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第第第第 2222 章章章章    佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市のののの維持向上維持向上維持向上維持向上すべきすべきすべきすべき歴史的風致歴史的風致歴史的風致歴史的風致    

    

当市の平野部の成り立ちは有明海に大きく起因し、自然の陸化や鎌倉時代から行

われてきた干拓により現在の佐賀平野は生まれた。佐賀平野南部の標高は１m程度、

市域の中心部である佐賀城跡辺りまで北上しても４m 以下のとても低平な土地で

あり、干満の差が平均６mにも達する有明海の影響を大きく受ける江湖（エゴ）や

堀が残っている。そこには低平な土地ならではの佐賀市固有の歴史的風致が継承さ

れている。 

奈良時代から平安時代にかけては、肥前国庁が当市の佐賀平野北域に置かれ、大

宰府と京とを結ぶ官道が整備され、多くの文物や文化の交流があったと考えられる。 

江戸時代、唯一海外に門戸を開いていた長崎と小倉を結ぶ長崎街道が、佐賀城下

町を通っていた。長崎からもたらされた海外の珍しい文物・文化がこの長崎街道を

通って、佐賀藩にも影響を与えながら東へ伝わっていった。 

このような変遷を歩んできた当市は、地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の

活動とその活動が行われる歴史的に価値が高い建造物とが一体となった次のよう

な歴史的風致が形成され、今日まで継承されている。 
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北面天満宮 

１ 城下町の形成とその維持から見える歴史的風致 

 

■城下町の姿 

【城下町の成り立ち】 

●佐賀城建設以前の様相 

 佐賀城下形成以前の佐賀平野においては、中世以来、多くの土豪が各地に群雄割拠

し、城館を構え在地支配を行っていた。特に戦国末期には、肥前・肥後を支配し「五

州二島の太守」と称された龍造寺隆信に代表される龍造寺氏の村中城・水ヶ江城・与

賀城を中心として、肥前国府から佐賀平野北部を本拠に活躍した高木氏の高木城、、

八戸・新庄・津留・諸隈・益田・木角・成道寺等の佐賀市西部を支配した八戸氏の八

戸城などの各城が知られている。 

 これらの城館のうち、後の佐賀城下域においてその存在が分かるものとしては、「村

中城」（城内１丁目）、乾亨院（中の館町）辺りを本館とした一帯にあった「水ヶ江城」、

与賀神社を鬼門に配し後の龍泰寺を中心に広がっていた少弐氏の居城である「与賀

城」などがあげられる。これらの城館は周囲に堀を巡らして、その外側に家臣団の屋

敷地や寺社あるいは町地・農地などで構成するいわゆる中世城館である。 

さらに、これら城館の周囲には、それぞれの土豪に関わりのある寺社が存在する。

例えば、龍造寺氏に所縁の深いものとして龍泰寺・龍造寺八幡神社・与賀神社をはじ

め多くのものがあり、その後城外に移されたものやそのまま城下に継承されたものも

ある。そして、佐賀城の築城に際しては、旧来の城館・城域、また寺社・寺域は整理

された箇所は当然ながらあるものの、それを巧みに取り込みながら継承した部分も多

い。このことは、それまでに形成された中世的都市空間が佐賀城及びその城下町の形

成に大きな影響を与えていることを示唆する。 

 

●天正期の町割り 

佐賀城下町の形成については、「鍋島勝茂公譜考補」の「佐賀城御普請」にその概

要が記され、そのうちに 

「天正十九年（1591）、蛎久ヨリ佐嘉へ町御引移シノ時、六座町・伊勢屋町・中町・

白山町ヲ始メニ御引キナサレ、其後段々諸町立、…（中略）…、又岸川町・長瀬町モ

蠣久の在名ナリ（蠣久満性院由緒）」 

とある。このほか、天正年間に蠣久（佐賀市鍋島

町）にあった伊勢神社、北面天満宮、天徳寺、真

覚寺等が移されたことなども記されている。 

ここに記された町名や寺社は、佐賀城の北西部

から西部にかけて、今に引き継がれ所在しており、

このことから、慶長 13年（1608）に始まった佐賀

城総普請よりも以前に、佐賀城の西半部域におい
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伊勢神社 

佐賀城跡［県指定史跡］北堀 

て城下町の形成が開始されていることがわかる。なお、天正 19年（1591）に最初に

引き移された六座町の名は、蠣久から金座・銀座・朱座・漆座・釜座・穀物座の六座

を移したことによるとされる。また、同町に所在する北面天満宮は蠣久天満宮の下宮

を移したもので、北に面しているのは、この祭神がことのほか荒神であるので南面に

安置して後ろから拝んだことに由来する、あるいは当地より北域に存在する蛎久天満

宮に向かって造営されたからなどと言われており、祭神は文教の守護神あるいは火災

除けの神として、さらに拝殿の梁の河童像や青竜像は水と因縁の深い社であることを

示しており、地元住民の信仰も厚い。 

 また、伊勢神社は、伊勢の皇大神宮の分霊を祀っ

たもので、通称「皇大神宮さん」と呼ばれる。もと

は蛎久にあり、佐賀藩祖鍋島直茂が安産の祈願を行

い、世継の伊勢松（勝茂・佐賀藩初代藩主）を授か

ったこともあり、天正 19年（1591）に現在地に社

殿を建立したと伝えられる。（『肥前古跡縁起』）伊

勢屋町も伊勢屋本町もこの伊勢神社に由来した町

名である。ちなみに時代は下るが、嘉永年間に伊勢

屋町に居住していた御用菓子屋の横尾市郎右衛門は、白山町の香月八郎に「まるぼう

ろ」の製法を伝授した人物である。この香月八郎が 「北島の丸芳露」を生み出すこ

ととなる。伊勢神社は信仰圏も広く、藩領以外の大村・平戸・五島・壱岐・対馬など

からも「皇大神宮さん参り」と称して季節毎の参詣が続けられた。 

 このように当地の有力神社である蠣久天満宮を中心とした諸町や寺社が、佐賀城下

町の西半部域に移されており、中世以来の町を移転し近世城下町として再編している

点は佐賀城下町の形成の大きな特徴の一つといえる。 

 

●佐賀城の建設及び慶長期の町割り 

佐賀城は、龍造寺氏に替わり支配権を継承し 35 万７千石の知行高を安堵された鍋

島氏の居城として築城された。城の建設は、龍造寺氏の「村中城」を東北方向に大き

く拡張する形で行われており、そのため、村中城旧地である西の丸の北側一体が龍造

寺系の後藤家・諫早家の居住地となり、その東側には同じく龍造寺系の多久家が居住

していた。 

 『鍋島勝茂公譜考補』によれば、慶長７年

（1602）に佐賀城本丸台所の建築を開始、同 12

年（1607）に西の丸の角櫓の建築が行われ、天

守の瓦が焼き始められた。翌 13年（1608）から

は佐賀城総普請が開始され、同年 6月 16日から

は四方の城掘も国中の人員を動員して掘られて

いる。北堀の東部分は筑前黒田藩の加勢を得て掘
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牛島天満宮 

られており、「筑前堀」と称される所以である。天守の完成は慶長 14 年（1609）に

竣工、そして、同年 16年（1611）に佐賀城総普請は完成した。 

 創建当時の佐賀城の様子は、「佐賀城覚書」（正保４年（1647））によれば、本丸は

東西 70間、南北 68間の規模で、北西部に五層の天守閣があり、石垣の高さは 5間で

あった。本丸の北側には「鯱の門」とよばれる正門があった。本丸の北東に二の丸、

本丸の西方に三の丸、三の丸の西方には西の丸があった。三の丸の南西には三層の櫓

があり、本丸の北西の内曲輪には侍屋敷があった。これらが現在の城内に当たる部分

で、周囲は大きな城堀で囲まれており、北堀は東西 350間・幅 40間、南堀は東西 435

間・幅 39～51 間、東堀は南北 389 間・幅 32～36 間、西堀は南北 398 間・39～40

間、堀の深さは７尺～９尺であった。城郭から内堀や侍屋敷・町屋敷を挟んで、北側

に東西 2170間、東側に 590間、西側に南北 250間の土手をつくり外曲輪とし、土手

の内側には堀を掘削し外堀としており、この堀が「十間堀」と呼ばれ、佐賀市民には

大変馴染みの深い河川である。 

 また、その外堀には２箇所に寺域（東は清心院、西は天祐寺）の突出部を設けてお

り、有事に備えた出城の機能も兼ねていたとされ、「●●●●」には、●●寺域に「櫓」

の所在を示す記述がある。 

 佐賀城の特色の一つとしては、天守及び本丸の北・西にしか石垣が設けられておら

ず、他は土手をめぐらしている点があげられる。 

 佐賀城の建設に伴い城下町の建設も行われる。

慶長 12年（1607）に「佐賀西の丸角櫓立、牛島

口・多布施・神野・八戸其外曲輪普請有之、…」

（「鍋島勝茂公譜考補」）、慶長 13 年（1608）に

は「此時、惣家中屋敷・町小路立、…」という記

述でその開始がわかる。特に、牛島口・多布施・

神野・八戸の外曲輪とは前述した十間堀及び土手

を指しており、この段階で、絵図（●●年）に見

える佐賀城下の本格的町割りの全体像がおおむね完成したと思われる。 

このように佐賀城下町は、近世初頭に新たに建設された城下町ではなく、中世の都

市構造を一部継承しながら、城郭を中心とした近世城下町へ再編することにより成立

した都市といえる。そしてその建設は大きく「天正年間」と「慶長年間」の二つの時

期にまたがり断続的に行われながら完成していく。 

 

●長崎街道 

 長崎街道は、西海道の中心をなす街道のひとつで、門司港を基点に、小倉－黒崎－

木屋瀬（こやのせ）－飯塚－内野－山家（やまえ）－原田（以上福岡県）－田代－轟

木－中原－神埼－境原（さかいばる）－佐賀－牛津－小田－北方－塚崎（武雄）－嬉

野（以上佐賀県）－彼杵－松原－大村－諫早－矢上（やがみ）－日見－長崎（以上長
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文化御城下絵図 （1810頃） 

財団法人 鍋島報效会 蔵 

北面天満宮 

長崎街道 
天祐寺 

清心院 

土塁 天守 

牛島天満宮 

与賀神社 

町地 

裏十間川 

佐賀江川 

十間堀川 

紺屋川 

崎県）と続いている。総里数は 57里（約 228キロ）で、25の宿場があった。 

 

  

 

 

このうち佐賀市域のルートを詳しく見てみると、構口－牛島町（東佐賀町の南部）

－思案橋－柳町・蓮池町（柳町の東部）・呉服町－右折して元町（呉服町と元町は合

併して呉服元町となる）－右折右曲して白山町（白山二丁目）－米屋町・中町（白山

一丁目）－多布施町（多布施一丁目南部）－左折して伊勢屋町－左折して伊勢屋本町

－点合町（てんやまち）、六座町－長瀬町－左折して右折し八戸町（八戸一丁目・二

丁目）－高橋と続く。白山町からは川上を経て福岡に至る「川上往還」が北に分岐し、

牛島町からは佐賀支藩である蓮池藩に至る「蓮池往還」が南側に分岐し、川上往還沿

いには唐人町が、蓮池往還沿いには材木町･紺屋町そして今宿町が、往還に沿った町

地として広がっている。 

街道は、直角に折れながら佐賀城に近づくにつれ城から遠く離れるよう配され、佐

賀城の北堀と長崎街道の間には、松が植えられた土塁が東西に広く設けられ、また、

佐賀城の城堀の内側にも松や楠が植えられた土塁が設けられ、長崎街道や城外から佐

賀城が見通せない構造としているのは、城下の機密保持を意図したからだといわれて

いる。 

街道筋には、今でも「こくら道」「なかさき道」と彫られた石の道標が残されてい
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柳町 (旧上今宿町)のまち並み 

（長崎街道） 

る。その一つである長瀬町の道標には、本庄町から乗船して諫早に向かう往還を指す

「いさはやとかい場」（諫早渡海場）と彫られたものがある。 

佐賀藩は他国人の城内への出入りを厳しく取り締まっていたが、天明期（18 世紀

後半）になると街道を通らない不届き者が出てきたり、久留米・柳川商人が本庄町、

八丁馬場（与賀町清和高校の南通り）、南堀端の近道を利用するようになっていたよ

うで、藩の悩みになっていた。（「泰国院様御年譜地取」天明 7年（1787）5月 23日

の条、享和元年（1801）12月 9日の条） 

そこで、牛島口、構口、枝吉口、多布施口、天祐寺町口、唐人町口の木戸番所に加

え、白山土橋口、六座町口、八丁馬場口、宝琳院前東の小道口、精町口、安住口、古

賀口、大崎口、鬼丸南口、十五道口、本行寺前口、清心院前御土手口、中館南口、水

ヶ江光円寺前口、今泉東口など 15 箇所に新しく木戸や番屋を新設し警備強化を図っ

た。（「泰国院様御年譜地取」天明 5 年（1785）12 月 27 日の条、享和元年（1801）

12月 9日の条） 

また旅人の宿場についても、中心部を離れた柳町・伊勢屋町、船の利用者は本庄町

と限られていた。 

この街道あるいは佐賀城下については、外国人、

学者、武士、商人など多様な視点で書き留めてい

る記録が残されている。例えば、元禄４年（1691）

に訪れたドイツ人医師ケンペルの「江戸参府紀

行」、天明 3年（1782）に訪れた地理学者で蘭医

の古川古松軒の「西遊雑記」、享和 2年（1802）

に訪れたナゴヤの商人である吉田重房の「筑紫紀

行」、文政 9年（1826）に訪れたドイツ人医師シ

ーボルトの「江戸参府紀行」、文政 12年（1829）

に訪れた大阪商人である高木善助の「薩陽往返紀事」、嘉永 3年（1850）に訪れた吉

田松陰の「西遊日記」、嘉永 6年（1853）に訪れた幕府勘定奉行の川路聖謨の「長崎

日記」、安政 6年（1859）に訪れた長岡藩士である河井継之助の「塵壷」などがあり、

当時の佐賀城下町の様子が記されている。 

また、人だけではなく、享保 14年（1729）には八代将軍吉宗に献上された象が通

ったりもしている。最近では、菓子の材料や甘味の原料である砂糖が長崎から運ばれ

た道を意識して「シュガーロード」と呼ばれることもある。 

 

 

【町割のかたち】 

●武家地の様子 

佐賀城下の武家地は、およそ 40 間の幅で四方を囲んだ佐賀城を中心として、大身

武士が居住する敷地規模の大きい屋敷が城内及び城内付近に配置され、その外側に中
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級武士の屋敷地が、さらにその外側に下級武士の住む狭い屋敷地が町地近くに配され

るという、近世城下町に通常見られる配置構成となっている。この武家地は「小路（く

うじ）」を基本としており、今も数多く残されている小路は往時をしのぶ佐賀城下町

の特徴である。 
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 城の北側には、城堀に沿って「北堀端小路」、その北方向に平行して「松原小路」、

「中ノ小路」「八幡小路」があり、その西側に南北に延びる「妙安寺小路」、さらに西 

方向に「川原小路（川原竪小路）」、「西田代竪小路」「正丹小路」「本行寺小路」が並

んでいる。城の西側には、城堀に沿って「西堀端小路」、それに平行して「辻の堂竪

小路」「泰長院門前小路」、与賀神社の門前を東西に延びる「与賀八丁馬場小路」、そ

れに平行して走る「石長寺小路」「龍泰寺小路」、その西には「精町小路」があった。

城の南側は城堀に沿って「南堀端小路」「中ノ館小路」、その西に「鬼丸小路」などが

ある。城の東には、「片田江竪小路」、その西に「片田江七小路（馬責馬場・通小路・

椎小路・花房小路・中ノ橋小路・枳小路・会所小路）」や十間堀端があり、その東に

は「鷹匠小路」「独行小路」「虎次竪小路」「今修裏小路」、さらに町地を超えて東側に

東田代の諸小路、北東側には「高木町裏小路」「枳馬場小路」があった。 

 承応 3年（1654）「佐賀城廻之絵図」により「小路」と武士階級の関係を具体的に

見てみると、鍋島本家とともに藩の中核をなす小城・蓮池・鹿島の鍋島三家、そして

白石・川久保・久保田の親類三家、龍造寺系の諫早・多久・武雄・須古の親類同格四

家、また鍋島本家の家老六家（横岳・神代・深堀・姉川・蔵町・太田）の一部が城内

に居住、それ以外の上級武士は、城堀沿いの北堀端小路・西堀端小路・南堀端小路、

片田江竪小路、城内北側にある中ノ小路・八幡小路に住み、中級武士（の平侍層）は、

城堀よりさらに西にある妙安寺小路・川原小路・正丹小路・本行寺小路・精町小路、

それに城堀よりさらに東の片田江七小路・鷹匠小路・今宿裏小路・高木町裏小路、そ

して東田代の諸小路などの城内外縁部の狭い屋敷地に居住している。 

 上記以外の下級武士、手明鑓・徒士・足軽・被官などの下級武士の多くは町地に居

を構え、町人と共に住み、町人と同じような職業に従事しており、これは佐賀城下町

における武士層の住まいのあり方としては大きな特徴であり、藩政初期からのことで

あった。また、このような住まいの形態は、弘化年間の紀州藩士の見聞記「佐賀紀聞」

にも記されており、佐賀市中の手明鑓や足軽は表札の大小や苗字の有無で身分を区別

していた様子を知ることができる。 

 これら、武家地の街区を示す小路名は、現在でも町名や自治会名として残されてい

るものがあり、表に示した８つの自治会の名称は、元和５年（1740）に作成された「城

下大曲輪内屋敷帳」に挙げられている小路名に由来している。そのうち城下町南西部

に位置する東水自治会では、江戸時代の小路名である鷹匠小路、独行小路、裏小路の

小路名が自治会を構成する「班名」として残っている。班の下には組が置かれ、各組

の組長が自治会の運営を行っている。 

 

●寺社地の様子 

 寺院は、町地の裏に寺院域を形成したり、町地の中に置かれたり、武家地の中に独

立して配されたりしている。特に武家地の中に置かれた寺院としては、城の西域では

小路名にもなっている泰長院・龍泰寺・本行寺、南域では寶琳院、外曲輪である十間
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堀の外にある天祐寺・清心院などがある。天祐寺が江戸初期に創建されている以外は、

いずれも中世後期の創建・再興、または中世城館の流れを汲むものである。 

 神社は、町地に置かれるもの、境内や参道が城下町の骨格をなすもの、町地から離

れて置かれるものなどがある。町地の中に置かれるものとしては、六座町の北面天満

宮、柳町の八坂神社などがある。城下の骨格を成す神社は、伊勢神社と龍造寺八幡神

社がその代表である。伊勢神社の参道は伊勢屋町の町通り、そして街道筋にもなって

おり、龍造寺八幡神社は東西に広がる町地のちょうど中央に位置し、南へ延びるその

参道は城下の中央南北軸とほぼ重なっている。このように参道が城下町の町割や屋敷

割の基礎となっており、城下町の形成と深い関わりを持っている。町地から離れてい

る神社には、牛島天満宮と与賀神社がある。牛島天満宮は城下町の鬼門の位置におか

れ城下を守る役割を担っている。与賀神社の社殿や中世末期の楼門（国指定重要文化

財）は城に背を向けて西向きに建てられ、参道は西を正面に武家地を抜けるように延

びており、中世以来の位置を保ちながら現在に至っている。またその参道の一部には

八丁馬場や道祖元町の町地が形成されている。 

 

●町地の様子 

 町地は、武家地を取り囲むように、長崎街道や分岐する街道に沿って両側町が形成

された。城下町の北半外縁部を東西に長く広がっており、その中央には龍造寺八幡神

社が位置し、町地を東西に分ける格好になっている。 

 その町地の開発は、早くは天正 19年（1591）に蠣久（佐賀市鍋島町蠣久）から六

座町・伊勢屋町・中町・白山町などを後の城下町西部域を中心に引き移して開始され

ており、慶長 13年（1608）に行われた佐賀城総普請の段階で本格的な町割がほぼ完

成したと考えられる。 

 佐賀城下の地名については、寛政元年（1789）の幕府巡視使へ報告を行っており、

「城下町数三拾三町これあり候」として、そのときに答えた 33の町名は 

「下今宿町・材木町・紺屋町・牛島町・上今宿町・柳町・蓮池町・上芦町・高木町・

呉服町・元町・東魚町・八百屋町・中島町・夕日町・勢屯町・白山町・米屋町・寺町・

唐人町・唐人新町・中町・多布施町・伊勢屋町・伊勢屋本町・岸川町・西魚町・点屋

（合）町・駄賃町・六座町・長瀬町・本庄町・道祖元町」 

である。（「泰国院様御年譜地取」） 享和３年（1803）に作成された「肥前国郷村仮

名附帳」に記載された町名も同数であることから、これが城下町のほぼ完成期の町名

と考えてよいだろう。  

 この 33の町名はその多くが引き継がれ、現在 25の町名が当時とほぼ同じ区域で自

治会名としていまでも使われている。また、町名だけでなく各自治会で今でも行われ

ている「川干」や「防火・防犯」等の自治組織による活動もまた当時から継承された

町民による活動である。 

城下町の大部分を構成する武家地、町地、そしてその骨格の一つとなる街路は、そ
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の多くが現代にまで継承され、非常によく遺存している。特に町地を貫き、城下東口

の構口から城下西口の高橋までの長崎街道は、龍造寺八幡神社辺りが明治期に改変を

受けている以外は、街道全体がそのまま受け継がれている。昭和 20年 8月の佐賀空

襲により城下町の一部（水ヶ江町一体）が火災延焼の被害を受けているものの、その

後大きな改変はされておらず、城下町の町地や武家地の趣きは損なわれていない。人

の行き来を基本に設置されたこれらの街路は、今日の自動車社会においては、幅や延

長の不足の点から不便ともされがちではあるが、残されている古い建造物や生垣や塀

などの付属施設の景観と相俟って、人を基本とした閑静な佇まいを現代に伝えている。 

◇元和５年（1740）に作成された「城下大曲輪内屋敷帳」に挙げられている小路名のうち自治会

名として継承しているもの 

元和５年小路名 現在の自治会名 元和５年の小路名 現在の自治会名 

中之小路 中の小路 松原小路 西松原・東松原 

八幡小路 八幡小路 川原竪小路 川原小路 

東田代 

天神通横小路 
東田代南 

西精町ノ内 

精町小路 
精町 

西田代竪小路 

西田代横小路 
西田代 

鬼丸東竪小路 

鬼丸南横小路 
鬼丸町 

◇寛政元年（1789）の 33町と現在の自治会名として継承されているもの 

寛政元年（1789） 現在の自治会名 寛政元年（1789） 現在の自治会名 

下今宿町下今宿町下今宿町下今宿町    下今宿町下今宿町下今宿町下今宿町    米屋町米屋町米屋町米屋町    米屋町米屋町米屋町米屋町    

材木町材木町材木町材木町    材木町材木町材木町材木町    寺町寺町寺町寺町    寺町寺町寺町寺町    

紺屋町紺屋町紺屋町紺屋町    紺屋町紺屋町紺屋町紺屋町    唐人町唐人町唐人町唐人町    唐人町唐人町唐人町唐人町    

牛島町牛島町牛島町牛島町    牛島町牛島町牛島町牛島町    唐人新町 駅前区 

上今宿町 柳町 中町中町中町中町    中町中町中町中町    

柳町柳町柳町柳町    柳町柳町柳町柳町    多布施町多布施町多布施町多布施町    多布施町多布施町多布施町多布施町    

蓮池町 千代町 伊勢屋町伊勢屋町伊勢屋町伊勢屋町    伊勢屋町伊勢屋町伊勢屋町伊勢屋町    

上芦町上芦町上芦町上芦町    上芦町上芦町上芦町上芦町    伊勢屋本町伊勢屋本町伊勢屋本町伊勢屋本町    伊勢屋本町伊勢屋本町伊勢屋本町伊勢屋本町    

高木町高木町高木町高木町    高木町高木町高木町高木町    岸川町岸川町岸川町岸川町    岸川町岸川町岸川町岸川町    

呉服町呉服町呉服町呉服町    呉服町呉服町呉服町呉服町    西魚町西魚町西魚町西魚町    西魚町西魚町西魚町西魚町    

元町元町元町元町    元町元町元町元町    点屋点屋点屋点屋（（（（合合合合））））町町町町    点合町点合町点合町点合町    

東魚町東魚町東魚町東魚町    東魚町東魚町東魚町東魚町    駄賃町 西田代 

八百屋町 東魚町 六座町六座町六座町六座町    六座町六座町六座町六座町    

中島町 東魚町 長瀬町長瀬町長瀬町長瀬町    長瀬町長瀬町長瀬町長瀬町    

夕日町 東魚町 本庄町本庄町本庄町本庄町    本庄元町本庄元町本庄元町本庄元町    

勢屯町 白山町 道祖元町道祖元町道祖元町道祖元町    道祖元町道祖元町道祖元町道祖元町    

白山町白山町白山町白山町    白山町白山町白山町白山町     
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石井樋全景（武雄河川事務所ＨＰ） 

石井樋 

 

嘉瀬川 

象の鼻 

大井手堰 石井樋 

天狗の鼻 

多布施川 

■■■■城下町城下町城下町城下町をををを支支支支えるえるえるえる水利環境水利環境水利環境水利環境    

【石井樋を核とした水利システム】 

 佐賀城及び佐賀城下町の建設において大変重

要な役割を担ったのは、大阪城や江戸城の普請に

も関わった成富兵庫茂安が行った治水工事であ

る。成富兵庫茂安が行った治水事業は徹底して水

に逆らわない立場を貫き、技術と工法は戦国武将

武田信玄が行った河川改修の技術と並んで現在

でも高い評価を受けている。その彼が行った数々

の水利・治水工事のうち、佐賀城普請と同時期（慶

長年間・1596～1615）に行った嘉瀬川上流での

「石井樋」の築造工事は水の性質をいかした傑作

といわれ、「この石井樋は専ら茂安の心魂を労せ

られし所にして不易の良法なり」（南部長恒 疏

導要書 天保５年（1834））と評価されている。

この石井樋の工事によって、嘉瀬川の洪水防止は

もちろんのこと、嘉瀬川からの分流する旧河道を

改修した多布施川の整備により、城下への飲料水

確保・流域の灌漑用水確保・舟運確保などに大きな効果と恩恵を与えた。 

 石井樋とは、本来は石で造られた井樋と呼ばれる水利施設を指すが、現在では「象

の鼻」「天狗の鼻」「石井樋」など、成富兵庫茂安による水管理システムに関する構造

物を総称して「石井樋」と呼ぶことが多い。この「石井樋」の基本システムは、嘉瀬

川に築かれた「大井手堰」により水を受け止め、「象の鼻」や「天狗の鼻」と呼ばれ

る石積みの分水路をＳ字で迂回させながら水をコントロールし、砂等を沈殿させるこ

とで上質な水を多布施川に流す構造である。 
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 この石井樋は、300年以上の永きにわたり、修復を重ねながら、多布施川流域や城

内に水の供給を行ってきたが、昭和 35 年に嘉瀬川上流に川上頭首工が建設されたこ

とでその役目を終え、その後土砂に埋没したままとなっていたが、平成 17 年に行わ

れた復原工事により本来の機能を取り戻し、また以前のように多布施川に水を供給し

続けている。 

 石井樋から供給された水は多布施川を通り、途中で灌漑用水を取水するために設け

られた多くの堰（井樋）を通過しながら、JR 長崎本線との交差する辺りで天祐寺川

と分流する。なお、この天祐寺川は、城下町外曲輪の西にある天祐寺、日本で始めて

鉄製大砲の鋳造に成功した「築地反射炉」の側を通りながら、本庄江に注いでいる。

築地反射炉で使用した鉄や燃料、鋳造した大砲の輸送はこの本庄江や天祐寺川の水運

が利用され、本庄江今津の南にある佐賀藩御船屋は明治７年（1874）の佐賀の役の時

に江藤新平らが西郷隆盛を頼って薩摩に向かう際に乗船した場所と言われている。 

 

土砂がまざった嘉瀬川の水

は象の鼻で流れが川の中央

に寄り、大井手堰にぶつか

ります。そのとき水に含ま

れた土砂の一部が川底に沈

みます。 

大井手堰にぶつかった水は逆

流してゆるやかな流れにな

り、土砂を少しずつ川底に沈

めながら象の鼻と天狗の鼻の

方へ流れていきます。 

象の鼻と天狗の鼻の間を

通るうちに、さらに流れは

ゆるやかになり、土砂の混

じらないきれいな水が石

井樋から多布施川に流れ

ていきます。 

武雄河川事務所ＨＰ 嘉瀬川の水には砂が多く含まれています。そこで、 

松原川 

多布施川 

文化御城下絵図 （1810頃） 

財団法人 鍋島報效会 蔵 

石井樋 

多布施川 
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城下町への飲料水を引く“多布施川” 

多布施川から分かれる“松原川” 

石橋とたなじ 与賀町 

たなじ  柳町 

 多布施川本流は分流後さらに南下し、佐賀城外曲輪である十間堀を越え、護国神社

を経て東へ分流し、松原川となって南下東流し、

城下町東の内曲輪である「裏十間堀」へつながり、

最終的には佐賀江へと流れていく。 

 本流の多布施川はさらに南下し、佐賀城北の御

門あたりで、佐賀城堀を通過し城内へと入ってい

く。この際、城堀には直接流れ込まず、堀を飛び

越える形で立体交差しており、あくまでも飲料水

を供給する上水道としての機能を果たすように

工夫されている。また、佐賀平野では北から南へ

流路をとるのが通例だが、ここ城内では多布施川

による水利用を広範囲に及ばせるため、何度も折

り曲げながら一部は北流する箇所も設けつつ、屋

敷地を通過してしていくように川底の傾斜に工

夫をしており、ここでも成富兵庫茂安の土木技術

のレベルの高さが見てとれる。 

 そして、さらに東城堀を越えて水ヶ江南部の武

家地を通りながら、八田江へとつながっていく。 

 

■■■■城下町城下町城下町城下町をををを支支支支えるえるえるえる維持活動維持活動維持活動維持活動    

【水系の維持】 

 城下内及び城下町の生活用水として、多布施川

水系から得られる水は極めて大切なものであっ

た。その上質な水を汲む箇所として、水面に降り

る「かわじ」や「たなじ」と呼ばれる石の階段を

使って水面に下る施設が使われ、現在でも水路の

あちこちに残され、実際に見ることができる。 

 その水路から常に清潔な飲料水の取水を可能

にするには、相当な維持活動もまた必要であった。

というのも、水面は常にオープンな状態であるた

め、路地や敷地から流入する塵芥を防ぐことも必

要であったし、石井樋築造から時間が経過するに

つれて、多布施川砂の沈殿により川底が次第に高

くなり、出水のたびに満水して佐賀城の北門内外

並びに小路まで水が溢れて洗い流された道路も

所々できるなど、深刻な水害もまた少なくなかっ

たからである。 
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川干の状況 裏十間川 

 そこで川底の溜まった砂利などを浚える「川干」

という作業が行われていた。その作業を行うため、

毎年 2 月から 3 月の春先にかけて石井樋が堰き止

められていた。当時の記録によれば、2 月から 3

月に３回に分けそれぞれ数日間にわたって石井樋

を堰き止めるので条筋々に伝達するようにとの達

しが出されており、この期間に川干が行われてい

たと思われる。ただ恒例の川浚えだけではなかな

か行き届かないので、佐賀藩が徒罪者を使って、

嘉瀬川・川上川・多布施川、また城下町の水路の川浚えを行っている（『泰国院様御

年譜地取』天明 7（1787）年 10月 2日、天明 8年（1788）11月 6日、『治茂公御代

「庁書日用聚分韻略」享和 2年酉 2月 7日）） 

 このほか、城下町の城堀や水路に関しては、藩による規制も多く、「城周りの大堀

の鯉や鮒を勝手にとってはいけない、藻をとる以外は船を堀に入れてはいけない。」

「城堀ならびに惣構えの堀は段々浅くならないように節々菱などをとらせる。道橋掃

除の塵埃そのほかむさき（汚い）ものを掃きいれないように申し付ける…」、「流筋水

道（多布施川から城下に引いた水路）を埋めて狭くしてはいけない。またそれより新

しく脇水をとることも一切できない。どうしてもとらなくてはならないなときは小路

中のものに相談した上で屋敷奉行に届け障なければゆるす」などがあった。（『宗茂公

御代御印帳写』享保 18年（1733）、『勝茂公御代仰出」など） 

 明治時代になってからも、多布施川から城下町へともたらされた水は飲料水として

の役割を維持し続けた。明治の文豪である森鴎外は、明治 32年 7月軍医部長として

佐賀を訪れ、今も現存する新馬場通りの松川屋に宿泊した折に、当時の城下町の住民

が川の水を飲料水としていることを、「小倉日記」に記述している。 

 しかしながら、水路の水質悪化は当時非常に大きな問題であり、江戸時代から引き

続き、井樋を堰き止め（これを「干落（ひおち）」という）、市内一斉の川干を官民一

体となって行うとともに、明治 19 年「佐賀市街飲料水線取締規則」を定め、多布施

川を中心に城下町の水路への汚物の投棄について厳しく取り締まり、塵芥投機の禁止、

遊泳や立ち入りの禁止、毎日午前 10 時までの洗浄の禁止をし、違反者は科料により

処罰された。 

 大正 5年に地下水源を使った上水道が敷設されたことにより、城下町へ飲料水を供

給するという江戸時代以来の多布施川の大きな役割は次第に薄れていくことになっ

た。 

 しかしながら、佐賀市内に毛細血管のように張り巡らされた水路・堀は、「水網都

市」と呼ばれるように佐賀独特の景観であり、地元住民にとっても大切な財産である

ため、これを保全する活動は、それ以降もしっかりと続けられ、昭和になっても市が

市報等で一斉清掃を呼びかけ、各町の川干の指導を行い、市は川干後の検査も実施し
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ている。 

 現在は、市民自らの手による「佐賀市水対策市民会議」が一斉河川清掃を呼びかけ

ている。「佐賀市水対策市民会議」は昭和 55年に結成され、役員は自治会の代表、市

民団体、行政等 41 名、全てボランティアとして活動している組織で、毎年春と秋の

一斉清掃の時には、延べ 9万人もの市民が河川や堀に入り川干を行っており、佐賀の

風物詩ともなっている。 

 江戸時代から継承された町割のなかで、水路の管理という取り組みをとおした佐賀

市の生活保全のための地域ぐるみの活動が江戸時代から継承されている。それが「川

干」という清掃活動等であり、このような自治活動は、静かな佇まいのなかに今でも

しっかり受け継がれ、当市の歴史的風致を維持する原動力となっている。 

【大火への備え】 

 城下町の生活においては、農村部とは比較にならないほどの木造家屋の密集地のた

め、火災への対応も藩のみならず武家地や町地の住人にとっても大きな課題であった。 

 そのため、火災に対しては、元禄 3年（1690）『町方定』に、各城下町の別当・咾

の町役人に勤番の責任を持たせ、町民すべてにも火の用心に勤めさせるよう定めてお

り、出火の際は、町奉行・町代官は火事場に駆けつけ、火元や隣家の住人はもとより

その町中の全員を総動員して火元の消火に勤めるよう、また小路（武家地）での家事

の際も同様に総動員で行うよう命じている。 

 城下町の消防組織は、城下を東・南・西・北の４つの区域に分けて、それぞれ「小

路町火消役」として 3名の武士の名前が挙げられており、武士の消防隊は藩政開始期

から組織されていたようである。（『勝茂公御代仰出』明暦元年（1655）） 

 天明 8年（1788）の材木町での火災の際に、本庄町火消小頭である和兵衛が消火活

動中の大怪我で亡くなったため藩が弔料を家内のものに配したこと、同じ火災で大怪

我をした元町源右衛門、高木町甚左衛門、高木町松右衛門、芦町利平次、長瀬町清右

衛門、六座町安兵衛の町火消とその家族に藩が扶助金を交付した（『泰国院様御年譜

地取』天明 8年（1788）11月 23日の条）ことなどから、城下の各町には「火消小頭」

という町火消隊長や多くの町火消がおり、大火の際には城下全市中のの町火消が組織

的に消火活動をしていたことが推察できる。また、他の記録からは、この町火消は城

下町だけではなく、城下に隣接した大崎宿（本庄町大崎）や高尾宿（巨勢町高尾）辺

りの宿場町での火災にも消火出動していたようである。 

 佐賀城下町の町地での防災活動の一端を知る手がかりとしては、天保 15年（1844）

の『佐賀城下紺屋町絵図』が参考になる。これにより城下町の東側の紺屋川を挟んで

形成された「紺屋町」の当時の密集した町並みとその構成状況が分かる。絵図には竈

数 239軒、寺 2ヶ寺と記載されている、紺屋町の南北の入口に木戸を設け、「火番」

や「火ノ視」櫓が配置されており、町をあげての厳重な防火・防犯体制が敷かれたこ

とがこの絵図から読み取ることができる。絵図からはその建物自体をうかがい知るこ

とはできないが、すでに大火を経験した町屋には火災に強い蔵造の建物が見られるこ
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佐賀城下紺屋町絵図 天保 15 年（1844） 

財団法人鍋島報效会 蔵 

北側の木戸・火番 南側の木戸・火番 火番 火ノ視 

蔵造り（森永家） 柳町 

とや、佐賀に現存する江戸から明治期の建造物の有り様から、当時のこの町にも同様

の建物群が立ち並んでいたことが推察できる。 

 江戸時代からの続く火消は、明治 23年に公設消防として組織され、10部に分割し、

各部に小頭 2名、消防夫 50名と組頭をもって消防組が編成された。 

 

現代においては、中央分団 10 部が引き継がれ、多くの消防団員により、江戸時代か

らつづく道幅の狭い町割とその町並みを守り続けている。中央分団 10 部のうち、第

6部は江戸時代からの町名を引き継ぐ柳町に置かれており、消防ポンプ積載車等を常

設し、住民の火災・水害時の避難場所としても兼

ねている消防格納庫が設置され、火災等の災害が

起これば、ここから出動する態勢をとっている。

そして今でも火災の際の水源として、江戸時代か

ら継承され残されている水路網の流水を活用する

ことも多く、新しい時代の消防活動においても、

古来からの財産が受け継がれている。 

 消防団は、出初式や地区ごとに行われている夏

季消防訓練等により、技術、体力の向上を図ると

同時に、消防団としての連帯感を維持するとともに地域活動に活かされており、「町

火消」として地域の信頼感を得ている。 
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