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《講演内容》

「東幸」とは、天皇による東京への 幸のことです。 本の歴史上、天皇が東京（江 ）―関東に を

踏み入れたのは、明治元年(1868)が初めてでした。明治天皇の東幸については、これまで政治史的な観

点からその意義についての検討がされてきました*1。そこでは、これまで「姿を せなかった天皇」が 

衆から「見える天皇」となったことで、天皇自身が政治的主体となることのへの歴史的転化を象徴するも

のであったとされています。また、こうした研究を踏まえて、幕末の将軍に関しても、文久3年(1863)の

将軍家茂の上洛を契機に「国事」に奔走する将軍像（見せる将軍）が構築されていったことが提起されて

います*2。さらに近年では、将軍家茂の上洛と明治天皇の東幸の比較検討から、近世から近代への連続面

を評価する研究も現れています*3。これらの研究では、  でこうした「権 者」の 列をどのように 

衆が迎えたかといった検討も進められており、文献資料はもとより当時さかんに板行された錦絵の分析も

進んでいます*4。

将軍家茂の上洛から 州征伐御進発、官軍の東征と続く幕末から維新期にかけての 通 問題の最後を

飾る天皇東幸の問題を、東海道あるいは宿場町という「地域史」の視点から考えた場合、どんな問題があ

ったのでしょうか。まず第一に検討されなければならないのは、これらを支えた沿道「地域」の交通負担

の問題でしょう。そもそもこれまでは、史料的な制約もあって東幸に関わった沿道の「地域」からの検討

はあまり多くはありませんでした。ここでとくに考えてみたいのは、 通 に関する江 時代的な対応の

あり方と幕末・維新期の大通行の実態との比較です。そして第二に、これまでの研究や他の通行との比較

検討から、 衆の側が東幸をどのように捉えていたのかについて考えたみたいと思います。さらに第三の

課題として、天皇の東幸が「地域」の中に顕彰されていく過程についても検討してみたいと考えています。

以上の３点を通して、大磯宿を中心に「地域史」の視点から、明治天皇の東幸の全体像をお話しできれば

と思います*5。

◎明治天皇

嘉永5年(1852)9 22  明治45年(1912)7 29 。名・睦仁。幼名・祐 宮。孝明天皇第2 。 
むつひと さちのみや

は中山忠能の娘慶子。慶応2年(1866)12月25日に孝明天皇が急死すると翌3年1月9日に16歳で践祚。
ただやす よし こ

同年12月9日王政復古の大号令を発し、摂政・関白とともに幕府を廃止。翌4年(1868)1月15日に元

服すると、8月21日から一連の儀式を経て、27日に京都御所で即位の礼を執り行う。その間、3月14

日に五箇条の誓文を発布し、9月8日に明治と改元して一世一元の制を採用。9月20日鳳輿して東幸に
ほう よ

発ち、10 13 江 城に って東京城に改称。12月、一旦、京都に戻り(還幸)、12月28日に一条美子
はる こ

(のちの昭憲皇太后)を皇后に立て、翌2年(1869)3月7日再東幸(28日到着)。明治2年(1869)政府諸

機関を東京に移し、版籍奉還が行なわれ、同4年(1871)に廃藩置県の詔書を発した。以後、天皇中心

の国家体制が整備されていった。明治22年(1889)大日本帝国憲法が制定され、統治権の総攬者、陸
そうらんしや

海軍の統帥権の掌握者(大元帥)と位置づけられた。
とうすいけん だいげんすい
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Ⅰ．東海道大磯宿の様相
・東海道8番目の宿場町。相模国淘綾郡のうち。宿内は南本町、北本町、茶屋町、南台町、神明町、山

王町、北下町、南下町の8か町からなっている。両下町は漁師町でもあった。

・慶 6年(1601)からは東海道の宿駅の１つとなり、寛 年間(1661 1673)には、隣村の東 磯村が

加宿となる。

・寛永10年(1633)、元禄10年(1697)ともに幕府領、天保13年(1842)より平塚宿とともに小田原藩領。

・平塚宿とは距離が短い反 、 磯宿から  原宿までは4 (東海道2番 の さ)、平塚宿から藤沢宿

までの3里(同4番目)であったことから、最合(共同)で伝馬役を務めることがあった。

・村高は、「元禄郷帳」553石余、「天保郷帳」597石余、「旧高旧領」高470石余。寛文6年(1666)の

検地帳では、田方の反別が14町余、畑方・屋敷地が52町余。

・享和3年(1803)の人別2、702人、家数605軒。本陣３・大旅籠屋４・中旅籠屋12・下旅籠屋69・酒

喰商内55・諸商人42・農業人222・漁師193・医師針医25。

・元禄7年(1694)、定助郷10か村3,615石、大助郷20か村・１万744石。享和３年時で、定助郷31か

村、伝馬勤高１万1,056石。加助郷17か村、伝馬勤高3,482石余。

Ⅱ．日程・行程からみた幕末維新期陸路大通行の様相
① 久3年(1863)2 、将軍家茂上洛 21泊（講武所役 東帰11泊） →図表編表１

②慶応元年(1865)5  閏5 、将軍家茂 州征伐御進発 36泊（ 坂着まで38泊） →図表編表２

③明治元年(1868)9  10 、明治天皇の東幸 22泊 →図表編表３

④明治元年(1869)12 、明治天皇の京都還幸 14泊 →図表編表４

⑤明治2年(1869)3 、明治天皇再東幸 21泊（伊勢参宮4 ） →図表編表５

・家茂の上洛時、御進発と明治天皇の東幸では、行程や行動について顕著な差はみられない。ただし、

御進発の日数は際立っている。

＊御進発の際、家茂はこまめに 衆と接しているが、明治天皇は、9 27 に熱 神宮を視察した後

に、浜新海松原で農 収穫の実況を叡覧した際と、10 9 、 磯の浜で諸藩による群鴨の試射を

叡覧した後に漁夫の地曵網を叡覧した時 → 大磯の特徴となる (後述)

・明治天皇の東幸、還幸、再東幸では、清浄光寺を除いて、必ず本陣で昼食および宿泊をしている。

・東幸、還幸時より再東幸時の方が、郊迎や奉迎、天機伺い、特産物を献上する大名が多い。

Ⅲ．宿助郷の人馬役負担からみた明治天皇の東幸
【課題】

・東幸をめぐる交通夫役の問題→宿助郷人馬役負担→人馬役負担からみた東幸

・江 時代的 通 および幕末の 通 との 較

①東幸の準備過程 【史料１】 １・２

・慶応4年7月、東幸のための調査開始→弁事の五辻弾 正大弼安仲*6・   和守忠 *7
いつつじだんじようだいすけ ただゆき

②明治天皇東幸の人馬役負担 【史料１】 図１

・江 時代的 通 ⋯将軍上洛、 光社参、朝鮮通信使、琉球使節→中期以降⋯宿駅・助郷＋寄人馬

・幕末の大通行は、宿助郷（加助郷、当分助郷、増当分助郷等）で賄う

・東幸時の当分助郷・増当分助郷は、相模国内の中央部の村々に限って指定されたことが特徴→相模
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国を縦に貫く主要な脇往還からの徴発→代銭ではなく、なるべく実際に人馬を出させる？

・東幸時の助郷村々は、官軍東征時の村々とほぼ同じ→韮山代官江川英武の役割 →図１・２

・徴発人馬数（駅逓役所）

・乗駕籠から 持・両掛など実際の継 てに必要な  として2,444 ＋加  として183 ＝2,6

27人→大磯宿と平塚宿は1,500ずつ人足を差し出して、共同で大磯宿から藤沢宿までの間を継ぎ

立てる→通行当日の最終的な見積りは、人足2,589人（他に増人足358人）、馬21疋

③船橋架設

・東幸時は橋のないすべての東海道の河川に船橋を設置して渡御

・朝鮮通信使、琉球使節は大井川を除く橋のない東海道の河川に船橋を架設

・上洛時は相模川のみ船橋を架設→渡船場の船を利用→朝鮮通信使の際などは三浦半島から船を徴発

＊明治天皇の東幸に対する交通体系は、基本的に江 時代的な交通体系にのっとったものだが、幕末

・維新期固有の状況を反映

④東幸・還幸・再東幸と駅逓改革問題

＊宿駅―助郷制度の改編をともなう東幸

・慶応2年の助郷改 →第 次 州征伐にともなう助郷範囲の拡 

・慶応4年閏4月21日―会計官の元に駅逓司を設置*8→翌年6 、 部省の設置とともに移管

・慶応4年5月―駅逓規則による宿・助郷改革命令

・慶応4年7月―東幸準備のための調査開始

・明治元年9月―東幸につき駅逓規則制定 【史料１】 ３

・明治2年3月―宿・助郷制度の改正→宿駅と助郷の一本化→駅郷 【史料５】

・明治3年3月―宿・助郷制度の再改正→宿駅と助郷の再分離

◎東幸を契機に宿―助郷改 に着 するが、結果的に失敗に終わる→江 時代的交通システムの限界＝近

代的交通システムの模索

※江 時代後期の宿村は、幕末維新期の騒乱の中で、打ち続く 通 に、宿駅―助郷体制で乗り切れるよ

うになっていた？

・幕末の通行過多に対して、品川宿から箱根宿迄の関東の宿場と東海道全域の宿場の連携が深まる→第一

次 州征伐頃から顕著

Ⅳ． 列の意図と 衆の反応
【課題】

・関東における将軍と天皇←→京都における将軍と天皇→親和性の差異について検討

・「見られる」「 せる」→政治的主体であることの象徴とその 覚化→江 時代の領主的「仁政」と天皇

の「安撫」という対比→人心掌握→施与・褒賞 → 王化政策

①東幸の指針 安撫巡 

・元来御按撫 御巡幸あらせられ候御儀に付き、下 の情状を知り しめさせられたく
（安） おぼ

【史料１】 ４

・今般 朝政御一新の儀は、億兆の  何れもその職に安堵いたし 候 様勤々 御撫育なされ度き
そうろうよう ご ぶ いく

御趣意にて新たに幕府を廃せられ候処、順逆の弁なき輩徒に煽動および、素より不憫に思し召され
ふ びん

候得共、御 拠 無くそれぞれ御征伐遊ばされ候儀にて、それ罪たるべきなき万 も 時塗炭の底に
おんよんどころ な と たん

陥ち入るべき有様に立ち至り候儀を深く苦渋の上、宸襟を悩まさせられ、恐れ多くも東京え鳳輦を
ありさま しんきん ほうれん
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巡らせられ御親 恤 遊ばされ候
ご しんじゆつ

・当春以来関東の  兵乱のために艱難におよび候儀、深く宸襟を悩ませられ 御親臨の上 普 く
しんきん あまね

御綏撫遊ばされたき思し召し 【史料１】 ８
（安)

※大久保利通の大坂遷都論と東京奠都

・慶応4年(1868)1月17日、小御所会議において大久保利通より天皇の石清水八幡宮参詣と大坂行

幸の提案→23日、太政官会議において浪華遷都(大坂遷都)の建白書提出→26日、廃案→佐賀(肥

前)藩の「東 両都」論

・同年3月21日大坂行幸のため鳳輿→閏4月8日還御

※官軍の東征以降、 から東へのベクトル転換→相模国の動向

・慶応3年(1867)―荻野山中藩陣屋の焼き討ち事件

・慶応4年(1868)―官軍の東征→江 城無 開城→上野戦争→戊 箱根戦争  浪 騒動

※東海道をはじめとする沿道の宿村の大きな火種とはなっていかない

② 衆の反応― 磯周辺のエピソード

・上洛時の家茂⋯  村梅沢の松屋の記録*9にみる 磯の海岸を歩 する家茂と 物する 衆＋藤間柳

庵の『太平年表録』*10にみる「かぢめ」のエピソード

・御進発時の家茂⋯  村梅沢の松屋の記録にみる「おはぎ」献上のエピソード←→京都では 州を

応援する 衆の間で「おはぎ」が流 *11

・東幸時の天皇⋯午後、海岸に臨御し、供奉諸藩の兵隊をして群鴉の試射を叡覧→漁夫をして地曵網

を叡覧。漁夫が獲る所の鱗介を桶に入れて裸で御座所に運搬→お菓子を下賜

【史料２】

cf.熱 神宮を参拝した後、浜新海松原にて農 収穫の実況を叡覧、岩倉具視が農 に命じて稲穂

を天覧に供し、農 に菓 を下賜 →図表編表３ №17

・東幸については、あまり多くはない 衆側の反応に関する史料→あっても  った記述が少ない

【史料４】参照

・ 磯での対応の違い→垣間 える 衆からみた将軍と天皇の違い→将軍への親近感と初めてみる天皇

Ⅴ．東幸の顕彰と国家・郷土・家
【課題】

・宮内省臨時帝室編修局による「明治天皇紀」編修事業をきっかけとして、大正期から昭和初期にかけて

大磯における東幸顕彰の機運が高まる→大磯町郷土資料館所蔵小島本陣資料

・明治天皇東幸の顕彰にみる国家・地域（郷土）・家の３者の関係

①大正7年(1918)―「明治天皇観漁記念碑」建立（松方正義書、安田善次郎建立）→現存

【史料６】

②大正8年(1919)頃、臨時帝室編修局*12より旧大磯宿本陣小島才三郎家に対し、資料借用の依頼

③大正8年3月7日―『横浜毎日新報』に宮代新太郎・添田平右衛門を発起人として、大磯海岸の南浜岳

に「記念標」建立を計画しているとの記事が掲載される

 昭和3年(1928)11月3日に明治節制定（昭和2年）、昭和天皇即位大典、明治維新60年を記念して東

幸についての「木標」を建てる→3本の「木標」

(1)「御駐輦所標」→旧本陣小島家＝東幸の行在所→「明治大帝御東幸行在所記念」→その後は不明
あんざいしよ

(2)「海岸ノ標」→北下町南浜岳→石碑に改修＝「明治天皇観漁記念碑」臨時帝室編修局総裁金子堅
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*1 佐々 克『江 が東京になった 』（講談社選書メチエ 2001年）、同『幕末の天皇・明治の天皇』（講
談社学術文庫 2005年）

*2 久住真也『幕末の天皇』（講談社選書メチエ 2009年）。
*3 久住真也「文久三年将軍家茂除楽の歴史的位置―明治元年東幸の前提として―」『千代田の古文書2

―御上洛御用留 旗本小笠原家資料他―』（千代田区教育委員会 2013年）
*4『東海道五十三次 将軍家茂公御上洛図―E・キヨソーネ東洋美術館蔵』(河出書房新社 2001年)、慶

応元年(1865)将軍徳川家茂の 州征伐御進発を描いた「末広五 三次」(https://www.benricho.org/
karuta/Suehiro53tsugi.html)など

*5 『大磯町史』７ 通史編近現代 第一章 ”御一新”への道のり（馬場執筆 2007年）参照のこと。本講
演は、ここでの記述をもとにしたものである。

*6 五辻安仲 弘化2年(1845)2 19  明治39年(1906)2 9 。 城国京都で五辻 仲の息 として
いつつじやすなか

生まれ、父の養子・五辻継仲の養子となる。安政5年(1858)10月28日元服、昇殿を許される。元治元
年(1864)7 19 の禁 の変では 州藩 のため画策し、参朝停 、他  会・他 の禁 を命ぜら
れるが、慶応3年(1867)1月に赦免となった。同年12月9日の王政復古により、三職書記御用掛となる。
慶応4年(1868)2月20日、参与・内国事務局判事加勢に任じられ、その後、内国事務局権判事、弁事、
権弁事、弾正 弼、弁官事、少弁、神楽 、式部助などを歴任。明治4年(1871)11 12 岩倉使節団
の岩倉具視に随行して欧米に渡り、翌年5年12月に帰国し、同6年(1873)、父・高仲の隠居に伴い家督
を継承。式部寮理事官 得、華族第三部 、宮内省御 掛、華族局勤務、兼式部寮御 掛、華族局主事、
爵位局次官、大膳大夫などを歴任。

*7   忠  化6年(1809)8 11  明治16年(1883)3 30 。宇都宮藩の重  中忠舜(第2代宇都
ただゆき

宮藩主  忠翰の弟。知  200 の重 として5代藩主  忠明、6代藩主  忠恕を補佐)の次男と
して生まれる。文政元年(1818)3月に家臣の木村内蔵助の養子となったが、文政12年(1815)11月、養
子縁組を解消。天保4年(1833)12月23日、宇都宮藩の家臣となり知行高200石を拝領。同13年(1842)
3月25日、重臣の間瀬氏を相続し、知行高600石となり(後に加増されて1000石)、用人や番頭職を歴

太郎揮毫→現存

＋昭和9年(1934)1月朝倉敬之謹誌并書の「建碑由来」碑 【史料８】

(3)「神明様ノ所標」→神明神社には内侍所と鳳輦を安置→石碑に改修

（正面）「明治元年十月九日御東幸之途次 内侍所御羽車奉安之所 明治元年十二月九日御還幸之

途次」（裏面）「昭和三年明治節 大磯研究会 外町内有志」

＊『明治大帝御東幸大磯駅行在所記念』冊子の刊行と配布→小島才三郎、序文と後書きの「賀辞」は

かなり推敲 【史料７】

＊小島家は事業にあたって文部省維新史料編纂官薄井福治に協力を依頼→息子の録郎がラジオ放送で

薄井の「明治大帝御東幸」に関する話を聞いたところから（20月25日付書簡の下書き）

⑤翌4日の新聞に式典の様子が掲載される

⑥昭和7年(1932)7月13日付、小島才三郎宛大磯町役場通知→大磯における「明治天皇御聖蹟調査」の

ために7月22、23日頃、「 部省宗教局内明治天皇聖蹟保存会主事 平 三郎」出張につき便宜依頼

⑦昭和8年(1933)9月30日付、小島才三郎宛臨時帝室編修局総裁子爵金子堅太郎の礼状（印刷物）→「明

治天皇紀」260巻の完成と大正天皇への奉呈→資料供与の礼状

◎大磯における木標建碑の意義→国家（天皇）―国史←→郷土＝地域―郷土史←→家―家史との融合→後

世に伝えるべき栄誉と光栄→戦前における「地域」の「記憶」装置として典型的なあり方か

.cf.小島本陣は文久3年の上洛、慶応元年の御進発のいずれも将軍家茂の宿所となっており、東征軍で

は有栖川宮の宿泊本陣となった。また、東幸、還幸、再東幸の際にも行在所となる。

◎昭和3年の明治節＝昭和天皇即位大典＝明治維新60年(戊辰の年)には、旧神奈川宿でも「明治天皇行在

所之蹟」建碑 → 各地で続く顕彰活動

5



*8 明治初期、交通・通信をつかさどった官庁
*9 『梅沢御本陣』(二宮町教育委員会 1993年)
*10 茅ヶ崎市史史料集第五集『藤間柳庵「太平年表録」』№77
*11 三宅紹宣『幕 戦争』（吉川弘文館、2013年)
*12 臨時帝室編修局→大正3年(1914)に宮内省臨時帝室として設立→大正7年に当時の副総裁金子堅太郎

より「明治天皇紀」の編修事業は、天皇の言行録を記述するだけではなく、天皇の伝記であるとともに
治世中の大小の出来事を記録する「国史」とすべきという意見書が提出されて方針転換

【馬場のWebサイト】
◎大学教授のつぶやき by 情報史料学研究所◎

URL:http://www.ihmlab.net/tweet/
◎Twitter

@omikun_1603

任。弘化元年(1844年)6月に家老、安政3年(1856年)10月に上席家老に就任。文久2年(1862年)閏8月
14 、幕府が宇都宮藩の提出した 陵修補の建 を採 。この頃、  姓に改める。同年10 22 、
宇都宮藩が幕府より天皇陵補修の命を受けたことから、忠至が山陵奉行に任じられた。文久3年(1863)
1月21日、従五位下大和守に叙任。元治元年(1864年)1月29日に大名格となり、同年7月12日に諸侯の
列に加えられる。同年末までに畿内における山稜全ての補修を終了したことから、慶応元年(1865年)9
 25 に、その功績により幕府から2000両を 給される。元治元年に天狗党の乱が発 すると、  
天狗党による藩への援助要請を拒絶したが、乱後、追討しなかったために幕府から結託を疑われ、宇都
宮藩は陸奥棚倉への減移封を命じられようとした。しかし、山稜修補の功労者であった忠至が朝廷に運
動した結果、移封は中 となった。慶応2年(1866年)3 、これまでの功績により藩主  忠友より1
万石を分与され、高徳藩を興す。同年12月28日、幕府から禁裏付頭取との兼任を拝命。慶応3年(186
7)7月5日、若年寄との兼任を命じられる。慶応4年(1868)1月20日、新政府から参与兼会計事務掛、
同年4月29日京都裁判所副総督との兼任を命じられる。閏4月22日従四位上に昇進。明治2年（1869
年）5 15 に隠居し、 男の忠綱に家督を譲った

6



《
図
表
編
》

図１．明治元年(1868)10月 明治天皇の東幸おける大磯宿助郷村々

図１．慶応4年(1868)3月 官軍東征における大磯宿助郷村々
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 上洛備考 還御日 泊休 泊休所

1 山城 京都 4日 着 二条城 3月10日 出立 村山富五郎

2 大津 泊 代官原清一郎陣屋 10日 泊 舟屋又兵衛

3

近江

草津

3日

昼 本陣田中九蔵 11日

4 石部 泊 本陣小島金左衛門 11日 昼 本でばや佐吉

5

近江

水口

2日

昼 鵜飼伝左衛門 11日

6 近江 土山 泊 本陣土山平治郎 11日 泊 井筒屋倉右衛門

7 伊勢 坂下

3月1日

昼 本陣岩村加兵衛 12日

8 亀山 泊 本陣樋口太郎兵衛 12日 昼

9

伊勢

石薬師

晦日

昼 本陣小沢忠右衛門 12日

10 伊勢 四日市 29日 泊 代官多羅尾民部陣屋 12日 泊 銭屋源助

11 伊勢

東海道

桑名 28日 泊 本統寺 13日 昼 京屋小兵衛

12 尾張 佐屋路 佐屋 28日 昼 岩間権左衛門 御船-御小納戸御先、其内御
小姓・御小納戸・御老中・若年
寄御同船、奥詰小船ニ而御脇
地引網御上覧、引船4艘、此方
様御組二類御脇

13 宮(熱田) 泊 御殿 13日

14 鳴海 休 下里芳之助 有松村尾竹御用達竹田庄九郎
方小休

13日 泊 桑名屋庄吉

15

尾張

池鯉鮒

27日

昼 本陣永田清兵衛 茶屋村立場本陣高井谷兵衛 14日

16 岡崎 泊 本陣中根甚太郎 14日 昼

17 藤川 休 本陣森川久右衛門 本宿村宝蔵寺小休 14日

18 赤坂 昼 本陣松平彦十郎 14日

19

三河

御油

26日

休 鈴木半左衛門 稲村宿加藤彦助方小休 14日 泊 山崎屋半兵衛

20 吉田 泊 柳念寺 15日

21

三河

二川 休 本陣馬場彦十郎 15日

22 白須賀 休 本陣石村正右衛門 15日

23 新居 昼 本陣疋田八郎左衛門 15日 昼 小伊勢屋喜太郎

24

遠江

舞坂

25日

休 本陣宮崎 篠原村本陣鞠屋喜兵衛方小休
舟切の渡し御船

15日

25 浜松 泊 本陣杉浦助右衛門 15日 泊 中川屋庄五郎

26 見附 昼 本陣神谷三郎右衛門 天竜川歩行 16日

27

遠江

袋井

24日

休 田代八郎右衛門 原川村伊藤又右衛門方小休
並木にて御来机御茶差出

16日 昼 畳屋源六

28 掛川 泊 本陣沢野八十右衛門 16日

29 日坂 休 本陣片岡金左衛門 小夜中山立場小原屋久右衛門
方小休

16日

30

遠江

金谷 休 本陣川村八郎左衛門 16日 泊 松屋市右衛門

31 駿河 島田

23日

休 本陣置塩藤四郎 島村三軒家岩崎太郎八小休
大井川蓮台

17日

32 藤枝 泊 本陣青島次右衛門 藤枝宿勝退藪上覧。水守村八
幡参詣

17日

33 岡部 昼 本陣内野九兵衛 宇都野谷峠石川忠右衛門小休 17日

34

駿河

鞠子

22日

休 本陣横田三左衛門 安倍川蓮台 17日 昼 池田屋源八

35 駿河 府中 20日/21日 泊 駿府城 21日-久能山参詣
22日、駿府学問所立寄り

17日

36 駿河 江尻 20日 休 本陣寺尾与左衛門 17日 泊 ○粉屋市郎右衛門

37 興津 泊 清見寺 18日

38 由比 昼 本陣 倉沢本陣勘兵衛方小休
海にて海士にアワビ御取せ被
遊

18日

39

駿河

蒲原

19日

休 本陣 駕籠出立、その後御歩行
岩淵本陣齋藤縫殿助小休

18日

40 吉原 泊 東泉寺 18日

41 原 昼 柏木本陣浮島屋小休-塩浜立
寄り

18日

42

駿河

沼津

18日

休 御歩行 18日

43 伊豆 三島 泊 本陣 18日 泊 京田屋清兵衛

44 相模 箱根

17日

昼 本陣 19日 昼

45 相模 小田原 16日 泊 本陣 橋本村早雲寺小休-御歩行 19日 泊 大丸屋藤吉

46 大磯 泊 （本陣小島才三郎） 16日、大磯・小磯・中丸御歩行
梅沢本陣松屋御小休、前川町
屋海遊覧

20日

47

相模

東海道

平塚

15日

休 馬入船橋越え 20日 昼 きくや辰五郎
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表１．文久3年(1863)2月 将軍徳川家茂上洛日程表(含．講武所帰府)



国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 上洛備考 還御日 泊休 泊休所

48 相模 藤沢 15日 昼 清浄光寺 20日

49 相模 戸塚 泊 20日 泊 佐渡屋安兵衛

50 保土ケ谷 昼 本陣 21日

51

武蔵

神奈川

14日

休 雲州役所 21日

52 武蔵 川崎 13日 泊 21日 昼 新田屋平三郎

53 武蔵

東海道

江戸 2月13日 発向 供奉人数3,000人余 21日

9

※文久3年2月「上洛日記帳」（厚木市郷土資料館蔵霜島家文書）より作成。『厚木市史』近世資料編(2) 村落1資料
   №169に同系統の別家資料が収録されている。
※「還御」については、参考までに講武所役人の東帰の日程・宿泊・昼食先に関する記述を抜粋した。
※黄色の背景は、特徴的な行動を、桃色の背景は、民衆との接触を示す(以下同)



慶応元年(1865)5月、将軍徳川家茂長州征伐御進発日程表

国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 行程備考 備考

1 摂津 大坂 25日 着 大坂城

2 山城 東海道 京都 23日 泊 二条城 二条城→伏見街道稲荷社別当愛染院小休
→伏見奉行役宅泊→淀川→淀橋→佐田昼
休→前島上り場→大坂

愛染院より五色氷砂糖献上/淀橋辺にて
喰わんか餅献上/佐田辺にて喰わんあん
餅・香の物献上

3 近江 東海道 大津 泊 本陣大坂(ﾏﾏ)嘉右衛
門

大津→山科佃九右衛門方小休→蹴上げ弓
屋八郎左衛門方小休→施薬院御成→二条
城

本陣九蔵より鞭9本・鮒3疋献上/一橋慶喜
より菓子1折・茶1折献上/姥が餅下付

4 近江 東海道 草津

21日

昼 草津→月輪新田字行者堂→瀬田鳥居川村
庄兵衛方小休→大津

常勝寺より千歳羊羹献上

5 近江 中山道 守山 20日 泊 本陣 守山→渋川村百姓与次兵衛方小休→草津

6 近江 中山道 愛知川 泊 本陣甚五左衛門 愛知川(20日)→山本村百姓半兵衛方小休
→東老蘇村医師玄孝方小休→武佐宿本陣
七内方昼休→馬淵村百姓長左衛門方小休
→鏡村本陣三郎兵衛方小休→桜生村百姓
熊三郎小休→守山

鮒献上/桜生村にて篠原餅献上/伯耆より
瓢箪3つ・鯉2台献上

7 近江 中山道 高宮

17日

休 本陣嘉十郎 高宮→出町村小休→枝田村四郎兵衛方小
休→宇会川渡越→歌詰橋渡越→愛知川

延命酒1台・枇杷1台献上/枝田村四郎兵
衛より菓子1箱献上

8 近江 彦根 泊 彦根城 16日：逗留 井伊直憲より湖魚2台献上

9 近江 中山道 鳥居本 昼 本陣高橋周輔

10 近江 中山道 番場 休 本陣市川善右衛門 番場→摺針峠茶屋九郎三郎方小休→摺針
峠小休所→鳥居本

摺針峠茶屋九郎三郎より鯉・鮒・摺針餅献
上

11 近江 中山道 醒井

15日

休 本陣松井新助 領主より薄茶献上

12 近江 中山道 柏原 泊 柏原→梓内村松原野立小休→醒井

13 美濃 中山道 今須

14日

休 五郎次

14 美濃 美濃路 大垣 13日 泊 大垣城 大垣→長松村賛蔵方小休→垂井宿本陣文
吉方昼休→野上村百姓弥五郎方小休→関
ケ原宿春四郎方小休→今須

関ケ原陣場にて合戦絵図を見分

15 尾張 美濃路 起 12日 泊 本陣 起→起川渡船→南宿村加藤孫兵衛方小休
→小能川船橋墨俣川間松蔭野立→墨俣川
渡船→墨俣宿沢井彦四郎→結村大平伊兵
衛方小休→佐渡り川渡越→大垣

墨俣宿沢井彦四郎より鶏卵1箱、御吉例
の蜂屋村枝柿1箱献上

16 尾張 東海道 名古屋 11日 泊 名古屋城 名古屋城→土器野新田天野左兵衛方小休
→清洲宿本陣林惣兵衛方小休→四谷佐野
勘助方小休→稲葉宿本陣原所次左衛門方
昼休→串作村百姓佐藤理平方小休→萩原
宿本陣保右衛門方小休→起

徳川元千代より杉重1組・交肴1台・山州国
行刀献上/尾張前大納言より長谷部国信
短刀献上

17 尾張 東海道 鳴海 泊 鳴海→笠寺西方院小休→熱田浜屋形小休
→名古屋橘町西本願寺小休→名古屋城

名古屋橘町西本願寺より干菓子1箱献上

18 尾張 東海道 池鯉鮒

10日

昼 本陣 池鯉鮒→五軒屋新田西雲寺野立小休→有
松村竹田可三郎小休→鳴海

19 三河 東海道 岡崎 泊 岡崎城 岡崎(9日)→大樹寺御宮御霊屋参詣→松
応寺小休→岡崎(10日)→矢矧川渡越→矢
作村小休→善兵衛方小休→池鯉鮒

松応寺より砂糖1箱献上/岡崎本陣より玉
子1箱献上/善兵衛より蕎麦粉献上

20 三河 東海道 藤川 休 休右衛門 藤川→西大平村大岡忠教(大番頭)陣屋小
休→岡崎

21 三河 東海道 赤坂

8日

昼 宿平松平(ﾏﾏ)十郎 赤坂→山中法蔵寺小休→舞上り八幡拝殿
小休→藤川

22 三河 東海道 吉田 泊 吉田城 吉田→宿村明光寺小休→国府村大黒天境
内→赤坂

23 三河 東海道 二川 昼 本陣彦十郎 二川→西稲村松平刑部大輔茶屋場小休→
吉田

本陣より干魚・扇子箱献上

24 遠江 東海道 白須賀

7日

休 元宿蔵法寺/本陣庄
左衛門

白須賀→細谷村藤屋孫左衛門→二川 蔵法寺より紅白カン献上

25 遠江 東海道 新居 泊 本陣

26 遠江 東海道 舞坂

6日

昼 本陣伝右(ﾏﾏ)衛門 舞坂→川御座船にて新居渡海→新居

27 遠江 東海道 浜松 3日 泊 浜松城 浜松(6日)→若林村臨済寺籠羅村小休→
篠原村喜平方小休→舞坂

浜松宿肴屋より青籠入交肴献上

28 遠江 東海道 見附 泊 本陣神谷三郎右衛
門

見附(3日)→西之島村名主金左衛門方小
休→池田村仁平次方小休→天龍川渡船→
橋羽村妙恩寺小休→天神町新村治兵衛方
小休→浜松

見附宿酒造上村清兵衛より酒小樽2樽献
上/代官田上寛蔵より鯉・鯰・石台植生椎
茸献上

29 遠江 東海道 袋井

閏5月 1日

昼 本陣田代八郎左衛
門

30 遠江 東海道 掛川 泊 掛川城 掛川城玄関→原川町本陣又右衛門方小休
→袋井

31 遠江 東海道 日坂 休 本陣金左衛門 日坂→山奈村友吉方小休→掛川 家康拝領の扇子拝覧

32 遠江 東海道 金谷 昼 本陣八郎右衛門 金谷→小夜中山忠左衛門方小休→日坂 魚類台積献上

33 駿河 東海道 島田

29日

休 本陣藤四郎 島田→大井川渡→金谷 饅頭献上

34 駿河 東海道 藤枝 泊 田中城 田中城玄関→上青道村字三軒茶屋太郎八
方小休→道槙村藤蔵方小休→島田

35 駿河 東海道 岡部 昼 本陣与三郎 岡部→鬼島村名主忠八方小休→勝退藪小
休(竹献上)→(藤枝)

勝退藪にて竹献上

36 駿河 東海道 鞠子

28日

休 本陣三左衛門 鞠子→宇津谷峠→岡部
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表2．慶応元年(1865)5月 将軍徳川家茂長州征討御進発日程表



国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 行程備考 備考

37 駿河 東海道 府中 泊 駿府城 駿府城(28日)→弥勒町本陣五郎左衛門方
小休→安倍川渡→鞠子

興津鯛献上/御菓子御檜重1組ずつ請取/
悪天候にて久能山参詣中止、名代として
陸奥下手渡藩主立花種恭参詣/安倍川餅
献上

38 駿河 東海道 江尻

25日

休 本陣所左衛門 江尻→松原野立・昼→国吉田村源右衛門
方小休→柚木村木村七郎左衛門方野立→
府中

国吉田村源右衛門方にて名物小吉田鮨
御上り

39 駿河 東海道 興津 泊 清見寺 青籠詰野菜献上

40 駿河 東海道 由比 休 本陣郷右衛門 由比→西倉沢村勘兵衛方小休→興津 西倉沢村勘兵衛方にて蛸取御覧

41 駿河 東海道 蒲原

24日

昼 本陣久兵衛

42 駿河 東海道 吉原 休 (吉原)→田子浦海辺巡覧→今井村毘沙門
堂野立→原手前松原野立→富士山別当東
漸院泊→今市場村名主松永安兵衛方小休
→富士川河原小休→岩淵村縫右衛門方小
休→蒲原

富士川河原にて江川農兵6大隊調練見分
/岩淵村縫右衛門方にて栗の粉餅下付

43 駿河 東海道 原

23日

昼 郷士上松与右衛門 原→柏原村浮島立場本陣理右衛門方小休
→同所松原野立→(吉原)

原宿の調練場にて江川農兵三島宿1小
隊、原宿1小隊、吉原宿1小隊の調練を見
分

44 駿河 東海道 沼津 泊 沼津城

45 伊豆 東海道 三島

22日

昼 本陣六大夫

46 相模 東海道 箱根 21日 泊 不明 箱根→石割坂上野立小休→山中新田宗閑
寺小休→字長坂富士見台・三ツ谷新田松
雲寺小休→三島

山中にて水持ち運びにつき講武所の者へ
鉄扇1本ずつ下付

47 相模 東海道 小田原 20日 泊 不明(「小田原城内ｶ) 小田原城二丸玄関→三枚橋手前野立小休
→湯本宿早雲寺小休→須雲川・石割村辺
野立小休→畑宿畑右衛門方小休→柿之木
・柘榴・猿すべり・甘酒立場辺野立→箱根

畑宿畑右衛門方にて雑煮下付

48 相模 東海道 大磯 泊 本陣才三郎 大磯→小磯松原野立小休→山西村字梅沢
作右衛門方小休→前川村浜辺→酒匂村名
主新左衛門方小休→酒匂川板橋渡り→小
田原

大磯浜辺五色小石献上/山西村字梅沢作
右衛門方にて萩餅献上

49 相模 東海道 平塚

19日

昼 本陣七郎兵衛

50 相模 東海道 藤沢 泊 清浄光寺 藤沢→小和田村上正寺小休→茅ケ崎村→
南湖立場本陣清左衛門→平塚

51 相模 東海道 戸塚

18日

昼 本陣九郎右衛門 戸塚→山谷新田立場本陣左平次方小休→
藤沢

52 武蔵 東海道 保土ケ谷 泊 本陣刈部清兵衛 保土ケ谷→境木立場長四郎方小休→戸塚

53 武蔵 東海道 神奈川

17日

休 本陣石井源左(ﾏﾏ)衛
門

54 武蔵 東海道 川崎 泊 本陣惣左衛門 川崎→生麦小休→神奈川

55 武蔵 東海道 品川 休 品川→大森手前にて下馬→蒲田小休→川
崎

56 武蔵 東海道 江戸

5月16日

発途 江戸→東海寺昼休→品川
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 東幸奉迎・天機伺い 褒賞・施与 備考

1 山城 東海道 京都 発輦 辰の刻、紫宸殿に出御、鳳輦に乗御
し、内侍所を封じて建礼門を出て東
幸の途につく。総勢3300余人
沿道老若男女相雑りて車駕を拝観
し、喝道禁制なしと雖も、雑沓狼籍の
事なく粛然として紀律あり、拝するに
拍手を以てし其の音絶えず
御東幸御用掛―京坂の富商三井次
郎右衛門・山中善右衛門・広岡久右
衛門・長田作兵衛・殿村平右衛門等

2 山城 粟田口 昼 青蓮院 板輿に移御して御進発
天智天皇山科陵を遥拝

3 近江 東海道 大津

9月20日

泊 本陣大塚嘉右衛門 沿道の式内神社に幣帛を奉
つらせ、養老・旌賞・賑恤の聖
旨により、高齢者350余人に金
員を賜い、孝子・節婦・義僕婢
又は公益事業の功労者を旌
賞し、疾病・遭難・窮困者等を
賑恤。爾後毎日、幣帛・養老・
旌賞・賑恤の典を行なわせる

権中納言大原重徳馬を馳せて至り、
車駕の京都に還幸あらんことを建言

4 近江 東海道 草津 昼 本陣田中七左衛門 膳所藩主本多康穣郊
迎

大津→膳所・鳥居川・月輪新田小憩
→草津
瀬田橋渡御の際、琵琶湖の勝景を鑑
賞

5 近江 東海道 石部

21日

泊 本陣小島金左衛門 大垣藩の軍功を賞し、藩主戸
田氏共に金5万両下賜

6 近江 東海道 水口 昼 本陣鵜飼喜内 水口藩主加藤明実郊
迎(藤行李1個献上)

石部→三雲村小憩

7 近江 東海道 土山

22日

泊 本陣土山平重郎 天長節につき供奉員一同に
祝酒および土山駅民に清酒3
石、鯣1500枚を下賜

天長節―神奈川砲台にて祝砲→各
国軍艦等祝砲

8 伊勢 東海道 坂下 昼 本陣若林嘉兵衛 土山→鈴鹿峠越え→坂下

9 伊勢 東海道 関

23日

泊 本陣川北久左衛門 亀山藩主石川成之郊
迎(鯛献上)

発御時、神宮を同駅の東方遥拝所よ
り遥拝

10 伊勢 東海道 亀山 休

11 伊勢 東海道 庄野 休

12 伊勢 東海道 石薬師 昼 本陣岡田市左衛門

13 伊勢 東海道 四日市

24日

泊 本陣黒川彦兵衛 津藩主藤堂高猷・高
潔使者(小脇差1口・
生魚1桶献上)
永島藩主増山正修使
者

奥羽追討軍の侵入と藩兵の
進発とによる軍資負担および
洪水・兵粮のための飢民につ
き新発田藩主溝口直正に10
万両、与坂藩主右京亮井伊
直安に2万両下賜

鹵簿(ろぼ)が通行する際に四民が業
を休んで奉迎するので、この日、沿道
府藩県に通常の如く営業すること、ま
た供奉堂上の従者等が旧弊に慣れ
て庶民を苦しめることを禁止する

14 伊勢 東海道 桑名 25日 泊 本陣大塚与六郎 四日市→富田・小向小憩→桑名

15 尾張 佐屋路 佐屋 昼 本陣加藤五左衛門 桑名浜より白鳥丸に乗船、佐屋川を
溯航して焼田に上陸

16 尾張 東海道 宮(熱田)

26日

泊 名古屋藩主徳川徳
成の西浜別邸

名古屋前藩主徳川慶
勝・藩主徳成万場村
に郊迎→慶勝-陶鶏1
隻・徳成-鮮鯛献上

17 尾張 東海道 鳴海 27日 泊 本陣下鄕良之助 名古屋藩徳川慶勝に下襲1
領、徳成に酒肴を下賜

熱田神宮親謁
浜新海松原にて農民収穫の実況を
叡覧、岩倉具視が農民に命じて稲穂
を天覧に供す→農民に菓子を下賜

18 尾張 東海道 池鯉鮒 休 本陣永田清一郎 鳴海→桶狭間を経て阿野小憩→池
鯉鮒

19 三河 東海道 岡崎

28日

泊 本陣服部専右衛門 西尾藩主松平乗秩・
乗承奉迎(杉原紙30
帖献上)
岡崎藩主本多忠民
(真綿10把献上)

諸藩兵連日警衛の労苦につ
き酒肴料として山口藩兵に金
250両、高知藩兵に金125両、
大洲藩兵に金75両を下賜

20 三河 東海道 藤川 休

21 三河 東海道 赤坂 昼 本陣平松彦十郎 赤坂→国府・伊奈小憩→吉田

22 三河 東海道 吉田

29日

泊 本陣中西与右衛門 供奉員および警衛兵士に酒
肴を下賜

23 遠江 東海道 新居 10月1日 泊 本陣飯田武兵衛 東幸供奉の二等官以下五等
官に特旨をもって烏帽子・直
垂を下賜

汐見坂で初めて太平洋を眺望

24 遠江 東海道 舞坂 2日 休 本陣宮崎伝左衛門 御座船にて浜名湖を渡り舞阪に上陸
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 東幸奉迎・天機伺い 褒賞・施与 備考

25 遠江 東海道 浜松 2日 泊 本陣杉浦助右衛門 旧浜松藩主井上正直および
百姓惣代岡本健三郎等が天
竜川堤防ならびに道路を修築
して東幸の便を図った功を賞
し、また先に水害にあった遠
江国の窮民を賑恤する
行在所において三党間ならび
に大洲藩主加藤泰秋等を御
前に召して酒饌を賜い、供奉
員一同に酒饌あるいは酒肴
料を下賜

天竜川船橋渡御

26 遠江 東海道 見附 昼 本陣神谷三郎右衛
門

27 遠江 東海道 掛川

3日

泊 本陣沢野弥三左衛
門

供奉警衛の鳥取・伊予松山両
藩兵に酒肴を賜い、連日の労
苦を慰労する

28 遠江 東海道 金谷 昼 本陣佐塚佐次右衛
門

金谷台にて足を止め、富士山を眺望
午後大井川の仮橋を渡御、東幸によ
りて初めて板橋を架す

29 駿河 東海道 島田 休 旧掛川藩主太田資美の治蹟
を表旌→朝旨を奉じて管内に
養老の典を行ない、かつ東幸
奉迎のための施設が優れて
いたため

30 駿河 東海道 藤枝

4日

泊 本陣村松伊右衛門 外国官副知事東久世通禧、天皇の
御着輦の日が近づいたので、外国人
が江戸と大磯の間を遊歩しないように
各国の公使に移牒する

31 駿河 東海道 岡部 休

32 駿河 東海道 鞠子 休 府中藩主徳川家達家
臣

安倍川の船橋渡御

33 駿河 東海道 府中 昼 本陣小倉平左衛門

34 駿河 東海道 江尻

5日

泊 本陣寺尾与右衛門

35 駿河 東海道 興津 休

36 駿河 東海道 由比 休

37 駿河 東海道 蒲原 昼 本陣平岡久兵衛 午後、富士川の船橋渡御

38 駿河 東海道 吉原

6日

泊 本陣長谷川八郎兵
衛

39 駿河 東海道 原 休 富士山の勝景を眺望。富士山の天覧
は古代未曾有の事

40 駿河 東海道 沼津 昼 本陣清水助右衛門

41 伊豆 東海道 三島

7日

泊 本陣樋口伝左衛門 旧韮山代官江川英武 府中藩主徳川家達の管内御
休泊設備、輦道の警備等指
揮宜敷を賞す
旧韮山代官江川太郎左衛
門、大義を弁じ、速やかに帰
順した功を賞して物を賜い、
家譜を上納させる
旧爆心松下加兵衛重光の戦
功を賞して物を賜う。

行在所は富士山を望むに最適。三島
神社に官幣使神祇官判事上松雅言
を代参として派遣→金幣2000疋を奉
幣
鎮将府、天皇の着御が近いので各々
東幸の聖旨を奉体して職務に勉励す
べきことを管下に命じる

42 相模 東海道 箱根 昼 本陣駒佐五右衛門 芦ノ湖の勝景を眺望。江川英武に命
じて湖上の銃猟叡覧。鴨1羽命中、献
上

43 相模 東海道 小田原

8日

泊 本陣清水金左衛門 鎮将府、諸藩士ならびに宮・堂上の
従臣等に東幸の聖旨を奉体し、各々
その分に応じて奉公するように命じる

44 相模 東海道 大磯 9日 泊 本陣小島才三郎 供奉諸藩兵ならびに漁夫等
に物を賜い、その労をねぎらう

午後、海岸に臨御。供奉諸藩の兵隊
をして群鴉の試射を叡覧。命中せず
漁夫をして地曵網を叡覧。漁夫、獲
る所の鱗介を桶に入れ、御座所に運
搬。天顔喜色。
11月22日

45 相模 東海道 藤沢 10日 泊 清浄光寺 供奉警衛の高知・佐賀・鳥取・
大洲・新谷・伊予松山・水口の
8藩兵の労をねぎらい、酒肴を
下賜

諸侯が多くの従者を従えて尊大な振
る舞いをすることを禁止する。また、1
3日の着御に際して諸兵隊および庶
民を戒めて、路傍において貴人に礼
を失することがないように命じる

46 相模 東海道 戸塚 昼 本陣沢辺九郎右衛
門

47 武蔵 東海道 保土ケ谷 休 この地より鳳輦に乗御して進発。供奉
員一同騎馬

48 武蔵 東海道 神奈川

11日

泊 本陣石井源右衛門 英・仏両国の軍隊は芝生村にて拝礼
式、同村にて鹵簿を拝観。通輦の
際、横浜港碇泊の各国軍艦一斉祝
砲。神奈川台場より砲答
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 東幸奉迎・天機伺い 褒賞・施与 備考

49 武蔵 東海道 川崎 昼 本陣田中兵庫 午後、六郷川の船橋渡御
蒲田村梅屋敷梅木久四郎宅小憩

50 武蔵 東海道 品川

12日

泊 本陣鳥山金右衛門

51 武蔵 東海道 江戸 13日 着 東幸が決定した際、京坂の富
豪三井八郎右衛門、三井三
郎助、三井次郎右衛門、島田
八郎右衛門、小野善助、山中
善右衛門、広岡久右衛門、長
田作兵衛、殿村平右衛門の9
人を召し、御東幸出納司取締
を命じて金50万両を交付し、
司判事に準じ、出納司付属藤
田和三郎等20余人と共に供
奉させ、警衛諸藩の経費、宿
駅の支払い、助郷・人夫等の
給与、奉幣・旌賞・賑恤等の
賜金、慰労・賜餐の費用等の
支出を交代で勤める
東幸総経費77万8760円89銭

卯の半刻、板輿に乗御して品川行在
所を進発→高輪の久留米藩主有馬
頼咸の邸にて小憩(品海の景を叡覧)
→増上寺小憩→午の半刻過ぎ鳳輦
に乗御→未の半刻、西城に着御→
東京城とする
是の日鹵簿の通過するや人民粛とし
て容を正し拝観する者幾千万なるを
知らず、皆感泣して曰く、図らざりき、
今日一天万乗の尊厳を仰ぎたてまつ
らんはと
外国艦船は品川及び増上寺御発な
らびに江戸城御着に際し、三たび祝
砲を放ちて敬意を表す
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 還幸奉迎・天機伺い 備考

1 山城 東海道 京都 着

2 山城 粟田口

22日

休 大津→山科村小憩→粟田口
青蓮院にて葱華輦に乗御

3 近江 東海道 大津 泊 本陣大塚嘉右衛門 菰野藩主土方雄永使者(菓子1
箱献上)

草津→瀬田村小憩→大津

4 近江 東海道 草津

21日

昼 本陣田中七左衛門 石部→梅木村小憩→草津

5 近江 東海道 石部 泊 本陣小島金左衛門 水口藩主加藤明実大野村に奉
迎→先導(藤細工の短冊挾・色
紙文匣献上)
膳所藩主本多康穣(鯉魚2尾献
上)

6 近江 東海道 水口 休 土山→大野村→土山→三雲村等宸憩
→石部

7 近江 東海道 土山 昼 本陣土山平重郎

8 伊勢 東海道 坂下

20日

休 坂下→鈴鹿峠・猪ノ鼻村等小憩→土山

9 伊勢 東海道 関 泊 本陣川北久左衛門 津藩世子藤堂高潔(鶴1隻献
上)
亀山藩主石川成之(鰻1籠献
上)

先に東幸に際し、行在所・御小休所・渡
口等において支弁する経費を詳細に調
査して上申するように命じたが、これに
従う者はなく、旧慣によって駅郷等に負
担させたと伝えられたので、この日、金2
00両を関係地方に下賜し、府藩県の官
吏・駅長・名主等、聖旨を奉戴して公平
に分配するように命じる

10 伊勢 東海道 亀山 休

11 伊勢 東海道 庄野 休

12 伊勢 東海道 石薬師 休

13 伊勢 東海道 四日市 昼 本陣黒川彦兵衛 和歌山藩主徳川茂承使者(海
老1籠献上)
神戸藩主本多忠貫使者(木綿3
反献上)

桑名→小向・富田宸憩→四日市

14 伊勢 東海道 桑名

19日

休 佐屋→木曽川下航→桑名

15 尾張 佐屋路 佐屋 18日 昼泊 本陣加藤五左衛門 熱田→二女子村・万場村・対馬村等小
休→佐屋
この日は桑名駅宿泊の予定であった
が、風勢激しく木曽川の舟行が困難で
あるため、急遽、佐屋宿を行在所とする

16 尾張 東海道 宮(熱田) 昼泊 名古屋藩主徳川徳成
の西浜別邸

名古屋藩主徳川徳成・父慶勝
奉迎→熱田駅昼食・宿泊→慶
勝より鳴海絞手綱、徳成より鯉
魚・盆栽を献上→2人に包物・
菓子を下賜
犬山藩主成瀬正肥(美濃紙献
上)
熱田大宮司千秋季副、議定正
親町三条実美天機伺いおよび
皇太后と京都の近況を奏上(天
盃・鳴海絞手綱1筋下賜)

17 尾張 東海道 鳴海

17日

休 本陣下鄕良之助 名古屋藩主徳川徳成・父慶勝
奉迎→両人供奉

18 尾張 東海道 池鯉鮒 泊 本陣永田清一郎 西尾藩主松平乗秩・刈谷藩主
土井利教

14日、岡崎宿本陣付近で出火があった
ため、急遽池鯉鮒宿本陣を行在所とす
る→岡崎藩主本多忠民天機伺い→天
皇、罹災者の窮状を憐み、金500両を忠
民に下賜して救恤

19 三河 東海道 藤川 休 赤坂→本宿村・矢矧村・大浜茶屋等宸
憩→池鯉鮒

20 三河 東海道 赤坂

16日

昼 本陣平松彦十郎

21 三河 東海道 吉田 泊 本陣中西与右衛門 吉田藩主大河内信古(白魚1籠
献上)

22 遠江 東海道 新居 昼 本陣飯田武兵衛 吉田藩主大河内信古奉迎→先
導

23 遠江 東海道 舞坂

15日

休 浜松→篠原村小憩→舞坂
舞阪より船にて浜名湖を渡る

24 遠江 東海道 浜松 泊 本陣杉浦助右衛門 旧浜松藩主井上正直

25 遠江 東海道 見附 昼 本陣神谷三郎右衛門旧横須賀藩主西尾忠篤

26 遠江 東海道 袋井

14日

休 掛川→原川村宸憩→袋井

27 遠江 東海道 掛川 泊 本陣沢野弥三左衛門

28 遠江 東海道 日坂 休

29 駿河 東海道 島田

13日

休
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 還幸奉迎・天機伺い 備考

30 駿河 東海道 藤枝 昼 本陣村松伊右衛門

31 駿河 東海道 岡部 休

32 駿河 東海道 鞠子

13日

休

33 駿河 東海道 府中 泊 本陣小倉平左衛門

34 駿河 東海道 江尻 休 江尻→小吉田村等宸憩→府中

35 駿河 東海道 興津 昼 本陣手塚十郎右衛門 昼食後、三保の松原の勝景を鑑賞

36 駿河 東海道 由比

12日

休 倉沢村で雪を戴いた富嶽を鑑賞

37 駿河 東海道 蒲原 泊 本陣平岡久兵衛

38 駿河 東海道 吉原 昼 本陣長谷川八郎兵衛 時に富嶽の全貌現れ眺望頗る佳なるを
賞す
吉原→富士川船橋渡御→岩淵村小憩
→蒲原

39 駿河 東海道 原 休 原→柏原村等宸憩→吉原

40 駿河 東海道 沼津

11日

休

41 伊豆 東海道 三島 泊 本陣樋口伝左衛門 箱根→石割坂・山中新田・三ツ谷新田
宸憩→三島
韮山代官江川太郎左衛門英武農兵を
率いて行在所を警衛

42 相模 東海道 箱根

10日

昼 本陣駒佐五右衛門 小田原→湯本村・畑村小憩→箱根

43 相模 東海道 小田原 泊 本陣清水金左衛門 小田原藩主大久保忠良使者派
遣/忠良父、荻野山中藩主大
久保教義蚫1台献上

44 相模 東海道 大磯 昼 本陣小島才三郎

45 相模 東海道 藤沢

9日

休 藤沢→茅ヶ崎南湖村等小憩→大磯

46 相模 東海道 戸塚 泊 本陣沢辺九郎右衛門

47 武蔵 東海道 川崎 昼 本陣田中兵庫

48 武蔵 東海道 品川

8日

休 本陣鳥山金右衛門 板輿に乗御

49 武蔵 東海道 東京 12月8日 発輦 卯の刻、鳳輦にて還幸
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 再東幸奉迎・天機伺い 備考

1 山城 東海道 京都 3月7日 発輦 卯の刻、小御所に出御、同半刻紫宸殿に
出御、葱華輦に乗御し、建礼門を出て再
東幸の途につく。総勢3500人余。順路は
略々客秋投稿の際と同じ。

2 山城 粟田口 休 青蓮院 板輿に移御
粟田口→山科の奴茶屋小休

3 近江 東海道 大津 昼 本陣大塚嘉右衛門 円満院(昆布1台献上)
園城寺(菓子1箱献上)

大津→鳥居川小休

4 近江 東海道 草津

7日

泊 本陣田中七左衛門 膳所藩主本多康穣(鮒魚献上)
錦織寺(白砂糖献上)

内侍所は本陣田中九蔵宅
行在所警衛の膳所藩屏に酒肴料1万疋下
賜。爾後各地において警衛の藩兵に酒肴
料を下賜してその労を慰めることを例とな
す

5 近江 東海道 石部 昼 本陣小島金左衛門 草津→梅ノ木小休→水口→三雲小休

6 近江 東海道 水口

8日

泊 本陣鵜飼喜内 水口藩主加藤明実(真綿1台献
上)

爾後、概ね朝は卯の刻発御、夕は申の刻
行在所着御を例とする

7 近江 東海道 土山 昼 本陣土山平重郎 西大路藩主市橋長義 水口→大野小休

8 伊勢 東海道 坂下 休 山内小憩→鈴鹿峠→坂下

9 伊勢 東海道 関

9日

泊 本陣川北久左衛門 亀山藩主石川成之・隠居閑翁
奉迎(鯉魚・鮮鯛献上)
津藩主藤堂高猷、世子高潔派
遣→領内を供奉

10 伊勢 伊勢路 津 昼 (津藩)賓館 津藩主藤堂高猷・高潔(鮮鯛献
上)

伊勢街道に入る→椋本・窪田小休→津→
島貫小休

11 伊勢 伊勢路 松坂

10日

泊 和歌山藩陣屋 和歌山藩主徳川茂承重臣派遣
(鯉魚献上)

12 伊勢 伊勢路 山田 11日 泊 豊受太神宮（外宮） 久居藩主藤堂高邦(鮮鯛1折献
上)
度会府知事橋本実梁奉迎(生
魚2桶献上)
外宮一祢宜名代・同祢宜惣代
より大麻1台・蚫1桶献上

神宮親謁により神宮大御饌奉納を再興
松坂→斎宮小休→小俣宸憩の後葱華輦
に乗御して宮川渡御

13 伊勢 伊勢路 宇治 12日 泊 皇太神宮（内宮） 大宮司藤波教忠-御祓大麻1台
・福多味500、伊勢盈子(慶光院
住持)御祓・干鰹1箱、外宮祢宜
一同大麻1台・蚫1籠、内宮権
祢宜惣代五祢宜藤波氏命・七
祢宜沢田泰綱一万度御祓・肴1
台献上
神宮警備久居藩主藤堂高邦

午前-豊受太神宮、午後-皇太神宮親謁

14 伊勢 伊勢路 松坂 昼 和歌山藩仕入役所 津藩世子藤堂高潔前駆
和歌山藩主徳川茂承重臣派遣
(福多味1台献上)

外宮文殿・小俣小休→斎宮宸憩→松坂

15 伊勢 伊勢路 津

13日

泊 (津藩)賓館 津藩主世子藤堂高潔(望遠鏡・
菓子献上)
鳥羽藩主稲垣長敬(真珠献上)
専修寺住職前大僧正堯煕(菓
子献上)

松坂→島貫小休→津

16 伊勢 伊勢路 神戸 昼 本陣富坂栄太郎 津藩世子藤堂高潔・亀山藩主
石川成之奉迎
神戸藩主本多忠貫奉迎(白木
綿5端献上)

神戸→啓蹕小休→日永小休→四日市

17 伊勢 東海道 四日市

14日

泊 本陣黒川彦兵衛

18 伊勢 東海道 桑名 15日 泊 本陣大塚与六郎 供奉の金沢藩主前田慶寧・彦
根藩主井伊直憲・水口藩主加
藤明実・高徳藩主戸田忠綱等
を謁見

四日市→富田小休→桑名
小舟に乗御、打網の状を天覧

19 尾張 佐屋路 佐屋 昼 本陣加藤五左衛門 熱田宮代参右大弁坊城俊政参向
白鳥丸に状御→木曽川溯航→前ケ須新
田上陸→佐屋

20 尾張 東海道 宮(熱田)

16日

泊 名古屋藩主徳川徳成
の西浜別邸

前名古屋藩主徳川慶勝-鮮
鯛、同藩主徳成-生魚献上
熱田宮大宮司千秋季福(神符・
熨斗献上)

佐屋→神守・万場・高須賀小休

21 尾張 東海道 鳴海 休 熱田→鳴海→東阿野小休

22 尾張 東海道 池鯉鮒 昼 本陣永田清一郎 苅田藩主土井利教(真綿5結献
上)、西端藩主本多忠鵬
岡崎藩主本多忠直重臣(杉原
紙献上)

池鯉鮒→大浜小休→矢矧川渡御→岡崎

23 三河 東海道 岡崎

17日

泊 本陣服部専右衛門
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国名 道 宿駅 月日 泊休 泊休所 再東幸奉迎・天機伺い 備考

24 三河 東海道 藤川 休 西尾藩主松平乗秩名代世子乗
承奉送

25 三河 東海道 赤坂 昼 本陣平松彦十郎 半原藩主安部信発 赤坂→伊奈小休→吉田

26 三河 東海道 吉田

18日

泊 本陣中西与右衛門 吉田藩主大河内信古郊迎(真
綿献上)

27 三河 東海道 二川 休

28 遠江 東海道 白須賀 休

29 遠江 東海道 新居 昼 本陣飯田武兵衛 吉田藩主大河内信古 新居→御船乗御、今切渡を渡御

30 遠江 東海道 舞坂 休 上陸小休→篠原宸憩→浜松

31 遠江 東海道 浜松

19日

泊 本陣杉浦助右衛門

32 遠江 東海道 見附 休 浜松→天竜川船橋渡御→池田・見附小休

33 遠江 東海道 袋井 昼 本陣田代八郎右衛門 袋井→原川宸憩→掛川

34 遠江 東海道 掛川

20日

泊 本陣沢野弥三左衛門

35 遠江 東海道 日坂 休 日坂→山路ゆえ夜啼石辺より山中13町ば
かりを騎馬にて進御→小夜中山宸憩

36 遠江 東海道 金谷 昼 本陣佐塚佐次右衛門 金谷→大井川仮橋渡御→島田

37 駿河 東海道 島田 休

38 駿河 東海道 藤枝

21日

泊 本陣村松伊右衛門

39 駿河 東海道 岡部 休

40 駿河 東海道 鞠子 休

41 駿河 東海道 府中 昼 本陣小倉平左衛門 藩主徳川家達奉迎(硯蓋・重几
〈竹細工〉・興津鯛献上)→引見
して包物下賜

42 駿河 東海道 江尻

22日

泊 本陣寺尾与右衛門 府中→小吉田小休→江尻

43 駿河 東海道 興津 休 清見寺 清見潟・三保松原を叡覧
興津→倉沢小休→蒲原

44 駿河 東海道 蒲原 昼 本陣平岡久兵衛

45 駿河 東海道 吉原

23日

泊 本陣長谷川八郎兵衛 蒲原→富士川船橋渡御→吉原

46 駿河 東海道 原 休 吉原→柏原小休→原

47 駿河 東海道 沼津 昼 本陣清水助右衛門

48 伊豆 東海道 三島

24日

泊 本陣樋口伝左衛門

49 相模 東海道 箱根 昼 本陣駒佐五右衛門 韮山県知事江川太郎左衛門先
駆

三島→三ツ谷新田・山中新田・石割坂小
休→箱根
昼食後、前後衛兵中各15人を選抜して角
打を天覧→賞金下賜

50 相模 東海道 小田原

25日

泊 本陣清水金左衛門 小田原藩主大久保忠良郊迎
(蚫献上)

箱根→白見坂御野立→畑・湯本小休→小
田原

51 相模 東海道 大磯 昼 本陣小島才三郎 小田原藩主大久保忠良奉送
(酒匂川西岸)→神奈川県知事
寺島陶蔵奉迎(東岸)

小田原→酒匂川渡御→山西小休→大磯

52 相模 東海道 藤沢

26日

泊 清浄光寺 金沢藩主米倉昌言
荻野山中藩主大久保教義

53 相模 東海道 戸塚 休

54 武蔵 東海道 保土ケ谷 休

55 武蔵 東海道 神奈川 昼 本陣石井源右衛門 神奈川在留の外国人等芝生村に鹵簿を
奉迎して拝観

56 武蔵 東海道 川崎 休 川崎→蒲田小休→品川

57 武蔵 東海道 品川

27日

泊 本陣鳥山金右衛門

58 武蔵 東海道 東京 28日 着 板輿にて品川を発御
鹵簿京都御発輦の時に同じく、粛々として
大路を進む。輦路の両側には満都の庶民
堵列して聖駕を奉迎す
午の刻着御
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年号 西暦 主な事項 大磯宿と東海道の動向

文久２ 1862 12／19 将軍家茂上洛につき相模国藤沢宿から駿河
国三島宿までの御賄置米と新規宿駕籠1か宿100挺
の用意を命じる『大磯町史』2・№224

１／17 来る2月26日に将軍家茂が軍艦で上洛することを
正式に申し渡す

１／23 宿・助郷疲弊につき相模国藤沢宿から駿河国
原宿まで去年一橋慶喜上京の際の人馬継立御仁恵
手当金の下賜を命じる『大磯町史』2・№224
１／27 将軍家茂上洛につき相模国藤沢宿から駿河
国吉原宿までの御道筋、御旅館向取繕・御警備向、
その他建物共御入用を江川太郎左衛門の請払持場
とする『大磯町史』2・№224

２／11 将軍家茂が東海道を陸路で上洛することを申し
渡す

２／12 大磯宿が将軍家茂上洛について白米が不足
するため主段を願い出る『大磯町史』2・№225

２／13 将軍徳川家茂、上洛のため出立

３／４ 将軍徳川家茂入京
３／11孝明天皇賀茂社行幸

３／　将軍家茂上洛につき関東の在方取締りの触書
が出る『寒川町史』3・№196

４／11 孝明天皇の石清水八幡宮行幸
４／20 将軍徳川家茂、攘夷の期日を５月10日と答える

５／９ 老中小笠原長行、独断で生麦事件賠償金10万ポ
ンドを支払う
５／10 長州藩、米商船を砲撃して攘夷を決行→23日仏
軍艦・26日オランダ軍艦を砲撃

６／９ 将軍徳川家茂、京都出立→６／13大坂より軍艦翔
鶴丸で出帆→６／16江戸着

６月より　幕府御勘定中山誠一郎と関東取締出役が
寄場組合をまわって教諭を行なう『寒川町史』3・№19
7

７／２ イギリス艦隊が鹿児島湾進攻→薩英戦争

８／18 朝廷でクーデタが起こる→八月十八日の政変

文久３ 1863

12／28 将軍徳川家茂、軍艦翔鶴丸で再び上洛

文久４ １／15 将軍徳川家茂、再入京 １／　中丸村他14か村の定助郷村々が塩海村の伝
馬金滞納一件について大磯宿に将軍家茂上洛御用
の賄方立替えを大磯宿に依頼する『大磯町史』2・№2
27

３／27 藤田小四郎ら天狗党、筑波山で蜂起する（天狗
党の乱）

５／７ 将軍徳川家茂、京都出立→５／16大坂出帆→５／
20江戸着

５／　将軍家茂京都より帰府について御供面々五月
雨の時節川々満水の取扱いなど心得方について組
合宿々取締役より申し入れを行なう『大磯町史』2・№
228

６／５ 新選組が京都・三条河原町の旅館池田屋に集ま
った尊王攘夷派の志士を襲撃（池田屋事件）

７／19 長州藩藩兵ら、御所を襲撃し、薩摩藩・会津藩等
の兵と戦って敗れる（禁門の変）
７／23 長州藩追討の勅令（第１次長州征伐）

８／５ 英・米・オランダ・仏４国連合艦隊の17隻、下関砲
台を攻撃→８／14講和

８／15 将軍家茂の進発に対し、大磯宿と平塚宿が当
分助郷について嘆願書を提出する『大磯町史』2・№2
29
８／　 将軍家茂の進発について東海道53か宿の助
郷惣代が人馬休泊の賄い方趣法を願い出る『大磯町
史』2・№229
８／　 将軍家茂の進発について東海道53か宿の助
郷惣代が人馬休泊の賄い方趣法を願い出る『大磯町
史』2・№229
８／　 伝馬継立て増加につき大磯宿定助西組10か
村が宿方にて助郷会所賄いを受け持って欲しいとす
る嘆願書を提出『大磯町史』2・№56

10／　大磯宿の助郷組合が人馬賃銭5割増分を高割
で助郷村々に分配するように願い出る『大磯町史』2・
№58

元治元

1864

12／18 長州藩降伏  ― 藤沢宿助郷21か村が御進発以外の加助郷の免
除を願い出る『寒川町史』2・№243
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年号 西暦 主な事項 大磯宿と東海道の動向

元治２  ― 品川宿から箱根宿までの「十ケ宿組合」が「申合
再議定」を交わす『大磯町史』2・№59

４／　 将軍家茂、長州藩の再征伐を触達

５／16 将軍家茂、長州藩再征伐のため進発開始 ５／10 小田原藩が将軍家茂上洛の御用筋出精につ
き一斉に免状を発給する

閏5／22 将軍徳川家茂、上洛して参内する

６／20 品川宿から小田原宿までの９か宿が御進発の
人馬について嘆願書を提出する『大磯町史』2・№230

慶応元

1865

９／21 将軍徳川家茂、長州再征の勅書を受ける

１／21 京都の薩摩藩邸で、西郷隆盛と木戸孝允が薩長
同盟の密約を結ぶ

２／７ 相州三浦郡長沢村他5か村、高座郡田名村他
10か村、武蔵国男衾郡木呂子村他21か村、比企郡
岩殿村他8か村、高麗郡高萩村他8か村、合計51か
村に大磯宿当分助郷を命じる『大磯町史』2・№59

３／17 大磯宿への当分助郷を命じられた武州男衾
郡10か村が金銭による代銭勤めによる示談を願い出
る『大磯町史』2・№60

６／７ 幕府の軍艦、周防大島を砲撃する（第２次長州征
伐開始）

７／20 将軍徳川家茂没(21歳)

慶応２ 1866

12／25 孝明天皇没(37歳)

１／９ 明治天皇践祚

10／14 将軍徳川慶喜、大政奉還

慶応３ 1867

12／９ 王政復古の大号令小御所会議で、徳川慶喜に辞
官・納地を命ずる
12／15 相模国荻野山中藩陣屋が薩摩藩士鯉渕四郎ら
によって焼き打ちされる

１／３ 鳥羽・伏見の戦い戊辰戦争起こる
１／17 参与・大久保利通より総裁・有栖川宮熾仁親王に
対して、天皇が石清水八幡宮に参詣し、続いて大坂行
幸を行なうように提言する
１／23 太政官会議において浪華遷都(大坂遷都)の建白
書が提出される → 26日 廃案 → 29日 大坂行幸が決定
(一時的)

１／　横浜裁判所設置

２／３ 天皇親征の詔
２／９ 有栖川宮熾仁親王を東征軍とする東征軍が組織
される
２／12 慶喜、江戸城西丸を出て上野寛永寺で蟄居
２／15 東征軍が東海道・東山道・北陸道の三道にわか
れて進軍開始

２／15頃 甲州方面より駿河国駿東郡須走村・御殿場
村に「一橋家の浪人」を名乗る浪士隊が来る一部は
矢倉沢関所まで押しかける

３／13 西郷隆盛・勝海舟の会談で江戸城開城に合意
３／14 明治天皇、五箇条の御誓文を公布
３／21 明治天皇、大坂行幸のために京都を鳳輿

３／３ 藤沢宿へ総督府より人馬継立と兵食御用が命
じられる『藤間柳庵「太平年表実録」』№112（茅ケ崎
市史資料集）

慶応４ 1868

４／11 江戸城を開城する ４／　神奈川奉行所の職務を引き継いで横浜裁判所
を神奈川裁判所と改める
４／　大総督府会計方から小田原役所を通じて、相
模国愛甲郡10か村、高座郡4か村、大住郡2か村、津
久井県6か村、武蔵国男衾郡28か村、比企郡21か
村、高麗郡10か村、秩父郡全村に当分助郷を命じる
『大磯町史』2・№62
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年号 西暦 主な事項 大磯宿と東海道の動向

閏４／１ 大木喬任(軍務局判事)と江藤新平(東征大総督
府軍監)が、佐賀(肥前)藩論として「東西両都」の建白書
を岩倉具視に提出する
閏４／８ 明治天皇が大坂から京都に還幸
閏４／21 新政府が「政体書」を発表 → 27日 頒布 → 府
藩県三治制を制定
閏４／29 田安家の徳川亀之助(6歳のち、家達)に徳川宗
家の相続を許可する
閏４／ 　明治政府の官制改定により太政官に会計官を
置き、その管下に駅逓司を設置する

閏４／　官軍総督府通行のため大磯宿への当分助
郷を命じられた武州秩父郡村々が免除を願い出る
『大磯町史』2・№62

５／15 上野彰義隊の戦い新政府、新紙幣（太政官札）を
発行
５／24 徳川亀之助の駿府70万石への移封が決定
５／　 駅逓規則を定めて宿・助郷の改革を命じる

５／20 官軍が幕府遊撃隊と箱根で戦闘
５／21 小田原藩が遊撃隊と和睦豆相軍源中井範五
郎が遊撃隊によって殺害される
５／24 官軍先陣隊700人が平塚・大磯両宿に在陣
５／24 小田原藩、中垣謙斎の説得を聞き入れる
５／25 小田原藩主大久保忠礼、謹慎
５／26 箱根の山崎で官軍と遊撃隊が戦闘

６／19 参与・木戸孝允と大木喬任に江戸が帝都として適
しているか調査にあたらせることを結滞 → ７／17 京都に
帰り、奠都が可能であることを報告

６／15 大磯宿組合惣代が東征軍の兵食御賄方の免
除を願い出る『大磯町史』2・№239
６／17 神奈川裁判所を神奈川府と改称

７／17 江戸を東京と改称 ７／３ 徳川亀之助駿河府中引っ越しにつき品川宿よ
り蒲原宿までの加助郷村々に人馬の継立てを命じる
『大磯町史』2・№242

慶応４

８／９ 徳川亀之助が駿河府中に向けて東京を発つ
８／27 明治天皇が即位の礼を執行する

８／晦 横浜表10里四方が裁判所の支配となる『関口
日記』第16巻 p353

９／８ 明治と改元、一世一元の制を定める
９／20 明治天皇、京都御所を鳳輿（東幸 →約3,300人）
９／　 明治天皇東幸につき駅逓規則を定める

９／　明治天皇東幸につき相模国淘綾郡西窪村、大
住郡落幡村他16か村に当分助郷、愛甲郡戸室村他
12か村、高座郡相原村他16か村、大住郡寺山村他1
か村、津久井県野原村他2か村に増当分助郷を命じ
る

９／20 明治天皇、京都御所を鳳輿（東幸 →約3,300人） ９／　 明治天皇東幸につき相模国淘綾郡西窪村、大
住郡落幡村他16か村に当分助郷、愛甲郡戸室村他
12か村、高座郡相原村他16か村、大住郡寺山村他1
か村、津久井県野原村他2か村に増当分助郷を命じ
る
９／21 神奈川府を神奈川県と改称

10／13 明治天皇、東京に到着、江戸城を東京城と改
め、東幸の際の皇居とする
10／17 明治天皇による万機親裁の詔を発する

10／24 明治天皇、東京城にて関東の村々に対して
天皇親政の触書を出す『藤間柳庵「太平年表実録」』
№173（茅ケ崎市史資料集）

11／６ 神奈川10里四方を神奈川県の支配とする『大
磯町史』2・№246

明治元

1868

12／８ 明治天皇、京都に還幸
12／22京都に到着
12／28 中山慶子と大婚

12／　明治天皇還幸につき戸塚宿・藤沢宿・平塚宿・
大磯宿の4か宿が合宿で継立を行なう『大磯町史』2・
№247

２／　 宿・助郷を一体とする改革仕法が出される

３／７ 明治天皇再東幸
３／28 明治天皇、東京に到着 → 東京城を「皇城」と改
称 → 10／24 皇后東京移転

３／　宿・助郷の一体化を基本方針とする駅逓規則
の改正仕法を申し渡す『大磯町史』2・№65

６／17 諸藩主の版籍奉還を許し、各藩知事に任命（～6.
25）公家・大名に華族、旧藩士に士族の称号を与える

７／８ 官制を改革し、太政官・神祇官の二官六省の制を
定める

明治２ 1869

12／　大磯宿助郷を上総国埴生村々が勤めていな
いとして訴える『大磯町史』2・№66

明治３ 1870 ３／９ 太政官より駅法再改正が布告され、4月より再び宿
と助郷を分割

明治４ 1871 ７／11 廃藩置県の証書が出される

明治５ 1872 ２／　 陸運会社規則により東海道各駅の伝馬所と助郷を
廃止する
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