盛岡・夕顔瀬橋の灯篭
盛岡・上の橋の擬宝珠

雫石七ツ森・生森一里塚

雫石橋場・橋場御番所跡

≪コース≫
◆盛岡市旧鍛冶丁・盛岡城下道路元標前出発（市内・四ツ家、三戸町、仁王小路、材木町、茅
町を車内から）
地

◆雫石街道への出口・夕顔瀬橋総門跡(～新田町・三ツ家）◆前潟一里塚擬定

◆滝沢村との境・仁沢瀬橋と網張街道分岐
＜休憩・手づくり村＞
＜昼食・雫石公民館＞

山道分岐
御番所跡

◆長山街道分岐の道路指導標

◆七ツ森・生森一里塚

◆雫石八幡宮・雫石城址

◆永昌寺～沢内街道・臨済寺～廣養寺

◆町外れ蒼前堂と八卦新道

◆高前田一里塚

◆旧秋田街道の峠道入口・戊辰戦争古戦場跡
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◆雫石代官所跡

◆春木場の宿

◆岩鷲

◆橋場の宿・

＜中央公民館帰着＞

秋田街道とは、盛岡城下から雫石、国見峠を越えて秋田藩領の生保内（おぼない）、角館(現
仙北市)方面を経て久保田（現秋田市）に至る奥羽山脈越えの街道です。｢秋田街道｣の名称
が定着するのは明治期に入って仙岩峠が開かれてからで、それまで盛岡藩では盛岡を出る時
は「雫石街道」と呼び（※盛岡砂子）、雫石より先では「秋田往来」と呼ばれました。ほか
に「生保内街道」
「角館街道」
「盛岡街道」｢南部街道｣など、行き先や目的によってさまざま
な呼称が用いられていました。

国見峠
土崎湊

西廻り航路
福井の敦賀港などか
ら日本海側を北上。
秋田の土崎が終着。

角館町

雫 石
仙岩峠

村

奥羽山脈

※盛岡砂子（すなご）…江戸時代の観光ガイドッブック的な資料。1833 年（天保 4 年）に南部藩
士の星川正甫が著し、1872 年（明治 5 年）に改訂、それを山本縁が大正初期まで改訂を重ねた。
盛岡の歴史を知る上で貴重な資料となっている。
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はじめは“軍事の道”
秋田往来（秋田街道）の特徴は奥羽山脈・国見峠の難所を越えることで、古代以来、主に
戦略の道として開削され、中世を通じて軍馬の往来が盛んだったことです。
古くは、 ①坂上田村麻呂の時代（西暦８００年ごろ・今から１２００年以上も昔）
②前九年の合戦、源義家の時代（西暦 1050 年ごろ・今から９５０年も昔）
③奥州平泉討伐、源頼朝の時代（西暦 1190 年ごろ・今から８２０年ほど前）
④戸沢氏（初期）の時代

（西暦 1200 年ごろから・今から 810 年ほど前）

⑤南北朝時代、北畠顕信の時代（西暦 1350 年ごろ・今から７６０年ほど前）

近世に入り、盛岡の城下町としての整備が進むにつれ、盛岡と秋田を結ぶ最短距離のこの
「秋田往来」は経済の道として発展しました。上方（西国、京や大坂）からの物資とともに、
商人たちが一緒に入ってきたのもこの頃です。特に盛岡には、琵琶湖周辺のいわゆる近江の
国からの移住が多かったようで、“近江商人”は地域の経済発展に寄与しました。
【西国（上方）からの大量の物資を馬で輸送】
この最短かつ比較的峠越えが容易な道は日本海を航行する「西廻り航路」で秋田の土
崎湊に陸揚げされた物資の輸送路として重宝されました。宝暦年間（1751～63）に野辺
地湊（青森・盛岡領内）が開港したことにより盛
岡藩から野辺地湊の利用の督励があったものの、
盛岡の近江商人たちは土崎湊から陸送した方が距
離も近く経済的として秋田往来を利用し続けまし
た。
文化年間(1804～18)の秋田藩の『経済秘録』に
は、土崎で陸揚げした西国の塩や銀・木綿・古手・
綿類・茶・小豆・すげ笠・越中富山の売薬などが
盛岡に運ばれ、盛岡からは大量の塩干魚・海藻類
（明治初期の荷駄馬）
が秋田へ運ばれたとあります。享保年間(1716～
36)のの雫石乃『百姓訴願記録』には、一日に千駄（馬一頭分の荷物が一駄）の物資が交
流したとあります。
【御馬買衆の通路として整備進む】
毎年秋に江戸幕府から「公儀御馬買衆」、諸大名から「わき馬買」と呼ばれる軍馬買い入
れの役人が派遣されており、一行は刈田宮（宮城県）から笹谷街道を通り出羽国に出て、途
中横手の馬市で軍馬を仕入れた後、六郷・角館・生保内を経由して国見峠を越え、雫石経由
で主産地の盛岡入りするのが通例でした。このため、奥州街道筋の宿駅・伝馬制度・街道と
同じように、秋田街道も重要路線として整備されました。
【※その都度沿線の農民が作業に狩り出され難儀をしたことは言うまでもありません。】

公儀御馬買衆は 1625（寛永 2）年にはじめられ、1690（元禄 3）年を最後に廃止されまし
たが、雫石には本陣は置けなかったものの専用の御仮屋を作り、家老が出迎えて接待するほ
どでした。一行の人数は５０人にも及んだという記録もあります。軍馬の購入は例年 200 頭
前後で、藩財政を潤しました。一行は 11 月には奥羽街道を経て江戸に帰ったと言います。
【※一行の来訪時期は農民たちの農繁期と重ならないように配慮されていたようです。】
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≪街道の経路≫
盛岡築城以前は、暴れ川だった滝沢村大釜周辺の雫石川と深く広い谷だった仁沢瀬川を避
けて、諸葛橋付近（現在の盛岡インター付近）から上厨川の土淵に出て、滝沢村西の篠木坂
峠を越え、外山～大清水を通り、七ツ森の北側を通って雫石（現在の「名子道」）に出る経
路であったようです。
江戸時代（1630～1640 年ごろ）になって、雫石川の治水が進み、さらに仁沢瀬の架橋によ
り、大釜を経由して現在の板橋を通り、七ツ森の南を通る街道に切り替えられたとされてい
ます。

≪街道の幅≫
明治初期の「岩手県管轄地誌」によれば、秋田街道（雫石街道）と鹿角街道の道路幅員は次の
ようになっています。

秋田街道 （雫石街道）
岩手郡仁王村字四ツ家にて箱館街道より分岐（※）

（※）仁王村四ツ家（現盛岡市本町通
二丁目）にて奥州街道から分岐の意味。

幅平均五間三尺
下厨川 幅四間 並木敷二間
厨川
幅三間 並木敷一間二尺
大釜
幅三間 並木敷一間
雫石
幅三間
上野
幅平均二間
御明神 幅二間
橋場
幅二間
至る秋田県小保内村
鹿角街道
下厨川村字片原にて秋田街道より分岐
幅三間
となっています。
上の写真は大正年代の生保内街道の松並木
（あきた国道 46 号紀行から複写）

江戸時代の交通規制
当時の街道の交通事情はのんびりとしたものに考えられるが、江戸後期には次のような
規制も行われるようになった。
（雫石町史Ⅰから）
他通りの馬喰たちが多数の牛馬を引いて往来する場合は代官所を通して内々に村肝入達
から支障の有無を聞いた。村肝入は村内の馬喰や百姓たちから意見を聞いて検討し、支障
の有無を村肝入と馬肝入の連名で代官あてに申し上げることとなっていた。
＜盛岡に春木や木炭、諸荷物等を馬で運ぶにあたっては次の事柄を守ること＞
・ひとりで牛は６頭、馬は３頭より多く引いてはならない。
・牛馬を引いて歩く途中、人と行きあった時は、人を退けさせず牛馬の方で退けること。
・牛馬を引いて歩く途中、若し人に怪我を負はせた場合は、その牛馬を取り上げ、厳し
く処分する。
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盛岡城下のこと
盛岡城の歴史
南部氏は，甲斐源氏の一族でしたが，南北朝時代のころより糠部(ぬかのぶ)(青森県三戸郡・
八戸市周辺)に基盤をおき，室町・戦国時代にはしだいに勢力をのばして，奥州北部の有力大名
に成長します。
1588 年(天正 16 年)，南部信直(初代盛岡藩主)は斯波氏を滅ぼし，1590(天正 18)年には豊
臣秀吉から，南部七郡の領有を認められます。翌 1591 年(天正 19 年)，秀吉の重臣浅野長
政の助言により，信直は三戸から不来方(こずかた)に居城の移転を決定。1597(慶長 2）年に
は，嫡子の利直(2 代盛岡藩主)を総奉行に鋤鍬初めが行われたと伝えられ，翌 1598(慶長 3)
年の正式許可の後，築城工事が本格的に進められました。
この地は，旧北上川と中津川の合流点の丘陵で，かつて南部氏の家臣福士氏 の不来方城
（淡路館(あわじだて)・慶善館(けいぜんだて))が存在した場所です。ここに，新たな縄張
で石垣を巡らし，本丸・ニの九・三の丸を築きました。
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また，内丸から本町方面，中津川対岸の内加賀野・紺屋町・肴町・穀町方面にも，外曲輪
(そとくるわ)や総構(そうがまえ)(遠曲輪(とおぐるわ))の堀を巡らし，
さらに 1609(慶長 14)
年から 1612(慶長 17)年にかけて中津川両岸が上の橋・中の橋・上の橋で結ばれ，城下町の
建設と整備が進められました。
以来盛岡は江戸時代を通じて盛岡藩の中心として栄え，現在の盛岡市へと引き継がれます。
明治の廃藩置県の後，城は 1872 年(明治 5 年)には陸軍省所管となり，
1874 年(明治 7 年) に
城内建物はほとんど取り壊されました。1903 年(明治 36 年)に岩手県により公園整備が開始
され，1906(明治 39)年に「岩手公園」として開園しました。
その後、所管は盛岡市に移され，国指定史跡となり，東北随一の美しい石垣を見ることが
できます。1984(昭和 59)年からは，市が石垣修復工事と発掘調査を行っています。
〔本文は・盛岡市役所ホームページから全文。絵図は岩手県文化財愛護協会編「盛岡の歴史・上」から複写〕

盛岡城下のエピソード

其の壱

「盛岡の地名」の伝承

（岩手県文化財愛護協会編「盛岡の歴史・上」から）

「盛岡砂子」には、盛岡の地名の伝承について次のような話が書かれている。
まず築城の初めのとき、御鍬立ての御祝儀にお酒盛りがあった。その時利直公は「こ
の城を『不来方』というは、心悪しき文字なり。森ヶ岡と号すべし」と仰せられた。
その後いつの頃からか“ヶ”という字を除いて、森岡と唱えるようになった。
ところが、山岸の永福寺の後ろの方に小高い岡があって、これを昔から“盛岡”と
いっていた。それで永福寺は、この地に拠って「宝珠盛岡山」という山号にした。
元禄４（1691）年のこと。永福寺の住持の僧が藩主重信のところへ「宝の珠の盛る
岡山」という下の句をもってきて、上の句をつけてほしいと望んだ。そのとき重信公
は「幾春も花の恵みの露やこれ」という上の句をつけられた。この重信公の御連歌が
あってから、
“森”の字を“盛”に改められて「盛岡」と称するようになったという
ことである。

其の弐

“五の字”の町割り

（「同上

盛岡の歴史・上」から）

南部利直が、盛岡城下の町割りをするとき、奉行たちを集めて「町割りは一の字か、五
の字か、いずれがよいか」と尋ねた。ところが万座の奉行たちは何とも返答しかねて、た
だ顔を見合わせるばかりであった。
そのとき、北 信愛（のぶちか）入道が「五の字がよろしいかと思います。」と申し上
げた。利直はこれを聞き「余もまた同じ意見だ。」と言って喜ばれた。その場にいた人々
はわけがわからず、
「何故か。」と尋ねた。信愛は「中国筋の諸大名は、一の字の長い町割
りにすると旅人の通行に便利で市中が繁盛するだろう。しかし我が国は旅人の往来の少な
い国であるから、城を二重、三重に取り囲む“五の字”の町割りにすれば、国内の通用に
便利なことは自然の道理である。それで盛岡の城下町は所々を袋小路にして、見通しのき
かない五の字の町割りにされたいと申し上げたのだ。」と説明したので、一座の者は手を
打って感心したという。
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石割桜（いしわりざくら）……盛岡市にある巨
大な花崗岩の割れ目から育った直径約 1.35m、
樹齢 360 年を越える桜である。見ごろは 4 月の
半ばから。1923（大正 12）年に国の天然記念物
に指定された。ここは寛永年間頃に南部藩主の
分家にあたる北監物の庭園であったといわれ、
明治初期には桜雲石と呼ばれていた。家老の屋
敷内の庭にあった巨石が落雷をうけてできた割
れ目にエドヒガンザクラの種子が入り込み成長
したという伝承も残っている。1932（昭和 7）
年に盛岡地方裁判所が火災に遭い石割桜も北側
の一部が焼けたが、幸い全焼を免れ翌春には再び花を咲かせた。火事の際、庭師・藤村治太
郎（益次郎の父）が身につけていた半纏（はんてん）を水で濡らし、濡れた石で足を滑らせ
て口を切るケガをしながらも石割桜を守ったというエピソードは有名である。樹勢の衰えが
目立っていたため、2000（平成 12）年春に 50 年ぶりに樹木医による本格的な治療が行われ
た。
盛岡城下のエピソード

其の参

おさつの投げた大石（盛岡の昔話）

昔、雫石に力持ちで美しく心の優しい「おさつ」という娘がおりました。盛岡城下でも、
力でおさつに敵う者がなく、勝てる者は岩手山の麓の太郎しかいないと人々は噂をしていま
したが、ある日二人は雫石川原であいまみえました。
太郎は５００貫(１.８ｔ)の大石を持ち上げましたが、おさつはさらに５、６倍もある石
をいきなり手玉に取って投げると、殿様や家来たちが花見をしていた城近くの屋敷の庭に落
ちました。おさつは驚かせたお詫びに大石を打つと、割れた中ほどに桜の若木を差し込みま
した。これが、年々石を割り、見事な大樹となりました。

か

行程（１）

じ ちょう

鍛冶 町 の道路元標

城下鍛冶町は奥州道中の宿駅である。江戸日本橋を起点にした奥州街道の第 139 番目の一
里塚が置かれ，駅所（えきしょ）として賑わったところである。町中にあったため塚は築か
れなかった。
この鍛冶町一里塚は、慶長期（1596～1615）の築造とみられ、領内諸道への里程を計算する
基点で、元は石の標抗があったが、文化（1804～）初年頃に撤去されたと伝えられている。
鍛冶町は，鍛冶職の棟梁職人が居住していたことに由来。刀鍛冶や鉄砲鍛冶のほかに農具を
作る野鍛冶も住んでいた。当町の裏通りを鍛冶町裏ともいった。
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資料

紺屋町(こんやちょう)・鍛冶町(かじちょう)・紙町(かみちょう)

この 3 つの町は，江戸時代，盛岡城下を通る奥州街道に沿って発展した町人町
でした。
紺屋町は，中津川を利用した紺屋(染物屋)が集まっていたことに由来。南部紫
(むらさき)
や南部茜(あかね)によって染められた布地は，盛岡藩の特産物でした。
鍛冶町は，鍛冶職の棟梁職人が居住していたことに由来。刀鍛冶や鉄砲鍛冶の
ほかに
農具を作る野鍛冶も住んでいた。当町の裏通りを鍛冶町裏ともいいました。鍛冶
町には，江
戸日本橋を起点にした奥州街道の第 139 番目の一里塚が置かれ，駅所(えきしょ)
として賑わったところです。町中にあったため塚は築かれませんでした。
紙町は，上の橋の両詰に上方の紙商人を住まわせたことに由来。盛岡で初めて
紙が漉かれたのは，寛文 9 年(1669 年)。筆墨も商ったため，紙町の東詰に天満宮
が祀られていました。

行程（２）

京の風趣漂う

上の橋

擬宝珠（ぎぼし・ぎぼうしゅ）は、長葱の花のことで葱坊主をさし、伝統的な建造物の橋
や寺社の階段や廻縁の高欄・欄干の柱の上に取り付けられた葱坊主型の飾りのこと。「葱台
（そうだい）」とも呼ばれる。擬宝珠が取り付けられるのは、親柱（両端や一定間隔で並ぶ）
で宝珠柱ともいう。親柱が木製の場合、擬宝珠は銅・青銅などの金属製であることが多く、
雨水風化による木材の腐食を抑える役目もある。親柱が石製の場合は、擬宝珠も含めて石造
りになっている場合もあり、すべて木製の場合もある。奈良・平城京跡二条大橋のものは瓦
製とされている。
宝珠型の起源は諸説あり、仏教の宝珠からきている
ものは、釈迦の骨壺（舎利壺）の形といわれたり、龍
神の頭から出てきた珠であるといわれ、地蔵菩薩など
の仏像が手のひらに乗せているものである。この宝珠
を模したことから模擬の宝珠という意味で「擬宝珠」
と呼ばれるようになったとされている。
また、葱のもつ独特の臭気が魔除けになるものとさ
れ、それにあやかるものという意味もあり、仏教建築
以外での使用の意味ともなる。神社では三重県・伊勢
神宮正殿の高欄の五色の宝珠型の飾りが原型とされ、当初は朝廷・天皇に関わる建造物にの
み存在したらしい。古い例では、中国、漢代の画像石や敦煌の壁画にそれらしいものが確認
されており、日本では、平城京二条大橋のものが発見されている。
橋の擬宝珠には、架橋由来などの銘があるもので現存しているものとして京都・三条大橋
に一部残っているものが古く、天正年間に豊臣秀吉の命で改築した際のものとされている。
そして、これを模したものとして江戸時代初期の岩手・盛岡市上の橋・下の橋のものがある。
天皇に由来し、銘が刻まれ、現在でも橋に取り付けられたままの擬宝珠は、国内で京都三
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条大橋、盛岡上の橋、下の橋の三橋のみである。
盛岡は北上川・中津川・雫石川が合流する地点に位置し、橋が城下町発展の原点として、
慶長年間に中津川三橋（上の橋（慶長１４年・１６０９）、中の橋（慶長１６年・１６１２）、
下の橋（慶長１６年・１６１２））が架けられた。
上の橋と中の橋の欄干には青銅製の擬宝珠が取り付けられたが、擬宝珠は南部氏の旧城が
あった三戸城下の「黄金橋・きがねばし」にあったものを、銅を足して鋳造しなおしたもの
と伝えられている。
擬宝珠は、南部家１２代政行（まさゆき）が、天皇の勅許を得て京都加茂川三条大橋の擬
宝珠を写し、三戸城下熊原川の橋（後に黄金橋と呼ばれるようになった）に取り付けたとい
われる。
中津川三橋は洪水によってたびたび落ち、擬宝珠も流されたが由緒ある擬宝珠のため慶長
年号を刻んで幾度か補充されている。現存する擬宝珠３６個のうち慶長期のものは、上の橋
銘５個、中の橋銘９個が残されている。このように紀年銘があり、現在も欄干に取り付けら
れているものとして全国的にも稀有であり、盛岡街づくりの原点のシンボルとして貴重なも
のである。
盛岡における鋳物師の名の記録が登場するのは、藩都盛岡が完成した頃からで、最初にあ
げられるのは、有坂（ありさか）氏１３代茂石衛門政吉。有坂氏は南部氏の甲斐（山梨県）
在国中からの鋳物職人でした。（南部氏の本領は甲斐国巨摩郡南部郷）
有坂氏の初代茂右衛門信義（のぶよし）は山城国（京都府）の人であったといわれ、７代
茂右衛門吉家（よしいえ）の時代になって甲斐国へ下向して南部氏に仕える。その後、南部
氏が陸奥国に下る際に随行し、達曽部（たっそべ・岩手県上閉伊郡宮守村）に居を構えた。
この有坂氏が、慶長１４年から１６年にかけて上の橋、中の橋の擬宝珠を鋳造したといわれ
ています。

擬宝珠の制作年代異なる
上の橋は南部藩主利直公が盛岡城を築くと同時に中津川に架けた橋。欄干を飾る
青銅製の擬宝珠のうち、慶長１４年（１６０９）の銘が刻まれているものが８個、
慶長１６年（１６１１）の銘が刻まれているものが１０個ある。一橋にこれほど
多数残っているのは大変珍しく、昭和２０年、国の重要美術品に指定されました。
寛文年中(1661～1673)には、洪水で橋が流されると時の藩主重信公は仙台領ま
で擬宝珠を探し訪ねて元通りにしたとも伝えられています。
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【擬宝珠のいわれ（上級編）】
南部家１２代政行公が京都在番中のこと、比叡山のあたりで例年になくあまりにも鹿が啼
くというので、帝が不吉に思われ「奇怪なことである。洛内外に広く触れをまわし歌伏にせ
よ」との命を下し、
「春鹿」という御題が出されました。
これに答えて政行公は『春霞 秋たつ霧にまかふてや 思ひ忘れて鹿や啼くらん』
という歌を詠み天覧に浴しました。
すると誠に不思議・・・鹿は啼き止みました。帝は「辺土の武士にして歌道に堪能なるは
神妙」と高く評価し、従四位下に叙し、“松風の硯”を下賜するとともに、朱塗りの弓 100
張を外出時の行列に加える許可に合わせ「都にも優る歌人なれば、何ぞ帝都の趣を在所へ移
すべし」との言葉をいただいて、京都加茂川三条大橋の擬宝珠の模写を勅許されました。
政行は、在勤の期満ちて下向すると居城のあった三戸城下熊原川の橋に設置することを決
め金銀をちりばめて竣成します。擬宝珠のついた橋の様は、人々を驚かせて『黄金橋（きが
ねばし）
』と呼ばれました。
その後、南部２７代利直公が盛岡築城に着手すると、慶長１４(1609)年には城下町建設の
手始めとして中津川に長さ２０間(約３６ｍ)、幅３間（約 5.4ｍ）の木造の上の橋が架けられ
ます。欄干には黄金橋の擬宝珠を鋳直した新しい擬宝珠が取り付けられ、これ以来、盛岡が
「小京都」と呼ばれる象徴の橋の姿が誕生しました。
（盛岡伝説案内から）

行程（３）

本町から茅町の夕顔瀬橋まで

本町(ほんちょう)かいわい
古くは京都出身の商人や京風構えの町家が多かったともいわれ，京町と呼ばれていた
が，文化 9 年(1812 年)に本丁となり，明治以後、本町となりました。盛岡城の大手先(お
おてさき)御門に近い最重要地に置かれた城下の本(もと)となる町の意味が由来。
本町かいわいは，内丸や城中の御用を扱う商人や職人が多く住んでいました。また奥州
街道が通り、沿岸方面へ通じる野田街道の起点にもなっていたため、大商家も多くあり
ました。
✿八日町は，本町の西に続く商人町で、毎月 8 日に市が開かれたことが由来。
✿本町の東側には大工町があり、大工・左官・石工・庭師などの職人町であった。上大
工町と下大工町の 2 町に分かれていました。城下最初の質屋もありました。
✿油町は，油商人が住んでいたことに由来。野田街道の城下入口に当たり、塩や海産物
を扱う商人や牛馬宿も多くありました。
✿花屋町は初め寺町と呼ばれていたが、明治以降，花屋町と呼ぶようになりました。北
山の寺院群に通じる道筋で、法要や墓参に供える花を売る店があったことが由来。

八日町(ようかちょう)・四ツ家町(よつやちょう)
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八日町は、文化 9 年(1812 年)に本丁と改名された京町の西隣りで、本丁は毎月 28 日、
この町は 8 日が市日であったことに由来します。
八日町の北に四ツ家町があり、上田への出口にあたり、赤川橋の手前に外堀にかかる
四ツ家御門があり、盛岡城下を通る奥州街道の北の玄関口に当たっていました。またこ
の付近には、北に入る袋丁があり、谷小路という侍町が
ありました。
四ツ家町の由来は、町割に際し 4 軒の家を初めに建
てたことによるという。また，四ツ家御門に至る通り
を大四ツ家ともいいました。
「田中の地蔵さん」の名で親しまれている四ツ家の地
蔵尊は、５代藩主南部行信の母堂の遺骸を荼毘(だび)
に付した火屋(ほや)の跡に建てられたもので、以前は
東禅寺門前の田圃の中にあったことに由来しています。
現在地に遷座されたのは、大正元年(1912 年)でした。
「四ツ家教会」付近

三戸町(さんのへちょう)
近世初頭の慶長期(1600 年前後)に南部氏が城下を三戸から盛岡へ移すにあたり、盛岡
城造営や城下町建設の工事に従事したのは三戸から来た武士や町人でした。この三戸出
身の人々が集住したことが町名の由来。
その範囲は、当初、内丸の日影御門の外に位置する広い地域を指したようですが、盛
岡城下が整備されるに伴い、侍町と町人町が区分されると、赤川を堀とする外堀の外側
の町人町を指すようになりました（ここは、もと大四ツ家の地域でしたが、水田地帯の
中に造成された町に移された。）。田町(たまち)と呼ばれた時もありました。
このように三戸町は盛岡城下最初の町人町で、城下最初の市日が立てられたのも、こ
の町でした。市は，月に 6 度の六斎市(ろくさいいち)，年 1 度の歳市の馬市も，当初こ
の町で開かれていました。また、城下の雫石街道・鹿角街道の往還路にあたり、材木町
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とともに商業地として繁昌したところでした。
この町に隣接する外堀の土手の上に鐘楼が立てられ、「三戸町の時鐘」と呼ばれてい
ました。鐘は、現在、内丸の鶴ケ池の側へ移され、市指定文化財になっています。

仁王小路(におうこうじ)
現在の中央通り二丁目から三丁目にかけての道路です。
県庁前の中央通りの映画館通りとの交差点から中央通りの「いんべクリー二ング」の交差まで、
さらにこの交差点を左折し、次の交差点を右折する桜城小学校の横の通りで材木町までを仁王小
路といい、特に仁王小路の案内板のある桜城小学校脇の通りを大仁王小路といいました。

卍 卍

卍

ここには平安時代の仏像群を残す古寺があったが、江戸の寛文期(1660 年代)に廃され、
仏像は明治に東楽寺(とうらくじ)(現盛岡市玉山区城内)に移し、侍町となった。仁王
の地名は、その古寺に仁王堂があったことに由来するという。
侍諸士の二、三男の独立で人数が増え、仁王小路周辺に仁王新小路、帷子(かたびら)
小路、新山(しんざん)小路が新たに造られた。
これら侍町には、江戸前期頃まで 30 か所ほどの辻番所が置
かれ、とりわけ他国者は原則として通行が許されなかった。ま
た、三戸町と仁王小路の間には仕切門があって、町人は許可な
く通ることができなかった。
盛岡城の直下を流れていた北上川は、延宝元年(1673 年)か
ら切り替え工事が行われ、新土手(新築地(しんちくち))が築か
【上は松山城の仕切り門】
れて、旧河床は古川と呼ばれた。この工事によって生まれた大
沢川原に新たに大沢川原表小路・裏小路の侍町が造られると、仁王小路などとの連絡路
として，古川を渡る２本の縄手道(なわてみち)が設けられました。
『※縄手道…田の間の道。あぜ道。「堤のように高く築き上げてある、長い道』

城下の町割りとしては、盛岡城のすぐ側の内丸には上級武士の武家屋敷、その外側には町人・職
人の居住する街がつくられ、それらは城を中心にして同心円状に町割りされた。また、一般の武
士が住んだ区域として、仁王小路、上田小路、上衆小路、下小路などの武家屋敷がつくられた。

平山小路(ひらやまこうじ)・帷子小路(かたびらこうじ)・新山小路(しんざんこうじ)
仁王小路の北側と西側に位置しています。中央通りの「市町
村職員共済組合ビル」の裏側のとおりが、平山小路で、現在岩
手山神社遥拝所があります。啄木新婚の家付近が帷子小路。印
部クリーニング店舗の裏側の通りが新山小路です。
ここは江戸初期には北上川の遊水池である大沼に面した湿潤
の土地であったが，上田堤と北上川切り替えの工事によって水
源が絶たれ，耕地に変った。
【写真は現在平山小路にある巌鷲山大権現の碑】
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新山小路は，寛永 3 年(1626 年)に 2 代藩主南部利直が建立した新山堂と称する岩
鷲山(がんじゅさん)大権現の遥拝所があったことに由来する。岩手山麓にある本山の
岩手山神社に対して，新しく神霊を勧請して祀った神社という意味で新山堂といった。
平山小路は元禄年間に平山伝右衛門が町割をしたことから，その名が付けられた。
また，帷子小路も貞享年中に帷子多左衛門が町割をしたことに由来する。
この三小路に住んだ侍は，ほとんど 50 石内外の中下級の武士であった。
明治 38 年(1905 年)6 月 4 日から 24 日までの 20 日間，石川啄木が妻節子と居住した
啄木新婚の家も，こうした武家屋敷の 1 つであり，現在も見ることができる。

【参考】
現在、平山小路に岩手山神社がありますが、かつては新山小路にありました。
そこは、大勝寺という天台宗の寺院の境内でした。昭和４５年ごろの区画整理事
業で現在地に移転しました。熊谷稲荷と隣り合わせで祀られています。
（以下、近世こもんじょ館資料より）
◆
大勝寺は、寛永十年に南部重直が国入りに際し、江戸から伴って来た愛妾お勝の方の
発願により、寺領高百十一石五斗八升を以て創建された寺院である。お勝の方、篤信者
てあったという。寺号大勝寺はお勝の方の名に因みもので、八ヶ寺ある末寺は、すべて
に勝の字が付されている。しかし、お勝の方に帯同して江戸から盛岡入りした羽黒派修
験十人があり、これに当時岩鷲山の祭祀権を代理執行していた前述の雫石の安楽院が加
わり新寺創立に至ったのが大勝寺であるとも伝えられている。開山は安楽院であるが、
二世高海以降は三世行海、四世養海と、法灯は安楽院の手を離れて継承している。江戸
から帯同した修験者の中にお勝の方の近親者がいたと伝えるものもあるが定かではな
い。当時、修験間に、本山派と羽黒派の勢力抗争が有り、その渦中に創建された寺院と
知られる。
大勝寺境内は絵図左下岩鷲山と盛岡城とを結ぶ直線上、城下仁王小路に描かれてい
る。この地は初め大宮豊受皇太神権現社と由緒を同じくする稲荷社の境内であったが、
自光坊の神明社の社地となり、自光坊が松尾町へ移転後、大勝寺が創建され、その境内
となった。明治初年廃寺となり、岩手山神社が創建されている。自光坊は本山派修験の
総録であり、大勝寺は羽黒派であったことは既述の通りである。

材木町(ざいもくちょう)・茅町(かやちょう)
材木町は，古くは岩手町といったが，承応 4 年(1655 年)に材木町と改められた。その
後，柾(こば)町と呼んだ時代もあったが，文化年間になって材木町と定められた。
北上川の春木場が対岸の木伏(きつぷし)にあり，材木商が盛んだったことに由来。ま
た，当地から岩手山がよく見えたため，あるいは岩手郡各村からの移住者が多かったた
め，岩手町と称したともいう。
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材木町に続く北の町並みを古くは久慈町と呼んでいたが，文化 9 年(1812 年)に茅町と
改められ，萱町とも書いた。久慈町と称したのは，久慈方面からの移住者が多かったた
めという。盛岡 23 町の最西端にあたり，茅町側の夕顔瀬橋のたもとには夕顔瀬惣門が置
かれ，秋田・鹿角街道口の番所の役割を担っていた。夕顔瀬橋は，洪水の度に流失した
ので，明和 2 年(1765 年)に北上川の中に大きな石で中島を築き，橋桁を高くして架橋し
たもので，関東以北にこれに匹敵する橋がないといわれた。
〔※ 惣門の「惣」は「総」の俗字である。惣は、郷村単位の自治組織で、室町時代は惣中、
惣村とも呼ばれていた。〕

〔夕顔瀬と橋上の石灯籠〕

＜盛岡伝説案内（高橋智

著）から＞

藩政時代の盛岡では、南の玄関口を北上川に架かる“新山舟橋”と
すれば、北の玄関口は“夕顔瀬橋”で、交通、防衛上の重要な拠点で
した。そのために藩は、夕顔瀬橋の袂（たもと）の茅町側に惣門を設
けて御番所を置くと、足軽同心組を居住させるなどして橋の警備をさ
せました。 この夕顔瀬橋は明暦２(1656)年、盛岡三橋（上の橋、中
の橋、下の橋）の古材を使用して架橋されますが、それ以来、明和２
（1765）年までは洪水によって、流失と架橋を繰り返したと伝えられ
ています。
まずは、
「夕顔瀬」という地名の由来についてのお話です。
康平５（1062）年９月の安倍貞任軍と源頼義軍の“前九年の戦い”は、
この世のものとは思えぬほど悲惨なものであったと伝えられています。
貞任軍は劣勢にもかかわらず意気盛んで、敵の目を欺くために瓜の“夕顔”の顔を描いた“勾
当人形（こうとうにんぎょう）”を柵内に並べて、大勢の武者がいるものと見せかけました。
負けずに頼義軍も蟻の巣攻めや孫子の兵法に習って、五火の策を用いた火攻めをするなど、
駆け引きがなされたといいます。この、夕顔に顔を描いた武者人形は、貞任の兄、井殿（安
倍真任（まさとう）
）が発案したものと伝えられますが、彼は盲目を理由に家督を継がず、
“勾
当”と呼ばれる身でありましたした。これにより偽装人形も“勾当人形”と呼ばれるように
なったとされています。この人形は、敵を脅かすには十分なものでしたが、柵に火の手が上
がると安倍一族は滅亡にいたりました。その舘が北上川に焼け落ちて、流れる瀬にむなしく
漂った夕顔の様が、
「夕顔瀬」の語源・発祥と伝えられています。
さて、橋の話に戻りますが、その明和２(1765)年になると南部藩士大向伊織の発案によっ
て、川の中央に中島を築いて、両岸から土橋を架けた構造(中島築造法)になりました。この
橋は関東以北に比類がないといわれて、以後７０年間に落橋した記録はありません。
現在の先代の橋は、昭和１５(1940)年１０月に完成したもので、戦時下において、戦車も
通れるゲルバートラス橋として画期的なものでした。これに代わった現在の橋は、平成４
（1992）年に架橋されましたが、上流側の歩道中央には“石灯籠”が一対置かれています。
慶応元(1865)年２月７日に三ツ家(現、城西町か
ら境田町付近)を出火元とする大火が発生し、何千
戸もの民家が灰燼に帰しました。その際、「茅町」
までは焼けたものの、隣接する「材木町」は焼け
残ります。材木町民はこれが“岩手山信仰”の御
加護によるものだとして感謝の意を込め、御礼と
して慶応２(1866)年、夕顔瀬橋の中島の上に一対
の石灯籠を奉納することになりました。しかし、
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この灯籠の石材を運ぶ際に、火災で焼けた茅町を
通っては汚れてしまうという理由で、舟を造って
石材を載せると、北上川を上流に曳いて、中島の位置で橋の上に引き上げたものだといわれ
ています。この時の石灯籠は、昭和 15(1940)年に架橋し直しされた時、材木町寄りの袂に置
かれたままになっています。そのため、平成の架け替えの際には、橋の上にこの灯籠を戻す
ことが地元住民の願いでありましたが、重量が耐えられないとして断念され、現在の橋の上
には複製を置くことになりました。このような謂れの構造物が橋上にあることは全国的に例
がなく、この橋が唯一といわれています。

“夕顔瀬橋あれこれ”
※

現在の橋の北袂に置かれている石灯籠の 1 個の重さは、８トンあるそうです。

※ 上記・現在橋の北袂の石灯籠の後ろに生えているのは、盛岡市の保存樹木「夕顔瀬橋際
のシンジュ・ケヤキ群(指定番号第 64 号)である。
明治初期に中国から渡ってきた木とされる。河川沿いに野生化しているのが多いとのこと。
漢字で書くと「神樹・欅」
。ニワウルシとも呼ばれるが、かぶれることはないそうだ。伸
びやすい木で、高さは 25m くらいまでなるとのこと。

※ 橋料米及び橋銭の徴収
明和２(1765)年の架橋の際、藩では盛岡西北部１１通り（当時の行政区）の代官所
所から、米２５０石につき米一俵ずつを橋料米として徴収し、架橋や修理保全の費用
に充てた。このようにして橋が整備されると人馬の往来や物資の流通が盛んになり、
藩でも橋の際に惣門を設けて出入りを検見し、役人の詰所である御番所を置くなど警
備の体制を整えたので、夕顔瀬橋は名実ともに北の関門としての重要な役割を果たす
ことになったのである。
この制度は藩政時代を通じて行われてきたのであるが、明治になって、諸制度が改
められた明治５(1874)年に廃止された。しかし明治７年布告により、橋銭として再度
徴収されることになった。その内容をみると…
夕顔瀬橋橋銭定則（一度通行）
一、金一厘
人一人
一、金三厘
馬牛一疋
一、金五厘
駕籠長持一挺
一、金二厘
両架一挺
一、金三厘
二人乗人力車一挺
一、金二厘
一人乗人力車一挺
一、金一厘
明き人力車一挺
一、金二厘
荷車雪車一挺
但し十五歳以下の者は差出すに及ばず候事。
現在の定期券のような橋の通行札も発行されていたが、その後次のように改正された。
一、金一厘
人一人
一、金二厘
馬牛一疋
一、金五厘
駕籠長持一挺
一、金二厘
両卦一荷
一、金三厘
人力車一輌
一、金二厘
明き人力車一挺
一、金四厘
荷車雪車一挺
但し十五歳未満の者は差出すに及ばず且出火非常の節はこの限りに存ぜず候事。
通行鑑札定則（年間通行）
一、金十銭
人一人
一、金二厘
牛一疋
一、金三厘
人力車一輌

一、金二十銭
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馬一疋

橋銭はその後幾度か改正されたが明治１0（１877）年を以て廃止された。

上記の写真は、平成４年ごろ。新橋を半分完成させ、このあと旧橋の解体作業に
入る段階時の写真。＜岩手県発行 「夕顔瀬物語」より複写＞

行程（４）
前潟一里塚の推定地
〔この項は雫石町教育委員会社会教育課の柴田主任がインターネット上に公表して
いる「再考 雫石街道（秋田往来）と一里塚」より引用させていただいた。
〕

前潟一里塚跡
前潟一里塚は、現在その痕跡はまったく不明だが、古絵図でその位置を確認できるものが
ある。厨川通代官所検地絵図（『図説盛岡四百年 上巻』に収録。江戸後期のものか）に、
道を挟んで一対の土盛りとその上に木が生える様子が描かれ、明らかに一里塚と見られる描
写が見られるが、現在の地図と照合すると、それは盛岡市前潟付近、国道46 号の旧道と国
道46 号西バイパスが交差する地点のすぐ西側あたりに位置するようである。

前潟イオン
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日向一里塚からの距離を計測したところ、通説である土淵経由の場合、約5.7ｋｍあるこ
とが分かった。このため、当初前潟一里塚が日向一里塚に連続するものではないことも想定
したのだが、その後、初期の雫石街道が土淵経由ではなかった場合どうなるか、いくつかの
ルートを想定し距離計測を行ったところ、単純に現在の国道46 号（当然部分的に旧道を含
む）を通った場合、計測値がおよそ4.5ｋｍとなることを確認できた。
つまり、雫石街道のうち滝沢村大釜付近～盛岡市前潟付近の区間は、既に初期の段階で土
淵経由ではなく現在の国道46 号とほぼ同一の路線が開削されており、一里塚もそれに伴っ
て築造されていた可能性を指摘できる。と同時に、このルート条件であることが、前潟一里
塚が日向一里塚に連続する一里塚であったという説明の根拠になり得るのである。

行程（５）

雫石街道 日向一里塚

（滝沢村の指定文化財～岩手県指定史跡）

南部氏の居城盛岡と佐竹氏の居城久保田（秋田）を結ぶ最短の道である秋田街道は、江
戸時代においては雫石までは「雫石街道」と呼ばれ、雫石では「秋田往来」と呼んでいた。
雫石へ通じる道は、以前は篠木坂峠や大沢坂峠、鬼古里坂峠などいずれも七ツ森の北側を通
るものであったが、江戸時代になって大釜を経由して七ツ森の南を通る街道が整備された。
雫石街道は盛岡城下から夕顔瀬橋を渡り、新田町の升形で盛岡から出るが、現国道 46 号
線と異なるのは前潟から土淵を通って北方を迂回し大釜の竹鼻で現国道に国道に合流する
ことである。
「日向一里塚」は竹鼻から現国道を西に向かい中道の道路北側に一基残存している。南側
の塚は取り壊されて跡形もない。塚の規模は東西径 8m、南北系 8．5m、高さ 2m で、一基な
がらよく原形をとどめている。

雫石街道の一里塚は、日向一里塚は、日向一
里塚から 4．6km（42 町）の位置に「生森一里塚」2 基
（雫石町）、さらに 4．2km をおいて「高前田一里塚」2
基（雫石町）があり、昭和 44 年に「雫石街道の一里
塚」としてまとめて県史跡に指定された。この雫石街
道の整備と一里塚の築造は江戸時代の前期で、慶
長 9 年（1604 年）以降寛永 17 年（1640 年）までの間
と考えられているが、確実な年代は不明である。
雫石街道・秋田往来は、京・大阪から日本海・秋田湊経由で入ってくる物資の輸送路として、また、幕
府、諸藩の馬買役人が仙北郡（秋田県）から国見峠を越え雫石経由で盛岡に入る道としても重要で、こ
れらの一里塚は昔の街道往来の歴史を物語る史跡として重要である。

所在地
滝沢村大釜字中道 131－4

所有者
滝沢村大釜
日向秀逸

指定年月日
昭和 44 年 6 月 6 日
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（滝沢村教育委員会資料）

行程（６）

網張街道分岐

「網張街道」は、旧雫石街道の日向一里塚を過ぎて、旧仁沢瀬橋の北袂（たもと）で、
北の方角に分岐している。その名のとおり、古い湯治場である網張温泉への通行路であった
と思われる。道は、通称「みどり団地」内を通り、現在の小岩井駅の東側の丘に上り、「大
清水」と呼ばれる地域を通って、小岩井農場のかつての玄関口に結ばれている。
ここで、篠木坂ルートの旧秋田街道と一緒になる。
道はそのあと、現在の小岩井農場の中を北西に向かって斜めに縦断。岩手山神社遥拝所の
横を通って、網張温泉に行きつく。

網張街道

網張街道分岐

この道の歴史は詳らかではないが、今から１２５年前の明治 21（1888）年６月、３年後に
東北本線の盛岡までの開通を控え、さまざまな思いで盛岡を訪れていた明治 政 府 の鉄 道庁
（ 当 時 は鉄 道局 ）長官、井 上 勝は 、眼前 に 広が る 岩 手山 の南 麓 に広が る 風 景に 目を
奪 わ れ てい た 。そ れは、木 も まば ら な不 毛の原 野 で あっ た 。奥 羽山脈 か ら 吹き 降 ろ
す 冷 た い西 風の な か、ス ス キ や柴 、ワ ラ ビなど が 散 在す る火 山 灰地を 前 に 、井 上は 、
こ の 荒 れ果 てた 土 地に大 農 場 を拓 くと い う、か つ て 誰も 抱い た ことの な い 夢を 抱い
た の で ある 。３ 年 後に小 岩 井 農場 が創 始 された 。
当時、盛岡方面から小岩井農場へ馬車や人力車で行くにはこの道路しかなかったので、関
係者にとっては極めて重要な路線であった。

行程（７）

仁沢瀬橋

（雫石の龍海上人が取り子を利用して架橋）

現在の永昌寺境内の西側に天台宗の龍勝寺があったことは、雫石町史にも記述がある。こ
の龍勝寺は藩政時代の寛永年間（1624～1643 年）に藩主南部重直の愛妾勝山（於勝御前とも
いう）の発願で創建された天台宗大勝寺の末寺八カ寺の一つである。
この寺の一世住職は龍海上人とされている。この人は雫石街道の難所の一つとされていた
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現在の雫石町と滝沢村境になっている仁佐瀬地区の仁佐瀬川に橋を架けたことで知られる。
まずは、このことを「雫石町史」で見てみる。
◆
藩政時代における陸上交通上の最大の難関は、川を渡ることであった。架橋技術の不足が
主な原因であるが、現実には架橋技術を上回る河川の氾濫であった。秋田街道に係る橋数は
「…仙北国見峠上り、大釜境迄上道七里半、橋数四十七御座候…」と記録にあるように四十
七もあった。その中の仁佐瀬の橋について、寛永十七年（一六四〇）
“滴石町龍海上人、功
徳のため”
、数人の取子より勧進成られ、橋懸申し候処、夫より例に成り、唯今に到り雫石
にて懸申し候、其れ以前は橋これなく、大水には通用留まり申し候“

と「雫石歳代日記」

掲載の南学院本に伝えている。
龍海上人は、寛永十年（一六三三）藩主重直公の側室お勝の方が創建した盛岡の大勝寺に
末寺が八カ寺あって俗にこれを八勝寺と呼んでいた。その一つに岩行山龍勝寺と称する寺が
雫石の下町永昌寺の西隣に明治維新まであった。龍海上人はこの寺の一世である。
取子とは、子供の健康な成長を願う風習の一つである。僧侶または山伏に幼な子を養子に
して貰えば立派に成長するという言い伝えから、お礼を出して形式的に養子と認めてもらう
ものである。この子どもを「取子(とりご)」と称し、明治の中ごろまで行われていた。
（以上「雫石町史」より）
◆
なお、雫石町誌資料第二集「雫石街道の歴史」（雫石町教育委員会刊）では、雫石町史が
史料としている「南学院本」のほかに、仁佐瀬橋の架橋について記述がある文書に「繋村肝
入舘市家享保九年書留」があり、それには次のように記載されていると紹介している。
寛永十七年（庚辰） 此の年八月廿五日、雫石に居り申し候龍海上人、栗谷川通に取子共
沢山御座候に付、所々より取子勧進仕り、又は往来人の功徳のため橋を懸初め、それより雫
石ばかりにて、今に到り橋かけ候、荷佐瀬の橋之事、
◆
「雫石街道の歴史」からの引用を続ける。――以上の 2 つの記事は、雫石地方に流布する、
いわゆる＜雫石年代記＞と称する類型本に記されている事柄である。そのうち南学院本だけ
には、その以前は橋が無く、洪水の際は通用が中止になったとしてあり、架橋の前から仁佐
瀬坂通用があったように伝えている。
この記録にあらわれる雫石町の龍海上人とは、雫石町の古舘の入口に所在した岩行山龍勝
寺の第一世龍海上人を指している。（中略） 同寺境内には龍海上人供養の卵塔が存在して
おり、この寺は明治維新まで存続していた。――
◆
藩政時代の道路交通にとっての最大の難関は河川を渡ることであることが分かる。
平野部に位置し人口が集中している盛岡城下であれば、多少のコストを掛けても架橋が必
要となるが、郊外や山間部の道となれば“費用対効果”の面からも架橋は難しい。秋田街道
では、大釜より以西の路程がそうであったと思われる。
そこで、古い時代には「深い谷川」のような“難所”
は避けて、川沿いに遡り、ある程度川幅等が狭くなっ
たところで渡ったのである。それが先に述べた「築城
前」のコースだったのであろう。そしてその難所とは
仁佐瀬川だったのである。現在の道路は〔世界アルペ
ン大会時〕に高低差があまり無いように改良されたが、
周辺の地形を見ても以前はかなり「深い谷」だったこ
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とが分かる。
▲左の写真は現在の仁佐瀬橋。橋の南側から撮影した。元の橋より 6ｍほど高くなっている。今
はかつての難所の面影は全くない。
事実、仁佐瀬川に架かる橋の両側の道路は非常に急な傾斜で最近までここの坂は、雫石～
盛岡間の最大の“難所”だったことを記憶している方も多いだろう。冬には雪道の坂を登れ
ない自動車が続出したものだ。
盛岡城の築城に伴って、軍事上また交易上からも街道は短時間で大量の人と物資が移動で
きる＜短距離＞に改良することが求められたことは言うまでもない。そこで雫石街道も「築
城後」のコースに変更されたのであろう。
しかし、
「築城後」のコースに変更されても、仁佐瀬川が難所であることに変わりなかっ
た。川の増水時には往来の人々はここで難渋したことは容易に想像できる。（先述の雫石歳代
日記掲載の「南学院本」にある「其れ以前は橋これなく、大水には通用留まり申し候」の記述。
）

こうした状況の中で、立ち上がったのが「滴石町（ママ）の龍海上人」だった。上人が第一
世住職を務める「龍勝寺」は、南部藩四代藩主重信の側室勝山の発願で創建された大勝寺の
末寺八カ寺の一つで、寛永十年雫石に開かれたとされる寺である。寺の場所は現在の下町永
昌寺の境内付近にあったことは先に述べた。
ここは藩主の側室勝山の強い要請で創られた寺でもあり、発願者の権勢維持のために地域
での積極的な勧進活動、
“功徳達成”が求められていた背景があったことは想像に難くない。
龍海上人が架橋工事の資金をどのように確保したか詳らかではないが、先述の史料によれば、
取子（とりご）という宗教的（勧進）手法を用いて集めたようである。それも寺がある雫石
地区の信者等の子弟ではなく、
「栗谷川通り」
（現滝沢村村域）に取子が多数いる、との記述
であり、雫石村より裕福な人たちが多かったことが窺われる。
「取子」については先述の町史の記述にあるので詳しいことは省くが、主に山伏などの修験
者、天台宗の僧侶によって行われたようである。このことは龍勝寺が天台宗の寺院であるこ
とを考えればうなづけるが、宮古街道の改良工事を行った鞭牛和尚の例にも無く、当時の南
部藩内では新しい手法であったのかもしれない。

行程（８）

長山街道分岐

（仁佐瀬追分）

旧雫石街道の仁沢瀬橋を渡り、雫石村の仁佐瀬という丘の上からから北西に分岐する道が
ある。これを長山街道といい西根村、長山村に通じていた。この地区から盛岡へ年貢米を運
搬した道である。また、岩手山神社遥拝所（新山堂）への代参道でもあった。
＜盛岡道＞
明治１２（1879）年の『管轄地誌』によれば、西根村の道は、「数條の山路、字北妻に集
まり一條となり長山村に通ず。」とあり、現矢筈橋線が長山街道に続いて盛岡に至ることか
ら、盛岡道と呼ばれていたと考えられる。また、天保四（1833）年に駒木野原西根街道の名
称も見られるが、どこを指すかは不明である。西根村にはこのほかにも、部落間を結び上野
村に通ずる山道があったといわれている。

＜代参道＞
「藩主の代わりに参詣する時の道路」のことである。
山岳信仰として岩鷲山大権現を祀っている岩手山の遥拝所である岩手山神社の新山社。藩
主がここに毎年参詣するのが恒例であったが、いつの頃からか、公務多望を極める藩主に代
わり、城下の修験・山伏の代表が参詣することが多くなり、その時に藩主名代が通る道を代
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