
大築城跡　改訂版（比企郡ときがわ町）
　おおづくじょうあと

　ときがわ町椚平地区から見た、大築城跡が展開する大築山（右前方）/手前の建物は「日本一不便な山荘」と銘打った癒しの隠れ湯 📹 video

https://youtu.be/TmYUwL2sacs


本郭にあった縄張図/モロドノ郭はその一群とは少し離れた下に所在している/登城口は西側のときがわ町椚平地区と東側の越生町麦原集落がある
ようだ/北方には慈光寺が所在する/まずは、麦原集落からいざ、登城！　　（本郭以外及び堀切（空堀）は便宜的に郭番号を符ったものです）



　　　　　　「あじさい街道」を進み、この城山（大築城跡の別称）の表示がある場所を右折する/この右手に住吉神社が所在する



　　　その曲がり角に立っていたハイキングマップ/➂が城山（大築城跡）、②がモロドノ郭、①はその登城口



　　　ここがその登城口



　さて、こんな所を登り始める



　　　すぐに、こんな状況 📹 video

https://youtu.be/IMFV22tM2nc


　　　　前方に行き先表示板が見えて来た



　　　ここで二手に分かれる 📹 video

https://youtu.be/sTBVCROQ6_4


　　　右手の道でも城跡へ行けるようだが・・・



「城山」まではどちらを進んでも同じ時間のようだ



モロドノ郭方向の左手に進む



　　　　　こんな塩梅に少し下がって進む



　　　　　途中、こんな行き先表示板があった 📹 video

https://youtu.be/4LwpqojEbzg


　　表示板の方向に進むと、モロドノ郭の所在する地点が見えて来る



　前方の頂上の木々が薄れている辺りがモロドノ郭 📹 video

https://youtu.be/-jnGpGFX3xA


　　　　　　途中、このような広くなだらかな地形があったが、右手から左手に谷あいの斜面が下って来ている 📹 video

https://youtu.be/2wOEur7sfy8


　　そこからまた登って進む



　　頂上付近に近づくと、虎口状になっている



この上部がモロドノ郭/右前方に説明板などが見える 📹 video

https://youtu.be/cuB41f6P-pk


　　　　そこで、右手を見たところ/マウンドのような部分は土塁



　同じく、左手を見たところ



　　　　　その先は平場に続いているようだ



　　　　　　モロドノ郭に上がると、前方には下って行く道がある



　　　　　こんな塩梅



　　こちらを下って行くと、椚平方面（硯水・馬場方面）に至るようだ



　　そこで、右手を見たところ/右手の道を進むと、一段上の尾根に展開する郭群へと至る 📹 video

https://youtu.be/DWliRMmp7ts




　　同じく、左手を見たところ/前方がモロドノ郭



　　前方へ進んで見たところ/ここで一段低くなっている/右手は土塁



そこで、振り返って見たところ



　　　　　同じく、土塁の上に登って見たところ 📹 video

https://youtu.be/olOS2dbEopw


そこで、振り返って見たところ/土塁が続いている



　　その土塁上を進んで見たところ/右手は急峻な斜面となっている



　そこで、左手を見たところ/ここが一段下の平場



　土塁の先はこのような一段高くなった櫓台のような地形となっている 📹 video

https://youtu.be/MWT1xmp9PAM


　　その櫓台に進んでみる 📹 video

https://youtu.be/CRWMasFui7I


　　　　櫓台の先端下は断崖となっている



　　そこで、右下を見ると一寸した平場があった



　　　　右手に下りて見たところ/左上が櫓台



　　　櫓台から、振り返って土塁を見たところ



　そこで、右手を見たところ



　土塁上を進んで見たところ



　　さて、ここが一段下の平場/ベンチがあり、眺望も開けているようだ 📹 video

https://youtu.be/zqUN_ZFCqYk


　　　こんな塩梅/東方向 📹 video

https://youtu.be/XiLFgg-KUIM


足元にはこんな表示板があった 📹 video

https://youtu.be/A7sK21vinmo


　そこで、右手を見たところ



　　　　更に右手を見たところ/右手は櫓台



　　　その更に右手の土塁を順次見たところ



📹 video

https://youtu.be/yVS4feyd2fk






　さて、ここから一段上に展開する郭群へと進もう



　　右手のマウンドは土塁



こんな塩梅 📹 video

https://youtu.be/lL2-FqwR-DY


　土塁はかなり続いている



　少し進んで、振り返って見たところ/左手が土塁



　　　土塁はそこで止まっていて、その先は郭群（左上）の下を東方向に回り込んで進む



　右下は、足を滑らせたら谷底まで転げ落ちていく 📹 video

https://youtu.be/loqq55wLvig


　少し進むと、左上に竪堀があった/ここを直登すると、郭３手前の腰郭辺りに辿り着くようだ 📹 video

https://youtu.be/LS9iPrCtNpo


　　　直登はせずに、真っ直ぐ進んで東方向から回り込むこととする



　行き先表示板が見えて来た



　ここを左手に回り込むと、一段上の郭群に行けるようだ/真っ直ぐ進むと小築山方面らしい 📹 video

https://youtu.be/x8svwUIwfFE


さて、ここから堀切１→郭４→堀切２→郭３→郭２→本郭（郭１）と進もう



　前方に土塁（切岸）が見える 📹 video

https://youtu.be/ei6UWClPrRM


こんな塩梅 📹 video

https://youtu.be/cqMzeYxV5Sg


　　　土塁（右手）の先に進む/前方の上部は郭４ 📹 video

https://youtu.be/f44zJKdF0YE


その右手を見ると、ここが堀切１/右手が土塁（切岸）、左手は郭４の切岸 📹 video

https://youtu.be/fyr4Arkqjj8


　そこで、右手を見たところ



　　　　同じく、左手を見たところ/上部が郭４



　　　これは右手の土塁上から郭４方向を見たところ/手前が堀切１/西方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/dyQx_D2iMwk


　堀切１を見下ろしたところ



　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　同じく、振り返って土塁上部を見たところ/東方向に見たところ



　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　さて、堀切１から郭４を目指して西方向に進む/右手の上部が郭４



　　　この先の右上が郭４ 📹 video

https://youtu.be/TkCa0NGaHwU


ここが郭４/左手は郭４の土塁



　　　左手から見たところ



更にその上部から、郭４と土塁（左手）を見たところ



　　　　そこで、左方向を見ると前方の上部が郭３/その手前に堀切２/右手は郭４の土塁 📹 video

https://youtu.be/iDfr76HWX8s


　　これは右手の郭４の土塁を見上げたところ



　　　正面の上部が郭３で、その手前は堀切２



　　その左手には西方向に更に道が続いている



　　　これが堀切２/左手が郭３の切岸、右手は郭４の土塁/南側から北方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/F_pHoJT6j1g


　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　少し北方向に進んで、堀切２を見たところ 📹 video

https://youtu.be/xo-MVGfxZjc


　これは郭４の土塁上から郭３の切岸を見たところ/切岸の上部が郭３/西方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/LLSG4_CYxHc


　　　　その手前の堀切２を見下ろしたところ



　　　そこで、振り返って郭４を見下ろしたところ/東方向に見たところ



　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　　さて、堀切２から少し西方向に登って進むと、先程あった竪堀の上部があった/振り返って見たところ



　　　こんな塩梅に南側の斜面を下り落ちている 📹 video

https://youtu.be/IkeWoPQIU4w


　　　　　この竪堀は堀切２と郭３虎口手前の腰郭の辺りから南側に下り落ちているのが見て取れる/いよいよ、郭３→郭２→本郭（郭１）へと進もう



ここが郭３への虎口/右上が郭３ 📹 video

https://youtu.be/1rz5vO3bp2Y


　　　　　その左手前の、この平場が腰郭



　　虎口から見下ろしたところ/郭３の出枡形とも前郭ともされるが・・・



　　ここが虎口/上部が郭３ 📹 video

https://youtu.be/8b4lm08lRtY


　そこで、左手を見たところ



　同じく、右手を見たところ



　　　　郭３に進んで、北方向を見たところ



　　虎口を右上から見たところ 📹 video

https://youtu.be/NG9UPWgzlvU


郭３の中央辺りで、西方向を見たところ/正面は郭２の切岸で、上部が郭２/右前方に郭２への枡形虎口が見える 📹 video

https://youtu.be/AOATxBKrIes


　そこで、左手を見たところ



同じく、右手を見たところ/前方が郭２への枡形虎口



　　振り返って東方向を見たところ/この先が堀切２ 📹 video

https://youtu.be/aN_js8T7u6Q


　そこで、右手を見たところ



　同じく、左手を見たところ



　その先（北側）には虎口状の地形が見られ、下には腰郭があるようだ 📹 video

https://youtu.be/7sswE5GsxF0


　　　　前方がその腰郭



　アップで見たところ/この下にも腰郭のような平場があるようだが・・・



　　　　　さて、郭２への枡形虎口へと進もう 📹 video

https://youtu.be/FsjaGr9y21U


　これは枡形虎口左手の土塁 📹 video

https://youtu.be/1QSfKDOZh3E


同じく、右手の土塁を見たところ 📹 video

https://youtu.be/6mlCqs0iB-g


その右手の土塁はこんな感じで前方に続いている/西方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/1H7Rzuc1B80


　　　　　その左手を見たところ/ここが郭２



　枡形虎口から振り返って、郭３方向を見たところ



　　　　　これは郭２の中央辺りで東方向に見たところ/正面は土塁 📹 video

https://youtu.be/dGpu5DxQYNk


　　　　　振り返って西方向を見たところ/前方の上部が本郭（郭１） 📹 video

https://youtu.be/JGMXjvtvJRs


　同じく南方向を見たところ/この南側には郭２から本郭（郭１）にかけて、東西に続く一段低い帯郭状の地形がある 📹 video

https://youtu.be/WB9ph5_vGjE


　　　そこに下りて、帯郭を東方向に見たところ



　　　　　振り返って西方向を見たところ/前方で一段上がっているが、帯郭はそのまま本郭（郭１）に沿って西方向に続いている



　　　これは帯郭から北方向に郭２を見たところ 📹 video

https://youtu.be/t1d3UG1m_L8


　そこで、右手を見たところ



　同じく、左手を見たところ



　　　帯郭の先を見てみよう/ここで一段上がる 📹 video

https://youtu.be/SPl3BH4V8JI


その先はこんな塩梅に少し広い平場となっており、ここは腰郭のようだ/ここを通って右上の本郭（郭１）に入るルートのようで、本郭（郭１）の前郭ということ
であろうか 📹 video

https://youtu.be/b0v8UHtE2fk


　　右手を見ると、本郭（郭１）への虎口と思われる地形が見て取れる



　　その虎口から北方向に本郭（郭１）を見たところ 📹 video

https://youtu.be/xNCaJuwYv8o


　　　　　　振り返って東方向を見たところ



　　　ここで一段下がっている/こちらは帯郭状



　さて、現在は郭２の北西隅にも郭２から本郭（郭１）へ進むルートがある 📹 video

https://youtu.be/3YG1JgVwI8w


　　　　ここから本郭（郭１）へ上ってみよう/右上に説明板が見える 📹 video

https://youtu.be/djWEQz1phaM






　　　　　　振り返って郭２方向を見たところ



　ここが本郭（郭１）/東側から西方向に見たところ



　　　　　ここからは慈光寺方面が良く見える 📹 video

https://youtu.be/1FjhNZkNDkg


本郭（郭１）の中央辺りで、西方向を見たところ/右手は土塁が続いている



　　振り返って、東方向を見たところ/左手が土塁 📹 video

https://youtu.be/NIIYSs7SHqY


　　　その土塁上に登って、東方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/WDkiyvZ9kQY


振り返って、西方向を見たところ 📹 video

https://youtu.be/XKc4d2TalTQ


　　　　ここは西側の先端部分/説明板らしきものが立っている



　これがその説明板らしきもの/字が消え去って、ただの板と化している



そこで、左下を見ると腰郭と思われる平場が見える 📹 video

https://youtu.be/MNOYk3UtHyQ


　　　　　アップで見たところ/この下にも別の腰郭があるようだ



これは少し右寄りの先端部分から本郭（郭１）方向を見たところで、ここが西側の虎口のようだ 📹 video

https://youtu.be/VTlUTp5Px_g


さて、今度は麦原集落とは反対側の椚平地区からアクセスしてみよう/これは登城口の少し北側に所在する大木戸 📹 video

https://youtu.be/1vZtQBZswmQ


　　　右手から見たところ/説明板が立っている 📹 video

https://youtu.be/lFzOT-PmCJ4


本来はこの街道筋を塞ぐように設置されていたようだ



そこから、二股の道路を左手の川沿いに進むと材木工場があるが、更に南方向に進んで行く



　　　途中、今般の台風被害でこの先は車両通行止めになっていた



　　　その先に、「大築城跡方面」と記された行き先表示板があった



　そこを左手に下りて川を渡る 📹 video

https://youtu.be/-p3WYTs1EsQ


　　　　　川を渡って、振り返って見たところ 📹 video

https://youtu.be/R_F9Gh21sg4


　　さて、ここから山へ入る



　途中、幾つかの巨石が斜面に引っかかっている 📹 video

https://youtu.be/1CLNWfTJX-g


　　反対側から見たところ



　　　　　ここにも！/この先に「越せん岩見晴台」があるようだ



　　反対側から見たところ



　　ここが「越せん岩見晴台」 📹 video

https://youtu.be/1AFwZcvQVt4


　その表示板/倒れている



　　　　これが、そこから見た椚平地区の光景



　　　更に登って行くと、行き先表示板が立っているのが見えて来た



　　ここは尾根筋で、左手に進むと大築城跡方面 📹 video

https://youtu.be/Ks_s3_7A-rc


　右手のこちらは馬場・硯石方面に行けるようだ



　　　さて、大築城跡へ向けてもうひと頑張り！



　　　途中、このような土塁状の地形があった



　　　反対側から見たところ/右手は腰郭のような平場となっている 📹 video

https://youtu.be/TIVn7eZzAfo


　　更に細い尾根筋を進む



　　　　ここで、左上に登る道があり、行き先表示板が立っている



　　　左手に登ると大築城跡、真っ直ぐ行くとモロドノ郭方面のようだ 📹 video

https://youtu.be/6ZqD8Q59qbU


　　　大築城跡方面の途中に「椚平部落一望見晴台」があるようだ



　　　　　ここから少しハードな山登りとなる



ここが「椚平部落一望見晴台」 📹 video

https://youtu.be/TIHowpoM5xk


　　　　　やはり、その表示板が倒れていた



　　　　木々があって余り眺望は良くなかった



　さて、最後の難所を地を這うようにして登り切る



　　　やっと、前方に開けた部分が見えて来た



ここが本郭（郭１）の西側の虎口/前方が本郭（郭１）



　　　さて、前方は「あじさい街道」を進むと城山の表示があった場所に所在する住吉神社



📹 video

https://youtu.be/J4ruMAuzqD0


　　　　　社殿の左手に由緒書きが見える 📹 video

https://youtu.be/d5nt4VJn8Ec


　　　「口碑に『往時城山城の築城に際し当地に土着した者たちが村の開拓にかかわった』と」と記されている
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