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奥羽再仕置 関連略年表 
 

■天正 18年（1590） 
月 陸奥・下野の動向 出羽・越後の動向 
7～ 
8 

豊臣秀吉、関東・奥羽の諸氏の処分や諸政策を命じる 【宇都宮・会津仕置 奥羽仕置】 
秀吉は京都へ帰還し、奥羽各地で豊臣大名による検地・刀狩・破城など始まる 

9  仙北一揆蜂起 
10 仕置を終えて諸将帰陣 

大崎・葛西一揆蜂起 伊達政宗、鎮圧のため出陣 
和賀・稗貫一揆蜂起 南部信直、鎮圧のため出陣 

上杉景勝らが仙北一揆を鎮圧 
色部長真を大森城に残し景勝帰還、  
帰路で庄内一揆蜂起 

11 蒲生氏郷、大崎・葛西一揆鎮圧のため出陣 
政宗、一揆勢から木村吉清らを救出 
秀吉への報告をめぐって政宗と氏郷との確執深まる 
浅野長吉が駿府から戻り、江戸で徳川家康と会談 

庄内一揆を鎮圧して、景勝は越後へ帰還 
 
 
 

12 伊達・蒲生・南部以外の奥羽諸氏の上洛 
秀吉、豊臣秀次・家康らに奥州出陣を命令 (氏郷出城により延期) 
氏郷は名生城を出ず、旧大崎・葛西領、和賀・稗貫、庄内藤島での抵抗は続いたまま越年 

■天正 19年（1591） 
正
月 

氏郷、名生城を出て、会津へ帰還した後に上洛 
政宗、米沢を出発して上洛（～閏正月） 

 

2 政宗入洛、秀吉に参礼、旧大崎・葛西領を与えられる 
九戸一揆蜂起による信直の危急が伝えられる 

 

3  長真、大森城から越後へ帰国 
4 南部信直子息の利直、父の使者として上洛 

九戸一揆討伐を決定 
 

5 政宗、米沢へ帰国 直江兼続が庄内へ出陣、藤島一揆鎮圧 
6 秀吉、「奥州奥郡仕置」のため諸将に出陣を命じる 【奥羽再仕置】 
7 政宗、佐沼・登米に進軍し大崎・葛西一揆を鎮圧 

氏郷・家康ら奥羽・関東の諸将、一揆鎮圧のため出陣 
景勝、米沢に着陣 

8 秀次・家康ら二本松に着陣 諸将参集して会合 
秀次・家康は旧大崎領で城普請など仕置の実施 
長吉・氏郷ら、和賀・稗貫一揆を鎮圧 

景勝、旧葛西領の城普請 

9 九戸(二戸)城を長吉・氏郷、信直・津軽為信らが攻撃、 
九戸政実降伏・開城 氏郷ら城普請 
和賀・稗貫両郡の仕置が行われ、南部領となる 
伊達と蒲生の郡分け確定 政宗、岩出山へ移る 

 

10 諸将帰陣 
12 秀吉、秀次へ家督・関白職を譲る 
〈参考文献〉小林清治『奥羽仕置と豊臣政権』（吉川弘文館 2003年）、藤井譲治編『織豊期主要人物居所集成』(思文閣

出版 2011年)、『仙台市史』、『上越市史』ほか 

激突！
　 秀吉の天下と奥羽の反発

　① 高岡の森弘前藩歴史館
　（ミニ展示）「津軽為信と九戸一揆」　実物資料 3 点程度と写真パネルを展示予定です。

　会期︓令和 3 年７月 17 日㊏～９月 12 日㊐　※休館日︓7 月 19 日㊊・8 月 16 日㊊
　開館時間︓9 時 30 分～ 16 時 30 分
　【問い合わせ先】青森県弘前市高岡字獅子沢 128-112　℡0172-83-3110　fax0172-26-5456
　【ホームページ】http://www.city.hirosaki.aomori.jp/takaoka-rekishikan/
　【メール】takaokanomori＠city.hirosaki.lg.jp「津軽信政着用具足」と津軽領の紹介

史跡根城跡出土　鉄砲玉　② 八戸市博物館
　（夏季特別展）「乱世の終焉－根城南部氏と城－」　
　会期︓令和 3 年７月 10 日㊏～８月 29 日㊐
　 ※休館日︓7 月 12 日㊊・19 日㊊・26 日㊊、8 月 10 日㊋・23 日㊊

　開館時間︓9 時 00 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】青森県八戸市根城字東構 35-1　℡0178-44-8111　fax0178-24-4557
　【ホームページ】https://www.hachinohe-city-museum.jp　　【メール】haku＠city.hachinohe.aomori.jp

「豊臣秀吉禁制」（天正 18 年 7 月）

※写真の資料は特に表記のない限り各館の所蔵資料です。
※休館日・開館時間は開催期間中のみ表示しています。
※スパムメール対策でメールアドレスのアットマークを大文字にしています。

　③ もりおか歴史文化館
　（常設展）「奥羽再仕置と南部領」　展示資料は 5 点です。

　会期︓開催中～令和 3 年７月 12 日㊊　※休館日︓毎月第 3 火曜日
　開館時間︓９時 00 分～ 18 時 00 分（11 月～ 3 月、受付 17 時 30 分まで）
　　　　　　９時 00 分～ 19 時 00 分（4 月～ 10 月、受付 18 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】岩手県盛岡市内丸 1-50　℡019-681-2100　fax019-652-5296
　【ホームページ】https://www.morireki.jp/　　　【メール】info＠morireki.jp

　④ 花巻市博物館
　（ミニ展示）「稗貫・和賀両郡と再仕置―支城となった花巻城―」実物資料を約 5 点展示予定です。

　会期︓令和 3 年６月 26 日㊏～ 8 月 29 日㊐　※会期中無休
　開館時間︓８時 30 分～ 16 時 30 分
　【問い合わせ先】岩手県花巻市高松 26－8－1　℡0198-32-1030　fax0198-32-1050
　【ホームページ】https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/bunka/1008981/index.html
　【メール】museum＠city.hanamaki.iwate.jp

「永代安堵之事」（慶長６年８月）個人蔵

木造 伊達政宗像

　⑤ えさし郷土文化館　展示協力︓奥州市教育委員会事務局歴史遺産課
　（テーマ展）「サイカチの木は残った―奥羽仕置と胆江地方―」　約 10 点の実物資料を展示予定です。

　会期︓令和 3 年９月 11 日㊏～ 12 月５日㊐　※会期中無休
　開館時間︓９時 00 分～ 17 時 00 分（10 月末まで）
　　　　　　９時 00 分～ 16 時 00 分（11 月から）

　【問い合わせ先】岩手県奥州市江刺岩谷堂字小名丸 102-1　℡0197-31-1600　fax0197-31-1601
　【ホームページ】https://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/　
　【メール】denchoku＠pon.waiwai-net.ne.jp

展示室

　⑥ 山形大学附属博物館
　（ミニ展示）「上杉景勝と再仕置」実物資料を 6 点展示します。

　会期︓令和 3 年６月１日㊋～７月 29 日㊍　※休館日︓土曜日・日曜日・祝日　
　開館時間︓９時 30 分～ 17 時 00 分
　【問い合わせ先】山形県山形市小白川町 1-4-12　℡023-628-4930　fax023-628-4668
　【ホームページ】http://museum.yamagata-u.ac.jp/
　【メール】hakukan＠jm.kj.yamagata-u.ac.jp

　⑦ 米沢市上杉博物館
　（常設展）「天下統一と上杉氏（仮）」　展示資料は国宝を含む約 8 点です。

　会期︓令和 3 年 12 月 11 日㊏～令和４年１月 10 日㊊㊗　※休館日︓毎週月曜日・年末年始
　開館時間︓9 時 00 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】山形県米沢市丸の内一丁目 2 番 1 号　℡0238-26-8001　fax0238-26-2660
　【ホームページ】https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp
　【メール】welcome＠denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp 上杉景勝像

葛西晴信黒印状

　⑧ 石巻市博物館（令和３年秋開館予定）
　（テーマ展）「奥羽仕置と石巻」　展示資料は約５点です。

　会期︓令和４年１月 18 日㊋～ 3 月 21 日㊊㊗　※休館日︓毎週月曜日
　開館時間︓9 時 00 分～ 17 時 00 分
　【問い合わせ先】宮城県石巻市開成１-８
　℡0225-98-4831（石巻市博物館学芸室）　fax0225-98-4832
　℡0225-95-1111（石巻市役所生涯学習課）　【メール】islstudy@city.ishinomaki.lg.jp

　⑨ 仙台市博物館
　（常設展）「政宗と秀吉」　展示資料は約 7 点です。

　会期︓令和３年９月 7 日㊋～９月 30 日㊍
　※休館日︓月曜日（祝・振替休日の場合は開館）、祝日・振替休日の翌日（9 月 24 日㊎は開館）

　開館時間︓9 時 00 分～ 16 時 45 分（入館は 16 時 15 分まで）

　【問い合わせ先】宮城県仙台市青葉区川内 26　℡022-225-3074　fax022-225-2558
　【ホームページ】https://www.city.sendai.jp/museum/　　

重要文化財　豊臣秀吉朱印状　伊達政宗宛

蒲生氏郷画像（模写・部分）　⑩ 福島県立博物館
　（ポイント展〈常設展示室〉）「奥羽再仕置 430 周年記念 蒲生氏郷軍、北へ」
　会期︓令和３年４月 20 日㊋～６月 20 日㊐
　※休館日︓5 月 3 日を除く毎週月曜日・5 月 6 日㊍

　開館時間︓9 時 30 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】福島県会津若松市城東町 1-25　℡0242-28-6000　fax0242-28-5986
　【ホームページ】https://general-museum.fcs.ed.jp/　　【メール】general-museum＠fcs.ed.jp

　⑪ 大田原市那須与一伝承館
　（特別企画展）「奥羽再仕置と那須衆 - 大田原から秀吉が帰った後… - 」
　会期︓令和３年 10 月１日㊎～ 11 月 23 日㊋㊗
　※休館日︓毎月第 2・4 月曜日（その日が休日に当たるときは、その翌日）

　開館時間︓9 時 00 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】栃木県大田原市南金丸 1584-6　℡0287-20-0220　fax0287-20-1012
　【ホームページ】https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082764997/
　【メール】densyokan＠city.ohtawara.tochigi.jp

展示資料は約 40 点です。

那須与一の銅像と伝承館

　⑫ 栃木県立博物館
　（テーマ展）「奥羽再仕置 430 周年記念 徳川家康が下野にやってきた︕」展示資料は約 20 点を予定しています。

　会期︓令和３年７月 13 日㊋～９月５日㊐　※休館日︓８月９日を除く毎週月曜日・８月 10 日㊋
　開館時間︓9 時 30 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　【問い合わせ先】栃木県宇都宮市睦町 2-2
                         ℡028-634-1312（栃木県立博物館教育広報課）　fax028-634-1310
　【ホームページ】http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
　【メール】hakubutsukan@pref.tochigi.lg.jp 徳川家康像（部分）

展示資料は約 7 点です。

　⑬ 新潟県立歴史博物館
　（常設展）「奥羽仕置と色部長真」展示資料は 5 点を予定しています。

　会期︓令和４年１月 15 日㊏～２月 13 日㊐　※休館日︓毎週月曜日
　開館時間︓9 時 30 分～ 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】新潟県長岡市関原町１丁目字権現堂 2247-2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ℡0258-47-6130　fax0258-47-6136
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ホームページ】http://nbz.or.jp/　　　【メール】office＠nbz.or.jp

（天正 19 年）3 月 17 日付け浅野長吉家中三名連署状

（1 月 4 日㊊、10 日㊊㊗は開館）
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奥羽再仕置        年
記念プロジェクト

「奥羽仕置」とは天正 18 年（1590）豊臣秀吉により断行された東北大名に対する処分・配置換えや諸政策

を示す歴史用語である。全国支配を進める秀吉はその総仕上げとして奥羽の地を平定しようと考えた。

しかし、奥羽仕置の強行に対して反発が強まると、各地では一揆が立ち上がった。

翌天正 19 年（1591）一揆鎮圧のための軍が動員された。蜂起によって揺り戻された仕置をやりなおす「奥

羽再仕置」が行われ、豊臣政権の世が訪れた。

令和３年（2021）は、奥羽再仕置によって秀吉の天下統一が完成してから 430 年という節目の年になります。

これに関連する地域の資料館・博物館が連携して奥羽再仕置 430 年を記念する展示等を令和 3年度に実施し、

日本史上の大きな転換点となった奥羽再仕置の意義を再評価したいと思います。

～参加館一覧～

①高岡の森弘前藩歴史館（青森県弘前市）

②八戸市博物館（青森県八戸市）

③もりおか歴史文化館（岩手県盛岡市）

④花巻市博物館（岩手県花巻市）

⑤えさし郷土文化館（岩手県奥州市）

展示協力：奥州市教育委員会事務局歴史遺産課

⑥山形大学附属博物館（山形県山形市）

⑦米沢市上杉博物館（山形県米沢市）

⑨仙台市博物館（宮城県仙台市）

⑧石巻市博物館（宮城県石巻市）

⑩福島県立博物館（福島県会津若松市）

⑫栃木県立博物館（栃木県宇都宮市）

⑪大田原市那須与一伝承館（栃木県大田原市）

⑬新潟県立歴史博物館（新潟県長岡市）

※展示内容や展示期間等については、変更になる可能性もございます。
　各館ホームページ等でご確認の上お出かけくださいますよう、お願いいたします。


