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第 33回  
全国城郭研究者セミナー 

連続空堀群再考 
 

主催： 第 33回全国城郭研究者セミナー実行委員会 

中世城郭研究会 

共催： 岐阜市教育委員会 

開催要項 

１ 開催日程 

2016年8 月 6，7 日(土，日)． 岐阜城千畳敷見学会 8 日(月)． 

２ 会場 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 
 〒500-8076 岐阜県岐阜市司町 40番地 5  

セミナー   みんなのギャラリー 
書籍交換   考えるスタジオ 
懇親会    ホテルリソル岐阜： 8月 6日(土) 

３ 会費 
 

参 加 費 3,000円 (資料代を含む) 

懇親会費 5,000円 

４ 参加申込み 
同封の返信ハガキに必要事項をご記入のうえ、 
7月 15日(金) 当日消印有効でお申し込みください。 

・次回セミナーの発送名簿は、返信ハガキを基に作成いたしますので、欠席の方も返
信ハガキは必ずお出しください。 

・同行される方については、お手数ですが同封のハガキをコピーの上、お１人様１枚
でお送り下さい。１枚のハガキへの複数の参加者名のご記入はお避けください。 

・お申込みの受付け後、こちらから内容の確認はいたしません。 

５ 書籍交換 
セミナーで書籍の交換をご希望の方は、その旨と書籍名・送付箱の概数を返信ハガキ
にご記入ください。書籍送付は必ず日時指定を下記のとおりとし、それに間に合うよ
うご送付ください。 

日時：  8月 5日(金)14～16時（左記時間以外には受け取れません） 
送付先：〒500-8076 岐阜市司町 40番地 5 

みんなの森 ぎふメディアコスモス 事業課 畑上 様気付  Tel. 058-265-4101 

６ 情報交換 
書籍交換とは別に、パンフレットや縄張図など無料資料の交換・配布および研究情報
や意見の交換を行う部屋（おどるスタジオ）を用意いたします。 
シングルパネル（120×200 cm）のご利用をご希望の方は、返信ハガキにパネル希望の
旨と題目をご記入ください。パネルは１サイズです。枚数は当日ご相談ください。 

７ 見学会 
8 月 8 日（月）岐阜城織田信長公居館跡発掘調査現場周辺の見学を予定。詳細は 6 月

中旬に Web ページと facebook で案内いたします。参加費（保険料）100 円の予定。 

８ 問合せ先 
山本浩之（中世城郭研究会） cyuujyouken.yamamoto@gmail.com  Tel. 080-1984-5962 
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平成 28年 5月吉日 

 

各  位 

 

第 33回全国城郭研究者セミナー実行委員会 

中世城郭研究会 

 

第 33回全国城郭研究者セミナーのご案内 

 

拝啓 向暑のみぎり、皆様におかれましては調査にご研究にご活躍のこととお慶

び申し上げます。 

 全国の城郭研究者が一堂に会し、全国を視野におさめた研究成果の交換と、研

究者同士の交流を深めようという目的で始まった全国城郭研究者セミナーも、第

33回を迎えることとなりました。今回は岐阜県岐阜市を会場として開催いたしま

す。 

 

 今回のセミナーにおいては「連続空堀群再考」として、中世城郭特有の防御遺

構である連続空堀群・畝状竪堀群について多面的な検討を目的とするシンポジウ

ムを企画しております。第 3回（1986年）の全国城郭研究者セミナーは、テーマ

を「いわゆる畝状竪堀群について」として開催しました。その時から 30年がた

ち、連続空堀群・畝状竪堀群についての認識の変化があり、以前には知られてい

なかった事例などが報告されています。そこで、今回のセミナーをもって、連続

空堀群・畝状竪堀群の意味合いを今一度整理する機会としたいと考えております。

シンポジウム討論会では、皆様の積極的なご参加を期待しております。 

 

 また例年同様に、セミナー開催意義の原点たる個別研究成果の発表も企画して

おります。 

 皆様方お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。 

敬具 
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第 33回全国城郭研究者セミナー日程 

平成 28(2016)年 8月 6日(土) 
調査・研究報告： みんなの森 ぎふメディアコスモス 
09:30～10:30 受付 

10:30～10:40 開会 挨拶・日程説明 

10:40～11:20 縄張における「似ている」とはどういう事か 
西股 総生（中世城城郭研究会） 

11:20～12:00 史跡岐阜城跡山麓部調査成果（仮) 
恩田 裕之（公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 

埋蔵文化財調査事務所） 

12:00～13:30 昼食・書籍交換会 

13:30～14:10 千葉県大網白里市小西城跡の発掘調査 
― 城郭の改造・機能・時期等の問題について ― 

井上 哲郎（公益財団法人千葉県教育振興財団文化財センター 
 主任上席文化財主事） 

14:20～15:00 石見小笠原氏 ― 丸山城の築城とその終焉 ― 
寺井 毅（中世城郭研究会） 

15:10～15:50 製作技法からみた織豊期城郭の瓦 
― 伏見城豊後橋北詰出土資料を中心に ― 

山口 誠司（同志社大学大学院） 

16:00～16:10 趣旨説明 
田嶌 貴久美（中世城郭研究会） 

16:10～16:40 東北南部を中心とする連続空堀群の城 
 石田 明夫（会津古城研究会会長） 

16:40～17:10 信越の連続竪堀群 
 水澤 幸一（胎内市教育委員会（奥山荘）） 

夕方～ 懇親会（ホテルリソル岐阜） 

紙上報告：中西義昌（北九州市立自然史・歴史博物館（城郭談話会会員）） 

永惠裕和（宮城県教育庁文化財保護課（兵庫県教育委員会派遣）） 
 
平成 28(2016)年 8月 7日(日) 
シンポジウム「連続空堀群再考」： みんなの森 ぎふメディアコスモス 
09:00～09:25 受付 

09:25～09:30 事務連絡 

09:30～10:00 奈良県に於ける連続空堀群（仮) 
内野 和彦（城郭談話会） 

10:00～10:30 安芸国毛利氏本拠地周辺における畝状空堀群（仮) 
秋本 哲治（安芸高田市歴史民俗博物館） 

10:40～11:10 畝状竪堀群からみた四国の城館 
吉成 承三（公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター 

 調査課長） 

11:10～11:40 九州北部における畝状空堀群の様相 
岡寺 良（九州歴史資料館） 

11:40～13:00 昼食・書籍交換会 

13:00～13:30 近畿地方の畝状空堀群・畝状竪堀・連続竪堀 
髙田 徹（城郭談話会） 



4 

13:30～14:00 東国における多重防御遺構の展開 
三島 正之（中世城郭研究会） 

14:00～14:20 休憩・書籍交換会 

14:20～16:00 シンポジウム（討論会） 

16:00～16:10 閉会挨拶                        八巻 孝夫（中世城郭研究会） 

■会場および周辺案内図 
 

 

https://g-mediacosmos.jp/access.html から転載 

■注意事項 

宿泊場所や交通機関の準備にご留意ください。 岐阜市では 8月 6日（土） 

「長良川花火大会」の開催に伴い、宿泊施設などの混雑が予想されます。 

 会場までは、JR岐阜駅または名鉄岐阜駅から徒歩約 25 分、バス約 10分です。 
自家用車でお越しの方は、有料駐車場をご利用ください。 

 施設内には、スターバックスコーヒー、コンビニエンスストアがあります。 
 施設内に喫煙場所はありません。 
 みんなの森 ぎふメディアコスモス周辺地区は、路上喫煙禁止区域に指定されています。 

■宿泊施設リスト      ☆シティホテル，★ビジネスホテル，■低価格 
★コンフォートホテル岐阜        058-267-1311  ＪＲ岐阜駅より徒歩 2分 

☆天然温泉金華の湯ドーミーイン岐阜駅前 058-267-2849  ＪＲ岐阜駅より徒歩 5分 

★岐阜キャッスルイン           058-262-3339  名鉄岐阜駅より徒歩 2分 

★東横 INN岐阜             058-264-1045  名鉄岐阜駅より徒歩 4分 

  ☆名古屋マリオットアソシアホテル    052-584-1111 ＪＲ名古屋駅より徒歩 0分 

 ★三交イン名古屋            052-453-3511 ＪＲ名古屋駅より徒歩 1分 

 ☆ホテルルートイン各務原        0583-71-5050 名鉄六軒駅より徒歩 13 分 

 ★ＡＢホテル一宮            0586-46-1005 尾張一宮駅より徒歩 2分 

 ■サウナ＆カプセルホテルＧＡＮＴ    058-266-1001 名鉄新岐阜駅より徒歩 8分 

※ リスト掲載の宿泊施設を推薦しているわけではありません。 


