
７．江戸時代の天満地域

 （1）蔵屋敷について

・江戸時代の大坂経済の発展を支えたひとつに、堂島川と土佐堀川沿いを中心にして
設置された各藩の蔵屋敷があげられる。 ”天下の台所”と称された大坂で、米のほか
各藩の特産物を売捌くため主に西日本の諸藩が設けたもので、参勤交代時には大坂
での大名の宿泊場所の役割も兼ねていた。

・比較的水運に恵まれたこの天満地域にも､江戸時代を通じて１０～１７ケ所の蔵屋敷
が設けられていた。

＜大坂三郷における地域別蔵屋敷数の推移＞
天　満 中之島 堂　島 土佐堀 その他 計
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＜天満地域をおける蔵屋敷の移り替わり＞

岸和田 （和泉） 岡部美濃守 岡部内膳正 岡部筑前守 川崎１丁目

黒　羽 （下野） 大岡伊予守・ 大岡肥後守 川崎１丁目

津 （伊勢） 藤堂和泉守 藤堂和泉守 藤堂和泉守 天満鈴鹿町

高　槻 （摂津） 永井飛騨守・ 永井日向守 天満臼屋町

忍（ｵｼ） （武蔵） 松平下総守・ 長柄町 → （堂島浜）

名古屋 （尾張） 徳川宰相 徳川大納言 徳川中納言 天満唐崎町

二本松 （陸奥） 丹羽左京大夫 天満８丁目

寄合衆 （粟賀） 松平久米之助 天満堀川・東

高　崎 （上野） 松平右京亮 松平右京亮 天満９丁目

沼　田 （上野） 土岐山城守 土岐山城守 天満堀川・西

岡　山 （備前） 松平伊予守 天満綿屋町 → （中之島）

寄合衆 （佐用） 蒔田備中守 蒔田荘治郎 天満綿屋町→鈴鹿町

姫　路 （播磨） 本多中務大輔 天満伊勢町 → （中之島）

郡　山 （大和） 本多能登守 天満伊勢町

小　室 （近江） 小堀大膳 南木幡町

島　原 （肥前） 松平主殿頭 樋ノ上町 → （中之島）

淀 （山城） 石川主殿頭 天満１１丁目

府　中 （対馬） 宗 対馬守 宗 対馬守 宗 対馬守 天満１１丁目

高　田 （越後） 戸田能登守 天満１１丁目

尼　崎 （摂津） 松平遠江守 松平遠江守 天満１１丁目

佐　伯 （豊後） 毛利周防守 毛利安房守 毛利伊勢守 天満１１丁目
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弘　前 （陸奥） 津軽越中守 津軽左近将監 津軽土佐守 天満１１丁目

佐　賀 （肥前） 鍋島信濃守 鍋島肥前守 鍋島肥前守 天満１１丁目下半

小　城 （肥前） 鍋島紀伊守 鍋島紀伊守 天満１１丁目下半

㊟ 元禄１６年…岡山藩・姫路藩は中之島にも蔵屋敷あり

＜参考＞

「元禄１６年における天満地域の蔵屋敷の配置図」　…　２９頁・参照

＜天満地域をおける主な蔵屋敷＞

「佐賀（鍋島）藩蔵屋敷」　…　天満１１丁目下半丁（現・西天満２丁目）

・現在の「大阪高等・地方・簡易裁判所」の地が、かっての「佐賀（鍋島）藩蔵屋敷」
で、南側の道路際に「佐賀藩蔵屋敷跡碑」が建っている。
・堂島川に沿って東西に延びる敷地は約４,２００坪あり､諸藩の大坂蔵屋敷の中で
も最大規模を誇った。　表御門は東側にあり、堂島川に面した南側の西寄りには、
敷地内に”御舟入”（荷揚げ用割堀）を設けて川船を直接引き入れていた。

屋敷中央北寄りに藩主が滞在する「御屋形」、その西側に御留守居役等藩役人の
住居・役所等が配され､堂島川に面した南側と東側には御米蔵､北側には武家長屋
が外周を取り囲んでいた。
また、敷地内には「稲荷社」が勧請されており、”例年６月１７・１８日祭礼あり、奉納
の生花・造り物等ありてすこぶる賑わし。　元来､此御蔵の浜辺は川幅広く､四方の
景色勝れて美観なるがゆえに夏に至りては夕涼みの茶店、所せまきまでに床をな
らべ… ”（「摂名所図会大成」）とあるように、「なべしまの納涼」として親しまれた。

・明治期になってその広大な屋敷跡は、「堂島監獄」として活用されていた。

「伊勢・津（藤堂）藩蔵屋敷」　…　川崎１丁目（現・西天満２丁目）

・大川沿いの「ＯＡＰレジデンスタワー」（超高層マンション）が建つ地にあった。

・初代の藤堂和泉守高虎 が、元和６年（1620）に大坂城再建工事の「普請総奉行」

ー

ー 27 ー



を命じられた際にこの地に屋敷を拝領してもので、その後も幕末まで蔵屋敷として
代々引き継がれた。　屋敷内に多くの桜が植えられており、明治になって「造幣局」

建設時にその構内に植え替えられた。

「近江・小室藩蔵屋敷（小堀屋敷）」　…　南木幡町（現・西天満３丁目）

・現「西天満小学校」の北側にあった。
・茶人であり作庭家として知られる初代の小堀遠江守（遠州）が、元和３年（1617）
に河内国奉行と伏見城本丸書院の普請奉行を命じられて、天満屋敷を拝領した。
・元和５年に備中・松山藩から近江・小室藩に移封となり、天満屋敷は小室藩蔵屋

敷とされていたが、小室藩は天明８年（1788）に改易され廃藩となった。

「尾張・名古屋藩蔵屋敷」　…　天満唐崎町（現・東天満２丁目）

・徳川御三家のひとつ尾張徳川藩の蔵屋敷で「天満別院」の北側にあった。
・江戸時代初期から幕末まで天満の地にあった蔵屋敷のひとつ。
　　（ほかに佐賀・津藩と岸和田・対馬・佐伯・弘前藩が該当する。）

 （2）天満組・惣年寄について
・江戸時代の大坂は､本町通りを境とした北組と南組､大川より北側の天満組の３つ

の組による ”大坂三郷” で構成されており、それぞれの組毎に町人による自治が行
われていた。　各組には自治を統括する「惣年寄」が任じられ、その下に町毎に選出

された「町年寄」がいた。
（ 「大坂城代」 ー 「大坂町奉行」  ー  「惣年寄」 ー 「町年寄」  ー  町人 ）

・惣年寄は､元和５年（1619）に大坂町奉行が設置された時､有力町人で地子銀取立

役であった元締衆２１人が任命された。（北組＝１０人、南組＝６人、天満組＝５人）
  町奉行から伝達された触書・口達の下達、諸役徴収と地子銀・運上銀の上納、町
年寄等の任免・監督、宗旨人別改めの管理などを主な業務とした。

＜天満組における「惣年寄」の推移＞

延宝７年 紀伊国屋 大和屋 天王寺屋 かなや　 新屋　
（1679） 与次右衛門 喜左衛門 三郎右衛門 助右衛門 左五衛門 「難波雀」

元禄16年 中村　 今井　 金屋　　 新屋　
（1703） 左近右衛門 利左衛門 　　　　ー 与左衛門 庄左衛門

元文５年 中村　 今井　 薩摩屋　 金屋 ↓
（1740） 左近右衛門 喜左衛門 仁兵衛　 清右衛門 　（北組へ）

文政３年 中村　 今井　 さつまや ↓
（1820） 松太郎　 利右衛門 仁兵衛　 　（南組へ） 　　　　ー 「御役録｝

慶応４年 中村　 今井　 比田
（1868） 左近右衛門 与三右衛門 仁兵衛　 　　　　ー 　　　　ー 「御役録｝

幸田幸友『日本経済史研究』

・「紀伊国屋」（中村）…天満２丁目に住み、文化３年（1806）絵図に「舟番所・中村」とある。

・「大和屋」（今井）…大和・今井町の出身で、今井町に住み、「大和屋」と称した。

・「金屋」（のち金谷）…土佐出身で、金屋町に住み、初代は質屋、その後鉄物類を商う。

・「新屋」（江川）…堺出身で、天神橋北詰に住いしたが、北組に移り北組惣年寄を勤めた。

・「薩摩屋」（比田）…丹波・比田出身で、薩摩堀を開削し、正徳３年（1713）、惣年寄に。

・また、天満には、大坂の門閥的特権商人である三町人のひとり「尼崎屋又右衛門」
が、天満長柄町に屋敷を拝領し、樽屋町（現・天神西町）で寒天会所を営んでいた。
初代・又次郎が徳川家康の戦陣に随伴し,材木・船を供給するなどその御用を勤め、
あとを継いだ又右衛門も大坂の陣で,徳川氏のため武器などを供給して貢献をなした
ことから、大坂城への出入りを許され惣年寄の上位にあって、幕府から最高の特権

と格式を認められた ”大坂の三町人” となった。
（三町人は、尼崎屋と大工の山村与助および瓦師の寺島藤右衛門を指す。）
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