
春日山城跡（上越市） 築城年代：南北朝時代、築城者：上杉氏

「義と筋目」の「越後の龍」、上杉謙信の居城である春日山城跡/「現在地」の春日山神社下から春日山神社→謙信銅像→御屋敷→千貫門→

直江屋敷→お花畑→毘沙門堂・諏訪堂・護摩堂→本丸・天守台→大井戸→鐘楼→上杉景勝屋敷→御成街道→柿崎屋敷→二ノ丸→三ノ丸・米蔵

・上杉三郎景虎屋敷→馬場→相撲場→林泉寺と進んでみよう/これは東側から見た春日山城跡の縄張図



　　前方の山に春日山城跡が展開する/東側から見たところ 📹 video

https://youtu.be/3uddG7ActY4


　前方の駐車場の所が春日山神社下/そこから急激な階段を登ると上杉謙信を祀る春日山神社がある



📹 video

https://youtu.be/zvNdCt81Tj4


　　　「史蹟　春日山城阯」と記された標柱が立つ



　ここが春日山神社 📹 video

https://youtu.be/ArHs15D0MZU


　　　「春日山神社」とある



　　　　拝殿 📹 video

https://youtu.be/yb7TGPxp4mY


　切妻の向拝





　　　　左手から見たところ



　　右手から見たところ/右奥が本殿 📹 video

https://youtu.be/hlPLrM4OXds


　　　　棟持柱が立つ拝殿 　本殿も同様



　　向拝側面



　　神輿殿



　北海稲荷神社



境内から振り返って鳥居を見たところ



　　　　さて、これが「謙信銅像」 📹 video

https://youtu.be/xlavauLakFk


　　　イヤー、恐れ入ります！



足元には数々の説明板や標柱が立つ











　　劣化していて良く読めない





　　　そこから、春日山神社の方向を見たところ







　　上杉謙信と小川未明の宝物館



　　　そこから北方向を眺めたところ 📹 video

https://youtu.be/3-poZp0MhE4


アップで見たところ/正面中央辺りが上越市役所・上越Ｉ.Ｃ



　　　　さて、春日山神社の右手から本丸のある山頂を目指す/前方に説明板が立っている



📹 video

https://youtu.be/D3wEKBW2NhA


この下に、御屋敷と呼ばれる郭や右近屋敷、黒金門があるようだが・・・



　いざ、登城



　　少し進むと平場があり、この上に千貫門があったようだ 📹 video

https://youtu.be/USqW4kT7fN4


　この左手に千貫門があったと思われる 📹 video

https://youtu.be/rqPJxAa6IHc


左手を見ると、説明板が立っていた





　　ここが春日神社側からクランク状に道が通じている所か・・・/この辺りに千貫門があったのか・・・/両サイドは土塁 📹 video

https://youtu.be/JQfMmljG9Ck


　振り返ると、説明板が立っている/右手に二本、一見道と思われる切り通しがある 📹 video

https://youtu.be/skHg4Seze9c






　　前方がそのうちの一本の堀



　こんな塩梅で、上部に続いている



こちらは、もう一本の堀/「塹濠阯」と記された標柱が立っている 📹 video

https://youtu.be/l_KiP6qh7Ck




　　　塹濠を進んだところ/この先は崖となっている



　　そこで、振り返って見たところ 📹 video

https://youtu.be/5rdvndc7cNs


　　さて、千貫門から先に登ると、左手に標柱が立っている 📹 video

https://youtu.be/Hlunemyxdo0




　　「上杉少弼入道宅阯」とある



　　これは振り返って、登って来た方向を見たところ



　　　　更に進むと、空堀がある 📹 video

https://youtu.be/-AYShl6Nqyc






　　　そこで、左手を見ると先程の一本の堀がここに続いているのが見て取れる 📹 video

https://youtu.be/J1Zh_QDT4jk


さて、その先に進むと説明板が並んでいる 📹 video

https://youtu.be/NVu-x9Q4Uso






ここが食い違い虎口で、ここから更に上に登って行くと直江屋敷があるようだ



　　また、この先は上部にある直江屋敷を取り巻く帯郭となっているようだ







　　こんな塩梅 📹 video

https://youtu.be/DrjHAozgEQo


　　　さて、食い違い虎口から直江屋敷へと進もう



　ここは、急激な坂になっている食い違い虎口を登り切った所 📹 video

https://youtu.be/dPFJl8t0rdk


　　　　ここから先は何段かの平場が続いている



　　　　ここで一段高くなっている/ここは直江屋敷のエリアなのであろうか 📹 video

https://youtu.be/xzamV3Ndx0M


　　　　一段上がった平場



　　　　この先も一段上がっている 📹 video

https://youtu.be/QOUh3ZeZ-1k


　　　　一段上がった平場



　そこには「直江山城守宅阯」と記された標柱が立っていた 📹 video

https://youtu.be/mVSWvvT9f5M


　　説明板が立っているのも見える





　千貫門からこの上のお花畑までの三段の平場（郭）が直江屋敷のエリアのようだ



　　振り返って、標柱が立っている方向を見たところ



直江屋敷から西方向を眺めたところ



　　　　これは標柱が立っている平場から、一段下の平場を見たところ



さて、更に登って行く 📹 video

https://youtu.be/c3SLrAdghY0




　　　途中、東方向を眺めたところ 📹 video

https://youtu.be/wCpJtP_hciY


　　　この右手がお花畑のようだ 📹 video

https://youtu.be/EWkINQTNjV0


　　　前方に標柱が立っている



　　　　この平場がお花畑



　　　　そこで、左上を見るとお堂が建っている



　　　　これが再建された毘沙門堂 📹 video

https://youtu.be/9GiGEvi7tSY






　その左脇には「不識院阯」と記された標柱が立っていた



　　　　右側面を見たところ







そこから、お花畑の平場を見下ろしたところ 📹 video

https://youtu.be/iUpAW0JiCrU


　　　さて、更に上に登って行くと休憩所があった



右手に説明板が見える 📹 video

https://youtu.be/nBxeiTxzRuo


　　　　標柱も立っている



　　　その右手を見たところ







　　「護摩堂阯」と記されている



　　　　その右手を見ると、前方上部にも標柱が見える 📹 video

https://youtu.be/ghGA6hveERk


　上部には標柱が二ヶ所立っていた



　手前の標柱/「諏訪堂阯」とある



　　奥の標柱/「毘沙門堂阯」とある/ここに毘沙門堂が建っていたのか？それとも標柱だけが、ここに移動されたのか？



　　そこから東方向を眺めたところ



　さて、更に本丸へと西方向へ登って行く/右手は本丸の切岸 📹 video

https://youtu.be/jRaSLOWJlHk


　本来はこの辺りから本丸へ直登するルートがあったらしいが、近年の災害により通行止めとなっていた 📹 video

https://youtu.be/15kbq-jXb5A


　　左下を見下ろすと、二ノ丸が見える 📹 video

https://youtu.be/hSvTn68vKm4


　ここを左手に下ると二ノ丸方面、右手に上ると本丸方面



　　そこで、振り返って今進んで来た方向を見たところ



　　こちらへ下ると、二ノ丸がある/後程行ってみよう



　さて、こちらを上って本丸へと進もう 📹 video

https://youtu.be/TeinUc6H30o


この先が本丸の虎口 📹 video

https://youtu.be/zCWO8drO75A


　　　　そこで、右下を見下ろすと先程通って来た道と二ノ丸が見える



　　更に進む



　　ここが虎口で、右上が本丸阯、左上は天守閣阯（天守台阯）/両郭はこの堀切で分断されている 📹 video

https://youtu.be/Py7fCAm4SZ0


そこで、左上の天守閣阯を見たところ



　　同じく、右上の本丸阯を見たところ 📹 video

https://youtu.be/S-MMVZbFJg8


　ここが本丸阯/様々な説明板や標柱が立っている/南側から北方向に見たところ





　　劣化していて、良く読めない









　　越後府中（直江津）と周辺の支城が一望できたと云う





　　　日本海も望めるようだ



　北側から南方向に本丸阯を見たところ 📹 video

https://youtu.be/0SfKtM5Q-ns


　振り返って、北方向を見下ろすと先程の休憩所が見えた



　　これは本丸阯から堀切越しに天守閣阯を見たところ



　　ここが天守閣阯 📹 video

https://youtu.be/LX0PUrLlEK0




　　　これは天守閣阯から堀切越しに本丸阯を見たところ 📹 video

https://youtu.be/PU6ZoRLlhiI


　　　さて、両郭の間の堀切の先はこんな竪堀状になっており、この下に井戸曲輪があるようだ



　竪堀に沿って、北側に下って行く/前方に大井戸が見える



　井戸曲輪の説明板 📹 video

https://youtu.be/w11dPHykcAc




　　標柱には「井戸丸阯」とある



　これが大井戸



　　　　確かに水が溜まっている 📹 video

https://youtu.be/FicvGuxeGO4


　その右手（北側）には「油流」と記された標柱も立っていた/右上が本丸阯





　　　　さて、そこから南方向に少し下って行く



　　こんな塩梅 📹 video

https://youtu.be/o3YKoT1sm90


　　　この下も堀切で、正面の階段を上った所が鐘楼阯、左手は御成街道方面か・・・、右手は上杉景勝屋敷へと続く 📹 video

https://youtu.be/bt3So4hHZNU


　　　こちらが御成街道方面に出るようだが・・・



　　こちらは上杉景勝屋敷方面



　　　これは振り返って、井戸曲輪方面を見たところ



　　さて、鐘楼阯へ上ってみよう



　　　　標柱が立っている



📹 video

https://youtu.be/PwD9vYJp0O8


西側の、上杉景勝屋敷方面へのルートを見下ろしたところ



　これはその上杉景勝屋敷方面へのルートへ進んだところ



そこを進むと、前方の階段を上がった所が上杉景勝屋敷/左手に行くと御成街道に至る 📹 video

https://youtu.be/CBaa1tWuWz8


　　　こちらが御成街道方面



　　これは振り返って、今進んで来た方向を見たところ



　　さて、上杉景勝屋敷へ上ってみよう 📹 video

https://youtu.be/gkmoYYPPpKI


　　ここが上杉景勝屋敷/北側から南方向を見たところ







　南側から北方向を見たところ/右手に標柱が立っている



📹 video

https://youtu.be/5q-6P67uv8U


　　さて、今度は御成街道方面に進もう 📹 video

https://youtu.be/pj5sqniqR64


前方へ進んで、振り返って見たところ



　　　そこで、左手を見ると説明板が立っている



　　同じく、右手を見たところ/こちらを進むと鐘楼阯の東側を通って二の丸阯へ行けるようだ



　　　　この道が御成街道





　　上杉景勝屋敷の東下の御成街道を南方向へ進もう



　　　　少し下がって行く



　　前方の平場が柿崎屋敷のようだ



　　　　土橋の向こうが柿崎屋敷 📹 video

https://youtu.be/C5D-WjcnxVo


　　北側から南方向を見たところ/説明板や標柱が立っている 📹 video

https://youtu.be/JqGeSf911H4






　「柿崎和泉守宅阯」とある/ここの南下には「南三ノ丸」があるようだが・・・ 📹 video

https://youtu.be/SeELXPIHZds


　　　南側から北方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/CIGYHMDTKdY


　さて、本丸下から二ノ丸へ進もう



　　　ここが二ノ丸/説明板や標柱が立っている/南側から北方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/QT3Cky3E7Bo


　前方の上部が本丸/東側から見たところ 📹 video

https://youtu.be/6-vYW_TlRYk


　　そこで、左手を見たところ



　　同じく、右手を見たところ









　　さて、北方向へ下って進む



前方に何やら看板がある 📹 video

https://youtu.be/f6l2Vocm4No


　　これがその看板 📹 video

https://youtu.be/YAyK8DL2qTs




　　　右手に折れて下って行く



　　ここは三ノ丸/左手前が米蔵阯、右奥は上杉景虎の屋敷があった所らしい/説明板や標柱が立っている 📹 video

https://youtu.be/McgJpZTGMZM


　ここが米蔵阯/南側から見たところ/背後に土塁が廻っている 📹 video

https://youtu.be/5Ik_jstAPGs


　「米蔵阯」とある 📹 video

https://youtu.be/cahUW3lnDKk


　　　振り向くと、こちらが上杉景虎の屋敷があった所/北側から見たところ 📹 video

https://youtu.be/CVI5vZMnDM4




上杉謙信の跡目争いの「御館の乱」で、上杉景勝に敗れた上杉三郎景虎/最後は鮫ケ尾城で自刃した



　礎石が残っているようだ/別の標柱が立っているのも見える 📹 video

https://youtu.be/AyuyzWHyfBw


　　　「上杉三郎宅阯」とある



　　南側から北方向を見たところ



　更に東方向へ下って行くと、車道の前方に上杉謙信の銅像があった場所が見える 📹 video

https://youtu.be/rC7mL3wQE5M


　車道まで下りて、振り返って見ると標柱が立っていた



　　　「甘粕近江守宅阯」とある 📹 video

https://youtu.be/1O0xm9vDVwo


　　　　その右手を見上げると、竪堀の跡が見て取れる 📹 video

https://youtu.be/FZ1ePelLPYc


　　　　その右手にも更に大きな竪堀が残っている



少し退いて見たところ/前方に二筋の竪堀が見え、手前の但馬谷へと下り落ちている 📹 video

https://youtu.be/YDbKkdCSrWU


　更に退いて見たところ/中央の上部辺りが本丸のようだ/東側から見たところ



　　そこで、右手を見ると謙信銅像



　　　　その左手を見たところ/土産物の店が並ぶ





　その左手には「史蹟　馬場阯」と記された標柱が立っていた 📹 video

https://youtu.be/olnL6e7ZuCw


　　この辺りが馬場跡であろうか



　　これは馬場跡の東側を下った所にあった相撲場



　　　　アップで見たところ



　　さて、ここは春日山城跡の北東下に所在する林泉寺



　　上杉氏の菩提寺/若き謙信が、ここで修業したと云う/境内には上杉謙信の墓所があるらしい



　　これは林泉寺の惣門で、春日山城の伝搦手門と云う



　　　　右手から見たところ



こちらは林泉寺の山門/コロナの影響で拝観できず、残念！



参考ホームページ

http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/017niigata/011kasugayama/kasugayama.html

http://yogokun.my.coocan.jp/niigata/jouetusi.htm

http://www.pcpulab.mydns.jp/main/kasugayamajyo.htm

http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/017niigata/011kasugayama/kasugayama.html
http://yogokun.my.coocan.jp/niigata/jouetusi.htm
http://www.pcpulab.mydns.jp/main/kasugayamajyo.htm



