
 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸軍省作成の大野城絵図（写真）展示 

～企画展「絵図に見る越前大野城と江戸屋敷」を開催～ 

 
 

  大野市歴史博物館では、企画展「絵図に見る越前大野城と江戸屋敷」を下記のとおり開催し

ます。 

つきましては、市民をはじめ、多くの皆様にご来館いただきたく、周知にご協力をお願いい

たします。 

 

記 

 

１ タイトル   企画展「絵図に見る越前大野城と江戸屋敷」 

 

２ 会  期     ８月８日（土曜日）～１０月１１日（日曜日） 

         休館日なし  

         開館時間…午前９時～午後４時（日曜・祝日は午後５時まで） 

 

３ 場  所     大野市歴史博物館 第２展示室 

（大野市天神町２－４、電話０７７９－６５－５５２０） 

 

４ 内  容     大野城と江戸屋敷の絵図を中心に展示し、かつての大野城の姿や江戸屋敷の

立地環境、変遷などを平易に紹介します。近年発見された明治５年作成の

『陸軍省城絵図』（富原文庫所蔵）の中から「大野城・勝山城・丸岡城・小

浜城・鯖江陣屋」の５点（写真パネル）を展示することにより、これまで漠

然としか知られていなかった取り壊し直前の福井県内の５城の様子も明確に

わかります。 

 

５ 協  力   しろはく古地図と城の博物館富原文庫、勝山市教育委員会、福井大学附属図

書館、戎光祥出版株式会社 

報 道 資 料 

【発信日】令和２年８月６日 

【問合わせ先】 

 大野市教育委員会事務局 

 大野市博物館 担当 佐々木、杉本、田中 

電話 ０７７９-６５-５５２０ 

 電話 0779-65-5520 

 

 



６ 入 館 料   入館料…大人３００円、大野市民・中学生以下は無料 

 

７ 関連イベント 学芸員による展示案内 

日時：８月２２日（土）午後１時３０分～午後２時 

９月１９日（土）午後１時３０分～午後２時 

 

８ 新型コロナ感染防止対策について 

・入館者数の制限を設けています 

・手指の消毒液を入口に設置しています 

・風邪症状のある方の入館はご遠慮願います 

・検温をさせてもらう場合があります 

・「学芸員による展示案内」は人数制限を設ける場合があります 

 

９ 会場準備・撤去による第２展示室の閉鎖について 

期間（会場準備）８月５日(水)～８月７日(金)  

（撤去・常設展示復元）１０月１２日(月、１３日(火) 

※期間中は第１展示室のみ開館し、入館料を無料とします 

 

１０ 取材について 担当学芸員が対応しますので、ご連絡をお願いいたします。 

 

※展示資料の概要 

①大野城（県内各城絵図） 

№ 資料名 所蔵 法量（cm） 数量 

1 越前大野城図（写真パネル） 東京大学総合図書館 83×81 １枚 

2 
諸国当城之図 越前大野（天和年間頃

（1681～84））（写真パネル） 

広島市立中央図書館浅

野文庫 
27×40 １枚 

3 
大野城石垣幷長屋門破損之覚絵図（延

宝 7年（1679））（写真パネル） 
名古屋市蓬左文庫 103×103 １枚 

4 

陸軍省城絵図 大野城郭図（明治 5 年

（1872））、附図(貫属屋敷図)（写真

パネル）県内初展示 

古地図と城の博物館富

原文庫 

122.2×93.5 

附図 31×41 
２枚 

5 
陸軍省城絵図 勝山城郭図（明治 5 年

（1872））（写真パネル）県内初展示 

古地図と城の博物館富

原文庫 

①80.5×68 

②90.7×93.3 
２枚 

6 勝山城再建願絵図・添書（宝永 6年） 勝山市教育委員会 98.6×104.7 1枚 

7 
陸軍省城絵図 丸岡城郭図（明治 5 年

（1872））（写真パネル）県内初展示 

古地図と城の博物館富

原文庫 
135.8×123.9 １枚 

8 
陸軍省城絵図 鯖江陣屋図（明治 5 年

（1872））（写真パネル）県内初展示 

古地図と城の博物館富

原文庫 
98×140 １枚 

9 陸軍省城絵図 小浜城郭図（明治 5 年 古地図と城の博物館富 95×133 １枚 



（1872））（写真パネル）県内初展示 原文庫 

10 
越前国大野城破損修復願絵図（貞享 5

年（1688）） 
柳廼社 62×62 １枚 

11 
越前国大野城破損修復之願絵図（元禄

8年（1695）） 
柳廼社 99×95 １枚 

12 
越前国大野城曲輪焼失付修復之願絵図

（宝永 8年（1711）） 
柳廼社 88×71 １枚 

13 
越前大野城山幷廊内絵図（寛延 2 年（

1749）） 
竹村治雄家蔵 123×123 １枚 

14 大野城御殿見取絵図 柳廼社 46×47 １枚 

15 
越前国大野城破損之覚絵図（文化 7 年

（1810）） 
館蔵 129×96 １枚 

16 越前国大野城絵図 柳廼社 77×92 １枚 

17 大野城見取絵図 柳廼社 109×90 １枚 

18 旧大野藩亀山城絵図（明治初期） 柳廼社 88×90 １枚 

19 明治初期大野城城郭総坪数絵図 
館蔵（田村又左衛門家

旧蔵） 
 １枚 

 

②土井家江戸屋敷、上・中・下の各屋敷絵図 

№ 資料名 所蔵者 法量（cm） 数量 

20 
御殿ノ図 （江戸上屋敷）（文政元

年（1818）） 
柳廼社 93×140 １枚 

21 江戸屋敷長屋割図 柳廼社  １枚 

22 数寄屋橋之内御屋敷絵図 柳廼社 
119.5 ×

129.7 
１枚 

23 神田御屋敷絵図 初展示 柳廼社 89.8×114 １枚 

24 築地御屋舗惣絵図面 初展示 柳廼社 95.4×764 １枚 

25 駿河臺小川町図  全（上屋敷） 柳廼社 44.2ｘ63.6 １枚 

26 
日本橋神田従於玉池 矢ノ倉辺絵図  

全（上屋敷） 初展示 
柳廼社 44.2ｘ63.6 １枚 

27 本郷谷中小石川駒込図 初展示 柳廼社 44.2ｘ63.6 １枚 

28 
改正 北本所中郷 石原辺図  全（下

屋敷） 初展示 
柳廼社 44.2ｘ63.6 １枚 

29 
改正 雑司ヶ谷音羽辺図  全（下屋

敷） 初展示 
柳廼社 44.2ｘ63.6 １枚 

 

③関係史料 

№ 資料名 所蔵者 法量（cm） 数量 

30 御本丸御造営御用覚 （写）（寛政 柳廼社 27.5×19.8 １冊 



6年（1794）） 

31 元大野城郭御払下入札人名帳 
福井大学附属図書館

高島文庫 
 １冊 

32 元勝山城郭御払下入札人名帳  
福井大学附属図書館

高島文庫 
 １冊 

33 静齋日誌 館蔵  ６冊 

34 
越前大野城石垣築直一件（文化 7 年

（1810）） 
柳廼社 26.2×19 １冊 

35 江戸築地鉄砲洲図 柳廼社  １枚 

36 東京図 初展示 柳廼社  １枚 

 





  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

築地御屋敷総絵図面 年不詳 

 

松平若狭守直明が延宝７年(1679)に幕府に

提出した石垣修復願絵図に描かれた御殿風

天守とよく似た天守が描かれている。 

左の図と同じく土井利知藩主時代に幕府に

提出した石垣修復願絵図であるが、本丸を省

略したり、二の丸三の丸の描き方もかなり変

えられている。 

文政１１年の石垣修復願絵図であるが、山の木々の

緑色の周囲を橙色で囲み、鮮やかである。前年の大

火事による建物や石垣の修復予定場所が描かれて

いる。 

幕府学問所のあった「湯島聖堂」横に天保

から嘉永年間ころ土井家の中屋敷があっ

た。現在は、東京医科歯科大学のキャンパ

スとなっている。 

企画展 絵図に見る  越前大野城と江戸屋敷 

土井家７代藩主利忠の私邸と伝わる。

3,798 坪の屋敷の中で庭園が大きな面

積を占めている。 

やはり土井利知が藩主時代の石垣修復願絵図であ

るが、三の丸の南北隅櫓が丁寧に描かれている絵

図。同じ藩主時代の絵図でも描き方が異なる。 

元大野城郭御払下入札人名帳 
 明治５年(1872) 

 

築地御屋敷総絵図面 年不詳 

陸軍省城絵図 丸岡城郭図(部

分)明治５年(1872) 

部分 

越前国大野城破損修復願絵図 
 (本丸部分) 貞享５年(1688) 

越前国大野城破損修復願絵図 
 元禄８年(1695) 

 

越前国大野城曲輪焼失付修復之願絵図
(部分)宝永８年(1695) 

 

 

江戸切絵図「本郷谷中小石川駒込図」
(部分) 嘉永３年(1850) 

城絵図は、その作成目的によって様々なものがあります。大野城絵図に多く見られる「石垣修復用の

願い絵図」、勝山城の絵図のように「城建設用の設計図」、そして明治初期に陸軍省が作成したような「城

の全容を把握するための絵図」などです。 

また、江戸屋敷図は大野土井家に対して徳川幕府から下された屋敷の絵図です。大名が参勤交代で江

戸に住む時の屋敷で、上・中・下屋敷の他、自分で購入した屋敷もありました。 

いろいろな絵図の中を巡り歩く想像をして、自分なりにお楽しみいただければ幸いです。 

明治５年に足羽県が行った入札結果を記し

た文書。城内にどのような建物があったか

を知ることができる。 

明治５年時点での建物が記入されてお

り、二の丸館の間取りも記されている。 

(柳廼社蔵) 

(柳廼社蔵) 

(柳廼社蔵) 

(柳廼社蔵) 

 (柳廼社蔵) 

(柳廼社蔵) 

(古地図と城の博物館富原文庫蔵) 

(福井大学附属図書館蔵) 

越前国大野城絵図 文政１１年 (1828) 

 


