小田原史談会2019年度年次総会・講演会
2019.06.01(日) 14時15分～

小田原藩の藩政改革
－中興の租 大久保忠真－
於.市民交流センター（UMECO）第1～第3会議室
東海大学教育開発研究センター 教授

馬場 弘臣

Ⅰ.藩政改革とは？
a)改革と革命
改革⋯reformation 社会の変動や危機に対応し，あるいは適合するように社会的，経済的，政治的諸制度や諸組織，
諸政策などを部分的に改善することをいう。したがって社会の基本的な仕組みの全面的変革である革命(revolution)
とは区別される。改革は，既存体制の許容範囲内で改善や改良を重ね，場合によっては変革主体の要求の一部を充足
することになるが，他方体制の全面的変革や崩壊を防止するという意味をももっている。
『ブリタニカ』

b)近世後期の藩政改革→４つの要素
藩財政の再建
・殖産興業と金融政策
・行財政機構の再編 → 役職改編
・家臣団構造の改編
②民政改革
・地方支配機構・組織の再編
・領内産業の育成と専売制

～藩札

③人材育成→藩士教育と人材登用→藩校の設置
④海防と軍制改革
《小田原藩の場合は？》

全体要因（構造的要因）と個別要因

・譜代小田原藩における財政再建策←→行政機構の改編・整備
・元禄16年(1703)大地震と宝永4年(1707)の富士山噴火の残滓 → 村落再生と地方支配機構の改編
※報徳仕法の導入を考える → 財政構造全体からみれば一部に過ぎない金次郎の仕法
※あまりにも低かった小田原藩の改革に関する従来の評価
《大久保忠真》
小田原藩主として⋯積極的な政策
幕閣として
・大坂城代⋯上方商人との縁故
・京都所司代⋯光格天皇の譲位、霞の侍従、曙の侍従 → 文化人
・老中⋯水野忠成政権下の苦悩 ⇔ 水戸藩主徳川斉昭との関係 → 老中首座・勝手掛老中兼帯
※本日の講演は、財政再建と行財政の改革に絞って概略をお話ししましょう！

Ⅱ.小田原藩の苦悩－大災害の後遺症－
史料№１ 寛政4年(1792)6月 老中戸田氏教宛て小田原藩主大久保忠顕申上書
（大久保忠朝）

はいりようつかまつ

い らい

六代已前加賀守、貞享年中再小田原拝 領 仕 り候已来、箱根・根府川御関所を始め、その外四ケ所(谷ケ・山
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て びろ

ご ようがい

くわ

北・仙石原・矢倉沢関所)手広の御要害前々よりそれぞれ手当て申し付け置き候所、去る春委しく御調べこれ
つかまつ

あり。且つ浦固めの義永久相続仕り候様厚く御主意仰せ出だされ、仍って海陸共にいよいよ怠惰 仕 らず候様、
そうら え ども

ふ によ い

尚又追々手配申し付け 候 得共、兼々勝手不如意に付き、存念の程行き届き兼ね心外に存じ奉り候。その次第
べつ

は元禄十六年地震、引き続き宝永四年砂降り等にて収納米格段に相減じ、
〔中略〕
、前書きの通り近来海陸別し
じ ねん

ようすう

て厳重の御沙汰御座候上は、自然手薄の場に陥り候ては恐れ入り候。勿論関東要枢の御場所、曽て自己の義に
しか

も御座なく、然る上は差し控え罷り在り候義却て不本意に存じ奉り候。
〔後略〕
①大久保氏が小田原を再拝領した貞享3年(1686)以来、追々加増を受けてきたが（当時拝領高11万3,129石
余）、全体の物成（年貢）は、肥前唐津（佐賀県唐津市）時代の拝領高８万3,129石余と比べてもかなりの
減少となっている。それでも元禄から宝永の頃（18世紀前後）までは、米5万1,040石余、取永3,700貫余
の収納があった。
②ところが、元禄16年(1703)におこった小田原大地震とその際の出火の被害で、城廻り・家中屋敷から町郷
にいたるまで壊滅的な打撃を受けてしまった。この復興資金として幕府から１万5,000両を拝借するととも
に、当座の手当てとして城廻りの普請金に10万両余、町郷中までの手当金として６万余両が出費となり、
大借財を抱えてしまった。
さがみのくに

③さらに引き続いておこった宝永4年(1707)の富士山噴火による「焼砂吹出」の被害で、相模国(神奈川県)・
するがのくに

もうしよ

ふ じき

駿河国(静岡県)領分の内５万6,000石余が亡所(荒廃地)となり、夫食(食料)などの手当てで多大な出費がか
かった。
じようち

みかわのくに

みののくに

はりまのくに

④ただし、その際には被災地118カ村が上知となり、三河国(愛知県)・美濃国(愛知県)・播磨国(兵庫県)・伊
豆国に代知(229カ村)が与えられ、幕府の手で復旧工事を行なった後、享保元年(1716)、延享４年(1747)
の２度に分けて返還されたが、噴火以前の収納と引き合せれば、1万120石の減少となった。
⑤返還されたとはいえ、そもそも酒匂川自体が土砂の流入で川床が高くなり、洪水を引き起こしやすくなった
ことから、川付の村々は常にその被害の危険にさらされている。さらに噴火以来土地柄が変質したことによ
って、充分な収穫が期待できないようになった。
⑥それでも百姓たちの努力によって、近来はどうにか再開発も進んではいるが、上知を受けた村々の年貢米は
1万3,300石程度で、元禄の頃と比べれば9,000石余の減少となった。

減少を続ける年貢米

図１．酒匂川付き村々における年貢米の変遷
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図２．小田原藩領における年貢米収納の変遷

・寛政4年－老中松平定信の寛政改革と海防政策
いんこう

・江戸の咽喉としての小田原藩
・大災害による年貢の減少

←→

→箱根・仙石原・矢倉沢・谷ケ・山北・根府川⋯６つの関所
軍役～海防への懸念

家臣の俸禄米も大減封

図３．吉岡家手取米の変遷
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「吉岡由緒書」＝寛永19年(1642)から明治５年(1872)にいたる藩士吉岡家の家譜
吉岡家－知行高340石(家臣団では上位)→100石＝108俵支給（蔵前知行＝俸禄米)→366俵1斗8合
・俸禄米(家禄)×○分○厘渡方（支給率）＝手取米（＋役米etc.） →【減米】
・正徳２年(1712)→手取米5分渡方(半知)

183俵余

→元禄16年(1703)の大地震と宝永４年(1707)の富士山噴火に

よる被害から → 約50年にわたって一方的に減少を続ける＝「明和之袋米」

藩領の上知と返還 → 分散する領地
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Ⅲ．寛政6年(1794)増徴定免制の意義

→ 史料№３
→ 史料№２

・請免制と畝引検見

・年貢収納の行き詰まりと増徴定免制の意義 → 一般的な定免制と異なり、小田原藩では、反取額を一定化し
て10か年変更しないことを「定免制」という
・一般的な定免制に近いのは「請免制」
・10か年定免制はその後、ほとんど変更されることはない → 年貢収納の限界 → 新たな手立て
・ぞの2年後に忠真が16際で家督を継ぐ

Ⅳ．藩主大久保忠真による享和～天保改革
・小田原藩13代藩主大久保忠真。その人物像→水戸藩徳川斉昭

～霞(曙)の

侍従
かわ じ としあきら

・幕吏 川路聖 謨 の懸念
聖謨によれば、忠真について世間の人々がすこぶる感服していたこと
が３つあったという。第１にすべてのことを直裁にして少しも家臣の手
にかけないこと、第２に書き物さえも右筆の手に委ねないこと、第３に
少しも遊山がましいことに興味を示さず、御用向きばかりに励んでいる
ことの三つである（率先垂範型のワンマンで、仕事一途）。ただし、聖
謨にいわせれば、世間がそうした忠真に感心するのはもっともなことで
はあるが、逆にそれが自分の懸念でもあったという。聖謨の懸念は、そ
の一途さが忠真自身の体を蝕んで病を引き起こし、ひいては「天下再興」
という大望を果たせないようなことでもなりはしないかということであ
った。
①一定のスパーンを定めた計画性のある財政政策→大がかりな金融策

大久保忠真像

(金策)の導入
②大規模な行財政政策→藩役人のリストラと人材登用
じ かた

③地方に対する積極的な政策→農村教諭と具体的な政策 → 報徳仕法の導入

◎改革の３つの画期
【第１期】享和３年(1803)7月～
★「旧弊一洗」の直書

→ 史料№４

累年の財政難は全く心に叶わないことであり、家臣に対しても約束通りの扶持を支給することができず、困窮が募
るばかりで苦労をかけている。また、領内もとかく困窮していると聞き、何とも嘆かわしい次第である。それでも譜
代の家柄として、まず第一に幕府の軍役を果たさなければならず、そのための軍備も整えなければならないが、それ
すらも心許ない。これもすべては自分が至らないためであり、「国家」を預る身分の「大罪」である。ともかく幕府
への軍役や勤め向きを差支えのないように勤めるとともに、家中の末々までも扶助が行届き、領内の万民が安心して
暮らせるように「真実」を尽くしたいが、自分一人では力がおよばないので、家臣一同が一つとなり、私事を捨てて
「公儀」第一と心掛け、心底を尽くして協力してほしい。そのためにはとにかく「旧弊」を改め、質素倹約に勤めな
ければならない。

・忠真の幕閣昇進－文化元年(1804)寺社奉行(奏者番兼帯)→同7年 大坂城代→同12年京都所司代→文政元年
(1818)老中
・大坂鴻池善右衛門家との取引き→新方六軒家(鴻池善右衛門・鴻池庄兵衛・加島屋和三郎・加島屋源七・塩
屋平兵衛・升屋源助)←→古方八(十)軒家
・領知替え運動 → 表２参照
・幕府公金の借用

＊文化年間(1804～18)の借金が30万両 → 利足1割でも年間3万両の支払い！
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→ 史料№５

【第２期】文政元年(1818)11月～
★忠真の幕府老中就任と酒匂河原における教諭
・酒匂河原における領内の奇特人や孝人の表彰→二
宮金次郎(尊徳)との出会い
・地方政策の展開→訴状箱の設置と取締役制の導入
―組合村
・家臣団対策→藩主御手元金の貸付制度と藩校諸稽
古所(集成館)～浅田鉄蔵兄弟の仇討ちと大久保忠
隣200回忌法要(文政10年)
◎上方への借銀(御頼談)とその整理－寛政８年(17
96)・文政元年(1818) → 文政5年(1822)上方

酒匂河原における忠真の教諭

借金利足の5か年据え置き仕法 → 史料№6

◎積金趣法の展開
※錬金術としての無尽講－武家講・藩営無尽
・文化９年(1812)融通積金趣法
・文政６年(1823)大成積金趣法
・文政８年(1825)惣益積金趣法
・文政９年(1826)上方四貫目掛講

【第３期】文政11年(1828)11月～
★「十ケ年御勝手向御改革」の直書

→ 史料№７

つまるところこの改革は、積り積った借財の「減借」を最重要課題として、藩財政の再建のためにその「土台」―
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―財政収支――を定め、それに応じて10カ年の間、上下あわせて一層の倹約に努めようというものであった。減借
の方法としては、関東の銀主共へは惣益趣法をもって減借にあて、御高外役や御所務、さらには大成趣法などを幕府
への返納金や名目金の返納に振り向けるが、それでも家中を含めた全借財の３分の１にもおよばない。そこで多分の
不足を補うために、関東における領地の朱印高5万3,430石余の内四ツ物成（40％）＝3万2,057石余を「土台」と
定める。これは3斗7升詰めの俵に換算すると8万6,642俵余となり、そのうち、田方米を7万4,867俵余、畑方金を4,
737両余と見積もっている。そしてこの内の40％を藩主や御台所の入用に、60％を家中の俸禄米に振り分け、その
実を上げるために10か年の間格別の倹約を命じるという。

《家臣団政策》
・藩役人の削減と役職の再編
・切米・扶持の知行高直し
・扶持米と役高米の改正 → 根取米仕法－在役7分(70%)・6分(60%)⇔無役5分(50%)＝根取米×削減率
表3．文政11年改革前後の家臣団編成

《地方政策》→農村復興策
・一領支配と取締役の再編

※天保８年(1837)2月、報徳仕法の領内導入

→史料№８

・報徳仕法の導入は、藩財政全体からみれば一部にしか過ぎない → とくに農村部の再建を委託＝民間資
金の導入という製革

※忠真の死と改革のその後
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表4.文政11年(1840)８月の藩役人任免表
任免

役

職

役

御勝手方年寄
御用人

人

名

吉岡儀大夫
石原五郎左衛門、高月左次馬
近藤吉左衛門（当勤御用人）

御 大勘定奉行

大橋利十郎、湯沢林内、平田権八

吟味役
郡奉行

小川由右衛門
千賀衛守（町奉行・寺社奉行は全員御免）

代官

神谷儀作、野崎貞六、荒川啓助

大川通川除・村々堰川除方改役 杉山伴右衛門、井上龍左衛門
免
佐藤伊野右衛門
堰川除開発方

村山儀平治、竹井太治兵衛、福崎善平
菊間鉄蔵
星崎大作

大川通川除方
御用人

早川茂右衛門、堀江作助、牧島隼太
三幣又左衛門（三奉行兼帯）

大勘定奉行（御普請奉行兼帯） 鵜沢作右衛門、岩崎市左衛門
深水程右衛門（代官他兼帯）
新 吟味役（大金奉行兼帯）

川崎喜久右衛門、青柳清左衛門
浅沢治郎左衛門、市丸佐十郎
寺社奉行、町奉行、郡奉行兼帯 竹内藤左衛門、坂部与八郎、松下良左衛門
三幣又左衛門（御用人兼帯）
代官、大川通川除・村々堰川除 松井恭助、森為右衛門、塚部伊津右衛門、
開発方改役、御貸物取立役兼帯 川口漉右衛門
深水程右衛門（大勘定奉行兼帯）

浦代官、寺社奉行・町奉行・郡 村田沖右衛門、木立順助
奉行手代、大川通川除方・堰川
任 除開発方兼帯
寺社奉行･町奉行･郡奉行手代、 田中伊三郎、山崎金五兵衛、小林涌右衛門
大川通川除方・堰川除開発方兼 分部喜多右衛門、進藤碩弥
帯
代官手代、納方諸小奉行

清水仁三郎、目良貞兵衛、馬場紋吉
大芝甚助、洞田吉太郎

【大久保忠真関連略年表】
年号

西暦

＊は忠真作の和歌
項

目

年齢

天明元

1781 12.江戸芝の藩邸において誕生.

寛政 4

1792 12.従五位下出羽守に叙任.

12

6

1794

3.年貢増徴定免制を申し渡す.

14

8

1796

1.小田原城11万3129石余を襲封-列帝鑑之間./9.御賄方御用として上方表の借金返済のために
吉岡信郷に登坂を命じる./11.安芸守叙任.

16
20

12 1800

期

8.奏者番を拝命する.

享和 3

1803

7.総家中に対して直書を示し,旧弊の改革を宣言する./－ 今年よりあと家中扶持米渡し方の減
米を申渡す.

23

文化元

1804

1.寺社奉行を拝命する.

24

5

1808 － 今年より家中扶持米渡し方の増米を申渡す.

28

7

1810

6.大坂城代を拝命し,従四位下に叙せられる./ 6.加賀守に改める./ 7.大坂城代拝命につき公金
1万両を拝借する./ 9.美作・武蔵・常陸領分の所替を幕府に願い出る./－大坂の両替商鴻池
本家より借金を開始.

30 第

9

1812

5.融通積金趣法を計画する./12.願いのごとく,領地美作国4郡の内2万4349石余を摂津国2郡,
河内国10郡の内に移される.

32 一

【位山 登りて見れば いや高し ただ忘れめや もとの麓を】＊
12 1815

4.京都所司代を拝命する.侍従任官./ 5.京都所司代拝命につき公金1万両を拝借する./ 6.京都
所司代の御役地として1万石を拝領する.
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35 期

14 1817

3.2月の小田原城下大火および京都御大礼につき公金5000両を拝借する./ 3.光格天皇譲位行
幸につき忠真供奉.

37

※霞の侍従,曙の侍従

【賑へる 都の民の 夕けふり 冬も長閑に 霞むとそ見ゆ】＊
【見渡せば 心にかかる くまもなし 月に勝れる 雪の曙】＊
文政元 1818

8.老中職を拝命する./11.領内の各筋ごとに取締役を設置する.老中として帰府の際,酒匂川原に
おいて教諭を申渡し,奇特人や孝行人等の表彰を行なう.城内三之丸御用所門前に訴状箱を設
置する./-御勝手方頭取吉野図書らを上方に派遣して低利の借金の頼談をする。

38

【身にかえて 永遠にそ思ふ 万民 所を得つつ 富栄へなむ】＊
2

1819

5.領内難村の助成趣法を計画する./ 6.質素倹約につき組合取締役を設置する.

39

3

1820

8.浅田鉄蔵兄弟が父只助の敵討ちの許可を得る./10.二宮金次郎が年貢升の改正についての意見
書を藩に提出する./12.浦賀辺異国船渡来の際の浦賀奉行所援兵を拝命する.これにより常陸
国河内郡･真壁郡の内5457石余を相模国三浦郡の内5509石余に移される./12.家中救済のた
めに御手元金の貸付を行なう./－ 御勝手向不如意につき3か年の間家中扶持米の減米を申渡
す.

40

5

1822

1.城内三之丸に藩校諸稽古所(集成館)を設立する./ 3.二宮金次郎に分家旗本宇津家の下野桜町
領の復興を命じる./ 7.上方借財の整理のため(5年据置き,利下げ),吉岡信基に登坂を命じる.
夏秋.酒匂川洪水./冬.関東御借用返済のため,藩領内と対象とした大成主法を企てる.

42 二

7

1824

3.酒匂川の堤川除が幕府による御普請となる./ 4.浅田鉄蔵兄弟が水戸藩領分常州鹿島郡岩磐地
願入寺地内祝町にて敵討ちの本懐を遂げる./ 6.家中扶持方減米の年限につき渡し方を定め
る.

44

8

1825 10.江戸の商人を対象とした惣益積金主法を計画する.

9

1826

5.二宮金次郎を郡奉行支配組抜格とし,5石2人扶持を与える./ 6.上方借用5ｶ年据置きの年限に
つき吉岡信基らに登坂を命じ,上方商人を対象とした積金趣法を計画する.

10 1827

4.家老服部十郎兵衛を御勝手方頭取に任命する./ 6.涼池院(忠隣)200回忌のつき戦国時代から
の家臣に対して先祖の功績を表彰する./11.武蔵国多摩郡･葛飾郡の内高3640石余に替えて
相模国津久井県の内高5160石余を拝領する.

文政11 1828

8.吉岡信基が御政事改革につき意見書を提出する./ 吉岡信基が御勝手方年寄の任を解かれる./
御勝手向き改革につき藩役人が大量に削減･異動となる/ 御勝手方改革につき代官以下の筋
分が廃止となる/11.財政難につき直書を示し,十ケ年御勝手向き改革を宣言する./ 御勝手向
き改革につき代々御番帳入切米,給扶持取の宛行扶持を知行高に直す/ 御勝手向改革につき
俸禄米の借上を申渡す./ 俸禄米の支給規定を改正する→根取米仕法

12 1829 10.津久井県･大住郡の内高1049石余に替えて,大住郡･足柄上郡の内1319石余を拝領する.
天保元

1830

3.御勝手向き改革以来御用途,役方諸入用,其外音信等まで切詰御任につき功労者が御褒めを受
ける./－ 村々の荒地開発に取掛かる.

第

期

45
46
47
48

49
50

第

2

1831 － 各組合ごとに1名の組合取締役を設置する.

3

1832 － 村々の荒地開発が成就する.

51

4

1833

9.文政11年返済方見込中勘5か年のところ多分の御増借となるが,その後中勘取調にて最初の見
込より存外の減借となる./10.惣益積金主法について銀主共への示談が整い,割戻金を皆済す
る/12.領内損毛につき格別の台命をもって官金5000両を拝借する.

52
53 三

5

1834

3.松平周防守康任とともに勝手掛老中となる./12.大坂城代就任の際の拝借金1万両を幕府に返
還する.

54

【水引きて 加賀出て困る 林かな】
6

1835

5.老中主座となる./ 7.改革も残り2年につき直書をもって一層の精勤を促す./10 組抜組なら
び諸組々の者のために御手元金が下される./10.勝手掛御用一人勤を命じられる.

55 期

7

1836

9.甲州郡内騒動につき駿州駿東郡須走村と津久井県青山村･根小屋村に出張する./12 領内損毛
につき官金5000両拝借の台命を受けるが辞退する.

56

8

1837

2. 二宮金次郎に領内の仕法を命じる(御手元金1000両が下される)./ 3.9 忠真江戸において死
去(公称は19日).法名彰道院.

57

【提燈が ふっと消えたで 娑婆が闇】 →狂歌
【世の中の 心を知らば 天津主 散り行く花を しばし止めよ】 川路聖謨
9

