武元年四

島津貞久（上総入道道鑑）はその戦功によって六月十

らかでない。

訴えた。「旧記雑録前編巻一七」に
ほんいにさうろう

高氏花押

令 合 力 給 候 者 、 本 意 候 、 恐 々 謹言。

ごうりきせしめたまいそうろはば

「自伯耆 国 蒙 勅 命 候 之 間 、 参 候 、

四月廿九日

月二十八日には大隅守護職に任ぜられ（旧記雑録前編巻

一七）、従来の薩摩守護職と共に初代忠久以来はじめて

島津上総入道殿」
という高氏から島津氏五代貞久に与えた密書の記録があ

新政府は雑訴決断所という役所を新設し、従来からの

三州守護職を兼任することになった。

訴訟問題の裁決に当たった。谷山郡司覚信と山田道慶及

る。これは縦二寸六分（約八・五㌢）、横二寸二分五厘
（約七・三㌢）の小さな絹布に書かれているという（小学

びその子忠能との争論は裁定されて、山田、上別府両村

館刊日本の歴史一一巻三四頁写真 。)高氏の密使はこの
ような小布を身にかくして四方に飛んだのである。
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新政府はまた建武元年正月三日、「諸国一同法」とい

れたまま山田忠能と覚信の子谷山隆信との反目となる。

を果さないうちに建武元年十二月に死亡し、問題は残さ

どを山田氏に渡すことになっていたが、覚信はその実行

の地頭職は山田氏に与えられ、谷山覚信は地頭得分米な

らははじめ尊氏追討軍に加わっていたが、途中から尊氏

元元年二月、九州に走る。島津貞久、山田宗久（道慶）

追って京都に迫ったが、楠正成らの知謀に惨敗し、翌延

尊良親王を将とする尊氏追討軍を箱根に破り、敗軍を

入った足利尊氏は、新政府に対する反逆を明らかにし、

尊氏を迎え討つ菊池武敏の軍と三月二日福岡市箱崎近

に従って九州に下った。

抵当に借金している者は、借金の半分を返済するとその

くの多々良浜で戦った尊氏は、官軍を破り、ために九州

われる法を発布した（県史第一巻四三六頁）。土地などを

抵当物は元の主に返却される、という法律である。御家

た尊氏は五月二十五日神戸市湊川に新田・楠の官軍を破

の諸豪は大方尊氏に従属することとなった。大軍を率い

り、京都に入って北朝を擁立する。後醍醐天皇は吉野に

人特に元冠に出征し、あるいは博多警護に当たり、また
しく、借金して衰微する者が多かったので、その救済策

行宮を置き、ここに南北朝時代（吉野時代）が始まる。

防御陣地の石築地修理を命ぜられた武士達は経済的に苦
としてとられた処置であった。これで前述の如く山田道

山田忠能らは山口県の赤間関まで尊氏を出迎え、多々

伊集院忠国がこの時北九州に出むいたかどうかははっ

良浜の合戦には菊池氏と戦った。

あんぐう

慶は伊集院氏に抵当に入れていた土橋の島廻田地、古江
薗、源太迫などの土地を取り戻した。また満家院の比志

きりしないが、弟の大隅次郎四郎石原忠充は力戦して足

島彦太郎義範も建武元年五月、伊集院忠国に提供してい
た抵当物件、満家院内山口田一町及び竹中屋敷一カ所を

利直冬から感状を貰っている（島津国史）。

延元元年（建武三年）四月から六月にかけての輝北町

忠らの鎮圧に当たることになる。

隅で官軍を率いて活躍する肝付兼重・伊東祐廣・野辺盛

の軍兵が参加し、一方島津貞久は薩摩に帰り、日向・大

尊氏の東上軍には比志島義範兄弟など薩摩からも多数

借金二十貫文のうち半分以上を返済したから私に帰すよ
う命じて下さいと願い出ている。（旧記雑録前編巻一七）
ざ せ つ

第二節 中興挫折

建武中興は間もなく挫折し、建武二年（一三三五）七
月、北條時行の乱を鎮定するために勅許を待たず鎌倉に
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百引の官軍の拠城加瀬田城攻撃に貞久自ら将となって、
子息樺山六郎資久・島津左京進宗久（伊作氏）・山田式
部諸三郎忠能・二階堂紀伊権守行久・莫禰成長入道圓也
従え、本田久兼が 軍 奉行となって采配をとった。この

いくさ

・篠原孫六国道・祢寝清種・郡山弥五郎頼平らの武将を
中に大隅助三郎忠国の名も見える（旧記雑録前編巻一
八、伴譜兼重伝）。

第三節 兇徒忠国
吉野朝廷では九州の官軍の統率者として懷良親王を派
遣することになり、その前駆として三條侍從泰季が薩摩
に下向し、官軍に志のある武士を召集した。延元二年
（建武四年）三月前後のことである。
建武四年三月二十三日の源忠経（比志島氏）が薩摩守
護代酒匂久景に認めて貰った軍忠状に「大隅助三郎忠国
以下兇徒」とあるから（旧記雑録前編巻一九）、忠国は三

條泰季の招きに応じて、足利方の島津本家貞久の手を離
れて、島津一族の主流としてはただ一人、南朝の方に味
方することになったと思われる。
伊集院忠国はそれ以来、肝付兼重・矢上氏・谷山隆信
・指宿氏・知覧氏などと共に、南朝軍の雄として薩隅の
地に活躍し、武力を以て伊集院を中心とする郡山、日置
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が、各自支配するようになった土地を姓としたので、そ

その他の地方を制圧していった。それは彼の子供や孫達

ニ 家有之。一、同庶流串良有之」
左衛。一、此庶流大崎 両

「伊集院忠国十六男号四本伊豫守為吉。十七代孫四本六

惣系図」では他腹三男とある。「島津家譜」は、たとえば

うなって、その子孫がどこに住んでいるかを記してい

といった具合に徳川時代における右系図諸氏の流れがど

の姓を見れば伊集院氏の勢力範囲がわかる。

第四節 入佐・四本・直木

入佐及び四本に就いては南北朝時代に、右のように文

る。

た。建久図田帳（一一九七）の「末永」の地に含まれて

献の上でその存在を知ることが出来る。ところで現在は

忠国の庶長子忠貞は猪鹿倉に住んで猪鹿倉氏を称し
いたと思われるこの地は、百余年を経て猪鹿倉という新

野崎、若松の両城を落し、日置庄の河北及び河南の地を

る。忠国や助久の供廻りは二十五人、山田道慶の次男彦

「直木彦二郎 上下廿人 乗馬七疋 雜駄二疋」とあ

前掲「山田文書七一島津道鑑廻狩供人注文案」の中に

四元をも含む地域の直木はどうであろう。

占拠した、と県史にあるように、吉利地区まで支配する

七が二十七人であるのを見ると、この直木彦二郎もこれ

興国七年（一三四六）八月、忠国は兵を日置に進め、

開地になった。

ようになった。その結果その子久景（久秀ともいう）は日

らにあまり劣らぬ地主といえよう。もし彼が元弘争乱以

はこれ以外には見あたらないので、直木を領して直木を

れば、それにふさわしい、供揃いである。しかし彼の名

よし

与えて古垣姓にしている（このあたりを古垣といったら

置を領して日置姓となり、次男久禄に日置小学校付近を

前に直木を中心に現松元町の南半分を支配していたとす

松元町と関係のあるのは四本（元）氏である。四元も

名乗ったのかその出目も定かでなく、これだけでその頃

しい）。
鎌倉末期にその名を与えられた新開地であろう。次は忠

直木の成立を証明することはむずかしい。

｢

｢
｣

｣

春山に「 城 」、 城ノ岡 、 城ケ崎 の小字名があり、

じょう

第五節 春山古城趾

国の孫になる三郎五郎景久が姓とした入佐である。伊集
院一宇治城の砦の中に入佐城という名が「伊集院由緒
記」に見えるが、入佐景久が守衛していた砦でもあろう
か。しかしその場所は定かでない。景久は「伊集院一流
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流を越え、丘の少し低いところを斜め南東に通ずる小道

落から下りてきた道路にひきついで、西側を北流する小

階と各段に若干の平地があり、南部は西方台地の馬場集

た。頂上には三〇㌃程の平地があり、そこまで三段の段

鹿児島福昌寺開山）の創建という泰陽山直林寺があっ

十一子石屋眞染禅師（一三四五出生、伊集院妙円寺及び

に彦山神社、そして小流を隔てて北方に伊集院忠国の第

三面を東方谷山へ流れる永田川源流の小流が囲み、北麓

岡の形状からして中世山城のおもむきがある。東西北の

の 原 流 と な って い る

擁 して め ぐ る 永 田川

城を 東西の南 から

争 の 接 点 に あ っ た。

国と、この両陣営の抗

朝 に 属し た伊 集 院忠

ながら、ただひとり南

島( 津 氏 六 代 に) 嫁 が
せて いる 姻戚で あり

五 代 貞久 の次男 氏 久

｢
｣

｣

流 して 、 一 時峡 間を

｢

伊集院由緒記 に 春山村古城跡一カ所 とあるのはこ

下 って 奔 流する と、

小 流 が 城 の北 東で 合

が走り、その西側に「餅ケ丸」の小字、更にその西には
「中の丸」がある。
れを指すと思われる。

谷山五ケ別府の川口に出る。伊集院・松元町から谷山の
この山城は南北朝抗

持っていた山田氏は、既述のとおり伊集院土橋の島廻や

る。谷山の山田村と別府村（五ケ別府）両村の地頭職を

らなる幹線道路となっているこの道は、古来の道路であ

臨海工場地帯に向かっての、また皇徳寺などの団地へ連

丸というのは城の一

争期における谷山の山

石谷及び福山地方に田地を持っていた。その所領の田地

郭、砦をいった。

田、別府両村の地頭で

との交流はこの道路によるしかないのである。

島津伊集院氏を実際に確立したと思われ、そして谷山

あって、守護島津本家
山田氏と、島津一家で

の山田氏の基礎を築いた人物とも推量される「大隅五郎

とその行をともにした
はその娘を本家島津氏
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長の地頭代として伊集院に居を構えたとするならば、彼

太郎久親法名道智」が、伊集院谷口十四町の地頭島津久

視した時代といわれるが、その実情はわからない。

からの情誼を重しとしたのか、そのような義理人情を無

が、お互いだけで直接戦ったことはないのである。古来

しかも南北軍の先鋭部隊であった伊集院氏と山田氏と

どうち

がしばしばその娘初鶴御前・その夫山田宗久に、山田家

を築いたものと考えるからである。

が敵の侵入を防御する前衛拠点として、この春山の古城

以上述べたのは伊集院氏か、山田氏か、そのどちらか

の後見人として会いに行った道はまたこの道であったろ
う。
延元二年（一三三七）三月、西征将軍懷良親王の先駆
として、三条侍従泰季が薩摩に下ってきた。伊集院忠国

古城の北麓を流れる永田川が激流となって谷山の五ケ

山市誌」は「伊集院頼久の居城といわれる」としている。

別府へ流れ落ちて五〇〇㍍川口に川口城があった。「谷

はその招きに応じて南朝方となる。
谷山では旧谷山市北部を支配する地頭山田氏と、支配

だが、頼久（忠国の孫）の時代にはじめて造成した山城

権のことで数十年法廷で争った谷山郡司（隆信）との今
度は武力による抗争がつづく。

春山城、川口城ともに、伊集院から谷山にはいる古来

かどうか、それもわからない。

島津豊後守実忠（島津氏三代忠宗の子で伊集院・満家院

波田の諸将と共に、懷良親王来着の報に接して谷山城に

からの幹線道路に沿っている。伊集院忠国が、原田・桑

延元四年（暦応二年―一三三九）四月、伊集院忠国は、
の地頭職を讓られ、地頭の権限を拡張して、伊集院氏・

伺候したのはやはりこの道を通ってでのことではなかっ

山田氏・比志島氏など在来地主を圧迫した）が拠ってい
た給黎院上篭・綱屋の城を攻略（県史一巻四五三頁）し

たのか。

第六節 平城背後地

た。忠国がどの道を通っていまの喜入町に進出したかは
わからないが、喜入町すなわち往事の谷山南部から知
覧、そして喜入にかけては伊集院忠国の第九子今給黎久

俊正、椙保末、及び祢寝清種らを率いて市来城を攻め、

すぎ

興国元年（一三四〇）七月、島津貞久は川内の権執院

ところが、南北朝期の抗争戦乱開始から十余年、敵味

城主市来時家を降し、勢に乗って伊集院一宇治城に猛攻

俊の領知となる。伊集院氏の発展は目覚しい。
方の攻伐の最も激しい時代に、境界を接していながら、
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を攻撃したが、三郎重久・又三郎氏久などその子供達を

ケ別府など山田氏の領地を押し通って行ったと思われ

はじめ、有力幹部に負傷者が続出し、手痛い打撃を受け

を加えた。伊集院忠国もこれを支えることができず、城

「鹿児島県地誌」には古城村のところで

た。宮方の士気は更にあがり、忠国らは翌七月の末まで

る。島津貞久は官軍の勢いがつかぬうちにと忠国らが谷

「 内 城 墟 、村ノ南ニアリ、東西凡壱町三拾間、南北凡

に北は満家院内の島津兵衛三郎久実の居城ならびに島津

を棄てて伊集院町大字古城の平城（内城ともいう）に退

弐町……北条氏ノ時島津久経其姪俊忠ヲシテ本村ヲ領セ

平三郎家久の原（厚）智城を下し、南は日置庄内の若松

山に伺候（六月二十七日）する以前、六月十九日谷山城

シム。俊忠本城ヲ築キ之二居ル。俊忠ノ子久兼伊集院城

城、地頭島津豊後守実忠の代官が守っていた永吉の南郷

いた。

ニ移ル。」

城を奪い、短い期間に串木野以南の地は南朝方の制圧す

うちじょうあと

匂わせている。

と記し、古城が伊集院氏と古くから関係のあったことを

川内に退いた貞久は再び兵を集めて反撃し、八月五日

るところとなったのである。

が、肝付兼重らが鹿児島の東福寺城（祇園洲上の山城）

谷山に進出して波之平、牛下で戦ったが勝たず、帰途平

貞久は翌年八月十五日、また大挙して平城を囲んだ
を奪ってこれに拠ったので、それに備えるために囲みを

城に忠国を囲んだがこれまた落とすことが出来ずに川内

五郎隆信の居城に入り、官軍の勢いは俄かに奮い立っ

朝軍待望の懷良親王が薩摩に到着、間もなく谷山の谷山

し、谷山城の背後の脅威を除き、武家方の重鎭伊作宗久

いた忠国は兵を日置に進め、野崎城・若松城を再び占拠

く数年を過ぎ、興国七年（一三四六）八月、満を持して

その後互いに小ぜり合いはあったが目立った動きはな

に帰った。

た。伊集院忠国は六月一族若党百余騎を率いて谷山城に

を却って包囲する態勢をつくり、宮方の士気が上がっ

翌興国三年（北朝康永元年―一三四二）五月一日、南

解いた。

伺候し、同日伊集院の武将である桑波田掃部充宗景、原

た。この頃忠国は再び一宇治城を取り戻し、平城から帰

かもんのすけ

田又四郎入道経道らも手勢を率いてはせ参じた 阿蘇文

(

城したと思われる。翌正平二年十一月、懷良親王は肥後

書）。
彼らが谷山へはせ参じた道は、松元から春山に出て五
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拠し、正平五年八月には郡山城を奪い、日置吉利から旧

へ移られたが忠国の勢力は衰えず、既述の通り日置を占

し東にはいった坊野には有名な黒川洞窟がある。縄文か

し、西すれば日置上、及び吉利に通ずる。七呂からすこ

田川と合流する。川伝いに下れば七呂を経て永吉麓に達

の源流の山方部落付近からも石器類を出すという。平城

ら弥生にかけての遺物を出しているが、永田川沿いはそ

こうのもろなお

伊集院郷、そして郡山に至る地域を抑えた。
その頃足利尊氏の重臣 高 師 直 兄弟と尊氏の弟直義と

塔研究家の故黒田清光先生は、鎌倉末期のもので税所次

直木の小字向原の東氏宅に税所氏の相輪がある。古石

第一節 税所氏相輪

第五章 税 所 氏

は当時の交通上そして戦略上の要地であった。

が反目し、高兄弟は正平六年二月二十六日に直義に殺さ
まんじともえ

れたが、直義もまた翌年の同月同日尊氏に毒殺された。
このような足利幕府の内訌で薩隅の地も 卍 巴 の勢力争
いとなり、貞久もその子氏久も南朝に降る時期もあっ
て、元中九年（一三九二）には南北朝の合一となり、伊
集院氏はこの南北朝争乱期に、先に伊集院忠国の子や孫
の姓で知り得たような地域を支配する豪族にのし上がっ
たのである。
伊集院忠国は興国元年（一三四〇）八月から同三年八

また坂を上がれば入佐の下原部落に達する。その間直線

呼の間、城を下って谷に出、谷伝いに永田の谷筋に出て

集資料編」の「檜前姓税所氏の系図」 Ｂ を併せたもの

文中のもの Ａ と、黒田先生著「中世石塔の再診断第一

（一九六一）所載「大隅国御家人税所氏について」の論

この税所氏系図は五味教授の「鹿児島史学第九号」

郎忠秀の宝塔の相輪と推定された。

距離で五百歩いて一キロ㍍にすぎない。入佐は平城を守

で、Ａでは忠秀・秀胤ともに早世で、秀胤のところは□

城と入佐の間は永吉川の源流をなす小溝の谷を隔てて指

月までは右のように確実に伊集院古城の平城に居る。古

るためにその背後地として重要な位置にあった。

)
(

といっても二十歳を越しても子供がなければ早世として

胤となって秀の字はない。また次の祐宗も居ない。早世

)
(

古城から「おんぢょが坂」を下り、日吉町の岩井田・

いるようではある。

小吹に出れば、恋之原から古城の下を流れて入佐との境
界となっている永吉川が、入佐の山方から流れてきた永
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次郎が税所二郎忠秀であれば問題は簡単であるが、その

間の橋渡しをするものは何もない。そこで税所一族の行

動を追ってみることにしよう。

税所氏系図の義祐の付記にあるように、税所氏は大隅

国の大介というから、いまでいえば県の部長級で、また

税所職というから税務課長といえる。国分市地方の系図

に列記されている土地を支配していたが、義祐の伯父に

当たる篤満が、北條氏が和田一族を討った時に鎌倉にお

り、北条氏のために武功を挙げて戦死した。その妻は満

家院郡司大藏幸光（満）（加治木氏）の姉妹であった

が、幸満が承久之乱（一二二一）に朝廷に味方して満家

院郡司職を北条幕府に没収されていたので、夫の武勲の

功としてこの満家郡司職を所望し、それが認められて彼

と見られるものがあり、黒田先生は前者を忠秀らの兄敦

の宝塔相輪があり、石谷東の木藤京一氏宅には南北朝期

上谷口内田の上坊観音堂跡にやはり鎌倉末期の税所氏

わるのであるから、彼女が夫の弟祐満に郡司職の権利を

の篤満の妻とはかって、満家院郡司職はまずその妻に給

が、源頼重の妻となった菩薩房である。彼女はその姉妹

満家院郡司職を税所氏の所有にした篤満の妻の姉妹

た。祐満の子が義祐である。

女に与えられ、そして篤満の弟にあたる祐満に譲られ

（篤）胤の、後者を四郎祐宗のものではないか、とされ

西俣・城前田・上原薗の五ケ名の名主職を菩薩房が貰う

譲る前に、その権利の中に含まれている比志島・河田・

松元町と税所氏との関連がこのように出てくると、税

ことに決めたらしい。そしてこの五ケ名の名主職は菩薩

ている。
所氏なるものについて説明しなければならない。直木彦

120

宮とも関係が深く、義祐の次男信祐の子道祐は、大隅正

あった。税所氏は大隅正八幡といった隼人町の鹿児島神

税所氏の経済的政治的基盤は姶良郡隼人国分地方に

・辺牟木氏などの興起の基礎がここに築かれる。

ある。そしてその子孫である比志島氏・河田氏・西俣氏

房の子重賢、すなわち比志島氏の祖栄尊に譲られるので

辺保木（郡山町）

同

得重の原田字六段田

土橋のうち 田平田

同

同

迫 田

平 田

一二五

三 四〇代樋脇あり

二 六段田あり

六 寺田平あり

三 迫田あり

五 いま片平田の地名あり

下神殿の内 山下田 一町四段

常念居薗

薩摩迫薗（在下谷口）

山下薗

計三町五段一五代

樋 脇

八幡の荘園である伊集院上神殿を領することになる。

第二節 上神殿祐継
詳しくは五味教授の「薩摩国伊集院の在地領主と地
頭」を見ていただきたいが、道祐は祐継とも言い、法名

上神殿次郎太郎祐継幼名くわんのう（まる）は、「旧記

・

（鹿児島史料旧記雑録前編一 一二三〇号）

祐継の母は伊集院郡司紀持時（迎慶）の娘、そして時継

月二十七日の文書で、祖父の院司沙弥迎慶、すなわち伊

雑録前編巻八、鹿児島県史料一の八〇七号」弘安二年六

を迎祐といった。父信祐の妻、すなわち上神殿次郎太郎
（迎念）の姉妹らしい。祐継は、弘安三年八月二十三日、
ま んどころ し き いか

父税所信祐から「大隅国正八幡宮政所職己下得分並餅田
「県史一巻」三五七頁に、上神殿祐継が、伊集院郡司

るから、それ以上の財産を所有していたと見るべきで、

る。彼は、これらを養うだけの、これは母方の讓りであ

集院郡司持時から、三二人の家人召使男女を譲られてい

紀時継（法名迎念）及びその子弥五郎宗継（法名迎意）

右に掲げた田畠などを買得し、鎌倉末期においては伊集

村」を讓渡されている観音丸である。

と、永仁六年（一二九七）頃から多年にわたって下神殿

院地方で各方面にわたる相当の土地支配者であった。
一、古寺跡

「伊集院由緒記」の麦生田今寺のところで

そのほか次に記すような土地の所有権について争論し、
博多の鎭西探題に訴訟を起こして勝っていることが記さ
れている。
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石塔之銘
・

・

・・

右志者為当寺建立大壇那沙弥

久二年頃の出生である。

先に述べた「山田文書一四号、文永十一年（一二七四）

十二月一日」の成阿弥陀仏の書状に、いままで私の方の

とあるこの兵衛太郎は税所義祐で、あなたとは、比志島

にあたるのでこれからはひたすらあなたにお願いする、

く じ

迎 佛年齢九十 七月十一日今終出

いろいろな公事を兵衛太郎に依頼してきたが、私に不法

正応二年八月廿九日孝子敬白

離主死往生極楽損証 彫割如件
石塔一基

栄尊の孫で上総五郎二郎を称した時範であろうと述べ

字不詳

僧甲冂靈

た。成阿弥陀仏は慶西紀時村の妻であるが、上神殿次郎

たのではないかとされている。彼女は文永八年十二月十

太郎の母、すなわち郡司時継の姉妹達と近い関係にあっ

元享二暦正月三日
右は往古尼寺の跡と申伝候 山号寺号並開基破壊之年間

五味教授によると「迎仏」は税所義祐の法名である

村に嫁いだものとされている
（薩摩国伊集院の在地領主と

を末葉としており、その本家から出て支流の土橋名主時

六日の文書で郡司紀清忠を本主（本家の意）とし、自分

等不詳 当分地面は百姓屋敷に相成居 寺跡と申伝迄 御

（前掲旧記雑録一の一二三〇号）。そうだとすれば、いま国

郡司職をも兼ねる税所氏に紀氏一族は頼るところがあっ

大隅国の国衙の役人の肩書きを持ち、おとなりの満家院

義祐の菩提（ の字は菩薩の略字）を弔って、孫祐継が

たのであろう。更に、満家院のうち上原薗は税所義祐が

地頭）。このような関係で姶良郡地方にも所領を持ち、

石塔を建てたのであろう。その塔は今はなく、今寺（小

満家院郡司職を受領した際紀氏一族の上原能基を代官に

宗竹山の地に寺院があり、その寺を建立した大壇那税所

字となっている）
から移したという宝塔が麦生田宮下停留

述

うが、これまた税所氏と紀氏との関係を窺わせる。（後

しており、能基は上原に住んで上原を姓にしたのであろ
)

九十歳で没したとすれば、税所義祐は西紀一二〇〇年建

因みに正応二年は西紀一二八九年であるから、数え年

る。

所の墓地入口にあるが、税所氏の相輪をいただいてい

道三号線麦生田三文字の西約一〇〇㍍足らずの国道下孟

座候

ニ
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税所氏が満家院内で直接支配する土地は義祐の子七郎

持っており、特に鎌倉中期ごろから満家院内の豪族達と

に島津氏は満家院の地頭職及び満家郡司名田の地頭職も

ところが税所氏が満家院の郡司職を手に入れた頃は既

上原薗は税所氏が比志島氏に与えることになっていた五

知之」の土地に「上之原」と思われる上原薗だけである。

その妹のところで付記されている「満家院内油須木村領

の弟の「満家院内小山田村ニ少シ田之レ在リ」の土地、

祐秀が知行した中俣村、及び童名を弥陀僧といった祐秀

支配権財産権について相論し提訴し、あるいは圧迫しあ

カ村の一つであったが、前郡司加治木氏（大蔵姓）と関

第三節 満家院の税所氏

るいは懷柔して、彼らの上にその支配権を強化しつつ

係のあった紀氏一族の上原氏が住んでいたので、名目上

つのが普通であったが、満家院では島津忠久が地頭に任

その管理する土地から反当五升の兵糧米を取る権利を持

地座主職）の肩書きも持っているが、これも実質は島津

花尾権現、それを管轄する別当寺平など王院の座主（厚

税所氏は東俣及び厚地村の年貢を以て維持されている

配したのであった。

は税所の支配として上原氏がその代官となって実質上支

あった。
税所氏についていえば、郡司職には郡司得分米といっ

命された時に、川内の宮里郷地頭職に見るように、なお

忠久の母丹後局を祭るという）、このようにみてくる

氏の支配するところであったろうと思われ（花尾神社は

て満家院内から五十石の米を取る権利があり、地頭職は

それ以上に郡司の権限に食い込む、すなわち前記郡司名

と、税所氏は満家院内で生活の根拠とするような土地は

田に対する地頭権が与えられており、税所義祐は郡司得
分米について島津氏二代忠時と宝治元年（一二四七）十

ほとんど持っていなかったことになる。

したのであった。和解といっても結局税所氏は郡司得米

広大な荘園を支配する大隅正八幡宮政所職を兼ね、当時

黒田清光先生の話では、大隅国衙の役人であり、且つ

第四節 相輪分布図

二月に論争をはじめ、その訴訟事件は延々と続き、四十
年を経過した正応元年（一二八八）、すなわち義祐死去

分も地頭方に取られ、わずかに「郡司職」という名前だ

曽於郡と呼ばれた姶良郡のうち栗野の恒次・重武・重富

の前年六月七日に義祐の子篤秀と島津氏との和解が成立

けを肩書きにつけることができたのみであった。

123

・桑本郷の松永ら多くの土地を支配した税所氏の墓石が

税所氏相輪は黒田先生によると次男家を示すというか

古墓地脇にそれぞれ相輪が一箇あて。税所氏は寺脇にも

大字寺脇の鹿児島本線踏切近くの崖の上と、寺脇部落

ら上神殿祐継一統のものであろう。

は、国分市府中・東藤美氏宅及同市関ノ迫―但室町期―

土地を持つに至ったのか。さらに西進して市来町来迎寺

姶良郡方面には意外に少なく（「中世石塔の再診断」に

それに比べて現在伊集院町内だけでも古文書には税所氏

跡の市来氏墓地にも存在する。

隼人町松永―応永頃―の三件だけが挙げられている）、
関係はほとんどあらわれないのに、古石塔は実に多いの

郎園の鉄道変電所先の田圃に突き出た小丘の上に五輪塔

祐継が紀時継父子と争論して得た薩摩迫薗の下方現四

今は郡山町里岳の智賀尾神社近くの南氏宅にかなりの

に一箇、そして池田部落八幡神社下に、五輪塔に囲まれ

若干と相輪があり、そこから西二〇〇㍍の梅岳寺跡墓地

である。

塔、一基は納骨塔）、既述のように麦生田宮下の墓地に

て高さ一・五㍍の完全な宝塔一基がある。黒田先生によ

大きさの宝塔三基があり（二基は夫妻と思われる逆修
南北朝期の相輪を持った宝塔一基（但し塔身は納骨孔が

ると税所義祐の納骨塔ではないかという。

郡司職などを与えられたか与えられない頃に存在した寺

二二七）五月とあったというから、税所氏がまだ満家院

が開山となって建立したとあり、鐘の銘に嘉禄三年（一

「伊集院由緒記」によると、平等寺は嘉禄年中頼遍法印

その他にも相輪四つを確認している。

いた墓石塔をこの山腹の境内に運びあげて組立てたもの

開拓して社殿を新築した当時、この付近一帯に散在して

史第一輯」に、「これは小原清吉氏が昭和十七年、ここを

昭和三十八年に竹下隆二先生が書かれた「松元町郷土

型に二十二個の五輪塔、そして税所氏の宝塔がある。

その二〇〇㍍手前に小原権現があり、そこにまたコの字

ここから直線で一・五キロ㍍、上坊石塔群に達する。

第五節 小原権現

なく、首部の高さが二㌢で相輪とは別のものかもわから
ない）、次に麦生田平等寺跡に納骨孔のある宝塔二基、
夫妻のものと思われるが、小さい方の宝塔の相輪は塔身

である。墓地に、三重石塔と思われるものが二基、更に

であります。」と。そのとき小原清吉氏自身から聞かれ

と合わずに大きい。その相輪に応ずる宝塔が別にあり。

開山頼遍法印の建長二年（一二五〇）の入定窟がある。
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○

○

○

○

たことが書いてあって、さらに「この墓石を境内下の田
や川の中から運びあげる時、
まことに軽く工事も早く終
わったことは不思議であったといっています。」とあ
る。この古石塔群は上坊のものと一緒であろう。

うえんぼう

第六節 上 坊石塔群

ここで昭和五十三年七月、
上坊石塔群が整理復元され

た折 に、 同月十日付

の、こ の石塔群なら

で 書 かれた黒田先生

びに 近隣石塔群に つ

いて の論 文が あ る の

で抄記しょう。

…前後三日間の整

理中に、巨大五輪塔

の火 輪も 空・風輪も

近く に出土し、 その

下から税所家の夫人

の宝 塔三基もみ つか

り、 六十数基分 の五
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輪塔も出土しましたが、税所家の男性の塔身と相輪は
ついに見つかりませんでした。しかし台石の状態から

く慣行されてきました。

向かって左側の上段には税所家の相輪をつけた宝塔

六㌢ のものが税所義

で 塔 身 の首部 の 高 さ

が あ り ます 。 そ の 中

向かって右側上段にある巨大五輪塔の水輪には、火

みてはるかに早い時代に転落しているようです。

葬骨灰を収めた納骨孔もあり、その水輪の高さと最大

の も ので 、 三 ・ 五 ㌢

祐 夫 人 の も ので 、 四

のも のは敦直夫 人の

半経部の高さとの割合から、間違いもなく紀氏の五輪
また火輪の一辺の厚味が六㌢弱ですから、日本の大

も ので あ り ま す 。 こ

㌢ の も のが 篤胤 夫 人

宝令で定められた小尺（曲尺）で一寸五分ですから、

塔であることが確認されました。

鎌倉中期の建治年間（一二七五～一二七七）の造立で

台 が あ りま すが 塔 身

の 外 に 男 性 の笠 石 と

当時の技工標準では二カ年乃至一カ年半の工程で完

や 相 輪 が み つか る と

あることもわかりました。

成されておりますので、およそ文永年間の終わりごろ

ります。

判 定 さ れるこ と に な

下段にある五輪塔群はすべて平安末から鎌倉中期ま

死亡されたものと推定されます。

でのもので、紀氏の近縁者や家臣達が生存中に供養の
た め に 建て た も ので して 、 こ の 世 の 安 泰 と 福 利 を 祈
り 、 あ の 世 の 極 楽 往 生 を 願 っ た 逆 修 五 輪 塔で あ り ま
す。
このように逆修供養を営んでおくと、子孫が五十代
も百代も供養をつづけてくれる。その百倍二百倍も功
徳があるという仏教思想によるもので、古来から久し
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塔で あ り ま す 。 最 下 段 に は 残 欠 の 五 輪 塔 が あ り ま す

もので、納骨孔のある数基をのぞくとあとは逆修五輪

その下段にある五輪塔群はすべて税所家の家臣達の

紀元忠代子息元員云々」とあるように、高良別宮から

す。また紀元忠も弘安八年（一二八五）には「大宮司

保の譲状によって紀元忠を大宮司に定補しているので

宮司紀元保とあり、十二年後の文永二年には早くも元

ようやく建長三年（一二五一）七月になって初めて大

姿を消しているのです。この辺の事情がこの上坊や池

して大切に保存せねばなりません。
建久八年（一一九七）の薩摩国図田帳に「十万六町

田や米丸や四郎園の石塔分析から判明するならば、き

が、どんな残欠でも将来の学術研究上不可欠の資料と

万得名主紀平二元信」とありますが、十万という土地

有 馬 注 ・ 先 に 述 べ た が 再 記 すれ ば 、 税 所 義 祐 の 父 祐 満

わめて興味ある課題となるのではありますまいか。

記されております。池田や米丸や四郎園に紀氏関係の

が、満家院郡司職を得た経緯は、祐満の兄篤満は建保元年

は「伊集院町郷土史」に飯牟礼と谷口との中間とだけ
逆修五輪塔群がありますので、上坊を含むこれらの地

治木（大蔵姓）幸光（満）は承久之乱（一二二一）に際し

（一二一三）五月鎌倉に居て、和田合戦に際し和田義盛の

紀平二元信はのちの紀平二元保に当たるようです。

上洛し、院方となって戦い、敗れて失跡した。その所職領

域が該当するものと思います。六町とあるのは建久八

元信の父は税所義祐の父祐満が満家院郡司となったと

息子らを 射殺 する武勲を挙 げたが戦死 した。 満家郡司 加

きその代官をつとめた紀能基で、系図上では能基―基

祖栄尊の母菩薩房も同）であったので、夫篤満の武功に対

地は幕府に没収された。篤満の妻は幸光の姉妹（比志島氏

年までに開拓された土地のことでありましょう。

保―基忠―基員と続くのですが、一般の文書では元保

元保をして先例に任せ大宮司に補し本屋敷を安堵せし

良別宮の寛喜三年（一二三一）八月の文書に「早く紀

いうわけか筑後国山門郡瀬高下庄の鷹尾別府にある高

―元忠―元員と書かれているようです。ところがどう

な った の は い つ か ら か は っ き り し な い が 、 最 も 早 い も の

義祐が父の譲りを受け、満家院の事を沙汰するように

を継いだ祐満が満家郡司職を得たのであった。祐満の子

を上申し、幕府の許可を得た。そして篤満の弟でそのあと

して、没収された兄弟幸光の所職領地を与えられんこと

は天福元年（一二三三）十月二日の僧智弘らの文書にふち

む可き事」と着任を催促しており、同年八月二十四日
には紀元保の補任状が出されていながら着任もせず、
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○

(

(
)

)

はらよしすけ 花神 旧記雑録前編巻四 とあるので、義
祐が満家院に関係するのはこの頃からであろう。

チビっ子広場近くにも紀氏関係石塔群がある。

これらの石塔群からその関係を求めるために、それら

輪の一辺の厚味を計測してみた。

の五輪塔について造立年代を明らかにする目的で、各火

（厚味の薄いほど年代が古い―有馬）

正和元年九月十日、この元年の文字の横に二があるの
三郎基員と中俣弥四郎入道道証との相論に対する守護代

第七節 十万の開拓

で正和二年（一三一三）かも知れないが、この文書は上原
沙弥本性の裁決文で、この中で基員の曽祖父は能基で、税
所義祐の代官であったことが述べられている（旧記雑録

と、第二には建久の初め、上坊を主として池田や米丸の

を卜して自分の居城と定めたのは平安末期であったこ

まず第一に建久八年以前に紀平二元信がこの上坊の地

上原能基はこれによって、だいたい十三世紀半頃の人

前編巻一一）。
物といえよう。能基は紀氏であって、前満家郡司大蔵幸光

地に開拓をすすめて建久八年までに六町を開墾していた

第四に建長三年（一二五一）ようやく十町の開拓に成

と縁戚にあったのではないかと思料され（厚地山権現掛

功したことなどが、逆修五輪塔に見られる人員投入から

こと、第三に寛喜三年（一二三一）ごろはようやく八町

紀平二元信は十二世紀末の人物で、黒田先生が元信は

仏銘の紀氏）、現小山田小学校北方の上之原に住み、上原

後に元保と改名し、能基の子であるとされるのは如何か

推算されるのである。従って寛喜三年八月二十四日の紀

に達していたかどうかということ。

と思われる。むしろ元信の子の一人を元保とし、一人を能

元保の補任状までは、筑後国の高良別宮へ出向の余裕な

を姓とした。

基（元）とすれば年代的つじつまは合うが、黒田先生の示

信は紀平二元保と改名していたことになるようである。

どもなかったものとみられ、しかもこの頃既に紀平次元

伊集院町内の池田には紀氏と税所氏の石塔群があり、

十歳前後としても、寛喜三年は五十余歳である。

有馬注・ 建久図 田帳（一一九七）の頃、仮に平二元信を 二

された紀氏系図の出所が論点になろう。

群 が あ り 、四 郎 園 の 鉄 道 変 電 所 近 く に 税 所 氏 関 係 の 石 塔

さら に第五に、その頃税所義祐がこ の上 坊にはじめて

窪 田 の 米 丸（ 簡 易 郵 便 局 前 田 圃 中 ）に も 紀 氏 関 係 の 石 塔
群 が あ り 、そ の（ 谷 口 川 を 隔 て て 三 〇 〇 ㍍ ）南 方 四 郎 園
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余念がなく、更に、上坊・池田・米丸・四郎園の開拓を

来たが、当時元保の郎党はまだ上坊を本拠として開拓に

のでありますが、税所篤為時代になって、文和元年島

来町大里の来迎寺跡にそれぞれ税所氏の宝塔が見られる

時代のものが四郎園の鉄道変電所近くと、野田と東市

と内田の上竹原文男氏宅にそれぞれ宝塔があって、吉野

)

姫城へ退去し、十万の地から全く税所氏は没落してし

３
(

)

つづけていたこと、第六に、紀平二元信が死去するころ

津友久のために上坊を攻められて、遂に投降し、隼人の

２
(

米丸・四郎園の開拓が進められて、およそ三十町に達し

までには、義祐の郎党も協力して開拓に加わり、上坊・
ていたことなどが推定されるのである。

まった。

従って、十万の地は紀平二元保から元忠の二代と、税

有馬注・谷口十四町は島津忠久が伊集院内で得た地頭と
しての土地であった。島津伊集院氏はこの土地を生活の

されてきている。

有馬注 ・（ １）税所義 祐の死去 を正安としてあ るのは 誤 記

所義祐から敦秀・篤胤・敦直・敦為の五代によって支配

満家院の郡司職であった税所義祐が、何故上坊に来て

で 、黒 田先 生も 別な所で 正応と して おられ るが 、死去 の 月

根拠と して 住み 、更に 開拓 に専 念したと思 われ 、それ は 四

元保の開拓に参加せねばならなかったかについては、そ

日も前掲伊集院由緒記の今寺跡に記されていたように正

郎園を中心とした地域であったろうことは既に述べた。

の頃総地頭職の島津氏が、義祐の郡司得分を奪ったこと

応二年七月十一日である。

年間も訴訟が続いて、その結着として実質的に郡司得分

によるものと考えてよいのではあるまいか。その後四十

２

文和元年は一三五二年、ここに記された島津友久が

野 田 と あ る のは 寺 脇 の誤 記と 思 わ れ る 。

ぬ。

島津氏九代忠国の庶長子相州家の祖とすれば時代があわ

３

) )
( (

)

を失っているようである。
１
(

かくて税所義祐が正安二年十一月十七日に九十歳で
死去する頃までには更に十町を開拓して、十万の土地は
四十町の開拓が遂行されたものと推算されるのである。
ところが永仁年間（一二九三～一二九八）の逆修五輪
塔を最後として、紀氏郎党のものは全くみられなくなっ
て、税所氏の石塔は鎌倉末期のものとして、直木の向原
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ないが代官であるという気持ちはあって、元享二年（一

紀姓上原氏についてもう少し述べるならば、前に上原

い住所は遠近の境を隔つと雖も、互に用事隔心無く申し

が身の大事と心得、更に腹黒害心あるべからず候、たと

今後は相互に親子兄弟の思いを成して、喜びも歎きも我

三二二）五月三日の契約状（旧記雑録前編巻一二）では、

三郎基員と中俣弥四郎入道道証との争論に対する守護代

第八節 紀姓上原氏

沙弥本性の裁決文（比志島文書）を挙げたが、中俣弥四

たらしい。これに対して基員は「曽祖父義基が義祐の代

た。中俣弥四郎は、上原氏は税所氏の郎従であるといっ

りを受けて筑後国高良別宮の大宮司となっている。元保

に当たる。その元忠は文永二年（一二六五）に元保の譲

黒田先生の説からすれば、上原三郎入道頼念は紀元忠

承るべく候、と税所氏と一体同心のおもむきを約してい

官として当院（満家院）郡司職を知行していた時、地頭

が老齢その職に堪えなかったか死亡したかによると思わ

郎は税所義祐の子七郎祐秀の子孫であり、基員は義祐か

代が非法なことをして訴訟事件になった際、能基自身が

れるが、元保は紀平二元信の改名とすれば、建久図田帳

る。

地頭の下知状を預っている。そういうことだから義祐・

の頃を二十歳としても九十歳に近い。税所義祐とか島津

ら満家院上原薗の代官を命ぜられた紀能基の曽孫であっ

篤秀・篤胤三代の間、能基から基員に至る代々、数通の

貞久とか長命の者も居ないわけではないが如何かと思わ

これなし

の篤胤の書状には、上原三郎入道頼念が基員

る。且つ比志島忠範の証明書を持っているからには後日

は以来上原に居住していたようである。一方、元員は黒

幼少から養ってきた養子の基員にそれを譲渡した。基員

上原三郎入道頼念は郡山の上原に屋敷を持っていて、

れる。

書状を持っているがそれには、郎従之礼儀無之、更に○
月二日
付正和
元
年

面倒なことはあるまい云々の次に、頼念は当院一分名主

田先生によると弘安八年（一二八五）に元忠から高良宮

を養子として、上原屋敷一所を讓ったことは承知してい

也（満家院内で独立した名主）とある。」とその独立性を

してくれる証人として比志島孫太郎（忠範）と、その一

上原基員は、前記中俣氏との相論の中で、自分を弁護

大宮司職を譲られた。

上原基員は頼念に幼少より養われたと述べているよう

主張し、守護代本性もそれを認めている。
に、三郎入道頼念の養子である。彼は税所氏の郎従では
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島彦太郎義範の二人が並んで挙げられ、上原氏と比志島

一七）には基員の後継者と思われる上原三郎久基と比志

り、建武二年（一三三五）の良舜契状（旧記雑録前編巻

い）と言っている。税所氏中俣は比志島とは反目してお

郎は、彼らは自分にとっては敵方である（から信用しな

族の西俣又三郎（久盛）を挙げている。そして中俣弥四

（伊集院郷土史第一部五一頁）。

郎左ヱ門入道蓮義 近寵彦六入道本阿が挙げられている

道経道 桑波田八郎宗高 野田左ヱ門四郎昌孝 大田八

山二郎左ヱ門入道成阿 村田阿閠梨如玄 原田又太郎入

三郎久末 児島伊豫房行明 同四郎左ヱ門入道道高 島

道忍）に従った主なる部将は、島津兵衛三郎久実 同彦

いうべきは伊集院氏である。その首領伊集院忠国（法名

島津兵衛三郎久実は、満家院内に居城があったが、興

氏の結びつきの深いことを示す。元弘以後比志島氏は一
貫して満家院の地頭である島津氏に協力する。

国三年（一三四二）官軍に攻め落され、以来南朝に降っ

か語らない。但し大きな事件はその地方で文献にできな

旧記雑録など古文書は、当時の歴史のわずかな部分し

字の土地を支配した紀姓の豪族。この中には鎌倉末期か

は伊集院の町付近の、桑波田・野田・大田はそれぞれ名

菊池一族で薩摩の南朝方の応援に来た有能な武将、原田

う。児島、島山、それに近寵はよくわからない。村田は

て忠国の有力な武将となった。久末はその一族であろ

くても他の地方で伝えられ、歴史の表道路はそのままで

ら南北朝期にかけてあれだけの宝塔、相輪を残している

第九節 埋没の税所氏

よいが、際だったこともなく、時の流れに従って、いわ

右のように原田・桑波田など紀姓の諸氏が南朝軍とし

ば世の下積みで流れていった者は文献の下に埋れて、歴
光を放つのであろう。税所氏もその一人かも知れない。

て活躍しているのに対し、伊集院彦五郎入道迎斉は島津

税所氏の名はない。

南北朝争乱期に当たっては、平安朝期からの律令制下

氏久に従って筑前金隅で戦い戦死して足利尊氏から感状

史考古学の光りをあてられて、ようやくその存在の反射

に豪族化していった郡司級と、鎌倉幕府直属の守護・地

史によると迎斉は、建久図田帳の院司八郎清景の曽孫彦

を貰っている（県史料旧記雑録一二四〇九号）。島津国

五郎清重であろうと、疑うらくはとして断定はしていな

頭、それに従って下ってきた関東武士達との抗争が舞台
の

に照明される。
すぐて

この時期に時代を直手に取って乗し上がった特例とも
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いが紀氏の本流であろう。紀氏も同族相分れて戦った
が、既にふれたように伊集院忠国の叔父に当たる町田助
久は島津貞久の軍奉行として活躍し、また弟の大隅次郎
四郎とも称した石原忠充も谷山の山田氏一族とともに武

第六章 伊集院氏の興亡

ら、伊集院の武士達を同僚としまた部下として戦場を馳

ち

久や忠充、そして山田氏も伊集院に所領を持っていたか

中でこのように互に相戦ったのがこの時代の実相で、助

田氏・原田氏など紀氏分派の地主達を家臣団に編成し、

を制圧し、年と共にその協同軍団であった野田氏・桑波

町の西南地区から松元町・伊集院町・日吉町一帯の地域

忠国を首領とする伊集院地区の南朝方軍団は、北は郡山

既に述べたように、十四世紀後半においては、伊集院

第一節 勢力膨張

駆したはずである。北朝すなわち武家方諸将の姓名も

家方（北朝方）の貞久が頼みとする武将であった。同族

「島津国史」や「旧記雑録」などに幾多も出てくるので

所介」が挙げられているのみで、それもたった一回限り

畠山直顕に味方して島津氏に対抗した兇徒の一人に「税

て活躍しているほか、觀応三年（一三五二）以来大隅で

（国分市重久を本拠とした）一党が島津貞久の武将とし

氏久と共に畠山直顕を加治木方面に攻撃して戦功を立

り、伊集院忠国の嫡子久氏は、義弟にあたる貞久の次男

正平十一年（一三五六）三条泰季に降って南朝方とな

う処したらよいかわからなくなった島津氏五代貞久は、

足利尊氏兄弟の争いから発した幕府の分裂抗争に、ど

連合体から単一の強力な軍団に成長していった。

である。しかもこの税所介は大隅在住の税所氏で、薩摩

て、島津本家にとっては最も有力な味方となっている

あるが、税所氏に関してはその庶流である大隅の重久

の税所氏ではない。伊集院町及び松元町のあちらこちら

（伊集院郷土史第一部第五章）。

守護島津氏がその後吉野期から室町時代にわたって薩

に幾多の相輪を残す税所氏は一体どこへ没してしまった
のであろうか。

隅の安定勢力になるにつれて、伊集院氏もまた南北朝争

乱期（吉野朝期）に制圧した地域を領土化して支配する
のである。
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例えば郡山地区であるが、伊集院忠国は正平五年（一

見ても、この頃既に中俣氏は追われ、その地域は伊集院

などを子の久氏に譲渡した書状（旧記雑録前編巻二六）を

第二節 石屋禅師

五五〇）郡山城を攻略した。その結果その後は郡山周辺

、

氏の支配下にあったことがわかる。

野畠
加之

を領地化していることは次の廣済寺文書が証明する。
奉寄進
み つ え いん

薩 摩 国 満家 院 小 山田 中俣 内 水田 伍 町並 薗 九 箇 所

せきおく

至徳二年（南朝元中二年―一三八五）、伊集院忠国の第十

にきしんしたてまつるところなり

限 永 代 、於圓勝寺 所 奉 寄 進 也 、仍状如件

一子、石屋禅師が吹上町永吉（当時南郷という）に妙通

えいたいをかぎり

久（花 押）

しんご

煕

寺を建立し、その後吉利に深固院を、そして春山に直林

（久氏）

｢

石屋は伊集院長門守忠国第十一之子也。貞和元年（一三

（一三六三）

沙 弥 道 応（ 花 押 ）

ついて次のように記されている。

寺を建てた。 西藩野史応永元年」のところで僧石屋に

忠国はその子久氏・孫頼久・曽孫煕久の四代の名を連

四五）乙酉七月十七日生る。観応元年（一三五〇 、六歳に

（ 忠 国）

ねて、今の鹿児島市小山田町のうち中俣にある水田五町

して伊集院廣済寺（泰定山広済寺、京師南禅寺の末寺也。

貞 治 弐 年 五月六日
沙 弥 觀 了（花 押）

（頼久）

沙 弥 道 忍（ 花 押 ）

と畠などの付いている薗九カ所を圓勝寺に寄進してい

本朝甲刹の一也。開山南仲は石屋の兄也）に入て学ぶ。延

)

もうざん

る。但し煕久の花押は後日追押したものであろう。圓勝

文四年 一三五九 洛陽京都に至り、南禅寺 蒙 山 （南仲の

ふるじよう

寺は忠国の七男南仲禅師が伊集院 古 城 に創建した寺

(

)

師也、勧請して廣済寺の開山とす）を拝して師とす。

同五年十六歳にして僧となる。永徳三年（一三八三）癸未

で、廣済寺の前身である。
中俣の地は税所氏が満家院郡司となった後、税所義祐

（亥）三十九歳にして能登国総持寺に至り、通幻（豊後の
まみえ

がその子七郎祐秀に領せしめ、祐秀は中俣を姓とした。

(

)

田

人）に 見 て法を受く。至徳二年 一三八五 乙丑四十一歳

水

正和元年（一三一二）九月十日の上原三郎基員と中俣弥

みょうない

にして国に帰り妙通寺を建つ。同三年深固院を薩州吉利
俣

に建つ。直林寺を伊集院に建つ。嘉慶元年（一三八七）妙
中

四郎入道道証との相論（比志島文書―旧記雑録）について
院

は既に述べた。正平十五年（一三六〇）二月十一日、伊
家

円寺を建つ。応永元年（一三九四）福昌寺を建つ。同三十

満

集院忠国の「三つ へ のゐんなかのまた 名 内 すいてん」
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てたのであろう。しかし寺院の建立が、郷里伊集院に帰

し、戦乱の民の仏土への救済を念願して仏寺の建立を企

右の妙円寺建立は、
「伊集院由緒記」や「三国名勝図会」

ければなるまい。

は、彼の高徳をうべなってもなお他に理由があるとしな

年五月十一日、丹波国永沢寺に卒す。年七十九。

では明徳元年 一(三九〇 南朝元中七年 と)なっている。
かみがた
石屋は上方からの帰途山口県を過ぎ、当時中国地方十

ため、義弘が多額の金品をその家臣に託して、はるばる

い妙円寺は、大内義弘の娘、法智妙円大姉の菩提を弔う

であった。伊集院の徳重神社の地、「妙円寺詣り」で名高

あって、娘が尼となって建立した円通庵に右の土地を寄

件 の田薗之事、觀了重代相伝の所領たる間……」と

氏の書状に、「南郷の内こくれうの門水田一町三段…右

二年（一三九五）六月十八日、沙弥観了、即ち伊集院久

「旧記雑録前編巻三十一」 「
、 伊集院円通庵文書」 応
、 永

(
)

伊集院まで遣り、それに石屋の兄の伊集院領主久氏が援

ると年をそんなに経ないうちに実現しているというの

二カ国の守護大名であった大内義弘の帰依を受けた高僧

助して、徳重神社の現在地に寺を建て、大内義弘の娘の

進している。更に応永四年（一三九七）十一月二日の久

れた若手の名僧として聞こえた石屋禅師が、帰郷すると

た大内義弘から、その居住地山口県山口市に在住を請わ

このように、当時足利幕府で屈指の豪族として聞こえ

北朝時代において伊集院氏の支配地となっていたことは

吹上町永吉の地方は、その全部とはいわないまでも、南

のほかにもあるが、これらの寄進状によっても、現在の

あり、これも〈觀了重代相伝所領〉と書かれている。こ

かど

法名をそのままとって、法智山妙円寺としたのにはじま

氏の円通庵への寄進状、「南郷内田薗等事」というのが

直ちにその宗法を広めようとした土地が、現在ではやや

明らかである。

くだん

る。

辺地と思われる、吹上町永吉のあたりであったのであろ

あった。遠く縄文、弥生とはいわないまでも、既述のよ

地理的にみると永吉川の流域が往事の人々の居住地で

山城に来住されたとき、伊集院忠国は、一族百余騎を率

た。興国三年（一三四二）五月、西征将軍懷良親王が谷

ある桑波田氏が鎌倉時代から支配していた地域であっ

ところで、この南郷の地は、伊集院郡司紀氏の一族で

うにその出土品の出る地域でもあり、以後もずっと住民

いて御所に伺候したが、そのとき彼と共に参上した桑波

うか。

往来の地であったろう。それゆえ石屋はこの地に布教
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かもんのすけ

田掃部充宗景という武士がいた。宗景がこの南郷の桑波

石屋はつづいて春山に泰陽山直林寺を建てる。石屋は

第三節 直林寺

であったかは明らかにし得ないが、いずれにしても両桑

の弟子という）としたので、本寺は曹洞宗能州総持寺の末

この寺の開山を自分の師であった通幻寂霊大和尚（道元

田氏であったか、伊集院郷桑畑に居住していた桑波田氏
波田氏は緊密な関係にある一族であり、南北朝末期にお

二世 石屋大和尚

寺となっている。「伊集院由緒記」によると歴代住職は

いて伊集院氏の勢力は桑波田氏をその家臣団に組みいれ

開山 通幻大和尚

六世 大麟大和尚

四世 仲翁大和尚

て、いまの永吉、吉利、当時の日置南郷・北郷の地域を

三世 竹居大和尚

次のようである。

すなわち南郷の地は伊集院氏が支配する地域の南部国

五世 大集叟大和尚

領地化していることは明らかである。
境地帯であった。石屋はその属する伊集院氏の支配地の

七世 花翁大和尚

八世 哲外大和尚

めることも石屋の兄久氏の援助があったがゆえと推定さ

安定をまずこの地域からはじめた。妙通寺を建て法を広

九世 鉄岩大和尚

以下は前後がわからないとして

れる。石屋は南郷人士の精神的安定と文化の向上をはか
りながら、翌年は永吉川の上流へむけて約六キロ㍍、吉

龍山和尚 翠岩和尚

怒海和尚 帰山藏司

梅本藏司 密泰大和尚 梵仙藏司 禅泰大和尚
玉伝藏司 源流藏司

利の岩井田の地に草庵を営んだが、それがやがて幽遠山
深固院は一時中絶したが、貞享三年（一六八六）吉利

深固院となる。

院の生まれ。石屋の高弟で、石屋が元中七年（一三九〇）

三世住職竹居正 和尚は僧になる前の姓は長氏で伊集

おさ

は勿論谷山・鹿児島方面からも参詣者が多く、繁栄した

山口県の大内義弘と実兄伊集院久氏の後援で伊集院の徳

ちくきょせいゆう

が列記され、現在（天明頃か）は流伝蔵司とある。

という。廃仏毀釈の難に逢い、今は石屋禅師の招魂墓や

重に妙円寺を建て、そちらに移ったあとを継いで住職と

領主祢寝氏二十一代清雄が再興し、伊集院・吉利・永吉

歴代住職祢寝清雄の墓など往時を偲ばせる石塔が残存す

なったが、その後石屋が島津氏七代元久に招かれて島津

るのみである。
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永二十四年（一四一七）福昌寺を去ると、竹居はまたそ

三年、石屋が総本山能登の総持寺の貫主に挙げられ、応

を継いで妙円寺二代住職となる。妙円寺に居ること二十

高等学校の地）の開山となるや、竹居和尚はまたその跡

本家の菩提寺となった玉竜山福昌寺（現在鹿児島市玉竜

で死去したので、師年三十四は誤り）、薩州に帰り恕翁公

す。十八年恕翁公逝す。明年師年三十四（元久は四十一歳

下 野 州 足利学に遊んで儒を学ぶ。…四方の知識に参見

道す。 庶 くは三界の大導師たらん、とて 聴ず。師年十七、

栄とするに足らず。我尊栄是より大なるあり。我今出家学

を継いで下さいと申し上げた）。師曰く、王公の富貴は我

しもつけのくに

がなかったので、島津氏八代の守護職を狙って伊集院頼

くして仏門にはいり、元久歿後も還俗せず、その跡を継

四世仲翁大和尚は島津元久の子で梅寿といったが、若

元年（一四四四）伊集院春山城主某（伊集院春山村ニ、城

国）姶良に含粒寺を建て、師を請し是に居らしむ。…文安

昌寺に住す。永享元年（一四二九）大岳公（島津氏十代忠

す。後竹居の衣法を伝ふ。…応永三十一年 一
（ 四二四 、
） 福

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

久と元久の弟久豊との対立が生じ、数年にわたる内乱が

跡アリ 、師を招して直林寺に住せしむ。二年

きか

の後継者として福昌寺二代住職となり後には大内氏に請

を龍山に供養す…。師、石屋・竹居両和尚に侍して参究

ねがわ

われて長門国大寧寺の中興の祖となった。

起こるのであるが、それはしばらくおいて、仲翁につい

院徳重に遷化す。

偶

伊
、 集

)

仲翁和尚については右でおわかりのことと思う。最期

、

たまたま

て「三国名勝図会」の記するところを述べよう。

に伊集院徳重に遷化すとあるように、妙円寺跡、現徳重

いみな

当時（福昌寺）の第三世を仲翁和尚といふ。師、 諱 は

神社東北一二〇㍍、旧東門名頭屋敷内にその墓がある。

もりくに

守 邦 、仲翁と号す。恕翁公（島津元久の法号）の嫡男な

ニ

茲 善 因 、
一増 加
ニ 眞俗無

ふしてねがわくば このぜんいんによって

かどみょうづ

り。師、七歳、 竺 山和尚を見て出家の志を発す。恕翁公

「由緒記」には、直林寺の宝物として仲翁和尚の自筆

もと

ちく

素 より仏乗を信ずるや、一子といへどもその出家を許す。

の棟札があったとし、その写しとして次の記録がある。
なる

竊 以

ひそかにおもうに

年十五、石屋和尚に妙円寺に從ふ。応永元年、石屋和尚福
昌寺に住す。師又是に從ふ。此時国中戎事擾然たり（戦乱
おもへ

(

)

直林住山叟中翁筆之

ねん

靈廟不朽并修功成。 伏 冀 依
ときに

があった）。藩臣 謂 らく、邦君 元久 別に嗣なし、是を

窮之光華 者、于旹文安元季 甲九
月十八日
子

ひそ

一

如何と。福昌寺に至り 密 かに啓するに還俗継嗣の意を以
てす（藩臣たちが仲翁に坊さんを止めて父元久公のあと
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大工 藤原六郎左衛門影義

このように当時高僧の名の高かった仲翁和尚が直林寺
の住職であったことは歴然としており、これによって直

は始祖より九世とあり、始祖を石屋としているから、直林

寺住持としては十世になろう。）

第四節 犬追物

牙有之」とし、「三国名勝図会」には「石屋舍利塔あり、

「由緒記」には寺の宝物として石屋和尚の「舍利塔并

津氏五代貞久から大隅守護職を譲られた氏久は、足利幕

あったろうか。建武中興より既に三十余年が経過し、島

しつつあったこの頃の薩摩地方の治安はどんな状態で

石屋眞梁が永吉から春山に布教し、更に妙円寺を建立

歯七枚を納む」とある。また鎮守堂が当寺の麓にあって

生じ、彼に対抗するために南朝に降ったが、氏久の妻の

府の九州探題今川了後と文中三年（一三七四）以来隙を

がわれる。

林寺が当時薩摩における有数の寺院であったことがうか

彦山権現を祀るとしている。ついでに彦山権現について

座像で、その背に江門（江戸の意）庄七作とある。霧島神

山神と霧島神を合祀し、山神の御神体は高さ六寸程の木

「由緒記」によると彦山権現の正神は差渡三寸の鏡で、

日々を送るようになった。

川に離反し、氏久と同調したので、薩隅の地は平穏の

摩守護職の島津伊久も、今川氏が頼みとした祢寝氏も今

け、了後の子今川満範の大軍を都之城の蓑原に破り、薩

兄に当たる伊集院久氏は、共に南朝方として氏久を援

げき

記しておこう。

も高さ同じく、背の銘も同じ。棟札があって次のようなこ

が、爾来年を経て既に傾いた。この時に当たって始祖より

屋を指すが直林精舍の鎮守として崇敬されたものである

廟興之事。伏して惟みるに本廟は始祖福昌開山大和尚石

の武士のスポーツ行事であるが、このような行事が華々

津国史）。犬追物は野犬を騎乗の武士が射る鎌倉時代から

と共に主催者となって「犬追物」の行事を開催した（島

元中二年（一三八五）十二月十五日、島津氏久は伊久

おもん

とが書かれている。大日本西海路薩州伊集院春山之村靈

第九世の私が住持としてかたじけなくもこの寺に住する

り、主催者の権威が高まった証左である。このときの騎

しく開催されるということは、支配地区の治安がよくな

しょうじゃ

て再興した。時に天文二十三年（一五五四）甲寅二月三

射の順序は、伊久、氏久両守護を番外とし、第三位は氏

ことになったがこれを座視するに忍びず、志をはげまし
日。直林現住野釈比丘乗田敬白、とある。（この比丘乗田
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久の婿の市来筑前守忠家、次は伊集院助三郎久氏、五位

来されたのである。

石屋の宗教活動も順調に行われ、直林寺の繁栄もまた招

第五節 石谷支配

は忠家の子市来千代犬丸、六位伊集院左近将監（久氏の
甥猪鹿倉忠矩）、次は日置肥前守（久氏の弟久景の子
か）、次は伊集院七郎、そして十一位に伊集院式部少輔、
十二位に伊集院次郎とあって、両守護を除く十人中六人
までが久氏を本家とする伊集院一族でしめている。島津
一党の中で伊集院氏が如何に重視され、その勢力が大き
かったことを示すものである。
春山の東に連なる谷山の山田地区に勢力を持っていた
山田氏は、伊集院忠国の叔母初鶴御前の夫であった。山
田式部孫五郎入道道慶を中心として北朝足利方に忠勤を
励み、島津貞久に従って各地に転戦したが、谷山五郎隆
信らが西征将軍宮を奉じて谷山城に戦う頃からその領地
はしばしば戦場となるのみか、土橋や石谷方面に持って
久の孫久興は貞治六年（一三六七）に山田・上別府両村

いた土地も今は敵方となった伊集院氏の支配に帰し、宗
を父忠経（初め渚三郎忠能）から譲渡されたことが山田氏

系図には見えるが、その後谷山氏の衰亡とともに谷山の
地は島津氏の支配下におかれ、島津氏の有力な武将では

伊集院頼久が伊集院徳重の廣済寺二世桃隠宗悟和尚に

あったものの、山田久興は大隅国市成村に所領替えとな
り、その後山田氏は日向大隅の地を転住するのである。

田地を寄進した 讓 状 で、「旧記雑録前編巻三二」所収

ゆづりじょう

このような状況であったから春山地区も平穏であり、
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二

段

字

名

原

道応は伊集院頼久であるが、彼は島津氏七代元久の妹

かど

町

「広済寺文書」中にある。「柿本門五段」とは「山田文書
一

を、（それも元来従姉妹になるのであるが）めとり、元久か

田

ゆ あ な の ま え ので ん

水

一七」の、「ふつけう」が「はつつる御ぜん」に譲り渡し
丸

らも深く信頼され、元久一代の間は彼の片腕のような立

用

た〈もちまろのうちすいてんいちやうにたんあさなはら

場にあり、また活躍もした。しかし元久が応永十八年

本

（一四一一）八月四十一歳で逝去すると、その後嗣をめ

垣

たかいもと〉の水田五段であり、「岩屋谷五段」は「山田

ぐって元久の弟久豊と隙を生じ、応永二十年から久豊と

田

文書一四八」の「湯穴前田地三段」を含むかまたはその

各地で戦い、互に勝敗があったが、応永二十四年末によ

うやく和解した。頼久は川辺に移り、伊集院城には子の

げき

においては山田氏のものであった。既にこの譲状が示す

付近の田地であろう。これらは既に述べたように鎌倉期
ように、南北朝以後になると石谷の地は伊集院氏の全

煕久があとを継いで居住した。

ところで「直木」の文字が土地名として古文書にあら

の親としてなお強い発言権を持っていたのであろう。

右の譲状は既に頼久隠居後のものであるが、彼は煕久

ひろひさ

面的支配に帰しているのである。なお応永十一年（一四
〇四）甲申八月二十二日の頼久及び為久（煕久幼名）判
は、「山田文書一〇」の〈ををくほ〉で、僧慶西が石谷権

われるのはこれがはじめてである。十四世紀の末から十

の廣済寺への寄進状にある「大窪鎮守田九段」の大窪
現の田地として子孫に譲った田地を含み、それは後に山

五世紀の初め頃にかけて永田川の源流がつくる山方や牟

どの高地も四元あたりと同様に畠地として開墾がすすめ

田の田圃、鳶巣川沿いの峡田が開け、また池田、向原な

田氏の所領となったものであった。
廣済寺文書の中にはなお次のようなものがある。

られ、右の文書に見えるように「坂之上門」が出現した。

坂之上門は既に六百年近い昔に存在し、今にその子孫の

坂上姓をとどめている。六百年の血と汗で開拓された田

畠を耕して坂上門の命脈は今なお息づいているのであ
る。
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譜中では応永二十八年の事になっている。

戦闘を交え、多くの知名な親族や家臣の武将を失ったが、

院頼久との争いは、足掛け五年にわたって時には熾烈な

従兄弟同志であり義理の兄弟でもある島津久豊と伊集

久逝去の際自分の子初犬千代丸を元久の後継者にしよう

元久の不興を買い、この兄弟仲の不和が、頼久をして元

祐安の 女 を兄の許可なくして妻とした。そのため彼は

よって日向境に派遣されていたが、当の敵方である伊東

久豊は若い頃日向の伊東氏に備えるため兄元久の命に

先述のように応永二十四年末に和解が成立した。条件の

とした野心を起こさせる原因であったし、それは引いて

第六節 石谷三十町

一つに頼久は石谷村三十町の地を久豊に献ずるという項

先述の久豊と頼久の争乱となったのであった。その伊東

きたら佞姦の徒もなすすべがなかろう。汝よろしくこれ

名）に姉がいると聞いているが、私の妻とすることがで

たがいさせたら大変なことになる。初犬千代丸（煕久幼

幸、これにまさるものはない。しかし讒佞の徒がいて仲

した。そして頼久が私に無二の忠節を尽くすなら私の

召して、伊集院頼久が降参してから国中がおおかた平治

迫付近と考えている。更に永享八年（一四三六）卯月十

この「たまり園」は石谷六カ所公民館の近く、小字袖ケ

薗一所、合三ケ所事」という圓通庵への寄進状がある。

年二月三日、道應（頼久）書判の「たまりの園一所、馬場

「円通庵文書／旧記雑録前編巻三四」には、応永二十七

た。しかしこれは石谷の土地全部ではなかったらしく、

なり、そして伊集院家から嫁いだ久豊の妻に与えられ

石谷三十町の土地は右のようにして島津本家のものと

となって両家は固く結ばれたのである。

家出身の妻が亡くなり、頼久の娘が右のようにその後妻

むすめ

があった。
「旧記雑録前編巻三五、義天公御譜中」によると、久

を謀れ。ということで、これを聞いた頼久の妻も頼久も

六日の煕久書判「圓通庵寄進状」がある。〈薩摩国伊集院

豊がある時家老の吉利某（伊集院頼久の一族という）を

また大いに喜んで、間もなくこし入れがあり、久豊はそ

石谷之内たかひ一町二反并屋敷一所〉を永代限り圓通庵

むすめ

ざんねい

の 女 を寵愛し、頼久が先に献じた石谷三十町の地を彼

に寄進するというのである。「たかひ」は現在のどこに

はか

女に与えた。程なく男子が生まれた。出羽守有久とい

あたるか明らかにすることはできないが、石谷の内なの

い、大島氏の祖となる。
西藩野史では應永三十年の事としているが、義天公御
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である。

第七節 石谷高久

「町田氏系図」の注によると、町田土佐守直久は伊集

院頼久の部将で、頼久が久豊討伐の兵を挙げた際頼久に

従い、頼久が久豊軍に伊敷の小野に囲まれた応永二十年

久清は阿多姓を名乗り、飛弾守を称し、「旧記雑録」の中

十二月七日、日置肥前守などと共に戦死している。弟の

にその姓名が散見する。高久は本家の俊久が若死したの

久豊は応永三十二年（一四二五）正月二十一日、数え

で本家を継いだ。

年五十一歳で亡くなり、やがてその妻であった伊集院煕
久の姉もなくなると、久豊のあとを継いだ島津氏九代忠

伊集院煕久は石谷三十町の地がその姉の所有である間

国は、石谷三十町の地を家老をつとめていた町田高久に
与えた。高久は石谷を領して石谷出羽守高久と号する。

様になった町田高久の領有するところとなっては、伊集

は異存はなかったが、昔は親戚筋とはいえいまは他人同

院忠国以来伊集院氏伝来の石谷を再び伊集院氏の所領に

町田氏の祖五郎兵衛尉助久は島津氏五代貞久の軍奉行

したいと思った。石谷の内にはなお伊集院家の土地も散

となって働いたことは既に述べた。「島津国史」や「旧記

ような系図ができあがる。

伊集院に来いと石谷にいうてやったので、宝徳元年（一

「町田氏系図」では、煕久が大守忠国の名をかたって、

てくれると思ったのかも知れない。

あった。それでたいていの事は岳父にあたる忠国は許し

はないかと思われる。しかも彼は守護島津忠国の婿でも

り、伊集院氏は島津本家にも勝る富裕を誇っていたので

の時代にはその交易は諸豪族をはるかに凌いで盛んとな

き、ここを根拠地として朝鮮との交易で巨利を得、煕久

伊集院氏は頼久の時代に川辺郡坊之津を支配下にお

在していたからその思いは次第に強くなっていった。

雑録前編」記載の「町田氏系図」などを参照すると次の

【町田氏系図 ⑴】

助久の子孫はどこを所領していたかわからないが、そ
の曽孫高久に至って町田氏ははじめて石谷を領地とした
のであった。
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ことになっている。煕久は妙円寺の山門に兵を伏せて、

四四九）九月十六日、高久は大急ぎで伊集院に向かった

が「石谷出羽守高久之墓」を建てた。墓石の裏の銘は、

化九年（一八一〇）、高久十六代の孫石谷領主町田久視

妙円寺の前を通って荒瀬の神之川を渡って一宇治城へと
向かう道を進んでくる高久の一行を、妙円寺の山門跡か
ら五〇㍍ほど東の方で迎え討ち、ことごとく討ち果し
た。
高久の子頼本は大守忠国の小姓であったらしいが、親

が露顕したので、宝徳二年（一四五〇）庚午二月二十四

であり、親子の交りを為してきたが、逆心を専にし陰謀

書かれている。伊集院大隅守煕久は、その妻はわが長女

「忠国公御譜中」（旧記雑録前編巻三八）には次のように

た文政十年に一年余を歴任した。

が、更に文政四年（一八二一）と同六年に一年ずつ、ま

生。文化十一年から文政元年まで伊集院地頭を勤めた

田久視は監物と言い、安永四年（一七七五）十月十日出

従者の小墓石数個があったというが今はもうない。町

の討たれた無念さを主君に訴えた。

日、伊集院城を攻め、煕久は肥後国に向かって逃げ去っ

表に出さず、煕久の油断を見すまして、にわかに大兵を

島津忠国は頼本の訴えを聞いて激怒した。彼はそれを

海外貿易による蓄財もまた先述の通りであった。忠国の

氏を除き薩摩半島はほとんど伊集院氏の支配下にあり、

抗すればその前途は予測し難いものがあったろう。伊作

伊集院煕久が伊集院氏の全勢力を挙げて島津本家に反

率いて伊集院に至り、猪鹿倉の旧南日本短大裏の丘陵陣

大兵を率いての急襲はそれを考慮に入れてのことであっ

た。

ケ丘に陣を敷いて一宇治城を囲んだ。急なこととて外部

た。煕久の妻、すなわち忠国の長女は鹿児島に引き取ら

はし

弔ったという。法名を実峯妙恵大姉という。

て、尼となって異境に行方知れずになった夫の後生を

れ、後に鹿児島浄光明寺の近くに本仏寺という寺を建

からの援兵も無く、煕久は力尽きて城を棄てて奔ったの
伊集院駅ホームの西はずれから徳重神社よりに五〇

である。
㍍、日本飼料ターミナルの東境、高久戦死の場所に、文
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ことはわからないが、一宇治城の近くに居住していた黒

葛原氏、飛松氏、猪鹿倉氏、大田氏、をはじめ土橋、麦

生田、松元町の入佐、四本の諸氏も従来からの土地を支

配してはいないようである。伊集院氏の一族で伊集院内

であとまで先祖からの領地を保持したのは有屋田氏だけ

ではなかったろうか。有屋田氏は慶長五年（一六〇〇）

日向高岡郷創設の際強制移駐を命ぜられ、高岡に移った

あとは今に壊れた墓塔数基があるだけだ。

伊集院氏はその系累が多くかつその支配していた土地

伊集院に在城せざるを得なかったらしい。

も広かったので、大守忠国は戦後処理のためしばらくは

て終わりをつげ、その領地は大方島津忠国の手に帰し

さしも富強を誇った伊集院氏の伊集院支配はこれを以

原（現在土橋中学校のある付近か）で鷹狩をされた時、諏

御先祖忠国公（島津忠国）が一宇治城におられた頃、町田

る。右について「伊集院由緒記」は次のように物語る。

学校の隣、犬之馬場の諏訪神社は島津忠国の創建であ

藩政時代伊集院第一の神社として崇敬された伊集院小

た。この政治的変革の原因のしるしとして石谷高久の墓

わらに休息しているのに出会われた。お前は何者だと、お

ようとはるばるここまでやって来て、町田原の道のかた

尊崇した。）の御神体を背負って、薩摩の殿様にお逢いし

忠久は頼朝からこの地方の地頭に任ぜられ、諏訪神社を

神（諏訪湖の北岸に上諏訪下諏訪両神社がある。島津氏祖

訪神社の宮司中島家の先祖が信州（長野県）から諏訪大明

碑は伊集院町の文化財に指定されている。

第七章 本家直轄
第一節 島津忠國
伊集院煕久が一宇治城を退去した後は、経緯の詳しい
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で行った処なので、すぐ帰ってくるよう、お祈りをせよと

げたら、丁度鷹が殿様の手を離れて獲物をさがしに飛ん

その手におさめたため、守護としての権威を高め、その

伊集院に在城していた。彼は広大な伊集院氏の支配地を

て、島津忠国は戦後の伊集院一族の処理のためある期間

谷に居住していたかどうかについては確証はない。そし

伊集院忠国が「石谷村におられた」とあるが、彼が石

命ぜられた、そこでその男が立ち上がって祈願したとこ

尋ねがあったところ、しかじかかくかくと、お答え申し上

ろ、すなわち鷹は空中より舞い降り、殿様の手に帰ってき
で、城に連れ帰り、城の真向かいに諏訪神社を勧請され、

た。殿様は御喜悦斜めならず、お前は本物だということ

六十八歳でなくなった。父子の仲が悪かったとは言え、

離れて加世田に住み、文明二年（一四七〇）正月二十日、

を統治したが、晩年には子の立久と不和になり、立久と

後は約二十年間にわたって比較的平和なうちにその領内

なな

社殿を造営された。諏訪神社の御神体を背負ってきた 件

立久は加世田に父の病床を見舞い、その譲りを受けて島

くないしょうゆう

くだん

といい、兄の宮司と喧嘩をして郷里にいられなくなり、島

の男は信州諏訪神社の神主中島家の次男で中島宮内少輔

津氏十代となる。

国公が犬之馬場へ諏訪神社を建てられたので、麓中に二

た諏訪神社を麓西之久保の上へ移された。その後島津忠

伊集院麓の城へ引き移られた時分、
石谷村へ安置されてい

これより先、伊集院長門守忠国が石谷村におられたが

費分担法を御佐山祭夫役法といって有名であるが、
（島津

担せしめた。この諏訪神社の祭を御佐山祭といい、祭礼

・谷山の二十四村を七組にわけ、一年交代で祭礼費を分

四六五）夏、鹿児島の諏訪神社の祭礼法を定め、鹿児島

立久は、父に代って執政をしていた頃の寛正六年（一

第二節 諏訪社番帳

津氏を頼って来たのであった。忠国は彼を新たに造営し
え ぼ う し

た神社の宮司に任命し、神社領の土地を 付けられ 、

つの諏訪神社があることになり、犬之馬場の諏訪、西之

国史及旧記雑録巻三八、鹿児島御佐山祭之次第）、既に

烏帽子や紫衣の装束までお許しになった。

久保の諏訪と唱え分けるのが難しくなったので、以前か

「谷口十四町」の所で述べたように「伊集院由緒記」の
「諏訪神社」の項に

こ す わ

とな

らの諏訪を古諏訪と唱えるようになった。
注・古諏訪神社はなくなり、地名だけが小諏訪として残

一、立久公により諏訪社両頭掛田数六拾町被御定候御書

おさだめなされ

り、麓東公民会に属する。
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付きとして
薩摩国伊集院諏訪御祭礼年回田数番帳之事
と前書があり、伊集院、郡山、日置の各村を八組にわけ、
阿多郡南方を九番目として各組の村名が記載されてい
けで、時の伊集院地頭鳥取播摩守政茂が諏訪神社の中島

る。この文書は永正十一年（一五一四）十二月十五日付
宮司に与えたものである。
立久は父の跡を継ぐとわずか四年後の文明六年（一四
七四）四月一旦享年四十三歳で逝去した。右の伊集院諏
訪御祭礼の夫役割当表は、立久公より御定めなされ候と
あるから、鹿児島の御佐山祭りの祭法を定めた寛正六年
前後、少なくともその生存中に定められたものであろ
(

みょう

う。そして、右に記載された村々 名 ）は三州守護島津
本家の直轄地となりその威令の行われた土地と理解して
よいだろう。そこで次に由緒記の記載を掲げよう。但し
名の下の（ ）内は筆者の追記で、松元町内の名はゴチ
にした。
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ある。これと徳川時代の伊集院郷二十九カ村と比較して

集院内の当時のすべての名（村）を網羅しているはずで

右の表に、伊集院は特に神社鎮座の地であるから、伊

島津貞久が市来鶴丸城を攻略し、勢力に乗じて一宇治城

れるのである。伊集院忠国は興国元年八月（一三四〇）、

する前に古城の内城に在城したのではないかとも考えら

がはじめはどこに居住したかは不明で、一宇治城に居住

同一人物ではないかとの説もあるのであるが、伊集院氏

上谷口

すことはできなかった。これらの事からみて古城のこの

に退いた。翌年八月十五日、貞久は平城を囲んだが、陷

たけ

下伊集院村の嶽村がない。二十九カ村のうちで右の表に

みると、右の表には昭和三十一年郡山町に合併された旧

古城
苗代川

に殺到するや遂に城を支えることができず、古城の平城

嶽
郡

ない村は
宮田

城は忠国が一宇治城を脱出する以前からあった城で、し

はその第七子南仲が京都の南禅寺で修業して帰国する

かも堅固に築かれていたことが伺われるし、その後忠国
中山田

と、彼のためにこの地に圓勝寺を建ててやった。そし

そして、次の四つの名がこの表に出ている二十九カ村以
黒葛原
持ケ丸

外の村である。
松本

て、山号を古城山というのである。圓勝寺は後の泰定山

当時は貞治二年（南朝正平十八年一三六二）、伊集院

廣済寺であるが、「由緒記」は廣済寺の項で

嶽村はまだこの頃までは開発が進まず、山間の田地を
造成するには困難な地形であるから、有屋田乃至は上神
殿の内に含まれ、村落を成していなかったと思われる。

長門守忠国建立ニて往古は伊集院之内古城村之有、古城

古城であるが、古城の内城（平城ともいう）について

院廣済寺御領事」（旧記雑録前巻三二）は、伊集院頼久父

応永十一年（一四〇四）八月二十二日の「薩摩国伊集

と述べている。現在古城公民館の近くにその跡がある。

ふるじょう

「由緒記」は、「右は三代久経公の御舍弟忠経之御子侍従

子が廣済寺領を確認した文書であるが、その中に、忠国

山圓勝寺と申候由…

房俊忠に古城村を賜り当城之居住…」とし、「三国名勝

第三節 古 城村

図会」も「由緒記」の記述を踏襲したような記事を書い

（無等）が寄進した土地として「西山参町並古城山野在

にうどうどうち

ている。侍従房俊忠は伊集院忠国の祖父久親入道道智と
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に西山氏が住む。「参町」は田地を示し、平城から南に降

に移住させてから始まるので、当然この表に出るわけに

串木野の島平から、当時市来郷養母の内であった苗代川

苗代川村は慶長八年（一六〇三）朝鮮渡来の陶工達を

う。

ると狭田に出る。そこの田地であろう。「古城山野在之」
はゆかぬ。

之」がある。徳川時代古城に西山門があり、今も平城跡

城は伊集院氏と関係の深い土地であることを述べた。

次は郡村である。平安朝の昔、日置郡の郡衙（郡役所）

第四節 持ケ丸名

は城内に山野畠地があり、それを寄進したのだ。以上古
興国三年、西征将軍懷良親王が薩摩に来着されると宮

のあった所と推定され、その後伊集院郡司紀氏の本領と

方は俄然活気を帯び、忠国は一宇治城に帰り、その後ま
すます強大になっていった事は既述した。そして一宇治

みられる大村で、しかも由緒ある「郡村」が、この表に

続きの飯牟礼名に含まれており、やがて人口の増加と共

世紀後半まではまだ独立の村（名）にまでは至らず、地

大字古城は伊集院では最も小さい大字であるが、十五

て、村人はむしろ光栄と感じたその夫役からはずされる

うけれども、一方では神の御利益にもまた逢うのであっ

総鎮守とされた諏訪神社の夫役、それは経済的負担は負

ある。そしてただこの一村だけが伊集院の宗朝すなわち

記載されていないということは、ちょっと解し難いので

だい

その名で呼ばれた。

城に対して平城は古城と呼ばれ、その付近の地域もまた

められた、といえるようである。

に由緒深い土地であるというので小さいながら一村に定

たのではないかと思われる。神之川辺にわずかな田園が

域である。村の中程に青剣神社があるので宮田の名を得

持ケ丸を考えてみよう。

名のこともすでに述べた。あとは持ケ丸と松本である。

ている名を見ることにしよう。黒葛原のことも、中山田

ここで目を転じて、二十九カ村にはなくてこの表に出

というのはおかしい、と思わざるを得ない。

続く神之川右岸で、明治初期には戸数二十とある（県地

次は宮田であるが、建久図田帳の「時吉」に属する地

誌）。それが戦後他郷への流出でいまは十二戸になった

持ケ丸も黒葛原名のところでふれたように、現伊集院
あたご

という。おそらく五百年前はまだ村を成す程の人口世帯

中学校の西に連なる愛宕山丘陵の西の端、六道坂の切り

ひら

もなく、下流の「平神之川名」に含まれていたのであろ
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原田垣本は松元町上谷口か福山あたりに比定される。ま

「伊集院用丸内水田壱町弐段、字原田垣本」があった。

だけであるが、既に述べたように、「山田文書」の中に

る。小字名として旧伊集院郷内に現存するのはこの二つ

字餅ケ丸がある。春山の古城跡の一角に小字餅ケ丸があ

通しを過ぎて日置方面へ分れる県道沿いの左手付近に小

いか。

ば、当時 郡 村は持ケ丸名の中にはいっていたのではな

かないのであるが、私の大まかな推測が許されるとすれ

けで、持ケ丸自体の意味も不明で、今後の研究を待つほ

のかと推測する。持ケ丸についての資料は先述の四例だ

た。持ケ丸名もこれに似たような種類の名ではなかった

ると石谷村とか福山村に吸収されたと見えてなくなっ

進状（旧記雑録前編巻三二）の中に「薩摩国伊集院持丸名

地名大辞典」鹿児島県所載の〈こおり郡〈伊集院町〉〉は

な中世の資料はいまのところ無い。角川書店発行「日本

郡村という村がいつ頃発生したかそれを明示するよう

こおり

た廣済寺文書応永十五年（一四〇八）四月十三日頼久寄
内辺牟木門水田一町八段十并郡新開一町四段事」とあ

へ む ぎ か ど

る。

古くは郡本と呼ばれていた（伊集院町史）。神之川

私が執筆したのであるが、次のように書いている。

男義隆（入道栄慶）がこの地を領して辺牟木氏を名乗っ

の中流右岸に位置する。「島津国史」建武四年九月の

辺牟木は、郡山の西俣にあって比志島氏の祖栄尊の五
たが、辺牟木はこの場合門の名であるから、郡山の辺牟

に

条に「十四日、大隅助三郎□国引 兵
レ 救 市
ニ 来城 、
一 孫三

をうち

木でなければならないということはない。辺牟木氏の一

戦場は大字郡の伊集院高機所在地付近と伝えられてい

兵撃 之
伊
レ 、戰 於
ニ 集院
レ

レ

る（伊集院郷土史）。郡本と呼ばれていたからには日置

かえして

郎頼久与 莫
還
ニ 弥円也等 、
一

さて持ケ丸（餅ケ丸、持丸、用丸は同じと思われる）

郡衙のあった所と推定され、建久八年の薩摩国図田帳

あくね

族あるいは辺牟木の百姓が他郷に移住して門を作り、辺

郡本 」
一 とあり、「伊集院郷有 郡
ニ 村 」
一 と注している。

であるが、前に石谷地区に久徳名というのがあったこと

の伊集院郡司八郎清景の支配する「末永二五町」に含

と

牟木門と称する場合もあってよいのである。

を記述した。この名は、通常名は村と同じように考えて

まれた地域である。

な

もよいのであるが、石谷久徳の名を取ったものらしく、

「図田帳」記載の末永二五町は後の徳重猪鹿倉をも

彼が支配するあちこちにある田畠で成り立っており、一
カ所にまとまったものではなかった。そして、後年にな
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宕山付近までを含んでいたと思われる。南北朝期前後

含む地域であった。おそらく伊集院の市街地区から愛

していったのではないか。

やがて「郡村」という村ができあがる前提条件を満た

「新開」もそのような時代の流れに沿って造成され、

ら伊集院高機所在地付近を指して呼んでいたと思われ

のであったが、建久図田帳では飯牟礼の次に「松本一八

次は松本名である。これについては前にすこし触れた

第五節 松本名

に紀氏本家の勢力が衰えるに従って末永は解体し、徳
重名（村）、猪鹿倉名（村）が発生する。右の「郡本」

るが、まだ郡本村にはなっていない。そこで「末永」

町」と記され、既に述べたようにそれは飯牟礼の東部で

は郡司の紀氏が本拠とした郡村中程の九玉神社付近か

から徳重、猪鹿倉を除いた地域が室町中期の当時にお

る入佐直木の峡田地域の総称と推測しているのである

が、この「松本名」はそれではない。入佐名も直木名も、

なければならなかった。私は古代の石器土器の発見され

前掲頼久寄進状をみると、「辺牟木門水田一町八段

またその先の春山名もこの表には既に記載されているの

か。
十（畝）」の次に、「郡新開一町四段事」とあるが、辺

だから、その地域以外でなければならぬ。

い て は 持 ケ 丸 名 に 一 括 さ れて い た ので は な い だ ろ う

牟木門と郡新開一町四段とがつづいて書かれているの

司所在地の「郡」付近が早く開発されたが、地勢上ま

新開とある。新開は新開拓であろう。最も古い日置郡

も書いてなく、ただ「郡」と書かれており、その下に

いのではないか。この文書をみると、郡村とも郡名と

段」もまた辺牟木門と同じように持丸名内と考えてい

で、辺牟木門が持丸名内であるから、「 郡 新開一町四

図田帳に記載されており、はじめの谷口の地域は現在の

前期ごろであろう。谷口名（村）は十二世紀の末の建久

上・中・下の三期にわければ、両村にわかれたのはその

〉 書かれている。徳川時代を
為 申 訳 、相 知 不 申 候 。 と

と申す一カ村にて、上下に相分り候由。何年間に相分り

緒記」には、〈上谷口村、下谷口村、右二カ村前代谷口村

天明時代（一七八一～一七八九）に書かれた「伊集院由

「谷口名」が上谷口村と下谷口村とにわかれるのは、

こおり

だいくらも開拓される地域はあって、室町時代にはい

あいしれもうさずそうろう

る頃には、支那大陸から伝わった土木技術によって、

下谷口四郎園付近一帯と思える。
既述のように県史にも記

もうされ しわけ

日本全国にわたって開墾開拓事業が前進するが、この

149

本名を推測するのであるが、国鉄松元駅ができたよう

この、「格護人松元門名頭」とある松元をたよりに松

の地域内にあった。そして、図田帳の中ではっきりどこ

に、駅付近は松元と呼ばれた地域であった。そして遂に

載されている上神殿次郎太郎祐継が争論した薩摩迫もこ
と押えられない「十万」を現在の伊集院町の東端、松元
した。

この小さな地域名がいつの間にか突如として町名に変転

こうてつ

私は、しかし、かつての「十万」が先述の末永のよう

町上谷口と堺を接する末永、池田、それに松元町上谷口
かとぼとけ

の一部と考えた。あとで述べるが、この付近には実に数
かどがみ

に、時代の変遷と領主の更迭などによって解体し、それ

ぞれの名称を付されていったが、室町時代にはこの地帯

る。

多くの門神、門 仏 が「由緒記」に記載されているのであ
「十万」の地はまだ確定することはできないが、十万

として一村を形成していたと考える。そして、その後谷

はまだ「谷口」のうちに入らず、松本と呼ばれ、松本名

口の中に編入され、かつての松本名は、松元門にその名

から飯牟礼に上がり、そして最期が松本であるから図田

残りをとどめたのではないだろうか。

帳の松本は、伊集院郷の残りの地域全部であった。その
松本と、この松本は別である、ということは既述によっ

第六節 島津氏衰微

ておわかりと思う。
「由緒記」では松元というのは次の一項だけである。
「由緒記」記載そのままを示そう。

伊集院氏の伊集院支配が終わったあと、島津本家の所

領となった伊集院の歴史は資料に乏しいのである。世は

戦国時代にはいり、立久のあとを継いだ島津氏十一代忠

昌は、数え年十二歳で三州守護職の重責を負うことに

なったが、この頃は日本国中をあげて乱世の相を呈し、

祖父の忠国の弟用久は出水を領して薩摩守を名乗り（薩

もち

いわゆる「戦国時代」にはいっており、忠昌にとっては

州家と言う）、その子国久は自分の勢力を自負して本家
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開始した。忠昌の伯父の友久は相模守を称し（相州家）、

（忠国の弟）豊後守季人（豊州家）と組んで独立運動を

忠昌の支配下に居ることを心よしとせず、忠昌の大叔父

苦にし、先祖に申し訳ないとして永正五年二月十五日の

方病身の故を以て三州守護職の勤めを果し得ないことを

を討って服属させることができないのを残念に思い、一

忠昌のあとは長男忠治が継いだが、七年たった永正十

めながら割腹して果てた。歳まだ四十八歳であった。

まい地域でどんぐりの背くらべを武力でやりだしたの

二年に没し、そのあとを継いだ忠隆も四年後の永正十六

夜、鹿児島清水城の自室で、桜島に上る早春の満月を眺

で、島津氏十一代の大守という肩書きも役に立たず、忠

年に亡くなった。三男忠兼（後勝久）は十七歳で島津氏

ない。実力だけがものをいう時代となって、薩隅のこのせ

昌は鹿児島の本城に居ることもできず、一時伊集院の古

して、大守の威令は行われなくなっていた。彼は大永六

十四代の当主となったが、三州の地は小さい豪族が割拠

日置郡田布施を領して、これまた忠昌の命に従おうとし

城に移った。「島津国史」に、文明八年（一四七六）三月

年（一五二六）十一月六日、伊集院在住の際、ここに呼

二十三日、群臣が国中多事の故を以て、公を奉じて伊集
院内城に移る、としるし、内城は古城村に係わると注し

びよせた島津忠良と面会し、島津家の今後を相談する。

これで薩隅の政治史は大転換をするのであるが、それ

かと思われる。

実はそのためにわざわざ伊集院まで出むいたのではない

ている。
それから九年たった文明十七年春正月十日、蜂の巣を
ついたような戦乱の時代となって、忠昌の家臣達は忠昌
の夫人を伊集院に移してその安全をはかったことが記録

百年にわたるこの戦乱の間、伊集院は戦場にはならな

は章を新たにすることにしよう。

の地となって以来、忠実な島津家の家臣団となり、島津

かった。戦争は武士達のするところであって、伊集院郷

されている。伊集院はこの時代を通じて、島津本家直轄
家を護るために各地にも出動している。忠昌が伊集院を

の人口の大半を占める百姓達はそれにはあずからなかっ

はまことに大きなものがあったが、永正三年（一五〇

忠昌は桂庵禅師を招へいして薩摩の文教を興した功績

たものと考えている。四元に篠原堀とか、各所に「ほり」

織された農村制度の基礎がこの期間にでき上がっていっ

た。私は、開墾は進み、人口は増え、徳川時代初期に組

ゆえん

頼みとした所以である。

六）に肝属郡高山の領主肝付兼久が反乱し、忠昌はこれ
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であって、開墾地のことである。時間的には差異がある

と名づけられる小字や地名があるが、ほりは墾（ほり）

既に見てきたように鎌倉末期には建久図田帳にその名

向上したという
（小学館の日本の歴史第一〇巻二四四頁）
。

（文永元年―一二六四）を発しているので農民の生活が

之原（恋之原）・寺脇・竹之山・松本などが名として存

定され、室町中期に至ると諏訪社番帳が示すように小井

頃には直木・春山も村として誕生したのではないかと想

・有屋田・猪鹿倉・黒葛原の村があらわれ、南北朝末期

などの村が成立している。南北朝期に入ると入佐・四本

が見えなかった徳（得）重・福山・石谷・中川・中山田

が、「ほり」と呼ばれるこの付近の土地は、室町時代に開
墾された所が多いのではなかろうか。

第八章 地域振興
第一節 生産力向上

政に意を用い、潅漑工事を起こして耕地の拡大に努めた

を図ってその信頼を得る必要がある。故に戦国武将は民

するためには先ず第一に食糧を確保し、更に住民の安泰

み砕かれることもなく、他の地域に比べると平和な年月

摩守政秀などのような名地頭のもとに、軍馬の馬蹄に踏

この地区は島津氏直轄地として後に述べるように鳥取播

幕を閉じ、やがて戦国時代にはいっていくのであるが、

室町中期以後、すなわち伊集院氏の伊集院支配がその

在する。

といわれ、武田信玄などその好事例としてよく引用され

戦乱の世でも豪族がその力を維持し、その勢力を拡大

るが、戦国時代に限らずまた住民・領主の別なく耕地の

増加していったと思われる。そのような事例を次に述べ

を送り、生産力は向上し、村々も更に開発され、人口も

元寇を経て大陸との交通交易は頻繁の度を増し、ひい

るような入佐・直木の神社の棟札を通じて見ることにす

拡大、生産技術の上昇は人々の悲願であった。
ては大陸の土木技術が普及し、鎌倉末期には農業の生産

る。

「伊集院由緒記」には次のように出ている。

第二節 熊鷹大明神

力も高まった。食糧が豊になると人口が増え、人口が増え
るとまた未開発の地域が開発される。鎌倉末期には田圃
には米と麦、畠地には秋大豆と夏麦の二毛作が普及し、
幕府は田麦は年貢として徴集してはならないという法令
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前の方の棟札の鵰は「くまたか」と辞書にある。年代

おつな

おつな

老頭は南原門の長（百姓は本家を中心にそのわかされの家数

戸で門を形成し、本家の主人を徳川時代には名頭又は乙名と呼

び、その門に課せられる公租公課の責任を負わされていた。老

か た かど

頭はその古い書きかたである。）である。文字が見えかねる

と あ る か ら 、 そ の 外 に 山 の 方門 そ の 他 の 門 の 名 前 も 記 さ
れていたのではないだろうか。

次の棟札は寛文五年（一六六五）であるから、天文十

九年から一一五年を経た徳川時代初期のものである。

苗代川御仮屋ヨリ云々とあるのは、「由緒記」は神社

仏閣の位置を示すのに、藩主が江戸への参勤交代に休憩

所として設置していた今は東市来町美山の御仮屋（沈寿

官邸の西約二、三〇㍍ を
） 基点にして、
当時の道路によって

その距離を示している。辰巳は東南である。

昭和三十八年刊行の竹下先生著「松元町郷土史第一

輯」に、山ノ方部落の若松秋義氏の話が記載されてい

で、貴久が伊集院一宇治城から鹿児島の内城（鹿児島市

あった。そのうち巻物は四元の 聖 神社へかえされ、後下

「私の祖母の話では熊鷹神社の御神体として巻物と鏡が

る。

大龍小学校の地）に移ったのが天文十九年（一五五〇）

神殿の八幡神社の方へかえされたということであった。

が書いてないが島津氏十四代貴久大檀那としているの

の暮であるから、おおよその見当がつこう。時の伊集院

この巻物とは、つまり御神体として祭ってあった熊鷹の

この 神社は以前は現在地 より一五〇㍍ 程南方の丘の 中

ひじり

地頭は園田築後守であり、その下がちょっとわかりにく

絵であったろう。」

コメクラ

いが築後守の弟小米倉安吉と読め、神殿の建立者は木下
太郎兵衛（この付近の武士であろう）、その下の南原

153

やまと

（三重県亀山市田村町）で亡くなられた。そして「 倭
たけるのみこと

程にあって、森陰のうす暗い場所で藁葺きであった。支

建 命 は大きな白鳥となって大空に舞い上り、浜辺の

みこと

那事変で山方部落から戦死者が続出したので移転改築の

つけられたお 后 や御子達はこれを見て、そこらの小竹

方に飛んで、おしまいになった。 命 の死を聞いて駈け

の刈株にお足が傷つき破れても、その痛さをも忘れて泣

きさき

議が起こり、敷地寄付者吉富武義氏外氏子の熱意によっ
ずる道路に面し、西にむいて風景もよい。社殿は間口一

きながらその跡を追いかけられた。」と古事記（昭和七

こなかばい

て、昭和十六年四月十二日に竣工した。小中原部落に通
間奥行一間半の瓦葺である。

年八月発行文部省蔵版、次田潤博士解説）にある。

そこで日本武尊を祭る神社は白鳥神社あるいは大鳥神

今は前掲の棟札二枚共になく、また熊鷹の絵の御神体
も失われたことは前記の通りであるが、土地の人々は六

寄進している。大阪府堺市の大鳥神社は旧官幣大社で、

して古くから崇敬され、島津義弘は特に帰依して神領を

和泉国一ノ宮として崇められ、貞観元年（八六一）には

社という。宮崎県飯野町の白鳥神社は旧県社で、軍神と

御祭神はあとに述べる入佐の大鳥神社の御祭神と同じ

従三位が贈られ、式内社である。大鷲神社や鷲神社もこ

あるという。
日 本 武 尊 である。この神社も大鳥神社もその起源は

の系統である（神社辞典）が、鷲も鷹も猛鳥である。鳥

月と十一月の二回例祭を行い、秋祭は旧暦十一月六日で

不明であるが、日本武尊は武の神である。明治の半ば頃

と化した武神日本武尊を祭る神社名にふさわしく「熊鷹

大明神」の称名が捧げられたのであろう。

やまとたけるのみこと

院郷内ではすべて下神殿の八幡神社に合祀された。現在

神社の合併が促進された時期があり、八幡神社は旧伊集
この八幡神社には、私がお参りした昭和二十九年頃、衣

それでは次に大鳥大明神を見てみよう。

入佐村之内
大鳥大明神 一社

祭り 十一月十一日

格護人 下之門
源右ヱ門

第三節 大鳥大明神

冠束帯上半身の木像三体の外に、神官体二体と僧体五寸
程の木像一体があった。どれが合祀されたどの神社の御
神体であるのか今はもうわからない。ともかく日本武尊
は武の神である。同じく武の神である八幡神社にその意
味で簡単に合祀されたのであろう。
の ぼ の

日本武尊は東国征討からお帰りの途中、伊勢国能煩野
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であろう。享保十五年（一七三〇）の鰐口の寄付者上野

泰恭の恭は十余の読みかたがあり、やすたか、やすち

か、やすのりなど読めるが、あるいは元松元町教育長上

以上「由緒記」の文字についての説明をしたが、現在

野清香先生の先祖かとも思われる。

の大鳥神社には、以前の鎮座地から運んできたと思われ

る石燈篭二基がある。一つは享保十三年（一七二八）「奉

寄進石燈篭一基三月吉日」の文字が彫られ、もう一つに

相中」と見える。元文四年は一七三九年で、石燈篭と同

は「元文四己末年奉寄進石鉢石塔庚申 十月吉日 入佐
時に石の手水鉢を

世紀末ではこの神社は下野門の管理である。鏡の梵字は

「伊集院由緒記」には右のように書かれており、十八

奉献されている。

信仰とマッチして

行われていた庚申

して当時どこでも

寄進している。そ

カと発音し、十一面観音をあらわす。鎮座地は御仮屋か

入佐相中とは当時

こ う しん

らの距離からみると熊鷹大明神から四〇〇㍍ぐらい西北方

の入佐住民のすべ

しものかど

三年で五代将軍綱吉の時代、熊鷹大明神の寛文五年（一

にある。棟札の天和三年（暦は年の意味）は西紀一六八

仏堂や社前につるした金具で、紐で鳴らすようにしたも

ろう。

元町郷土史」に帰

竹下先生の「松

ての意である。

のであるが、文明十七年は一四八五年でかなり古い。四

六六五）からすると十八年後に改築されている。鰐口は

郎太良（良も郎と同じ）は入佐かいわいのかなりの百姓
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ると宮下橋に出ます。これを渡って行くと前方に雑木林

清隆 氏子総代 下野市熊 委員 丸田勇吉 竹之内弥

前村長 上竹原善次郎 現村長 篠原喜角 社掌 岩永

方々の名も刻まれている。

のヒョータン形の小高い山の裾につきあたります。この

松木園勘太郎 神野袈裟吉 寺園矢太郎 寺園善太郎

太郎 松木園吉太郎 畠中小吉 九万田熊吉 南巳之助

若宮神社跡から西方約一五〇〇㍍程永田川に沿って下

代の墳墓といった形の山であり、このあたりの山から独

山を土地の人々はヒョータン山ともいっていますが、上

神殿場所」というコンクリート碑が建てられています。現

る日本武尊であった。両神社はあるいはその始まりはど

ろを述べてきたが、両神社の御祭神はともに武の神であ

以上熊鷹大明神と大鳥神社についてわかっているとこ

中園市太郎 松木園源藏

在大鳥神社は入佐の「上之岡」中腹に祀られていますが、

ちらか一方の神社で、後に部落が二つにわかれて神社も

立した山であります。この山の北面の頂上に「大鳥神社元

社を合祀したもので、上谷口柿元の柿元神社の如きも当

これは大正三年（一九一四）鹿児島本線開通当時村内の神

現在の大鳥神社（前掲松元町郷土史六一頁）

とは、入佐の、そして永田川沿いの歴史を解明すること

故ここに、そしていつ鎮座されたか、その疑問を追うこ

日本武尊をお祭りする神社はこの二神社だけである。何

二つになったのかも知れない。ともあれ旧伊集院郷内に

入佐のお伊勢ケ丘の中腹に鎮座する神社で、祭神は日

につながるであろう。

時合祀されたものでありました。

本武尊となっております。神社の境内に「大鳥神社移転

されています。昔は神殿だけあったものですが、その後拝

〇㍍位西の畑地にあって神明鳥居と拝殿と神殿とに区別

下直木の大西部落にあります。…バス道路から約一〇

土史第一輯」の竹下先生の記述を抄録すると、

下直木の鎮守神社を見ることにする。まず「松元町郷

第四節 鎮守・若宮神社

改築記念碑」という大記念碑が建てられ、その碑文に
まつ

村社大鳥神社ハ日本武尊ヲ祀り大正三年三月以降上谷口
柿元神社ヲ合祀ス旧字口之坪社地社殿荒廃ヲ極メ既ニ改
修ノ時機迫ル茲ニ氏子相計神掌神慮ヲ伺ヒ県当局ニ正規
ノ手続キヲ了シ此地ヲ相シテ社地ヲ拓キ境内ヲ修シ新ニ
昭和十二年三月建碑

社殿ヲ造営シ以テ神霊ヲ移転シ鎭守シ奉ル

とあって、又当時この神社新築移転に貢献された委員の
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一鎮守 格護人

大村門

殿を増築したもので、拝殿入口の桁には花弁十五枚の菊

祭り十一月七日

一若宮大明神 一社 伝兵衛
宝殿二社

花とその茎根まで彫刻され、最初朱塗りであったらしく、
ところどころその名残がうかがわれます。……この神社

左 鎮守大明神

苗代川御仮屋 ヨリ辰巳方道法凡二里拾弐町五拾六間

ニシテ

左右 之安置

名はまちまちで「おぶなサア」といい、あるいは「若宮神
社」といい、あるいは「鎮守神社」とよんでおります。土
地の中馬嘉藏翁（八四）の話では鎮守神社とよぶとのこと

神躰木座像二体
一体高サ六寸程

であります。……今この神社の管理は共栄会でされてい
ます。この鎮守社は郷社で（実は無格社）、直木全体を保

一体高サ七寸弐分程

右棟札之内 ニ奉造立鎭守大明神宮一宇 右為趣者藤原朝

一棟札

護される鎮めの神であり、氏神さまであり、直木全部落の
会の席上では又次のような話がありました。『あの神社の

臣忠兼並当地頭願主息災延命子孫繁昌村内泰平諸人快

信仰厚いものがあったろうと思われます。東昌校区史談
境内は昔は大木が繁って森をなしていたが、社殿は本殿

楽 大永六 丙沽
戍 洗廿三日敬白

一五二六

だけ初めはあったもので、この境内の大木を切って拝殿

大宮司上原助五郎 と有之
一六六八

一棟札

を造ったものである。この神様は下伊集院から遷座した
もので下伊集院の野田にあったものであると言われてい

と相見得 源光久朝臣御息災延命並綱久公御子孫繁昌武

寛文八年 戊三
申 月吉辰再興

祭りは夏祭が六月十四日で、秋祭が十一月七日の年二回

運長久 当地頭嶋津圖書頭久通

る。御神体は鏡が五個であり、若宮神社とも言っている。
で あ った が 、 現 在 六 月 十 四 日 と 十 二 月 七 日 に な っ て い

と有之

一体立像高サ壱尺壱寸程

正躰 木座像三体 高サ八寸程

右若宮大明神

る。』
鎮守 神社 につ いて 「伊 集院 由緒記」 は次のように 記 し
ている。
直木村之内大村
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一帯においてあったことを思わされ、現在の入佐直木一

帯の台地と全く反対であったと思います。

一棟札
奉造立若宮大明神宮一宇右為趣藤原朝臣忠兼並……

伊集院由緒記によりますと

現在若宮跡という所が寺園熊市氏（七七）の所有になる

（とあって、前記由緒記の若宮大明神の部分が記載され。）

息災延命子孫繁昌……と有之、其外文字見得兼候
と相見得

山になっていますが、雑木林の中に石造りの屋根の部分

三月吉辰再興

源光久朝臣御息災延命並綱久公御子孫繁昌武運長久

だけが一個落葉に埋れて誰一人見る人もなく、かたわら

寛文八年

一同

当地頭嶋津図書頭久通 と有之候

の椎の大木の切株が一本の若芽を雑木林にようやく支え

戌
申

右由緒不詳 候

西部落の「鎮守神社」に外ならない。竹下先生は「由緒

は、竹下先生が前掲書六七頁で記述されている下直木大

「若宮田」という小字のある山の一角にその跡がある若

されていく。先生は右の由緒記の記述は永田川沿いに今

そして次に鎮守大明神の「由緒記」の右の部分が記載

られています。云々。

記」の右の記録を、前掲書五六頁「若宮大明神」の項で

宮神社と鎮守神社に就いてのものとしておられるが、私

は前記のように、そうでなくて、下直木大西部落の現在

家は一軒もなく、昼なお静かな山里の田園といった方が

小吹まで続いています。この永田川沿岸の水田一帯は人

は、永田川入口の仙寿院が二里半すなわち二里十八町と

からの道路で測定している。御仮屋から二里十二町余

よう。その距離は伊集院町の恋之原から下直木に至る昔

まず苗代川からの道のりで示された神社の所在地を見

の鎮守神社についてのものと見る。

よいでしょう。この川上のこのあたりから若宮神社の跡、

しているのである。

記されているから、それより六〇〇㍍も苗代川寄りを示

次は御神体である。「由緒記」は木像五体としている

大鳥神社の跡、岩屋穴、毛野院の跡などという古蹟がなら
（主に弥生時代）が発見され、上代人の生活はむしろこの

んでいます。又この辺りの道路わきの崖には太古の土器

こぶき

下 る と 永田 川 沿 い に 出ま す 。 細 長 い田 園 が 遠く 永 吉 の

社のある宮岡を、左に仙寿院跡の杉林を仰ぎながら南に

入佐の南鉄バス停留所で下車、新村に出て右に大島神

引用されており、それは次のように記述されている。

「由緒記」に右のように記載されている鎮守若宮神社

ニ
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田川沿いに若宮神社があった時も一緒に奉祭されていた

の永田川沿いから高地畑地帯の下直木に遷されたのでは

か、そうではなくて直木の現在地に鎮守神社は古くから

が現鎮守社も五体の鏡である。木像は朽損したのであろ
次は祭日の十一月七日が同一である、ということ。ま

あって、そこへ若宮神社を入佐から遷して一緒にしたの

ないか。現在は鎮守神社も一緒に奉祀されているが、永

た鎮守と若宮大明神を一社に祭り、どちらの社名をも用

う。

いていること。土地の人々が言っている「うぶなサア」

か、その辺のところはまだよくわからない。

られる。この神社は棟札によって大永六年（一五二六）

落に鎮座の鎮守神社及び若宮神社についてのものと考え

以上のことから「由緒記」の記事は現在下直木大西部

若宮（ 太田田根子命）、皇大神宮の別宮滝原宮の若宮（農

で な く 、 春 日 神 社 の 若 宮 天 押 雲 根 命 ） 、 大神 神 社 の

い、この場合祭神は応神天 皇の 御子仁徳 天皇で あるだ け

若宮神社には八幡宮の若宮（一般的に若宮八幡とも言

うぶすな

は産土神で土地の神様ということで固有名詞ではない。

三月二十三日に造立されたことがわかる。姑洗とは中国

業 及 水 の 神 水分神 ） と い ろ い ろ あ る が 、 こ の 鎮 守 神 社 の

)

あ め の お し く も ね の みこ と

(

お お た た ね こ

その母の神功皇后及び比咩の神を祭るので御神体は三体である

み く ま り

ところで竹下先生が永田川に沿っていくと寺園熊市氏

あった）ので 、いずれ の若宮か にわ かに断定するこ と は

べきであるが、鎮守神社の御神体は二体、若宮大明神は三体で

おおみわ

で三月の別名として使用した。そしてそれから一六二年

御祭神が八幡神であるとの証もない（八幡宮は応神天皇、

所有の山に若宮跡があることを述べておられる。そして

ひ め

たった徳川時代に社殿が再興されている。

現に「若宮田」という小字も残存している。私も数年前

難しい。

「由緒記」に何々神社を造立し奉るという棟札が記載

春木一夫氏に案内して貰って現地に行ったが、冬枯れ時
でなかった故か薮陰をさがしても竹下先生も記述し、春

置する宝殿あるいは神殿だけを造立した場合は必ずしも

され、それに年号があるときはほとんどその年号の年に

神社創建とは限らない。「再興」や「修造」は文字の通り

木氏もこの前見たのですがといわれる石造りの屋根の部
たしかに若宮神社は下直木の現在地に遷宮される前は

創建されたものとみていいようである。但し御神体を安

入佐の若宮田というこの地に鎮座していたと考えられ

である。この観点からすると、若宮大明神も鎮守大明神

分らしいものは発見することができなかった。

る。そして大永六年三月あるいはそれ以前に、田圃地帯
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社ともに入佐の永田川沿いにあって、このとき一緒に現

がはじめて建てられたといえるだろう。そうすると両神

も大永六年に奉造立とあるので、この年に現在地に社屋

か。

いう古い伝承のみが今に伝えられたのではないだろう

でもなかったから、ただ遠い野田あたりから移されたと

の間であり、記憶にとどめたり言い伝えておく程のこと

院については言い伝えのみで記録がないからこれも想像

の毛野院の鎮守社ではなかったか、と考えられるが、毛野

さっぱりわからない。わからないことが多いのである

ことで永田川沿いの旧地に鎮座されるようになったかは

た。その由緒についてはいずれも不詳で、何時どういう

以上熊鷹・大鳥・鎮守若宮の三神社について述べてき

第五節 台地へ移住

在地に移されたとみる方が自然かと思われる。
往時は寺院には寺を守護する鎮守神社があったのであ

の範囲を出ない。ただ以前は永田川沿いにあったと言え

るが、それからするとこの鎮守神社は本来は永田川下流

るのみで、「由緒記」が以上の記載の後に「右由緒記不詳

への移転は時期もはっきりしている。鎮守・若宮神社が直

が、大鳥神社と熊鷹神社については旧鎮座地から現在地

下直木の鎮守神社がもともとこの地に鎮座していた神

木の現在地に移った時期は大永六年以前であることは間

に候」と書いているように詳しいことはわからない。
社でないことは、前記竹下先生が東昌校区の史談会で聞

違いなかろう。

問題は、永田川沿いにこれらの神社があったのだか

かれたという「この神様は下伊集院から遷座したもので
下伊集院の野田にあったものであると言われている。」

ら、古くはそれを守護し奉祭する百姓の住家が点々とし

ことである。そのうえ飲水の便もよかったと思われる永

の言葉に見ることができる。この伝承はおそらく入佐の
それでは若宮田から下直木への遷座のことは何故伝え

田川沿いにあった鎮守・若宮神社は、毎日の飲水にも苦労

て連なっていたはずであるのに、今は一軒もないという

られていないのか、という疑問も起こるが、この神社を

の地に移転したのかということである。

する高台地の下直木に、しかもその耕す田地にも遠いこ

若宮田の地に鎮座の頃から既にあったものであろう。

人々で、事情によって下直木に移り、神社もともに移っ

愚見を次に述べよう。

下直木に移した人々は、以前永田川沿いに住んでいた
たので、新しい社地は旧地からはさして遠くない目と鼻
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熊鷹大明神とその氏子達については問題はない。私は

下直木に移住したのである、そしてその時期は室町中

入佐直木の台地が畑作をとりいれ、村としての社会生

期、十五世紀の半ば過ぎと思量される。

鎮座地も数百㍍しか離れていないので、もとは一つで

上門」に私はその証を見る。

活がはじまったのはこのときからであろう。既述の「坂

先に大鳥大明神と熊鷹大明神とは、祭神も一つであり、

方になったので一団の氏子が二つに分れ、どちらかが御

島津氏が三州を統一してその領主となるのは、島津氏

第一節 犬安丸頓死

第九章 伊作島津氏の興起

あったのではないかと述べた。人口が増え、耕作地も遠
分霊を持ってその新居住地に移っていったのではない
か。この場合しかし何れが古くて元の神社であったかは
決め難い。
時代がさがるにつれて更に人口は増し、それを養う耕
川沿いの北方台地に移り、畠作物の収穫にも努力するよ

十五代貴久、その子義久兄弟の力によるのであるが、そ

地が必要となってくる。大鳥明神の氏子達は次第に永田
うになった。奉祭する神社はまだもとの位置でよかっ

の基礎を作ったのは島津忠良日新斉である。そして彼は

近い台地は既に他人に占有され、まとまった適地は下直

なり、相当な広さの畠地を必要とするようになったが、

久長は法名を道意といい、南北朝時代足利氏に属した島

作庄を父から与えられ、伊作氏を称したのにはじまる。

伊作島津氏は島津氏三代久経の次男忠長（久長）が伊

いて概略を述べることにする。

伊作島津氏の出である。そこで伊作島津氏及び忠良につ

じつしん

た。
若宮田からおそらくその以西に居住していた鎮守・若

木付近しかなかった。畠作は稲作よりも常時手がいる。

津氏五代貞久には叔父にあたり、一貫して本家貞久に味

宮を奉祀する人々は、田地の収穫だけでは生活が無理と

田地の少ない所では畠作に身を入れなければならない。

方したから、南朝に属した伊集院忠国とは敵対関係に立

く

の進攻には手を焼いたようである。伊作島津氏はその後

ち、その子宗久、孫親忠も正平元年（一三四六）の忠国

すると朝夕の水汲みの不便をしのいでも、畠の近くに住
むしかない。
かくて彼らは部落を挙げてその奉祭する神社ともども
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くみ

寅十二月四日頓死す。享年十六、法号良山道賢多宝寺

伊集院諏訪祭祀の頭人と為り、祭り終って後、長禄二年戊

な

し、本家の久豊に敵対したため、久豊が守護の地位を確

とある。人々を驚かした事件であったらしい。というの

とうにん

立するようになると、久義の子勝久は既に久豊に服属し

は犬安丸には子もなく、近い血筋もなく、彼の死は、由

犬安丸譜中」に

ていたのであったが、一族の中で内輪もめが起こり、久

緒ある伊作家の断絶ということになるからである。

伊集院頼久の乱に際しては親忠の子久義は伊集院氏に興

義は殺され勝久は久豊に追放される。子教久があとを継

犬安丸の妹をその妻とした。忠国はこれを事後承諾しな

（亀房丸）を伊作に連れて行って犬安丸の後継者とし、

伊作家の老臣鎌田尾張守政年は秘かに忠国の三子久逸

いだが嘉吉二年（一四四二）一月十九日逝去した。男女
やす

一人ずつの子があり、妹は伊作久逸の妻となる。
【伊作氏系図】

ければならなかった。

久逸の子は善久であるが、明応三年（一四九四）四月

馬飼いの従者に刺殺された。二十七歳で、子の忠良は三

歳であった。忠良は幼名を菊三郎といい、その後祖父母

の久逸夫妻が面倒を見たが、久逸は明応九年（一五〇

〇）加世田の薩州家島津国久の孫忠興と国久の甥忠福と

の争いに巻きこまれて戦死する。菊三郎は九歳であっ

翌年田布施の島津運久は、将来菊三郎に田布施を譲る

ゆき

兄を犬安丸といった。彼は長禄二年（一四五八）十二

ことを約して、その母常盤夫人を後妻にした。菊三郎は

た。
月四日伊集院犬之馬場の諏訪神社の祭礼で、「頭殿」と

九年（一五一二）田布施の相模守運久が阿多に移って隠

十五歳で元服し、忠良と名乗って伊作城主となり、永正

とうどの

いう勅使になぞらえた最も重要な奉幣使の役目を勤め、

居したので、忠良は彼の譲りも受けて伊作、田布施、阿

それが終わるとその場で急死したという。島津国史にも
記載されているが「旧記雑録前編巻三八」の「伊作島津
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【島津氏系図 ⑵】

第二節 姿は野辺の煙

くしま

島津氏十代立久は伊作島津家を継いだ弟の久逸を、文

の領主に移した。この方面の島津氏のおさえとしたので

明五年（一四七三）頃、志布志と境を接する宮崎県櫛間

ある。間もなく立久は逝去し、幼少忠昌があとを継いだ

が、島津国久、季久らが乱を興し、それに同調する者も

お び

多く、国内が混乱したことは既に述べた。伊作久逸が移

された櫛間地方はその隣りの飫肥領主の新納氏が以前か

ら本拠とした処であった。国久らの内乱が鎮まって四、

五年たった文明十六年、伊作氏と新納氏のせり合いは遂

に爆発して、それにまた便乗する者もあって国内は以前

にまさる大乱となる。久逸は文明十八年七月大守忠昌に

久逸が櫛間に居る間、石谷城主石谷伊賀守梅吉がその

降り、再び旧領の伊作に帰った。

家老を勤めた。梅吉は櫛間（福島）から帰ると、伊集院

氏は伊集院氏が一宇治城を退去した後、石谷氏（町田

土橋の町田に福島明神を勧請した。これからみると石谷
多、高橋を領することになる。彼はこれより先永正七年

氏）発生の地であった町田も、その所領として支配して

しげ

出水城主成久（重久）の娘を妻に迎えた。これが伊集院

いる。

福島明神は現在の上土橋バス停の下方町田川左岸に

町下谷口四郎園の梅岳寺墓地に墓のある寛庭芳宥大姉で
ある。

あったという。「由緒記」は、昔は鎮守神社と二社が共在
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七年（一五六四） 十二月五日付けの、「当地頭石谷助

から新米三斗が奉納されていたと述べている。また永禄

していたが、今は社殿は一つになった、祭典には町田家

を頼り、櫛間の永徳寺に住んだ。やがて将軍義教の耳に

て義昭を中郷から追い出した。義昭は櫛間地頭野辺盛仁

諸県郡の領主北郷持久の知る所となり、彼は後難を恐れ

入り、島津忠国に義昭を討つよう厳命が下り、忠国はや

甲
子

むを得ず、谷山の山田地頭の子孫山田忠尚（聖栄自記で

ます

在は社地の跡もはっきりしない。久倍については後で述

太郎殿藤原久倍」と書いた棟札も記載されているが、現

有名）らに命じて永徳寺を囲ませた。義昭は

面影は又もみやこに帰るらん

べる。
ところで石谷梅吉が崇敬したという福島明神のことで
門跡であった大僧正尊宥である。義満のあとは義持が継

て京都に送られて将軍の見参に供えられようが、首のな

という歌を詠んで三十七歳で自殺した。自分の首はやが

姿は野辺の煙とぞなる

いだが隠居してその子義量を五代将軍にした。義量は若

い身体は野辺に焼き棄てられるであろう、との意で自分

あるが、祭神は足利三代将軍義満の子で、京都大覚寺の

死にし、義持も間もなく死んだので、将軍を義満の子供

の不運を嘆き、義教への恨みをこめている。嘉吉元年

家来の源澄はこの時寺におらず、帰ってきてこれを知

かず

達、すなわち義持の弟達から選ぶことになった。義満に

（一四四一）三月十三日のことであった。

り、悲憤のあまり独鈷で自分の額を割って死んだ。「山

いわしみず

は子供が多かったので京都の石清水八幡宮のおみくじで
乗り、くじを引いたが、義教が当たって六代将軍となっ

当選者をきめることになった。尊宥も還俗して義昭と名

田忠尚譜中」、「旧記雑録巻三七」に記されている〈他所

どくこ

た。無念の義昭は吉野に潜入して南朝の遺臣と気脈を通

から帰って来て、目を怒らし、切歯呪咀して独鈷を把

と

じ、また一色、佐々木らの豪族と結んで義教を討とうと

り、己が額に突き刺して立ちながら死んだ別垂讃岐坊宥

いっしき

した。事敗れて、従僧の源澄に連れられ、永享九年（一

善〉はこの源澄のことであろう。「由緒記」に、福島神社

べったりさぬき

四三七）宮崎県北諸県郡中郷村まで落ちのびてきた。源

の棟札に御祭りの作法として「別多利讃岐坊えも神供一

義昭の首は山田忠尚が取り（聖栄自記）、早飛脚で京に

膳可 供
レ 」とある。別垂はこの別多利であろう。

そなう べし

澄はここの郷士鬼塚久次の弟であった。
義昭は以前南朝方であった肝付氏の子供や櫛間地頭野
辺盛仁らを仲間に語らい、挙兵の計画を進めたので、北
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送られた。義教将軍はこの首を見てあまりの喜びに、島

の紛乱はその極に達し、島津氏歴代の間に於ける闇黒時代と

に堪えなかった上に、補弼の良臣を得なかった。隨って国内

義昭のたたりであるとの噂が飛び、忠国は義昭の霊を鎮

ところでその後福島地方ではいろいろな災が起こり、

養子となって次の守護になろうと忠兼に強請した。忠兼

忠良の妻である。ところが忠兼夫人の弟実久は、忠兼の

領した薩州家島津忠興の娘を妻にした。忠興の妹は島津

が国内は乱れるばかりであった。忠兼は出水と加世田を

永正十六年（一五一九）忠兼が十七歳で守護となった

・ ・ ・ ・

津が何を申し出ようとも思いのままに許そうといって側

称するも過言でない。

ひつ

近者を驚かしたという（県史一巻五四七頁）。
その義教はそれから三月もたたないその年六月、家臣

めるため、永徳寺の境内に神社を建て福島明神となづ

はこれを拒否し、夫人を離縁したので「実久は弥々横暴

赤松満祐の屋敷に招かれて謀殺された。

け、また永正五年（一五〇八）六月には十二代忠治が鹿

ゆき

いよ いよ

児島に大興寺を建て大覚寺の末寺にして（三国名勝図

逸の孫にして運久の養子忠良に、日置南郷を与えて国事

を極めた。爰に本田親尚は勝久（忠兼）の為に、伊作久

ここ

会）、義昭の冥福を祈った。

を托さんことを謀り、勝久の請いで伊集院に住んだと

に与えた。忠良は十一月五日（大永六年―一五二六）そ

き、忠良の姉聟島津昌久を遣して、重ねて日置郷を忠良

島津氏十一代忠昌は、その治世中国内騒然として戦国

の地を領し、翌日伊集院に勝久に見え、七日勝久が鹿児

第三節 少年守護職
時代のミニ薩摩版の様子を呈し、これを制圧することが

島に帰るに隨伴した。 （県史一巻五七二頁）

隆相ついで夭死し、忠兼がまた十七歳で三州守護の地位

五年―一五〇八）のであったが、あとを継いだ忠治、忠

背くことができず十八日に虎寿丸を伴って鹿児島に出む

を自分の養子にしたいと申し入れ、忠良はその申し出に

同月十二日になって忠兼は、忠良の嫡子である虎寿丸

｣

に就いたものの、守護の勢力はますます弱まって行っ

来忠兼の後を継いで島津氏第十五代の守護職となること

き、虎寿丸は二十七日元服して又三郎貴久と名乗り、将

まみ

出来ない上に多病であるところから遂に自殺した（永正

た。当時の状況を「県史一巻」五六八頁は次のように述

が定められた。数え年十四歳である。

べている。
斯の如くこの三代は何れも幼弱にして乱世の守護たるの任
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このどさくさに帖佐の地頭辺川忠直が反旗をひるがえ
すと、貴久の守護就任に不満であった実久は兵三百を以
てこれに応じた。
忠兼は早速忠良に辺川討伐を命じ、忠良は十二月七

に従って、帖佐の方に行っていたので、伊集院は容易に
落城したのであろう。

忠良は鹿児島の清水城に帰るべく海路祇園洲の稲荷川

口まで来て変を知り、実久の軍の多いのを見て急きょ田

おおいのすけ

貴久は六月十五日の夜清水城を脱出し、木脇大炊助

布施に引き揚げた。

の功によって伊集院と谷山の地が与えられた。伊集院は

祐兄、鎌田筑前守政心、井尻祐宗ら数人の家臣に守られ

日、一日のうちに帖佐の両城を落して平定したので、そ
かつて伊作島津家の領するところとなったのである。そ

て、伊敷の小野から犬迫、栗之迫、春山を経て柳ケ峠に出、

すけよし

して帖佐は島津昌久に与えられた。

このとき道案内をした長谷場讃岐の孫長谷大蔵なる者

途中伊作に寄って義父忠兼に挨拶して田布施に帰った。

が父から聞いた聞き書が「旧記雑録前編巻四三」に記載

翌大永七年三月、忠兼は家督を貴久に譲り、伊作、田
久に与えて伊作に移り、忠良は貴久の後見人として鹿児

され、貴久一行が折からの月明りを利用してたどって

布施、阿多、高橋を隠居地とし、四月十五日鹿児島を貴
島に住むことになった。

行った道筋がしるされている。

「桑木か迫、小野尾立、かしきの渡、かつしやうき、

ところがこの年五月、先に帖佐地頭となった忠良の姉
婿、貴久には伯父にあたる昌久は、実久の策略に乗せら

ととろ松、長さこ、しゆう川内、このわらひ村え夜半過

あげ

れて、加治木地頭伊地知重貞と組んで兵を挙げ、貴久に

に被 遊 御着 、 左 候 て祖父讃岐御めし（飯）を上候て

さそうろう

背いた。忠良は六月五日伊地知重貞を滅し、同七日帖佐

一

隙を狙い、六月十一日伊集院一宇治城を落し、更に谷山

実久は忠良が加治木、帖佐で戦場の後始末をしている

森園之前御通、せうしのぼりはちのむれより柳ケ谷大道

集院の内春山直林寺の野くひえ御出、直林寺下之脇より

庵の宇都、くしけの谷之頭、かげの木場、床原御通、伊

かけ

なされ

二

二

レ

レ

かつ

お

を平定して清水城に向かった。実久は出水・加世田の兵

一

を横通りに、野とせの峠に被 遊 御着 候。左候て夜明

二

に、妻の父串木野の川上忠克、弟の市来鶴丸城主忠辰の

レ

候故、彼所 ニ
石有之候に御腰被 成 御掛 …
一 …彼之所の石

おとおり

此村を御急ぎ被 遊 御立 、石がはなはちのす、夫より

二

応援を得たのに対し、伊集院・谷山の兵はおおかた忠良

城を落して昌久を誅した。

レ

一
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びん

録若干について触れておこう。

の園田清左衛門の屋敷に逃げこみ、清左衛門の機転で危

脱出の一行は小野を行く頃追跡兵の迫るのを知り、近く

右の地名は当時のもので、勿論この道は間道である。

子とし、虎寿丸は元服して又三郎貴久と称したのはこの

で忠良に会い、共に鹿児島に帰り、忠良の子虎寿丸を養

島津氏十四代忠兼が島津忠良に日置の地を与え、伊集院

である。大永六（一五二六）丙戍姑洗二十三日とあった。

まず最初は既に述べた直木の鎮守及び若宮神社の棟札

く難を逃れている。長谷場讃岐は清左衛門によって案内

年十一月二十七日のことであった。

姑洗は三月の別名で、この時実力は別として忠兼は名

目上はれっきとした三州守護職を帯びた殿様である。故

に 右 の棟 札 に は 「 藤 原 朝 臣忠 兼 並 当地 頭 願 主 息 災 延
命……」とあった。

既に述べたように、永田川流域に住んでいた人々は神

社とも直木のこの地帯に移り、畠作の収入も得て生活の

根拠を固め一層の向上を図りつつあった。

第五節 小長崎大明神

忠良父子は、忠兼が実久の誘いに乗って再び鹿児島に

月四日、御神体は鏡で差渡（直径）三寸五分程度（一〇

座。格護人（管理人）は新山門の源兵衛で、祭りは十一

福山の小長崎大明神は「由緒記」には福山村新山に鎮

出たあと、六月二十三日の夜伊作城を急襲して奪回し、

)

ことには

・六㌢ 、とある。
ための

棟札に

為 天長地久、御願圓満、 殊 心信 施主息災延命、
一

の

り、やがて天文年間に至って薩摩半島を制圧し、伊集院

伊作・田布施・阿多の旧領によって勢力の挽回をはか

て、再び三州守護に返り咲いたと発表した。

六月二十一日伊作を出て清水城に入り、名も勝久と改め

作の忠兼を誘った。忠兼はそれに応じて野心を起こし、

実久は守護代々の居城であった清水城を乗っ取り、伊

第四節 忠兼返り咲き

がにしてほしいものである。

誰かこの道筋を解明し、当時の生活の実態を知るよす

過によってなくなると消えてしまう。

道を取ったに違いなく、これらの地名も通る人が年の経

者として付けられたのであった。彼は追手をあざむく間

し、御ぐし相済候……」

にくぼり有 之候に水有 之候付、其水を以御鬢水にな
レ

一宇治城を本拠とするのであるが、郷土に残る当時の記
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子孫繁昌、当村安穏諸人快楽 故也、
辛
卯

て神社の再建に踏みきり、村の平和と村民の息災延命子

子の人々は、海田小左衛門、梅木十郎右衛門を中心とし

た。神社の建物も腐朽しておったのであろうが、神社氏

大願主 海田小左衛門義典 梅木十郎右衛門

十一月吉日

大工 柏木丹波介 善作禅師

内門老名

道園老名
竹原崎老名

辻老名

鳥越老名

願文を記載するのが習わしであるが、この棟札にはただ

地頭の名をはじめに挙げて、その武運長久家門繁昌の祈

棟札にも見るように、庇護者であり支配者である殿様や

士で地主であろう。棟札にはほとんどが先の鎮守神社の

海田小左衛門と梅木十郎右衛門はこの付近の有力な武

木下老名
谷頭老名

施主のみとあってそれがない。施主とはこの場合大願主

宮園六郎太郎

立橋老名
向松老名

小願主の人々である。島津勝久の威令は今はこの地に及

ばず、先に伊集院城を攻略した島津実久の支配力も浸透

平田老名

右の「老名」は「おとな」で、後に、おつなと呼び「乙

していないことが伺われるのである。

門松老名

名」の字を当てる。百姓の門の統率者であり、徳川時代
めうづ

脇 老名

に入ると「名頭」ともいった。訛って「めつっどん」と

も古来この地域の中心的な神社として奉祭されてきたこ

小長崎大明神は老大木に囲まれ、そのたたずまいから

ほかの太郎二郎とか九郎三郎とか、あるいは小願主の最

ら上谷口にかけてが氏子であったことがわかる。老名の

けでも十五にのぼり、神社周辺の相当広い範囲、福山か

太郎二郎 九郎三郎

とがしのばれる。享禄二年というと、島津忠兼は勝久と

初に書かれた宮園六郎太郎などは、老名ではないが門の

三郎二郎

改名し、鹿児島の清水城に居たが、薩隅至る所で豪族達

中の有力者である。

も呼ぶ。道園、鳥越などみな門名で、その数は読めただ

は互いに覇を競い、全く戦乱に明け暮れる時代であっ

弥左衛門

柳谷老名

は、裏面になお次のような文字を判読した。

この棟札は現存し、私が昭和三十年代に拝見した時に

柿下老名

上園老名

小願主

孫繁昌を祈願した。四百五十余年前のことである。

享禄二年（一五三一）

一の
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づみ

小長崎神社の祭神は大山祇之神である。終戦前までの

を知るのである。

の二姓は福山内に現存すると聞いた柿下は柿元と同じ。

社格は無格社。土地の人々の話によると伊集院の小諏訪

右の門名のうち、最初棟札を拝見した時、木下・立橋
谷頭も上谷口にあり、内姓は福山上に十戸あるという。

の氏子であった西之久保の人々が祭典に参加していたと

いう。古諏訪神社については既に述べた。大正二年鉄道

にあった古諏訪神社を勧請し、大正時代まではその神社

あったことが記され、天明年間（一七八九年頃）には松

開通とそれに平行する県道のために両神社地はことごと

像高さ一尺九寸（五七・五㌢）の阿弥陀を祭った堂の
元門の名頭権太が管理している。この阿弥陀如来は現在

く取られ、右のように小長崎神社に合祀となったのであ

辻は「伊集院由緒記」に「上谷口村之内辻之堂」に石座

善福寺の下段、公営住宅の東側薮中に祭ってある。この

る。
▽ 奉建立鳥居一ケ

ついでに小長崎神社所蔵の棟札を掲げると

あたりが当時の「辻門」であったとみてよかろう。上園
七番地）辺りは上園寺のあった跡（松元町郷土史第一輯

右志趣者君親寿命長遠 親子繁栄者也

は「福山中公民館の隣屋敷の大内田留吉氏宅（福山一一
四〇頁上園寺の跡）といわれ、上園の地である。上園門
の名残りを示すものであろう。
竹原崎は上谷口に上竹原・下竹原の姓がある。いずれ
も竹原の地を中心として地名が付けられ、それが姓に転
化したと見られる。竹原崎もその竹原に由来する門名で
あっただろうが現在は姓としては存在しない。
今に連綿として続く門名もあり、今はいずれとも推定
できない門名もあるが、いずれにしても四百五十年否五
百年以上も昔から、小長崎神社を中心とするこのかいわ
いには、右のような百姓門が存在し、田を耕し畑を拓
き、戦乱を他所に信心深い平穏な生活を営んでいたこと

同姓休左衛門

右三男

篠原次郎兵衛

干時元禄三（一六九〇） 康午十一月吉祥日

第十章 近隣制圧

第一節 永吉と改名

鹿児島に帰った忠兼は、享禄元年（一五二八）ごろか
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并

ひき

おそ

從わず。 会 久用鹿児島に行く。天文五年三月七日、梅岳
とも

ら名を勝久と改め、実久の支持によって再び守護として

君、公（貴久）と倶に千余騎を師いて伊集院城を襲い、遂

たまたま

の地位を拡大しようと図るのであるが、実久は勝久を利

に之を陥す。久用は町田氏の支庶なり。〉

支庶とは分家筋であるということである。大永七年

おと

用しようとして担ぎ出したのだから両者の利害は一致し
・実久の争いから勝久対実久の争と三つ巴の争乱とな

ない。薩隅の地は日向南部をも含めて忠良・貴久対勝久

良の手を離れて実久 勝久ラインの制圧するところと

両城を陥したことはすでに述べた。以来伊集院は島津忠

豪族達の小競合いが続き、平穏な日とてはなかった。

なった。かくて伊集院城には町田久用を城主として守ら

（一五二七）六月十一日、島津実久が伊集院及び谷山の

日置郡南郷の地は先に勝久が忠良（日新斉と号す）に

せ、次に述べるように竹之山の砦には肥後助西入道を置

り、その隙に乗じて自己勢力を拡大しようとする各地の

与えた土地であったが、南郷城主桑波田孫六はいつしか

かけているすきを狙って南郷城を攻略し、この地を「永

期には彼らの支配力は福山には浸透していない。それで

崎大明神の棟札に見るように享禄二年（一五二九）の時

じよせい

忠良を離れて勝久に従うようになった。天文二年（一五

方面までにらみを利かせたのであった。しかし先の小長

き、福山の 下 栫 城には肥後盛家を配して谷口から直木

吉」と改名した。その年十二月日置山田の山田式部少輔

も竹之山の仮屋の前鎮座の熊野神社の天文四年（一五三

しもかこい

三三）三月二十九日、忠良父子は桑波田孫六が狩猟に出

もまた忠良に降った。
この頃貴久は北薩の豪族入来院弾正少弼重聰の娘を妻

地頭平田信濃守宗温武運長久…」と記され、この頃にな

五）乙未菊月十九日の棟札には「大檀那藤原朝臣勝久並当

さと

とし、天文二年二月九日義久誕生、同四年七月二十三

ると彼らの支配力が再び竹之山方面では浸透しはじめつ

「島津国史」が述べるように貴久父子は町田久用にし

に次のような伝説が伝えられている。

日新・貴久の一宇治城攻略については「由緒記」など

つあることを示している。

日、義弘が伊作で出生している。

第二節 狐火先頭
「島津国史巻十六」は次のように記す。
〈島津実久、町田 中 務 少 輔 久 用 をして伊集院城に居らし

ばしば連絡を取って味方になることをすすめたのだった

なかつかさしょうゆうひさもち

む。梅岳君（島津忠良の法名）人を遣わして之を誘えども
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泉へはいる県道バス停「大田」の北側である。貴久らは

めた。攻城の本陣とした所は小峯之尾というから大田鉱

が一向に応じない。そこで千余騎を率いて一宇治城を攻

家は伊集院の四名家の一つに数えられ、石見房の曽孫吉

荷神社は藩政時代伊集院五社の一つであった。また本田

り、子孫が現在に至るまで神社を管理している。この稲

で、石見房は犬之馬場の旧伊集院庁舎一帯に屋敷を賜わ

し、石見房をして祭らせた。上之平の稲荷神社がそれ

狙っての作戦であったが、鹿児島清水城に島津実久を訪

この場合も先の南郷城攻めの時と同様、守将の留守を

建てられるなど人材を出したことは後述の機会があろ

状を貰い、幕末には本田兄弟が西郷南洲によって墓碑を

藤は島津義弘の小姓として関ケ原戦に参加して義弘の感

と や

たと思われる。城は堅固にして容易に落ちそうでない。

日置から住吉、遠矢ケ原を経て一宇治城の背面に出てき

問している城主久用にこのことが知れ、実久が久用とも

う。

し

天文五 肆月廿一日

願主 石見房慶俊

大檀越島津藤原朝臣相州忠良並貴久

ていること、そしてこの中に

れている梵字、それを真中にして左右に白狐が向き合っ

「由緒記」には稲荷神社の御神体の形、大きさ、彫ら

ども大兵を率いて援軍に駆けつけたら一宇治城攻略どこ
ろか貴久らは手痛い敗戦を喫するだろう。
いわ

夕方になって時態を恐れた忠良は家臣で山伏の本田石
みぽうけいしゅん

見房慶俊を召して落城祈願を命じた。すると城の西北
たつのきぐち

部、本陣からは七〇〇㍍位北方城麓の振木口という神之
川辺のあたりに狐火がおこり、それが林間を山上へと上
がっていくのでそのあとについて攻め込んだところ、難

権大僧都頼盛敬白

と書かれていることが記載され、また稲荷神社の神領と

丙
申

んで守備兵を置いていなかった現在ザビエル記念碑の

して大田名のうち楠木園門などが与えられたことが記さ

なく城を落すことが出来たというのである。険峻をたの
ある神明城付近に突入したのではなかろうか。

れている。

見ていただきたいが、伊集院町向江町の医師佐伯敏氏が

ところで、詳しくは「郡山郷土史上巻」八七頁以降を

忠良は石見房の功を賞し、城の東方護摩所から東に向

十余年前郡山の中福良に居住の老婆を往診し、床にあっ

第三節 稲荷社建立
かって弓を射らせ、その矢の落ちた所に稲荷神社を勧請

171

貰ったところ左右の板には黒漆の下地に白狐が一匹ずつ

た三枚の板を貰って来た。氏は骨董趣味がある。見せて

社の御神体を彫った同じ仏師に同一のものを依頼し、御

したのであろう。その創建に当たっては伊集院の稲荷神

感激し、自分もまた領地郡山の中福良に稲荷神社を創建

宇治城攻囲軍に参加し、狐火の奇瑞を目のあたりにして

ずい

向かい合せに刻まれ、真中の板には十一面観音、昆沙門

日の四月二十一日に執行して貰ったのである。しかしそ

神体の開眼も伊集院のそれと一緒に頼盛法印に頼んで同

と読まれた。虫食いでわからないが□の中の文字は上か

の際石見房慶俊のように願主すなわち創立者の名を書い

大檀越島津藤原朝臣相州□良□貴□

天、不動明王などの梵字があり、真中の板の右はしに

ら忠、並びに、久であろう。左はしには

ていなかったので、後に天文十四年十一月十六日に、頼

権大僧都頼盛は、当時三州密門三本山の一つとして栄

【比志島氏系図】

その翌日になっている。

集院の稲荷神社の祭日は十一月十五日で、郡山のそれは

面に右に記したような文字を書いて貰った。ちなみに伊

盛の後継者俊盛法印に祭典をして貰った時、御神体の裏

ごん だ い そ う づ らいせい

天文五年 丙申四月廿一日權大僧都頼盛敬白
らう

地頭比志島美濃守源義住 子息源左衛門義貞 彦四良

とあり、ひっくりかえして裏を見ると
天文十四年 十一月十六日 法印權大僧都俊盛認之
乙
巳

と墨書してある。
この三枚の板はまさに、郡山の中福良に現在も郡山町
神社の御神体である。現在御神体は鏡になっているが、

で最も大きくかつ立派な対の仁王像を入口に配する稲荷
廃仏毀釈の際この老婆の舅若しくはその父が稲荷神社の
熱心な管理人で、焼却を恐れて自宅にひそかに隠匿した
のではなかったか。
これと「由緒記」の記録とを比べると、伊集院のとは
思うに比志島美濃守義住は、子息源左衛門義貞後に国

「願主石見房慶俊」の文字があるだけの差である。
守及び次男彦四郎国眞を伴い、島津忠良、貴久父子の一
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しょうごいんしょうごんじ

えていた伊集院猪鹿倉の真言宗大勝山聖護院荘厳寺の第

伊集院城を手に入れて、これを足掛りにすることがで

第四節 諸塁降伏

る。俊盛は第九世で、貴久は弘治二年（一五五六）鹿児

市来鶴丸城に居る実久の弟忠辰である。忠辰はその西方

きた忠良父子にとって境を接するようになった強敵は東

五世住職で忠良父子の厚い帰依を受けていたようであ
島に大乗院を創建して俊盛をその開山とし、かつ三州に

「大檀那藤原朝臣光久。天文八季亥十二月朔日 当地頭

り、彼はまた天文五年七月二十三日には川内の百次城を

しかしその背後には貴久の妻の父入来院弾正重聰がお

串木野城主で実久の妻の父川上忠克と組んでいる。

比志島 荘厳寺当住頼盛開眼之」の文字を読むことがで

かねての忠節によるということで勝久から与えられてい

伊集院町上神殿の山王（日枝）神社の棟札の一つに

おける真言宗小野派の本山とした。

きる。当地頭比志島とはおそらく比志島義住で、彼は一

良はまず一宇治城の周辺を固めようと、天文五年九月二

十三日、部将伊集院忠朗を遣わして、国道３号線野田ト

る。（旧記雑録前編巻四五）このような形勢下にあって忠

町田中務少輔久用については「島津国史」に、町田清

ンネルの近くにある大田原塁を攻撃し、これを占領し

宇治城攻めの軍功として上神殿の地頭職を与えられたの

久の第六子を土佐守則久といい、久用は則久の曽孫な

た。野田トンネル東入口近くから左へ美山行の道路を少

ではあるまいか。

り、とある。「由緒記」には「町田家七代清久の六男土佐

し上がり気味に行くこと五、六〇〇㍍右手の原っぱの小

円福寺墓地付近からも大田原に登る切通路があり、現在

高い丘が「陣の山」で、その西部は断がいとなっている。

この頃勝久は忠臣の川上昌久を殺したために従臣の勝

は東市来町美山字大田原に属する。陣の口、弓場元の地

守則之四男」としているが、これでは年代的にちょっと

久から離反する者も多く、天文四年九月、実久と谷山に

名も残り、塁趾に五、六基の五輪塔がある。この小丘は

あわないようである。

戦って敗れ、十月帖佐に奔って祁答院重武を頼ったが、

「阿弥陀山」とも呼ぶそうである。

て備えた前衛陣地であった。

大田原塁は東市来鶴丸城主島津忠辰が忠良父子に対し

更に吉松の般若寺に移り住んで北原氏の庇護を受けた。
めたが、勝久は応じなかった。

伊集院を回復した忠良は使を遣わして勝久の帰鹿をすす
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石谷城の北方一キロ㍍の新村にあった長崎塁には、土
橋勘解由左衛門尉が居たが、「日新公御譜中」によると、

第五節 痛恨伏之原

石谷城主石谷伊賀守梅吉はかつて忠良の祖父伊作久逸

作島津氏とはこのように昔から関係が深かったので、梅

の家老となって宮崎県櫛間に住み、その地の福島大明神

吉の子の梅久、その子忠栄は忠良に心を寄せていた。実

桑波田孫六左衛門尉及び鮫島某をたよって日新公父子に

であって、彼は天文二年狩に出ている間に城を落とされ

久が伊集院を略取した後忠良は梅久父子に書を送り、梅

を土橋の町田に勧請したことは先に述べた。石谷氏と伊

たので、後に忠良に降ってその家来になったのではない

久らは忠良に内応することを誓ったが、実久は忠栄の異

「島津国史」はこの桑波田孫六左衛門尉は前の南郷城主

かという意味の注をつけている。塁は新村の真宗大谷派

心を危惧し、梅久ならびに忠栄の子忠梅を人質にして鹿

降参を願い、十一月二十八日夜塁を焼いて帰服した。

願立寺の西方約二〇〇㍍にあり、大字竹之山小字長崎に

ぐ

属する。

によると既に日は暮れて雨となり暗さは暗し道がわから

た。そこで出動となったわけであるが、「日新公御譜中」

忠良が派遣した伊集院兵を城に引き入れて大寺壹岐を殺

も脱出して伊集院に行くよう連絡した。彼は七日の暁天

日の払暁を期して事を挙げることにし、鹿児島の梅久に

忠栄はそのうちひそかに忠良と連絡を取り、十二月七

児島に置いた。更に腹臣の部下大寺壹岐守に六十余人の

なくなってしまった。ところが日新公の左側の足下に蛍

したが、石谷の情況を察知した実久方は竹之山の肥後助

明けて二十九日夜、忠良は兵を率いて下神殿に向かっ

火ほどの火が草むらに流れ、だんだん大きくなって蝋燭

西、谷口城の肥後周防の兵を以て石谷城を攻囲した。忠

兵を付けて石谷城に入らしめたので忠栄はどうすること

の火ぐらいになったものが三つ、部隊の先頭に立って道

栄は城を保つことが難しいと見て城の一方を破り慶久原

た。下神殿から上神殿にかけては有屋田、関、否笠らの

を照した。日新公はこれは稲荷大明神のお助けであろう

に出、ここで追跡軍と戦いつつようやく清藤方面へ脱出

もできない。

と誠心誠意祈念し、兵隊達もまた一生懸命祈った。前途

諸氏が次々に塁を構えていたが、忠良に降を請うてい

遂に障りもなく塁に到着し、諸塁はたちまち日新公の手

することができた。

ろうそく

にはいった、というのである。
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これより先、鹿児島の梅久と孫の忠梅（後久徳）は六

いて四面にわたって次のような碑文が刻まれている。

となくそちらに向かったところ、横井の東南二本松に石

城へ向かわしめたが、梅久は忠栄の石谷城の様子が心も

向かった。忠梅には達者な道案内を付けて直ちに伊集院

肥後助西於萩別府力戦而死遂稾葬於此自是以来二百五十

児島郡犬迫村蓋天文中空君自鹿児島如石谷遇島津実久党

六十歩小丘下立石地藏六躯為表傍有古松二三株其地属鹿

町田氏先塋在伊集院石谷村独心伝中空君墓在水神道南五

先祖心傅中空君改葬銘

谷城攻めのため集結しつつあった肥後助西の軍に発見さ

餘年干此矣而家木欝然遺跡尚存然既無兆域又無誌銘非獨

日夜ひそかに鹿児島を出て小野、栗之迫を経て伊集院に

れ、奮戦したが長山某のために討たれ、彼に従った一族

今日不禁樵牧或者後世將為場圃余為是懼粤以戊午之歳改

也諱梅久始称八郎左衛門尉後称伊賀守心伝中空其法名也

家臣もみな戦死した。場所は伏ノ原の尾ケ道である。
永福寺墓地すなわち町田家墓地の奥の方に石谷伊賀守

天文五年十二月七日卒享年不詳銘曰村名石谷卜吉攸宜魂

葬於石谷村而誌其墓為 君 始祖天安永庥君之十四世孫

梅久の墓があり、その左前に高さ二㍍に及ぶ石碑があっ

兮帰来舍是安之是歳寛政十年八月二十三日十二世孫久視

（旧記雑録・町田氏系譜・伊集院由緒記）

て、正面右に「先祖心傅中空君改葬銘」と彫られ、つづ

謹書

右町田氏先祖心伝中空上座改葬銘代其孫監物君作直記其

事而既殊無一言縁飾有人讀而議之曰君子質而己矣何以文

為豈謂是耶君以告余余笑而不言因誦杜詩曰文章千古事得

失寸心知寛政戊午秋八月山本正誼書町田氏先祖改葬銘後

町田氏の先祖の墓は伊集院石谷村にあるが、ひとり

「心伝中空君」の墓だけが水上道の南五、六十歩の小さ

としている。傍に古い松木二三株がある。その他は鹿児

な丘の下にあって、六体の石地蔵を立ててしるし（表）

島郡犬迫村に属している。思うに、天文年間君は鹿児島
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ここに葬った。その時から以来ここに二百五十余年（を

力戦して死んだ。遂に死に果てて（稾は枯れしぼむ意）

から石谷に行（如）き、島津実久の党肥後助西に遭遇し、

（而己矣）、何を以てかかざら（文）ん、という言葉があ

（議）た。曰く、君子は質（かざりけがないこと）のみ

な か っ た 。 あ る 人 が 読 んで こ れ に つ いて 意 見 を 述 べ

（既）特別に一言の、それに関連した飾りの文句も付け

葬のこと（其事）をただそれだけを記し（直記）、もはや

りや牛馬飼い達の侵入を禁じないでもないが、後世には

記したものも、金属や石に彫ったものもない。今はきこ

その詩はいう、文章は千古に残るが事の得失善悪は人の

何も言わなかった。そこで（困って）杜甫の詩を誦した。

あろうかと。監物君がその事を私に告げた。私は笑って

るが、これはこの銘文（是）のごときを言（謂）うので

)

畠になるかも知れない。私はこのことを恐れるがためこ

こころ（寸心）が知っていると。寛政戊午秋八月、山本

うつ

お存在する。しかし既に墓場（非域）はなく、又書物に

経た 。そして墓の木は欝然として生い茂り、遺跡はな

記すのである。

こに（粤）戊午の年に石谷村に改葬してその墓の次第を

注 山本正誼は秋水と号し、島津重豪が安永二年（一七七

正誼が町田氏先祖改葬銘の後の方に書いた。

で、いみ名は梅久、始め八郎左衛門尉と称し、後には伊

三）鹿児島に聖堂（造士館に発展）を建てるとその教授に

君は町田家の始祖天安永庥（法名）君の十四世の子孫
賀守を称した。心伝中空はその法名である。天文五年十

梅久の墓の後に、高さ約六〇㌢、幅一㍍の自然石の墓

名。

八）七五歳で没した。「島津国史」三二巻の著者として有

任ぜられ、藩内屈指の学者と称せられ、文化五年（一八〇

村名は石谷、吉攸（攸は場所、即ちよい場所）をうら

きちゆう

二月七日卒す。年齢はわからない。銘に曰く
よろし

なったらよい場所があった（ 宜 ）。魂よ、帰って来て下
さい。御霊をおやすめします（舍はやすむ。「是を舍め之

がある。上部に卍を彫り

本宗石谷高久第三子三郎五郎忠光之孫

を安む」は霊魂を安めることを二度くりかえしてその気
持を強くあらわしたもの）。この年寛政十年（一七九八）

戦歿 石谷清巣原

天文五年丙 十二月七日

町田八郎左衛門忠親同三郎右衛門両霊墳

右町田氏の先祖心伝中空上座の改葬の銘は、その子孫

八月二十三日、十二世の孫久視謹書。
である監物（久視の通称）君に代わって私が作成し、改
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「旧記雑録前編巻四五」 殉国名薮に「天文五年丙申、
かへ

石谷伊賀守梅久『伊賀守梅吉の子なり。本姓町田氏・石
谷を領し石谷を氏とす。鹿児島より石谷に回る途中、肥
人、一族にて同じく、戦死す。』町田八郎左衛門尉忠親・

後助西と荻別府に戦ひ、長山某に接して死 レ之、下の二
町田三郎右衛門尉『忠親弟也、年四十六歳』」とある。同

じく前掲書「町田忠親譜」に忠親は年六十一と記してい
る。
この墓碑もまた梅久と同じく戦死の場所にあったのを
この所に移したものであろう。

【町田氏系図 ⑵】

第六節 橋口兼弘

かかわ

「三国名勝図会」はこの時の情況を、伊集院の「石谷

城」のところで次のように述べている。

…大永・天文の際、当郷は叛臣島津実久の有に 係 る。

大中公（貴久）に書を獻して内応を為す。実久忠栄が異志

天文五年当城主石谷伊賀守梅久、其子長門守忠栄、密かに

あるをうたごふ。すなわち実久が党大寺壹岐守資安兵を
ひき

このえき

率ひ、当城に入って守る。十二月七日暁、梅岳君（忠良）

かち

衆を遣わして資安を撃たしむ。 此 役 や初より大中公機密

さきがけ

を橋口市左衛門尉兼弘に命し、兼弘策を画して、捷 を得、

自ら長槍を執り、衆に 魁 し、奮闘して資安が軍を敗り、
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すす

つ

直に前んで中堅を衝き、即ち資安を刺して之を殺せり

云々…
橋口兼弘はこの戦功によって貴久から陣刀一口を賜
い、且つ麦生田に封ぜられたことが右の石谷城の次の

とある。

第七節 竹之山・福山制圧

ともかく伊集院城に落ちのびた石谷一族は、年が明け

重鎮として活躍した有名な肝付兼重の一族であるとい

橋口兼弘の祖は南北朝時代伊集院忠国と共に南朝方の

た。助西方は十二、三人が殺され、助西自身もまた小迫

の時貴久の妻の父入来院弾正重聰も兵を出して加勢し

大挙して竹之山の砦に肥後盛治入道助西を攻撃した。こ

将（貴久弟）を将とし、伊集院大和守忠朗の采配のもと、

て間もない天文六年丁酉（一五三七）正月七日、島津忠

う。妙円寺の僧となっていたが、兄弟が戦死したので父

越で戦死した。

「麦生田城」の項に記されている。

の要請により還俗し、伊集院上神殿の橋口に住んで橋口

【伊集院氏系図 ⑶（據伊集院一流惣系図 】)

この戦で貴久の方でも伊集院忠朗の従弟又七郎忠次が

備前介兼廣と名乗った、その四世の孫が兼弘である。
兼弘は貴久の許しを得て秘かに忠栄と示し合せ、十二
月七日の暁闇をついて石谷城に接近し、城の内外相応じ
て大寺壹岐守を倒したのであろう。しかし石谷城の動き
が尋常でないのを感じた実久方は、竹之山の兵を城の東
北方二本松に集め、福山入口の谷口城からも石谷に兵を
進めつつあった。梅久は石谷城血戦のまだ起こらない直
前に伏野原で戦死したのである。大寺壹岐は倒したが、
「竹之山城主肥後助西、谷口城主肥後周防三方ヨリ押カ
けいす

ケ」とあって石谷城は包囲されたので、その一方を打ち
破り、忠栄や兼弘らは慶巣原へと脱出した。しかしここ
で敵に追いつかれ、多数の戦死者や捕虜を出した模様
で、「由緒記」に「慶巣之原ニテ追討或ハ生捕ラレ候由。」
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「天文六年丁酉正月七日、伊集院又七郎忠次、周防介忠

戦死している。行年二十二歳である。「旧記雑録」に、
奔った。

れ、谷山に退き、遂にはそれも支え難く、本拠の川辺に

の背後を襲い、実久はために小野栗山坂下で散々に敗

きつ

胤嫡男なり。梅岳君肥後助西を竹山城にせめられ、助西

㍍程の丘陵で、 下 栫 城とも福山城ともいう。先年その

しもかこい

谷口城は福山川と谷口川の合流点に屹立する高さ四〇

二月になると忠良方の軍勢の盛大になるのを見た福山

ら十二、三人を斬獲せられし時戦死、年二十二歳。」

西南角を崩して県道を拡張し、国鉄鹿児島本線に跨線橋

谷口城はその西西南、谷口川を隔てた二〇〇㍍程の丘

城の肥後周防

陵上に 向 陣 として塁を設けていた。「陣之丘」という

が造られた。

棄てて鹿児島

（由緒記）。

介盛家は城を
に去り、犬迫

忠良は貴久と

降ったので、

西」としている。いずれにしても肥後盛家が鹿児島に退

史」はしており、「由緒記」は「周防弟竹之山領主肥後助

肥後周防盛家は竹之山で戦死した助西の子と「島津国

むかいぢん

の塁もまた

共に鹿児島攻

の勢力の維持拡張を念願し、天文六年三月十四日、書を

この頃吉松の般若寺に居住していた勝久はやはり自分

以て貴久の妻の弟入来院石見守重朝に郡山城及び付近三

去してからは伊集院一帯は日新・貴久の支配に属した。
至った。実久

略のため兵を

もまた鹿児島

十町の土地を与えて手なづけ、また国分・牧園方面を支

率いて犬迫に

府下の兵をこ

る。

実久の勢力を伊集院周辺から駆逐した後、貴久は石谷

配する豪族本田薫親を向島（桜島）の地頭に任命してい

忠栄の忠功を賞して、彼の本領であった土橋の町田及び

とごとく集め
が、園田実明

て迎え戦った
が小野からそ
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て与えた。神殿は「しんでん」で、国道３号線バス停神

石谷の地の所有を許したばかりでなく神殿の地を加増し

父子の手に帰した。

更に川辺の鎌田加賀守政眞も降を請い、薩南一帯が忠良

式部少輔宗秀など谷山の諸城主は相ついで忠良に降り、

降らず、二ヵ月余の八月二十九日に至って部下を助ける

弟忠辰は出撃して戦死したが、新納忠苗は城を固守して

貴久はその余威をかって六月市来城を囲んだ。実久の

殿の付近であろう。忠栄は再び石谷城にはいり、姓を元
の町田氏に復した。彼は助太郎・兵部左衛門尉・伊賀守
子の忠梅は助太郎、兵部左衛門尉を称したが、病気が

ために降伏した。忠良は忠苗のその主実久に対する忠節

・長門守を称し、法名は悦峯源怡居士という。
ちで戦場に出ることもかなわず、空しく忠志を抱いたま

を賞し、人々の主張をしりぞけてこれを許した。

の年の末和睦を請うに至った。本来実久は忠良にとって

実久は忠良父子に対抗することの不可能をさとり、こ

まこの世を去った。その子は有名な出羽守久倍で後述す
るが、島津氏の家老として島津氏発展に寄与した功績は
大きかった。

は夫人の甥であり、貴久と実久とは従兄弟の間柄であ

を実久の嫡子義虎の夫人とすることにして、十有余年に

る。かつて、両者の結びを更に強くするため、貴久の娘

忠良父子がその勢力を伊集院より北方すなわち鹿児島

虎の次男忠隣は貴久の三男島津金吾歳久の養子となり、

わたる相州家対薩州家の争いはその幕を閉じた。後年義

第八節 加世田・市来攻略

辺方面を固めておく必要があった。この方面は薩州家す

日新斎忠良は加世田に住み、伊作島津氏の本拠を固め

第九節 守護城下町

去した。

実久は天文二十二年（一五五三）、行年四十二歳で逝

その子忠與は初代日置領主となる。

から川内方面に拡大するためには、背後地の加世田・川
なわち実久の地盤で、川辺は実久の地頭として鎌田政眞
が抑えていた。
忠良は天文七年（一五三八）十二月から加世田城攻撃
を試み、天文八年正月遂にこれを抜き、加世田をその支
同年三月十三日、実久はまた兵を集めて鹿児島の紫原

配下に置いた。

た。貴久は一宇治城を拠点とし、鹿児島、大隅方面への

くらら

で忠良と戦い惨敗し、実久の部下であった苦辛城主平田
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勢力拡張を図ることにした。
天文八年六月の市来攻めには、貴久は伊集院から出勤
（樺山玄佐日記）しているので、彼はこの頃既に一宇治

津伊賀守・川田飛弾守（義秀）・指宿刑部少輔・伊地知

式部大輔・鎌田刑部左衛門尉・嶋津武歳守・島津尾張守

忠勝（志布志）・本田薫親（国分）・北原兼守（えびの

城）・島津忠朝（飫肥）・肝付兼統（高山、大崎）・新納

におさめた忠良父子は、大隅日向方面で北郷忠相（都之

を称し、天文八年の市来城攻めには貴久を援け、健闘し

の隼人町長浜の樺山幸久善久を攻囲した。幸久は安芸守

る）・肝付兼演（加治木領守）ら十三氏が連合して現在

忠相（忠朝の娘を室としているから忠廣と義兄弟甥にな

天文十年十二月、島津忠廣（飫肥・忠朝の子）・北郷

などであった（貴久公御譜中）。

市、吉松）・菱刈隆秋（菱刈）・祁答院良重（祁答院、帖

佐と号し「樺山日記」で有名である。貴久は伊集院忠朗

て重傷を負っている。彼は貴久の姉を妻として、また玄

城を本拠としていたようである。市来、串木野をその手

している間、領内の治政に意を用い、戦力の蓄積に努め

を遣わしてその急を救った。

佐）・蒲生範清（蒲生）などがそれぞれ勢力争いに熱中
た。

天文十四年三月十八日、飫肥の島津忠廣と都之城の北

天文十二年（一五四三）八月ポルトガル船が種子島に

郷忠相の二大勢力家が伊集院一宇治城に貴久を訪問し、

天文九年（一五四〇）十一月二十一日から三日間にわ

ように、野犬を馬上から射る鎌倉時代以来の武士達のス

今後貴久を三州守護の大守と仰ぐことを誓った。貴久は

漂着して、領主時堯は十六歳であったが鉄砲二挺を二千

ポーツ大会であるが、これを行うことは主催者の領内の

大永七年、島津氏十四代大忠兼（勝久）から守護職を譲

たって忠良父子は伊集院で、犬追物の大興業を行ってい

治安が確立し、その勢力の盛んなことを誇示することで

られ、島津氏十五代の当主であったのであるが、実久の

両の大金を払って買入れた。その後時堯は貴久の妹を妻

もあった。伊集院での興業は恐らく一宇治城大手の諏訪

反乱、勝久の鹿児島復帰などの混乱が続き、一般には貴

にしている（後離縁）。

神社参道につづく犬之馬場で行われただろう。参加者は

加世田の日新斎の膝下でも行った。犬追物は既に述べた

三郎左衛門尉（貴久）・相模守入道（忠良）・島津右馬

久が守護であるとの認識はうすかった。この事件は三州

る。つづいて翌十二月十一日、十四日、十五日の三日間、

頭（忠将）・島津三郎九郎・比志島孫太郎（廉範）・島

181

諸豪に与えた影響も大きく、貴久の権威は高まった。貴
久の居住する一宇治城が守護の居城で、伊集院が守護の
城下町であるとされたのは、おおむねこの時（天文十四

は ん きょ

天文十七年には隼人、国分に幡踞していた本田薫親を

攻めて宮崎県の荘内に敗走させる。

天文十八年、伊集院忠朗、加治木の肝付兼演を降す。

天文十九年（一五五〇）十二月、鹿児島の大竜小学校

一宇治城に貴久を訪ね、キリスト教の布教許可を得た。

この年七月フランシスコ・ザビエルが鹿児島に来て、

道路の北側を二十三、南側を二十五の区画に割り、都合

の地に建設中の内城が竣工したので、貴久は伊集院を

伊集院の町中央通り、木村屋書店から、永平橋に至る

年）からのようである。

四十八の商家を置いて伊集院の岡町（後に野町）と呼ば

伊集院町中央通り中央北側に鎮座のえびす神社棟札に

助け、薩隅の反抗する豪族達を次々に征服し、やがて九

その子義久・義弘・歳久・家久の兄弟は力を合せて父を

鹿児島に移ると三州守護職の声望はますます高まり、

去って鹿児島に移った。

たか

れる町並みを作ったのもこの頃と推定される。いわゆる
まち

寛延二年四月十九日初更出火して町家も神社も焼失した

州一円にその勢力を伸ばすのであるが、この間日新斎忠

伊集院の「町の四十八高」である。

が、往日二百年間火災はなかった、とある。寛延二年は

後世に与えた影響は大きいものがあった。彼は永禄十一

良は、伊集院四郎園に梅岳寺を加世田の武田に日新寺を

この年八月八日、貴久は郡山城を攻撃し、妻の兄入来

年（一五六八）十二月十三日、加世田城で逝去した。享

一七四九年で、それから二百年前は貴久伊集院在住の天

院重朝を逐うた。重朝は天文八年の市来城攻めには貴久

年七十七歳。貴久は永禄九年家督を義久に譲り伯囿と号

建立し、また「いろは歌」を作って文教を振興し、その

を援けて功をたてたのであるが、勝久から郡山城と付近

したが、元亀二年（一五七一）六月二十三日、五十八歳

文十八年に当たる。

三十町の地を与えられ、次第に増慢して祁答院氏らと結

で死去した。法名を大中良等庵主といったので後世大中

はくゆう

んで反意ありとの風説が流れていた。天文十三年（一五

公ともいい、南林寺を菩提寺とした。

亡くなり一宇治城の城麓に埋葬したが、このことも島

お

四四）八月十五日、貴久の妻、重朝の妹雪窓妙安大姉が
津、入来院両者の関係悪化を促進したと思われる。
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第十一章 雪岑東堂

月、蒲生範清は降参し、蒲生は比志島国眞が、帖佐は鎌

田正平が、山田は梅北国兼がそれぞれ地頭を命ぜられ、

「大隅西部の地ことごとく島津氏の配下に入ることとな

(

り、北に菱刈氏ひとり孤立するの状態であった。」 県史

巻一―六八一頁 、)しかし菱刈氏を降伏させ、薩北を平
定するには年月を要した。日向国境において伊東氏との

第一節 旗鼓北上
天文二十三年（一五五四）八月、祁答院良重（宮之城

抗争があったからである。菱刈征討についてはまた稿を

永禄四年（一五六一）、大隅中部の豪族肝付兼続が島

・帖佐）・入来院重嗣（重朝子・樋脇から川内川左岸を

津氏に背いた。兼続の妻は日新斉の長女で貴久の姉にあ

あらためて述べることにする。

刈・大口）がまたこれに組し、島津氏に降った加治木の

背き、北原兼守（吉松・加久藤・小林）・菱刈隆秋（菱

たる。日新斉は兼続の居城高山まで出むいてしきりに諫

川口まで領有）・蒲生範清（蒲生）は連合して島津氏に

肝付兼演を攻めた。九月、貴久はこれを救うために弟忠

めたが兼続はきかなかった。

丁度この頃姶良郡福山町の 廻 城主廻兵部少輔久元が

めぐり

将・尚久・子の義久・義弘を従え、鹿児島・谷山・伊集
院の兵を率いて帖佐に向かい、各地で連日小戦を繰り返

続はこれを幸いとしこの年五月急に襲って廻城を奪い、

盲になり、子供の次郎四郎頼員はまだ幼弱であった。兼

一族の肝付治部左衛門をして守らしめた。廻氏は平家追

したが、重富の岩剣城は祁答院兵が立て籠り、険阻要害
将がはじめて実戦に鉄砲を使用したという。十月になっ

討のさきがけをした源三位頼正の子孫であるという。同

で容易に落とすことが出来なかった。この村の戦争で忠
て貴久は血戦して外援兵の蒲生・祁答院軍を破り、祁答

じ源氏出身の故島津氏とは友好関係にあった。

長子義久らを従え、大軍を率いて廻城に向かった。肝付

これを聞いた貴久は大いに怒り、六月二十三日弟忠将

げんさんみ

院良重の子重経や部将西俣武蔵守盛家らを倒したので城
兵も守りを棄てて遁走し、そのあとは義弘が城主となっ

兼続もまた、彼が島津に反すると、彼に同意した垂水の

て蒲生以北の敵に対応した。
岩剣城の攻略は蒲生討伐の可能性を示すものであっ

伊地知重興並びに大隅半島の南半分を領する袮寝重長の

しげたけ

た。以来連年戦いは続けられ、弘治三年（一五五七）四
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兵を合せて廻城に立てこもるとともにその一帯に陣を
張ってこれを迎え、勝敗は容易に決しなかった。

忠林

又七 縫殿助 加賀守

永録四年七月十二日、隅州廻の竹原山において戦死

貴久公の厳命を奉じて島津右馬頭忠将の家老となる。

法号播良忠居士。

貴久は大塚（現在の惣陣平）を本陣とし、忠将は馬立
（現在の古城）に陣し、遊軍を竹原山（現在の高原陣）

翁常忠禅定門

父忠林と共に廻の竹原山において戦死。年十九。法名儀

とも

忠林二男軍四郎忠次

に置いた。
七月十二日、肝付兵は城を出て竹原山を急襲した。忠
将はこれを見て家老の町田忠林や同忠成らが止めるのを
ふり切って救援に向かい、予想外の大軍に包囲されて、

町田加賀守忠林は町田久用の子である。久用は島津実

大塚の本軍は谷に阻まれてこれを救うことができな

久父子から攻略されたことは前述した。落城は久用が鹿

城を守っていたが、天文五年（一五三六）三月、忠良貴

久の部将として大永七年（一五二七）以来伊集院一宇治

かった。忠将時に四十二歳。島津軍の立役者であった。

児島の清水城に実久を訪問している間のことであった。

遂げた。（日本城郭大系十八巻参照）

町田忠成及び忠林父子以下五十余騎と共に壮烈な戦死を

彼の死は日新斉はじめ島津一家にとっては衝撃的事件で

永禄九年になって兼続は高山の居城は嫡子良兼にまか

回する。兼続は敗兵をまとめて高山に引きあげた。

忠将の戦死に憤激した島津軍は逆襲に転じて廻城を奪

降ったのであろう。

その後実久が貴久に屈服すると共に久用もまた貴久に

町田忠成は町田忠栄の弟で三郎四郎・民部左衛門尉・

あったように思われる。
いなばの

また因幡守を称した。町田氏十四代の家督伊賀守梅久の
う ま の かみ た だ ま さ

の家老をつとめた。永禄四年辛酉七月十二日隅州廻竹原

せ、自らまた兵を率いて廻城を囲んだ。廻城は実に薩摩

二男である。大守貴久公の高命によって島津右馬頭忠将

山において戦死。「旧記雑録後編巻二」に記載の「町田氏

の嫡子忠長らは、兼続の留守を好機とその本拠の高山城

貴久の謀将伊集院忠棟・後の宮之城領主で忠将の弟尚久

攻略の軍事上の要点であり、兼続の執念がわかる。

同書にまた町田忠林について次のように記している

庶流系図」には以上のように記されている。
(

)
原文漢文 。
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を急襲した。城は陥ち、良兼は城を棄てて落ち
る途中妻子とも伏兵に襲われて戦没した。兼続
かん

はこれを聞いて志布志の肝付領最期の城に身を
寄せ、平安末期以来の名家肝付氏の最後と観じ
て自殺した。永禄九年（一五六六）十一月十四
日のことである。
やがて肝付一族は島津に降り、その名蹟は島
津義久らのはからいによって喜入領主として徳
永禄九年中、貴久は入道して伯囿と号し、三

川藩政時代に残るのである。
州守護職を長子義久に譲った。

第二節 琉球交際
天文十八年（一五四九）フランシスコ・ザビ
エルが伊集院一宇治城に島津貴久を訪ね、日本

【町田氏系図 ⑶】

のその年九月、貴久はヤソ会印度地方の管理長であるク

である。時代は世界的に花開くときであった。廻城合戦

年琉球王尚元はこれを謝して使の僧建長寺月泉に黄金三

浦に漂流したので島津忠良は同船を琉球に送還した。翌

永禄十一年初夏、琉球国宮古島の運租船が加世田の片

は古来一衣帯水の間である。

ワドロスに書簡を送っており、この年末には宣教師アル

十両、真南蠻香三十斤、絹織物三十端、紅糸二十斤、白

ではじめてキリスト教布教の許可がなされたことは有名

メイダが阿久根に来ている（県史年表）。世界史に言われ

糸二十斤、五色糸二十斤、白布五十端及び密砂糖、緑醑

たん

ている航海時代の波は、元寇から倭寇時代につづいて黒

（醑は上等の酒）、種々の薬方の類を持たして薩摩に派

ショ

潮に洗われる薩摩をよけてはいなかった。そして琉球と
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遣した。また琉球国の家老役の三司官からも、使僧天龍
寺を島津氏の家老衆に対して派遣した。（県史第一巻六一

〇頁参照）
せつしんしん

これに対して貴久はその翌年永禄十三年三月（四月二
十三日元亀と改元）、伊集院廣済寺第七代住職雪岑津興を

使僧（薩摩国の特命全権大使の如きものと思われる）と
して琉球に派遣し、自分は隠退して守護職は長子義久に

円勝寺と申候由。」とある。貞治二年は南朝の正平十八
年（一三六三）に当たる。

野畠
加之

（鹿児島県史料・旧記雑録前編二・一三八）

「廣済寺文書」の中に次のような文書がある。
奉寄進

薩摩国満家院小山田中俣内水田伍町並薗九箇所

花押

限永代、於圓勝寺所奉寄進也、仍状如件

煕久

沙弥道應 〃

貞治弍年五月六日

沙弥觀了 〃

譲ったことを報ずると共に、去年使僧天龍寺をよこした
書簡を尚元王に贈り、また家老の村田経定・伊集院忠金

ことを謝した。また義久からも隣交をよくしようという

沙弥道忍 〃
圓勝寺都寺御寮

いちょう

及び川上忠克（意釣）からはそれぞれ三司官にあてて、
こちらからの琉球渡航船で薩摩政府の許可証を持たない

沙弥道忍は伊集院忠国、觀了は子息久氏、道應は孫頼

南仲は京都から帰郷して父の伊集院忠国が建立してく

久である。

者は取り締まるよう依頼した手紙を雪岑に託した。（以
上の書簡は旧記雑録にもまた由緒記にも記載あり。）

は京都南禅寺の蒙山和尚の弟子であったので、開山は蒙

あった。伊集院忠国の七男南仲景周の創建であるが、彼

泰定山廣済寺は徳重神社（旧妙円寺）の東一〇〇㍍に

廣済寺八代住職景渭津勝大和尚の墓がある。

の寺跡墓地に忠国夫妻の墓及び雪岑並びに雪岑の後継者

している。 後に円福寺は廣済寺の末寺となり、現在そ

署の置文によれば、南仲は伊集院寺脇の円福寺をも相続

年（一四二九）八月二十二日の定山桃隠と伊集院煕久連

れた古城山圓勝寺の住職となったが、廣済寺文書正長二

山智明大和尚（死後泰定広済禅師の勅号を贈られた）と

第三節 泰定山廣済寺

なっている。「伊集院由緒記」に、「当寺、貞治二年伊集

)

應安六年（一三七三）八月十七日の廣済寺文書は、沙

(

院長門守忠国建立にて、伊集院之内古城村之有、古城山
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譲与したことを承認したものであるが、これをみると南

分の田畠山野を開山懐聞和尚が廣済寺の方丈景周蔵主に

弥觀了とその子道應連署で、下谷口寺門の竜泉庵の知行

並んで建っている。

で勉学している。墓石は寺脇の円福寺墓地に雪岑の墓と

記載されている。前建仁とあるから景渭は京都の建仁寺

の寄進によって堂塔伽藍が建設されたのは應永五年（一

廣済寺が古城から大字郡の地に移され、伊集院頼久ら

には「正文在水引泰平寺」としているが、写しが廣済寺

岑の懇望によって雪岑に寄付した。「旧記雑録後編一」

であったが今は絶えてしまった谷口の善福寺などを、雪

雪岑の琉球渡海に先立って、義久はもと廣済寺の末寺

第四節 瑞雪山善福寺

三九八）のことであった。その盛時には寺高七百三十石

にあって「伊集院由緒記」にも記載されている。

には既に廣済寺と改名している。

仲は貞治二年に建立された圓勝寺を十年経ったこの時期

んだ学僧で五世湖月は島津氏九代忠国の九男で名僧の誉

を有し、南仲以後四世までの住職はみな京都南禅寺に学
があり、雪岑の前住六世天沢佐津大和尚もまた南禅寺に
学んだ学僧であった。
石谷永福寺の「町田氏正統系図」によると雪岑は町田
二二）四月二十八日石谷で生れ、天文九年（一五四〇）

氏十六代忠栄の次男で助三郎といった。大永二年（一五
貴久の命で廣済寺の住持となる。時に年十九歳であっ
た。後京都南禅寺に学び、また相国寺や建仁寺にも学ん
だという。詩文にすぐれていることで有名になった。永
禄十年（一五六七）十二月、再び廣済寺の住持に任ぜら
「由緒記」に廣済寺七世は雪岑で、八世は前建仁景渭津

が転変するうちに絶えてしまった。琉球に渡ろうとする

……三寺の事は昔から廣済寺の末寺であったが、世の中

れる。四十五歳である。
勝大和尚とあり、その次に「再住前南禅雪岑大和尚」と
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際御願されたので廣済寺の現住職雪岑東堂に寄付せしめ
ます。先例にまかせて永久に処置なさるがよい。
かくて 雪岑は 、永禄十三年三月鹿児島を 出帆し無 事大
役を 果して 、同年四月二十三日 改元され た元 亀元 年七 月

みちのりおよそ

臨済宗廣済寺末寺

「由緒記」の善福寺の項をみよう。
瑞雲山

わけあいしれもうさず

苗代川御仮屋より卯辰（東々南） 道 法 凡 弐里（八粁）
高弐石

一貫明存忠庵主（修理大夫義久）御牌一本

(

十四日に帰朝した。中山王は義久あての手紙を託した
康 （ 六月 ）
が 、 そ れ に は 「 大 明 隆 慶 四 年 午 季夏 廿 有 七 」 と 明 国 の 年
号を使用している。 雪岑の出帆は由緒記及び旧記雑録後編

一本尊 正観音木座像御長ケ七寸五分（二二・七糎）程

右誰様より御寄進之訳相知不申候

一五四〇号）に正月二十七日となっているが、貴久の琉球

一御目見寺

高は雪岑隠居領に致され、当所善福寺へ引移され」たこ

つかまつり候節、忠賞として高百石成し下され候由、右

り、国命 恙 無く成就すべきの私願あり、右成就によって

廣済住山の辰、大守龍伯公より国命を受け、琉国に渡海あ

夫れ宝満大菩薩は昔日琉球中絶に及び、開山雪岑大和尚

右板面ノ裏ニ

た

一開山 廣済寺四世玉圓和尚 開基之年鑑（間）不詳候

国王への書簡の日付、老臣達の琉球三司官あてのそれ ぞ
れの書簡の日付も三月 一日で 、義久からの手紙は三月 二
日と ある。こ れら の手紙を 持参 するから には 出帆 は三 月
以前であるはずがない。町田氏正統系図では三月二十七
日となっている。

とが「廣済寺由緒書出之内」（旧記雑録後編集巻五）に見

帰朝、則ち菩薩を当寺境内に建立す。末世末代当寺、鎭守

さて、「雪岑和尚、琉球国御使僧首尾よく相勤め帰朝

える。善福寺は松元町と伊集院町の境で、鉄道に沿った

と安置するなり。（本文漢字のみを書き下す）

つ つが

義 久

県道下に湧水井戸があり、善福寺の「門前井戸」と呼ば

とき

れている。そのあたりから鉄道線路及びその奥の地域が

右二宇は廣済七代雪岑和尚、永禄年中伯囿公之命に依っ

そ

寺の境内であった。線路を越えて、奥の崖下は墓地で今

て、琉球国へ渡海、其節五社へ願望有之、首尾能帰朝に付

こ れ あり

しゅびよく

貴 久

なお若干の古石塔が散在している。
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勧 請 の由、外一社は上谷口村之内に有之、二社は下谷口

の上段竹薮の中に「さんのどん」と呼ばれる石碑があ

く、福山中地域の故奥一宅から坊屋敷への途中、道路脇

かんじょう

村之内に有之、右五社之内に御座候。

から、穂満神社も穂満門内にあったのではないか？はじ

る。多分このあたりに鎮座していたものと思われる。と

め善福寺を廣済寺四代玉圃和尚が創建したとき、鎮守社

右に記された雪岑が御願いをかけた上谷口村にある一

は善福寺より約九町三十間（一・三五キロ㍍）東々南に

としてこの山王社の御分霊をいただいて境内に奉祀した

あったという。この山王社の格護人は穂満門であること

あり、善福寺から代々お祭りが奉仕されているという。

（前記の如く鎮守社は日吉山王を祭る 。雪岑はその山

ころで当時この山王社には差渡三寸五分の神鏡が三体

下谷口村にある二社とは、宮奥にあって宮奥門の管理

王社の近くにあった穂満社にもお願をかけ、帰朝の暁、

社とは、内田にある伊勢大神宮である。「由緒記」による

する正八幡宮と、久保に鎮座し、稲田門の管理する稲荷

と、格護人（管理人）は入田門の名頭善右衛門で、場所

大明神である。「由緒記」は次のように記している。

神社殿ともどもこれを善福寺境内に移したのではないだ

)

ろうか。

はくゆう

伯囿公義久公之命に依て琉球国へ渡海、其節五社へ願望

右正八幡社並に稲荷社は、永禄年中廣済寺七代雪岑和尚、
しゅびよく

穂満門はなくなったが穂満姓は現存し、今もこのあた

こ れあ り

有之、首尾能満願に付き勧請之由。善福寺は右雪岑創建の

りを穂満といっている。福岡県大宰府天満宮の後ろに聳
つかまつ

える八六九㍍の宝満山には「かまど神社」があり「宝満

寺にて御座候。善福寺より代々祭り 仕 り来たり、今も其
の通りにて御座候

か、両社共に今はなく、正八幡宮は一時下神殿の八幡神

廃仏毀釈によってか善福寺境内が鉄道敷地となって

たまより

＝穂満さま」として広く崇敬され、山伏の霊場ともな

ほうまん

雪岑がお願をかけた五社は、穂満社だけが新たに善福

り、延喜式にも記載されて いる神社で 御祭神は 玉依

がん

寺境内に建立されたと思われ、他の四社は以前からその

姫 命 、相殿に神功皇后、応神天皇を祭る。

「山王一社格護人穂満門休兵衛」とあり、鎮座の場所は

社に移されたが戦後またもとの所に祭られ、稲荷社も鉄

ひめのみこと

地に鎮座の神社であるようだ。「由緒記」福山村の項に
御仮屋より卯辰の方二里六町五十間とある。御仮屋から

道建設のため大正初年恋之原の稲荷神社に合祀されたが

かど

跡との距離はずっと近かっただろう。現在山王神社はな

すると山王の方が六町五十間程遠いのであるが、善福寺
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雪岑は善福寺の彼の次の住職として弟子の永果を選

僧雪岑の隠居の寺として再興されたと考えられる。

伊勢大神宮は入田門の門神として入田氏一族が方一間

び、彼に雪岑隠居領の高百石も譲渡した。永果は雪岑没

稲田門の人々が門神として細々と小祠を護っている。
程の瓦葺の小祠の中に、木立像六寸程の御神体を安置し

後、その高百石を親戚の甥にやってしまった。

｢

｣

あったが、その後中絶してしまった前記の善福寺のほか

に、徳川時代中期においては高二石という寺院の建って

かくて善福寺の財産は、「由緒記」の先の記録のよう

（前掲 廣済寺由緒記出之内 の後段）

城之河内の宝聚寺並びに市来院の水月寺を以前のように

いる一反歩（一〇㌃）程の土地しか持たぬ藁葺の小さな

ところで、雪峯は琉球渡海前、以前は廣済寺の末寺で

た御厨子を奉祀している。

廣済寺の末寺として復興したいことを大守義久に懇望し

寺になってしまった。

雪岑が琉球から帰朝した翌年伯囿（貴久）は逝去し、

第五節 再渡海

て許可された。城之河内の宝聚寺とは一体どこにあった
のか、市来院の水月寺も東市来町及び市来町の郷土誌に
その記載がなく、不明である。「由緒記」にはこの両寺と
はいかいつかまつりそうろうよし

も既に「 廃 壞 仕 候 由 にて当分寺無御座候」と記さ

島津氏の勢威は一段と高まった。同年大隅南部の祢寝重

て伊東氏の大軍に壊滅的な打撃を与え（木崎原合戦）、

翌元亀三年（一五七二）島津義弘は宮崎県加久藤におい

そこで、雪岑が最も重大と思った善福寺であるが、こ

れている。
の中絶した寺は彼の生まれた石谷口にも近い。その創建

長が降り、天正二年（一五七四）には大隅中部に勢力を

この年雪岑は再び琉球に渡海している。何月に行った

者である廣済寺四世「前南禅玉圃英種大和尚」は、「県史第

連ねている儒学者であった。雪岑はその先輩を仰慕し、

かは明らかでない。これより先元亀三年四月中山王尚元

張っていた肝付氏もまた降を請うに至った。

その功績を表わそうとして善福寺の再建を思いたった。

至るや、（琉球側では）未だ尚元の喪を発せず、三司官ら

は卒し、第二子の尚永が後を嗣いだ。「県史」は「雪岑の

一巻八一二頁」に桂庵の門人中の著名人としてその名を

れた百石の知行地を善福寺の再興につぎこんだ。かくて

は雪岑を小門より迎え入れ、琉球王の返翰を授くるに大

彼は前記のように義久から琉球渡海の功績として与えら
善福寺は昔時に比べて思いもよらぬ立派な寺として、名
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ず、頗る旧礼を革めしのみならず、来使座乗の国吉丸の

門よりし、また雪岑の来使を労するに親しく旅館に就か

易足は彼の号である。

ある。

開いたらしい。その時雪岑が作った漢詩が「由緒記」に

千金一刻莫軽擲 縦有斯花斯會稀

いか

副船長の横死せることなどがあったので、雪岑は恚って
二回目の琉球訪問では琉球側が旧例にもとる無礼な待

紅白競春佳景連 夜來和月此開筵

易足

遇を与えたので雪岑は憤慨して帰国してしまった。その

最後に「由緒記」の報恩寺の項を参考にしつつ「旧記

国に帰ってこれを告げた。」（第一巻六一一頁）

報告を受けた島津側の老臣川上意釣、伊集院忠金（忠

雑録後編巻五」記載の『廣済寺由緒書出之内』をわかり

義久様琉球御征伐の後、中山王が謁見のため当国に

棟）らは天正二年九月二十五日付けで琉球の圓覚寺住職
天正三年三月、尚水は使者を遣わして非礼を詫び、修

上ってきた際、義久様の御意にて、当寺（廣済寺）の末

やすいように書き改めて記そう。

好は再び回復したが、その間雪岑は島津側の外交顧問の

寺で当所（伊集院）の内大田村報恩寺に御到着、数日御

を通じて無礼の条々を一々挙げて詰問した。

ようなかたちで色々と進言し、交渉を有利に展開せしめ

滞在あり、その後雪岑同道にて御出府なされ、殿様への

謁見首尾よく相すみ、帰国された由、申し伝えの書き物

る功があった。
「三国名勝図会」は、廣済寺のところで雪岑について
次のように言及している。

その故を以て王居の地と申し伝え、御免地の寺跡であり

まったそうです。右報恩寺は只今廃寺になっているが、

があります。その時から中山王の上国ということが始

て、寺爵を南禅寺の十刹に転し、薩隅日三州一派の僧録職

ます。もっとも右廃寺を前住職関宗の時代（宝暦年間一

（南仲）禅師より七世の住持、雪岑和尚、博識の名僧に

を許容され、七堂伽藍の霊山なり。雪岑永禄中琉球国に使

七五一―六三）に廣済寺境内に再興しました。

寺に葬った。（町田氏正統系図）

寺で遷化した。年八十。遺命によって伊集院寺脇の円福

雪岑は慶長六年（一六〇一）五月十八日隠居寺の善福

せし労を賞して田を賜ふ。又貫明公（義久）屡々当寺に過

中興とす。

臨し、詩歌の会などなし給ふことあり。即ち雪岑を当寺の

義久は右のように廣済寺に時々立ち寄って詩歌の会を
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第十二章 町田久倍
つかさ

馬越城の陥落に動揺した菱刈軍は、まず横川城主菱刈

中 務 が城を棄てて大口に奔り、曽木・平良・湯之尾・

羽月・平泉・山野・青木・市山の八城将もまた相次いで
逃れて大口城に入った。

た武将の中に町田新左衛門忠継の名が見える。忠継は三

十一月二十四日の馬越城攻略に際して勇戦して戦死し

郎五郎の弟也とあるが（旧記雑録後編巻四）、兄の町田三

第一節 菱刈征討
町田氏系図では第十八代の久倍。通称を助太郎とい

郎五郎久次は天文二十三年の岩剣城の戦で戦死してい

ます

い、伊賀守後に出羽守を称する。諱名久倍は初め久増と

る。

いみ

書いた。姓もはじめは石谷を用い、後に町田氏となる。

れ、島津軍は人吉の相良氏の応援軍を得て陣容を立て直

菱刈軍が放棄した諸城にはそれぞれ味方の軍勢を入

既に述べたが伊集院町土橋にあった福島大明神の棟札に
「当地頭石谷助太郎殿藤原久倍、永禄七年 （一五六
申
子

した大口城を包囲した。かくて伊集院・田布施の軍は大

四）十二月五日」（由緒記）とあった。
母は伊集院刑部少輔久通（盈）の娘。久通は伊集院忠

後守家利・平田加賀守の三将は、大口城兵に発見され、

口城の東南約五キロ㍍の市山城を敵攻撃の拠点とするこ

大勢に包囲されて大口城外西原で三将とも戦死した。久

とにした。十二月二十九日、市山城を出て大口城の偵察

永禄十年十一月、飯野にあった島津貴久は伊東氏を討

慶は主従五人及び子平七久光ともここで討たれ、敵は逃

国の孫、即ち久氏の庶長子久教の曽孫に当たる。久通は

つと称して城を出、逆に西進して二十四日早朝から菱刈

ぐるを追うて市山城に迫ったが、反撃して追い返した。

はじめ女子のみで男子がなく、一女を久倍の父久徳に嫁

の馬越城を攻撃し、午後にはこれを攻略した。その際湯

敵攻撃の拠点がこのようなことでは心もとなく、よって

に向かった伊集院刑部少輔久慶（久倍の叔父）・市来備

之尾城には喜入季久・比志島義基が、横川城には北村・

し、久徳の弟久慶を一女の婿養子とした。

溝辺・踊（牧園）の軍が、大口城には伊集院・伊作・川

新納忠元を市山城主に任じて敵に備えた。

永禄十一年は島津氏の大口城攻略の中に過ぎた、と

辺の軍が向かった。久倍の名はこの時の戦史には見えな
いが、伊集院勢の中に久倍は居たはずである。
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んに矢を放つが射落すことが出来ない。これを無念に

毛の馬を乗り回して最前線で指揮する晴れ姿を、敵は盛

止めて激しい矢戦となった。川辺の鎌田尾張守が河原

城外小苗代原で加治木・市来・伊集院・川辺の衆が受け

千人ばかりが二手に分れて攻めてきた。その一手を市山

「県史」にあるが、永禄十一年二月二十八日、大口勢四

ているかも知れないが敵兵は有田か有屋田かはっきりし

り。」とある。「本藩人物誌」は称名墓誌の記述を元にし

則ち久倍相良菱刈の敵と相戦ひ敵有屋田源四郎を討取な

「本藩人物誌」に「永禄十一年菱刈隆秋謀反を致し候、

有屋田源四郎が首を獲たり。敵の頚兵なり。」とあり、

て大中公（貴久）に背く。久倍菱刈・相良の賊と戦い、

「称名墓誌」に「永禄十一年菱刈隆秋邑（領地）を以

ゆう

思ってか、八代の住人牧野次郎左衛門と名乗って間近に

ない。ともあれこの戦いで久倍は敵の強兵を討ち取り、

スルスルと馳せ出で、牧野が首を取って差し上げた。

その翌年五月二十五日、大口の支城長野城（現薩摩町）

一年二月二十八日の戦いで有名になった田実右京亮は、

ところで菱刈討伐戦は容易に片づかず、先述の永禄十

けい

迫り、弓を満月の如く引きしぼってまさに放たんとする

その鎗は後に家宝として蔵された。

やいくさ

ところを、市来の住人面高眞連坊が鉄砲で打ち倒す。す
るとそのとたんに、伊集院の住人田実右京亮と名乗って
「比類無キコソ見ヘタリ」と（箕輪自記）（旧記雑録後編

攻略に従軍し、同じく伊集院衆宇都弥左衛門と共に戦死

は

巻四）に見える。田実姓は今も松元町にある。

(

菱刈攻めの二年近くにわたる戦闘に、町田助太郎久倍

している。 旧記雑録後編巻五一箕輪伊賀入道覚書）。

に率いられた伊集院勢はこのように参加し、このように

これより先正月二十日、大口城兵が城外堂崎に繰り出
三百を率いて突撃したところ、敵は思いの外多数で味方

戦功を挙げた。これはやがて久倍が市山城主に任命され

した。これを見た義久・義弘（当時忠平）の兄弟は兵二、
の討死相継ぎ、義弘自ら 殿 となって退き、血戦してよ

る前提となるのである。

「町田氏正統系図」には、この時久倍が追跡して来た

続けられたが、翌永禄十二年（一五六九）八月になって、

島津日新斎の死が報ぜられる。伊佐平野の攻防戦はなお

永禄十一年十二月十三日、菱刈戦がまだたけなわの頃

しんがり

うやく死地を脱することが出来た。

た。その鎗は初め市山の永福寺にあったが後に家蔵とし

大口城は二十日間の猛攻に力尽き、菱刈隆秋は相良義陽

敵兵有田源四郎と鎗を合せ、源四郎を刺してその首を獲
た、と書かれている。
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た。菱刈・相良両豪族が降り、島津の勢がいよいよ盛ん

に奔った。相良氏もまた人質を島津に送って和を請う

の勧めに従って和を請い、城を棄てて人吉の相良氏の許

の場合は、一応菱刈隆秋の甥（隆秋の兄の子で、父が死

し、地域住民と固い結合を持った領主達は、これを敵に

今度の菱刈戦でも、経験したようにその地に長く君臨

た小領主達を地頭に任命する方策をとる。蒲生討伐でも

んだ時幼かったので叔父の隆秋が実権を握っていた）鶴

まわすと屈服せしめるのは容易でないのである。菱刈氏

た。かくて薩摩及び大隅の大半が島津氏の支配下に置か

千代（重廣）を曽木城主として残したのであったが、そ

し難いことを悟り、翌十三年一月、領地を献じて降伏し
れることになった。廣済寺の雪岑が琉球に使いしたのは

れは菱刈氏の家臣達の懐柔策で、後には重廣は島津氏に

になると、薩摩郡一帯に雄を誇っていた渋谷一族も抵抗

島津氏がこのような情況下にあった時である。

た。三百年にわたって比志島を支配した比志島氏も、当

し、長年主従の関係をつづけてきた家臣団との縁を断っ

対する忠節が足りないとして、伊集院の上神殿城に移

大口城が手に入ると、菱刈攻めに勲功のあった新納忠

主の義基が比志島・郡山の人々を従えて菱刈戦に奮闘し

第二節 市山地頭
元が大口地頭職を与えられて大口城に入り、菱刈・牛屎

た。彼はそれによって栗野郷の地頭に栄転した。そのか

うしくそ

両院の「 惣 押 」を命ぜられた。そして、武蔵守と称する

かった。

わり彼は三百年来の父祖の地比志島を去らねばならな

このような次第であるから、町田久倍も市山地頭に

そうおさえ

羽月城主に代わっていた。忠元のあとは島津家久が市山

ことが許される。忠元は永禄十二年三月、市山城主から
城主となっていたが、町田久倍がこの時市山地頭に任ぜ

なった時はその郷里石谷の地を去って、市山を居住の地

たので永福寺に葬った。久倍自身も晩年大口城代に任ぜ

られて市山城に入り、家久は間もなく渋谷氏の降伏に
久倍の市山地頭は先述のように伊集院衆のこの戦争に

石谷ではなく母と同じく市山の永福寺にある。

られ、後述の如く兵庫県明石市で病没し、墓は出生の地

としたものと考えられる。市山地頭在職中母が亡くなっ

おける武勲の結果であろう。久倍は以来天正六年伊集院

ょって隈之城地頭となる。

地頭に移るまで九カ年この地に在住する。
この頃島津氏は占領した地域に、自分につき従ってき
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第三節 耳川合戦

し そう

拠る高城（児湯郡木城町、小丸川に沿う）を襲ひ、且つ

伊東氏の旧邑を使嗾して島津氏に叛かしめ、続々諸城を

義久は十月二十五日鹿児島を立って、十一月二日佐土

)

原城にはいった。前線の 高 城 には義久の末弟家久・宿

(

宮崎県小林市の東方高原城を攻めた。伊集院の兵は島津

収めた。」 県史一巻七一五頁

中務大輔家久に従って、高原城の東方耳附尾に陣して敵

将鎌田政近・比志島国貞が守将山田有信の応援に入城し

天正四年（一五七六）八月、島津義久は大兵を率いて

の水汲み場をふさいで城兵を苦しめた。伊東義祐は援軍

てその勢ようやく三千に達した。

たかじょう

を送ったが島津軍に抑えられて進むことが出来ない。城

十一月二日以来雨が降りつづいて決戦の機が熟さな

までには至らず翌十二日を迎える。朝八時、大友軍の総

将伊東勘解由は遂に降を請い、二十三日城を開け渡して

大将佐伯宗天及び第二軍の田北鎭宗の主力が先制攻撃を

い。十一日の正午ごろ見回りの大友軍が島津の伏兵に襲

伊東氏は福永丹波守を野尻城主として島津側に対抗せ

かけ、その前面に当たった島津軍の本田因幡守親治（飫

われたのをきっかけに乱戦となったが、主力軍の衝突に

しめたが、上原尚近は福永が伊東氏に対して怨恨を抱い

肥地頭）、つづいて都城城主北郷藏人一族が戦死する。

た。

ている事を知り、画策して福永丹波守を味方に引き入

これを見た島津義弘は弟歳久・伊集院右衛門大夫・喜入

退いた。義久は上原尚近を高原地頭に任じて城を守らせ

れ、飯野城主の島津義弘が将となって、天正五年十二

季久・上井伊勢守らを指揮して、勝に乗じて小丸川を

渡ってくる敵に一斉に鉄砲を打掛け、ひるむ所を一団と

紙屋・富田の諸城は風を望んで降り、島津軍は破竹の勢
で伊東氏の本拠佐土原に迫った。三百年来宮崎県を制圧

なって殺到し、根白坂に控えていた義久の本軍もまた敵

月、野尻城を手に入れ、進んで戸崎城を攻略したので、

していた伊東氏の当主伊東義祐はこれを防ぐことができ

の側背を突き、高城の守兵も門を開いて突出し、大友軍

よししげ

ず、佐伯宗天をはじめ名ある勇将数多く討たれ、島津軍

を横撃した。大友軍は小丸川の渕瀬に溺れる者も数知れ

ず、祖宗からの本拠をすてて大分の大友義鎭（宗麟）を
天正六年（一五七八）十月、「大友義鎭は伊東義祐を佐

頼って豊後に奔った。

は敗敵を追撃すること七里、耳川に至るまで死屍道につ

つか

土原に復さしめんとし、兵十万余を遣わして山田有信の
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こころざした北九州の雄大友宗麟もこの敗戦で再び立つ

らなり、大友軍の損害二万を数えたという。九州制覇を

に昇進していることを付記しておこう。

く、後の研究を待つことにして、彼がこの頃「御使役」

田久倍の名は見当たらないのである。右の文書は疑わし

のために軍兵を率いて高城の西北、同じ小丸川沿いの

日向在住の旧臣達に反島津戦を使嗾した頃からその抑え

によると町田久倍は既に天正六年九月大友氏が伊東方の

忠綱である。「日州御発足日々記」・「前掲書一〇四二号」

倍』、同五郎太郎」の名が見える。五郎太郎は久倍の長男

合戦に功労あった軍将達の名簿の中に「町田出羽守『久

を催し、同八月十九日御陣三カ所相付けられ、間の垣を

俣城主相良義陽、御旗下に入らざる故、薩隅日三州之勢

巻一の一、一六六号」は天正八年庚辰、肥州芦北之郡水

じ、二子を人質として差出した。「県史料旧記雑録後編

い、水俣・津奈木・佐敷・湯の浦及び葦北七浦の地を献

水俣城を囲んだ。九月、相良義陽も遂に屈して和を請

天正九年（一五八一）八月、義久は大軍を率いて肥後

第四節 伊集院地頭

ことが出来なかった。
これが島津九州制覇の端緒となった耳川合戦である

「石の城」に居り、引きつづき耳川合戦に参加したので

結び、求磨・八代之敵人を取り籠められ候（読み易いよ

が、「県史料旧記雑録後編巻一 一、〇三八号」の、耳川

ある。彼が率いた軍兵は後述するように、伊集院出身者

うに書き直す 、とあって、三カ所の陣備えの将兵人数

右によると一陣は島津家久、同右馬頭征久を大将とし

年の水俣城攻囲戦はないので、天正九年の誤りである。

をしるしている。天正八年とあるが、「県史」にも天正八

)

ここにひとつ次のような記録がある。「前掲書九五三

しそう

の公算が大きい。
ころ

伊集院右衛門大夫殿 忠棟

号」、「天正六年之比、義久様御代の御老中。」
ママ

て吉利忠澄・種子島時堯・新納忠元ら三一〇〇〇人、二

川上左近將監殿 久時

村田越前守殿

陣は島津義弘を大将として北郷忠虎・上井覚兼・鎌田政

経定

平田美濃守殿

喜入摂津守殿 季久

近ら三一〇〇〇人、本陣は次のように書かれている。

歳宗

本田下野守殿 三清

町田出羽守殿 久倍

御大将 宮之城 島津左衛門督歳久 後陣大将 出水 薩

大守義久公

上井伊勢守殿

ところで、天正六年前後、大守義久の家老として、外交
内政の重要文書に家老職として名を連ねている中に、町
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の項に、町田久倍が諏訪神社宮司にあてた願文が記載さ

「伊集院由緒記」の諏訪神社（下谷口村犬之馬場鎮座）

脇之将 串良 島津図書頭忠長 上同 佐多伯耆守久将

れている。これは「前掲書」にも第一、一六九号として収

州義虎
同 下大隅 伊地知縫殿助重貞 同 根占 根占七郎重張

香を焚くのであろう。その資として彼は伊集院麦生田名

められているが、内容は諏訪大明神に不断香を奉献する

高山地頭 家老 伊集院右衛門大夫忠棟 帖佐 家老 平

の内葭原の屋敷を神社に寄付した。願文の主旨は御当家

というのである。不断香というから昼夜別なく神前にお

田美濃守光宗

（島津家）御武運長久、そして久倍の息災安穏、子孫繁

大輔久道

蒲生 家老 村田越前守経貞 伊集院 家老 町田出羽守

正八年庚辰仲秋二十五日となっている。当境無事とある

昌、更に当境無事庶人快楽を願うことにある。日付は天

御役者 川田 川田駿河守義朗 喜入地頭家老 喜入式部

久倍

願文を見ると久倍は天正八年（一五八〇）には伊集院地

当境とは、言うまでもなく伊集院郷を指しており、この

あしわら

谷山 家老 川上左近将監久辰 吉田 家老 本田下野守
親貞

以下各地の地頭名がならび、その勢五万三千人とあ
右によって町田久倍はこの頃伊集院地頭となってお

たのは天正六年と推察される。天正六年三月、吉利・日

久倍は市山には九年在職したというから、市山を去っ

頭である。

り、そして義久の家老に昇進していることを知るのであ

置領主で伊集院地頭を兼ねていた吉利忠澄が日向塩見地

る。

る。

転補されたのではないだろうか。

今年領伊集院地頭職、

頭に昇進している。久倍はその後任として伊集院地頭に

うに各陣ごとに大将及び地頭名を書いており、これには

今年（天正六年）伊集院地

「町田家正統系図」を見ると、

上掲本一、一六三号「肥後合戦御陣立日記」も同じよ
久倍は帖佐地頭で伊集院地頭は本田下野入道殿（親貞）

吾庶町田新左衛門久吉、

代吾戊市山城、重封久倍

頭職に任命された。分家の町

で川田駿河守の肩書に「御役者」とあるが、これは軍師

田新左衛門久吉が吾に代って

となっているが、どうもこちらの方はあやしい。ところ
―参謀の意である。
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之三壘、

の兵を授けて島原に送る。島原城主有馬鎭貴の勢一千五

長・平田光宗・新納忠元・川上忠隅・同忠堅ら一千五百

造寺隆信と対決することになる。義久は弟家久に島津忠

久倍には加うるに市来・出水
乃身移駐伊集院城、管轄

百と、合わせて三千の兵は龍造寺六万の軍と激突し、川

市来城・出水城・莫称城

・阿久根三城の城主に封ぜら
之。

市山城を守ることになった。

れたので、伊集院城に駐留し
是歳冬創建永福寺於私邑

集院衆はこの戦役には参加していない。

九州の四分の三を制圧することになる。しかし久倍ら伊

上忠堅が敵将隆信を刺殺して龍造寺軍は壊滅し、島津は

この年の冬自分の領地であ
石谷城中、因其地名号松

てこれを管轄することにした。
る石谷城に永福寺を建て、そ
尾山

と記載されている。彼はその旧領石谷の地に帰ること

と名づけた。

によって直ちに島津氏に降ったのではない。島津忠長ら

めたことを述べている。隆信の子龍造寺政家は父の戦死

て熊本に出陣し、肥後北部の雄山鹿氏を諭して降参せし

「町田氏正統系図」は同年九月久倍が島津義弘に従っ

の地名を取って松尾山永福寺

ができたばかりでなく、伊集院のみならず出水・阿久根

北九州平定のためには龍造寺氏の全面的屈服が必要で

はなお島原半島北方の諸城を攻略せねばならなかった。

右の「町田氏正統系図」には、天正八年（一五八〇）

あり、そのため、「八月末より九月に至って、義弘が島津

及び市来地頭をも兼任することになったらしい。
十月十五日には、佐多久政（将）と共に肥後の矢崎城

庚
辰

率いて肥筑方面に出征せんとして馬越に会せるとき、義

忠長・伊集院忠棟・新納忠元・上井覚兼・町田久倍らを

弘が使を政家に遣るに及んで、秋月種実に頼りて和を請

され、同十年九月には琉球国との貿易船一そうを許可さ
れたことが記されている。町田出羽守と称した久倍が天

い肥筑の領土を島津氏に納むべきを以てした。」（県史一

を攻め落したが、久倍は先登して軍功を立てた事が記載

正六年に伊集院地頭に補され、伊集院を住居としたこと

巻七二四頁。）

きをなしていく。

家老として、且つ一方の将軍として島津家中で次第に重

このように島津氏九州制圧の過程において町田久倍は

は確かである。

第五節 肥後出陣
天正十二年（一五八四）三月、島津氏は北九州の雄龍
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第六節 筑前進攻
天正十三年（一五八五）八月、肥後・肥前ににらみを
利かすために八代を根城にしていた島津義弘は、豊後の
大友氏と連携して反島津の行動に出た阿蘇氏を討伐する

なわち、筑前は秀吉が領知し、肥前は毛利氏に、筑後・

豊前・肥後の各半は大友氏に、その余は島津氏に分割し

よう、七月以内にこの命に応じない時は薩摩を討伐する

これらの事で島津軍の三月予定の出軍は延期となっ

と。

た。一方秋月・竜造寺の二氏は人質を出すことに同意し
ひろかど

ため大軍を率いて進発し、隈荘・御船・堅志田の諸城を

たが、筑紫廣門はこれを拒否した。

おみくじ

陥したので、矢部城にあった阿蘇惟将も遂に人質を出し

渡した。しかし北九州の秋月・竜造寺・筑紫の諸氏は島

集院忠棟・町田久倍らを率いて豊後に討入ることを申し

親貞・平田光宗・上井覚兼らを率い、義弘は肥後から伊

氏討伐を決意し、軍を二路に分け、義久は日向から本田

天正十四年（一五八六）正月、大守義久は豊後の大友

出て降参し、他の諸城も次々に降った。ところが大宰府

で日当山城を下し勝山城に迫ったところ筑紫廣門は城を

竜造寺隆信を刺殺した川上左京亮忠堅が戦死した。つい

七月六日鷹取城を攻め落した（町田家正統系図）が、先年

倍は島津忠長、伊集院忠棟と共に筑後の高良山に進み、

を決意し、六月十八日出発、七月二日八代に陣した。久

六月になって義久は霧島神社の 籤 に依って筑紫討伐

津氏に降ったとはいえ、その向背はまだ信用するに足ら

の岩屋城主高橋紹運は宝満城を守る次子弥七郎直次と共

て降参した。

ないので、伊集院忠棟を使者としてこの三氏から人質を

月種実、竜造寺政家らと岩屋城の四方を取り囲んで猛攻

に固く守って降らない。七月十四日、島津軍は援軍の秋

豊臣秀吉は前年十月、義久に書を送り、関東の北条討

を加え、二十七日に至って紹運は楼に登って自殺し、城

出させることにした。
伐、東北地方の平定を告げると共に、島津・大友両氏の

兵一千人余が討たれて城は落ちた。しかし攻城軍の死傷

ぶんし

和平をすすめたので、義久は僧文之を大阪に派遣して、

もまた少なくなかった。

策であると伝えしめた。鎌田政廣らがこの年四月大阪城

花城主立花左近将監宗虎（後宗茂）は再三の勧告も省み

宝満城の直次は父の死を聞いて降ったが、その兄の立

大友討伐は大友氏が日向・肥後を侵略するので、自衛の
に秀吉に謁した時、秀吉は次のように告げたという。す
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ず降ろうとしなかった。島津忠長・新納忠元など、これ
は真の勇士であるとし、秋月種実のすすめもあって立花
城の攻撃は中止し、且つ遠征の日数も長くなったので一
旦帰国することになった。

した。
へ つぎ

そうぎょ

家久は大野川沿いに北上し、鶴崎市の南方二〇キロ㍍

余、戸次川畔の利光宗魚の守る鶴ケ城を攻囲した。
むね

大宗義鎭（宗麟）は先年島津軍に敗退した後、家督を

嫡子義綜に譲って隠居していた。義綜は家久の、大友氏

・山田有信・伊集院久治・本田親貞・吉利忠澄ら一万余

る。日向からは佐土原の島津家久を大将とし、上井覚兼

九月になって再度籤を引いて大友氏の征伐が決定す

親・十河政泰は戦死し、千石権兵衛は身を以てようやく

向耳川の戦と同様なパターンが繰り返され、長曽我部信

日、戸次川を渡って鶴ケ城攻囲中の家久を攻撃した。日

に懇願して、その勢六千と共に天正十四年十二月十一

の本拠豊後府内（大分市）に迫るを聞き、千石権兵衛尉

騎を率いて十月十四日佐土原を進発し三重に出、緒方城

逃れ、義綜も猿で有名な高崎山の高崎城に退いたが、十

第七節 大友征伐

を落として北上した。一方義弘は弟の歳久をはじめ島津

天正十五年の正月は、義久は日向塩見城で、家久は府

三日家久が府内に入ると更に退いて龍王まで走った。

前守久春・鎌田出雲守政近・町田出羽守久倍・伊勢弥九

内（大分市）で、義弘は竹田市の西北直入町の朽網城で

征久・同忠長・新納忠元・北郷忠虎・伊集院忠棟・同肥
郎貞昌など三万七百余を率いて、二十一日肥後阿蘇郡高

迎えた。ついで義弘の軍は由布院に進み、更に球珠郡に

くちあみ

森町野尻に至り、翌二十二日高城を陥し、ついで豊後南

入り球珠町森の角牟礼城を攻めた。

三月、秀吉の大軍が九州にはいったことを知り、義弘

第八節 関白西征

つの

郡の諸城を次々に攻略していった。
義久もまた全軍を指揮するため、十月十八日鹿児島を
これより先、大友宗麟は上洛して秀吉に陳情して大友

して善後策をはかったが、秀吉九州に入るの報を得て反

は府内の家久と一緒になり、後、共に三重の松尾城に陣

立ち、日向の塩見城を本陣とした。

尉を豊後に派遣し、土佐の長曽我部元親、その長子信親

乱兵は各所に起こり、豊後にとどまること不可能と見

氏の庇護を願っていた。秀吉はこの年九月、千石権兵衛
そごう

・讃岐の十河隼人政泰・尾藤甚右衛門尉らをその加勢と
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南下し、家久は佐土原に、義弘は三月二十日都農郡で義

て、反乱兵に苦しまされながら再び梓峠の難所を越えて

まったらしい。それで義久は諸士わずか七十人ばかり召

部下の軍衆達も既にそれぞれ各自の郷里に引き揚げてし

連れ、泰平寺に向かった。「新納忠元勲功記」によると、

町田出羽守久倍・伊集院肥前守久春らを率い、日田から

義弘は島津右馬頭征久を将として、新納武蔵守忠元・

居なかったのではないか。伊集院で「御母堂御寺雪窓院

欠いたことから察すると、それほどの人数も召連れては

連れとある。だが、伊集院で駕篭をかつぐ人夫にもこと

めし

久に面会した。

筑後に向かわしめたが、三月十二日湯嶽で秀吉の軍と衝

らず、伊集院衆安藤左近・春口土佐守、上村宮内左衛門

こし

にて御剃髪、龍伯様と御改名、左候てお出遊ばさるるも

一方羽柴秀長の軍二十万は豊後を経て日向に入り、四

・河添千助・中馬十郎左衛門・市来豊前守・大迫佐渡守

う

突し、遂に退いて四月十六日八代城に入り、二十日人吉

夫丸（人夫）ら走り失せ、御輿かつぐ可き人もまかり居

月高城の山田有信を囲んだ。義久・義弘・家久は兵二万

・小田原但馬守ら御輿を舁ぎ奉り」とあってようやく川

ふまる

に達し、久倍は大口を経て伊集院に帰った。

を率いてこれを救うために四月十七日根白坂に戦った

内に到着し、同八日、泰平寺で秀吉に面謁した。

)

天正十五年殿下秀吉公が当国に発向され、義久公は一

のように述べている。原文（漢文）の大意をとると

「町田氏系図（旧記雑録後編巻二〇 」は久倍の項で次

かつ

が、歳久の養嗣子忠隣（十九歳）をはじめ三百人余を失
い、「遂に一色昭秀・木食上人・安国寺恵瓊の勸降を容
れ」（県史）、秀吉の軍門に降った。

日川内川口より遡江して平佐城に桂神祇忠昉を攻囲し

九州西回りの秀吉の本軍が既に川内に入った（二十五

倍は伊集院地頭であったので、途中の警固その他の事は

を発して千台泰平寺の秀吉公の陣に向かわれた。時に久

らずまことに危急存亡の時である。五月六日公は鹿児島

戦の後和睦された。けれどもまだ今後どうなるのかわか

た）由を聞いた義久は、直ちに霧島越えで鹿児島に向か

の仲間に加えた。

久倍が指揮した。嫡子左京忠綱・二男助太郎久幸も供奉

第九節 泰平寺伺候

入り泰平寺を本陣にしたとの報を得て、義久は家老の喜

八日義久公は泰平寺で殿下に逢われ、本領安堵の書面

い、義弘も飯野城に引き揚げた。五月三日秀吉は川内に
入季久・町田久倍・伊集院久治以下わずかの従者を引き

201

供した。七月中旬、大守公は聚楽城で殿下に逢われた

されることになり、久倍もまた二人の子供を連れて、お

をいただいて帰城された。その後大守公（義久）が上京

れ、それぞれ御小袖一 重 ずつ拝領した、と言う。

この三人は義久が秀吉に謁した際は一緒に目通を許さ

入季久 、地頭に抱節（伊集院下野守久治 、)老中に町田
出羽守入道存松、右三人迄に候、と述べている。そして

なく、わつか歴々七十ばかりに候、御一家には弓詫（喜
)

「県史」もこの時義久に従ったのは七十人余と書いて

かさね

・久倍以下わずかに数人であった。

が、殿下の命で謁見を許された者は伊集院幸侃（忠棟）
後年島津家久の家老になった町田図書頭久幸について

いるが、伊地知季安が当時の諸説に就いて「考」を書い

ており、その中に引用している「得能氏ノ譚薮筆録」に

「久幸譜中」は次のように記す。
五月八日大守義久公が殿下に降参された時、久幸は大

染の法衣を着て、山田昌岩（十二・三歳）以下十五・六人

は、義久が秀吉公へ御目見の時は、雪窓院で剃髪して墨

こ じう

されるとき、久幸は人質としてとどめられたので殿下に

守の大刀を持って扈従した。謁見が終わって大守が帰城

がお供であった、そして義弘公をはじめとしてお歴々の

て駕篭かきの侍を集めねばならなかった程であるから鹿

お逢いすることが出来、羽織を頂戴した。この時久幸は
注・義久が秀吉に謁した時は、伊集院の雪窓院で頭を

児島からのお供は小人数で、義久が川内に着いて、八日

方は一人もお供なし、としている。町田久倍が走り回っ

剃って僧体となり、名も竜伯と改め無腰（刀を帯びない

十六歳であった。

様）であった。秀吉はこれを見て、腰のあたりが淋しいで

ら泰平寺まで駕篭をかついだ八人について、季安の前掲

田親貞などおいおい参集したものと思われる。伊集院か

いた大小（備前包平と三条宗近作）を解いて与えた、とい

「考」の中に、小田原但馬の子源太兵衛が追加されてお

に秀吉に謁見するまでの間に島津忠長・伊集院忠棟・本

うから、久幸が義久の大刀を持って秀吉に謁したという

り、これら八氏には文禄五年（一五九六）に高五石ずつ

はないかと言って、「義久譜中」にもあるように、帯びて

のは当たらない。あるいは大刀持という資格で義久に

が与えられ、また「皆伊集院士にて高岡に移されしと云
)

注・「慶長五年 庚子冬高岡外城御取建之節伊集院より被召

へり。」とある。

從ったのであろうか。

「喜入忠慶表稾（旧記雑録後編巻一九 」には義久が川
とじょう

内へ出むいた時は、皆々外城へ行ってしまってお供衆が
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ある。その他は姓は同じでも名はすべて異なる。あるいは

門は人数帳にそのまま記載され、高岡での禄高は一石で

右人数帳の春田喜左衛門と関係があろう。上村宮内左衛

まれている。但し春口土佐守は春田主馬の父とあるから

移候人数帳」（有馬俊郎所有）を見ると右八氏の姓は皆含

豆守・蓑輪丹波守・古市善左衛門・田尻仲左衛門尉だけ

警衛して、お姫様のお供としては伊地知右京亮・原田伊

守が犬之馬場にお迎えに参り、内城には秀吉方の軍兵が

た。この夜は伊集院の内城に御泊りになった。町田出羽

道路を肥後以下六カ国の秀吉方の軍隊が陣を張ってい

渡しを渡る頃には夜となり、それから先伊集院麓までは

が残って、あとの衆は御宿所にははいれなかった。御供

輿をかついだ人々の子供達であろうか。

第十節 亀寿姫
院に至った頃、秀吉から直ちに人質を差出すよう指令が

十八人、川内から舟で大阪に向かった。義久にも上京の

の四人がお供となって大阪まで行くことになり、上下二

)

あった。義久は彼が最も愛している末っ子の亀寿姫を人

命が下り、六月十五日鹿児島を立った。久倍もまたこれ

亀寿姫は右御供の伊地知・原田・蓑輪と長谷場筑後守

の女房衆は九人云々とある。

質にすることにした。（島津国史）。亀寿は元亀二年（一

に従った。一行は博多で秀吉に謁し、同二十九日下関に

秀吉に対面の儀が無事すんで義久は帰途につき、伊集

五七一）四月二十六日の誕生（島津正統系図略系）である

しての長男又一郎 久保征久の人質としての嫡男又四郎

行ったところ、図らずも亀寿姫をはじめ、義弘の人質と

全く壊乱の世である。彼女は鹿児島郡吉田城にいたら

から丁度十六歳になったばかりである。

という。更に即刻伊集院に向かう。石田三成の指図で

になり（滞在費として一万石を給せられた）、翌年義弘

した。久倍らは帰国の途についたが義久は滞在すること

義久は七月十日京都に着いて久倍らも共に関白に挨拶

彰久（忠将の孫、征）などの乗船と一緒に会した。

佐々孫十郎・平塚三郎兵衛が案内警固役となり、当時吉

が上京したので天正十六年九月になってやっと帰国が許

しい。五月十五日午後二時ごろ吉田から鹿児島に着いた

田地頭で家老の本田下野守入道三省をはじめ百余人がつ

された。歌人でもあった義久はその時、「二世とはちぎ

らぬものをおやと子の別れん袖のあわれをも知れ」とい

ふたよ

―「御姫様御上洛日帳」 。

き従った。（伊地知季安「京及江戸御質人交替紀略」―鹿
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そして伊集院町大字清藤の入口大内田の五㍍程の小川の
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る期間夫婦とも京都に滞在していたことがうかがえる。

右によって久倍は持明様在京中そのお守り役としてあ

と呼ばれる。

めといわれていた、その親子の離ればなれになる淋しさ

なお久倍は石田三成を通じて、本田下野守・平田左近将

う歌を細川幽斎に贈った。親子は一世、この世限りの定
を訴えたのである。歌人として世に聞こえ、且つ秀吉の

監歳宗と共に島津藩からの人質目付役として京に滞在す

に鹿児島に帰ることが許され、天正十六年九月三日京都

義久に贈り、秀吉に義久の意中を伝えた。亀寿は父と共

三組にわけられ、一番は宮之城の島津歳久・加治木の肝

の義久・義弘あての書面によると、島津氏からの人質は

ることが命ぜられている。天正十九年十二月、石田三成

ふたよ

じ玉手箱二世とかけぬなかにはありとも」という返歌を

顧問役みたいであった幽斉は「なれなれし身をばはなた

を出て、十月十四日鹿児島に帰った。この話を聞いた

めは本田下野守入道三清夫婦がお守り役としてつけら

年在京いたし候」とある。右の手紙によるとその間はじ

入道）にあてた手紙に、亀寿姫は「人しちとして十三カ

長四年（一五九九）八月十日義久（竜伯）が義弘（武庫

そして義久・義弘・義弘長男久保の三人のうち誰かは在

本田・町田・平田の三家老がこれまた交替で付くこと、

人質を、七カ月交替で在京させるよう命じ、この三組に

・根占領主袮寝重張・喜入及び鹿篭領主喜入久道からの

城主入来院重時からの、三番は串良領主島津図書頭忠長

質、二番は姶良郡清水領主島津以久・種子島久時・入来

ゆき

付兼三・大口の新納忠元から差出した子や孫にあたる人

れ、次に町田久倍夫妻がこれに代わり、慶長三、四年ご

京すること、としている。既に朝鮮渡海の準備が発令さ

亀寿姫はその後間もなくまた人質として上京する。慶

者、みな感悦せざるはなし、と古書は述べている。

ろは平田太郎左衛門尉増宗であった。亀寿姫は父義久の

れ、肥前名護屋に築城が始まっている頃である。

後間もなく朝鮮に出陣した。亀寿姫は晩年国分に住み寛

出兵の命が下った。義久は老齢と健康が十分でないと言

天正十九年十二月十四日、秀吉から義久に対して朝鮮

第十一節 歳久切腹

希望によって文禄三年（一五九四）夏、京都において義
弘の次男島津氏十八代家久と結婚し、その正室となる。

永七年（一六三〇）十月五日逝去している。享年六十、

うことで、弟の義弘及びその長男又一郎久保が島津軍

家久よりは五歳年上であった。家久（当時忠恒）はその

法号を持明彭窓庵主といい、一般に持明様（じめさあ）
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どもなかなか間に合わず、義弘親子は他の軍よりも遅れ

かった。島津氏の財政は窮乏し、朝鮮に渡る舟も兵糧な

元）二月二十七日栗野を出発して佐賀県の名護屋に向

ことになり、翌天正二十年（一五九二―十二月文禄と改

（一万五千の出兵が要請されていた）を率いて渡海する

ら直ちに秀吉に報告したので義久に対する嫌疑は解けた

吉を倒す好期となし、佐敷城に兵を挙げた。義久の方か

が、九州の軍隊がおおかた朝鮮に出軍したこの時こそ秀

菱刈湯之尾の地頭で島津氏には功臣であった梅北国兼

し上げ云々とあるように、朝鮮に渡ることになっていた

ことを鹿児島からの通知で知り、大変驚いて太閤にも申

に宮之城領主島津歳久の家来であった者が多数いたとい

て五月三日釜山に着き、従う軍勢は更に遅れ、義弘をし

うことで、島津征伐の時最期まで降参をしぶり、且つ挨

が、間もなくこの乱が鎮定した後、国兼に従った兵の中

義久もまた名護屋の秀吉の本陣に詰めることになった

拶にも来ず、今度朝鮮にも出陣しないということで、歳

て嘆かしめた。
ので、五月四日鹿児島に町田出羽守久倍・平田美濃守光

この頃秀吉は「文禄の検地」と呼ばれる全国の土地測

宗・新納武蔵守忠元・川上参河入道肱枕・本田因幡守正

量を開始していたので、その事も含め、梅北反乱のあと

久に対する秀吉の怒りは相当なものであった。

・新納旅庵長住・伊地知伯書入道増也ら二十人を呼び、

仕末などのため細川幽斎が薩摩に下ることになり、義久

親・鎌田出雲守政近・税所越前守篤辰・山田越前守有信
当面の行政施策について懇談し、急務十三カ条を定め、

もその案内を命ぜられ、七月一日に大口に着いた。義久

諸陣の見回りもすまないうちに、梅北宮内左衛門国兼・

「新納忠元勲功記」に、義久は名護屋に着いて、まだ

を経て名護屋へ向かった。

た。そして義久は同八日鹿児島を出発、伊集院・串木野

い様子を秀吉に見せたくないというので挨拶にも出な

る途中中風にかかり手足の自由を失い、そのため見苦し

と伝えさせた。歳久は天正十五年三月大分から引き揚げ

せ、今度の事件に対して関係のないことをのべるように

久が早く鹿児島に出て幽斎にも逢い、病身の実態も見

は比志島国貞を大口から使者として宮之城に遣わし、歳

りあん

人ずつ交代で鹿児島に在番して事務を処理することにし

新納忠元・川上肱枕・山田利安（有信）・鎌田政近は二

田尻但馬守らが逆心を構え、朝鮮へ渡るはずの島津兵を

かったのであった。

君命といつわって、薩摩肥後の中途で狩り集め、かれこ
れ二三百騎で肥後の佐敷城に立てこもり、一揆を企てた
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て鹿児島にはいった。義久は幽斎に、歳久が今度どのよ

義久は七月五日に鹿児島に帰り、細川幽斎は三日遅れ

忠 重 聰 の女子で雪窓夫人と言います。長じて又六郎歳久

月十日、薩摩国伊作亀丸城に生れました。母は入来院弾正

護職島津貴久の三男として、天文六年（一五三七）丁酉七

長兄に十六代を継いだ義久、次兄に十七代を継いだ義

しげさと

うな運命に立たされようとも、孫の袈裟菊（歳久の養子

といい、また後に号して晴蓑と称しました。

死、十九歳）が家を継いでいけることを懇願し、幽斎は

弘、異母弟に家久がありました。歳久は兄弟と共に少年時

せいさ

忠隣は天正十五年四月十七日、日向根白坂の合戦で戦
それを約束した。その誓紙も取りつけて、町田久倍に命

代を、主として薩州伊集院に過ごしました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

じて更にいそいで歳久が鹿児島に出て来るよう促がし

は

……（秀吉は）細川幽斎を遣わして大守義久に、直ちに

歳久の『首を刎ね出す可く』厳命を伝え、もしこの命を聞

た。
歳久は、お家のためなら途中で死んでもよいとの覚悟

国領民を救う道は太閤の厳命を受け容れるしかないと決

な

で、七月十日宮之城を立って鹿児島に向かった。その間

ました。義久は、永年の戦乱のこととて、疲弊しきった領

かなければ『領国は 悉 く撫で切り』にする旨通告してき

差し出すことは免れない事態となり、義久はじめ重臣達

断し、歳久を鹿児島に招きました。歳久は鹿児島に出てき

ことごと

に秀吉からの命令はまた苛酷なものがあり、歳久の首を
の苦悩は言葉ではあらわせないものがあった。歳久は鹿

れ死ぬなら領地の祁答院でと、海路脇元（重富）へ向かい

たものの、周囲の不穏な様子に、今はと覚悟を決め、いず

覚悟はして出て来たが、死ぬと極めた以上、やはりわ

ました。然るに帰路は既に義久の手勢で全て塞がれてい

児島に出てその様子を察した。
が家の宮之城で腹を切ろうと考えて百余人の従者を従え

ることを知り、竜ケ水に上陸しました。そして義久の命に

｢

｣

家臣に介錯させたと伝えられますが、…歳久時に五十六

ため刀を手にすることが出来ず、石を以て割腹せんとし、

人）も共に殉死して果てました。歳久はこの時「中風」の

後、遂に歳久は自害し、伴の者二十七人（一説には二十四

よって追跡してきた町田久倍の兵と形ばかりの戦さの

て稲荷川口から舟で重富に向かった。
討手は海路を町田久倍、陸路を伊集院下野守久治が命
ぜられた。
昭和五十八年八月十八日発行、平松神社宮司島津修久
著 島津金吾歳久の自害 から引用する。
たた

｢

島津歳久は島津中興の祖と 讃 えられた十五代薩摩国守
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ので、誠に痛ましい事とは思ったが、断り難いのは主君の

命であると、鎧の袖を濡らさぬ者はいなかった。漸くのこ

歳、天正二十年七月十八日のことでした。

この事件は町田久倍と深いかかりあいがあるので右の

とで跡を追ってゆくうちに、竜ケ水に至り、舟を岸に寄せ

所に集まった。誠に思い切った様相で、死を以て歳久の恩

ように関係資料を挙げたのであるが、梅北国兼の乱が起

この乱が起こった時、新納忠元・町田久倍らが鹿児島

に報いんと、一足も引かず弓・鉄砲を放ち防ぎ戦ったが、

こった時のことを「菱刈郷土史」は次のように記述して

で留守役として政務をとっていた。国兼からの使者が来

矢尽き弦絶えて、木田四郎右衛門・木脇民部・……とい

て、暫く自害の間だけでも攻撃を防ごうと、百余人が一カ

て、「名護屋に居る義久公は北九州を討ち取る計画をさ

う者達が悉く戦死を遂げた。しかし歳久は持病があり、手

て歳久に自害を迫らんとした。歳久の家臣等はこれを見

れ、命を受けた国兼はすでに肥後に討ち入った。すぐ兵を

足も思うに任せなかったので、寄せ手の兵をさし招き、

いる。

出して攻め上れとの義久公の命である。」と伝えた。これ
この時、町田久倍が、「よく考えてみると主君義久公が、

進み出る者がなかった。しばらくするうち、原田甚次とい

が、さすがに主君義久公の骨肉を分けた兄弟なので、敢て

「 誰 か い な い か 、 早 く 近 く に 来て 首 を 取 れ 」 と 言 わ れ た

これ程の大事を計画されるなら、親書を以てまずわれわ

う無法者が、ツと走り寄って終に御首級を給わったので

を聞いて出陣の用意に大騒ぎとなった。

れに連絡がある筈だ。梅北のはかりごとに違いない。」と

討手の大将を命ぜられた町田久倍の苦衷が右の文章の

挙げて泣いた。……

投げ捨て、或者は木の下、或者は岩の陰に倒れ臥し、声を

ある。この瞬間、鬼神を欺くほどの剛の者も皆、槍や刀を

この事件は島津氏の浮沈がかかっていた。それを見事

見破って用意を中止させた。五日後に真相がわかった。
にさばいた功績者の一人に久倍は数えられるだろう。

町田久倍が歳久の討手に向かった時のことを、島津修

された後、京都今出川の浄福寺内宝林院に葬った。明治

歳久の首は名護屋から京都に送られ、一条 戻 橋 に暴

もどりはし

鹿児島方では太閤の厳命を重んじ、他にどうしようも

行間に汲み取れる。

なく町田久倍ら討手の武士を送った。しかし、その命を受

五年、歳久十四世の孫久明がそれを掘り起こして竜ケ水

久著「前掲書」に、次のように述べている。

けた者達も、昨日今日までお互いに行き来し合った仲な
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滝水山心岳寺を建てて歳久の霊を祭った。心岳寺は明治

に改葬した。義久は秀吉が死んだ慶長四年に、竜ケ水に

廣済寺のものを左に掲げよう。

また「伊集院由緒記」にも記載されている。例示として

一田 方

四町

五町

大豆弐拾 石

分米 五拾 石

廣済目録
一畠方

大豆参拾 石

になって平松神社となり、旧七月十八日の命日は今八月
年（一五九五）、日置郡日置郷三千六百石を与えられ、日

十八日の大祭になっている。歳久の孫袈裟菊丸は文禄四

一山畑拾 五町
田畑畠山畑合弐拾四町
分米 大豆合 百石

どの測量から始まり、福昌寺・泰平寺・南林寺・霧島神

日、南林寺には同五日、霧島には同七日の日付を以て町

右のような形式で福昌寺・興国寺・泰平寺には九月三

久倍 判

社など特別の例外を除いて大部分が義久蔵入分として没

田久倍の文書が発せられている。山川の正龍寺に対して

九月六日

天 正弐拾 年

町田 出羽守

置島津家の祖となった。

第十二節 文禄検地
天正二十年九月、検地実施の命が秀吉から鹿児島滞在

収された。次第に家臣の知行地の測量及び改訂へと進ん

る旨の文書を出している（十二月十九日付）が、知行目

は細川幽斎自ら支那との貿易港所在の理由で別格にす

中の細川幽斎及び義久に発せられた。まず社寺領田地な

長寿院盛淳・伊集院下野守抱節・比志島紀伊守国貞・鎌

でいくのであるが、この仕事に対しては町田久倍・阿多

伊集院の廣済寺も右の特別例外寺の中に加えられ、

が加わるが、たいていは、三人で、その中には町田久倍

いる。最も重要と思われるものには右四人の他に比志島

録文書には鎌田・伊集院・町田・長寿院四人が署名して

「当国の寺社領高は没収となったのに廣済寺は以前通り

は必ずと言ってもよい程名を連ね、また彼一人の署名で

田出雲守政近が奉行として当たった。

全部許されることになったから、もっぱら寺の興隆

の二通が天正二十年九月六日付けで町田出羽守久倍判で

を計られることが肝要です。」という意味の手紙と目録

ても過言ではなかろう。

要な大事業の前半は久倍によって取り仕切られたといっ

すましているのもあるので、文録検地といわれたこの重

目 録在
別紙

廣済寺に与えられた。これは「廣済寺文書」の中にあり、
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細川幽斎が太閤の厳命を奉じて当国に滞在している間、

久倍はこの頃竜伯（義久）に三カ条の誓詞を送った。

如松は南下して京城郊外碧蹄館で文禄二年正月、小早川

軍し、平壌にあった小西行長は敗れて京城に退いた。李

越年した。明国は将軍李如松に兵五万を授けて朝鮮に進

みん

いろいろ古いきまりを廃して新法を施行させた。このと

の沈惟敬を派遣し、小西行長との間に和議の交渉が行わ

隆景・立花宗茂の逞兵に完敗した。明は一方で講和使節

栄達を求めず、国家の平安を祈る心から発したもので

倍は三カ条の誓詞を書いて大守義久公に献じた。自分の

九月、伏見城で秀吉に謁し、秀吉から七カ条の和平条件

し、和議の経過を見まもることにした。沈惟敬はこの年

れることになった。そこで日本軍は南下して南鮮に駐屯

とく

り、あるいは昔からの忠臣をけなす者が出てきた。私久

きあるいは幽斎にへつらって得をしようとする者がお

あった。ところが公もまたそれに答えて私に盟書を賜っ

を示され、小西行長の家来内藤如安と共に帰った。

巨済島に供奉した。その年八月二十四日、唐島の陣中に

によって朝鮮に出陣し、義弘・久保両公にお逢いして、

た。「旧記雑録後編巻三一」に、文録二年癸巳の春、命令

巨済島に駐留中、町田久倍の長男左京亮忠綱が病死し

た。

攻略した後巨済島（我が方では唐島と呼んだ）に駐留し

日本軍は南鮮に城を築いて駐留する。島津軍は晉州城を

しかし明国との講話交渉は遅々として進まず、その間

た。文録二年（一五九三）二月二十八日のことで、私は
これを拝載して家宝とする。（県史料旧記雑録後編二 一、
〇七五号。）
久倍が家宝とする義久からの文書は、「前掲書一、〇七
六号」に記載されている。忠節の心底毛頭忘れはしな
い、と書かれている。この頃久倍は伊作地頭職も兼補さ
れている。

第十三節 高麗陣

鹿児島にあって政務に忙殺されている久倍の嘆きもさ

病死、享年二十九歳、とある。

日釜山に上陸し、破竹の勢で北進する日本軍の後を追っ

の跡を継いで島津氏十八代の当主となるはずであった又

ることながらそれからいくらも経たない九月八日、義弘

義弘は諸将より遅れて天正二十年（一五九二）五月三
た。加藤清正・小西行長の先鋒は朝鮮上陸後二十日にし

一郎久保がまた病没した。流行病が起こったのではない

て京城を落した。この年の末、義弘、その長子久保は京
城の東北金化に、島津豊久は京城の東春川に陣を張って
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か こ

かと思われるが、島津軍の船長・水手など病死する者が

又八郎忠恒の供の家の名が列記されているが、その筆頭

の中に町田久倍と共にそれまで鹿児島の行政をあずかっ

せた重臣であったと思われる。なお伊集院幸侃の嗣子伊

相つぎ、島津方ではその後十五歳から六十歳までの漁師

集院源次郎・入来院重時などもおり、また前年病没した

国貞が居る。この両人は義久が忠恒のために特に従属さ

島津氏の後継者又一郎久保が病没したので、秀吉政権

ていた義久の家老伊集院下野守入道抱節と比志島紀伊守

はその弟又八郎忠恒（後の家久）をその代わりに当てる

町田久倍の長男左京亮忠綱に代わって、次男図書頭久幸

を強制的に徴用している。それはそれとして、島津一家

よう命じた。忠恒は父義弘の居城栗野城に父や兄の名代

が名を列ねていることは注目したい。久幸は後年忠恒

は勿論郷国を挙げての悲願であった。

として留守していたのであったが、秀吉からの命によっ

（家久）の家老となる。

第十四節 検地結果

て文禄二年十一月栗野を発して十二月十三日大阪に着い
て石田三成に面会した。三成は忠恒に、そのうち朝鮮に

文禄検地は秀吉が全国にわたって施行した日本歴史上

出陣せねばならないことをほのめかした。忠恒は秀吉に
謁見する時期を待っている間に泉州堺の居所で痘瘡にか

特筆に値するものであった。田畠の測量は昔から地方的

量したのであった。既に述べたように、町田久倍ら義久

かった。幸い平復して三月二十日秀吉に謁し、また七月

の重臣達が一応の準備をすませていた薩摩・大隅・日向

本歴史上久しぶりに同じ尺度で全国の土地（田畠）を測

義久の末女亀寿姫と結婚した。又八郎忠恒、時に数え年

諸県郡など島津支配の土地の本格的測量は、文禄三年

にはそれぞれの領主によって行われていたが、秀吉が日

で十九歳、叔母に当たる亀寿姫は数えで二十四歳、五歳

（一五九四）七月、石田三成の家来達の薩摩派遣によっ

には、義久や石田三成の思惑もからんでいただろうが、

年上であった。忠恒は挙式後間もなく朝鮮に出陣するた

て実施された。これに対応して島津側では伊集院忠棟と

既述のように秀吉方に人質となって京都に滞在していた

め西下し、八月二十五日名護屋に着いた。しかし彼に

阿多長寿院が当たり、文禄四年六月末には全部の測量を
終わった。

従って渡鮮すべき薩軍の到着が遅延して、彼が済州島に
「旧記雑録後編巻三三所収『朝鮮日々記』」に、この時

陣していた父義弘の許に着いたのは九月の末であった。
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この測量で
秀吉の蔵入分（支配地）
姶良郡加治木
石田三成の分
同清水など
細川幽斎知行分

一万石

内の会社の持ち株を新たに決め、各会社は配当金をそれ

ぞれの株主に納得せしめ、従業員は新しい月給額が言い

渡される、ということにもなろうか。

地の結果に無関心ではあり得なかった。それについては

朝鮮在陣の諸士も、故郷妻子の生活につながるこの検
六千三百余石

絡通知は、こまかくなされているが、この領地測量結果

鹿児島の島津政府側から、戦陣将士の心配のないよう連
三千五石余

による領主への配分問題が当然起こって来て、その解決

肝付郡高隈・細山田村など
島津義久分

のため文禄四年四月、義弘に帰朝命令が達せられた。

義弘は息子の忠恒（十八代家久）を代理として後事を

託し、六月五日足かけ五年ぶりに大阪に帰着した。

これより先、文禄三年夏に義久は上洛していたので、

義弘をまじえ、石田三成と三者で国許の知行地について

所替えや割当高の大綱が決定された。

ゆき

種子島を長年にわたって支配してきた種子島氏が知覧

主となったことは既にしるしたが、根占地方のこれまた

に所替となり、そのあとには島津以（幸また征）久が領

二十六万六千五百三十三石

島津氏よりも古い領主であった祢寝重張は日置郡の小村

一万石

八万石余

十万石

曽於郡・肝付郡・日向諸県郡など 十万石
島津義弘分
鹿児島郡・日置郡・薩摩郡など
伊集院忠棟分
日向諸県郡・都之城・財部
ゆき

島津以久分
種子島外

社寺領

吉利の領主に、都之城を長年にわたって支配してきた北

給人領（家来達への配分高）

三千石

郷氏は宮之城に移された。当主北郷讃岐守忠虎は文禄三

の年十二月十四日三十九歳で病没した。父の時久入道一

年七月再度朝鮮に渡り、巨済島の島津陣にあったが、そ

総計五十七万八千七百三十三石
これをわかりやすく今日にあてはめるなら、鹿児島県

これが島津氏の所領と決定された。
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村が名代として補佐することになった。久村は藺牟田・

郷氏からの人質として京都に在った時久の四男久次郎久

時まだ健在であったが、跡は五歳の長千代丸が継ぎ、北

雲は秀吉に最後まで降ろうとしなかった豪雄の士で、当

ズに行うための手段であったと思われる。

来上っており、義弘を交えての決定はその実施をスムー

所替など仕置の案は既に石田・伊集院の合議によって出

朝鮮から呼び戻し、義久、義弘、三成三人による国許の

衝に当たるよう命ぜられたのであった。義弘をわざわざ

移っている。そしてそのあとには伊集院右衛門大夫忠棟

えられ、文禄四年（一五九五）八月二十六日宮之城に

当たるかたわら、その夏上京した義久の相談相手にな

ぜられ、夫人と家来を引率して上京し、亀寿姫の保護に

文禄三年（一五九四）甲午三月、久倍は京都詰めを命

第十五節 義久の居城大口に定む

長野・中津川で三千石を給せられた。石田三成の下知で
あったという。北郷氏は都之城地方での総高は六万九千

入道幸侃が鹿屋の地頭から転じて北郷氏旧領以外をも含

る。新納忠元もこの年四月十二日大口を発し、日向細島

石であったというが、祁答院領主として三万七千石を与

めて八万石を与えられた。
)

の外地頭など諸士小身に至るまで所替えが命ぜられ、い

様（義久・義弘・忠恒）をはじめ、御一家衆・一所持衆そ

倍・本田下野入道三省・吉田美作守らが朝鮮在陣の義弘

文禄四年三月ごろ京都に詰めている新納忠元・町田久

から海路京都に至り、これから二カ年滞京する。

ずれも今までの知行よりも少なくなったのに、幸侃自身

松当ての義弘からの親書を貰ったことが「新納忠元勲功

に進物を送って陣中見舞をしたところ、三省・忠元・存

「新納忠元勲功記（旧記雑録後編巻三七 」では、三殿

は大閤御朱印を以て、高八万石を拝領し、威勢を振う由

川内に行く途中伊集院の雪窓院で剃髪して伯囿と号した

記」に見える。

伊集院忠棟は、島津氏が秀吉へ降伏する前後から石田

が、久倍もこの時一緒に頭を剃って存松と名乗ったとい

であるが、これは幸侃が石田三成と談合し太閤へ申し上

三成に取り入り、薩隅の本格的検地が文禄三年七月石田

う（町田家正統系図）。本田三省は亀寿姫の保護者とし

「存松」は久倍の入道名で、義久が秀吉に降参するため

三成の家来達によって実施される当初から、特に秀吉の

て久倍の前任者である。

げてやったことであると述べている。

朱印状によって薩摩に下り、 当時京都に居た 、検地の
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(

)

文禄検地による国許の所領替えは石田三成・伊集院

としているが、一所地とは所有地のことで、久倍はそれ

同四年に 乙末
義久公賜薩之大口、為一所地

幸侃（忠棟）らの原案で決まり、久倍や新納忠元ら在京

離れ、かつて地頭として治めた市山に移り、大口城代と

まで領地として支配していた祖先伝来の石谷の地を再び

こ う かん

老臣らはほとんどあずかり知らぬうちに実施がすすめら

て同年末栗野を去って帖佐の館に移った。館跡は今もほ

ども大口は薩摩にとっては国境の要衝であり、その守り

久倍はしかしまだ京都を離れることができない。けれ

して大口の治政にあずかることになったのである。

れた。義弘は三者会談を終えて文禄四年七月京を立ち、

ぼ昔の面影を残している。新納忠元は文禄五年（慶長

はゆるがせにすることは出来ない。久倍に代わって弟の

足掛け五年ぶりに居城栗野に帰ったが、所領替えによっ

元）四月帰国の途についたが、既に前年大口地頭から入

移ったことが「本藩人物誌」に記されている。久政はこ

源左衛門久政が地頭代という資格を与えられて大口に

の後慶長二年（一五九七）地頭代として大口の兵を引率

来院地頭に移されていたので、孫の忠光が待つ入来麓の
義久は義弘より少し遅れて文禄四年九月京を離れた。

して朝鮮に渡る。そして「番（蛮）船破れ」の海戦で戦

清敷に向かった。
彼の居城は秀吉政権によって大口城と指定されたようで

死することは後述する。

「秀吉公命じて大守の居城を大口に定む。然りといえ

我が方の威勢を示すためにまた在国の諸侯を京都に召集

六）になると明国の使節が来朝するというので、秀吉は

明国との講和話が少しずつ進展し、文禄五年（一五九

第十六節 明国再征

ある。それで忠元が入来に移され、大口城の修理工事な
どが為されたらしい。しかし彼は大口に住もうとせず、

ども大守これに移居するを欲せず、宅地を富隈に占めて

した。義弘は文禄四年十二月帖佐を立って京都に向か

隼人町の富隈を居所とした。

移る。存松をして大口城代となす。」と「旧記雑録」の町

い、富隈の義久も明けて正月には上京した。

の間にからくりがあったらしく、それをうすうす感づい

しかしこの講和については小西行長と明側の沈惟敬と

田存松譜中はいう。更につづけて所領石谷を移して市山
いる。

を与え、更にこれに一之宮村と長羽村を加えたと記して
「町田氏正統系図」も
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た明国の正使李宗城は釜山まで来ていたのに、文禄五年
二月出奔した。そこで明側は副使の楊方享を正使に、沈
を副使に任命した。あれやこれやで明使が来朝したのは

歳を以て薨じた。

第十七節 番（蛮）戦破れ

秀吉が薨ずると朝鮮の日本軍は帰国することとなっ

た。しかし明軍二十万が南下し、日本軍は動きがとれな

ざん

七月十二日、京坂地方大地震、讒言によって朝鮮から

い。同年十月一日泗川新塞城において島津軍一万は敵八

この年の六月になった。
引き戻され、伏見に蟄居させられていた加藤清正が第一

万を倒し明国の陸軍はそのため京城まで遁走し南鮮に敵

ちつ

番に伏見城に駆けつけ、秀吉を護り、その疑を晴らした

兵を見ずといわれている。そこでようやく日本軍はそれ

「義弘公御譜中（旧記雑録後編巻四三）」などによる

なった。

ぞれ帰国の準備をして南鮮の陣地から引き揚げることに

という「地震加藤」の逸話の出たときである。
九月、大阪城で行われた明使との会議は、有名な明国
の書状「秀吉を日本国王に封ずる」の一句で秀吉の激怒
を買い、明国再征の命が下される。

と、小西行長・大村新八郎・有馬修理大夫・五島孫右衛

死によって日本軍引き揚げの事実を探知し、今こそ倭人

この年、すなわち文禄五年十月二十七日を以て慶長元

島津義弘は慶長二年（一五九七）三月二十八日川内川

（日本軍）をせん滅するの時であるとして、全軍を挙げ

門・松浦式部郷法師の五大名が順天から引き揚げようと

口久見崎を発して朝鮮に向かった。日本の再出軍に対

て順天海口に殺到した。右の五大将御引取り成され候事

年と改元になるが、島津に対しては十二月五日、総人数

し、明国もまた朝鮮に対する増援軍を出し、特に李舜臣

成り難くなったので、寺沢志摩守・立花左近将監・宗對

しているところを、明国及び朝鮮の海軍部隊が、秀吉の

の率いる朝鮮海軍の活動がわが海上輸送路をおびやかし

島守・それに島津義弘・忠恒父子が協議したが、これを

一万二四三三人の出兵が命ぜられた。

たので、日本軍は南鮮地方の守備という消極策をとるほ

での恥であるとして、南海島というところに発向して明

見捨てて我らばかり帰国するというのは日本国の末代ま

翌慶長三年、自ら朝鮮に渡って全軍を指揮するとま

と高麗連合水軍の攻撃に当たることになった。いま韓国

かなかった。
で言いだした秀吉は、その年八月十八日、数え年六十三
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たれ、日本軍からすれば最大の敵であった。故に彼は広

本の水軍は彼のためにしばしば九州と朝鮮との海路を断

ソウルに韓国を救った英雄として銅像のある李舜臣、日

うに乗り、敵船に乗り移って散々に戦った。しかし多勢

太左ヱ門・久富木佐吉、以上十三人が十二端帆の船一そ

内左ヱ門・猿渡兵部左ヱ門・山口源五左ヱ門・大川平源

集院治部左衛門忠弦・奥民部左ヱ門・井尻八郎・竹内宮

明国水路提督陣璘は陸兵五千水兵三千を率い、副総兵

義弘は生死を救ったこれらの勇士の働きに感激し、町

口を逃れた。

に無勢、一人も残らず戦死する。この間に義弘の船は虎

く海軍戦史上からも名提督といわれている。
陣蚕・鄧子竜・遊撃将軍馬文煥・李金・張良相、その兵
一万三千人、戦艦数百そうを以て日本軍の帰路を断とう
敵艦隊の出撃を阻止しようとして出撃しつつあった島

たその人である。後関ケ原戦に参加、光久の家老とな

際銃丸に喉をやられながら敵の勇兵黒木越前を討ち取っ

ている。久則は庄内合戦の所で述べるが、山田城攻撃の

田久政の子伊賀守久則に、父の勲功分として百石を与え

津軍は、十一月十八日黎明、朝霧の中に敵艦隊と相接

とした。

し、両軍とも驚いた。敵の将軍鄧子竜は齢七十にして意

る。源左衛門は久倍の実弟であるから既に中年以上の年

義弘の次子忠恒はこの時病にかかり、本拠の興善島に

気軒昴、日本軍を滅すのはこの時にありと自ら壮士二百

残っていた。父の苦戦を聞くや急いで五百余人を率いて

齢ではあっただろう。

敵船に踊りこみ、子竜ら二百余人を撃殺するも味方の戦

救援におもむいた。そのため我が軍はようやく態勢を立

人を率いて、我が船隊に殴り込みをかける。我が兵また

砲に当たって戦死する。その甥李芫、舜臣の死を秘して

死五四人。舜臣は子竜を救わんとして力戦したが我が鉄

てなおし、敵方も李舜臣の戦死をはじめ手痛い打撃を受

おか

矢石犯して奮闘し、敵将陣蚕・李金また大艦を進めて迫

けたので、再び攻撃する気力を失い、日本軍はかくして

この海戦を薩摩では「番戦破れ」といった。番は蛮で

り、義弘の乗船既に危うく、敵が熊手を打掛けて引き寄
そのほか二、三人が鉄砲で打ち払ったが、なおも追いか

はじめて海路の安全を得たのであった。

けてきてどうなることかと周りの味方の船もかたずをの

失ったといわれ朝鮮出兵で最も損害の多い戦であった。

蛮船即ち外国船の意である。この戦で我が方は五百人を

せようとするところを、種子島久時と川上四郎兵衛久兄

んで、見る所に、町田源左衛門久政・阿多源六忠次・伊
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けとめた。町田一族の町田甚五郎久興もこの五百人の一

が同じく姫の逆修供養のために建てた月輪塔がある。こ

のであろう。この五輪塔の向かって左側に家老平田増宗

㍍。山川石であるからはるばる薩摩の山川から運んだも

人であり、彼の弟助次郎久次はこれより先慶長三年四月

れに、「薩州住平田太郎左衛門尉増宗、慶長三年戊戌卯

高所からみると勝ったのであるが、島津軍は敗れたと受

三日、泗川での戦で戦死している。十八歳であった（本

月下旬吉日」と彫ってある。

)

久倍は慶長三年（一五九八）の三月ごろには京を立って

平田増宗は町田久倍の後任であるから、これからみて

藩人物誌 。
【町田久興系図】

帰国の途についたものと見ることが出来る。

帰国した久倍は「旧記雑録」で見ると山田越前入道・

比志島紀伊守国貞・本田政親・阿多長寿院・新納忠元ら

と藩の国老として多忙を極め、城代家老として大口城に

入り、思い出の多い市山の地を踏んだのは年があけて慶

長四年になってからであった。

かくて島津義弘らは十二月六日対馬に到着、同十日博

け、同二十四日忠恒は伏見に、義弘も二十九日伏見に

多に着いて毛利輝元・石田三成・浅野長政らの迎えを受

第十八節 大口城代
久倍は「町田氏正統系図」によると、慶長元年からは

京都市東山区今熊野観音寺墓地の一角に、義久が亀寿

そして慶長三年戊戌に至って還国と記載されている。

及び南海付近の海戦の勲功として与えられ、なお忠恒に

田三成や細川幽斎の知行分合わせて五万石の土地が泗川

水郡など秀吉直轄地、薩摩・大隅のあちこちにあった石

慶長四年正月九日、五大老の名を以て忠恒に対し、出

至って五大老に謁した。

伏見に在職とある。秀吉が伏見城に居たし、島津藩の屋

姫の長年の苦労に報いるために、彼女の没後の幸福を祈

敷も、人質の亀寿姫の住居も伏見にあったと思われる。

るために建てた逆修供養の大五輪塔がある。高さ二・七
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は長光の刀一腰、義弘には正宗一腰が贈られた。（県
史）ここで初めて薩摩・大隅二国に日向一郡を復する

たのであった。

石田三成は、秀吉の島津征伐以来忠棟と親しくしてい

に与えたことが、忠恒から伊集院下野守久治に与えた手

慶長四年二月二十日、義久は島津家重代の宝器を忠恒

在郷の重臣新納武藏守忠元・鎌田出雲守政近・比志島紀

で、閏三月一日、書状を以て詫び、また同月三日付けで、

を激しく譴責した。当時義久は居城大隅富隈に居たの

たので、忠棟誅殺の報を聞いて大いに怒り、義久・義弘

紙に（旧記雑録後編巻四四、慶長四年二月二十四日付）

伊守国貞・山田越前守有信・平田太郎左衛門増宗・種子

ことができた。

見える。これは島津氏の総領すなわちやがての大守の地

家老伊勢兵部少輔貞昌に当てて、今度幸侃（忠棟の入道

樺山権左衛門久高・桂太郎兵衛忠昉は連署して、在京の

島左近将監久時・伊集院下野守久治・町田出羽守久倍・

なお同じく二月二十日付けで義弘は忠恒夫人となった

位を忠恒に約束したことを意味するであろう。
亀寿姫に「幼少以来今まで在京したことは誠に以て御苦
いって伊集院谷口村（総高三千百五十九石のうち三百四

労であって、御家の御奉公何事かこれに如かんや」と

ずで、きっとそのうちお分りいただき、よいお知らせが

が、幸侃の罪科についてはかねがね治部様も御承知のは

名）御成敗に就いては石田治部様が御腹立ちの由である

し

石八斗五升）及び串木野村、荒川村、羽島村などで合計

来るものとお待ちしている。この旨を石田様に御披露い

ただきたい、との上申書を出している。

五千石の地を与えた。

いて誅殺した。騒動となったが徳川家康が井伊直政をし

この年三月九日、忠恒は伊集院忠棟を伏見の自邸に招

抱節（久治）・樺山権左衛門尉久高・町田出羽入道存松

庵（新納長住）・平田太郎左衛門増宗・伊集院下野入道

・喜入大炊助久正・山田越前入道利安（有信）・休閑旅

良新右衛門尉長辰・比志島紀伊守国貞・鎌田出雲守政近

なお、同じく三日付けで新納武藏入道為舟（忠元）・相

てこれを治めさした。しかし領地の庄内（都之城）に

・桂太郎兵衛尉忠詮・北郷作左衛門尉三久・上井神五郎

第十九節 庄内大乱

起こした。これも家康の斡旋で、忠眞の反乱の罪を許

里兼らは起請文に連署して、今度幸侃御成敗に際しては

あった長男の源次郎忠眞は翌年三月に至る大内乱をひき
し、頴娃一万石の地を与えることでようやくけりがつい
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毛頭機密を他に洩らさないこと、伊集院忠眞方へ内通し

しりぞ

なおこの時の戦で町田源左衛門久正の子久則は、鉄砲

こうむ

にあたって喉下に疵を受け、 退 くところに城兵の一人

が勇戦して来た。久則は疵を 蒙 っていたものの、これ

ないことを誓いあった。（旧記雑録後編巻四四）
町田久倍はこの頃大口城に城代として居住していた。

ところ黒木越前という勇名の士であった。（町田伊賀守

に屈せず戦を挑み遂に敵の首を取ったが、あとで聞いた

いど

慶長四年（一五九九）六月忠恒は帰国し、六月二十三日

慶長五年六月ごろから京都・大阪は騒然たる情勢とな

第二十節 存松示寂

共にした。

久則はこの後関ケ原戦に参加し、新納旅庵らと退路を

久則譜中）

都之城の近く、伊集院忠眞の支配する山田町の山田城を
攻めた。「北郷讃岐守忠能譜中」に、
「同年六月、（忠恒公）自ら薩隅日三州の大兵を率いて庄
内に発向し、陣を東霧島に構えた。（北郷）作左衛門尉三
とも

久は長千代丸（後の忠能、時に拾歳）を伴ない、一族家臣

二十三日、島津中書忠豊（豊久）・新納武藏守忠元・入来

る。関ケ原戦争開始の前夜である。朝鮮から引き揚げて

数十騎を率いて宮之城を発し、東霧島に陣した。同年六月

院又六重時・村尾源左衛門入道松清が山田城を攻めた。

以来ずっとこの地に滞留していた島津義弘は、家康に味

正妻で、義久の末女である亀寿姫も人質として大阪城に

午前六時から昼十二時に至って城は陥ち、首数百級を得

「町田図書頭久幸譜中」は、慶長四年己亥六月二十三

居た。義弘は手兵二百を率いて石田方に参加せざるを得

た。義弘の妻も、その息子島津氏十八代忠恒（家久）の

日、大守羽林忠恒公大軍に将として、伊集院源次郎忠眞

なかった。義弘はそのように腹を決めたあと、忠恒やそ

方して伏見城に入ろうとしたが、城主鳥井元忠が拒否し

の山田の城を攻め落した。時に久幸は大口衆を率いて自

の老臣達に国許からの増援兵と兵糧をしきりに催促して

た。城主の長崎久兵衛尉・加番中村与左衛門尉は大手口

ら城内に突入し、戦功を立てた。久幸の軍では町田新介

人馬ともに疲れ果てた島津政府にとってはそれはほとん

いる。しかし、朝鮮戦争から庄内戦に及ぶ兵乱のため、

で戦死した。」とある。

・木場民部左衛門以下戦死した者が多かった、と述べて

ど不可能なことであった。結局、藩の命令でなく、それ

いる。父の久倍は年とっていたからでもあろうか、子の
久幸が大口の人々を率いて出陣している。
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の時は、阿多良寿院・中馬大蔵・山田昌巖らが参加し

ぞれの自由意志によって上京する者があって、関ケ原戦

大な行動であるのに何も語らない。そして直ちに次に、

に行ったということを記すだけで、久倍に関する限り重

「町田家正統系図」も慶長四年十二月大口城から大阪

義弘（維新）が国許の忠恒当ての八月十六日の手紙に

疾 ありと記す。

やまい

同五年 庚子八月二十一日、久倍二夫人に大阪城に事えて

つか

て、その勢一千騎となったという。
新納旅庵・本田親貞・町田久則・川上忠兄らは、この
頃既に在京していたようである。「称名墓志」は、「慶長

四年十二月京都に行き」と書いている。どういう用向き

「旧記雑録後編巻四九」、久倍の病気が悪く、大阪城の

夫人の側に居て諸用を取りしきる者がないから、後任者

を決めてくれというのがある。関ケ原に向けて行軍中

みまさか

で、明日は美濃の垂井と申す所え陣替りしようという時

の発信である。そしてその垂井から吉田美作守当ての手

紙に（八月二十一日付）「存松下向」について、当時大阪

方の奉行である増田右衛門尉への交渉を依頼しているか
とがわかる。

ら、義弘は久倍の病気を心配して、帰国療養を命じたこ

久倍が大阪城に二夫人に仕えたとの先の記事はこうい

うことであろう。徳川討伐の軍を挙げると石田三成ら

は、西軍諸将の人質を大阪城に監禁した。義弘夫人・忠

恒夫人の二人もまたその例に洩れなかった。久倍はその

御用勤めとして大阪城に居たのである。後日この二夫人

は義弘が関ケ原敗戦後泉州境を発して帰国する時、大阪

城の脱出に成功して行を共にすることができた。
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であったか詳細はわからない。

【町田氏系図 ⑷】

の鎗かつて永福寺に、今は我家に藏す。存松御家老職を拝

賊と 闘 う。敵兵有田源四郎を鎗刺し、首級を獲たり。其

え

久倍は天下分け目の戦が近日に迫り、島津家の浮沈も

し鹿児島に遷り、町田久吉をして市山を戍らしむ。文禄中

たたこ

また 睫 目 の間にある慶長五年八月郷国に向かって、動

豊大閤大守貫明をして新たに大口に城を築き之に居らし

しょうもく

乱のるつぼと化した大阪を後にした。彼は八月二十八日

む。而して公欲せず、存松に大口を賜う。且つ一新地とな

まも

ようやく播州明石まで行ったがここでその生命は燃え尽

か

きた。火葬に付して遺骨は大口の市山小苗代の永福寺に

し公に代わって守る。時に存松国藩政に当たり、京都に来

いとま

葬った。ここは彼がその母梅林妙鏡大姉を市山地頭在任

ゆ

往し、未だ寧處するに 遑 あらず。慶長四年始めて大口城
このとし

中に葬った所であり、久倍は母の墓に並んで埋葬された

に就く。今 歳十二月又京に如く。翌五年病有り、将に西帰

葬す。八世祖町田図書頭久幸職を郷の長羽村に襲い、未だ

せんとして秋八月二十九日播州赤石に死す。永福寺に帰

あかし

のである。
法名惟山宗逢居士。石塔には「惟山居士」の四字のみ
を記している。

幾ばくならずして後、薩の伊作地頭に鎭す。寛政八年永福

ここ

久倍六代の孫町田監物久甫は、安永元年（一七七二）

寺火災木主（位牌）に及ぶ。 是 において重ねて木主を設

とし

一月から同五年一月まで四カ年大口地頭を勤めた。その

け、且つ二基を 繚 すに石欄を以てし、金若干を永福寺に

めぐら

孫久視は文化九年（一八一〇）に、その祖石谷出羽守高

ると云う。

施し、世よ以て酒掃の用に供す。因って碑に勒し不泯に垂

びん

久が伊集院煕久のために暗殺された場所、伊集院妙円寺

文化十年発酉八月廿八日

石谷邑主町田久視謹誌

郷土ニ於ケル偉人ノ歴史ヲ調査シ、其ノ遺跡ヲ保存シ以

代がこれを嘆き、境域を修理して碑を立てた。

にまかせられ、墓地もまた荒廃した。昭和五年町田豊千

ところで明治初年の廃仏毀釈の後、永福寺跡も荒れる

ろく

山門前に高久の墓を建てたことは既述したが、その翌年
には市山永福寺墓地に眠る久倍の墓前に追悼の碑を建て
ている。読み易いように書き下しにして紹介しよう。
けい

大口郷の先螢 （先祖の墓）を修するの碑
余が九世の祖（久倍の長男忠綱―朝鮮役で病死―を一
其の 妣 梅林妙鏡大姉の二基は菱刈郡大口の小苗代村永福

テ後世子孫ノ教育ニ資シ郷土愛護ノ涵養ニ益セントス。

はは

世代に数えている）町田久倍存松法名惟山宗逢居士及び
寺に在り。始め永禄中存松は市山城に居り、相良、菱刈の
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修理ヲ計り、今ヤ其ノ功竣成セルヲ以テ記念ノ為此ノ碑

滋ニ町田出羽守ノ史蹟煙滅センコトヲ恐レ、其ノ境域ノ

という勇士を討ち取ったことも既述した。彼は関ケ原合

百石の加増を受けた。彼が庄内合戦に出陣して黒木越前

右衛門・伊集院弥平左衛門・本田主水佐・三原七左衛門

戦退去の時、主君義弘公を見失い、長谷場織部・川上休

・白浜三四郎・新納旅庵・喜入摂津守・新納新八郎と十

ヲ建設ス。
昭和五年十月十九日 町田豊千代記

人とも無事帰国した、と「本藩人物誌」に記されている。

官より銀子一貫目を借りて下さったので、そのお金で十

人、京都へ出て近衛様を頼んだところ、三輪山大先達前

・・・・

町田豊千代は町田監物久視の次男郷兵衛実宝の孫で慶
応三年（一八六七）十月生、町田同族会社の社長。

第十三章 島津藩

伊賀守久則が関ケ原退路を共にした新納旅庵について

「新納旅庵譜中（旧記雑録後編巻五〇）」の記すところを

慶長五年（一六〇〇）九月十五日午前八時ごろから始

入来院又六・本田助之丞・同勝吉・押川江（強）兵衛・同

こへ行ったかわからなくなってしまった。喜入摂津守・

切りによって西軍が敗れ散乱した際、義弘公の旗本はど

みると、関ケ原戦の最中筑前中納言（小早川秀秋）の裏

まった濃州関ケ原における天下分目の大合戦は、日本歴

喜左衛門・五代舎人以下士卒ほとんど三百人ばかりが馬

第一節 関ケ原敗戦

史上あまりにも有名で、一地方史であるこの郷土史で詳

うか、又は歩卒に首を斬られるか共に切腹するかと、

を下りて伊吹山の麓に屯集し、いずれの敵と戦って死の

弘の小姓として従軍し、慶長五年十月十日付の義弘の感

紛紛として評議がまだ決まらないところに、忽然として

院出身者はほとんど居ない。本田吉蔵親純が十六歳で義
状を貰い、五十石の知行を与えられている。（本田家系

長曽我部殿の使番一騎が馳せ来たって言うには、島津兵

しく述べる必要はないだろう。この合戦に参加した伊集

図、旧記雑録後編巻五〇）。もう一人、関ケ原戦従軍者とし

庫頭殿は伊勢路に向かって已に退去されたぞ、諸士も直

町田久則は既に述べたように、出羽守久倍の弟久政の

て北近江路を経て十八日に鞍馬に至った。それから二人

ちにこの所をさられたがよいと。そこでその指導によっ

すで

て先に述べた町田伊賀守久則入道石心が居る。
長子で、久政が朝鮮南海で戦死したのでその恩賞として
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あるいは三人ずつ組んで忍んで京都に出た。
の山路を南下して京都市の北郊鞍馬山麓に辿りついたの

して「妙円寺詣り」を他所に譲るわけにはゆかぬ。関ケ

関ケ原敗戦を語るについては旧伊集院郷の松元町史と

第二節 妙円寺詣り

であろう。入来院又六重時は北近江に脱出する以前と思

円寺を自分の菩提寺に指定し、生前京都から仏師康巌を

原合戦での立役者の一人であった島津義弘は、伊集院妙

伊賀守久則もこの中におり、琵琶湖の北を回り、湖西

お旅庵は喜入摂津と京都に出たところを家康の臣山口勘

われるが、敵に囲まれて従者七人とも戦死している。な

招いて自分の肖像を彫刻させ、それを生きている義弘と

た。義弘の母、即ち島津貴久夫人の菩提寺）に一時安置

兵衛の率いる五百人ほどの隊に旅宿を囲まれて、捕らえ

に城を守ろうではないかと申し込んだのであったが、元

し、妙円寺再興の後再び移管したが、その行列は当時の

思って弔うよう指示し、五百石を妙円寺に与えた。その

忠は前から知り合いの私に会おうともせず入城を拒絶し

大名行列のミニ形式を取っている（筆者所有行列次第書

られ、本田助之丞親貞父子もまた同様であった。彼らは

た。義弘公の奥様も大阪城に人質になっているし、東軍

き ことや、伊集院町文化財に指定されている松崎勘助

木像を生きている義弘として取り扱ったことは、天保六

に味方しようとしても拒絶され、島津が石田方についた

幕末伊集院郷組頭 の日記に見るように、元旦には伊

取り調べに当たって国許の義久及び忠恒が今度の事件に

のは止むを得なかったのだ、と陳弁これ努めた。彼らを

集院郷士の許された者は、城下士が鶴丸城に城主に元旦

年（一八三五）妙円寺が焼失し、その木像を雪窓院（伊

捕縛した山口勘兵衛は、前年末から家康の命を受け、庄

拝賀をなすと同じ作法で、妙円寺の義弘の木像に拝賀し

集院町本通りの西方突当たり、トンネル入口付近にあっ

内乱の和睦斡旋に薩摩にも下って尽力し、島津藩家老の

ていることで察知されよう。そして藩政時代は、鹿児島

見城に私（新納旅庵）を遣わして、城将の鳥居元忠に共

新納旅庵・喜入摂津とは恐らく旧知の間柄である人物で

城下士が、関ケ原苦闘の先輩の体験を、平和時にも追体

関係のないこと、及び義弘は家康に味方する考えで、伏

あった。旅庵らの陳弁はその後の徳川の対島津策に島津

校の後方福昌寺墓地にある）には詣でずに、生きた義弘

験して心身を鍛えようと、義弘公の墓（鹿児島市玉竜高

)

(

)

もう

許されて後に帰国した。

側を有利な立場に立たしめたと言ってよい。勿論彼らは
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公と目する妙円寺の木像を拝すべく、わざわざ五里（二

るものの六十五万石の平大名におとされた。徳川氏の勢

家、六百四十万石が取り潰され、豊臣秀頼は大阪城に居

もく

〇キロ㍍）の道を夜中武装して、お詣りしたのであった

威は日に揚がっていった。（中央公論社版日本歴史「江戸開

そのような形勢の中で、家康一統が最も手を焼いたの

ひら

原戦前夜に、今は徳重神社（明治二年廃仏毀釈によって

が、連綿今にその行事は続いて、旧暦九月十四日、関ケ
府」）

妙円寺は毀却され、その金堂を神殿として件の木像を御

り」が行われている。鹿児島市内をはじめ、近郊の学校

神体となっている義弘公の木像にお詣りする「妙円寺詣

とり島津のみが音沙汰なしである。家康の腹臣本多佐渡

屈して家康の前にひれ伏し、臣下の礼をとった。ただひ

西軍に味方して、後家康に降った者はことごとく膝を

は島津であった。

の児童生徒が隊を組んで神社の御神体を拝みに来る行事

守・山口勘兵衛尉直友らは、たまたま捕えた新納旅庵・

神体として、土地の名を取って徳重神社となった）の御

というのは日本国中他にその例を見ないだろう。

本田助之丞に言いふくめて、義久か忠恒か、二人一緒に

ところで、戦に勝った徳川は、勝利者として、そして

するよう努力することを命じ、その旨をしるした井伊直

来れないならそのうち一人を至急上洛さして家康に謝罪

政権把握者としての戦後処理を行った。敵方の策謀首脳

川の家臣和久甚兵衛尉をつけて鹿児島に下した。福島正

政の手紙を持たして、慶長五年十月末、本田助之丞に徳

第三節 島津の外交

者と見なされた石田・小西・安国寺は京都六条河原で斬

則・黒田長政らも手紙でしきりに謝罪のための上洛を島

薩摩の方では義弘が西軍に味方したのは事情如何とも

首され、その首は、自殺した長束政家の首とともにさら
十六万石に減封され、会津の上杉も、名門の故をもって

し難かったことをこれ陳弁すると共に、義弘自身は桜島

津に促している。

百二十万石が、米沢に移され四分の一の三十万石を許さ

された。毛利は一戦も交えずして百二十万石から防長三

れた。土佐の長曽我部も二十万石が没収されて追放、と

病気勝ちで上洛の旅は難しく、忠恒は肥後の加藤が薩摩

に蟄居して謝罪の意をあらわしており、義久は老齢かつ

の北辺をうかがい、且つ日向の伊東の家臣らが国境地帯

もかく徳川に対して反抗若しくは形勢観望で態度をはっ
きりしなかった諸大名はその後数カ年のうちに約九十
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で、今すぐは上洛しかねると返答している。実際、義弘

で島津領への侵攻を企て、既に兵乱が起こっているの

に充満している。それに朝鮮における赫々たる戦功、関

豊臣家はまだ健在であり、乱を願う西軍の遺臣達は天下

摩はあまりにも辺境である。関ケ原には勝ったとはいえ

津に形ばかりでも謝罪の礼を、それも出来るだけ早くと

のきぐち

が関ケ原の帰途日向細島に着いて、東諸県郡八代村を経

せしめることは容易でない。何とかだましすかして、島

ケ原退口の武者振り、たとえ薩摩に攻め入っても彼を屈

続いた。それによって島津方は東部国境警備の必要を痛

らせたい、というのが徳川方の腹であったろう。そして

かもん

して義弘を討ち取ろうとし、その騒乱はその年の暮まで

て鹿児島に向かうところを、伊東の臣稲津掃部が兵を興

感し、慶長五年の暮に内山村に天ケ城を築き、家老比志

その腹を島津は見取っていたと思われる。

た。住民は加世田・多布施・伊作・伊集院・加治木・国

四日に至って始めて本田正信・山口直友は義弘・忠恒の

丞・新納旅庵と共に上洛し、「伏見に家康に謁し、二十

慶長六年八月、家老鎌田政近は先に帰国した本田助之

あま

島紀伊守国貞を城主兼地頭に任命して高岡郷を創設し

家が移住し、それは高岡への全移住者の一割以上を占

赦免及び領国の安堵を告げ来り、十月鎌田政近は和久甚

分・川内などから強制移住させた。伊集院からは八十四
め、その保有石高は高岡郷一万三千石の三分の一の三千

関ケ原戦争からは既に一年を経過していた。島津の首

兵衛を伴ひ帰った。」（県史第一巻七九九頁）

脳はまだ謝罪にやって来ない。徳川は遂に折れて島津氏

六百七十九石に及んだ。
肥後の動きには神経をとがらし、新納忠元を同年十二

の反抗の罪は問わないことにし、薩摩・大隅・日向諸県

だ ご えしゃく

郡の領地はもとのままとすることを通告し、島津氏がそ

えんしゅさかな

元が「肥後の加藤が来るならば、煙 硝 肴 に弾丸会釈…」

月末に再び大口地頭に任命して北辺の衛りを固めた。忠
の有名な数え歌を作って士民に唄わせ、士気を鼓舞した

の恩を謝するため上洛するように仕向けざるを得なかっ

与え、且つ義弘に対しては何等の処罰もしないことを約

家康は慶長七年四月、島津氏に対して領地の安堵状を

た家康自身の書き付けを要望した。

たのである。しかし島津は口頭だけでなく、はっきりし

のはこの時である。
島津の当主が上洛して家康に臣下の礼を取った証拠を
実際に天下に示さない限り、徳川の威信は完全ではな
い。島津は言を左右にしてなかなか上洛しようとしな
い。その無礼を責めて軍を起こして討とうとしても、薩
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に謁するために鹿児島を出発したのは同年八月になって

埋立工事を行い、町場を拡大すると共に諸大名の屋敷を

家康は江戸に幕府を開き、諸大名に命じて江戸城外の

あった。

からで、兵庫に着いたのは十月、江戸から伏見に上って

作らせ、将軍のお膝元として大阪・京都に劣らぬ都会造

束して義久の上洛を促した。義久に代わって忠恒が家康

は二カ年三カ月の後であった。

きた家康に会ったのは十二月二十八日で、関ケ原戦から

しては島津に対しては一指も染めることができなかった

末の全部を完了することができたのであった。徳川方と

長が死に、慶長十九年になると方廣寺の鐘銘などで江戸

藤清正が亡くなった（享年五〇歳）。慶長十八年浅野幸

慶長十六年、豊臣秀頼に対しては最も忠節心の厚い加

城（静岡市）を改装してここを隠居所にした。

りに努めたが、二年後将軍職を秀忠に譲り、自らは駿府

のである。戦には負けたが戦後処理においては島津外交

徳川氏にとってはこれでようやく関ケ原戦争のあと始

の勝利であった。

家康は同年十月大阪城の攻撃を命ずる。秀頼は島津家

大阪の関係は悪化する。

関ケ原戦後、秀吉亡きあと秀頼が成長するまで天下の

めたが、島津側は先年の関ケ原での奮戦を以て豊臣家に

の字を貰って家久と改名した。）に書を送って救援を求

久（慶長七年十二月家久に面会した時、忠恒は家康の家

政治を預かることになっていた五大老のうち、前田利家

福島正則も応じなかった。片桐且元は大阪城から追放さ

対する恩義には報いたものとしてその要求を断わった。

第四節 島津藩の成立

田三成に味方して失脚し、政治の実権は徳川家康一人の

れていた。当時の大名で大阪方に味方する者は一人もな

は慶長四年に没し、毛利輝元・浮田秀家・上杉景勝は石
手に帰し、もはや徳川氏と対抗し得るような勢力は存在

大阪の守りは強く、冬の陣は結局講和ということにな

く、真田幸村など浪人達の寄り集まりであったが、名城

家康は慶長七年十二月二十八日、伏見城において島津

る。しかし外堀を埋められての翌二十年（一六一五）五

しない。

ケ原戦争の後始末を終えた後、翌八年（一六〇三）二月

忠恒の口頭による陳謝を以て島津氏を無罪放免とし、関

臣氏の滅亡ということで終わりを告げ、これより実質的

月の夏の陣は、秀頼、淀君の自殺によって大阪落城、豊

十二日朝廷から征夷大将軍に任ぜられた。六十二歳で
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三代将軍家光の時代になると徳川政権の基礎は確立

帰し、以久は垂水一万一千六百石の領主となった。家久

秀吉没後の慶長四年三月、種子島は元通り種子島氏が復

以久は文禄検地後の所領替えで種子島領主となったが、

し、寛永十四年（一六三七）十一月の島原之乱以後文久

佐土原は三万石である。

は幕府から返された日向佐土原を以（征）久に与える、

な徳川時代が始まる。

三年（一八六三）の薩英戦争に至るまで、日本も、そし

し、その子忠仍は垂水を領していた。慶長十四年以久は

佐土原領主に転じた以久の長子彰久は朝鮮の役で陣没

て薩摩藩も戦争らしいものは経験せず、二百余年の間平
和の日々が続いたのであった。
正保三年（一六四六）徳川幕府によって認定された島
薩摩国
全部

全部
十二万二十四石

十七万八百三十三石

三十一万五千五百石

侯の一と見なされるようになる。

いたが、後になって島津藩と同じく独立した徳川三百諸

じめの頃は佐土原藩は鹿児島の島津藩の分領と見られて

佐土原で逝去し、その跡は以久の次男忠興が継いだ。は

大隅国
諸県郡

十二万三千七百十石

津藩の所有石高は次の通り。（県史第二巻）

日向国
全部

町田久倍の叔父町田周防守忠房は、島津忠将が廻城で

琉球国

られる。天正六年十一月、日向根白坂合戦で大友勢を粉

戦没した後、幼少のその子以久の家老職を貴久から命ぜ

島津藩は慶長十四年幕府の許可を得て琉球を征し、こ

砕した時の以久の戦功は忠房の献策によるといわれてい

七十二万九千五百七十六石

れを附属国とし、鎖国になった後も、表向きは明国と琉

る（町田氏正統系図）。忠房の子忠堯は以久の長子彰久

合計

球国との貿易ということにして、中国との貿易の利を得

仍よりはじまる垂水島津家の重臣となって幕末に至る。

の家老職となり、垂水新城の地頭となり、その子孫は忠

この外に日向佐土原がある。島津豊久が関ケ原戦で伯

ついでにここで文禄検地によっての所領替、それは石

ることができた。
父義弘の身代りとなって討死した後、佐土原は家康に没

ざ義弘を朝鮮から呼び戻して、義久・義弘・石田三成の

田三成と伊集院忠棟とが協議して作った原案を、わざわ

永禄四年（一五六一）姶良郡福山町の 廻 城合戦で戦

めぐり

収されたが、慶長八年にまた島津氏に還された。

三者で合議決定したものとして発表、実施されたもので

ゆき

死した島津貴久の弟忠将の長子を以（征）久といった。
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あったが、関ケ原合戦前後の情勢の変転によって、再び
れた。

祁答院に、揖宿郡の一部を合わせて一万一千石が与えら

れて薩隅と日向の一部だけを領有するようになった後

を制覇する頃たくさんの軍隊を必要としたが、秀吉に敗

が、島津藩では三〇％を越えた。理由は、島津氏が九州

他藩では、武士は住民の六％を占めるに過ぎなかった

わち士農工商である。

徳川封建制度は身分制度の上に成り立っていた。すな

述べなければならない。

島津藩の藩政時代の行政組織、身分制度などについて

第五節 行政組織

大幅に改変された。
即ち、庄内合戦の結果、都之城八万石を領した伊集院氏
が屈服し、伊集院忠眞が頴娃一万石の地に移されると、
そのあとには都之城を先祖代々領して、祁答院三万七千
石に移された北郷忠能（父忠虎は文禄三年十二月朝鮮巨
済島で戦死）が、祖宗からの旧地都之城・安永・高城・
山之口・梅北・山田など四万一千石が与えられた。北郷
かえ

氏は後に島津姓に復る。
貴久の三弟尚久の子忠長に、北郷忠能の去ったあとの
【宮之城家・佐土原家系図（據鹿児島県史別巻）】

も、その兵隊をそのまま武士として残したからだといわ

れている。他藩では武士はほとんど城下に住んだが、薩

藩では城下だけでは住みきれないので藩内各郷に分散定

住させた。郷を外城といい、そこに住む武士達を「外城

衆中」と呼んだが、天明四年（一七八四）に外城を

「郷」、衆中を「郷士」と改めた。

いちもんけ

島津一族で先に述べた垂水領主、宮之城領主の如く、

あるいは重富家、日置家などの九家を一門家といって家

町田家などを一所持、これに准ずる一所持格、その下に

いっしょもち

格が最も高く、次に吉利を領した小松家・石谷を領した
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なみ

こ

くみ

するが、かねては月番といって一カ月交代で職務に当

よりあい

寄合、寄合並、小番、新番、小姓与などの家格が定めら
たった。

噯は、地頭が任地に赴任しない懸地頭になってから

かけ

れ、これらの人々はほとんど鹿児島城下に屋敷を与えら
れて住んだ。このような城下士と地方郷士とでは身分の
めた。

は、郷の行政全般を取り仕切り、いまの町村長の役を務

組頭は郷士を幾組かにわけ、その一組に二人若しくは

差は大きく、地方郷士はめったなことでは城下士と肩を
外城はよく百二外城と呼ばれるが、時代によって少し

三人が組頭に任ぜられ、郷士の風紀取り締まり・教育に

並べることはできなかった。
ずつ差があり、一一三が普通とされる。このうち九二が

当たり、郷士の日常生活が農商民の上に立つ者としてふ

簡易裁判所の任務も行った。

横目は郷の治安担当官で、警察・消防・検察・時には

た。なお重要な職務として郷士の納税に関与した。

さわしいものであるよう指導監督する責任と権限があっ

藩直轄地で、地頭を置いて支配した。
地頭は郷の最高長官で、藩政時代の初期は任命された
郷に赴任して地頭仮屋で政務を執ったが、泰平の時代が
続くと後には鹿児島城下の自宅に居て、任期中一、二回
任地を巡視するぐらいで、任地の行政は「所三役」と呼

の 管理な ど役 場 の総 務 課 長 のような 仕 事に も 携 わ る

この下に公文書関係、他郷との折衝、郷内の道路橋梁

「 郡 見 廻 」、あるいは普請見廻、竹木見廻、櫨楮見廻な

ばれる役人達にまかせた。
地頭には一門家、あるいは一所持、一所持格など家格

ど、またその下に旅人掛、養蚕方掛、茶圓掛、寺社方掛、
くみ

がしら

よこめ

藩政時代の伊集院郷は次の二十九カ村で、 総 廻 （周

第六節 石高と人口

牛馬皮掛、宗門方掛など色々な掛があった。

こおりみまわり

の高い者が任命され、この中には各種奉行など藩庁の役

あつかい

地頭仮屋は、郷の中心である麓（府本）に置かれ、
「所

を兼任する者もあった。

なま

三役」は一名麓三役ともいうが、 噯 ・組（与） 頭 ・横目

囲）は十九里半五町四十五間（三七、八三四㍍）と記され

そうまわり

を郷と改称する前年の天明三年（一七八三）に「郷士年

ている。村名の下に天明八年（一七八八）の「由緒再撰

の三役をいう。噯は訛って「アツケ」とも言うが、外城

人乃至五人が任命され、重要な問題が起こった時は合議

寄」と呼ぶことにした。この三役はいずれも同じ役に三
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有屋田村

寺 脇村

野 田村

桑波田村

上神殿村

下神殿村

五二五 五 八 一 一

二八三 九 〇 〇 二

五二三 九 五 八 一

四八五 六 〇 六 四

二八二 八 九 一 八

七九三 三 六 二 七

八二四 石
九 斗
八 升
〇 合
九

調（有馬秀四氏蔵）」に記載されている石高をしるす。

五四五 三 八 二 二

八六六 石
九 斗
三 升
七 合
六

村

勺

福 山村

上谷口村
六八九 八 二 九 六

嶽

一六一 九 九 一 六

勺

六三六 三 七 〇 七

文禄の検地の結果豊臣秀吉が島津義弘に与えた土地の

高

石 谷村
四八八 〇 七 〇 一

宮 田村

二五七 四 〇 〇 二

二七八 七 五 七 四

うちに伊集院村があるが、その石高は一万四千三百二十

石

入 佐村
八五八 三 四 五 九

苗代川村

徳 重村

五八三 九 四 一 七

一石六升九合とある（県史料旧記雑録後編二―文禄四年

名

直 木村
四五五 二 六 三 六

猪鹿倉村

四八七 三 七 三 一

（一五九五）六月廿九日 。

村

春 山村
一、二九二 五 〇 〇 九

清 藤村

二七八 九 五 四 四

計 一五、五九七 四 〇 〇 二

土 橋村

三一六 五 五 二 四

一九四 四 〇 八 九

下谷口村

神之川村

中 川村

竹之山村

)

七二四 四 一 七 五

百十二石八斗三升八合七才となっている。山野の開墾新

年（八年が一八二五）の伊集院郷の石高をみると一万六

これを町田監物久視が地頭をしていた頃の文政八、九

麦生田村

一、〇四七 一 〇 二 四
四二一 〇 三 〇 六

八一四 五 七 二 四

明八年（一七八八）の資料があるのみである。

この地域に住んでいた人口についてはわずかに前記天

田の造成が行われたからのことであろう。

村

大 田村

二〇一 四 八 七 三

郡

古 城村

二七八 四 七 六 二

飯牟礼村
恋之原村

229

一、四八六

集院に抱摂されていた。昭和三十年十月一日の国勢調査

五九人と記録され、二十九カ村がまだ上・中・下の三伊

と思われる「鹿児島県地誌」では四、二三〇戸、一九、六

七、八〇六

を見ると、旧伊集院郷の人口は三一、九九〇人にふくれ

口

三五六
三二六

上の表が示すように、郷士は戸数では総戸数の三割近

人

御直士（郷士）
四六三
七三

くを占めながら、人口では一割強に過ぎない。郷士は分

数

在 郷（百姓）
五一
一、三五七

家して別に一家を創立することは色々な条件があって極

戸

野 町（町人）
六
四一

別

浦 浜（漁民）
三三三
三五

種

苗代川
七

一五
一八三

子になるか僧侶になるか、さもなければ生家で下男同様

めて困難であった。子弟はあとつぎの者以外は他家の養

上っている。

神 職

同 心
二九

に過ごすほかなかった。百姓は戸数の割に人口が多いの

寺門前

は一世帯の中に叔父叔母なども一緒に居る場合が多かっ

三二
二一

二三

他

伊集院郷は藩の直轄地であるというが、二十九カ村は

第七節 直轄外の村々

たことを示す。

一、二八三戸 一一、三六〇

出 家
其
計

右のうち同心とは足軽のことで、安永九年（一七八
〇）七月同心と改めたが、寛政四年（一七九二）十二月
にはまた足軽の称に復した。士分ではあるが、一般郷士

すべて藩の直轄地ではなかった。次にその村々について
述べよう。

寺門前は寺院の門前に住み、花線香を売ったり寺院の

よりは一級下の家格に見られていた。
雑用に従事する者をいい、その他は下男下女らを含む。

日置島津家七代の久健（石見また次郎左衛門）は、享

いわみ

保九年（一七二四）八月、知覧の西別府村（二七五石余）

飯牟礼村

内では七、一〇〇人程度の人口があったものと推定され

は遠いので、すぐ近くの飯牟礼村（当時四二八石余）と

徳川時代の初期は藩内人口の推移からみて、伊集院郷

れから約百年たった明治十七年（一八八四）ごろの調査

るが、徳川中期以後ともなるとこのように増加した。そ
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原家がある。「松元町郷土史第一輯」に福山内門の阿弥

うちかど

取り替えて貰いたいと藩に願い出て、許可された。以来

陀堂のところで次のように書かれている。

福山の小長崎神社の東方約百㍍ぐらいのところにあっ

幕末まで飯牟礼村は日置島津領であった。久健の母は藩
主光久の娘である。

たもので、現在畑地になっておりますが、この阿弥陀如

来は隣の篠原純香氏宅の屋敷内に祭られています。「伊
集院由緒記」によりますと

川内平佐領主北郷作左衛門久精の領地であった水流丸

嶽 村
・佳例川・高岡の鬼塚村の替地として、入来郷の久住村

福山村護庵

島津図書殿家来
篠原稲右衛門
縁日 六月十五日

一阿彌陀堂一宇

・中村・楠本村・及び嶽村が当てられ、万治二年（一六
五九）以来北郷氏の領地となる。村内に藩の鹿倉（藩主
に任命された。行政は伊集院地頭仮屋で行い、北郷家に

阿弥陀石座像 高サ 一尺五寸程

の狩猟地）があり、これは伊集院郷士が管理者（行司役）
は租米を提供するだけであったようである。

観音石座像

苗代川御仮屋より卯辰弐里半弐町五十間

高サ 一尺程

福山村・中川村
伊集院「由緒記」の記すところをわかり易く書けば、
川村と一緒に島津図書頭忠長（宮之城領主）が高麗陣

純香氏の自宅の門の右側に築山があって、その上に阿弥

とあって、篠原稲右衛門とは純香氏の先祖であります。

右由緒不詳

（朝鮮出征）の際、戦功があったので島津義弘が七千石

陀如来を安置し、傍に篠原家の氏神として小祠を建て御

福山村は周囲二里半三町十二間程（一〇キロ㍍余）。中

の加増を与えたうちにはいっており、その後その息子の

神体に石弾を祭っています。

以来ずっと領有するよう御命令があって、開墾して田畑

た嶽村の場合は、そこに住んでいた郷士達は伊集院郷士

あるということである。川内平佐の北郷氏の領地であっ

ところで問題は篠原稲右衛門が「島津図書殿家来」で

しもつけのかみ

下 野 守 久元の代に、慶長十九年（一六一四）六月三十日

いる。

で北郷氏の家来ではなかった。（但し郷士達にかかって

が増えてもそれは宮之城島津家が支配することになって
福山には藩政時代小長崎神社の近くに居住して来た篠
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くる租税は北郷氏の方に納付した）。福山村は「鹿児島
た。

りで、歴代当主でこの地に定住する者はほとんどなかっ

第八節 伊集院地頭

石谷についてはまた別に詳記する。

県地誌」でみると士族戸数は十六戸である。明治初年に
福山に居住していた郷士の戸数は十六戸か若しくはそれ
以下であったろう。福山村のこの郷士達は伊集院郷士で
はなく、宮之城領主島津図書頭の家来であった。である

次に上記四カ村以外の伊集院郷内二十五カ村の直轄地

地頭は領主的な性格を持っていたが、藩政時代に入る

から、春山や直木に住んでいた、すなわち藩直轄地の伊

と地方行政官的色彩が強くなる。そのうえはじめは任地

を支配した行政長官の地頭はどういう人々であったか見

院隊の一員として出征し、また戊辰の戦争（一八六八）

集院地頭の支配下にあった郷士達は、あとで記すように

にも外城三番隊に属して遠く北陸の地に転戦したが、福

に住んでいたが、寛永ごろからは城下に住んで、任命さ

ることにしよう。

山の郷士は勿論石谷の郷士達も伊集院隊には参加しな

れた当初任地を視察するほか余程のことがないと任地に

元治元年（一八六四）十一月の長州征伐に際しては伊集

かったのである。

出むくことはなかった。これを掛持地頭といった。地頭
る。

由緒記

の任期はきまっていないが三、四年が普通のようであ

石谷村
石谷村は文禄四年（一五九五）領主、町田出羽守久倍
が大口に移ったあとは藩直轄地として伊集院地頭の支配

(

)

慶長五年 一六〇〇

日置郷土誌
由緒記
町田氏
正統系図

由緒記

由緒記
本藩人物誌
由緒記
本藩人物誌

日置領主 日吉町郷土誌

家老

家老

下に置かれたものと考えられ、慶長六年（一六〇一）町

島津下野守常久
町田出羽守久幸

比志島紀伊国貞

故地というので再び石谷を与えられてから町田氏の領地

敷根中務少輔立頼

田久幸が伊作地頭に転補されたとき、町田家の由緒ある
となるのである。

寛永十九年頃
―慶安二年（一六四九）
同右
同 四年

慶長十六年
日置領主
―同 十九年
同右
家老
―元和二年（一六一六）
同右
―寛永二年（一六二五）
同右
家老
―寛永十六年（一六三九）
つね

頴娃左馬介久政

三原左衛門佐重 庸

地の石谷に居住したのは二十三代久東が元禄十四年（一

島津弾正大弼久慶

しかし町田氏の当主はほとんど城下の屋敷に住み、領
七〇一）の末に隠居して住んだのが藩政時代でははじま
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島津図書頭久通
(

)

由緒記
本藩人物記
由緒記
政要録

由緒記

)

高橋縫殿種央
島津内膳
島津 登 久兼
北郷作左ヱ門久珉

同右
同九年五月
同右
同十年 一七九八 一月

)

)

(

) (
)

)

)
)

(

(

同右
同九年
同右
同十年 一八二七
同右
同十一年
同右
同十三年

)

(

同右
同五年
同右
同六年

(

町田監物久視

同右
文化六年 一八〇九 一月
文化六年三月
同十一年 一八一四 三月
同右
文政元年 一八一八
同右
同四年 一八二一

(

由緒記

島津安房守久備
町田監物久視
新納内藏久邦

)

島津但馬久風

町田監物久視

(
(

(

)

町田監物久視
島津縫殿久品

(
(

)
)

)

小松帯刀清穆

(

)

島津縫殿久品

(

同右
天保三年 一八三二
同右
同五年
同右
嘉永四年（一八五一）

若年寄
家老

由緒記
政要録

由緒記

同右

同右

同右

同右

同右

若年寄
由緒記
家老
政要録
若年寄
由緒記
川内平佐領主 川内市史
由緒記
家老
町田氏正統系図
政要録
伊集院郷士略系図

家老
但久視代理

家老
但久視代理

家老
久視代理

再任

大目附
吉利領主

由緒記

由緒記
宮之城町郷土誌

同右

若年寄
薩摩郡佐志領主同右

若年寄

(

(

)
)

(

)

)

樺山四郎左衛門

菱刈杢之助隆徴

慶応二年 一八六六

元治元年 一八六四 頃 松崎勘助日記

文久三年 一八六三 頃 筆者曽祖父手記

)

新納刑部

慶応三年末

(

有川十右衛門

樺山伊織久成

)

家久孫
家老

家老

由緒記
政要録
由緒記
政要録
由緒記
川上氏系図
由緒記
諸家譜略

宮之城町誌

市正忠広子
由緒記
家老
光久九男
由緒記
鹿篭領主家老 三州諸家系図纂

家老

家老

光久子
若年寄

若年寄

家老

日置領主次男 由緒記
大目附
政要録
由緒記
大目附
政要録

由緒記

(

(

)

(

)
)

(

)

(

)

)

(

藩政時代の伊集院郷の地頭名と、その任期間と、地頭

筆者祖父日記

)

(

由緒記
政要録
由緒記
政要録

由緒記

由緒記
町田氏正統系図

由緒記

由緒記
政要録

宮之城
宮之城領主
郷土誌
家老
藩主吉貴次男 垂水市史
垂水領主

若年寄

安永五年正月
寺社奉行
天明七年 一七八七
天明七年二月
大番所預
寛政三年 一七九一 二月
同右
家老
同五年 一七九三 十月
同右
同八年 一七九六 一月 家老

(

(

同右
(

島津大学忠守
元録七年
一六九四 頃

正徳三年 一七一三
享保六年 一七二九
同右
享保七年
同右
同十一年 一七三四
元文三年 一七三八
元文六年 一七四一
同右
寛保三年 一七四三
同右
宝暦二年 一七五二
同右
同八年 一七五八
同右
同十一年 一七六一
宝暦十二年正月
同十三年 一七六三
安永三年 一七七四
同右
五年 一七七六

家老
宮之城領主
藩主家久五男
家老

)
)

承応三年 一六五四
寛文八年 一六六八
同右
延宝六年 一六七八

(
(

いちのかみ

島津 市 正 忠廣
なかつかさ

島津 中 務 少輔久輝

同右
延宝九年 一六八一
同右
貞享三年 一六八六

喜入又兵衛久亮

島津甲斐守久武

島津図書頭久洪

元録十二年 一六九九
同十四年

島津内膳久兵
島津市太夫久雄
川上久馬

島津弥市郎久当

堀 四郎太夫興昌

新納次郎兵衛久品
よし

川上式部久 欽

た かと も

島津図書頭久亮
島津備中貴

島津大藏久丘

河野八郎左衛門通古

町田監物久甫
頴娃左京久喬
二階堂兵部行光
山田 司 有義
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を兼ねていた時の地位を書きあげた。まだ不充分ではあ
るがおおよそのことはわかろう。伊集院郷は鹿児島城下
に近く、その西の関門にあたり、しかも伊作島津氏から
出た藩政時代の島津氏にとっては始祖ともいうべき貴久

第十四章 郷士と農民

第一節 郷士の種類

のようなことから、伊集院地頭はほとんど藩の家老職の

あった。高持士は禄高を持っている士のことで、一ケ所

郷士には 高 持 士 ・一ケ所士・無屋敷士の三種類が

たかもちさむらい

人物が兼任し、そうでなければ「若年寄」と書かれてい

士は屋敷だけを与えられている士、無屋敷士とは住む屋

の、三州守護職として花開いた時の城下町であった。そ

る。川上久馬以後ほとんどすべてがその後藩家老になる

よりもむしろ軍政上の隊長に重きがおかれた。藩政時代

量とを定めた。収穫量は実際よりも軽く見積もったとい

四回の土地調査を行って、田畑の一筆ごとの広さと収穫

薩藩では文禄の検地以後享保七年（一七二二）までに

敷すら公式には与えられていない士のことをいう。

最期の藩の地頭は、最早家老とか若年寄とか、家格ある

うが、寛永九年（一六三二）の検地から田では籾九斗六

幕末慶応の時代になるとこれまた時勢上、民政的地頭

人物が当てられた。

いは地位は問題外となり、実力者を以て充てることにな

た。

升を畠では大豆を九斗六升産出する土地を一石と定め

藩は郷士には原則として土地を与えたが、その土地を

り、伊集院郷の地頭は伊集院郷士の坂木六郎が雇用され
坂木六郎はかつて藩の練武館の教授であった、という

給地高といい、藩が直接百姓から税としての米をとる田

た。
ことは藩内きっての剣道の達人ということになる。有馬

畠を藏入高といった。

二三人、寺家一一人とある（列朝制度巻五二）が、知行

升は寺社分、衆中一四一人、内知行取一〇七人、一ケ所

六十二石三升七合九勺七才で、このうち七百一石七斗六

伊集院郷の給地高は寛永十六年（一六三九）で千六百

新七の叔父にあたる。明治元年（慶応四年）伊集院地頭
を命ぜられると同時に彼は郡山・市来・串木野の三郷の
地頭制度はしかし明治四年の廃藩置県によってその長

地頭をも兼務した。
い歴史を閉じた。
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んでおり、一一人とは人でなく石高を与えられている寺

上の高持である。寺社七百一石余は妙円寺の五百石を含

取というのが高持士のことで、このうち八人が三十石以

五百三拾弐人

無屋敷

壱ケ所

百拾弐人

弐拾弐人

高持 弐百六拾弐人

なわち高持士の平均石高は五石八斗七升余となる。五石

八戸を差引いた知行取九十九戸で割れば一般の知行取す

で二百八十石、この分と寺社石高を差引いた給地高を、

仮に平均三十五石を与えられているとすると、この八戸

ると三二世帯増えて二九四人となっている。

六四人となっているのに。そして高持も天保十年と比べ

い。郷士人数は毎年増えて嘉永六年（一八五三）には九

百石も急に少なくなり幕末に至る。理由はよくわからな

石台を上下していたのに、天保五年以降千九百石台に五

天保四年までは給地高は二千五百石から二千四百八十

嫡子等隠居

社の数をいう。高持のうち三十石以上が八世帯あるが、

あれば一家、三、四人の家族で何とか食べたというから

無屋敷というのは住む屋敷も持たない士を本来は無屋

第二節 無屋敷士

あるが、寛永には見なかった無屋敷が一一二世帯ある。

一ケ所は二百年たってもほとんど変わらぬ二三世帯で

まずまずである。しかし平均以下が実際は多く、一ケ所
も二三人居る。
文化三年（一八〇六）の給地高は二千五百石四升八合
七勺三才で、人数八〇五人と「伊集院郷士略系図巻二」
郷士も分家独立が許されて戸数も増えたことを示してい

敷士といっていたのであるが、後世になると一ケ所士も

にあるが、開墾などによって田畑が増え、それによって
る。但しこの人数は男子十五歳から六十歳までの郷士数

共に士の格付名称のようになる。

「前掲引用書」より例をとると、四元十兵衛の二男仙

と思われる。
寛永十六年から丁度二百年たった天保十年（一八三

次郎は享和二年（一八〇二）に天明三年（一七八三）に

死んだ石原市兵衛の継目養子になることが許可され、養

九）を「前掲引用書」で見ると、

父の名を引き継いで石原市兵衛と名乗る。家格は無屋敷

と書いてある。この市兵衛は嘉永二年（一八四九）に死

人数 九百三拾壱人
千九百弐拾八石八斗七勺八才

天保十亥八月
高
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去し嫡子の喜左衛門があとを継ぐ。この親子は共に無屋

高 壱斗六升四合五勺壱才

無屋敷

嘉永元」

右が「伊集院郷士略系図（藩政時代の郷士戸籍簿）」の書

敷で高が書いてないから無高すなわち土地は持っていな
かったのだろう。但し松元町内に住んでいるはずであ

して一人前になることができた。（継目とは相続という

う郷士家部があったので、その家部跡を相続（跡養子）

き様である。染川軍兵衛は二男であったが他に染川とい

石原次兵衛二男源右衛門は安永二年（一七七三）に分

る。
家独立（別立という）して後に伊三太と改名する。無屋

戸数の半分以上を占める。しかしその高はほとんど二石

右のように無屋敷で高がいくらと書いた家部が無屋敷

)

文政四年（一八二一）に死去し、寛政十一年（一七九九）

以下で極めて少ない。無屋敷組にはなお次のようなもの

こと。

生まれの嫡子金右衛門が相続する。金右衛門は天保六年

がある。

敷組であるが高四斗壱升九合余と書いてある。伊三太は

石原家は文化十三年（一八一六）には高七斗一升五合余

太郎（文化六年生）は嫡子袈裟八（天保六年（一八三五）

に小谷善太郎の跡継目養子となり小谷姓となる。三男源

十年（一八三九）生）を連れて、天保十五年（一八四四）

郎（文政十一年（一八二八）生）及び二男勘太郎（天保

二男伊兵衛（寛政五年（一七九三）生）はその長男作太

り、長男喜右ヱ門は文政二年（一八一九）父の跡を継ぎ、

九二）に仰せ付けられた。勘右ヱ門には三人の子供があ

堂重左衛門付郷士伊集院預ということに寛政四年（一七

中馬勘右ヱ門は喜兵衛の二男であったが、城下士二階

高は全く記載されない無高の家二十余世帯。

無屋敷で、前掲石原市兵衛のように子、孫に至っても

（一八三五）に死去し、嫡子源太郎があとを継ぐがこの
を持ち、源太郎が当主の嘉永元年（一八四八）では高二

染川軍兵衛
文政二死

天明ニ跡養子

斗八升八合五勺四才と書かれている。
「無屋敷
高壱石三升六合余

つぎめ

一軍兵衛事染川伝右ヱ門二男ニテ跡養子
嫡子 助太郎 文化十二生
あいはて

文化十三

染 川 助太郎

一文政二 軍兵衛相果嫡子助太郎継目
無屋敷
高壱石四斗壱升七合余
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供が無く、家部がそのままになっていたのである。中馬

いだのであったが、文政十一年（一八二八）に死んで子

助が跡を継いだが、彼もまた藩の御用金係として功労が

のことである。文政八年七月武右ヱ門は死んで養子の金

が与えられることになった。文政六年（一八二三）三月

生）を連れて同じく天保十五年に中馬平藏の跡目養子と

平藏は無屋敷で、文化十三年では高二石八斗六升四合

あり、そのため文政十年には代々城下士の御小姓与格に

また金子を差し上げたので、次男以下も代々郷士の資格

余、源太郎の時代は無屋敷で嘉永元年では高三斗三升八

列せられた。このように城下士に引き上げられたので伊

ことを許可されたが、今度城下下町の火災に対し、また

合二才である。さて、中馬喜右衛門も弘化三年（一八四

集院郷士戸籍からは除籍された。なお仙の字は千に改め

なる。平藏は加治木早八の三弟で中馬源之進の家跡を継

六）に死んで、跡は長男の善左衛門が（天保三年（一八

千田となる。

ぐみ

三二）生）が継いだ。依然二階堂家の家来で伊集院預で、

となり、更には代々郷士格を与えられたものが十数件あ

藩の財政に寄与したというのでその身一代伊集院郷士

水間寿的は肝付弾正殿家来で安永二年（一七七三）彼

る。千田氏をはじめこれらの町人出身や城下に住む高禄

高も無く無屋敷である。
自身だけ一代限り伊集院郷士であったが、寛政二年に家

者の家来で格づけだけが伊集院郷士である上掲の人々は

鹿児島市内に住んでおり、伊集院には家もなく文字どお

族共代々郷士に仰せつけられた。
無屋敷組で島津内蔵殿家来、島津備前殿家来などなど

弓削伊藤太も同じような例で、「右は西田町人にて候

り無屋敷であった。

居る。伊集院郷士は藩に直結するので誰々の家来ではあ

処」時節柄藩財政ひっぱくを憂えて献金し、また藩に貸

でその身ばかり一代かぎり伊集院郷士というのがかなり
るが又家来ではなく、ほかの家来達よりも身分が一階級

した金を後に献上するなどの訳を以て文政十三年一代伊

の身一代伊集院郷士の資格を与えられた。ところが先年

用金を差し上げたので町人から武士に引き上げられ、そ

無屋敷でその身一代伊集院郷士仙田武右ヱ門は藩に御

までそのようになされた。

て、天保十三年代々伊集院郷士、その身だけでなく家族

民謡であろう）の稽古に出精致し」た別段の御取訳を以

集院郷士を仰せつけられたが、「数十年来地謡（土地の

ぢうた

あがるのである。

来二度にわたってまた献金したので嫡々子まで郷士たる
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有馬隆庵は喜右ヱ門の二男であったが、無屋敷で分家
独立し、長崎で医術を学び、やがて伊集院に帰って産を
なし、文化十三年では三十一石二斗三升五合余の大高持

一番と三番の帳面があったはずである。

この一六六人の保有高を見ると次のようになってい
る。

有馬雲庵の四十八石八斗七升四合三勺壱才を最高とし

六年にその跡養子となる。無屋敷で高は二石三斗四升九

右ヱ門の二男嘉太郎（文政三年覚左ヱ門と改名）は天明

（一七八三）に亡くなって子がなかった。親族の小谷伊

五石以上十石未満

十石台

二十石台

三十石台

四十石以上

八人

六人

三人

三人

て

合余であった。文化十三年も無屋敷で、高は三石四斗八

小谷藤右ヱ門の二男覚太は分家独立したが天明三年

となった。

合余と上昇した。才覚のある人物であったのであろう、

五石未満

寺 出米総帳―弘化二年」という文書が
伊集院郷士並 高

と一才の高とは下田で一万分の一五〇坪即ち○・〇一五

升を生産するようである。これが一石の高である。する

｢

筆者宅にあり、表紙に二番と書いてある。中味は寺院が

坪、平方㍍にして○・〇四九五平方㍍の土地ということ

たか

たうちの三番目の下田で一五〇坪即ち五㌃から籾九斗六

げ

この頃の籾の生産高を見ると田畑の階級を四段階にわけ

いうのが五人いるが、一才は一石の一万分の一である。

三人いる。その中にはまた七才というのが二人、一才と

この五石未満のうち一石未満の高を持っている者が五

一三三人

一三人

嘉永元年には高十三石四斗九升七合四才という高持士に
出世した。
一所持から無屋敷に落ちる者もあればまた右のように
無屋敷から高持になる者もあった。

第三節 高持士

九、苗代川五人、ほか一六六人の郷士名と保有高ならび

になり、そこからは幾粒の籾が取れるだろうか。

ていけない。そして郷士では五石未満が七割ぐらいを占

五石以下の高持では、自分の田畠だけではとても食っ

に税額が記載されている。一年前の天保十五年の郷士世
帯は「伊集院郷士略系図」に高持二六二人一ケ所二一二人
無屋敷一二三人と記され、計四〇六人であるから、他に
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た薩藩では、これら貧乏郷士の生計を維持させるため、

畠の意である。郷士に給与として与えられた土地で郷士

りあてた（門割りという）際余分があって浮かびでた田

２ 浮免・同じく熟田畠である。百姓の門に門地を割

主の方に年具を納める門を給地門といった。

士農工商といわれたうちの工に属する部類、大工・左官

の自作地である。郷士の私有地的な性格があり、売買が

めるのである。しかも、武士が藩人口の三割近くを占め

・石工・鍛冶・指物・桶屋・畳職などの職業は郷士にだ

許されていた。

門高は公地の性格が強く売買は出来ない。浮免には税

からざるものであったが、その仕事の紺屋は武士にのみ
許され、敬称の殿をつけて「くやどん」（紺屋殿）と呼ば

として「出米」と「賦米」が課され、正租などその外の

け許された。衣類にとって染色特に藍染めは必要欠くべ

れた。これらの仕事のうち医師は今もそうであるが経済

賦課はなかった。出米は高一石について玄米八升一合、

｢

直 竿 といって郡奉行の検地があって高が決まり、 知行

なおしざを

が 、 仕 明 地 は 三 年 間 は 無 税で あ る 。 四 年 目 に な る と

墾し、自分の所有高とした田畠。開墾を「仕明」という

しあけ

れていた。郷士が許可を受けて自費で大山野や荒地を開

３ 抱地・天明四年（一七八四）以前は持留地と呼ば

出米は真米・赤米を半分ずつを原則とした。

賦米は一升一合であったから合わせて九升二合になる。

的な立身出世の最短コースであったようである。
そして、あとで述べるように春山や直木に居住する郷
士達は藩の狩場を管理する行司や鹿倉見廻役に採用され
ると、それに対する報酬が与えられた。

第四節 耕地の種類
武士百姓を問わず人々の耕す土地は次のような種類に
わけられていた。
えいさくち

⑷永作地

｣

名寄帳 （郷士の所有土地目録）に記入され、郷士の永代

⑵浮免

所有となるが、仕明地の三分の一前後は藩の蔵入地とし

かけち

⑴門高

⑹溝下見掛

て没収される。郷士所有高となった仕明地には貢租とし

⑶抱地

⑸大山野

て八升二合（石当たり）の賦課があるだけで永代所有が

うきめん

１ 門高・門地ともいい、百姓の門に与えられる土地

認められたうえまた売買も自由であった。この制度は郷

かどだか

で熟田畠である。なお百姓の生活のところで述べるが、

士だけに限られていたものの、願人の高上りの資格や仕

みぞしたみ かけ

門高には年貢（税）がかけられ、年貢を藩の蔵に納める

だいさんや

門を蔵入門、城下士や郷士の知行地となっていて、知行
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明の経済的負担に堪えられるかなどの条件があり、郷士
なら誰でも許可されるというものではなかった。

人の裁量で見掛年貢といって極めて低い公課を課した。

６ 溝下見掛・古荒地（荒れて作り手のない田畑）を再

開墾した耕地で、郷士・百姓ともに許された。

以上の開墾地は三年は無税ということになっていた

４ 永作地・同じく仕明地であるが、これは百姓・町
人・中宿人にも許された。大山野・古荒地などの自費仕

鹿児島県の歴史

が、実際には大目に見て何年も無税扱いにしたらしい。

第五節 郷士の納税

明地で、永作願を出すと郡奉行・地方検者が検分し、支
障がなければ郡方の免証文を以て仕明が許可される。こ

(

)

れも抱地同様仕明後三年間は無税であるが、四年目には

郷士は自分の持高の土地を自作して生活するのが一般

検地があって石高が決まり、これには高一石につき玄米
三斗五升の正租の外夫役以外の色々な貢租が賦課され

た。それでもあまる土地は百姓や石高の少ない郷士に小

家族の労働力にあまる土地は下男下女を置いて耕作し

度は主として百姓が利用し、その土地は門高のように割

作させた。小作人にとっては小作する土地には適当な小

で、持高の多い郷士の数は前記のように少なかったが、

換されることもなく永代にわたって仕明した門の所有耕

作料以外には門地のように色々な付加税や夫役がつかな

た。しかし地積は検地の際実測の半分ぐらいに見積もっ

作地となった。筆者は野町の町人が川のはん濫で荒蕪地

いので得であった。

てくれた。郷士には抱地の方が有利であったからこの制

になった土地の永作地化を願い出て、その目的を達した

を許す。その間付近の田地の用水道や堤防などの普請に

手によって植林させ二十年もすると郡奉行の免許で仕明

が実態は切畑であった。仕明後四、五年すると山奉行の

５ 大山野・大山野仕明地は原野薮地の開墾地である

くて米一斗一合、貞享二年から元禄十三年（一七〇〇）

八年は米でなく銀一匁、慶安元年（一六四八）が一番高

で、寛永十六年（一六三九）ごろは、米六升六合、同十

供出するようにきまったのは宝永元年（一七〇四）から

玄米八升一合と定められ、それを真米と赤米半分ずつで

いて玄米九升二合が賦課された。出米が高一石について

郷士の浮免には前記のように出米・賦米で高一石につ

必要な竹木を取らせたり、一定の制限内で百姓に料秣ま

文書を見た記憶がある。

たは肥料用の下草をとらせた。次の溝下見掛と同じく役
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までは八升一合、またその後高低があった。
しかし定式出米として八升一合に定められた宝永元年
以後も、飢饉の故を以て六升六合に減額した年もあった

並寺高出米総帳」に記載されている中からその概略をみ
ると前の表の通りである。

斗三升一合にはね上った。そしてこれから八升一合を差

数を占め、郷士と共に農耕に従った。薩藩には農村に門

次に農民の生活を見ることにする。百姓は住民の大多

第六節 門割制度

引いた五升を「重出米」とした。これが重出米の初めで、

割制度という独特な制度があって、百姓はすべて門に属

が、高低を繰り返し、延享二年（一七四五）には一躍一

藩財政の状態に応じて時々重出米を定めた。
（県史二巻）

した。時には○○屋敷と呼ぶものもあるがその屋敷は門
と同じである。

このようなことであるので、郷士の持高にかかってく
る貢租は、大体の標準はわかるが年によって幾分かずつ
いまこの大体の標準に従って十石の高持士の家計をみ

が門と呼ばれ、それが次第に制度化されていったものと

が、古い時代の 名 田 のうちに発生した耕作者の小区画

みょうでん

この制度はいつごろから発生したかよくわからない

ると、八石が浮免で二石が抱地とすれば、一石が九斗六

見られている。戦国時代の半ば過ぎ、享禄四年（一五三

ちがうのである。

升の籾を生産するとして玄米に直して六斗とすれば、八

札に道園老名・鳥越老名・木下老名・柿下老名などの名

一）辛卯十一月吉日の日付のある福山小長崎大明神の棟

が見えるが、老名は「おとな」であり、当時既にこれら

もと

の税がかかり、八石で七斗三升六合の税、抱地二石から

石の高で四石八斗の米が取れる。一石について九升二合
は一石二斗の玄米に対して石八升二合の税で一斗六升四

島津氏がその領国内を一円化し、外城制度を確立して

の門が存在したことを示している。

斗を差引いた玄米五石一斗ということになる。他藩では

いくなかで、万治頃（一六五八）から享保の総検地（一

合の税。十石取りの郷士の年間手取り実収は六石から九
普通十石取りといえばまるまる十石の玄米を藩の倉から

われる。はじめは古い時代の郷戸と同じく、一族の数世

七二二）ごろまでの間に大体この制度は確立されたとい

松元町の郷士（石谷は資料がないので除く）がどれく

帯が戸主を中心に共同農耕に従事してきたものを一つの

貰うのであるが。
らいの高でどれぐらいの税を納めていたか「伊集院郷士
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単位に組織したもので、一つの血縁組織であったが、後

んでおらず、機械力は今みたいにないのだから、天災も

と、鹿児島県は風水害の多い地方で、昔は土木技術も進

度に保たせることを考えてのことであった。

みんなで同様に負担し、各門の生産力、経済力を同じ程

世になると必ずしもそうでないものも出てくる。
村はいくつかの方限に分けられ、その方限はまた幾つ
か ぶ

) (
(

かの門に分けられる。門はいくつかの「家部」 戸 で成

割換の際は土地は一括して名頭にわたし、名頭はそれ

おとな

り立っており、門の長を「名頭」または「乙名」 訛っ

を名子にできるだけ均等に配分するが、分配権を持つ名

みょうず

てメッツまたオッナと呼んだ といい、家部の戸主を

頭の権力は強く、名頭は名子達よりも広く且つ地味の肥

から享保七年（一七二二）まで五回行われ、門の人口や

地積の総検査は文禄三年（一五九四）の秀吉の全国検査

門には三十石から四十石程度の田畑が割当てられた。

どで納税の出来ない名子が出たりすると共同責任といっ

組みであったが、門の代表者は名頭であるので、病気な

う。但し門の貢租と夫役は門全体が共同で責任を負う仕

えたしかも耕作に便利な田畑を自分の耕作地にしたとい

)

土地の事情を勘案して門に配当する土地の割換えが行わ

ても結局名頭が大きな負担を背負うことになるのであっ

な ご

名子という。

れた。耕地の配分は数年ごとに実施する予定であったよ

た。

が標準となって、予定通りの総割換えの実施はなく、小

も書く―といい、数え年で十五歳になると「用夫入り」

門の男子は十五歳から六十歳以下を「用夫」―要夫と

い ぶ

うだが、その後の経過をみると、享保の検地の際の門割

割当てられた田畑は、どの門も出来るだけ公平に割当て

規模な割換えにとどまり次第に固定化していった。門に

村中に分散せざるを得なかった。そこで遠方に割り与え

数え年六十歳になると「用夫はずれ」といって、与えら

務や、いろいろな百姓に課せられた責任が負わされる。

の配分を受けるとその田畠に課せられた貢租を納める義

といって一人前に取り扱われ、耕地も配分される。耕地

られた田畑は、互いに近い門の間で内緒で耕作を取りか

れていた耕作地も取り上げられ、耕地に付随した義務や

ようとしたので、土地の高地低地地味などからいきおい

えることも起こった。これは「内門割」といって大目に

門にはまた田畑の他に「門附山」といって共有の林野

かどつき

責任もまた免除された。

何故数年ごとに割換えをすることにしていたかという

みられたようである。
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が与えられた。

第七節 直木村南原門名寄帳
この門は城下士内山清右衛門の知行高の内に含まれて
いる門で、年貢は内山家に納める。
安永九年 子三月十五日

女拾亳人

男拾五人

馬四疋

仲右衛門

名頭

南 原 門 名 寄

内山清右衛門
南原門

仲右衛門

一同六歳

せん亀

休 次

仲右衞門 一同三拾壹歳 妻

大豆亳俵三升弐合

十三間
一、 屋敷
九畦廿九歩
廿三間
一柴竹 弐束
一当四拾歳

け さ

一同拾三歳

名 頭

一当拾弐歳

松かめ

一同弐拾六歳 仁左衞門

右同女子
右 同

先 名 頭

右 同 妹

右 同 子

一同弐歳

母

名頭女子

一同六拾歳

庄兵衛

一同八拾七歳 祖 母

一同五歳

一同弐拾三歳 市右衞門

右 同 弟

一同拾九歳

ま ん

市兵衞

乙

名 子

一同拾六歳

一同拾七歳

右

親

名 子

右同

右同三助妹

名 子

右 同 妹

右同親

長 亀

休太郎

一同五拾壹歳 善 八

一同拾八歳

右 同

右 同 弟

一同弐拾五歳 三 助

右市右衛門妹

一同六拾四歳 母

一同九歳

次兵衞

右市兵衛弟

一当拾壹歳

仲左衞門 一同五拾四歳 三右衞門

右同弟

名 子

名 子

一同拾六歳

一同弐拾壹歳 長 十

長兵衞

一同三歳

善太郎

一同四拾六歳 妻
名 子

一同拾三歳

大豆壹斗七升弐合

市右衞門

中屋敷十一間 八畦廿四歩
庄兵衛
廿四間
大豆三斗五合
一柴竹 弐束
十五間
屋敷
九畦
十八間
一柴竹 弐束

鳶ノ巣
畦町廿一
下々田十 間 七畦拾五歩
長左衛門
廿二間半
籾三俵壹斗七升

畦 町 十 二

下々田十五間 壹反三畦拾五歩 善之丞
丗五間半
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畦町十二
四反田 十 間
中 田
八畦拾歩
庄右衛門
廿五間
半赤 籾五俵壹斗

赤籾六俵壹斗
畦町十八
下々田十一間 壹反三畦壹歩
長左衞門
丗五間半
赤籾四俵弐斗

十三間
下々田
壹反四畦三歩 籾四俵五斗
廿二間
四畦廿壹歩
権右衛門

長左衞門

赤 籾壹俵弐斗三升

木場田
畦町六
下々田九 間 九畦拾四歩
廿一間半

湯穴口

下々田

畦町五
五 間
壹畦拾歩
休右衛門
八 間
籾弐斗三升

赤籾壹俵弐斗六升四合八勺

十七間
下々田
九畦拾九歩 籾三俵弐斗八升畦町十一
十七間
四畦拾四歩
権右衛門

鳶ノ巣

下 田

籾壹斗九升 半赤 籾四俵壹斗四升
籾弐斗壹升

畦町六
六 間
下 田
弐畦三歩
助右衛門
十間半
現田 壱畦拾歩 籾弐斗六升

畦町四
一 間
下々田
拾七歩
同 人
十七間
籾七升

歩籾弐俵弐斗四升七合

上ノ薗
上 畠 十一間 八畦拾三歩
休右衛門
廿三間
大豆壹俵弐斗壹合

寛政八 辰十一月四元喜兵衞殿 永損
鳶ノ巣 二 間
畦町六
下々田
壹畦
仲右衛門
十五間
赤籾七升

籾壹俵五升

損田 廿二歩 籾壹斗四升
同 人

籾壹斗五升三合
畦町八
九 間
下々田
七畦六歩
廿四間

十 間
現田
六畦五歩 籾弐俵弐斗四升弐合 籾三俵五升
十八間半
損田 壹畦壹歩 籾壹斗五升一合 天明二年寅十月廿
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鳥井 カ迫 十七間
中 畑
九畦拾九歩
善 助
十七間
大豆壹俵弐斗弐升三合
鳶 ノ 巣十三間
中 畑
壹反壹畦拾五歩 長左衛門
廿六間半
大豆壹俵三斗六合
宮 ノ 前十三間
中 畠
壹反拾弐歩
休右衛門
廿四間
大豆壹俵 斗弐升弐合
松 木 畠十三間半
中 畠
六畦廿三歩
助右衛門
十五間
大豆壹俵三升九合

休右衛門

大豆弐斗八升五合

幸左衛門

大豆壹俵弐升八合

西 ノ 迫十四間
下 畠
九畦拾歩
廿 間

十二間
下々畠
壹反
廿五間

馬 込 迫九 間
中 畠
五畦拾七歩
千兵衛
十八間半
大豆弐斗五升三合

一茶拾匆

籾壱合四勺

外薗
十 間
下々畠
七畦拾五歩
善之丞
廿二間半
大豆弐斗弐升九合

九 間
下々畠
六畦拾八歩
太 郎
廿二間
大豆弐斗壱合

杉畠 六 間
下々畠
三畦廿四歩
幸左衛門
十九間
大豆九升七合

九 間
四畦六歩
太 郎
十四間
大豆九升六合

外 迫 八間年
山 畠
六畦拾六歩
千兵衛
廿三間
大豆八升七合
辰名

下々畠

東薗
山 畑五 間 四畦拾五歩
同人
廿七間
大豆七升

辻ノ原
山 畑十一間 八畦弐合
長左衛門
廿二間
大豆壱斗九合
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太 郎
大豆八升二合

十兵衛

五 間
弐畦拾三歩 善之丞
十四間半
大豆七升四合

宮ノ前 八 間
山 畑
四畦
十五間

ほきノ下

下々畠

茶円迫
山 畑六 間 四畦
廿 間

大豆壱俵四升四合

太 郎

長左衛門

大豆弐斗八升三合

九畦

二重

段
十一間
下々畠
壱反拾九歩 仲右衛門
廿九間
大豆弐斗七升
下り
下 畠 十一間
廿四間半

同所

三畦拾五歩 庄右衛門

大豆五合

拾六歩

山 畑

二 間
八 間

大豆三升

原
山 畑 七 間 弐畦拾七歩 同 人
十一間

中尾迫下々畠 十間半 七畦大豆壱斗七升八合二重
廿間

市右衛門

大豆八升九合
一茶弐拾五匁

籾三合五勺

三 間 半
野首下々田
弐畦廿壱歩 大豆八升三合
廿 三 間

鳥 井 カ迫
中 畠 十三間半 六畦九歩
庄右衛門
十四間
大豆三斗弐升五合

下々畠

大豆三升弐合

下り
二
間
山 畑
壱畦六歩
十八間

大豆五合

十三間
七畦拾壱歩 市右衛門
十七間

大豆壱俵九升弐合

七畦廿壱歩 仲右衛門

外戸口中畠廿一間壱反五畦拾弐歩大豆弐俵壱斗八升五合
廿二間
中 畠

辻ノ原

中 畠
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下々田

壱畦拾壱歩
大豆四升弐合

幸佐衛門

池田ノ後十二間半
下々畠
七畦三歩
休右衛門
十七間
大豆弐斗壱升六合

損田三畦拾壱歩

合田畠屋敷 三町四反壹畦
内

損田壱畦廿三歩

内

田方 壹町弐反九畦拾五歩
三畦拾壹歩
畠方 壹町八反三畦廿二歩
屋敷 弐反七畦廿三歩
高三拾石三斗五升三合八勺五才

壱斗二升六合
一眞米五石三斗七升三合

内壱斗九升三合損米

弐斗四升七合 永損下り七合

外

一赤米三石八斗弐升七合
一大豆弐斗八升九合
一粟五石四斗七升五合
庄や

宮 原 善 蔵

右之通割付いたし候 以上

十月廿日

子

頭高 三拾石三斗五升三合八勺五才

田高四斗八升弐合三勺七才 弘化三年 午秋永
内

損御郡奉行樋口休八殿御竿入御改直シ御座候

一真米 五石壹斗八升

上納分

上納分

現高弐拾九石八斗六升九合四勺八才

差引

一茶 三拾五匁

一赤米 三石八斗弐升七合

六斗三升七合五勺 文化八 米三月永損

内損方三斗壱升七合勺

一柴竹 六束

上納分

喜助

宮原

元松元中教諭
山口友孝解読

）

書之

（

上納分

一大豆 弐斗八升九合

五石四斗七升五合
弘化三年 午
九月改直シ

一粟

合男女弐拾六人
女 拾壹人

男 拾五人
合馬 四疋

248

第八節 百姓年貢

を使わないようにし、その代わりに米を出させた。高一
石に対し一升一合である。

以上を計算すると籾九斗六升を生産する土地一石に対

してかかる貢租は玄米三斗九升八合となる。だいたいこ

貢租には高掛賦課と人別賦課とがあった。
高掛賦課とは門に割当てられた耕作地に賦課されるも

ほかに三合米や畠高について麻苧に関する賦課税があっ

れが門高一石に対する貢租であるが、「県史」ではこの

たと記している。籾九斗六升を玄米六斗と高く見積もっ

ので、田畠は各筆ごとに石高がきまっており、その石高
は百姓の男女に課せられた税で労働力提供と銭によるも

ても、四斗の税がかかり、高一石について二斗しか手取

に対して米（玄米）でいくらと定められた。人別賦課と
のとがあった。
あったが、正租は若干の変遷後万治二年（一六五九）か

なのは用夫の夫役であるが、はっきりした定めはないが

ところがこのほかに人別賦課がある。そのうちで主要

りはないのである。百姓の生活の苦しさがわかる。

ら高一石について三斗五升と定められた。役米は、昔は

大体年間五日から十二日を食も自前持ちで公役に従事さ

高掛賦課は正租・役米・口米・代米・賦米など各種

百姓が領主の屋敷や堀塀などの修理に駆り出される習わ

せられた。「また用夫銀と称し、用夫の夫役を代銀納せ

遷があったが、 貞 享 四年（一六八七）からは二升に

り、百姓は勢子にかりだされることになっていた。百姓

昔から領主は年に二度山野に狩をすることになってお

)

なった。口米は租税の米の運送途中の損害を補うために

は出勤するかわりにお金を納付することが許された。こ

(

徴集するもので七合。代米は、百姓は季節ごとに、正月

れを「狩夫銀」と称して用夫は一回に銀七分ずつ年二回

い ぶ ぎ ん

しであったのを、それを米で肩代わりするという性格の

しめた。」 県史二巻。

には炭、薪、門松など、三月には 蓬 餅 用の蓬、七月七夕

藩庫に上納することにし、そのかわり狩には召集しない

ぢょうきょう

もので、万治二年では高一石につき三升とし、これも変

には物干竿、あるいは縄・莚・藁などを領主に納めるは

ことにした。寛永二十年（一六四三）のことである。貞

女子に対しては「織木綿賦課」があった。これは一つ

せ こ

ずのものを代わって米で納めるというもので一升米の名

享四年（一六八七）より銀七分は五分に減額された。

などに夫役として百姓を使っていたのを出来るだけ百姓

よもぎもち

もあるように一升であった。賦米は領主などの出張旅行
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だから、貯蓄して不作の年に備うべきであるのに、正月

れた掟を破って派手な模様や高価な縞類を着用する者が

の門に女子が一五人居ると木綿一反を織って納めるとい

農家では金銭に換えられるものはほとんど米だけで

居るという風聞がある。いずれもそうあってはならない

や三月・五月などの節句、息子娘の結婚式あるいは寄り

あった。そこで貢租として上納したあとに残ったわずか

ことで、粗衣・粗食を用いて浪費をつつしみ兇年の助け

うことを土台にして代銀を上納させた。一五人に満たな

な玄米も、このような銭納の資にあてられ、百姓は米を

となるよう心がくべきである、と命じ、続いて享保十四

合、神仏詣りに使ってしまい、衣類なども以前に定めら

生産して米はほとんど口にすることができず、雑穀と、

年には紋付の衣服・絹物・足袋・雪駄を用いてはならな

いときは女一人につき代銀二分が賦課された。

唐芋がはいってきてからはこれらが主食となった。

い、三味線・胡弓類を所持し、踊狂言など催すことは固

く禁ずる。各郷の噯・郡見廻・庄屋達は百姓によくいい

聞かせて違反者のないよう努むべきで、若しこの事をゆ

第九節 働けはたらけ
彼らの多くは女子は高の大きな郷士の家に女中奉公に

るがせにしたら役人達の落度たるべし、とある。そして

百姓達は勿論一般郷士も衣類は棉を植え、その花を採

出したり、男の子も下男に出して、我が家の食料を減ら

か、焼畑などの耕作から若干の食料を得るなどいろいろ

集して紡ぎ、「紺屋殿」で染色し、自分で織って縫って着

「右の如き取締法は引続き行われたのである。」と「県

な手段を講じてようやく生計を維持していった。藩政府

物にしたのだから、一人で一生の間に着物はせいぜい二

しそれが用夫であればその肩代わりは親が身を粉にして

はそれに対して貢租がきまりどおり納まるよう百姓を督

・三枚もあればよい方で、親や祖父達のつぎはぎ着物だ

史」は述べている。

励し、朝は暗いうちから田畠に出、また暗くなるまで働

果たすといったような、あるいは小作をさして貰うと

くよう指導した。

けで一生を終わる者もあった。親近者が死ぬとその人の
かたみ
着物の「形身わけ」が大事であったのである。

享保十二年（一七二七）六月の藩の達示では（県史二巻
三三七頁）、平年作の年や豊作の年には田畠の作物が余
分に獲れ、また大山野などの開墾地からも得分があるの
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第十節 庄屋どん
な

門を幾つか集めて方限をつくり、その長として「名
ぬし

第十一節 松元町内の門名

入田

藤松

松元

田原春 小原

上谷口村
本坊

主」を置いた。名主は門の名頭の一人を選任した。

上坊

末永

浅面

岩下

東

早田

西村

福田

内

新山

方限の上に村があり、村には「庄屋」を置いた。小さ

田中

新

上柿元 下柿元
福山村
吉村

外園

柿元

は先にも出たように名主や名頭を監督して百姓が百姓の

吉富

奥

谷頭

身分をわきまえ分相応の生活をするよう指導し、農事に

穂満

い村は二・三カ村を集めて一人の庄屋が支配した。庄屋

精出して年貢がよく納まるように努めさせることが主た

大内田
末廣

馬場園 盛園

小牧

久木崎 南

西

堀之口

石谷村

る任務であった。なお農業の知識についても教育し指導
する立場にあった。庄屋はすべて郷士が任命され、その

盛田

任期は七年であった。
庄屋には「庄屋浮面地」という田地が与えられた。庄

春山村

直木村
南原

山下

中園

吉松

宮之前 谷之口 松下

玉利

屋の俸給である。この田圃は彼が支配する村中の用夫が

脇

奥

四元

松木園 下野

畠中

無償で耕作し、その収穫高のうちから高一石について一

中仮屋 下仮屋

た。庄屋は村の最高権力者であったから色々な役得があ

坂之上 吉村

神野

芝原

升一合の賦米を上納すればその余りは庄屋の収入となっ
り、庄屋を一期勤めると一生食えるといわれたほど相当

寺園

川路

森園

竹之内

山之方 二俣

の財産を作ることができたらしい。それで将来性のある

入佐村

南屋敷 九万田 南

大村

よって栄達の基礎づくりをすることができたという。

貧乏な青年郷士が選ばれることもあって、彼らはそれに

畠中

中園
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ある。以上は大体徳川末期の門名を記録したものであ

月の間にはなくなった門もあれば、新しくできた門名も

以上いままで調査し、判明した門名であるが、長い年

の所在地は曽於郡で、伊集院ではない。伊集院の春山に

場があり、そのうちに春山野牧という牧場があるが、そ

ると、宝永六年（一七〇九）に薩摩藩内に二十カ所の牧

評あり」と書かれている。ところで「県史第二巻」によ

児島県は古来馬の産地で、「藩政時代にも九州第一の定

る。入佐村の森園門は、その頃入佐村に十一の門があっ

「伊集院由緒記」に「御牧跡」という項目があり、現

はこの頃はもう藩の牧場はなかった。

から一つずつ出すことになっていたので、その十二番目

代流に書きなおすと次のように述べている。この御牧跡

たが、太鼓踊りには十二の太鼓がなければならず、各門
の太鼓を出す門として作られたのだという。門について

というのは春山村野方から直木村の野方へ続いた広大な

場所で、昔は牧場が二つあったと伝承されている。現在

もまだわからないことが沢山ある。

上谷口・直木・入佐の諸村は伊集院郷の他の諸村と似

の跡であるといって、いまは畠になっていて芝畠と申し

もうない。そして馬込というところがあって、そこに芝

三十年前までは石祠などがあったということだが、今は

牟礼の岡または牧神の岡といって高い岡があって、二・

たりよったりで特別な点はないが、つい最近簡易水道が

ているところがある。もっとも野方の内に笠山という所

第十二節 春山鹿倉

出来るまで直木・入佐・恋之原・古城・飯牟礼の各村は

所だと言い伝えられている。笠山野牧は薩摩郡の東郷へ

もあり、昔春山野ともう一つ笠山野という牧場があった

特異なのは春山村である。「石谷二百年史」の章に記

移転され、春山野牧は曽於郡へ移されたということであ

水利の便が悪く、炊事の水汲みは女にとって大変な労働

載する（二六八頁）表で一見してわかるように総戸数二

るが、何年に移されたか、またその理由などわからな

であった。

一一戸中士族が一四六戸、士族戸数は全戸数の六九％を

い。

所在は東郷（薩摩郡）となっており、春山野牧は前述の

「県史」の記載する薩藩内二十牧のうち、笠山野牧の

占め、士族人口は全人口の七〇％に達し、その様相は私
領地でもないのに石谷村と変わらない。
春山には馬の牧場があった。「県史」もいうように鹿
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である。牧場の馬は第一目的が軍用であるから、その管

う。藩が牧場を設置すれば、それを管理する役人が必要

に藩政時代の初期まで牧場があったことは確実であろ

とおり曽於郡である。しかし、以上の記述によって春山

た。…関狩は猪狩が主である。（谷山市誌二七九頁）

は松元町春山、鹿児島付近の吉野原、肝付郡地方であっ

陸軍の大演習みたいなものであった。関狩の催された所

夫までも召集して藩公自ら臨場指揮せられたもので、元

士の牧狩と同じで城下の士は勿論各地方の郷士やまた人

う実施すること。狩で仕とめた鳥獣の屍体は横目が検視

一回の行事であるから、旧来どおりゆるがせにしないよ

ら代々行われてきた行事であるから、御関狩ならびに諸
．狩
．の行事は御関狩同様年
外城で行っている正月初めの初

毎年正月初に命ぜられる御関狩の儀は、島津家の昔か

三年西紀一六九〇―仰渡）の訳文。

「島津家列朝制度巻之十一」 六一三（貞享七年―元禄

理人は士でなければならぬ。牧場が二つもあった春山に
は、牧場管理人の郷士を置く必要があった。
春山に郷士の多い理由は藩が設置した牧場が二つも
あったということに起因しているとも思われるが、それ
よりももっと重要な理由は「御関狩」の地であったとい
「由緒記」に

うことではないだろうか。
春山御狩倉内より直木村鹿倉迄
御関狩之跡

して土中に埋め、その旨山奉行所へ書類で以て届出るこ

お ざ しき

と記し、春山帯迫「御桟鋪之場」、直木村城之川路「御桟

し。…略

どを取り、これを食用に供し、又は売買しても差支えな

猟師はそれで生活している者であるから猪・鹿・狼な

と。

から御関狩をされていた春山の御狩倉で、御桟鋪の場と

おかりくら

鋪之場」、同所鷹取り尾ノ下「御桟鋪之場」の三カ所は昔
今も申し伝えている。
狩倉とは藩主が特に定めた狩猟区で、一般人民の狩猟

猟師の他は猪・鹿・狼など殺生することは禁止であるか

関狩のあった春山の桟敷原のところで、「松元町郷士

は禁じられていた。狩猟は往時は軍事調練でもあった。

史第一輯」において著者の竹下先生が次のように関狩に

らしてはいけない…略

島津藩公においては、士気を奮起せしめんとて、しば

特に薩藩では関狩というのを行った。
しば関狩と称するものを催された。関狩とは源頼朝の富
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ついて書いておられるのが、要を得ているので摘記す

・伊集院隔年に仰せ付けられ候。組分ならびに外城 賦

一、享保十三年（一七二八）申年より御関狩之場所、谷山

つも り

る。

置かれ候。右定めの通りに応じ向後 将来 とも相替る儀

（出場外城の予定表）又は名賦（出場村の予定表）迄定め

かわ

これは古来武士の間に行われた狩猟を小銃で以て弓に

(

)

右の文書に対応するものとして「鹿児島県史料、旧記

これ無く候。

代え、その撃ち方を研究したもので、猪狩りの際一番打
ち、二番打ち、三番打ちなど回り打ちするその方法を戦
闘に適するように工夫したものであります。この戦法は

一、享保十三年戊申十二月五日、御関狩於谷山被仰付候・

雑録追録三」の二一四五号に次の記事がある。

大隅の牛根の早崎陣屋で島津家久と新納忠元が苦心研究

集者落之上（集合場所は谷山の落之上という所）。惣奉行

火戦々法で、天正二年（一五七四）島津義久の時代に、
の結果案出したのが始まりであります。それ以来毎年正

種子島織部殿・嶋津仁十郎殿・北郷四郎殿・当年より春

かわ る が わ る

月にこれを実施して火戦々法の演習をしました。

山・谷山両所にて 替 々 被仰付、三カ年に一度ヅツ外城

覧」の附録「年代記」の中に、右と同文の次に「御狩賦」

右の記事には外城番與畧スとあるが「三州御治世要

くみ

狩猟であった。そしてこの行事は毎年正月初めに行わ

として各外城の出場予定表が記載され、この関狩が極め

も同断。

れ、殿様自ら出馬しての大がかりな関狩が谷山及び春山

て大がかりなものであったことがわかる。すなわち次の

右のように関狩は鉄砲調練を目的とした島津藩独特の

地に移されるが、この行事は「谷山市誌」が戦前の陸軍

で催されていた。藩政時代中ごろになって場所は吉野台

御狩賦

通りである。
とうさる

大演習みたいなものであったといっているように、藩主
が統監する重要な行事であったから、その要員として春
「由緒記」に、前掲の御関狩の際に藩主が指揮所とし

田布施・伊作・久志・秋目・鹿篭

一、三番與・四番與 谷山・知覧・山川・川辺・加世田

くみ

当申年登り前

た三カ所の桟鋪を記した次に、享保年中に仰せ渡された

指宿

山郷士が置かれたものと思われる。

書付（書類）がある、として次のように書かれている。
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らいとり

来酉年登り前

隈之城・郡山・永吉

日置・吉利・川内山田・樋脇

一、二番與・六番與 伊集院・喜入・坊津・川辺郡山田

ら いら い いぬ

来々戌年登り前
一、一番與・五藩與 帖佐・入来・薩州吉田・隅州山田
阿多・百次・串木野・桜島・加治
木・頴娃・市来

そしてこの次に、隈之城・入来・百次・桜島・加治木
は今までは谷山・春山へは出場しなかったが（まかり登
)

らず候へども 、当年から三年に一度ずつの狩立である

と一年毎に関狩行事の仕度をするよう仰せつけられ候。

春山から直木にかけての台地で、一年ごとに勢子だけ

銃を放つ実戦さながらの狩猟が行われたのであった。出

でも四〇〇人、出動軍人何百人という大部隊で、種子島

動する兵隊は三年に一度であるが、演習の行われる春山

は一年ごしである。準備だけでも大仕事である。

春山に私領の石谷と匹敵する程郷士の数が多いのは、

かん

島津藩がここを関狩の地に定めたからと思わざるを得な
い。

春山上之馬場に「御仮屋跡」がある。「由緒記」にこの

に建てられたもので、御門を芝御門と言っていた。現在

御仮屋は殿様が御関狩や普通の狩に来られた場合の御用

「由緒記」にまた次のような文書が記載されている。

御門の跡に芝御門と文字を彫りつけた石が立っている。

から、新規に申し付けると書かれている。
まづわかりやすく言えば、享保十三年申年の指令では、

御仮屋はその後壊れて宝永四年（一七〇七）取り払い、
「御仮屋跡

地面は御藏入高（藩の所有地）になっている。

ち、但し串目立ち（狩で獲物を追い出す勢子、県史第二巻

右御関狩並御狩御用等 ニて御仮屋被召建置、御門を芝御門

谷山での御関狩の年は谷山が行事事務すべてを受け持
四八五頁に串目立の役夫とある）は伊集院から勤めると

と申候由、今 ニ御門之跡 江芝御門と石 ニ文字彫付有之候。且

一年は春山か谷山かどちらかその場所で行われるので、

いうことであったが、来たる子年（享保十七年）からは、

御仮屋 及 破 損 、宝永四年御家御取除 ニ相成候由。地面之儀

はそんにおよび

人数四百人程出動させ、串目立ちまで谷山が受け持って、

は本屋敷帳内 ニて当分御藏入高 ニ相成居候。」

関 狩 の 際 に 藩 主 が 休 息 す る 家 が 、 お そ ら く 藩 主 扈従 の

こじう

関狩の準備一切をすることになった。次の丑年は伊集院
郷で四百人の勢子もそろえ、一切を引受け、谷山と伊集院
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更にもう一つ藩主と春山との関係が「由緒記」に書か

翌三十日義久らは春山で狩を行ったと書いている。関狩

れている。「郷士春山居住四元六兵衛」の見出しで、読み

側近家臣団まで休息できるほどの、それで門まであるか

いった。この上之馬場の御仮屋は右のように宝永四年に

の場所に当てられたことも、このような歴史的な縁に基

取り払われた後、今度は馬場尻に島津氏二十二代継豊の

易く書き直すと、四元六兵衛の先祖の慶左衛門の代に

なりの建物が建てられていただろう。藩政時代は藩主の

時代享保二十年（一七三五）に再建したが、どうしたわ

（四元家系図によると、四代慶左衛門為法は延宝五年（一六七

づいているのだろう。

けかこれは間もない元文二年（一七三七）にはもう取り

七）六月生まれで、享保八年（一七二三）卯年七月家督、元文

本居以外の藩内で藩主休息用に建てられた家は御仮屋と

除くことになり、入札で売りに出したが希望者がなく、

四年（一七三九）未年三月逝去している。）、入道様 島津氏二

ためのり

建物は横井の方に引移した。（由緒記）
御仮屋跡

春山村馬場尻

月には頭を剃り上総入道と称した。
（県史料旧記雑録追録四）

二一）家督を継豊に譲って隠居し、享保十七年（一七三二）八

十一代吉貴は宝永元年（一七〇四 家を継ぎ、享保六年（一七

(

右は前件有之候上之馬場御仮屋御門跡 ニ相成、其後享保廿

彼は関狩が春山から吉野に移される前年延享四（一七四

)

卯年隅州様御代御取建有之、元文二年己年御取除之筋 ニ而

七）卯年十月、七十二歳で逝去した。）が春山御狩倉で御

御仮屋まで建てて盛大に行われ、そのためその行事に

三〇㌢ばかり地面を広くしての意か―その所へ押巻を敷

て、慶左衛門宅の表の庭を「壱尺 計 地行高ニ相成し」―

のぞみて

御家入札拂被仰渡候。左候得共望手無之、御仮屋横井に

狩をなさった際、右慶左衛門の屋敷へおはいりになっ

従事する郷士まで居住させた春山の御関狩は、どういう

いて暫く休息されたそうだ。その時の押巻を頂戴して今

ばかり

御引移之由。跡地面は当分御藏入地ニ相成居候

事情があってか、延享五年（一七四八）には春山を引き

まわ

に六兵衛が大事に保管している。そしてまたおはいりに

ながらこの記録の終わりでは「年月不詳候」としている。

なった御門口は現在もがり垣に結い廻している。しかし

ゆ

払って吉野に移された。
島津藩主が春山を狩猟地の適地としたことは既に古く

吉貴が入道したのは享保十七年八月で、その後になっ

上井覚兼日記の天正二年（一五七四）九月二十九日の条
に見える。覚兼はこの日藩主義久に従って春山に行き、
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く、身分の低い郷士の表庭に押巻を敷いて休憩しなけれ

て春山に狩に行った。ところが既に昔からの御仮屋はな

四元家に与えられたのであろう。

様休憩の記念として、石垣がはみ出している程の土地が

前記「壱尺計地行高二相成し」の地行高は知行高で、殿

春山狩倉

そうであるという。

また御仮屋の跡地は四元氏宅に行く道路の手前右手が

ばならなかった。そこでまた享保二十年に御仮屋を建て
ようということになったのだろう。そうすると吉貴の春
山行きは享保十八、九年の頃と推察される。
場所に移された。しかし藩の鹿倉は幕末に至るまで続け

春山狩倉は村の東に連る周囲凡そ四里、雑樹鬱蒼、山の西

牧場も、そして関狩の場所も右のように春山から他の
られた。鹿倉は既述のように藩主の狩場であり、一般人

狩倉は元藩主狩獵の場所にて一般人民の狩獵を禁じたる

は春山に属し、東は谷山五ケ別府に属す。

末期元治元年 一八六四 十一月、長州征伐に出陣した

狩倉には狩倉捨（カグラスタリ）と称する特別のものあ

指せる名称となり、地名を冠して何々狩倉と称す。

場所を云いしが、後には「御手山」即ち藩庁直営の山林を

)

伊集院隊の中に、春山 行司 大山藤之丞・同 鹿倉見

り。御立木帳ありて材木の種類本数を記したる台帳あり。

(

廻 中村源右衛門・直木 鹿倉見廻 中馬助四郎・同

普通の狩倉は一切開墾を許さず、又私人の伐採を許さざ

―石谷小学校藏「郷土史資料綴」―

鹿倉見廻がその指揮を受けて管理していた。藩政時代の

は出入が禁じられていた。行司役という役人が支配し、

の郷士を任命した。この鹿倉は明治以降島津氏の私有地

鹿倉見廻内田仙次郎の名が見える。山役人には所在地

るも、狩倉捨にありては一部の開墾又は材木の払下げを

さざる材木あり。楠・樫・杉・梅の類なり。

となり、現在島津興業株式会社の所有となっている。

狩倉を支配する役人は藩庁に山奉行座あり。山奉行勤務

許さるることあり。中には御留木と称して一切伐採を許

は現在その子孫の四元六弥氏が居住しているがその時慶

し、狩倉のある郷には行司を置き、下役に竹木見廻を置

上総入道吉貴が狩に来て休憩した四元慶左衛門の屋敷
左衛門が頂戴して大事に保管していたという押巻はもう

く。 前述の如くこれは鹿倉見廻といった

(

)

又御手山方ありて林産物の販路等商事に関する支配をな

ごう

く当時とは面変わりしており、入口の門も普通の石垣門

ない。庭には池が庭造りされ、氏神の祀堂が建ち、恐ら
になっているが、石垣が一尺程道路にはみ出している。
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さしむ。

島院（櫛間のこと）を守らしめた時、梅吉は大守の厳命

ころで「大守立久公が令弟式部大輔久逸をして日向の福

する在所を賜った。文明十七年初秋、久逸は大守忠昌公

を奉じて吏部（役人）を従えて福島に移居し、吉松と称

春山狩倉には十五役と称し、役人を勤むる家十五戸あり。

第十五章 石谷二百年史

の命に応じて福島を去って本領の伊作庄に移り住み、梅
吉も亦本領石谷を賜う。」

国が町田高久に与えたのが始まりである。そのことに端

石谷を町田氏が領するようになるのは、島津氏九代忠

が、おそらく櫛間移居中は石谷氏の石谷支配は中断して

はないわけで、本領の地に帰ったことになるだけである

知していたのであれば、何も再び石谷を賜うということ

とある。櫛間に移った後も旧の如く石谷及び町田を領

を発して伊集院煕久が高久を暗殺し、忠国が一宇治城を

いたのではないかと思われる。

第一節 石谷姓を興す

攻めて煕久を追い出したことは既に述べた。高久は町田

梅吉はかくて再び石谷に居住することになり、既述の

を祭る福島大明神を、町田の前畑に勧請するのである。

姓を石谷に改めていた。忠国は高久の子石谷頼本に再び

梅吉の子は梅久。梅久の子は伊賀守忠栄。既に述べた

ようにやがて福島在住の間崇敬した足利将軍義教の弟、

その後文明五年ごろ（一四七三）、島津氏十代立久は

ように、島津日新・貴久父子が天文五年（一五三六）三

石谷の地を与えた。石谷氏は土橋の町田と石谷とを支配

実弟にあたる伊作久逸を櫛間（宮崎県串間市）の地頭に

月一宇治城を攻略した頃、右谷氏は島津実久の勢力に押

大覚寺の僧であった尊宥（還俗して義昭・義眼大僧正）

転出させた。そして石谷頼本の子梅吉を久逸の家老とい

されて、梅久は実久の当時の居城清水城に孫の久徳と共

したのであった。

うかお守役のような役にして櫛間に赴任させた。「町田

に人質同然となっていた。

伊作久逸の孫が日新であり、久逸の家老梅吉の子が梅

ただよし

氏正統系図」では梅吉は櫛間の吉松の地を与えられ、こ
町田村は旧の如く領知したとしている。しかし「旧記雑

久であり孫忠栄が石谷城主である。伊作島津氏と石谷氏

もと

こに居住することになったが、石谷城・竹下・中原及び
録前編巻四〇」に記載する「町田氏系図」では梅吉のと

258

259

260

261

262

263

久と秘かに連絡をとり、その年十二月の石谷城攻防戦と

との歴史的つながりは深かった。かくて忠栄は日新・貴

ていたから、久倍は再び先祖代々の本領石谷及び町田の

に任ぜられる。その頃の地頭は領主のような性格を持っ

年（一五九五）になって彼は大口城代となり再び市山地頭

支配権を棄てて市山地方の領主となり、母の墓地もこの

なるのである。

慶長五年（一六〇〇）久倍が死去するや、その遺骨は

地に定め、この地を町田氏永住の地としたのである。

梅久をはじめとして石谷氏の親族でこの戦で戦没する

この地に埋められ、領主としての地位は息子の久幸に引

第二節 町田姓にかえる
者は多かった。日新父子は石谷氏の功を賞して、旧領石

き継がれた。

しかし久幸は翌慶長六年伊作地頭に転補され、市山の

谷及び土橋の町田をその領地として認めるほか、「神

この頃から地頭の性格が変わり、地頭は領主ではなく

地を離れる。

配しているようだから（上神殿の日枝神社所蔵の板面に

藩の地方行政官的色彩を強くし、その所有する石高の土

院の上神殿としているが、上神殿はその頃比志島氏が支

殿」を加増したという。「町田氏正統系図」は神殿を伊集

天文八年十二月、当地頭比志島とあった―伊集院由緒

地は別に与えられるようになる。

譜中」によると、彼は慶長六年伊作地頭に補せられる

すなわち、「旧記雑録後編巻五三」の「町田図書頭久幸

記）、私は上神殿ではなくてもっと石谷に近い神殿であ
天文六年再び石谷城に復帰した忠栄は、石谷姓をもと

ろうと推定している。

内からそれに見合うだけの土地を給されている。更につ

菱刈の一之宮の返地として現吹上町の与倉と中原両村の

と、市山地頭の返地として故領石谷村を賜り、且つまた

忠栄の孫町田出羽守久倍の代になって、菱刈氏討伐の

づいて同八年には長羽村の返地としての土地が与えられ

の町田に改めた。
功によって久倍は菱刈の市山地頭に昇進し、石谷の故地

ているが、その土地名は書いてない。

これでみると伊作地頭になったからといって伊作の領

を離れる。市山在城九年の後、天正六年伊集院地頭とな
かし久倍は累進して藩の家老となり、秀吉の薩摩征伐以

主になったのではない。伊作内の若干の土地は与えられ

り、故地石谷はまた町田氏の支配するところとなる。し
後はほとんど鹿児島城下に居住したと思われる。文禄四
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藩主家久に請うてその六男忠尚を養子とすることにして

妻と同じく早世し、三度目の妻にも子がなかった。彼は

かえしち

たが、それは旧領に対しての返地であって、地頭は地

戸を発して西下し、入国して伊作地頭館に身を置いたと

忠尚は養父の死を弔った後、その実母宮原氏と共に江

第三節 石谷領の確立

暝目した。忠尚そのとき五歳。

方行政官的存在となっている。
かくて、町田久倍が文禄四年（一五九五）石谷の地を
去って以来足掛け六年ぶりで石谷はまた旧主の支配下に
久幸は慶長十六年（一六一一）家老に任ぜられ、職田

いうから（町田氏正統系図）、町田氏の本居は伊作に

帰ったのであった。
（職に対する給料）二千石を給せられ、更に伊集院地頭

に日置郷三千六百石の領主となり、慶長十六年伊集院地

の間監督させることにした。町田氏正統系図はその次に

守及び肥後盛行を命じ、忠尚に二千石を与えて忠尚幼少

家久は幼少の忠尚の後見役に町田久則・同久照・同久

あった。

を兼ねた、と「町田氏正統系図」は記載している。
ところでその頃の伊集院地頭は日置領主の島津常久で

頭職に補せられた（日吉町郷土史上巻）。「伊集院由緒

「久幸の旧領であった高山地頭を収めて石谷の私邑を給

ある。常久は歳久の孫であるが、文禄四年（一六九五）

記」によると、慶長十九年四月の伊集院寺脇楠牟礼神社

う。伊作領地故の如し。」と書いている。

の島津一族や高禄の家臣及び城下士の禄高が記載された

「旧記雑録後編巻七五」に元和六年（一六二〇）当時

もと

の棟札に地頭藤原常久とある。町田久幸の伊集院地頭は

帳面（薩隅日一所衆並麑府衆中高極之帳）があるが、久

常久が他に転補されたあとであろう。久幸は元和二年
（一六一六）には大隅の高山地頭になっているが、どの

幸と一緒に家老を勤めた人達の禄高を見ると次のように

たかきめ

久幸は石谷領主となったが、伊作地頭館に居住し、石

時期に伊集院地頭であったか確かな年月はわからない。

久幸は寛永元年（一六二四）六月十七日、江戸の島津

比志島紀伊守国貞

樺山美濃守久高

高二千百七十石
外ニ三千七百七石三斗五升七勺二匁
〃二千六百六十九石
外ニ役分二千石
〃二千二十二石
外ニ役分二千石

なっており、町田氏の家禄は大きい。

藩邸桜田屋敷で五十三歳を以て病没した。彼の二度目の

町田図書頭久幸

谷には住まず、家老になってからは城下の屋敷に居た。

妻は宮之城領主島津図書頭忠長の娘であったが、最初の
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伊勢兵部少輔貞昌
三原諸右衛門尉重種

に移って以来、はじめて石谷が町田氏の有に帰したとも

受け取られるが、既に述べたように久幸が大口から伊作

地頭に転補された時、石谷は久幸に与えられている。い

高千九百四十四石
外ニ役分二千石
〃千五百八十二石
外ニ役分二千石
〃八千六百十九石
外ニ役分二千石

伊集院下野守久元

ずれにしてもこの前後から石谷の町田氏支配は確立した

えたということはどういう意味か。久幸は高山地頭とし

どういう意味であろうか。また家久が忠尚に二千石を与

の「万治高帳（旧記雑録追録巻八）」によると彼の石高は

り、翌年は島原之役に従軍した。万治二年（一六五九）

集院地頭を兼務していた三原左衛門佐重庸の娘をめと

さて忠尚は寛永十三年（一六三六）当時家老で且つ伊

のである。

右の久幸の石高には石谷が含まっていたと思われる

て二千二十二石を領した。外に家老手当として二千石が

三千五十一石三斗である。当時光久の家老であった町田

が、忠尚に高山地頭職のかわりに石谷の私邑を給うとは

町田本家の当主として、しかも藩主の子供としての体面

あった。しかし忠尚は養父の地頭職は継げない。しかし

忠栄が貴久から加俸された上神殿を加えて六千余石と

の旧領以外に二千石を新たに支給し、かつて先祖の町田

えたということであろうか。「町田氏正統系図」は久幸

千七百石前後となり、幕末、島津斉彬が藩主になった安

ては三千石を持っていた町田家も、藩政時代中ごろでは

門家や一所持家の石高を削ってゆく。一所持家の、かつ

島津藩は年がくだるにつれて経済的に苦しくなり、一

久政の子で忠尚の後見役をつとめた町田伊賀守久則は三

なった、としているが上神殿については既に述べたとお

政二年（一八五五）の記録では（鹿児島県史料・斉彬公

を保たねばならない。そこで伊作で久幸が与えられてい

りで、これは神殿の誤りと考えられるし、この時まで神

史料二の二五一号）、町田助太郎久長（久視の孫）は石高

千二十石四斗であった。

殿の地を持っていたかも疑わしい。当時の制度などから

九百九十八石九斗二升五石七勺二才と記されている。こ

た領地と旧来からの石谷とを合せて二千石分を忠尚に与

みても藩主の子であるからとて六千余石という高禄が五

をはるかに超える石高である。町田氏は石谷村のほか

れはしかし石谷村の前掲天明八年の六百八十九石八斗余

先の高山地頭（地頭職の意と推定）の代わりに私邑石

に、おそらく鹿児島市近在などにその先祖が分与された

歳の少年に与えられるというのには疑問がある。
谷村を給うという文句では、この時文禄四年久倍が大口
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土地を保有しているのである。

注 ・ 伊 集 院 郷 士 は か ねて か ら 三 組 に 編 成 さ れ て おり 、 組

頭が一組に二、三人ずつ配置され、郷士の生活指導監督税

国人を殺害した島津久光は、文久二年（一八六二）の秋

がない。横浜で行列の前を馬上で横切ったというので英

か、人の問題であるが、資料は少なく、そして古いもの

それではこの石谷の地にどれだけの人が住んでいた

番 の 二 組 が 出 動 し 、 惣 物 主島 津 信 濃 が 菱刈 壮 之 助の 組 を

一 段上である。右 の 伊集 院の 場 合いざとい う 時 はま ず当

内 の 方 を 守 る必 要 の 生ず る時 も あ る。 惣物 主 は 物 主 よ り

あ る が 私領 主で あ る 場合 も あ り 、 また 戦 場 に は 出な い で

れ に 当 たること にな って いた 。 地 頭が郷の最 高 指揮 者で

隊とし、隊長を物主と称して、城下士で家格の高い者がこ

収などに当たっていた。これがいざ出陣となると一組を一

帰国するが英国艦隊による報復が伝えられ、薩藩は臨戦

も指揮する。島津信濃久敬は鹿屋市花岡の領主であった。

第四節 石谷の住人

歳以上五十歳までの兵二一二人をいつでも指揮して出陣

体制をとる。伊集院石谷を支配する町田少輔久長は二十

実際文久三年七月二日の薩英戦争の際は、島津久元の

本営西田千厳寺に島津信濃が一陣の惣物主として自らも

することが命ぜられた。（県史料忠義公史料二巻四〇五
号国父久光公御旗本隊）

伊集院一組

物主

菱刈壮之助

伊集院の一隊を率い

「改正軍賦人名」（県史料忠義公史料一巻四八九号）によ

北条織衛

これより先萬延元年（一八六〇）に調査して定めた
ると、伊集院郷は次のようになっている。

細崎助七

堅山八郎

右同

右同

右同
市 来一組

迫水善左ヱ門

高九百九拾九石余

前掲「改正軍賦人名」では石谷は私領の部に

（当時出陣した筆者祖父の記録による）

の諸隊を指揮した。

右同

吉 田一組

三組一手
菱刈杢之助（隆徴）
一組
一組
菱刈壮之助

市 来大砲

郡 山一組

物主

惣物主 島津信濃（久敬）

地頭

現人数三八九人（二十歳から五十歳まで）
一 伊集院
内
内

一 当番
一 当番
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現人数弐百拾弐人

当番一手

ここで次に示す萬
見ていただこう。総

延元年の宗門改帳を

と出ているが、実際出動の直前記録ではこの人数はその

人数六五四人とあ

町田監物

隊も出陣したと思われるが詳細は不明である。

ままで指揮者は監物久要の子久長に変わっている。石谷

い。わずかに一部の資料によってほんの一側面を見よう

〇）ごろの士族人口

ら、萬延（一八六

口は急速に増えるか

る。明治になって人

としている。明治になって藩政時代の支配者及び支配的

はこの程度であった

町田家の政治経済領地支配の詳細に就いては資料がな

年ごろに調査された「鹿児島県地誌」の統計で推測でき

地位にあった階層は変わった。しかしある程度明治十五

末ごろ指揮する兵士

町田民部久長が幕

ろう。

ると思う。
現在松元町の大字となっている藩政時代の六カ村の人
薩摩藩は武士を多く擁し、全国のほとんどすべての藩

掲の数字は納得でき

は二一二人という前

が、士分は人口の六％を占めたといわれるのに、薩藩は三

の数はすべて石谷に

る数である。だがこ

口についての表を見ていただこう。

〇％といわれている。下の表でみると現松元町六大字で

町田氏の当主はほ

居住した人数ではな

戸のうち士族戸数は一七〇戸、実に戸数では七割が士族

とんど城下鹿児島の

士族の占める割合は戸数で三五・四％、人口では三七％

である。士族人口は七三五人、うち男子三三六人。この

屋敷に住み、石谷に

い。

うち二十歳から五十歳までの男子はおそらく文久年度の

は滅多に来なかった

を占める。石谷だけを取りあげると、石谷村の戸数二四〇

調査に近い二〇〇人前後と踏むことができよう。
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この帳面が私宅にある

実施されたかどうかは明

のは、私の曽祖父有馬藤

はずである。鹿児島の屋敷に役職を持つかなりの家来が
を給地としている者もかなり居たであろう。かくて町田

左衛門が、安政五年（一

らかでない。

氏は、いざ事あるときは二一二人の部隊を指揮する隊長

八五八）以来伊集院郷の

いた。その人々のうちには石谷以外の町田氏所領の土地

であり、かねてはその兵士を養うに足る土地を保有して

郷士年寄に就任し、「宗門方 掛 」を仰せつけられていた

カカリ

いたのであった。
私領地の領主には右のような権限と義務とが与えられ

とんど変わらない。多くは百姓の門の名頭達よりもはる

確かめる資料がないのであるが、士といっても百姓とほ

させねばならなかった。石谷の郷士達の経済的な内容を

に、他村と比べると戸数比率では倍以上の郷士達を居住

改宗する者が出て来たが、神之川方限居住（市来神之川

行ったところ、おいおい本尊（阿弥陀仏像）を差出して

衆その外役々の人達をもって取り締まりや改宗教化を

関する問合わせ状も残っている。内容は先般来宗門御改

そのためであろう、市来郷からの一向宗取り締まりに

ことによると思われる。

かに低い生活水準の人達ではなかったかと推定される。

困っている。ついてはそちらに神之川（伊集院神之川

であろう）の郷士でどうしても口を割らない者が居て

ていた。故にわずか七百石足らずの田畑を持つ石谷村

また石谷の百姓達その者も他村の百姓達よりも苦しい生

か）から本尊を差し出した者があると聞いたが、それと

活を余儀なくされたであろう。

と言うのである。申正月二十九日の日付であるから萬延

関係があるのではないか、御面倒ながら調べて欲しい、

岩城久賢委員が「一向宗禁制」について述べておられ

元年と思われ、差出人は、市来 同役 永山四郎右衛

第五節 宗門改帳
るので、その実証として、萬延元年申（一八六〇）十一

また藤左衛門は「此節一向宗取締向 ニ付、昼夜骨折精

門、あては伊集院 宗門方掛 郷士年寄衆中とある。

勵致し」たということで金子百匹を藩から褒賞されてい

月に石谷に行われた宗門改めを次の帳面によって御紹介
しよう。宗門改めは毎年春秋二回行われることになって

きんす

おり、これは十一月だから秋の部であろう。しかし毎年
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る。「菱刈杢之介地頭所 伊集院郷士年寄 有馬藤左衛

いて、その自宅で面接して調査したものである。但しこ

そこで戸籍上の六五四人から右を差引いた七六人につ

次に記す名前の下には幅七㌢長さ五、六㌢の紙札に調

門」あてになっており、菱刈氏の地頭時代であるからや

査結果が細字で書かれて貼りつけてある。取れたものが

の調査は士分のみで、百姓は別である。

それはともかくとして右の帳面は係りの横目達をして

はり萬延か文久の始めごろである。
調査させたものであろう。書き出しは次のようになって

多いが概略はわかると思う。
町田 新太夫

娘

先年自訴申上候節稠敷承知仕候ニ付立障不申

紙札 馬鹿 而 一向宗等存不甲候段母申出候

にして

いる。
惣人数 六百五拾四人

町田 源吾右衛門

百八拾三人

内

大山 伊兵衛

妻
折田 用之進
母

有馬 吉兵衛

飯牟礼 作左衛門 母

飯牟礼 道雲

梅本 四郎左衛門 母

百九拾六人

右 自訴人数

七拾六人

右十四歳以下
右他所中宿

折田 用之進

母

娘

右死人並他所嫁與

有馬 吉右衛門

妻

森山 仁藤次

差引残人数

四元 清右衛門

百弐拾三人

自訴人数というのは町田家の使用人すなわち御役人な

重信 五左衛門

七拾六人
どで、役所や勤務場所などで、自分は一向宗信者でない

大山 源四郎

右同人

妻

妻

ど貧困によるのであるが当分現住所であるべき石谷にお

右同人

ことを既に明らかにした者をいい、他所中宿は、ほとん
らず、他地で働いている者。
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大内田 小兵衛

大内田 源藏

大山 金之進
隈元 八之進

隈元 八之進

隈元 牧右衛門
母

おがみかた

一向宗 拝 方 仕候覚一切無御座候

重信 十郎右衛門 母

姉

母

幼少ヨリ鹿府へ奉公仕居一向宗へ立障不申

重信 市之進

右同人
靏田 休兵衛
妻

母

靏田 休次郎

荒川 惣左衛門

妻

靏田 市藏

有馬 泰助

母

母

大山 金之丞

舞田 渡兵衛

大内田 鉄之進
妻

井口 万兵衛

四元 藤右衛門

妻

母

四元 銀右衛門

岩下 金四郎
満尾 次郎右衛門
母

一向宗へ立障申す心さし無御座候

森山 新藏

満尾 半兵衛

一向宗禁制ニ付立障不申

妻

妻

四元 利右衛門
妻

満尾 けさ之進
川崎 熊太郎

上山 源次郎
四元 利兵衛

右同人

一向宗立障候心得是迄無御座候

益満 十右衛門
妻

妻

妻

益崎 休右衛門
右同人

右同人

重久 善八

右同人

湯元 善之丞

益崎 十郎

一向宗ノ儀ハ親ヨリ遺言ニテ拝方仕不申候

四元 新九郎
母
妻

益崎 仲太夫
中馬 四郎右衛門
重信 権藏
右同人

一向宗之儀ハ御大禁と親ヨリ承知之所ヨリ立

障不申

一向宗ハ一切立障心無御座候

一向宗之儀ハ御法度ニ存申候ニ付障不申

一向宗御禁制之段承知仕申候ニ付立障不申

一切立障候心得是迄無御座候
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湯元 新右衛門
右同人
宇田 善太
山口 権右衛門

右同人
中馬 休右衛門
右同人
石神 伝之進
石神 孫之進
井上 市右衛門
右同人

妻
妻

妻
母

妻

妻

荒川 休之進
妻

井上 直之進
四元 善之進

第六節 領主の系譜

町田氏二十一代忠尚の時代には鹿児島城下に三つの屋

のは新橋にあって広さ一町二十四歩（一㌶強）、中は千

敷を持っていたという（町田氏正統系図）。一番大きな

石馬場にあって七反一畝（七㌶強）、もう一つは西田に

問し、その時まで梅千代と言っていたのを元服させて出

あった。寛永九年（一六三二）春、家久は新橋の邸を訪
一向宗ハ御大禁ノ事ニ付立障心得無御座候

羽守忠共と名乗らせた。冠は義弘の娘で家久の妹の婿で

ある家老の伊集院下野守久元が家久に代わってかぶらし

一切立障申候儀是迄無御座候

めた。

寛永十五年正月島原戦に出陣。十六年四月伊作地頭職
を拝命。

延宝四年（一六七六）九月三日病没、享年五十六歳。

面には名前の下に小票が全部つけてあったはずである

二月生まれ。両兄とも早世したので家を継ぐ。宿病が

二十二代久東は忠尚の三男で万治元年（一六五八）十

福昌寺に葬った。

が、糊が利かなくなって大部分が取れている。小票の文

あって元禄三年（一六九〇）隠居して石谷に住んだ。享

七六人とあったが以上七三人しか記載されていない。帳

句は全く同じというのはなく、どこかちがわせて書いて

保五年（一七二〇）病没、享年六十三歳。石谷の永福寺

たちさわり

ある。結論は一向宗には 立 障 なし、すなわち関係なし

に葬る。

じ文句で書かないというのも一骨折だったろう。

二十三代久居は延宝八年（一六八〇）に生まれ、父が

ということであるが、それを七十余人ものを一人一人同

隠居したので元禄三年十一歳で家督を継ぐ。藩主光久は
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た。同年十一月末吉地頭を命ぜられ、同十二月桂外記忠

後年久居と改める。元禄九年四月新橋の邸宅が罹災し

（元禄三年）十月元服さして助五郎忠英と名乗らせた。

その子式部久始（後久明）をして後見させ、またこの年

する。享保九年（一七二四）三月二十六日生。母は祖父

氏正統系図は讃えている。二十五代久甫、初め久連と称

や銃槍を新調整備することに努めたと、その志行を町田

ぬようなのは子孫ではないといって武道に精励し、甲冑

て今に伝えたものであるから、飽食暖衣して畳の上で死

享保十六年八月六日、町田久儔の後継として町田氏第

とし

厚の娘と結婚し嫡男久儔を生む。同十年新橋の邸から千

孝左ヱ門久東の娘。

げ き

石馬場に移る。
元禄十四年（一七〇一）十一月、石谷に蟄居し、翌年

二十五代の当主となる。実は島津彦太夫久富の三男。

延享五年（一七四八）馬関田（諸県郡）地頭。寛延三

寛保三年（一七四三）十二月、肝付兼隆の女をめとる。

二月家督を久儔に譲った。まだ二十二歳であった。寛延
年七十歳。殿様役が余程嫌いだったのであろう。

年（一七五〇）妻肝付氏死去。年二十三歳。永福寺に葬

二年（一七四九）十一月二十八日、石谷で逝去する。享
二十四代久儔は元禄十三年（一七〇〇）十一月生ま
宝永四年（一七〇七）昔流でいえば八歳で元服。大守吉

歳。同年四月東郷（薩摩郡）地頭職。明和四年（一七六

宝暦十二年（一七六二）正月寺社奉行となる。三十八

る。

貴自ら加冠し、父久居の後見役であった式部久始、今は

頭に転ずる。安永五年（一七七六）正月十一日伊集院地

七）監物と改称、同五年大目付格となり同年五月大口地

れ。母は桂久厚娘。三歳で町田家を継いだことになる。

め、郷九郎忠通と名乗らせた。

頭拝命。

家老となって島津大藏久明といったが、理髪の役を勤
せい

天明二年（一七八二）八月、石谷永福寺を修補する。

享保二年（一七一七）十月、藩主吉貴の妹萋をめとる。
翌三年六月、日向諸県郡高崎郷地頭。同九年四月菱刈本

同三年大御目付に昇進し、職田二百石を与えられた。

法名即吽無動庵主。永福寺に葬る。

天明七年（一七八七）二月六日死去、享年六十四歳。

寺社奉行はもとのとおりである。

城地頭。
享保十六年（一七三一）五月二十八日死去。満三十一
歳になっていなかった。永福寺に葬る。
治政の期間は短かったが、我が家は先祖が萬死を冒し
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久甫について竹下先生の「松元町郷土史第一輯」には

後流軍律を志摩清太左ヱ門清宣に学び、いずれもその奥

津二十五代）の観覧に供した。以来屡々宴席に或いは茶会

また娯楽趣味として能楽を中西某に習って重豪公（島

義に達した。 .

久甫は安永八年（一七七九）の七月、旱天続きで田植が

に君公の招きを受け、恩遇を辱くした。

次のようないい伝えが書かれている。
できず農民は大変困っておりました。久甫は之を見て石

安永二年（一七七三）には御番頭となり禄二百俵を給

和六年（一七六九）十二月山岡斎宮久澄の女をめとり、

久甫の長男久孚は延享四年（一七四七）四月出生、明

二十六代久視

谷の能野神社に詣で、雨乞いの祈願をしました。翌朝にな
ると雨が降り枯死寸前の苗もいきいきとなり、石谷の農
民は大変喜びました。

「町田氏正統系図」は久甫に就いて次のように記す。

う。翌三年九月病気の故を以て職を辞し、以後再起せ

久甫が町田家を継いだ時は年僅かに六歳であった。家
政のことは一切松月院室老（久甫の後見人であろうが何

ず、寛政十一年（一七九九）六月四日病没。享年五十三

久甫の次男を実詮という。（長男以外久の字をつけるこ

誰か不明）が取りしきって、その言うところに従うだけで

とは藩令で禁じられていた。）寛延三年（一七五〇）生。明

歳。永福寺に葬る。

七十貫目にも達していた。久甫はどうしていいか施すす

和七年（一七七〇）名越左源太時央の婿養子となったが

あった。院主が死んだところ負債の元利未清算のものが

た家禄の田地七百余石を売払ってやっと負債を完済する

二年経った安永元年（一七七二）十一月には実家に帰っ

べがなかった。表書院や院主が住んでいた家を売却し、ま
ことが出来た。それからは勤倹これ努め奢侈を禁じ、五十

てしまった。寛永七年（一七九四）正月御弓奉行となり、

は天明七年（一七八七）の二月に没したが、父久孚が病

久視は安永四年（一七七五）十月十日出生。祖父久甫

百石と居宅一区をわけて貰って分家した。

禄七十三俵を受ける。文化十年（一八一三）本家から高

歳になる頃七百石を再び取りもどしたのである。
みつ

久甫は人となり安楽に無為に日を過ごすことを好ま
ず、小壮の時から読書習字にはげみ、国学を本田親盈に学
ヱ門に、剣道を東郷長左ヱ門実貫に、木島流槍術を白尾車

弱なのでその年九月に祖父のあとを継いで町田氏第二十

び、また諸芸（武術）に達したが、はじめ弓術を横山新右
参士国芳に学んだ。又河陽流軍法を坂本廉四郎清東に、越
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六代の当主となる。十三歳であった。翌年二月元服して
監物と称する。寛政七年（一七九五）五月、叔父実詮の
女をめとる。
寛政八年当番頭となり間もなく奏者番を兼ねる。同十

である。

この年彼は「石谷高久之墓」を建て、翌十年には菱刈

永福寺墓地の久倍及びその母の墓を修補して碑を建て、

石谷永福寺に古道場故墳記の碑を建てるなど先祖の顕彰

御用人・御小姓組番頭・奏者番・文化元年（一八〇四）

賜う。翌十年御家老兼行を命ぜられ、同十一年十月二十

文化九年十二月一日、若年寄に任ぜられ職田三百石を

に努力したことは既に見てきた通りである。

五月藩主斉宣の命により江戸に行き、老中及び将軍に謁

九日御家老を拝命する。第二十代図書頭久幸以来のこと

年正月肝属郡田代地頭。享和二年（一八〇二）十二月、

する。その後江戸に滞在し、火事で焼けた芝邸の再建に

であった。職田一千石。

に転ずる。文政元年（四月文政と改元）久視は新納内藏

文化十一年（一八一四）三月国分地頭から伊集院地頭

尽力し、文化三年九月任満ちて江戸を立ち十一月七日帰
文化四年大目付となり職田二百石を賜う。同年四月国

国した。芝邸造営の功労として三十両を下賜される。

月十一日大守斉興は、御休息所の小棚のふすまに西湖山

久視は画をよくしたらしい。文化八年（一八一一）七

戸に滞在する。その間文政五年には新納内藏久命が、九

久視は文政五年から一カ年、文政九年から一カ年また江

院地頭は同僚の家老島津安房守久備が代理をつとめた。

家老川上美濃守久芳に代わって帰国するまでの間、伊集

に代って江戸守邸家老を命ぜられる。文政四年の始め、

水図と百鳥図を久視に書かしてこれを賞め、八丈島の織

年には島津但馬久風が代理して、監物は結局文政十一年

分地頭に転ずる。

絹三反を下賜している。十月十五日御休息所で宴を開

石谷の永福寺墓地にある久視の墓塔の前に石燈篭があ

二月が最後である。

「旧記雑録後編」でみると、監物の家老判は文政十二年

だ。

（一八二八）まで伊集院地頭たること十有余年に及ん

き、席画を求め、久視の固辞するのを許さなかった。
久視は二枚書いて差上げた。宴が終わったあとで斉興
は久視に狩野洞伯の虎画一幅を贈っている。
文化九年久視は「町田正統系譜」四十冊並びに宗図一
巻を編修した。天安二年（八五八）にはじまり文化九年
（一八一二）に終わっている。この間通計九百五十五年
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る。正面には「奉寄進 島津彦太夫藤原久悠」と彫られ、

要没後は仙寿院と号していた。

（一八五八）九月に亡くなっており、墓碑銘によって久

西鹿児島駅前広場に立っている慶応元年（一八六五）

第七節 町田民部久成

ろで述べる。

久要のあとを継いだ久長については、次の久成のとこ

右側には「為探松軒菩提也」、左側には「天保五年甲午七
月穀旦」とある。探松軒は久視の号であるから、久視の
菩提を弔って島津久悠が建てた燈篭である。天保五年
（一八三四）七月が久視死亡の年月であろう。彼は満五
十九歳になんなんとして死去したのである。ちなみに穀
旦とは吉日の意である。

「薩摩藩英国留学生（犬塚孝明著・中公新書）」によると

る。

三月英国に留学した薩藩留学生十五人群像の一人であ

残念ながらその手がかりがない。彼が領主であった時代

久視のあとは監物久要が継ぐが、彼の事歴については
は文政から天保にかけてであろう。調所笑左衛門が藩政

大目付・開成所掛（学頭）。島津門族。家格「一所持」。

町田民部（久成）

励したときと期を同じくする。久要も当然その領地石谷

薩摩日置郡石谷領主。知行高千六百九十六石。天保九年

改革の衝に当たり、産業の振興や藩士の禄高の整備に精
に関して本藩にならって治政に尽力せざるを得なかった

生。二十七歳。開成所創設に参画した開明派。

町田監物久要 安政二年乙卯

付町田民部、側役大久保一藏などの革新派が中心となっ

開成所は時の家老小松帯刀・喜入摂津をはじめ、大目

とある。

だろう。しかしその事蹟を伝えるものはない。
右側

永剛院殿傑心良豪大居士

永福寺墓地の石塔には次のように記されている。
中央

西欧の学問技術を取り入れるため元治元年六月に設置さ

て、陸海軍諸学科、天文・地理・数学・物理・器械など

久要の前妻は文政五年壬午（一八二二）十月十二日に

徒は六・七十人で藩校造士館などから藩の俊才を厳選し

れたもので、当時の蘭学・英学の大家を先生に招き、生

三月二十一日
亡くなっており（清霜院殿寒心貞光大姉）、その墓碑銘

て集めた。（上掲書）

に町田少兵衛久要室とあるから、久要は家督を継がない
頃は少兵衛と称していたことがわかる。後妻は安政五年
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町田民部は新納刑部（大目付。一所持。伊佐郡大口領主。

て新七の教えを受けた。その縁故にて新七にその領邑石

ど開成所の「諸生」が主であった。一行には民部の次弟

（県史第三巻）のであるが、選抜された留学生はほとん

の家督を継いだのは明らかにし難いが、文久三年英国艦

年（一八五九）では二十一歳である。当時久成が父久長

するが、天保九年（一八三八）生まれの久成は、安政六

有馬新七先生と石谷についてはまた別に記することに

谷の開発を託したのであります。」

町田申四郎実積（十八歳）、末弟町田清次郎（清藏とも）

三十三歳）と共に留学生の監督として渡英を命ぜられた

実行（十五歳）も選ばれており、二人とも開成所「諸生」
留学生一行はまだ日本が鎖国の時代で公然と渡航は許

「鹿児島県史料 忠義公史料第二巻」の四〇四号にあ

は湾内各所の砲台を整備して待機した。その時の記録が

隊が鹿児島湾に侵入する公算が大きくなった頃、島津藩

されず、密出国であったから変名を用いた。民部は上野

ので二十拇臼砲三門に六斤砲二門を装備し、物主（隊

る。それによると、屋久島波戸砲台は最近増設されたも

であった。

良太郎、申四郎は塩田権之丞、清次郎は清水兼次郎と名

長）は町田少輔久長とある。拇はポンドであろう。

乗った。一行が串木野市の羽島沖で英国商船に乗りこん
だのは慶応元年（一八六五）三月二十一日、抜錨は翌朝

によって安政六年の末から文久元年（一八六一）十月に

章「石谷に於ける二年間」に有馬新七は町田久成の要請

遺稿（渡辺盛衛著、昭和六・四・一〇発行）」の第二十五

さて、町田助太郎久成である。「有馬新七先生伝記及

伊集院郷からは既に記したように地頭の菱刈杢之助隆徴

の兵員左の如し、と前記本の四〇五号に記されており、

所に集合した。七月一日夜までに鹿児島に集合した諸郷

用意の藩内諸郷の兵は陸続きとして鹿児島及び警備の場

は八月十五日―から翌三日にかけて戦われたが、かねて

薩英戦争は文久三年（一八六三）七月二日―太陽暦で

至る間、久成の領地石谷の治政に尽力したことが記され

を隊長として三八九人が出陣している。諸郷出兵人数の

二十二日（太陽暦四月十七日）であった。

ている。なぜそういうことになったかは「久成嘗つて藩

次に藩内私領からの出陣人数とその領主が記載されてい
あたか

候斉彬の許可を得、直五郎（久成の叔父）と共に江戸に

町田少輔 久長

るが

方』に出仕せし頃でありましたから久成は糾合方におい

伊集院石谷 二一二人

遊学いたしました。時 恰 も新七が江戸に在りて『糾合
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いう追号に代わる。渓淤菟主命の神号はおそらく久長が

竹下先生の「松元町郷土史第一輯」に、久長の時代に

とあって、この時期までは石谷町田家の当主は久長であ

干ばつが度々あって、畑地帯で田圃の少ない石谷の百姓

明治二年に死去したその時に贈られたものであろう。

石谷の町田氏墓地にある久長の墓碑は、それまでの歴

達は大変苦しんだので、久長はその死に当たって「自分

ることは間違いない。

し、正面に
裏面の碑銘に故大番頭志布志外城地頭とあるから、大

した。その後干ばつに際して雨乞いをしたところ雨が

ら自分の霊に告げよ、必ず雨を降らしてやる、」と遺言

の墓は石谷の一番高い所に造ってくれ、干ばつにあった

代の墓とちがって神式の一八〇㌢ほどの棹石を主碑と
けいおと ぬしのみこと お く つ き

番頭に任ぜられ、志布志地頭をも勤めたのであろう。明

降ったと伝えられている、と記されているが、この言い

渓淤菟主命奥津城と刻まれている。

治二年（一八六九）六月十一日に享年五十五歳で没して

伝えは今も石谷の人々に伝えられている。渓は谷水であ

この碑銘によると、この墓碑は大正四年一月に、久長

淤菟は谷水の流れる音であり、主は音をたてて流れる谷

り、淤菟は音を借りたオト即ち音ではないか。すると渓

おん

いる。
の第五子で、十五歳で長兄久成らと共に慶応元年英国に

水の支配者の意であろう。

久長はその遺言に従って雨乞いの対象者にふさわしい

留学した町田清次郎後の財部実行や、石谷の旧臣で陸軍
三等主計正六位勲四等浜田信正外有志の手によって建立

その場所がどこであったかは今はもうわからない。半世

谷川の主宰の神の号を贈られて石谷の高所に葬られた。

紀近くを経て、墓参にも不便であったので、町田家のこ

された。碑銘を書いた人は陸軍中将従四位勲二等功二級
島津藩では慶応二年ごろから廃仏毀釈がはじまり、墓

の永福寺墓地に前記のように改葬されたものと思われ

大久保利貞とある。
碑も次第に従来の仏式に代わって神式になるのである

る。

と彫られた久長の前夫人の五輪塔変形の墓がある。

町田久長室 清鏡院殿○○○顔大姉 安政四年丁己

久長の墓の向かって左側に

が、久長の墓がその没後どのような形式のものであった
かは知るよしもない。現在の墓碑は没後既に四十五、六
年を経たものである。廃仏毀釈運動の進行につれて、そ
れまで行われていた仏式による法名は神式の何々之命と
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この墓の右側に石燈篭一基が建てられているが、奉寄

成も大いに活躍するが、京都における島津藩の中心的存

これから見ていくように、町田久成が若くして次第に

在であった小松帯刀は久成の義理の従兄であったのであ

日の上の欠けた部分は安政である。棹石の他の面に寄進

藩政府に重用せられ、明治維新そして文明開化の新時代

進為清鏡院殿冥福と彫ってあるから久長夫人の冥福を

者の名が彫られている。主人の町田久長、長子久成、仙

を築いてゆく薩摩の重要な人物となっていくのは、民部

る。

寿院（久要後室）、町田実用、同実種、同藤七郎、同実秀

自身の実力才能もさることながら、小松家と町田家が姻

祈って寄進されたものである。○〇四年丁己九月二十一

など町田一族の他に、吉利領主小松清廉夫妻の名があ

戚関係にあったことを見落としてはならないと私は思っ

廉は、実は喜入の領主肝付主殿の三男であるが、小松家

突走った長州は排斥され、彼らは三条実美以下の七公卿

文久三年（一八六三）八月十八日の政変で攘夷運動に

ている。

る。
久長の妻清鏡院殿は吉利の小松家から輿入りした。西

二十八代清猷が安政二年（一八五五）二十九歳で没し、

を伴って郷国に引き揚げた。幕府はなおも長州を追及す

郷・大久保と共に明治維新の立役者となった小松帯刀清

後継者の男子がなかったので、安政三年数え年二十二歳

いたさずそうらは

る意図があって、翌元治元年二月十一日、「松平大膳大夫

すじこれ あり

で小松家の養嗣子となった。久長の妻は清 の姉妹で、

おおせつけられそうろう

門の変即ち蛤御門の戦においては、実戦上の指揮者は西

も、軍役掛の家老として中心的な存在であった。特に禁

英戦争、そしてその翌年七月の京都における禁門の変に

老に任ぜられ、御軍役掛を命ぜられる。翌三年八月の薩

この通達を薩摩藩では二月二十七日に藩内に通達した。

合は討伐するからその用意をせよ、ということである。

において若し幕府の方針に反するような態度があった場

藩に通達した。長州藩主に訊問したいことがあるが、彼

征伐可被遊思召ニ付、其節ハ討手被仰付候…」と有力諸

あそばさるべきおぼしめし

（毛利敬親）父子へ御糺問ノ筋有 レ之、万一承服不致候バ御

郷吉之助であるが、その上にあって藩を代表する者は小

号）

（鹿児島県史料―忠義公史料第三巻・二四六及び二四七

小松帯刀はその後文久二年（一八六二）十二月には家

清廉にとっては義理の伯母にあたる人と思われる。

松帯刀であった。蛤御門の戦では後述するように町田久
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がそれをみると出軍部隊の幹部は御名代（藩主に代わっ

なお同日付で「長州征伐出軍人名」が発表されている

り、公武合体派の諸侯に分裂があり、四月には上京中の

しかし幕府最高幹部の人事が目まぐるしく変わった

長州訊問どころではなくなった。この間長州では勢威回

には将軍家茂も江戸に帰るなど京都の政情が安定せず、

復の論が高揚し、七卿の免罪を訴えると共に攘夷派の勢

島津久光・松平慶永など相ついで郷国に引き揚げ、五月

伊集院郷石谷ヲ領ス）、御側役 蓑田伝兵衛、御軍役奉

ての薩軍統率者）島津周防（忠鑑、重富領主）、御家老

行 折田平八の名が記され、以下出軍が命ぜられた諸郷

力をばん回しようとして六月になると京都周辺に長州藩

喜入摂津（久高、鹿篭領主）、大目付 町田民部（久成、

の物主（隊長）の名前が挙げられている。久成は右のよ

兵が続々として集結するようになる。かくて七月十九日

軍大操練とあって、四月五日調練場において長州征討出

「忠義公史料第三巻（二七一号）」を見ると、長州征討

の元治甲子之変となる。

うに出軍の最高幹部の一人である。
「志布志旧記」には藩からの志布志への通達として次
諸郷御先手

のような記事が記されている。

川上佐太夫

福崎 助七

「朝より大雨車軸を流すが如く、瞬時も熄み間なし。

とが記され、五月十五日「前掲書三〇八号」もまた長州

摂津その他出軍の兵が出て攻城野戦の操練をためしたこ

軍の隊兵の操練が催され、御名代島津周防や家老の喜入

志布志

山田

然れども実場試験の為なりとて厭はず操練せり。此時火

蒲生（物主） 川上八郎右衛門
国 府

野村勘兵衛

や

出軍奉命の大小砲隊調練が開催されている。

大 口

上原藤太夫

司

水 引

隈之城

縄銃携帯の者ありしが一発も放つこと能はず。雷管機銃

れり。此日御名代周防殿初め諸役者もみな出場せり。」

は其憂なかりしかば是よりして雷管機改制することとな

右一陣惣物主町田民部
この時の出軍予定人数は「上下およそ二千五〇〇人

軍の勝利をもたらす要因の一つとなるのであるが、右の

火縄銃を雷管銃に替えたことはその後の戊辰戦争で薩

余」であったが、久成は出軍本部の幹部として、また右
の如く六郷約七八〇人を率いる隊長として采配をふるう
ことになっていた。
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かは、明らかにし得ないが、七月十九日の戦には彼は京

島に居て調練にも出場している。彼が何時京都に上った

記事にあるように、恐らくこの頃までは久成はまだ鹿児

（清廉）参謀タリ。御小姓与番頭吉利群吉城下兵一隊、及

ニハ公子島津備後殿（忠鑑）ヲ総督トシ、国老小松帯刀

ヲ守護センカ為日之御門ニ備ヘタリ。嵯峨天龍寺ノ討手

下兵一隊及ヒ隈之城・水引・蒲生等兵二隊ヲ率ヒテ禁内

とあってこの戦に町田久成が出動していることを述べ

野戦砲一隊ヲ率ヒテ進軍…

ヒ出水・高岡・阿久根・穆佐・樋脇等五ケ郷ノ兵四隊、

むかさ

都に居た。
「十九日未明天龍寺に駐屯していた家老国司信濃を大
立売門・蛤門・乾門に押し寄せた。伏見街道を北上した

ており、同書三八五号「御軍役奉行伊地知正治書状写」

将とする長州兵は久坂玄端をはじめ八百余名が御所の中
福原越後の率いる七百余の長州勢は大垣藩兵に破れ、竹

にも

田民部殿ヲ始御城下諸郷禁裏御警衛ニ繰出シ、一方ハ備

御屋敷ヨリハ十九日未明ヨリ、一方ハ図書公、惣大将町

田街道を北進した一隊も会津・彦根藩兵に破れ、蛤門に
薩州藩兵が来援して側面から敵を衝いてこれを潰乱せし

後公、帯刀殿惣大将ニテ、其外御城下諸郷天龍寺へ攻メ寄

おいて会・桑（会津・桑名）二藩は苦戦に陥入ったが、
めた。長州藩士来島又兵衛は之に死した。鷹司邸に拠っ

ス可シト…

ともかく彼は「禁門之変」において薩軍の幹部として

た久坂義助・真木和泉等の兵五百余に対しては福井藩が

奮戦した。その結果同年十月十七日、大守より御刀一腰

と書かれている。

戦に陥ったが、蛤門に敵を破った薩・会・桑三藩兵が同

先づ之を攻めて血戦し、彦根藩兵の来援するに及んで混
邸の四周を包囲し火を放って之を攻め、遂に之を潰滅せ

を褒賞として与えられている（前掲書四六一号）。

町 田 民 部

しめた。」
―維新史料編纂事務局発行「概観維新史」禁門之変・
「七月十九日ノ昧爽、公子島津図書殿（忠治）ヲ総督ト

ヲ救ヒ奉リ候段聞コシ召シ上ゲラレ、別シテ御満悦ニ思

ヲ指揮致シ、粉骨ヲ尽シ、遂ニ賊徒ヲ退散セシメ、御危難

右ハ在京之節、当七月十九日長賊闕ヲ犯スノ 砌 、諸隊

みぎり

シ、大目附町田民部（久成）・御小姓与番頭川上右膳（久

前掲「忠義公史料巻三」三六七号「禁闕守護兵出發」に、

賢）・御側役 西郷吉之助・御軍役奉行伊地知正治等城
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条、猶ホ忠勤ヲ抽ンヅ可ク候

召サレ候、仍テ御褒賞トシテ右之通拝領仰セ付ケラレ候

従って北九州に出陣した。しかし第一次長州征伐と称さ

一月初め二千数百の兵が総督島津久明（日置領主）に

これより先元治元年五月頃五代才助は藩に上申書を提

した伊集院隊一三五人も翌元治二年一月には一人も欠け

うことになり、戦わずして結末を告げた。北九州に出陣

された西郷吉之助の斡旋がみのって、長州藩の恭順とい

れるこの事件は、征長総督徳川慶勝からその参謀を委託

器機械軍艦などを購入し、一、海外に留学生を派遣して

出して一、上海貿易によって利潤を挙げ、以て欧米の武

ることなく再び郷里の土を踏んだのであった。

の勉強が始まるのであるが、禁門之変の教訓は優秀な外

に、元治を改元して慶応となった元年五月二十八日（一

留学生一行は激しい勢いで転変する郷国の政情をよそ

れ、三月二十二日の羽島沖抜錨となったのである。

のことは、人選などに曲折はあったが着々として進めら

このあわただしい時局の中にあっても海外留学生派遣

海外の技術を修得せしめ、以て富国強兵の実を挙げるこ
とを説いた。その内容は細かな数字の裏付けがなされた
すこぶる緻密なものであった。

国製の武器、機動力の勝れた蒸汽船、傷病兵の治療に効

八六五年六月二十一日水曜日）の午前八時、英国サザン

先述のように六月には開成所が創設され、英学・蘭学

果の著しい西洋医学、更にはそれらを生み出す基盤とな

の、あるいは風なき印度洋の暑熱にあえぎ、あるいは埃

プトン港桟橋に降り立った。羽島を立ってから二カ月余

及の汽車の轟音とその速さに魂を飛ばし、苦しさと驚き

る前般の科学及び技術の導入が最早しばしもゆるがせに
代才助の建言の実行を促すことになったのである。

できないことを痛感せしめたのであろう。そのことは五

英京ロンドンまでの旅行やそれからのロンドンの生活

の続いた長い日数の旅であった。

が、彼が大守茂久（忠義）から刀一腰の褒賞を受けた頃

については「薩摩藩英国留学生」に詳しく語られてい

町田久成がいつ京都から帰藩したか明らかにし得ない
は既に鹿児島に帰っており、海外留学生派遣運動の渦中

る。

ロッパ大陸を旅行し、十二月にはフランスから帰国の途

新納刑部及び五代才助は英国を視察し、七月にはヨー

にあったと見てよかろう。
天下の大勢は、この事変後直ちに長州は禁門に発砲し
たかどで朝敵となり、長州征伐が下命される。薩藩も十
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京都藩兵の強化、外国製武器の購入などで藩費もかさ

あった野村宗七及び以前から英国に来ていた薩藩士中井

ンドンを立ち、右の万国博覧会薩藩派遣使節の主任で

いったんロンドンに引き揚げた久成は旧暦四月八日ロ

立役者として明治政府の開化に先鞭を付けた町田久成

み、留学生への藩からの仕送りも途絶え勝ちになる。彼

についたが、久成は留学生の監督としてロンドンで一行

らがロンドンに着いて一年たった慶応二年六月下旬、町

弘と共に仏国マルセーユから乗船して帰国の途につい

に、博覧会や博物館に関する最初の学的栄養をこの博覧

田清二郎（清藏）・その兄申四郎・名越平馬・東郷愛之

た。久成の滞ヨーロッパは満二カ年になんなんとしてい

の面倒を見るのに苦心している。慶応二年になると国内

進・高見弥一の五人は帰国の途につき、八月には鹿児島

るから、英学に関する造詣はかなりのものがあったと推

会は供給したと思われる。

に帰った。弟達がまだ英国に居る頃久成は度々郷国の父

の前夜であった。

定される。そして、彼が帰国した時期はまさに王政復古

では薩長の盟約が成り、討幕への機運が進むにつれ、在

久長から仕送りを受けているが、弟達や名越らの帰国の

帰朝した翌年即ち慶応四年（九月明治と改元―一八六

けい

原因も一つには留学費の欠乏にあったらしい。なおその
後引き続いて滞在する者は郷里からの仕送りを必要とし

八）正月、久成は維新政府に出仕し、参与職外国事務掛

二年には外務大丞に任ぜられた。明治四年文部省が設置

た。民部久成が帰国した後、吉田・鮫島・森・市来・畠

慶応三年一月二日、パリ万国博覧会への薩藩使節岩下

されると文部大丞に転ずる。そして明治五年のオースト

を命ぜられ長崎裁判所判事となり、九州鎮撫使参謀を兼

方平一行がパリに到着した。当然民部は岩下らと連絡す

リア博覧会、同七年の米国博覧会などに御用掛りあるい

山・磯永らは米国へ渡る。色々な事情によるのである

る。同年二月二十七日（太陽暦四月一日）のナポレオン

は事務局長として携わり、既に慶応三年のパリ博覧会に

ね、更に外国判事となって外交事務畑で活躍し、翌明治

三世とその妃を迎えての万国博覧会の開会式には久成は

の権威者となる。明治八年内務省に転じて四等出仕とな

関与した経験もあって、当時の日本における博覧会関係

が、米国は英国よりも生活費は安かった。

出席した。パリ万国博覧会における幕府と薩摩の対立、

り、明治九年正月、内務卿大久保利通に博物館建設の建

仏人モンブランの登頂など歴史的なそして劇的な事件が
この間パリで演出されたことは有名であるが、博覧会の
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「薩摩藩英国留学生」はこの建白書の一部を記載して

うと高利貸から金を借りた。その保証に立ったのが正精

二郎の父正精と親交深く、明治十四年ごろ事業を起こそ

十五年十月官界を去っている。同書によると彼は床次竹

いるが、同書では「町田が英国留学から帰朝直後、すで

であるが、事業は失敗して床次家は苦労する。久成が官

白書を提出した。

ところである。」と述べている。久成が文部省から内務

に博物館創設の構想を抱いていたことは疑う余地のない

省に移ったからである。はじめ博物館と改称し、内務省

を辞し、剃髪して僧となり、諸国行脚に旅立つ。晩年は

議官に任命する。しかるにこの年彼は突如としてその官

彼を野に置くのを惜しんだ政府は、明治十八年元老院

界を去った原因はここにあるようである。

第六局に属した。後博物局と改められ、久成は明治十年

滋賀県大津の三井寺山内光浄院の住職として俗世を離

省に転じたのは文部省に属していた博覧会事務局が内務

なり、内国勧業博覧会審査官を兼務し、博覧会事業の進

一月内務大書記官に昇任すると同時に最初の博物局長と

え我が国民の立ち遅れを痛感し、一般民衆が容易に目に

彼は各国の博覧会に出席し、欧米文物の躍進にひきか

ため無銭旅行を企て、見事に成功してシカゴで大歓迎を

アメリカのシカゴで開催されたシカゴ博覧会を見物する

「郷土人系」は彼のエピソードとして、明治二十六年

歳を以てその生涯を終えた。

れ、ひたすら仏事に尽くし、明治三十年九月十五日六十

し耳に聞き、直ちに新知識を摂取し得る博物館の設置と

展、博物館建設に努力する。

国内各地に博覧会を開催することを国家の急務と考えた

めて豊富で、音楽にも詳しく、多芸多能なことは「天下

受けた、と記している。また美術工芸に関する知識は極

には観音像などを好んで描いたらしいといっている。

長じていたところから古書画などの収集につとめ、余技

が、同書も、彼は仏門にはいってからも古美術の鑑識に

―町田久成」の記事を中軸として書いているのである

この項は「薩摩藩英国留学生」中の「博物館の創立者

の奇才」とまで言われたという。

のである。彼は前記建白書においてそのことを強く主張
し、本館を東京上野の山内に置くよう提唱し、且つ植物
園や動物園の併設まで説いている。これが現在の東京国
立博物館となりまた上野動物園となる。
彼は明治十四年農商務大書記官に転ずる。国内勧業博
覧会の事務が農商務省の管轄に移ったからであろう。
南日本新聞社編「郷土人系（上）」によると久成は明治
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同書に明治三十年九月十八日付け東京朝日新聞の弔文

が記載されているが次にそれを紹介しよう。
「薩藩の人傑町田久成
薩 藩 の 名 家 町 田 民 部 とて 維 新 の 前 よ り 聞こ え た る 人

る限り、松元町史の中に有馬新七の事蹟を逸することは
できない。

右の私の既著を経として、いささかの緯を加えて国士

有馬新七がその生命を燃やした石谷の二カ年を綴ること

元老院議官に累進し、世と俯仰して後世子孫の計に巧な

行政を預かることになった。石谷の治政については従来

久成の懇望によって、新七は町田氏の領地伊集院石谷の

既に述べたように、石谷領主町田少輔久長の嫡子民部

にする。

らんには、彼の近頃官軍の旗持雑兵達の子・男爵たるに

それぞれの役職があり、それを担当する古くからの家来

傑、国事に奔走せし功労少なからずして、王政復古の後は

比して尊き授爵の恩典にも浴すべかりし身の、高華豪爽

達がいたのであるが、新七はどういう役職を与えられて

か

勲三等町田久成卿は、昨年来病を東京上野山内なる明法

世として払戻して、一朝剃髪仏門に帰依したりし従四位

石谷の地に臨んだのかその辺は明らかでない。

は伊集院郷石谷一千七百石の領主町田助太郎久成に招か

〈そのうち年があけて万延元年（一八六〇）二月、新七

だこう。

ここで「伊集院郷土史第一部」の関係か所を見ていた

院に養ひ居たりしが、去る十五日午前二時を以て入寂さ
れたり。名士幸に聖世に遭遇して、而も顕達を以て終ら
ず、孤錫敗鉢、空しく荒刹の中に埋む、悲しむ可きなり。」

墓は近江国長等山法明院にあるという。

生を抜きにすることはできない。私が「伊集院郷土史第

「伊集院郷土史」において明治維新の志士有馬新七先

行われていたばくちなどの不真面目な行いがすっかりな

をおこし、青年子弟の訓育に当たりましたので、それまで

道場を建て、石谷の青年達に剣道をやらせると共に夜学

長である。）石谷の統治を託されました。彼は石谷に移り、

れて、（これは誤りで既述の通り石谷の領主は久成の父久

一部」の第十四章に「有馬新七正義」を掲げた所以であ

くなったと申します。彼は悪いことをした者には、罰とし

第八節 石谷と有馬新七

石谷は有馬新七がその生涯三十七年のうち晩年二カ年を

て遠い所から石を運搬させて、坂道でとても道の悪いと

る。その第八節には「鹿児島雌伏―石谷を治む」とした。
その生命を燃やした土地である。松元町の中に石谷があ
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悪事が止んだといわれ、一石二鳥の成果をあげました。彼

残っており、そのために道路はよくなるし、また青年達の

ころを立派な石だたみの道にしあげました。今もこれは

れた当時の人々にとっては一時間半の距離である。石谷

石谷から伊集院の中心地までは約八キロ㍍、歩行にな

谷に滞在するときの役所兼住居の跡は今も残っている。

ぬ。石谷に居たり鹿児島に帰ったりであったろうが、石

い。その頃彼の叔父にあたり、共に藩主から精忠士と呼

滞在中しばしば伊集院を訪れたことは察するに難くな

更にまた、鹿児島の町田家の邸にあった楠木正成の木

ばれた坂木六郎は伊集院郷の行政の衝に当たる郷士年寄

い助け合う方法を講じています。
像を石谷に移し、楠公神社を建てて住民の思想教化のみ

の職にあった。石谷の行政執行にあたっては、彼は六郎

は五人組の制度を設け、税法を定め、又困窮な人々がお互

ちしるべとし、その落成の祭典には、大久保（利通）、岩下

成と共に江戸に上り、新七から教を受けた人物である。

る。町田直は町田直五郎の略で、久長の四弟で、甥の久

新七が、町田 直君 玉案下 とある書信に拠ってい

延元年五月十二日付け、石谷山人と自分のことを称した

右の夜学をおこし道場で青年達を訓練したことは、萬

―右の石坂は現在松元町文化財に指されている。

があったろうということであった。それはそれとして、

る。私が小さい頃聞いたのでは、新七先生は鼻茸の病気

どでも、先生の雷音で終夜寝れなかった、というのであ

いうことになると、表座敷から三室も離れた下男部屋な

奥の表座敷）で藤左衛門と碁を打ち、その晩はお泊りと

がある。時々新七先生がうちに見え、いつちの表（一番

集院郷の郷士年寄を勤めていた。私の家に伝えられた話

当時私の曽祖父有馬藤左衛門は、坂木六郎と同じく伊

叔父に聞くところが多かったであろう。

更に同年六月二十二日付けで「石谷より有馬新七」と

石谷の行政について、彼は先輩に聞き、熱心に考え、天

盛大を極めたといいます。〉

（方定）、有村（俊斉）等多数の有志が鹿児島より参列し、

して鹿児島の町田助太郎にあてた書信において、五人組

下に施すべき方策を僻邑石谷に施したのである。

おしむらくは、彼が石谷における事跡を見る可き史料

いて次のように述べている。

渡辺盛衛氏はその著「有馬新七先生伝記及遺稿」にお

の制度を設け、税法を定め、すすんで領内における刑法
新七の居宅は鹿児島市の加治屋町にあった。しかし当

を定めることを進言している。
時のことであるから石谷まで毎日通勤するわけにはいか
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七の経世の才に驚きしてとあるも、今やその寺院頽廃し、

となりて三井寺に在るや、なお新七が当年石谷における

す。故寺田望楠翁かつて著者に語りて曰く、町田久成の僧

散逸して、その全貌を見ることが出来ないことでありま

坂木鹿四郎に就きて河陽流の兵法を学びしによって、楠

を建て、南木大明神という額を掲げてありました。久甫は

町田久甫の時代に、鹿児島の町田家の本邸内に移し、小祠

り、石谷の熊野神社内に祀りしを、安永六年（一七七七）

めたる三個の木像の一なりしに、故ありて町田家に伝わ

公の遺像を崇祀したと見えております。

趣法書を藏しておられた。望楠たまたま行きて之を見、新
斯書の行方不明となった。恐らくは紙屑屋の手に渡りし

ているのでありました。又、新七は町田氏に謀り、古来町

蓋し新七は一国の宰相としての経論を此の小邑に試み

明治九年ごろ、当時宮之城の区長であった辺見十郎太が

軍神として祭られましたが、後春日神社境内に遷座され、

（旧私学校跡―有馬注）、大中公維新公などの神霊と共に

さて、右の楠公の神体は明治初年、更に鹿児島に遷座

田家に伝わりし楠公の木像を以て神體とし、楠公の祠堂

請うてこれを宮之城に移して奉祀した。今宮之城にある

ならんと。

を石谷に建立しました。…

い。楠公神社の建設は、有馬新七の思想の根源から発

そして、その御神体がどうして現在宮之城の楠公神社に

楠公神社を有馬新七がいつ石谷の地に創建したのか、

湊川神社の御神体は即ちそれであります。

し、彼の三十八年の生きざまを形にあらわしているもの

さて、ここで楠公神社のことに触れなければならな

であるからである。

「石谷郷土史（昭和十五年紀元二千六百年記念刊）に

るので略記しよう。

輯」に竹下隆二先生がいろいろ研究して記述しておられ

なったか、それについての曲説を「松元町郷土史第一

前記渡辺盛衛氏の本には次のように書かれている。こ
れが大体楠公神社に関する通説となっているが、これを
めぐって色々な説話もある。ともかく盛衛氏の説を紹介

手に矢を携へ打鳥子に水干の凜々しき扮装なり。彫刻の

の木像を見たところ、『高さ六・七寸、右手に弓を執り左

よると、有馬新七が神戸の湊川の廣厳寺に詣で、楠正成

楠公神社の神体とした楠公の木像は、町田氏正統系譜

しよう。
及び白尾国柱の「倭文麻環」に據れば、光圀（水戸の徳川

妙神に入り神彩生動真に迫る。』そこで寺僧に請うてそ

しづの おだまき

光圀）が楠公の墓碑を湊川に建てし折、彼地の廣厳寺に納
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祭った、というのである。（筆者注・右の打鳥子という

の木像を貰い受け、鹿児島に持ち帰って石谷の丸岡に

納ムル所ノ木像タリト云フ。

ヲ納ムル也。其後故有ッテ吾ガ石谷ニ在リ。是レ廣厳寺ニ

公ノ廟ヲ摂津坂本村湊川医王山廣厳寺ニ建テ、斯ノ遺像

スト伝エ称ス。元禄四年（一六九一）水戸侯源光圀卿、楠

「有馬新七先生伝記及遺稿」の著者渡辺盛衛氏は、大正

のは打烏帽子の誤記と思われる。竹下先生が宮之城の楠

十五年二月七日、その友人で鹿児島県立一中の教諭で、

公神社に詣で、木像の御神体を写真に写し、その一枚を
甲冑で烏帽子水干の姿ではない。右手は肘から折れてい

いただいたのであるが、高さは六・七寸程と見えるが鎧

ありませぬが、その遺跡なお一丘上に存し、当年の状を

後鹿児島県史編纂事業にも参加した郷土史家伊地知茂七

偲ばしむるに足るものがあります。」と述べ、その頃既

るのでわからないが、あるいは弓を握り、左は腰にあて

「石谷郷土史」のもう一つの説は、石谷領主町田久甫

及び同じく一中教諭の木藤長の両氏と石谷を訪ね、「新

が参勤交代の帰途神戸の廣厳寺に詣でたところ、見るか

に神社はなかった丸岡を踏査している。そして「丘下の

七の遺業を探りて楠公社の遺跡を訪ねました。祠堂こそ

げもなく傾き壊れた堂宇の中に安置してある木像を見

飯牟礼某の家に、旧楠公社の遺物二、三点を蔵していま

ているからあるいは矢をたばさんでいたのかもわからな

て、これはもったいないと住持に請うて貰い受け、領地

市来、南郷孫太夫兼氏以下八人の氏名を刻している。』

す。その中の石塔には、『奉献文久元年辛酉夏四月五日、

い。）」

仁田尾の御仮屋に安置した。それを有馬新七が町田家の

これにて楠公社の建立が文久元年の四月以前であったこ

家老飯牟礼量平と謀って丸岡に神社を造って移した、と
いうのである。

とだけは確かである。」と述べている。

これら専門的な学者の研究と重ねて、いま述べた町田

竹下先生は昭和三十八年一月宮之城の楠公神社に詣
で、文書などを写しておられるが、その文書の一つ、東

氏系譜抄の記録はまず正当を得たものと思う。御神体で

〈故あって〉の〈ゆえ〉はいろいろ説がある。いずれに

．あ
．っ
．て
．と記されているが、この
ものである。それが故

あった楠正成の木像は、水戸老公光圀が廣厳寺に納めた

京島津編纂所の猪谷宗五郎氏が奉納された「町田氏系譜
安永六年丁酉（一七七七）始メ楠正成ノ遺像、石谷熊野

抄」に次のような記録がある。
神社内ニ在リ。今茲ニ久甫迎ヘテ本第（居住の邸）ニ奉安
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先に述べたように楠公神社の建設はその年の四月以前

て鹿児島には居ない。

れてあった。それを安永六年に久甫が鹿児島の本宅に移

であることは確かである。秋、九月の大祭に新七は鹿児

しても石谷に運ばれて、石谷の総鎮守熊野神社に安置さ
して奉祭した。理由は、久甫は兵学を坂本廉四郎に学ん

べきだとする彼の実践活動の狼火をあげたのである。

楠公神社の建設鎮座にあたって、新七は祝詞を奏上し

島の同志に連絡し、時期はまさに討幕尊皇の実を挙げる

であった。久甫はよって楠正成を知り、その木像が領地

たにちがいない。そして五月二十五日は湊川において正

祖とし、豊臣秀吉の軍師竹中半兵衛へと伝えられたもの
石谷の熊野神社に奉祭されているのを知り、驚いて鹿児

成公の戦死された日である。「楠公論廼弁」―天保甲辰

で上達するところがあったが、坂本の兵学は楠正成を源

島城下の本宅に祠堂を造って移祭したというのである。

（一八四四）の秋八月三日、平の正義記す。「楠神御伝

いるところからも察せられる楠公心酔の新七が、五月二

記」、「楠公伝」―安政二年（一八五五）十一月、を書いて

文久元年辛酉九月四日、有馬新七正義 と後記してあ

十五日の正成公戦死の日に祭典をしないはずはない。祝

もともと楠公精神を理想とした有馬新七がこれを見のが

る楠公神社に納めた祈願文が新七の遺稿集におさめられ

詞も必ず奏上したにちがいないと私は思っている。しか

すはずはない。

ている。彼が国学にどのように深い学識をもっていたか

しその事跡は残っていない。

は、楠公神社の竣工奉告のことは片言も触れていないの

の新七の荘重にして沈痛、しかも激烈な尊皇尽忠の祝詞

何を原典としたのかわからないが、文久元年九月四日

を示すと共に、その尽忠一徹、生命をなげうって尊皇の
のりと

精神を披瀝している祝詞である。

れき

実を挙げようとする火の魂の躍るに似たすさまじい彼の
「石谷郷土史」はこの祈願文のおさめられた文久元年

右ヱ門（正治）、西郷吉之助を始め此等の諸豪と志を同

祭を執行せり。此日来会者大久保市藏（利通）、伊地知竜

えている。そして世情の風雲急なるに当たって、城下鹿

教化のしるべとしてその役を果たしつつあったものと考

私は、楠公神社はその年早く竣工し、石谷の青年達の

で、それに関する祝詞とするわけにはゆかぬ。

じうする城下の小壮有為の輩悉く参集せりと云う。」と

児島の同志に滅私以て維新回天の壮挙を鼓舞せんとして

九月四日に「荘厳なる遷座式に兼ねて盛大なる竣工奉告

記しているが、西郷吉之助は当時まだ大島に流されてい
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内容はそのことのみをうたっている。鹿児島城下の志士

挙行したのが九月四日のこの秋の祭典であった。祝詞の

に来たり、射撃演習をして楠公神社御神体の木像を持ち

を兼ねていた。）が常備隊三十人ぐらいを引率して丸岡

範であり、当時伊集院・郡山・市来・串木野四郷の地頭

庇護に依るところが大きい。かつて藩校演武館の剣道師

治三年三月、鹿児島藩大参事西郷隆盛（注・西郷が藩大

去り、伊集院の地頭仮屋の表座敷にこれを奉斎した。明

達が来集したということであるが、新七のこの祝詞奏上
事件に直結すると見るべきであろう。

に興奮したにちがいなく、それは翌年の京都伏見寺田屋
楠公神社については竹下先生の「松元町郷土史第一

置県によって軍務局もそのうち廃止となり、御神体（御

この木像を鹿児島の軍務局に移した。明治四年七月廃藩

参事に任ぜられたのは明治三年七月である。）の主唱で

「神社は現在東部落丸岡の頂上にある。参道は五〇㍍

軍神様と呼んでいた）の奉安維持も困難となったが、明

輯」に詳しいので、それをもとにして以下略記する。

基と右側の老木の下に石祠に祭られた馬頭観音がある。

治七年私学校が創設されるや私学校の守護神として校内

ばかり、急坂になっていて登ると社殿の左側に石燈篭一
境内の広さは三㌃程。現在の社殿は昭和二十七年五月に

に遷祀した。

とど

区長
戸長

行キ届キ候様

可 執 計 候事

とりはからうべく

右ハ今般該郷へ鎮座候条 永年祭祀

楠公神像一躰

宮之城

戸長にあてた一札が宮之城楠公神社に蔵されている。

山綱良がこの神像の遷祀に当たって宮之城の区長並びに

治十年一月、宮之城に移されて今に至っている。県令大

はこの木像を宮之城に奉祭したいと強く要請し、遂に明

明治八年辺見十郎太が宮之城区長に任ぜられたが、彼

再建されたもので、紙の御幣が御神体となっている。
社殿左側の石燈篭には
文久元年辛酉夏四月五日
浜田信親 橋口兼好

市来 南郷兼氏 伊地知秀一 益崎実次 原 恒徳
浜田信芳 満留房信

と刻まれている。この燈篭は既に述べたように渡辺盛
衛氏らが丸岡の麓の飯牟礼実正氏宅で見たものである。
楠公神社の再築が成るや再び元のところに戻されたので
ある。」
「石谷郷土史」によると、明治初年ごろ坂木六郎（有
馬新七の叔父で新七の維新運動に挺進できたのは六郎の
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鹿児島県令

大山綱良

丁度西南戦争ぼっ発前夜のことであった。
御神体がなくなったあとの楠公神社は管理する者もな
く、丁度横井の諏訪神社から建物の貰いがかかり、本殿は
諏訪神社本殿に、拝殿は横井の仮屋に充てられたという。

第十六章 明治維新へ
第一節 長州征伐
町田久長ら石谷部隊をはじめ、菱刈杢之助に率いられ
た伊集院隊が英国艦隊を向こうに回して奮戦してから丁
し

くるしま

も熾烈を極めたが、長州側では隊長の一人来島又兵衛を

一など俊秀の聞こえ高かった人々が次々に戦死し、遂に

くさかげんすい

度一年、元治元年（一八六四）七月十九日から二十日に

はじめ吉田松陰の門下生久坂玄端・寺島忠三郎・入江九

総崩れとなって郷国に引き揚げた。詳しくは既に「町田

前年の文久三年八月の政変によって京都における政治

わたって元治甲子の変、一名蛤御門の戦が起こった。
力を失った長州は、この年六月以来益田右衛門など三家

朝廷では御所に向かって発砲した罪を攻め、七月二十

久成」の項で記した。

実美ら七卿の罪を許し、朝廷の政策を再び尊皇攘夷の方

その他有力諸藩に出兵の内命を伝える。

三日幕府に対して長州征伐を命じた。幕府は直ちに薩摩

老が数千の兵を率いて上京し、先年京都を追われた三条

御所を警衛する会津・薩摩その他の藩兵と衝突し、長州

出兵の命令を受けた薩藩は、八月二十六日に、先陣総

針に復すよう嘆願を続けていたが、七月十九日に至って
兵は御所に向かって発砲した。蛤御門における攻防が最
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じた。伊集院郷は惣物主島津隼人の指揮下に一組が出動

領主）を任命し、城下及び外城十余組に対して出動を命

（永吉領主 、一陣惣物主に島津隼人久芳（薩摩郡黒木

督に島津又六郎久明（日置領主 、副総督に島津主殿久

馬源藏（四五）が太鼓役に任ぜられて指揮をとった。伊

をみると、平常は郷士年寄で年齢も隊中最も高かった有

るのでほとんど薩軍の本陣に居て、松崎勘助の陣中日誌

伝左衛門である。伊集院隊の物主島津主殿は惣物主であ

合役」というのがあって、伊集院隊のそれは城下士蓑田

)

することになり、その人選が行われる。

集院隊の士分以上の名簿は「伊集院郷土史第一部」に記

)

十月二十三日になって「特に家老喜入摂津久高に従軍

載されているが、松元町からの出征者は次の通りである。

〃

春山

〃

無

行司

小倉庄五郎

四元七之丞

長谷川八十八

大山藤之丞

石原宇兵衛

二十四

二十五

二十八

四十

)

伍長

〃

〃

四元才之丞

小谷武右ヱ門

(

戦兵

〃

〃

年齢

〃

〃

〃

氏名

「県史」の右の記録には伊集院が抜けており、このと

〃

〃

在郷役

き伊集院隊の什長（戦兵四人を伍長が率い、二伍の長が

〃

〃

住所

什長である）として出征した松崎勘助の「元治二年二月

〃

〃

隊役

を命じ、既定の出軍計画を改め、総督以下城下一、二、
三、四番の四組と、外城は出水、田布施、末吉、高山、大
崎、帖佐、志布志の七組に、十一月一日より五日にかけ

日 御軍令 長州一条並人数諸事記」 伊集院町指定

〃

〃

て出動を命じた。」 県史第三巻三九六頁

文化財 という帳面は、十月二十三日午後六時に薩藩が

〃

〃

無

〃

鹿倉見廻

小谷休右ヱ門

中馬清之進

中馬助四郎

中村源右ヱ門 三十九

石原源兵衛

(

〃

直木

〃

)

組に大口、国分、清水、伊集院、阿多、高城の六郷が記

〃

春山

〃

二十五

一組増えて五組となり、外城組では出水はなく、右の六

発した公文書を写しているが、それによると、城下隊は

載され、都合十二組となっている。

〃

二十

二十
〃

中馬 十藏

伊集院隊は士分以上が八一人、外に夫卒が五四人計一

〃

〃

直木

〇人であった。物主（隊長）の参謀兼副官の役目に「談

三五人である。城下及び各郷とも一組の人数は大体一三
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〃

〃

戦兵

入佐

〃

〃

直木

無

鹿倉見廻

〃

無

坂木仲右ヱ門 三十一

内田仙次郎

別府郷之丞

内田十次郎
十九

二十三

を私達の祖父・曽祖父達はまる十二日を費やしてようや

を張った。今では特急で七時間足らずの伊集院―小倉間

翌十三日命令が出て、いよいよ十八日を期して戦闘開

く到着したのである。

〃

るから、怠りなく戦備を整えよとのこと。ところがいよ

始、馬関海峡を汽船で押し渡り、一気に下関に攻めかか
伊集院隊の物主島津隼人は談合役蓑田伝兵衛以下数人

徳川幕府は九月も末になってようやく前尾張藩主徳川

いよ明日は開戦と腕をなでしていた十七日、攻撃中止の

一月一日まだ夜の明けぬうちに先行する。隊員一同は夜

慶勝を征長総督にすることに成功したが、慶勝は長州問

の従者を従えて旧暦十月二十九日夕刻伊集院に着き、町

明けを待って伊集院小学校々庭の東北部にあった地頭仮

題の処理の全権を任すということを総督受諾の条件と

命令書が回覧された。

屋におもむき、地頭樺山四郎左衛門から一人一人盃をい

し、薩藩京都軍賦役西郷吉之助を信任して長州との和平

田七兵衛の旅宿に一泊し、隊員一同に訓示を与え、翌十

ただき、午前八時ごろきびしい霜を踏みしめて勇躍征途

交渉に当たらせた。長州ではその軍隊が京都で敗退して

帰国すると間もなく、八月になって英米仏蘭の四カ国の

に着いた。
その日は川内の向田泊まり。翌日は阿久根。三日の昼

連合艦隊が、前年五月の下関における外国船砲撃の仕か

武器の差は如何ともできず、長州は涙をのんでこの四

出水に着いて国分、清水などと六組で軍団を編成し、四

垢と汗を流す。十日・十一日と氷雨の中を行軍し、十二

カ国と講和条約を結ぶ。今や国境に迫った長州征伐軍に

日出発して陸路をとり、三太郎の険を越え、六日八代に

日は午前四時に飯塚を出て小倉城下の祇園社境内に置か

対抗する力はない。京都に攻め上った三家老の首を切

出して占領した。

れた薩軍の陣屋に着いたが、既に夜中の十二時であっ

り、藩主は伏罪書を提出することになった。西郷の解決

えしにやって来て、下関一帯を砲撃し、はては陸戦隊を

た。ここには副総督の島津主殿が大口、大崎、伊集院、

案である。徳川慶勝総督もこれを了としたので右の攻撃

出て小川泊、八日熊本城下を通過して山鹿温泉で連日の

志布志、高山、清水の六カ小隊と城下大砲隊を従えて陣
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中止は終止ではない。いつまた攻撃開始の命令が発せ

あった。世論紛々として穏やかでないので、薩藩は京都御

強くなっていった。薩藩は征長無用論者の尤なる者で

ゆう

とこそ当面の最大事であるとし、反対論もまた日に日に

られるかもわからないので、射撃訓練など練兵は連日行

所警衛兵の強化をはかり、七月には伊集院に動員令が下る。

中止命令となったのであった。

われたが、年が明けた元治二年元旦、惣物主から明日陣
征長総督は西郷のすすめに従い、長州の恭順を認め、

隊」を編成するのであるが、いつ戦場に臨んでもよいよ

三十人ばかりと合体して砲八門を有する「伊集院・郡山

この時召集された郷士達は五十余人で、やがて郡山の

これ以上兵を用いることを不可とし、長州征伐の終結を

うに以来連日きびしい軍事調練が行われる。

払い直ちに帰国の命令が出た。

宣言して自らも帰国の途についた。幕府は処理の全権を

この隊は大砲隊であるので歩兵隊の編成と少し変わ

ゆだ

慶勝に委ねたいきさつから、一旦この解決を認めざるを

この隊の物主には城下士の大野五左衛門が任ぜられる

得なかった。ところがそのうち長州藩では高杉晋作が下
も本居を萩から山口に移し、挙藩幕府に対抗する態勢を

が、談合役には郷士年寄の本田愛聚院（四五）が任ぜら

八門であるからそれに要する人数は八〇人である。後に

固めたので、幕府内部に再び長州再征論が強くなり、四

れ、彼が実質的な伊集院衆の隊長であった。「四役場」に

り、什長が九人の戦兵を指揮して砲一門を操縦する。砲

月七日慶応と改まった年の五月二十二日、将軍家茂は京

西郷孫太郎（四〇）と阿多平右衛門（三六）が任ぜられた

関で奇兵隊を組織して藩論をくつがえし、藩主毛利敬親

都に上り、自ら長州を征伐することを宣して大阪城をそ

が、この二人はいずれも伊集院の名家である。

四役場は新たにつくられた隊役である。昨年の征長の

の本営とした。町田久成ら英国留学生がまさに英国の地
に第一歩を記さんとする（二十八日到着）その前夜であ
る。

第二節 京都警衛

) )

際の隊役としてあった玉薬方（弾薬係 、兵粮方（食糧

物でないと勤まらない役目であったようである。

更に加えて対外折衝の役目をも担当するもので相当の人

材の運搬）がそれぞれ二人の係が任命されていた仕事に

係 、普請方（陣地構築、橋梁、道路係 、人馬方（軍用資

)

幕府の第二次長州征伐に対しては、外国の脅威がます
ます加わりつつある今日、国内総協力して外敵を防ぐこ
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九 、山下六郎兵衛（五三）、四元六兵衛（三三）、有馬正

伊集院隊の什長には上村得三（二七）、是枝吉藏（二

けた旧式のもので、念のため帆も取りつけた三四百㌧の

船ではあるが船腹の左右に水車のような推進器を取りつ

)

〃

別府 彦八

伏見に上陸し、二本松の藩邸にはいったのは十月三十日

到着した。二十九日夜淀川を川舟で上がり、三十日早朝

夜通し快走し、七日目の二十七日午後二時には大阪港に

天候が悪く、逆風には港に停泊して動かず、順風には

る。

船であった。これに五百人前後の兵が乗りこんだのであ

田実 次兵衛

戦兵 山下 弥之助

右衛門が任ぜられた。松元町出身者は次の通りである。
什長 四元 六兵衛
〃
小倉 庄太郎

戦兵 石原 源藏
〃

の午後二時ごろであった。

同は鹿児島上町の大乗院内の宿坊にはいり、郡山部隊と

に、十月十三日城下集合の命が下り、同日夕刻までに一

慶応元年七月以来郷里で訓練を続けていた伊集院隊

あった。坂元竜馬の斡旋で翌慶応二年正月二十一日、長

し、藩主の住居は勿論西郷や小松帯刀の宿舎もこの中に

する長屋があり、また広場もあって軍事訓練もできた

約一キロ㍍の所にあり、ここには五、六百人を楽に収容

薩藩の二本松屋敷は鴨川を中にはさんで京都御所の東

一緒になった。この隊には軍医として伊集院の税所謙斉

州の桂小五郎と西郷・小松が有名な薩長盟約を結んだの

第三節 伊集院郡山隊の活動

（三四）が参加したが、人夫や従卒数十人が加わって、少

かんまち

なくとも百二三十人に達していたと思われる。この隊の
)

る。この時同じ藩邸内で天下の密約が交わされているこ

の長屋で伊集院の連中は大人数の相撲とりを行ってい

上村得三の「道中記」を見ると、この日は是枝吉藏組

は、この藩邸内の小松帯刀の宿舎であった。

これから一年間の動静は什長として参加した上村得三の
「道中日記（伊集院町指定文化財 」に詳しい。
伊集院・郡山隊はこれから行を共にする加世田隊・国

大砲隊といっても鹿児島では大砲はなく、京都に着い

となど、彼ら兵隊達が知るところではなかった。

行い、翌十九日から荷物積みこみにかかり、二十一日早

て間もなく、十一月五日にはじめて八門の砲が支給さ

分隊・市来・串木野隊と十月十八日天保山で合同調練を
朝乗船して午前十時ごろ鹿児島港を出発した。船は蒸汽
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大砲の訓練は勿論であるが、伊集院・郡山隊には皇居

に出かけて帰って来ない者、喧嘩を吹きかけられて傷を

の薩藩に対する憎悪は次第に高まり、薩藩兵で市内見物

で、西下するこれら幕兵や京都見廻組、また新選組など

の乾御門の警備が命ぜられる。はじめは七人ずつ三交代

負って帰る者が次々に出てきたので、外出には必ず六、

れ、翌日から操作の訓練にはいっている。

然となると、慶応二年五月からは七人が一一人に増加さ

で八時間勤務であったが、長州再征をめぐって世論が騒

二人が京都に立ち寄り、その方式を薩藩警衛隊に伝授し

四月初め江戸から英国式軍隊教練を学んできた指導者

七人で組んで出かけるようとの厳命が出された。

ようになった。更にこの隊には薩藩が部隊調練に使って

た。

れ、今まで十日に一度の勤務が三日に一度は回ってくる
いる相国寺の門衛も勤めることになる。これは二人ずつ

出来た。四条通りの繁華街には芝居小屋があるし、河原

警備に当たっていない場合は京都見物に出かけることも

軍事訓練が午前中で終わり、午後に右のような御門の

多の三郷で編成した一小隊、加世田隊、串木野・市来

の大砲を一列に曳いて続き、その次に伊作・田布施阿

をかざして先頭に立ち、その次に伊集院・郡山隊が八門

がて物見役（偵察）の伊集院重次郎と中村半次郎が大刀

が鳴り響き、藩兵はすべて武装して広場に整列する。や

六月二十一日朝、二本松藩邸ではとうとうと太鼓の音

では上村得三の日記に記されている軽話佐すなわち軽業

隊、国分隊、そのあとに城下士で編成の救応隊、親兵隊

で四時間交代であった。相国寺は御所の北側にある。

のサーカスがあった。得三らはここで生きた虎や象を見

が、その頃日本ではまだ珍しい新式の元込め施条銃を肩

六月になると幕府は朝廷に強訴して長州再征の勅許を

出川通りを隔てて御所に相対する相国寺に到着し、ここ

にして続き、藩邸から西へ鴨川を渡って約二キロ㍍、今

かるわざ

の人であったろう。

て驚嘆している。生きた象を見た彼らは伊集院では最初

取りつけ、同月六日長州藩に宣戦布告を発し、諸藩に長

まず「走り足」で相国寺の周りを一周し、続いて「常

で英国式調練を開始した。

に四月十五日、長州再征は無名の師であるからこれには

きた旗本兵は続々と京都を通過して西下する。薩藩は既

たが、京都においての洋式調練というのは初めてのこと

足」、そして「駈け足」でそれぞれ一周して演習は終わっ

州進攻を命じた。幕府に従う諸藩の兵や江戸から上って

一兵も出さないと藩主名を以て天下に公表しているの
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に関連して京阪の地に来ていた全国諸藩の代表者達も、

で、沿道は隙間もなく見物人でうずまり、また長州征伐

取り止めるよう幕府に命ぜられ、家茂将軍のあとを取り

表されたが、孝明天皇は将軍の死去によって長州征伐は

る。家茂の喪はかくされ、一カ月たった八月二十日に公

い

の際長州再征反対の薩軍の威力を全国諸藩の代表者達に

南に、六キロ㍍余をえいえい声を出して進軍し、わざわ

砲一小隊は、八門の大砲を引きずりながら京都市中を西

十一月二十六日、二本松屋敷を出た伊集院・郡山の大

房守を長州に派遣して停戦協定を結んだ。

しきることになった徳川慶喜は、その主旨を奉じて勝安

見逃してはならじと見学に蝟集した。
これは西郷・小松・伊地知らが計画した一大デモンス
トレーションで、その頃北方から長州藩境に迫った幕軍

見せておくのも一興と、外国製の優秀な武器で武装した

ざ島原遊廓を押し通っているのは如何かと思われるが、

は、大村益次郎の指揮する藩兵に敗退を続けており、こ

一、○○○人の精鋭の外国式調練を演出したのである。

やがて朝八時ごろには、京都市西郊の桂川の河原に出

る。ここで実弾射撃が実施された。

その後大村益次郎の指揮する長州隊は国境を越えて浜

つい先月の十月、京都駐在藩兵の総指揮者である西郷

田藩を拠地とした幕軍を追討し、高杉晋作は下関海峡を
押し渡り、八月には幕府の家老小笠原氏の居城小倉城を

吉之助は、更に国許から新鋭の部隊を率いてきたばかり

欠の町田内膳たちが検分に来た。伊集院・郡山隊にとっ

攻め落とし、幕府の長州征伐は幕府側の惨たる敗北とな

てはこのようなお偉方の面前での演習は緊張そのもので

である。その西郷をはじめ小松帯刀、若年寄で家老役補

鎧冑に弓矢で攻めこんだ幕軍が、薩藩からの援助で欧

あったろう。

る。
米の新兵器で武装され、火器戦術を知った大村益次郎や

えら

高杉晋作の寄せ集めの軍隊に全く歯が立たなかったこと

た。砲弾はどろんどろんと宙を飛び、十五発打って命中

五〇〇㍍の向こうに人形の的を立て、実弾を発射し

徳川幕府が全力を傾けても長州一藩に対抗し得るかど

したのは二発であった。これが伊集院・郡山隊大砲一小

は、日を追うて顕著になる。
うか危ぶまれる時、徳川家茂将軍が大阪城で急死した。

そしてこれがまた彼らにとっては最後の調練で、一日

隊の一年間の訓練の成果であった。

れる。この時局の歴史は悲愴というか思い余るものがあ

数え年で二十一歳。妻は和之宮、孝明天皇の妹にあたら

297

造りをはじめている。帰国命令が出そうだという。案の

と、どうも長屋の様子がおかしい。みなそわそわして荷

おいて二十八日の朝蛤御門の警備を終えて帰ってみる

た。外の隊員は皆その本陣であった京都九條の東寺に帰

警衛士に選ばれ、親王のお側近く同じ川舟で淀川を下っ

助右衛門、同上村平八郎、同中馬清之進の一二人が親王

之助（串木野 、同四元才之丞、戦兵有馬十九郎、同中馬

衛、同吉武正助（串木野 、伍長助月野愛次郎、同池田半

)

の正式通達があった。

定午後になると物主から十一月三十日午前六時出発帰国

長崎に三日滞在して更に土産袋をふくらまし、十七日午

一行は十二月七日汽船翔鳳丸に乗って大阪港を発し、

一二人の内の一人であることは確かであるが、誰と指定

り、その間の日記が記されているから、本誌の筆者は右

陣したのに、この一二人は十五日まで親王の警衛に当た

)

後十時無事鹿児島港に着岸した。

から「もうこんなものは要るまい」といって貰ったのだ

父正藏氏が外城三番隊の夫卒として出征し、その後著者

する根拠を見出さない。本誌が徳永家にあるのは氏の祖

筆者の隣に開業医徳永三藏氏が住む（伊集院町元町馬

という。そしてその著者の名前ははっきりと伝えられて

第四節 外城三番隊名簿
場 。同氏所蔵の日本紙四つ折の帳面（たて一四・五㌢、

いないのである。

)

名

歳 数え

)

備

(

辰九月より本田太郎作後任小頭

慶応四年閏四月二十七日、小出島で負傷、
小千谷病院に入り六月八日帰隊

考

外城三番隊右半隊名簿（慶応三年七月）

に関するこれからの記事は本誌に依拠する。

本誌は伊集院町指定文化財となっており、外城三番隊

横一八㌢ほど）は表紙が取れているがまさしく「外城三
番隊日誌」である。隊の編成、人名、出発から解散する
戦死あるいは負傷の日、場所、遺骸を葬った所などが書

までの日誌が克明に記帳されている。人名のところでは
きこまれているから、陣中日誌をもとにあとで書き改め

姓

四〇

役名

小隊長 有馬 誠之丞

二三

三〇

たものと考えられる節もある。
この隊は慶応四年一月三日から始まった鳥羽伏見の戦

斤候役 中原 平七郎

三三

旗手役 中原 権 助
野村孫左衛門

げて淀城から大阪へ向かわれるにあたり、外城三番隊伍

同

に参加し、同八日征討総督仁和寺宮嘉彰親王が錦旗を掲
長佐藤林藏、同大窪壮之丞、同上原吉兵衛、同石原宇兵

298

一七

窪田 庄之丞

同

二一

三六

斤候役 阿多 新 吾

小 頭 山下 甚之丞

五月十九日長岡戦死、高田葬

二九

三〇

伍 長 佐藤 林 藏

二〇

中原太郎兵衛
二五

伍長助 松崎 祐 斎

同
伍 長 本田吉左衛門
三〇

戦 兵 馬渡 十 藏

二三

一八

六月五日筒場負傷、七月十一日死

六月十日筒場負傷、小千谷入院更に高田
病院、十月帰隊

六番裨官

伍長助 山口六右衛門
三一
四一

閏四月松崎勘助後任小頭、五月二十四日
杉沢負傷、小千谷入院、六月十八帰隊

戦 兵 郡山藏右衛門

戦 兵 有馬 吉 二

戦 兵 石神宅右衛門

辰正月六日八幡合戦の節浅手負、比国へ
出兵

閏四月二十七日小出島戦死、浦佐村量現
寺葬
右戦争にて重傷、八月二十九日松ケ崎に
て帰隊

六月十日筒場負傷、
七月初快、
八月十四日
頃より病気新発田病院に入十月六日帰隊
六月四日より病気長岡城下に休居、同十
六日筒場台場へ出張

正月四日上鳥羽合戦負傷三月十六日帰国

四三

六月四日下条重傷関原へ送り同七日死、
小千谷葬

伍 長 石原 宇兵衛

四二

三一

戦 兵 中村源右衛門

二四

伍 長 大山 藤之丞
二七

中馬 清之進

二九

伍長助 内田 十次郎
二八

同

伍長助 四元 才之丞

戦 兵 小倉 庄五郎
二九

六月十日筒場負傷、同二十日帰隊

内田勇右衛門

伍長助 月野 愛次郎

中馬助右衛門

戦 兵 長谷川 竜助

伍長助 四元 七之丞

伍 長 大窪 壮之丞

小 頭 本田 太郎作

一八

二四

二八

二四

二九

二九

三一

二一

正月四日上鳥羽合戦重傷三月十六日帰国

六月十日筒場村台場にて負傷、間もなく
帰隊

戦 兵 坂木 役之助

二四

同

二四

六月七日筒場重傷、小千谷死去

三五

三番裨官

戦 兵 上村 平八郎

一八

四月二十八日より五月五日迄隊長代理、
八月四日村松城攻負傷、新発田病院にて
九月五日死去、新潟葬

同

閏四月二十七日小出島戦死、浦佐善光寺
葬

二六
二九

小 頭 松崎 勘 助
伍 長 坂木 勇 藏

四月より中原太郎兵衛後任斥候役

有馬 十九郎

二六

坂木仲右衛門

二五

同

一八

同

伍長助 永田 幸四郎

小太韓 有馬 孫兵衛

二二

三七

正月六日八幡合戦負傷、帰国

笛手得 有馬 愛 藏

伍 長 臼井 半之進
戦 兵 中馬 十 藏

二三

六月四日下条にて深手負直に関原へ送り
又柏崎病院へ入、七月中旬お暇にて帰国
五月二十四日杉沢重傷、六月中旬柏崎病
院にて死去、高田葬

五月二十四日杉沢戦死、高田葬

高田病院へ残り居り十二月二十九日帰国

六月一日より病気、九月十五日高田病院
にて死去

六月五日下条村にて戦死、小千谷葬

医 師 松崎 瑞 謙

伍 長 上原 吉兵衛

別府 郷之丞

一九

同

二六

三四

伍長助 大内田 玄中

伍 長 石神 為兵衛

二二

伍長助 肥後諸右衛門
戦 兵 有馬 嘉兵衛
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柏木戸右衛門

小荷駄方

四役場 有馬 十兵衛
同
合五拾人 外町田武輔

四九
三四

九月中旬より病気にて米沢へ残り居り、
十二月二十九日帰国

年二十歳、辰五月五日より隊長後見、六
月七日筒場村台場にて浅手負長岡病院に
入七月朔日帰隊

木野分隊は隊長とも二四人、市来は分隊長高崎半兵衛

（三七）以下二三人、各分隊にはそれぞれ斥候役二人四

役場一人それに夫卒が付く。

第五節 京都藩兵増強

京都警衛の大任を終えて伊集院・郡山隊が大阪で帰国

の便船を待っている頃徳川慶喜が征夷大将軍に任ぜら

従卒
仲次郎

れ、幕府の首班となった。

主取夫 玉薬持夫
彦左ヱ門 二一

四二

下谷口村奥吉門

竹山村 小園門
新左ヱ門

与 助

主取夫 石谷村 末広門
同
善左ヱ門 三八

三四郎

同
町田方限松尾門

直左ヱ門 四三

同

同

同

下神殿村桃北門

古城村西山門

市太郎

善

恋之原村堀之内門 源太郎

下谷口村徳永門

善太郎

四六

二八

二四

四三

二一

二九

ていった。

結んで、幕府の政権奉還、王政復古の世論を急速に高め

討幕の盟約を結んだ薩長や各藩の勤王党の志士がこれと

中の岩倉具視ら勤皇派の公卿が朝廷に復帰すると、既に

皇が崩御され、それによっての大赦で幽閉あるいは謹慎

た幕府の無力は白日にさらされ、十二月二十五日孝明天

革に当たったが、長州一藩すら服することが出来なかっ

内政外交問題は山積し、慶喜は勇断を振って幕政の改

野田村諏訪園門

大田村 有村門

三月十六日負傷者の
看護人として帰国

夫卒

四六

同
同
福山村 新門

一八

同

慶応三年七月から九
月迄上京せず
四月二十七日小出口
にて負傷

同

麦生田村米倉門

休次郎

正 藏

同
飯牟礼村

やがて討幕は必至と想定した島津藩は慶応三年三月、

同

五月二十四日長岡領
堀溝重傷柏崎病院に
て三十日死去
病気のため卯十二月
二十三日帰国
七月二十一日より監
軍方へ勤

)

伊達（宇和島）、松平（福井 、山之内（土佐）の三藩侯と

島津氏の四侯会議が京都で開催されるに当たって、島津

外城三番隊左半隊は串木野と市来の兵で編成され、半

会することになったが、久光は引率してきた軍隊は京に

大砲一番隊を率いて上京した。四侯会議は結論を得ず散

久光は薩軍最精鋭の城下一番から六番までの六カ小隊と
隊長兼串木野分隊長は串木野の加藤太郎太（四二）で串
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留めて八月帰国した。
九月には重富領主島津忠鑑を隊長とし黒田清隆を参謀
とする番兵一番と二番隊が上京した。
これより先七月、外城三番隊に召集令が下り、七月五

馬誠之丞

同 四番隊 出水と阿久根、隊長は城下士中村源助
私領一番隊 都之城

一行は十月三日、豊瑞丸、平運丸、朔鳳丸の三汽船に

同 二番隊 知覧（佐多）と鹿篭（島津）

合して、有川十右衛門地頭から盃をいただいて出立、同

分乗して鹿児島港を出発し、五日目の八日山口県上ノ関

日前記外城三番隊右半隊の面々は午前十時地頭仮屋に集
日午後二時には鹿児島南林寺に着いて境内の末寺二カ寺

帰って藩主を説き、更に大兵を率いて上京するのだとい

に着いて待機する。同月二十二日小松帯刀、大久保利

ところが都合によって帰郷して待機せよとの命が出

う。そこで右の三隻の汽船は西郷らと鹿児島に引返し、

を宿所とした。ここで串木野・市来も加わって隊が編成

て、九月十六日一旦帰宅した。しかしすぐ二十日には出

これに乗船していた一行は五〇人ずつ小早舟に乗せられ

通、西郷隆盛が京都から三田尻に下って来、鹿児島に

府の命が下り、二十五日には同じ南林寺の末寺に宿営し

て瀬戸内海を東行し、中ノ関から十二日を費やして十一

された。

た。

そして、京都に入ると京都駅のすぐ西南にある東寺内

月六日ようやく大阪に着いた。

に分宿し、京都御所の警備に当たると共に日夜訓練に励

「二十八日大下馬において一大隊調練、上様御覧」と
久 を隊長とし、大山格之助と三島弥兵衛が指揮した総

あるが、この一大隊とは次の諸隊で、永吉領主島津主殿

むのである。

)

ずして大いに兵威を京洛の地に振るった。

都に着き、以前到着の藩兵をも合わせてその数一万と合

を従えて汽船四隻に分乗して東上し、十一月二十三日京

藩主茂久は十一月十三日自ら三千の兵を率い、西郷ら

勢八百余人の軍隊であった。
外城一番隊 日向高岡郷、隊長は城下士村田経芳（村
田銃の考案者

同 二番隊 加世田と伊作、隊長は城下士土持雄四郎
同 三番隊 伊集院市来串木野、隊長は伊集院郷士有
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この場所を固めていたが何事もないので十二時過ぎ上鳥

羽まで出向いたところ駅間もなく一橋勢、会津勢、その

外多勢やって来て入京するから通せという。勅令により

第六節 鳥羽伏見の戦
一旦大政を奉還して大阪城へ退いた慶喜は幕軍に擁せ

入京はならずと申し切ったが幕府の命令であるから是非

終夜砲発。左半隊は鳥羽へ残り右半隊は夜八時ごろから

通るという。夕方五時ごろになってこちらから発砲し、

藩兵は「東寺を本陣とし、西郷が事実上の統轄者とな

竹田街道を伏見へ行ったがここは何事もないので夜明前

大兵を京都に差し向け、所謂鳥羽伏見の戦が起こる。薩
り、伊地知正治が参謀の任に備わり、その他島津式部、

からまた上鳥羽の方へ移った。昼夜共三番隊には負傷者

られ、明けて慶応四年戊辰正月三日、一万五千と称する

相良長発…を以て本営を構成した。…伏見には薩藩の屋

より西の方である。

東寺から鳥羽までは一里半（六キロ㍍）ぐらい、伏見

なし。

下旬頃より旧幕兵の東上に備えて之を増強し、戦乱勃発

敷もあり、早くより若干の藩兵が屯していたが、十二月
の正月三日には城下一番乃至四番隊、外城四番隊、一番
砲隊半隊、臼砲隊が防禦に就き、之に長州の二中隊、土

今朝六時過ぎ下鳥羽の方へ進軍し直ちに銃戦にはいっ

)

たが、五、六発も打つうちに四元才之丞、長谷川竜助両

同四日 晴 霜強

鳥羽口には三日、城下五番隊、同六番隊、一番砲隊半

人が負傷したので中村源右衛門、中馬清之進（二人とも

佐の二小隊が加わった。

の他の諸隊は戦況に応じて両道に逐次増援されたのであ

四元と同じ組）に石原宇兵衛（長谷川竜助組の伍長）の

．番
．隊
．、私領二番隊が配置された。そ
隊、外城一番乃至三
県史第三巻四七二頁

(

で連れて行った。そこで中村源右衛門をその看護人につ

る。」

外城三番隊日誌を見よう。わかり易く書き直す。

馬清之進二人は療屋から直ちに本隊に向かったがもう午

け、彼はそれから東寺の本陣までついてゆく。石原と中

三人で療屋（治療所、ちょっとした繃帯所であろう）ま
同三日 晴 霜強

前十時ごろであったろう。

今日四ツ時分（午前十時）東寺を出発、諸隊それぞれ
警備場所を命ぜられ、三番隊は千本通り四ツ塚である。
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中馬の二人は共にそこにたどりついた。それから正午ご

もなく引き揚げたので敵の居た所に移っており、石原、

本隊の皆はその後無事で飯など食べたそうで、敵も間

陣した。今晩戦争もなく諸藩諸隊すべて淀に宿陣。三番

もなく、午後五時ごろになって淀の城下に引き返して宿

長州勢も一緒に竹山に伏勢として待機していたが、何事

印 旗 を出し、互いに味方とわかって喜んだ。それから

で、こちらからは我が隊の監軍種子田左門が走り出て

（軍賦役）の方へ申し出て休息させることになり、後陣

た。

隊は夜十時ごろから夜明けまで陣地の警備巡察に当たっ

しるしはた

夕からほとんど休息していないので、監軍達から参謀

ろには淀まで攻撃していく予定であったが、この隊は昨

で休息した。今晩は戦争もなく終夜休息した。また外に
負傷者なども出なかった。

同六日 晴

敵は淀から半道程（二キロ㍍）の八幡へ陣地を構えた

ので今朝夜明けから八幡の敵を攻撃することになり、我

仁和寺宮様、東寺まで御出馬あらせられ候由
正月五日 晴 霜強

が隊は朝六時前出発、淀川を渡る橋を敵が焼け落とした

我々は真正面から攻めこんだがぬかり田で走ることが

今朝六時ごろ出発、山崎街道の警固を命ぜられ、竹山

できない。お互い激しい銃撃戦を繰り返し、たちまち永

ので舟で渡ることになり、味方はこれに手間どって八時

道筋には敵一人も通行せず、それから下の方へ進軍した

なって淀も攻め落としたということであったが、この街

田幸四郎、窪田庄之丞が負傷、左半隊では永山林仙（市

へ伏勢として待機していたが何事もなし。当地の百姓達

ところ、敗退する敵が我れらに向かって発砲したので、

来重傷 、和田軍吉、大久保誠助、西絞五兵衛が負傷、我

ごろになって攻撃を開始した。

こちらも銃撃したが、大川（淀川）を隔ててのことでさ

が隊で六人となり、直ちに療所に連れて行った。それで

が飯汁漬物など沢山持参し、皆々食べました。御昼近く

ほどのこともなく、敵も次第に去って行った。
昼過ぎになって銃声が聞こえ、長州勢が二小隊程つづ

本の台場に立てこもったが、これも午後五時ごろには攻

も敵陣は正午には攻め落とした。敵は更に半道程南の橋

)

き、我れらを敵の伏勢と見、こちらもまた敵の伏勢と

め落とした。なお敵は枚方へ引きこもったということで

ひらかた

思っていたところ、向こうから小頭の合図旗を出したの
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ることになり、我が隊は淀の前夜の寺陣へ夜十寺頃帰陣

あったが、二里（八キロ㍍）あまりもあるので引き揚げ

として東寺から移住する。

都本営の守備を命ぜられ、三月には二本松の藩邸を宿所

隊は江戸城攻撃に向かう薩藩部隊を歓送しつつしばし京

第七節 第二次伊集院郡山隊

の直後、編成出陣の命令を受けるのである。

ころであった。この伊集院・郡山隊がまた鳥羽伏見の戦

二本松藩邸は先に伊集院・郡山隊が一カ年在住したと

した。
仁和寺宮様八幡迄御出馬あらせられ候由
正月七日 晴
今朝未明より枚方を攻撃する予定であったが、敵は昨
夜中に大阪へ引退したことがわかり、昼時分からまた淀

に引き揚げる。鳥羽伏見の戦に参加した郷土部隊の奮戦

隊から一二人が選ばれてその警衛に当たり、本隊は東寺

正月八日は先に述べたように仁和寺宮御出陣で、三番

とした。一月半ば先年京都警衛に当たった伊集院・郡山

らない。一方京都大阪の警備にもまた相当の兵力を必要

要であると同時にいずれ江戸城攻撃に向かわなければな

一二人の戦死者と数百の負傷者を出した。その補充も必

鳥羽伏見の戦で薩軍は城下一番隊長市来勘兵衛以下六

の模様は、右の日誌によって明らかである。何の誇張も

隊の編成上京が下令された。勿論人員はその時と同じ人

の陣に帰った。

ない淡々とした事実の簡明な記述の裏に、その苦闘の様

達ではないが、幾人かは同じ人もいた。この記事は有馬

しゅっぺいこわれるにつき

源市高潔の「 上 方 表 大変に附 出 兵 被 乞 付 日記」 筆者

かみがたおもて

の記述を読み、かつ正月八日からの仁和寺宮警衛の記述

子が偲ばれる。正月四日の四元、長谷川の負傷に関して

(

伊集院隊は一月十八日午前十時地頭仮屋に集合して直

藏）による。

伍長石原宇兵衛ではないかと想像している。この日誌は

ちに出発、二十日出水に着いてここで編成が行われた。

を通じて、この外城三番隊日誌の著者は私は春山出身の
彼自身の陣中日誌も、また諸隊士のそれも参考にして、

伊集院・郡山一小隊、出水一小隊、加世田一小隊で一
集院地頭有川十右衛門。

箇集団を編成、総督は島津左衛門、差引（引率者）は伊

半ば編纂的に帰郷直後に老練な石原の手によって作られ
たものと思っているのである。
かくて鳥羽伏見の戦は官軍の大勝利に帰し、外城三番
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伊集院・郡山隊
小隊長 有馬 弥兵衛 三九
半隊長 肥後善右衛門 二五
徳次郎 二一

分隊長 上村 得 三 二九
監 軍 西

前回出征什長伊集院町郡
郡山隊々長
前回什長
外城三番隊長有馬誠之丞弟
城下士、後年欧州各国公使外務
大臣

隊員は四一人しか名前は出てこないが五〇人は居たはず

であり、また夫卒も十余人を数えただろう。

一行は一月二十三日出水を出発し、陸路三太郎峠の難

所は敬遠し、米之津から日奈久に渡り、それから陸行し

て久留米、山家、飯塚を経て二月二日午後一時ごろ小倉

にはいった。一行の中には四年前といってもまる三年に

戦兵

戦兵

伍長

同

同

同

戦兵

伍長

什長

小谷武右衛門

小倉 岩 助

小倉 庄五郎 二八

上原 早之助

四元 太兵衛

四元竜右衛門

石原 源 藏

長谷川八十八

阿多 勇四郎 二四

有馬 源 市 二七

ため出動できるよう服装など十分準備しておくようにと

る。近く関東征伐が行われるについてはいつでも応援の

彼らは大阪の薩摩藩邸に起居し、大阪警備を命ぜられ

たっていた。

りだけが残っている城跡を薩長の兵が交代で守備に当

火をかけて思い思いにその郷国に走った。わずかに塀回

ひそかに脱出して江戸に去った後、徳川勢は九日夜城に

八時には大阪に着く。大阪城もまた、一月六日夜慶喜が

様であった。二月五日下関を出帆した一行は八日の午前

しの八月、高杉晋作の奇兵隊に焼き落とされ、無惨な有

も多かった。その当時偉容を誇っていた小倉城はおとと

しかならないのだが、長州征伐のためここに在陣した者

同

四元 弥太郎

前記日記によると有馬隊の名簿は次の通り。

同

このほか右日記にあらわれる松元町出身者と思われる

から三番隊の同僚兄弟も下って来て、鳥羽伏見戦の実話

．っ
．ち
．を注文することであった。京都
の鉄砲袖の上着にば

の命令があって、隊服を持たない大方の者はあわてて紺
人名は四元六兵門（三七・前回什長 、石原源藏（前回出

に 挙 を握り血を沸かした。

)

こ ぶし

征 、染川喜太郎、染川玄斎、四元助八。日記には伊集
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)

人選がすすめられたようである。

必要と認められるといったような観点から賜暇帰国者の

番隊に兄弟親族などが居て、郷里にその人が居ることが

「家」を重んじたから一家の責任者で年輩の者、外城三

日、伊集院・郡山隊の一部に帰国命令が出た。当時は

ところが大阪に来てから三週間そこそこの二月二十八

としない不平分子は皆ここに集まっていたのである。

の飛地であった。桑名藩士で新政府に従うをいさぎよし

た。柏崎は会津藩主の弟松平定敬が支配する伊勢桑名藩

て勢力を増し、信州の北部から北陸道一帯が騒然となっ

に入り、これに柏崎に屯集していた旧桑名藩士が呼応し

脱走兵五七十余人を率いて衝鋒隊と称し、会津から越後

内の向田の旅宿で無事帰国を祝っての宴を張っている。

西千嘉、外城三番隊長有馬誠之丞、同四番隊長中村源

四月十五日、城下十番隊長山口鉄之進、二番遊撃隊長

外城三番隊は薩軍の主力が関東に向かった後、先述の

有馬源市の組に小倉庄五郎の名が見えるが、彼は外城

助、二番大砲隊長久永竜助の四人は家老島津主殿久らか

上村得三、有馬源市、森山仲太郎、四元六兵衛、四元

三番隊士として既に前年七月五日の隊員名簿に記載され

ら、大政官軍防局から島津藩京都御留守居が呼出しを受

如く二本松の藩邸を宿所として皇居警衛は勿論京都市中

ている。何らかの理由があって三番隊が十月上京した際

けて参上したところ、松平肥後（会津藩主）ますます暴

助八、有馬隆助、染川玄斎その他がその選にはいり、それ

はその中にはいることができなかったのであろう。彼と

激に募り官軍に抗し候段相聞こえ候に付き、北国路へ人

の見回りに当たっていた。

有馬愛藏は間もなく伊集院郡山隊からはずされて、外城

から半月余りの旅を経て帰還者の一行は、三月十七日川

三番隊に補充された。

があった。そこで（君達が）右の通り出兵するよう（殿

数差し向け奥羽の官兵へ応援いたし候ようとの仰せ渡し

三月十三、十四日の二日にわたる西郷吉之助と勝安房

れる。同二十一日は国許への飛脚便があるというのでみ

れた。同月二十日には出征に備えて隊員へ帽子が支給さ

様から）仰せつけられた、といって出動の命令書を渡さ

との会談によって、江戸城は無血開城となったが、会津

第八節 北陸征討

を中心とする奥羽諸藩の動きは日を追って活発となり、

いよいよ出発の四月二十五日、七時ごろ御式台の前に

んな手紙を書いて北国行きを家人に知らせた。

また旧幕府歩兵頭古屋佐久左衛門は江戸開城後旧幕軍の
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しかしそれから琵琶湖の西岸を晴雨の別なく北上して閏

て三里大津に午後二時ごろ着いて第一日はここで宿泊。

筍、雑煮物を頂戴して九時ごろ出発する。逢阪山を越え

勢揃いして殿様に拝顔する。それからお酒、勝栗、昆布、

閏四月二十六日の夕方浦佐を出た三番隊長有馬誠之丞

し、今は皆小手島に集結しているということであった。

佐に向かった。行く行く敵は官軍の進行を知って後退

難所を越え、塩沢、六日町を通り魚野川を舟で下って浦

共に山手軍となって安塚、千年、十日町、河沼、田中の

挙藩勤王に踏みきり古屋などの旧幕軍を追放して官軍を

高田は徳川四天王柳原十五万石の城下町であったが、

し川幅は一〇〇㍍をはるかに越える。搦手攻撃を予想し

㍍の四日市へ渡る渡場へ出た。連日の雨で魚野川は増水

㍍の堀之内村の普現寺に陣し、翌早朝小出島の北一キロ

は右半隊を率いて北へ間道をう回して浦佐を去る九キロ

四月十九日越後高田に到着、本誓寺に宿陣した。この年

迎えた。北陸道征討官軍の参謀は黒田清隆と山県狂介

んに発砲してきた。

てか渡舟はみなかくされ、敵は川向こうの民家を楯に盛

は例年になく雨が多かった。

後の有朋 で、鎮撫総督の高倉永祐は江戸におり、津軽
居ないが翌二十日高田において参謀以下諸将が会同して

その勝敗は北陸から奥羽全藩の向背に至大の影響を及ぼ

小手島の戦は北陸道における東西両軍の最初の戦で、

)

軍議が開かれた。会津兵は国境を越えて越後にはいり、

すことが予想されていたので、我が方も必死の覚悟を定

(

その先鋒は北魚沼郡小出島（現在の小出町）に進出し、

め、ために戦は熾烈を極めた。そして三番隊右半隊の遮

ながさち

海峡を回って高田に着いたのは五月八日である。総督は

官軍は山之手軍と海岸沿いに進む軍との二つにわかれる

柏崎には桑名兵が陣地を構えているということである。

た。七時ごろまず伍長佐藤林藏が即死、三番隊での戦死

蔽物のない河原での対戦はまさに苦闘そのものであっ

面に向かった三番隊の左半隊と長州の奇兵五番隊及び報

午前六時ごろから八時過まで続き、浦佐から小手島の正

松崎祐斎が重傷、続いて隊長有馬誠之丞が傷つく。戦は

八時前には副隊長格の小頭嚮導松崎勘助が戦死、戦兵

者第一号である。

ことになった。この日は奇しくも福島において奥州鎮撫
総督参謀世良修藏が仙台藩士に殺された日で、奥州諸藩
の新政府反対の気運が一気に盛り上ったときであった。

第九節 小出島合戦
外城三番隊は閏四月二十一日高田出発、長州二小隊と
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役長誠吾（三〇・串木野 、喇叭役児玉源兵衛（四五・串

がて死体武器多数を遺棄して敗走した。左半隊でも斥候

国九番隊の猛攻によって、腹背に敵を受けた会津勢はや

め、越後に行くは死ににゆくも同じと官軍を嘆かした長

諸藩またこれに動じ、戊辰役中会津と共に最も激烈を極

したという。かくて長岡藩を挙げての抗戦は決し、北越

かった。継之助は慈眼寺の山門を出る時天を仰いで嘆息

めか、河井のとうてい受諾し得ぬ条件を固守して動かな

)

)

)

)

)

岡城の攻防戦が開始されるのである。

おさ

四・串木野 、伍長上村珍樹（二七・市来 、戦兵野崎半左

木野 、伍長臼井道斎（三六・串木野 、同児玉清兵衛（三
衛門（二五・市来）の六人が戦死し、斥候役高崎苓助（市
)

来 、同東次郎太（串木野）が重傷。福山村出身の夫卒新

長岡城の西方信濃川から攻めかかり、三番隊では斥候役

もに敵の本拠長岡城の攻略に向かう。五月十九日早暁、

外城三番隊はその後片貝の敵を追いおとし、遊軍とと

都合外城三番隊士の損害は戦死八人重傷四人軽傷二人

直左衛門もまたここで重傷を負った。
の一四人となったが、長州二個小隊でも即死六人重軽傷
小隊長有馬誠之丞が傷ついて高田病院に収容されたあ

の町田一族であろうが、私が調べた系図の中ではまださ

はまだ二十歳の若侍であった。町田姓であるかぎり石谷

以前外城三番隊長として城下士町田武輔が赴任した。彼

阿多新吾が戦死したが、城は我が手に帰した。それより

とは小頭の本田太郎作が弱冠二十一歳で隊長代理とな

がし得ない。この年で隊長となるのはよほどの家柄の嫡

七八人を出した。戦闘の激烈を物語っている。

慈眼寺を宿所とした。慈眼寺はまた官軍の本営でもあっ

り、二十九日からは会津藩領の飛地で小千谷におもむき

子でなければならないはず。但し戦闘においての実際の

した。ところがその戦線は柏崎から今の栃尾市方面に達

官軍は長岡城を手中におさめてここを本拠として北進

野の児玉四郎兵衛であったろう。

指揮者は小頭本田太郎作と四月から半隊長となった串木

た。

第十節 長岡城攻防戦

慈眼寺に東山道先鋒総督府軍監岩村精一郎を訪ねて会談

英傑の誉れ高かった長岡藩家老河井継之助は平服のまま

し、現在の兵力では警備が充分でない。それを看取した

この慈眼寺で五月二日有名な小千谷会談が行われた。

した。岩村はまだ二十二歳、土佐藩に功を帰せしめんた
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河井継之助は、奥羽北越軍を一手にまとめ、随所に官軍

その姿をあらわしていた。刈谷田川が北流して信濃川に

後平野は満満たる濁水でうずまり、わずかに川堤だけが

負傷する。この頃河井継之助は新潟市の南方加茂市に本

対戦したのである。鹿熊の西約一キロ㍍に筒場という所

を拠点として南側の川堤にへばりついて向こう岸の敵と

現在では見附市にはいっていると思われる。この鹿熊

小さな部落があった。

入ろうとする折目のところに下条村に属する鹿熊という

の前線を攻撃して逆襲に転ずる。
五月二十四日外城三番隊は北上して見附市の東北方六
キロ㍍の杉沢口に進軍し、暴風雨の中に交戦して石神為

陣を置き、奥羽諸藩の援兵を得て長岡城奪回作戦をすす

があり、土地が少し高く前面にクリークもあって楊柳が

兵衛、有馬嘉兵衛が戦死、中原太郎兵衛、有馬仲之進が

めていた。

が、ここに台場をきずき長期防御態勢をととのえる計画

で、それが完成するまで、鹿熊の川を隔てて北方数百㍍

茂っている。今は信越本線が通りその押切駅付近である

の今町に進入して占拠した。官軍は大敗し、杉沢から片

の今町を破ってここを拠点とし、勝ちに誇って南進する

六月二日正午ごろ河井は自ら指揮を取り、突如として

桐にかけての線で五月二十九日から昼夜をわかたぬ敵の

敵を食いとめようというのであった。私はもう二十年近

現在は見附市内になっているが市街地より西約四キロ㍍

逆襲に苦戦していた三番隊右半隊（伊集院隊）も、今町

くになるが見附市教育委員会の案内でこれらの戦蹟を訪

した当時も堤と堤の間は六〇㍍ほどであったろう。

ねたことがある。刈谷田川の川幅は二〇㍍ぐらい、増水

陥落で後方を断たれ長岡に退いた。
官軍は伸びきった前線を縮小し、長岡北方一〇キロ㍍

四日、早くも春山出身の中村源右衛門が重傷を負い、

の線に下ることにし、一方京都に応援を求めること切な
るものがあった。そして外城三番隊は見附の南方を西流

後方の関原病院に送られたが三日後に息を引き取った。

中村源右衛門藤原尚則は文政九年（一八二六）中村嘉

が額部貫通で即死する。

が重傷、串木野の宮之原銀助が軽傷。五日朝有馬十九郎

せきはら

する刈谷田川の堤防で敵を防ぐことになった。六月四日

更に直木の別府郷之丞と市来伊作田出身の夫卒直右衛門

か り や だ

のことである。
六月始めといっても四月に閏月があったから新暦では
七月末か八月始めごろにあたる。この年はいつになく雨
が多く、信濃川は本流支流とも氾濫し、このあたりの越
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大黒、筒場、川辺の三砲台は長岡の正面に当たり、長

番隊は、この日ようやく長岡に引き揚げて一息つくこと

岡城奪回を目指す敵の攻撃もまたここに集中した。ため

兵衛尚次の嫡子として春山に生まれる。元治元年（一八
した。慶応四年六月四日刈谷田川の川堤鹿熊付近で交戦

に三番隊に代わった加世田伊作隊の損害もみるみるうち

が出来た。

中午後二時ごろ銃創を受け後退、負傷した別府郷之丞と

六四）十一月の長州征伐には伊集院隊の戦兵として従軍

共に長岡を経て同夜十時ごろ関原野戦病院に到着治療を

に急増していった。

第十一節 北越席捲

受けたが、同七日死去した。行年四十三歳。郷里にあっ
ては鹿倉見廻の役を勤めていた。別府郷之丞は関原から
更に柏崎病院に移され、傷が癒えて七月中旬賜暇帰国し

日まで昼夜をわかたぬ死闘が続く。この間即死又は戦傷

み、入れかわり立ちかわり攻撃を繰り返し、六月二十四

てこもる。敵はすぐさま川を渡ってこの台場を取り囲

五日の夕刻筒場台場が出来上り、三番隊は皆ここに立

に到着し、薩藩の吉井友実が参謀として官軍の総指揮を

の頃までに薩摩長州の諸隊もまた陸続きとして長岡周辺

に到着、明石、福知山、高鍋その外諸藩の兵が随い、そ

を陸海両面から派遣する。総督宮は七月十五日海路柏崎

を会津征討越後口総督に任命し、この方面への増援部隊

越後の急を知った政府は六月十四日仁和寺宮嘉彰親王

後死亡した者七人、小隊長町田武輔をはじめ負傷八人、

して粉砕しようとの作戦であった。

とった。七月下旬を期して南北から河井らの敵軍を挟撃

た。

た大山藤之丞及び四元七之丞も十日午後負傷して後退し

外城三番隊は長岡で休息すると間もなく、六月二十八

夫卒の戦死七人を出している。当時斥候役に昇進してい
た。筒場を容易に抜くことが出来ぬとみた敵は、これに

砲弾の落下も少なくなり、銃砲声をよそに聞きながらし

日には筒場の西北二キロ㍍の川辺砲台守備を命ぜられ

ばらくぶりにゆっくりした十余日を過ごした。七月十七

対応する向かい台場を築き、間断なく大砲を打ちこんで
六月二十四日早暁、京都から増援にかけつけた新鋭の

た。この頃になると川辺砲台は敵の主目標から外され、

外城二番隊（加世田伊作）が交代に来て、これまでに多

日、突然外城三番隊に柏崎集合の命が達せられる。傷が

きた。

大の損害を出し、連日連夜の戦に消耗し尽くした外城三
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ない。

癒え復帰した有馬誠之丞隊長をはじめその理由がわから

めているという。継之助以下諸将は色を失った。腹背に

も彼らの盟藩新発田はたちまち降伏して敵の案内役を勤

河井の傷は重くたつことが出来ない。戦意を失った彼ら

陣容を立て直した官軍は二十九日から総攻撃に移る。

敵を受け、袋の鼠と化したことを知ったのである。

共に苦戦した二番遊撃隊、四番砲隊半隊、それに長州芸

は長岡城はじめ諸塁を次々に落とされ、栃尾から東部山

柏崎に行ってみると我が隊の他に外城一番隊、片桐で

達はこのおびただしい数に驚き、こんなにたくさん味方

州秋月などの藩兵などその数約二、○○○。三番隊の者

岳地帯に退き、河井を担架に乗せて八十里越の難所を越

え、只見川の上流を東行して会津若松に向かったが、若

の兵が居たのなら、筒場台場で苦戦して多くの戦友を死
なせずにすんだものを、と思うのであった。

`

長岡方面にあっては、前面の官軍が次第に増援されつ

田、五泉、そして村松城へと敵の背後を攻略していく。

進した。外城三番隊は新発田を本拠としていたが、越後

て只見川沿いに会津に向かい、一部は阿賀野川沿いに東

越後の敵を掃討した官軍は、一部は河井のあとを追っ

松城にはまだ程遠い福島県大沼郡只見町塩沢で継之助は

つあるを察知した河井継之助は、二十四日夕刻から見附

北部の黒川、村上の諸藩が下ると米沢、庄内攻撃軍が編

諸隊は二十三日汽船六隻に分乗し、二十五日午前四時

の本営を出発し、決死隊六一二人、一団となって長岡城

成され、その軍に繰り入れられることになった。八月二

とである。

の前方四キロ㍍四方の大沼沢八丁沼を押しわたり、夜半

十六日新発田を立って阿賀野川沿いに東進する。この軍

遂に落命した。行年四十二歳であった。八月十六日のこ

長岡城に突入した。数時間後の二十五日早暁を期して総

は西郷が新たに引率してきた新鋭の兵具方二番三番隊な

たのでその日は新発田城下に宿陣、それから水原、保

攻撃に移る予定の官軍はそれぞれの持場に待機していた

どを加え、その数一、五〇〇。九月十四日米沢に達した

阿賀野川が海にそそぐ太夫浜に到着、新発田藩は降参し

ので城に在る兵は少なく、たちまちに追い落とされて関

会津若松城の攻防戦は史上有名であり、防戦激烈を極

が米沢藩は既に八月二十八日降伏を申し出ていた。

めたが九月十六日城主容保は遂に降伏帰順を申し出で、

原に退いた。しかし継之助はこの戦で流弾に傷ついた。
北越諸藩が長岡城を奪回して意気沖天、得意の絶頂に

かたもり

あった二十五日、飛報は官軍の新潟上陸を告げた。しか
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九月二十二日城は官軍の手に帰した。
庄内藩も九月二十三日降を請い、酒井藩主は西郷の寛
大な処置に感激して二十七日城を明け渡した。

だのは六カ月前の閏四月十九日であった。以来歴戦数十

回、五〇人の伊集院隊のうち一二人が戦死あるいは戦病

死し、重傷を受けて帰国した者もあり、無疵で今日に

友の今はなき面影を偲びつつ、富山から福井へと往路と

同じ道を辿りながら十一月二日京都に入る。大阪から海

至った者は数える程しかない。半年前共に歩いて来た戦

岸沿いを南下して十月一日新潟県境の鼠関に至る。時は

路、彼らが無事懐かしの鹿児島城下前の浜の土を踏んだ

外城三番隊は同日未明庄内に達したが、二十九日には

既に冬に属し、山形新潟の山々は雪をいただくものも

のは十一月二十六日のことであった。

京都への凱陣が命ぜられた。即日午前十時鶴岡出発、海

あった。
十月十三日高田宿陣、彼らがはじめて高田の地を踏ん
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