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１　縦走する街道
　宿駅（宿場）は公用荷物の人馬継立てをする場
所、武士や旅人の宿泊施設（本陣・脇本陣・旅籠
など）がある場所です。人馬継立てとは宿駅ごと
に人足と馬を交換して運送することです。公用荷
物は人馬継立てにより宿駅から宿駅に運ばれまし
た。
　信夫・伊達両郡は中通りの北部に位置していま
す。奥州街道（奥州道中）は両郡の中央を南北に
縦走し、街道沿いには八つの宿駅がありました。
年不詳『奥州伊達信夫郡道中筋御案内』（『桑折町
史』６）によれば、各宿駅の家数は表１のようで
す。家数1,000軒の福島宿は福島藩板倉家の城下

でもあり、最も大きな宿駅でした。次いで、桑折
宿380軒・八丁目宿350軒・瀬上宿200軒と続きま
す。
　図１は年不詳『伊達郡信夫郡　両郡絵図』が描
く奥州街道（仙台道）です。南北に延びる直線状
の太筋が奥州街道です。曲線状の太筋は北流する
阿武隈川です。街道は№３桑折宿からやや北方の
追分で左右に分岐しています。左手（北西）は羽
州街道（最上道）です。北端の№１貝田宿を越え 
ると仙台藩領刈田郡（宮城県白石市）、南端の 
№８八丁目宿を越えると二本松藩領安達郡（二本
松市）です。街道が沿道の各村内を縦断し、街道
の両側に家々が帯状に立ち並ぶ宿駅№１〜８が形
成されていたのです。

２　宿駅の景観
　では、宿駅の景観はどのようだったのでしょう
か。この点は福島県歴史資料館収蔵の年不詳『奥
州道中絵図』が参考になります。この絵図は福島
宿から仙台藩伊達家の仙台城下（仙台宿）までの
絵巻物です（28×1,048㎝）。西方斜め上空から俯
瞰したように、奥州街道と街道沿いの宿駅が描か
れています。
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表１　郡内の宿駅
№ 宿駅 家数 市・町
１ 貝田 52

国見町
２ 藤田 130
３ 桑折 380 桑折町
４ 瀬上 200

福島市
５ 福島 1,000
６ 清水町 40
７ 若宮 50
８ 八丁目 350
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　図２は福島宿です。阿武隈川に接する福
島城、その外側に奥州街道と樹木に囲まれ
た寺々が描かれています。宿駅の出入口は
南北に２ヵ所ありました。宿駅南側は江戸
口、北側は仙台口と呼ばれていました。こ
の間が宿駅の範囲です。福島宿は街道に
沿って７町から構成されていました。
　須川（荒川）を渡ると江戸口です。街道
に直交する石垣、平行する石垣が描かれて
います。石垣の上には台形状の土手が築か
れ、立木が植栽されています。これは見附
と呼ばれる建造物です。見附により、街道
は直角に折れ曲がる枡形となっています。
ここで、往来する人々の出入りを監視して
いました。背丈を越える江戸口を通過する
と、柳町です。そこから荒町、中町を通過
して、本町から東へ屈曲して上町に向かい
ます。突き当たりには、高札場が描かれて
います。本町は参勤交代の大名一行が宿泊
する本陣・脇本陣があり、福島宿の中心地
でした。上町から北に向かい、東に曲がる
と南北町、更に北に曲がると馬喰町です。
街道は何度も直角に折れ曲がり、その真ん
中を用水路が通っています。筋状の軒先は
茅葺屋根と思われます。その家屋は柳町・
荒町に集中しています。馬喰町北端、仙台
口の木戸を通過して、街道は北上していま
す。
　他に、登城する家臣、菅笠に合羽姿の旅
人、軒下で商いに勤しむ町人、荷物運搬の
馬子などが描かれています。
　図３は桑折宿です。風除けの樹木に守ら
れた家々が街道の両側に軒を連ねていま
す。筋状の軒先から判断すると、福島宿と
は異なり、茅葺屋根が大半であったと思わ
れます。後方には、桑折村の田畑が広がっ
ています。穂先状の樹木が描かれています。
そこは寺院の場所です（桑折寺・大安寺）。
南側出入口の町頭を北上すると、街道は直
角に屈曲し、大きな枡形を構えています。

図１　描かれた街道
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西町（町一）から東に向かい、再び北に直角に折
れ曲がり、本町（町二）・北町（町三）へ伸びて
います。桑折宿の外側、南東隅には桑折代官所が
ありました（描写なし）。北側出入口は小さな枡
形となり、木戸が描かれています。木戸を越える
と追分です。道標があり、羽州街道が北西方向に
分岐しています。
　木戸の内外に描かれた人物は刀を帯び、武士で
あることが判ります。奥州街道はこのような武士
のために維持・管理される幹線道であり、宿駅は
公用荷物の人馬継立場でした。次に、この点を考
えてみましょう。

３　瀬上宿と長倉村
　公用荷物を円滑に輸送するために、宿駅には人
足と馬の常備が義務付けられていました（伝馬）。
常備の人馬だけでは運送に支障が生じた時には、
不足分の人馬は宿駅近隣の村々に賦課されました

（助郷）。交通量の増加に伴って、助郷は次第に常
態化するようになりました。延享３年（1746）１
月『村差出明細帳　信夫郡瀬上村』は「往還役勤
方之義」として次のように述べています（『福島
市史』８）。

　�　御朱印御伝馬ハ不及申上、奥州御大名様方御

図３　桑折宿

図２　福島宿
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上下遊され候節ハ人馬家別ニ差出し、不足之分
御役所奉願、村々ゟ寄人馬被仰付継送り来申候、

　「御朱印」は将軍の朱色の印章、「御伝馬」は幕
府公用の貨客を輸送する馬で、「御朱印御伝馬」
は伝馬朱印状のことです。伝馬朱印状を携帯して
いれば、伝馬を勤めなければなりませんでした。

「奥州御大名様方御上下」は東北諸大名の参勤交
代です。それによれば、瀬上宿は①伝馬朱印状持
参の武士には勿論あるが、②東北諸藩大名が参勤
交代で上り・下りする際にも、③「人馬家別ニ差
出し」、人馬を家ごとに負担している。④人馬が
不足した場合には代官所に願い出て、⑤「村々
ゟ寄人馬被仰付」、近隣の村々から人馬を出して、
公用荷物を継立てている、とあります。瀬上宿は
人馬を常備し、近隣の村々は人馬の不足分を負
担していたことが判ります。③が瀬上宿の伝馬、 
⑤「寄人馬」が近隣村々の助郷です。瀬上宿の伝
馬は文政２年（1819）人足20人・馬20疋ともされ

ますが（『福島市史』
３）、定かではあり
ません。
　近隣の村々は瀬上
宿の助郷村（助郷を
負担する村）でし
た。長倉村もその１
村です。図４長倉村
の『御用留』は天保
６年（1835）から同

14年（1843）、桑折年番所（桑折代官所併設）が
命じた助郷の通達を収録しています。図５は同７
年４月24日の通達です。

　　　　　覚
　一　夫　拾四人　　長倉村
　　　駄　拾疋
　�　右者　松平陸奥守様御下向ニ付、書面之通人
馬割合候条、当月晦日昼時瀬上宿江相詰、御荷
物無滞継送候様可被申触候、尤壱ヶ村限り才料
弐人宛相添間違無之様御取斗可被成候、此廻状
早々順達、留村ゟ可被相返候、以上、
　　　　申四月廿四日　桑折年番所
　　　　　　　右村々　名主衆中

　「申」は天保７年、「松平陸奥守」は仙台藩主伊
達齊邦、「才料」は統率者、「廻状」は村から村へ
回覧される文書、「留村」は回覧最後の村、「名主
衆中」は助郷村の名主達です。
　桑折年番所は①長倉村の助郷は人足14人・馬10
疋である。②仙台藩主伊達齊邦一行が江戸から下
向するので、助郷村は今月晦日（30日）瀬上宿に
出仕して、一行の荷物を次の宿駅（桑折宿）まで
遅れることなく輸送する。③１村につき統率者２
人を派遣して、間違いのないよう輸送を進める。
④この廻状が村々を速やかに一巡したならば、留
村は廻状を桑折年番所に返却する。このように命
じています。長倉村は廻状から自村に該当する 
①〜④を『御用留』に転記したこと、長倉村を含
む助郷村は６日後に瀬上宿の助郷を負担しなけれ

図５　仙台藩主の下向

図４　長倉村の『御用留』
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表２　天保８年５月長倉村の助郷

通達 大名 詰 人足 馬

７日 本荘藩主六郷政恒 ９日 　 １ 人 　 １ 疋

７日 亀田藩主岩城隆喜 11日 － １

11日 一関藩主田村邦顕 12日 １ １

11日 秋田藩主佐竹義厚 17日 ５ ４

15日 庄内藩主酒井忠器 21日 ３ ２

27日 新庄藩主戸沢正胤 28日 － １
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ばならなかったことが判明します。
　天保８年（1837）５月、長倉村は表２のように
助郷を６回負担しています。村内から徴発される
助郷は大名行列の規模に応じてさまざまです。他
の大名と比較すると、①の助郷は仙台藩の大名行
列が極めて大掛かりであったことを示唆していま
す。
　『御用留』は諸藩大名や家臣、幕府役人などの
往来を伝えています。このような武士以外、図６
献上鷹の往来も伝えています。

　　　　　覚
　一　夫　弐人　　長倉村
　�　右者御用鷹松前ゟ江戸江為御登ニ付、書面之
人馬割合候条、即刻瀬上駅江相詰、無滞可被継
送候、尤一ヶ村限り宰領壱人宛相添聊間違無之
様御執斗、此廻状刻付を以大急順達、留り村ゟ
可被相返候、以上、

　　　　申十月廿八日　卯上刻出　桑折年番所
　　　　　　　右村々　名主衆中

　桑折年番所は「御用鷹松前ゟ江戸江為御登ニ
付」、将軍に献上する鷹（鷹狩り用）が松前藩か
ら江戸に登るので、「即刻瀬上駅江相詰」、すぐに
瀬上宿に出仕しなさい、と命じています。長倉村
の助郷は人足１人、統率者１人です。「即刻」と
あるように、突発的な助郷でした。「此廻状刻付」
が「卯上刻出」です。長倉村はこの廻状を午前６
時頃に急いで次の助郷村に回覧したのでしょう。

「御用鷹」については、明和９年（1772）正月桑
折村の『村指出明細帳』（『桑折町史』６）が次の
ように述べています。

　�　松前ゟ御鷹為御登相通候節、餌鳥差出候義宿
役を以相出申候、生すヽめ数多被仰付候節者郡
中割合を以相出申候、

　献上鷹の生き餌（餌鳥）は雀です。雀の確保は
桑折宿の「宿役」であり、数多の雀が必要な場合
には「郡中割合」、郡内の村々に割り当てられる
ことになっていました。この点は瀬上宿でも同様
であったと思われます。
　奥州街道を往来した諸大名は29家ともいわれま
す。頻発する助郷は助郷村の過度な負担となった
のです。

参考文献：『歴史の道　奥羽道中』1983年、丸井佳寿子
『街道・宿駅・助郷』2003年、『福島市史』第２巻、『桑
折町史』第１巻。
出典：【図１】日下家文書283、【図２・３】木目沢家文
書１（福島県歴史資料館収蔵）。【図４〜図６、表２】吉
田家文書21・24（伊達市保原歴史文化資料館収蔵）。

図６　「御用鷹」の献上


