雫石町教育委員会・滴石史談会共催
平成２７年度第２回郷土史教室

町内史跡めぐり
秋田街道に沿って発展

“雫石地区の歴史と文化”を訪ねて
その壱

〔雫石代官所跡・現商工会館前小公園〕

◆ 期

日；

平成２７年１１月６日（金）
例）三社座神社…車中説明

8：30 町役場前出発

≪行 程≫

―板橋・七ツ森界隈

―仁佐瀬 長山街道分れ〔道路指導標〕

①〔篠木坂通り間道、越前堰尾入西堰、御所野原、原種農場〕

②〔一里塚、七ツ森払い下げ顕彰碑、生森地蔵尊参詣道跡〕
―下町界隈〔

黒沢川、堀割、雫石八幡宮、舘坂及び名子道、永昌寺、下町「中橋」〕

―雫石駅界隈〔雫石営林署貯木場跡、岩手新興木材工場跡、昭和 26 年雫石大火〕
12：30 ―昼食〔銀河 Sta.レストラン雫〕―
―中町界隈〔臨済寺、沢内街道、廣養寺、代官所跡

13：15

…この区間は徒歩〕

―上町界隈〔三社座神社、俳人諏訪歌随墓碑と金毘羅神社、雫石城への用水分岐〕
―高前田界隈〔八卦新道、蒼前堂大ぬかり、高前田一里塚、高前田刑場〕
15：25

町役場前帰着

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。

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。】

≪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
橋場

幅二間
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。

≪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。
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、大清水の「湧口通
り」と呼ばれる道を通って、小岩井農場のかつての玄関口（巡り沢橋）に結ばれている。
ここで、篠木坂ルートの旧秋田街道と交差する。
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１２７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。
◆
小岩井農場南東の滝沢村仁沢瀬は、馬車往来の宿場のようなかたちとなり、そこに茶店が
あった。明治 39(1906)年 12 月、俳人の河東碧梧桐は雪中を盛岡から徒歩でやってきて、こ
の仁沢瀬の店で休み、そこからまた歩いて農場にたどり着いた。

茶店とも酒保とも雪の一軒屋
の句が残されている。

≪仁沢瀬橋≫

〔小岩井農場百年史より〕

（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
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。
寛永十（1633）年、藩主重直公の側室お勝の方が創建した盛岡の大勝寺には末寺が八カ
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の
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」だったことが分かる。
▲前頁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。

①長山街道分岐（仁佐瀬追分とも）
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）への藩主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、公務多忙を極める藩主に代

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
参道と言った。この時には物々しい「供揃い」の行列を組んで行進した。

三基の石碑について
この分岐点北側に三基の石碑が列立している。これらは建造年代や碑文の種類もまちまち
であり、おそらく明治時代以降、道路改修に際して他の場所からここに移動したものと思わ
れる。現に、最近の国道工事でこの道標が一時不明になるということがあったとされている。
✿
三つの石碑は次のとおり。最も大きなものは「青面金剛」の碑である。
①青面金剛諸願成就（仏絵のほか、
「右長山道」
「右長山みち・左秋田みち」と彫られて
いる。
）
〈文政 5（1822）年 2 月に長山村連中が建立〉
②道標（右長山道、左秋田往来 是より左三丁程行沢内往来と刻まれている。）
〈明和六（1769）年 7 月施主 長山村小林又右衛門〉
③庚申塔（庚申とのみ彫られている） 〈文化 8（1811）年 8 月建立〉である。
〈①～③の記述は雫石町教育委員会刊「雫石街道の歴史」
「雫石の石碑」を参考にした。
〉

この碑に関して、滝沢村誌第四編で
は、江戸時代の四大凶作の一つ「宝暦
の凶作」に関連して次にように記述し
ている。
――（宝暦の凶作の惨状に続いて）
この時、雫石十か村の人々が飢えを
しのぐため盛岡城下の非人小屋に
行って食を得ようと、国道 46 号線
の滝沢村境にある仁佐瀬橋と小岩
井方面に通じる十字路のところま
で来、力尽きてたおれた者多数。
これら死者をとむらうために長
山村の小林又右衛門という人が供
養を兼ねた指導標を立てゝいるか
ら、本村においても飢人がお助け小
屋で食を求めたであろう。――

〈上の図は雫石街道の歴史から〉
※青面金剛…（しょうめんこんごう）は日本仏教における信仰対象の 1 つ。青面金剛明
王とも呼ばれる。帝釈天(たいしゃくてん)の使者の金剛童子。身体は青色で、六臂(ろっぴ)または二臂、
四臂、目は赤くて三眼で、怒りの形相をとる。病魔を退散させる威力があるとする。後世、道家の説
が加わり、庚申 (こうしん)待ちの本尊とする。
「せいめんこんごう」とも。

①篠木坂通りからの間道
4 ページに記載しているが、盛岡城築城以前の雫石街道は ≪諸葛橋付近（現在の前潟イ
オン付近）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（とやま）から大清
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だ。
ただ、それはいわゆる「正規ルート」であって、一般の通行人等はできるだけ近道をしよ
うと考えるものであろうから、さまざまな「間道」ができたのではないだろうか。その一つ
が、この「篠木坂～外山～大清水～（長山街道と交差）～板橋（ハートポート～希望ヶ丘～
七ツ森保育所）～雫石街道」ではないかと推測する。この間道は、その動線から見て、雫石
街道と交差して御所野原を通る「沢内街道」に結びついても不自然ではないと思われる。
◆
滝沢市大釜風林と大清水の網張街道交差点に建てられた地域の案内板に「篠木坂を越えて
きた旅人は、ここを通り長山街道に歩を進めた。
」という記載がある。
慶応 2（1866）年の絵図面を見ると、この間道の北方向の先の〔隣村との境〕には「厨川
通・大釜村」と書かれている。
これを現在の管内図に示すと次のようなルートになる。

越前堰西堰分岐

長山街道

東堰

西堰

雫石街道

沢内街道

「板橋」の地名の由来
東町住宅団地の東側を一本の川が流れています。七ツ森の東側から流れてきて秋田街道
（現国道 46 号）を横断するこの川が「越前堰・西堰」（尾入用水堰とも）です。
国道の南側ではこの川が雫石町と盛岡市の境になっています。
古い絵図面（慶応 2 年・1866 年作図）には「板橋川」とあり、図面に＜（板の）橋が架か
っている＞表示があります。これが雫石町（23 地割）板橋の地名（地割）の起こりと思われ
ます。
◆
この付近は、雫石街道から沢内街道の近道（元御所を通る道）への分岐点で、大正の頃ま
で、現在の蕎麦処「御所野」のあたりに「板橋茶屋」がありました。
◆
≪参考≫
江戸時代、道路や橋梁を保護し、並木の枯損や倒木の補植、一里塚の保護、その
他道路管理については通り内の町村で責任を持つように命じている。初期における
分担は明らかではないが、寛文３(1663)年には、仁佐瀬以西は雫石通りの分担とな
っている。雫石通りでは、それをさらに村毎に区域を定めて、保護管理の責任を明
らかにした。元禄 11(1698)年の分担を「繋村肝入舘市家留書帳」の記録をもとにし
たのが表（一）である。その骨子は次のとおりである。
（略）
資料＜一＞
“道割の覚
一、仁佐瀬より、板橋迄、繋村御蔵御給所の、請取場所、但し板橋の橋まで、
（以下略）
〔雫石町史Ⅰ・藩政下の雫石・交通と生活より〕

≪参考≫ 御所野原（ごしょのはら）
現在の元御所行政区の東側前面に広がる原野。ほぼ中央を１６世紀に建設された「越前堰・
西堰」が南北に縦断していて、盛岡市と雫石町の境となっている。この名はこの地方に伝承
される「御所伝説」に由来するものと思われる。藩政時代は盛岡城下と沢内方面を結ぶ沢内
街道が雫石街道から分岐して西側の山手を通って雫石川方面に向かっていた。土地の古老は
「250 年ほど前の藩政時代に広大な松林が火災で焼失したとされ、以降は原野のままだ。こ
こを通る沢内街道は雫石街道と同様に立派な松並木が昭和初期までありました。
」と話して
います。

≪参考≫ 越前堰・西堰（にしぜき）
越前堰の源流は、岩手山中の持籠森（もっこもり）から流れ出る白川沢の上流や、鞍掛山
麓のグンダリ沢の上流から発しています。これらの沢や妻の神沢、林の沢などの細い渓流を
つなぎ合わせて黒沢川となって流れ越前堰に分流しています。特長は沢と沢を繋ぐために堰
を掘ったこと。一つの沢からその沢の水を全部引くのではなく、少しずつ水を取り入れ、そ
の残りは雫石の方へ自然の流れとして流してやっているのです。
越前堰の西堰といわれる尾入堰（おいれぜき）は、丸谷地でその付近の水を合わせて、雫
石町の七ツ森の東麓を通って盛岡市の尾入れへ流れています。
また、大釜、篠木、大沢方面に向かう越前堰は、東堰、根堰、上堰と呼ばれ、丸谷地で尾入
堰と分かれ、逢沢、巡沢、苧桶沢の水を合わせて仁沢瀬から篠木山の麓を巡って大釜や篠木
方面、さらに鵜飼、土淵等の水田を潤して流れています。

東 町（ひがしまち）
昭和 47 年の御所ダム建設に伴う水没者の集団移転で出現した町です。正式な住所は、か
つて「雫石町 22 地割字七ツ森○○番地」でしたが、平成 14 年以降は「雫石町七ツ森○○番
地」となっています。
「東町」の地名は公式にはなく、「通称」になります。

