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樹木が鬱蒼と茂る園路 

眺望のきかない内膳丸 

二の丸高石垣上の樹木        遠見櫓下の樹木        登り石垣に繁茂する樹木 

史跡米子城跡整備の現状と課題 

 

１．全体の現状 

史跡米子城跡に関しては、都市公園としての利活用の一環として、来訪者の安全確保、利便性

確保等を資するために、日常的に小規模な石段修理、園路修繕、危険木の伐採等の維持管理を行

っている。しかし、国史跡指定以降（平成 18 年(2006)1 月～）平成 29 年 3 月まで、整備計画（整

備基本構想、整備基本計画等）は策定されておらず、き損箇所の応急的な修理にとどまり、将来

を見通し、史跡全体を計画的に保存し、活用を目的とした整

備は実施されていない。 

（１）保存のための課題 

１）様々な要因により、石垣等の遺構がき損した場合や今後、

き損・劣化を招くことが考えられる箇所について、適切な

保存措置を図る必要がある。また、あわせて、遺構の保存・

管理方法、保存技術について調査・検討を行う必要がある。 

２）城郭としての価値に関する要素の保存とともに、景観、

公園としての価値に関連する要素を適切に保全する。 

３）石垣の孕み出しが著しい箇所の積み直しが必要となって

くるが、石垣の実測図や写真等、基礎的な資料の収集がさ

れておらず、石垣カルテを作成する必要がある。また、こ

れに基づく経年変化の測定も必要で、適宜、石垣カルテの

更新に努めることが重要である。 

４）城山の山体の崩落が進行している箇所がみられ、文化財

の保全と来訪者の安全確保のための対応が必要である。 

５）樹木の繁茂が著しく、枯死及び台風、大雪、地震等の自然災害による倒木により文化財のき

損が発生し、また、今後もその発生が危惧される。 

（２）整備の課題 

１）園路等 

登城道、周遊道路、散策道等の園路を適切に維持し、改修し、より安全・快適に利用できるよ

う、環境の向上を図る必要がある。  

登城路は土系舗装で施工されているが、劣化が著しく、剥がれている箇所が見受けられ、階段
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道標 

石の外れやぐらつきが認められる。また、スロープになっておらず車椅子やベビーカー、シル

バーカー等の通行に支障がある。その他、手すり等の設置は行われていない。さらに、降雨時

及び降雨直後には、階段が雨水の流路となっており、歩行に支障をきたしている。 

２）転落防止柵等 

天守の東屋南側に擬木による転落防止柵が設置されているが、経年劣化により、一部破損が見

られる。また、それ以外の本丸、二の丸、諸郭等には転落防止柵は設置されていない。設置の必

要性、景観への配慮、遺構への影響等を総合的に勘案し検討する必要がある。 

３）解説板、案内板、道標等 

・解説板、案内板、道標、解説標柱等は、各々の目的ごとに統一的なデザインで作成されておら

ず、ひと目でどの種の説明なのか、分かりづらい。 

・多言語化への対応ができていない。 

・位置図等が少なく、園路内での場所やコースが分かり   

にくい。 

・解説標柱は、ほぼ郭ごとに設置されているが、情報の 

提供が十分ではない。 

・市民、観光客等が米子城の存在を日常的に、また身近に 

 感じることのできる表示板等の設置が城下町等に見られ 

ない。 

４）広場 

憩いの場、体験学習の場及びイベント等が開催できる多目的広場が設置されていない。 

５）トイレ、東屋、ベンチ等 

トイレは、史跡指定地内には、二の丸に１か所のみ設置されているが、老朽化し、多目的トイ

レの機能も付加されていない。また天守台等、多くの来訪者が集う場所にトイレがなく、通常の

見学のみならず、イベント開催時や学校遠足等の際に支障が生じている。また、既設置の東屋の

老朽化が目立ち始めている。さらに、ベンチは設置が少なく老朽化や破損も認められており、登

城路、各郭等の適切な位置への設置が求められている。 

６）駐車場、乗降場車寄せ 

来訪者の駐車場は、城跡の西側、中海側に都市公園の湊山公園駐車場（無料、時間規制あり）

がある。しかし、城跡を理解する上での動線は、枡形を起点とする枡形～二の丸～天守台の登城

ルートが基本であるが、枡形は、中海側の湊山公園駐車場から距離にして約 1,000ｍ、徒歩で約

15 分かかり、さらに、利用する市道に歩道等が無いため危険性もある。 

また、湊山公園駐車場から二の丸を経由する近道でも約 700ｍあり、山越ルートとなり、徒歩

で 15 分程度かかる。さらに、一番近い有料駐車場は、米子市役所駐車場であるが、ここからも距

離が約 700ｍあり、徒歩で約 10 分かかる。 

さらに、観光バスや障害のある方や高齢の方等が乗降するための、一時的な車寄せの場所も設

置されていない。米子城跡を利活用して行くうえでは、駐車場もしくは乗降用の車寄せ等の確保

は、必要不可欠である。 
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米子市立山陰歴史館 

樹木が茂り眺望のきかない遠見櫓 

（３）米子城跡の価値を的確に伝達するための課題 

・城跡の遺構を来訪者に公開するための環境整備や、遺  

構等に関する解説を充実することにより、米子城跡の

価値を顕在化させ、来訪者に伝達していく必要がある。

特に、城跡の全体像を理解する上では、埋め立てられ

ている内堀の表現方法を検討する必要がある。 

・来訪者に往時の米子城の姿を想起させる歴史的建造物 

等がないため、ＡＲ（拡張現実）等を利用して景観再  

現、ガイド支援機能の向上を図る必要がある。 

・現在、米子城跡から徒歩 10 分程度の距離にある米子市  

立山陰歴史館において、米子城跡に関する展示を  

行っているが、城跡を訪れた際に気軽に立ち寄れる  

ガイダンス施設がない。 

・樹木の繁茂により、天守、内膳丸等の主要な郭からの  

眺望景観が阻害され、また、周辺地域からの天守台へ  

の眺望景観も阻害されており、米子城の存在が認識 

できない。 

 

（４）市民、観光客などが米子城の存在を身近に感じるための課題 

現在、米子城下には、米子城の存在を身近に感じさせる表示等がみられない。 

 

（５）個別の整備の課題 

１）三の丸（現湊山球場）、内堀 

重要性：三の丸は、城と城下町（武家地、町人地）を区分する内堀の内側にあって、米子城跡

の全体像を理解する上で重要な場所である。その三の丸の中心部に位置する湊山球場敷地は、絵

図によると米蔵、馬屋、番士詰所、作事方詰所、作事小屋、内堀などが配されており、米子城の

行政面の中枢を担っていた場所であったと考えられる。 

近世城郭の三の丸については、廃城後、その所在地の政治・経済の中心地として官公庁や学校、

病院等の施設が設置されるなど市街化され、そのまま現在まで続いているケースが多く見られる。

米子城跡の場合も、三の丸の大部分が商業施設や病院等の施設に利用されているが、湊山球場敷

地については、明治期には米蔵を利用した松江監獄米子分監が置かれていたものの、その後は運

動広場や野球場として利用され、三の丸の中心部にありながら、大きな建物等が建設されること

なく公共的空間が保たれてきたものである。 

ここでは、内堀も含め三の丸、二の丸、本丸といった城の中枢部の全体像を実感することがで

き、天守から見渡す眺望と、三の丸から本丸まで一望できるロケーションは貴重であるため、こ

れを確実に保護することと、一方で、既存の史跡指定地と一体的に利活用を図っていくことが重

要である。 
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現状： 

① 未指定である。湊山球場敷地の約 3/4 は市有地である。 

② 湊山球場、鳥取大学医学部附属病院、ホテル、店舗等が立地している。 

③ 三の丸の中心部は、昭和 20 年代に市営湊山球場となり、大きな建物等の建設を免れてきた。 

④ 内膳丸の山裾沿いは市道となっており、山腹に落石防止鋼、道路沿いに落石防止柵が設置され

ている。 

⑤ 鳥取大学医学部附属病院の改築工事に伴う発掘調査で、縄文時代から近世に至る遺構、遺物が

確認されている。 

課題：内堀の視覚化、復元 

   三の丸の整備 

三の丸整備事例 

内堀整備事例 

２）二の丸 

現状： 

① 御殿御用井戸跡の遺構が残るが、保存整備が進んでいない。近づくと危険なため、鉄条網で立

ち入りを制限している。 

② 昭和 28 年(1953)に外郭にあった旧小原家長屋門(市指定有形文化財)が寄贈され、移築保存し

ているが、腐朽が進み立ち入りを制限している。なお、旧小原家長屋門は米子市で唯一現存す

史跡金沢城跡 三の丸広場 史跡金沢城跡 三の丸広場 

史跡伊予松山城三の丸広場と内堀 史跡伊予松山城内堀 
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史跡萩城跡 転落防止柵設置状況 

る武家屋敷建物であり、内部は、昭和 59 年(1984)まで「米子市立山陰歴史館」として活用され

ていた。 

③ 御殿跡の一帯が市営湊山庭球場となっている。 

④ 市営湊山庭球場の北東に設置しているトイレ（水洗）は城郭内ではここにしかない。 

⑤ 裏御門跡付近は公園利用者の駐車場となっている。 

⑥ 二の丸東側から深浦にかけて、飯山との境は国道 9 号で、交通量が非常に多い。 

⑦ 庭球場周辺には、五輪塔や宝篋印塔、外堀に架かっていた京橋、灘町橋の親柱や石灯籠等の石

造物が集積されている。 

課題：二の丸高石垣の支障木の伐採 

   山陰歴史館の処遇 

   二の丸の整備 

 

 

 

３）本丸 

現状： 

① 昭和 57 年(1982)度から昭和 59 年(1984)度にかけて、経年劣化による石垣き損箇所の積み直し 

を実施した。 

② 平成 13 年(2001)度に鳥取県西部地震による被災箇所の石垣修理工事を実施した。 

③ 天守台は土系硬化舗装で、四重櫓台は芝生地で、各々礎石を露出展示している。 

④ 天守台にベンチ、本丸南側に東屋を設置し、東屋内部には米子城跡の説明板や鳥瞰図等を設置

している。なお東屋周囲のみ石垣天端の前面に、擬木の転落防止柵を設置している。 

⑤ 石垣遺構の保護に支障のある樹木や眺望の妨げとなっている樹木を一部伐採している。 

課題：天守の安全対策 

   眺望を害する支障木の伐採 

   石垣に繁茂する危険木の伐採 

整備事例 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

二の丸御殿の平面表示例（岡山城） 
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４）内膳丸 

現状： 

① 平成 13 年度に鳥取県西部地震による被災箇所の石垣修理工事を実施した。 

② 周囲の樹木により、本丸や中海への眺望が遮られている。 

③ 遠見櫓下に続く登り石垣の発掘調査を平成 28 年度から実施している。 

④ 周辺は、治山事業により法面保護工事が施されている。 

⑤ 上段にはコンクリート製の東屋 1 棟とベンチが設置されている。（昭和 41 年(1966)3 月に米子

ライオンズクラブ、米子グレートライオンズクラブ、米子錦ライオンズクラブが寄贈） 

課題：支障木の伐採 

登り石垣の整備 

整備事例 

 

５）山腹（一部未指定地を含む） 

現状： 

① 大部分が史跡指定地であるが、深浦北側の一部は未指定である。 

② 『米子みやげ（明治 36 年(1903)）』によれば、明治維新後は巨樹や老木が伐採され禿山となっ

たが、坂口平兵衞意精氏により美山を目指し植林が行われ、市民により保護されてきた。 

③ 四国八十八箇所の霊場が開かれ、山腹の一周する散策コースに石仏が祀られている。 

④ 天守南東方向の山腹にある八幡台は、平成 27 年度の発掘調査で、嘉永 癸
みずのと

丑
うし

（嘉永 6 年(1853）)

の年号の刻印された瓦の破片や、米子城築城初期と考えられる野面積み石垣が発見され、また、

四重櫓改修時の作業場であることが判明した。また、水の手郭下方で石垣を巡らせた上下 2 段

の郭を検出し、破城の可能性が指摘されている。 

⑤ 斜面保護のための県営治山工事が実施されている。 

課題：園路の整備 

   樹木管理 

   発見された郭の整備 

   遺構保護のための対策 

彦根城の登り石垣 伊予松山城の登り石垣 

伊予松山城の城内道（登り石垣上） 
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湊山方面への眺望 中海方面への眺望 出山への木製階段 

６）深浦（御船手郭） 

現状： 

① 未指定で民有地である。 

② 民間のスポーツ施設が昭和 42 年(1967)に設置され、西側(施設裏側)は空閑地となっている。 

③ 中海沿いは散策路で、湊山公園から加茂川沿いにかけての米子彫刻ロードの一部である。 

課題：郭の復元整備 

   深浦湊の復元 

整備事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）出山 

現状： 

① 未指定であり、民有地である。 

② 絵図によると幕末には砲壇が設置されていた。 

③ 「とりでの山」として整備されているが、周囲の樹木が湊山や中海への眺望を妨げている。 

④ 説明板が設置されておらず、米子城跡の一画であることが認識しづらい。 

課題：眺望の確保 

   説明板の設置 

 

 

 

 

 

 

 

８）飯山 

現状： 

① 未指定であり、民有地である。 

② 飯山への入り口部に説明板が設置されている。 

③ 山腹への道路と山頂への階段が整備されており、山頂付近にはトイレが設置されているが老朽

新宮城整備状況 
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山頂への階段 山腹への道路 

化が著しい。 

④ 山頂には昭和 41 年(1966)10 月に、戦没者の慰霊のための英霊塔が建てられている。 

⑤ 山頂にはコンクリート製東屋、ベンチ、水飲み等が設置されているが、周囲の樹木が鬱蒼とし

ており、周囲への眺望を妨げている。 

⑥ 平成 22 年(2010)10 月に山頂への階段付近にデジタルテレビ中継の電波塔が設置された。 

課題：英霊塔の処遇（抜魂済） 

   眺望の確保 

   石垣の露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．提言、要望の把握 

これまでに、米子城に関して、市民等から寄せられた要望、最近実施したシンポジウム、フォ

ーラム、ウォークなどの際のアンケート提言及び議会に対する整備、活用に関する陳情などをま

とめると下記のとおりである。 

（１）市民、議会、関係機関からの提言、要望 

・登城路ルートの整備 

階段、園路の補修、登山道の路盤整備、既存ルート の

階段をスロープに変更し､手すりを設置、リフト、ロープウ

ェイ等自動昇降機の設置（観光用、高齢者、障がい者の登

城用） 

・展望の整備 

天守台からの展望の確保（立木伐採）、内膳丸からの 

展望の確保（立木伐採）、街からの眺望の確保（立木伐採）、 

展望台の設置、石垣の可視化、木立の整備による景観の 

向上、登城路からの景観改善 

・環境の整備 

園路、石垣等の管理保全、樹木名板の設置 

・便益施設の整備 

頂上付近へのトイレの設置、水飲み場の設置、夜間照明灯の設置、休憩用ベンチの新設、 

公衆トイレの整備、 駐車場の整備 

・各種案内板、順路誘導標識の整備 

・史跡の整備、石垣の修理保全 

石垣に生える大木 

園路の階段の現況 

英霊塔 
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米子城下町ウォークの様子 

・米子城の再建：天守閣の再建、天守閣の復元 

・活用：観光資源としての活用、宣伝誘導案内表示の設置 

 

（２）シンポジウム、フォーラム等開催時のアンケートによる提言 

・史跡の価値をどのようにして伝えるか 

・城郭の構造については平山城であること、城郭と武家地を堀が画していることを顕在化させる 

こと 

・城郭の一部である三の丸のみを取り出してその重要性だけを述べるのではなく､惣構をどの 

ように説明していくかが重要 

・中世から近世への城郭の変遷をどのようにたどり、伝えていくか 

・石垣の詳細調査、発掘調査による解明を行い、地下遺構の表示や立体復元等、説明の多様な媒 

体の一つとして研究を推進すべきである 

・飯山の位置付け、解明 

・登城路の変遷の解明 

・市民の憩いの場とすべきである 

・城から城下町への動線を形成させる 

・史跡をまちづくりの核として位置付けるために教育委

員会の枠を越えた取り組み 

・人づくりの重要性 

・計画策定段階から市民が参画、史跡整備への参加 

・風景やたたずまいの重視 

・様々な文化財を結び付ける 

・子どもたちの声がする城跡にし、自然や歴史の学習 を行える場所にする（城と城下町、城歩 

き・まち歩き） 

・景観を遮る樹木の伐採を行い、樹木整備、樹木管理を行い、城下から見上げた壮大さと、城跡 

から望んだ中海、城下町の景観を守る 

・二の丸高石垣と山上の石垣を同時に望める城にする 

・二の丸の高石垣も顕在化すること 

・市民に愛される城跡にし、城跡のある町の誇りを作りあげていく 

 

（３）陳情 

過去には、①米子城天守閣の再建､②米子城跡への登り道の整備、自動昇降装置の設置について

陳情書が市議会に提出されたが、継続審査となり、審議未了もしくは不採択となっている 
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（４）米子城魅せる！プロジェクト 2017「米子城 魅せる！ワークショップ」 

（平成 29 年 10 月 22 日開催）における提言 

 

よかったところ 

１）景観について 

・頂上からの眺望 

・ベンチに座ると上空に木の屋根ができ、半外部空間のような感覚。 

・中海展望台 景色が良い。 

・本丸の景色は良い。 

・城跡は単なる空地でなくきちんと手入れして草刈りなどされているのが良い。 

・中海への展望 思っていた以上に近い。珍しい景色だと思う。知っていたら行ってみようと思

える。 

・樹木の種類が多い。植物観察などによい。 

・石垣が美しい 

 

２）園路について 

・遊歩道がある。ジョギング、散歩に良い。 

・良いのか悪いのか歩行者天国。ジョギングとかにはいいかもしれないけど、車で通ったのをき

っかけに道を知るというパターンもなきにしもあらずか！ 

・メイン外の細道は観光用とは別の市民の散歩道、子供の寄り道として残しておくべきだと思う。

探索心がくすぐられて GOOD 

 

３）施設について 

・石仏めぐりの看板がかけてある。登ることができる。 

・弘法大師さんの案内板があり地元の人で線香をたむけてある光景は心なごむ。 

 

よくなかったところ 

１）遺構について 

・石垣のはらみ 

・見えない高石垣（三ノ丸、球場外道路） 

 

２）景観・環境について 

・危険区域の整備             

・木の剪定による遺跡の保全と眺望の確保 

・海側、展望台からの登り口の整備     

・登山道の整備 

・人が集えるような良い空間なのに裏のようなところになっていてもったいない。（枡形） 

・封鎖されている印象を受ける。もっとオープンにできないか。（球場レフト側外フェンス） 
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・本丸とは違った景色が見られることをもっと伝えるべき。ベンチと東屋があり、中海の眺めを 

よくしたら使う人が出るだろう。（中海展望所）） 

・中海が見えない。海城としての景観が見られないのが残念。 

・命に関わることだからもっと大きく、でも景観をくずさないように。（医大側道路の標式） 

・入口が暗くそそられない。こういう雰囲気の箇所も冒険チックで残しておくべきと思うが、メ

インとなる路は一見して登ってみたいと思えるものであるべきだと思う。公園で中海を見たつ

いでに寄って行こうと思える気軽さを。せっかく１５分程度で登れるので、それも分かるよう

に書いておけば立ち寄ってみる人もいるはず。 

・全体的に木が問題、木を切ろう 

・斜面崩落（中海側） 

・登り口暗くて怖い。この先どうなっているのか。 

・登山道、登り口が分からない。ぬかるみ。斜面が急。 

・全体的に草木が生い茂りすぎ。整備する。 

・奥の石垣が見えるように。（球場レフト側外） 

・もう少し景観を良く（ネットで覆われた崖） 

・深浦側の景色が見えるように木を切る。 

・現時点でほとんど魅力がない 

・休憩できるところが汚い。もう少し多くてもよい。 

・アスファルトばかりでなく、石畳とかが良いのでは？ 

・いろいろなイベントで利用できるように整備する。 

・人の視線から城らしいものがほとんど見えない。城っぽさがない。 

・高低差があるのに見晴らしがよくない。山らしさを活かせてない。（中海側） 

・木が多すぎるので、道から海が見られない。（中海側） 

・ポテンシャルを活かしきれていない 

・球場を芝生広場へ 

   

３）園路について 

・危ない登り口 

・狭くて車の通る道（球場外道路） 

・登り口をすっきりさせたい。 

・どこに続く道かわからない。（出山登り口） 

・夜も歩けるようにライト整備 

・フットライトを整備する 

 

４）施設・案内表示について 

・途中で腰掛けることができる貴重なスペースなのに整備されていない。（中海側にベンチ） 

・写真パネルとか欲しい。フォトコンテスト入賞作品の掲示とか。良い眺めであることをアピー

ルしないと知らない人は登るきっかけがない。 

ワークショップ風景 
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・商工会議所前の案内図に米子城の表示がない。 

・９号線角（ガソリンスタンド付近）に大手門表示がない。 

・標柱がある正面登山口。道路標識とか駐車場がほしい。 

・標柱はここでよいのか？（枡形） 

・全体図はここだけにある。（枡形） 

・長屋門はここでよいのか？ 

・「米子城登り口」の表示がない。（お大師横登り口） 

・二ノ丸裏門表示なし 

・米子城本丸登り口表示なし 

・避難場所案内図あり、案内図設置（外国語対応） 

・トイレがわかりづらい。壊れているところは改修、改善（出来たら洋式に）見栄えもよく。 

・頂上登り口 看板の意味が分かりづらい（９号線側、お大師付近） 

・トリムコース看板が分かりにくい。もっと見やすいところに。 

・９号線側歩道に沿うようにある登り口は何の道？表示なし。 

・案内板が欲しい。（中海側） 

・東屋横にトイレが欲しい（中海側） 

・登り口の表示（黄色ラミネート板あり）米子城本丸であることを書く。 

・ピクトグラムのデザイン（文字ばかりのサインは誰も読まない） 

・石仏をつくるなら直さないとこわい。 

・中海を眺めることのできない周回道路（木を切ると左は城山、右は中海、上を見ると石垣とて

も良い道になりそう） 

 

５）動線について 

・周辺のアクセスの動線が配慮されていない。湊山公園から、市街地からの道が分からない。 

・案内板が少なすぎる。 

・GURURIN マップの設置方法が雑。もっと良い方法があるはず。 

・米子城があることが分からない。 

・歩道近くの石垣によって、歩行者から入口が分からない。 

・初めて来る人は歩行者も禁止されていると思う可能性も。 

・禁止だけでなく、どこに駐車場があるのか伝えないと気持ちが沈む。 

・木が邪魔で大型バスが通れない。 

・９号線から入りやすいようにする。（深浦側） 


