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柳田 和久（やなぎだ　かずひさ）

郡山市文化財保護審議会
委員　　　　　　　　　

第18回　近世　郡山町の拡張

郡山町の形成
　郡山の町が、いつ頃に形成されたのかは不明で
ある。安積伊東氏の居城と密接に結びついていた
と考えられる。安積伊東氏の初期の居城がどこに
あったのか不明であるが、『旧事考』によると、
永
えいきょう

享 11年（1439）に諏
す

訪
わ

館
だて

（現在のイオンタウ
ン）から稲

いな

荷
り

館
だて

（現在の駅前陣屋）に移ったと記
載されている。⑴ これが正しければ、郡山町が形
成されたのは、稲荷館（郡山城）が駅前陣屋に築
かれてからである。それから約150年後の戦国時
代末期には町と称されるほどに発展していた。
　天正16年（1588）７月、常陸太田（茨城県太田
市）の佐竹・会津の蘆

あし

名
な

連合軍と伊達政宗が、郡
山城をめぐって戦った郡山合戦では、郡山城の西
側・東側が佐竹・蘆名連合軍に包囲され、郡山城
は落城寸前であった。伊達政宗は郡山城（稲荷
館）に玉薬等を送り励ました。郡山城に玉薬等を
輸送したのが山本伊勢守である。この合戦は７月
10日に和睦した。政宗は郡山城に軍需物資を輸送
した伊勢守に過

か

所
しょ

黒
こく

印
いん

状
じょう

を与え、安積郡から志
田郡（宮城県）に至る奥州街道の通行を公認し関
銭を免除する恩賞を与えた。⑵

　また、天正18年（1590）、浅野長
なが

政
まさ

は会津城主

である蒲生氏
うじ

郷
さと

に書状を送り、山本伊勢守につい
ての役銭免除等を依頼した。⑶ 伊勢守は伊勢国
（三重県）の出身とみられるが、この頃は郡山に
居住していた。戦国時代末期の郡山は、伊達政宗
や浅野長政等の戦国大名と関係を結ぶ豪商が住む
城下町として発展していたのである。
　その後、郡山城は廃城となったが、郡山城の西
側を奥州街道が通ったため、宿場町として発展す
るのである。

宿場町となる
　慶長16年（1611）に奥州街道が建設されると、
郡山は宿場町に指定され、交通運輸業務と休宿泊
業務が課せられた。
　交通運輸業務とは、人や馬によって荷物を輸送
することである。前の宿場から荷物が着くと、別
の人や馬に積み替えて次の宿場まで運び、そこで
また別の人や馬に積み替えて、次の宿場まで運ぶ
のである。これを人

じん

馬
ば

継
つぎ

立
たて

と称している。そのた
め、宿場には多くの人馬が詰めていた。荷物を積
み替える所が問屋場で、その業務を差配する役人
を問屋と称している。⑷

　休宿泊業務とは、旅人を休宿泊させることで、
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施設に本
ほん

陣
じん

・脇本陣・旅
は た ご

籠屋
や

・飯
めし

盛
もり

旅籠屋・木
き

賃
ちん

宿
やど

・茶屋等がある。
　本陣は、主に大名や将軍・幕府役人・宮家・公
卿・高僧等の貴人が利用した。脇本陣は本陣の補
助的な施設で、参勤交代等で城主が本陣に宿泊し、
家臣は脇本陣に宿泊した。脇本陣に収容しきれな
い場合は、旅籠屋等が脇本陣に指定された。本陣
に宿泊できる者は一部の特権階級であり、一般の
旅行者は宿泊できないことになっていた。⑷

　一般の旅行者や公用でない武士は旅籠屋に宿泊
した。旅籠屋には食事付の旅籠屋と、米などを持
ち込み自炊しながら宿泊する木賃宿がある。食事
付きの旅籠屋は一階建の家屋で平

ひら

旅
は た ご

籠屋
や

とも呼ば
れている。木賃宿は、炊事用の薪代を払う安い宿
屋である。⑷

　飯盛旅籠屋は、飯盛女（飯盛奉公人）を抱えて
いる旅籠屋である。飯盛女は、はじめは宿泊者に
飯を盛ることを仕事としていたが、やがて売春を
ともなうようになった。⑷ 茶屋は、宿場内や峠・
渡船場等に設けられた休憩所である。茶屋では
茶・飯・菓子・団子・酒肴等を提供した。茶屋の
なかには飯盛旅籠屋と同様に飯盛女を抱えている
茶屋もあった。⑷

　宿場町では、このような業務を行うため、ある
程度の人家や馬、施設を備えて置かなければなら
なかった。満たない場合は周辺の集落から移動さ
せて宿場町を建設した。
　郡山は、城下町として栄えていたが、宿場と
なったことから、人家を西の内や東鹿島辺りの乙
高より移したと伝えられている。しかし、集落ご
と全て移動したのではなく西の内に残った人もい
る。国分半三郎家は乙高より移ったと伝えられて
いる。⑸

　郡山は、城下町として発展していたが、家並み
は短くまばらであった。寛永20年（1643）に丹羽
光
みつ

重
しげ

が、白河より二本松城主として入封した頃か
ら次第に家数が増えていった。元文元年（1736）
には家数143戸・人数1,448人であったのが、第１
表のように慶応３年（1867）には家数は890戸、
人数は4,496人と３倍強となり急速に増加していっ

たのである。⑹

郡山町の拡張
　郡山の町が発展していることを示すものに枡

ます

形
がた

の移動が挙げられる。枡形とは、城下町や宿場町
の出入口に設けられた施設で、街道を土塁や石で
方形に組み、直進できないよう直角に右か左に折
れて進むように造られた施設で、その形が枡に似
ていることから枡形と呼ばれている。枡形には木
戸門が設けられ通行人を監視していた。
　郡山町は、奥州街道に沿って家が並び、南を上

かみ

町
まち

、北を下
しも

町
まち

と称している。上町と下町に枡形が
設けられており、南の枡形を上枡形、北の枡形を
下枡形と呼んでいる。
　上枡形は、当初はＡに設けられていたが（山ノ
井ビルの交差点辺り）、天和年間（1681～1683）
にＢに移り（元野田文具店の交差点辺り）、文政
８年（1825）にＣに移った（玉屋本町駐車場、桜
井商店魚屋辺り）。⑺

　下枡形は、初めはＤに設けられていたが、（関
川本店大町ビルの交差点辺り）、天和年間にＥに
移された（野田歯科医院の辺り）。⑺ 文政８年に下
枡形が移動しなかったのは、すでに大重町が形成
されており、移動できなかったからと考えられる。
　上枡形が南に２回、下枡形が北に１回移動して
おり、上町・下町が拡張していることを示してい
る。

裏町の形成
　上町・下町が南北に拡張するだけでなく、元禄
年間（1688～1703）以降、上町・下町の東側・西
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第１表　郡山町の家数・人数

年　　　号 家　　数 人　　数
戸 人

元文元年（1736） 278 1,448
明和４年（1767） 1,971
天明７年（1787） 1,950
文化11年（1814） 567 2,661
弘化元年（1844） 679 3,474
慶応３年（1867） 890 4,496
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側に急速に集落が形成されてくる。
　上町の東側には阿弥陀町と東町が、西側には蔵
場町が形成された。阿弥陀町は、熊野神社に阿弥
陀三尊像が祀られていることから町名となった。
東町は、上枡形より三春・守山へ行く道沿いに集
落が形成され、蔵場町は、安積郡村々の年貢米を
納める蔵

くら

場
ば

（現在の金透小学校）があったことか
ら付けられた。さらに、天保年間（1830～1843）
までに、上町の枡形の南に新町が、善

ぜん

導
どう

寺
じ

の東側
には門

もん

前
ぜん

町
まち

が形成された。⑻

　下町の東側には、北町・柳内・東宿町が、下枡
形と逢瀬川の間に大重町が、下町の西側には十日
町（稲荷町）が形成された。二本松藩は、郡山城
（稲荷館）の跡地を、郡山組・大槻組・片平組の
代官屋敷として使用していた。代官屋敷の北側に
形成された集落であることから北町と呼ばれ、下
枡形より三春へ行く道沿いに東宿町が、下枡形の
北に大重院があることから大重町と呼ばれた。十
日町は５と10日の付く日に六斎市が開かれていた
ことから付けられた町名である。柳内には池があ
り、池の周囲に柳が植えられていたことから付い
た町名と考えられる。
　寛政年間（1789～1800）頃の家数は、蔵場町は

14、15軒、東町５、６軒、十日町７、８軒、北町
７、８軒であったが、⑼ 天保７年（1836）には上
町は165軒、蔵場町53軒、東町44軒、阿弥陀町65軒、
十日町（稲荷町）22軒、新町49軒、門前町15軒と
増え、北町は嘉永年間（1848～1853）には100余
軒に増加した。
　このように、奥州街道に沿って上町は南側に、
下町は北側に拡張する一方、上町・下町の東側・
西側にも新たな集落が形成され、郡山町は次第に
町域を拡張していったのである。

　　　註

⑴　大鐘義鳴『相生集』

⑵　『郡山市史』８

⑶　『松藩捜古』（『福島県史料集成』第２編所収）

⑷　豊田武・児玉幸多編『体系日本史叢書　交通史』

⑸　郡山市歴史資料館所蔵今泉家文書社会392

⑹�　今泉家文書村18・692・711・736・754・765・775・

790・808・820・843・861・869・888・909

⑺　註１「明治見聞実記」（『市史こおりやま』第２号）

⑻　今泉家文書村18・461、社会392

⑼　今泉家文書村18
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第１図　郡山町の略図
「郡山都市計画図」（計画機関 郡山市）を基に作成
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