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ふれあい探訪

岡崎市指定史跡 岡崎城跡

第98期 当金庫通常総代会開催／新任理事・新任監事紹介
2019年度 営業店業績表彰店舗

再発見！岡崎城跡

ふれあい
探訪

近世城郭としては日本屈指の広さを誇る大城郭
おかざき

じょうせき

年には日本100名城に選定さ

18

ては日本屈指の大城郭でした︒

囲む﹁総構え﹂の城で︑近世城郭とし

と思いますが︑岡崎城は城下町を堀で

園や天守をイメージされるかたが多い

れ ま し た ︒﹁岡 崎 城 ﹂ と 聞 く と 岡 崎 公

平成

年に天守が3層5階建てに復興され︑

岡崎市のシンボル﹁岡崎城﹂︒昭和

岡崎城は
天守だけ
じゃない！
？

34

岡崎城跡

岡崎市指定史跡

▲岡崎城天守（写真中央）と菅生川端石垣（写真右下）

▲本丸周辺の古写真（明治5年頃。写真中央が天守）
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▲岡崎城絵図（江戸時代後期・岡崎市美術博物館蔵）

岡崎城が地形を活かし中世から近世にかけ完成された複
合的な構造であったことや、総構えをもつ広大な城郭規
模であったことがわかります。

そうぼり

総構え・総堀ってなぁに？
そうがま

社会教育課
協力：岡崎市教育委員会

岡崎城の歴史

こうしょう

きょうとく

岡崎城は︑戦国時代の享徳元年︵1

よりつぐ

452年︶から康正元年︵1455年︶

に西郷頼嗣が︑矢作川と乙川の合流点

にある竜頭山に築いた砦が始まりとさ

れます︒その後︑徳川家康公の祖父・

松平清康が本格的な城に造り替え︑家

年︵1590年︶家康公

康公も岡崎城を三河支配の拠点としま

てんしょう

した︒天正

年に幕末時

34

を見ることができます︒今回は︑岡崎

岡崎城跡では各時代の石垣や堀など

文献調査が積極的に行われています︒

発掘等の現地調査や︑絵図・文書等の

跡としての価値を未来へ伝えるために︑

復興されました︒さらに岡崎城跡の史

の城の姿をモデルとして現在の天守が

熱い思いを受けて︑昭和

したが︑天守復興に対する岡崎市民の

む建造物は全て取り壊されてしまいま

明治6年の廃城令によって天守を含

未来へ受け継がれる岡崎の史跡

幕末まで存続しました︒

い後は︑徳川譜代大名の本多家が入城︒

慶長5年︵1600年︶の関ヶ原の戦

けいちょう

ど︑織豊系城郭へと大改修しました︒

しょくほうけい

本丸周辺などに見られる石垣を積むな

豊臣方の武将・田中吉政が天守を建て︑

よしまさ

の関東移封にともない︑城主となった

18

城跡内に多く残る石垣をめぐりました︒

文化財の概要については、新たな発見や再調査により記載内容と異なる可能性があります。
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じょうかく

城郭における
Point

城のほか城下町一帯も含めて外周を堀や石垣、土塁
で囲い込んだ城郭構造を「総構え」といいます。総構
えを構成する外堀のことを特に「総堀」といいます。
天正18年（1590年）に岡崎城主となった田中吉政が城
郭拡張と城下町建設を進め、城下町を「総堀」により
取り囲み総構えを構築したとされます。また、東海道
も城下の町屋部分に引き入れました。岡崎城の総構え
の規模は、南北約1㎞、東西約1.5㎞で日本屈指の広さ
を誇ります。

参考文献等：
・岡崎城跡石垣めぐりマップ
・岡崎城跡整備基本計画（岡崎市教育委員会社会教育課）
・シンポジウム 岡崎市歴史まちづくり 家康公生誕の地にみる
歴史的な風情を磨く 記録集
・岡崎市HP
・愛知県岡崎市公式観光サイト「岡崎おでかけナビ」

こんなに
あるんだ！

岡崎城跡 石垣めぐり

徳川家康公が城主の頃の岡崎城は、堀と土塁を巧みに配置した堅固な「土づくりの城」でしたが、
家康公の関東移封により豊臣配下の田中吉政が城主になって以降、本丸周辺の堀や天守台に石垣
が築かれ始めます。石垣には岡崎産の花崗岩が使用され、石材の加工度と積み方を観察すること
で様々な石垣の様相が見られます。石垣めぐりマップを片手に岡崎城跡をめぐってみませんか。

跡で
岡崎城
垣
古い石
ん
ば
ち
い
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ほんまるてんしゅだい

本丸天守台石垣 （南面）

城の象徴である天守は、天守台と呼ばれる土塁や石垣の
高台の上に築かれています。すべての城に天守があったわ
けではなく、天守を持たない城も多くありました。また元
和元年（1615年）の武家諸法度により、天守は再建を除き
原則的には新造することができなくなると、やや大きめの
三重櫓を建てて天守の代用とすることがありました。

岡崎城の天守台石垣
天正18年（1590年）に岡崎城主となった田中吉政は、城
郭拡張と城下町建設を進めます。その中で天守（初代）及
び石垣の天守台の造営を行いました。天守台石垣は、石材
ぐう かく ぶ

さん ぎ

づ

に自然石のみを用いたもので、隅 角 部 は算 木 積 みが未発達
な段階であることから、田中吉政により築かれた初代天守
の天守台といえ、城内で最も古い段階の石垣といえます。
この天守台に2・3 代目の天守が築造されています。
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ほんまるうずみもん

本丸埋門石垣 （南面）
こく いん

石材の表面に【刻 印 】が刻まれています。刻印は大

名・家臣・石工集団などの家紋や記号の他、採石段階の
記号など諸説あります。※菅生川端石垣にも見られます。

ススメ！
オ
も
これ

神君出生の城

岡崎 城

撮影 ポイント

岡崎城は、徳川家康公が生まれた城として有名です。1959年に天守が3層5階
建てに復興され、2006年には日本100名城に選定されました。
城内は各階ごとにテーマ分けされ、岡崎城の歴史を紹介しています。最上階
の展望台から岡崎市内が一望できる絶好のフォトスポットです。
電話番号：0564-22-2122
開館時間：9時〜17時（入館は16時30分まで）
休 館 日：年末（12月29日〜12月31日） 入 館 料：中学生以上 200円 5歳以上 100円
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休館日等が変更となる場合があります。
最新の情報はお問い合わせいただくかホームページでご確認ください。
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ほんまるおお て ぐち

本丸大手口石垣

せいかいぼり

清海堀石垣

本丸の入口となるこの

曲線状の深い堀を構成する石垣です。直線の石垣を少しず

石垣は、割石をさらに加

つ角度を変えて曲線に見えるように作られています。天守台

工した切石を使用して隙

に次ぐ古い石垣が一部残っています。

間なく積む【切石積み】

※上から見学できます（堀の中には入れません）。

きりいし づ

という技法が使われてい
ます。表面を見るとすだ
れ仕上げという装飾加工
がされた石なども見るこ
とができます。

5

本丸天守台石垣（北面）

約2ｍ×2ｍの【鏡石】が、廊下橋正面に配置されていま
す。鏡石は権威の象徴や経済力の誇示などのため、意図的
に配置されています。

6

じ ぶつどうくる わ こしまき

持仏堂曲輪腰巻石垣
すみいし

直方体の角石の控えの
長短を交互に組み合わせ
さん ぎ

づ

る積み方【算 木 積 み】で、
すみわきいし

角石の隣の角脇石と一体
となって強固な石垣とな
ります。

6
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岡崎城跡内には、他にも様々な石垣を見ることができます。
一見同じように見える石垣も、石の種類や積み方、加工の違いなど、石垣
を通して様々な歴史を知ることができます。岡崎城跡の石垣について分か
りやすく解説した「石垣めぐりマップ」を岡崎城天守、
三河武士のやかた家康館、観光案内所などで配布しています。
（ホームページからダウンロード可）
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こちらから▶

Information
図書館

岡崎公園

愛知県岡崎市康生町561-1

公共交通機関ご利用の場合
・名鉄「東岡崎駅」より徒歩15分
・愛知環状鉄道「中岡崎駅」より徒歩15分

岡崎城
家康館
4

お車をご利用の場合
・岡崎I.C.より名古屋方面へ3km（国道1号沿い）
※岡崎公園駐車場は24時間利用できます。
（イベント開催時は利用できなくなる場合あり）

Okashin News
第98期

おかしんからのお知らせ

当金庫通常総代会開催

２０２０年６月１５日、第９８期通常総代会を当金庫本店大ホールにて開催しました。
以下、総代会での報告、
決議事項についてお知らせします。
報告事項

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

−新任理事・新任監事−

第６号議案

当金庫第98期（2019年度）およ
び㈱おかしん経営コンサルタン
トの第53期業務報告、貸借対照
表および損益計算書の内容報告
の件

剰余金処分案承認の件
定款一部変更の件
理事16名選任の件
監事５名選任の件
理事および監事の報酬額決定
の件
退任理事に対し退職慰労金贈
呈の件

以上いずれの議案も原案どおり承認可決さ
れました。

新任理事

織田

晴義

新任理事

犬飼

2019年度

利弥

新任理事

加藤

久喜

新任監事

河村

敦志

営業店業績表彰店舗

総合業績評価制度による表彰店舗

◎岡信賞【豊川支店】

◎優秀賞【岡崎駅西支店】

◎準岡信賞【豊田南支店】

◎努力賞【鳴海支店、刈谷支店】

個別評価制度（プロセス部門）による表彰店舗

◎優秀賞【橋目支店、岡崎駅西支店、美合支店、笠寺支店】
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守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
１０％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、預金、保険契約ではありません。
投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.30％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.0505％
（税込）
を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

詳しくは当金庫の窓口または

6
2

加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

20
020
20 南 の 風 定 期 預 金
2020年６月１４日（日）〜2020年９月２５日（金）

１年経過後は事前に公表するキャンペーン金利で自動継続します
金利
UP

金利
UP

0.060 （

税引後

）

年0.047％

0.070 （

税引後

）

年0.055％

0.150 （

税引後

）

年0.119％

2019年夏に実施した
「2019南の風定期」
は、満期日に当初と同じ預入方法
（
「窓口」
「ATM」
「インターネットバンキング」
）
による本商品の金利にて自動継続します

おかしん「２０２０南の風」定期預金
２０２０年６月１
４日（日）〜２０２０年９月２５日（金）
個人のお客様（個人事業主を含む）

発行／岡崎信用金庫
編集／地域振興部
︶
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp

スーパー定期 １年定期 自動継続（元金継続または元利継続）
１年経過後は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前に公
表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。※満期金の支払いは、満期日が休業日の場合は翌営業日となります。
１口１
０万円以上（窓口の場合、原則として新規預入または１
０万円以上の増額）
ＡＴＭでのお取り扱いの場合、
１回につき 現金１
０万円以上２００万円以下（紙幣２００枚まで）
振替１
０万円以上５００万円以下（ご本人口座からの振替のみ）
満期日以後に一括して払い戻します。
窓口でお預け入れの場合…………………………………１年０．
０６０％
（税引後０．
０４７％）
ＡＴＭでお預け入れの場合…………………………………１年０．
０７０％
（税引後０．
０５５％）
１５０％
（税引後０．
１１９％）
インターネットバンキングでお預け入れの場合……………１年０．
やむを得ず中途解約をされる場合は、上記金利は適用されず、お預け入れ日から解約日までの当金庫所定の中途解
約金利が適用されます。
２０
１
３年１月１日から２０３７年１
２月３
１日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税（０．
３
１
５％）
」が課税されるた
め、２０．
３
１
５％（国税１
５．
３
１
５％、
地方税５％）の税金がかかります。
お預け入れ時の金利を約定利率として初回満期日まで適用します。
初回満期日以降は、満期日到来前に公表するキャンペーン金利で自動継続となります。継続時の最新の情報は事前
に公表される店頭のパンフレットや当金庫のホームページ等をご覧ください。
ただし金利情勢の変動等により自動継続時の商品内容を見直す場合や、予告なくキャンペーン金利の適用を含めた
取り扱いを中止する場合がございます。
満期日が当金庫休業日の場合のお支払いは翌営業日となります。
マル優もご利用いただけます。
（窓口でお預け入れの場合のみ）
この預金は預金保険制度の対象商品です。（預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金
者お一人様あたり一金融機関ごとに元本１，
０００万円までとそのお利息が保護されます。
）
店頭に「スーパー定期」の商品概要書をご用意しております。

