
青梅市史略年表 
ＢＣ８７年  崇神１０年 御岳山に御岳神社 創建さる 
６４９年   大化年中  塩船観音 岩狭の八百比丘尼により創草さる 
７３６年   天平８年  御岳山に僧行基 蔵王権現を勘請す 
７４８年   天平年中  塩船観音を僧行基 中興す 
８０９年   大同年中  勝沼小曽木の石動神社 創建さる 
８２２年   弘仁１３年 今寺 報恩寺創草さる 開山 亭海（亭の字か違う） 
８７６年   貞観年中  塩船観音の杉本坊等 十二坊開かる 
８８４年   元慶年中  柚木 即清寺 創草さる 開山 元喩和尚 
９３７年   承平年中  天ヶ瀬 金剛寺 創草さる 開山 平将門 
９３７年     同上  下長渕 鹿島玉川神社 創建さる 
１０４１年  長久２年  下村 八幡宮 創建さる 
１１８０年  治承年中  勝沼城 三田氏 鎌倉将軍の隷属す 
１１９１年  建久２年  源頼朝 御岳神社を修復し寺領１７５０石を寄す 
１１９７年  建久８年  御岳山 世尊寺 開山 源教寂す 
１１９７年  建久年中  上成木 高水山不動尊 創草さる 開基 畠山重忠 
１２５２年  建長４年  御岳神社に北條氏 写経を寄進す 
１２６３年  弘長３年  塩船 塩船寺 開山 良深寂す 
１２８１年  弘安４年  蒙古退散祈願のため後字多天皇 御岳に大鎧を寄進す 
１２８５年  弘安７年  塩船観音堂の青石塔婆建立 
１２９６年  永仁４年  塩船観音に青石大塔婆建立さる 
１３００年  正安２年  勝沼 乗願寺 創草さる 開基 三田下總守長綱 
１３０２年  乾元３年  相州称名寺の僧佑範 如意輪観音画像を金剛寺に寄進す 
１３０７年  徳治２年  御岳山 無限誓の鐘成る 
１３２１年  元享１年  下長渕 玉泉寺 開山 建長七世國一禅師寂す 
１３２２年  元享２年  今寺 報恩寺 鐘成る 大日那三田清綱 
１３３４年  建武１年  足利尊氏 御岳神社に杜領を寄進す 
１３３９年  建武５年  御岳神社に鰐口奉進あり 
１３３９年  建武５年  今井 薬王寺 創建さる 開基 足利尊氏 
１３５４年  文和３年  友田 花蔵院に鰐口寄進さる 
１３５９年  延文４年  関東管領 足利基氏 御岳神社を修復す 
１３６９年  応安 2年  住江町 延命寺 創建 住吉神社守護神として祀らる 
１４１７年  応永２４年 足利基氏 御岳神社 社殿を造営 社領を寄す 
１４４１年  嘉吉１年  青梅に市場 開市さる 
１４６３年  寛正４年  三田憲清 友田 蔵王権現に鰐口を寄進す 
１４８７年  長享１年  二俣尾 海禅寺 開山 一州正伊寂す 



１５０６年  永正３年  根ヶ布 天寧寺 開山 一華文英和尚 神岳通竜禅師の称号 
             を賜る 
１５０９年  永正６年  天寧寺 開山 神岳通竜寂す 
１５０９年  永正６年  連歌師 柴屋宗長 勝沼城に遊ぶ 
１５１１年  永正８年  三田氏宗 政定 御岳神社を造営する 
１５１２年  永正９年  三田政定 今寺 報恩寺 延命地蔵を奉造す 
１５１３年  永正１０年 三田氏の協力により青梅村民 住吉神社を修造し鎮守とす 

時に４月２８日 
１５１７年  永正１４年 塩船観音堂 大修理行わる 
１５２１年  大永１年  三田政定 天寧寺へ銅鐘を寄進す 
１５２２年  大永２年  金剛寺の如意輪観音画像修理さる 
１５３１年  享禄４年  金剛寺 本尊 白不動尊画像修理さる 
１５３３年  天文２年  三田政定 塩船観音堂と仁王門を修理 
１５６２年  永禄５年  小田原北條氏 金剛寺に寺領安堵の状を寄す 
１５６３年  永禄６年  勝沼城 二俣尾西城とともに北條氏照のため落城す 
１５７５年  天正３年  二俣尾 海禅寺 勅願寺 となる 
１５８１年  天正９年  徳川家康 御岳神社に朱印３０石を寄す 
１５８４年  天正１２年 藤橋城主 平山越前守重吉 死去す 
１５８５年  天正１３年 海禅寺 東岳和尚に関州徳光禅師の称号を授与さる 
１５８８年  天正１６年 小田原北條氏より上成木 安楽時 下長渕 玉泉寺の銅鐘 
             借用状寄せらる 
１５９０年  天正１８年 八王子城潰滅とともに勝沼城、藤橋城、落城す 
１５９０年  天正１８年 天寧寺、勝沼 乗願寺 兵火のため炎上 
１５９０年  天正１８年 徳川家康 森下に陣屋を置く 代官 大久保長安 
１６００年  慶長５年  新町 三島部落全焼 
１６０６年  慶長１１年 徳川家康 御岳神社を造営す 奉行 大久保長安 
１６０６年  慶長１１年 成木の石灰 江戸城築城資材として出荷さる 
１６０８年  慶長１３年 成木の石灰 大阪城修築のため搬出 
１６１０年  慶長１５年 成木の石灰 名古屋城修築のため出荷さる 
１６１１年  慶長１６年 吉野織部之助正清 新町開拓の工を起こす 
１６１３年  慶長１８年 青梅 住吉神社 雷火のため炎上 
１６１４年  慶長１９年 吉野織部之助 新町に鈴法寺を開基す 
１６１６年  元和２年  吉野織部之助 新町開拓の工を終る 
１６１６年  元和２年  新町 鈴法寺 開山 月養風寂す 
１６１７年  元和３年  住吉神社 修造さる 大工 和泉小左ヱ門 
１６２２年  元和８年  根ヶ布 天寧寺 炎上 



１６２４年  寛永１年  成木の石灰 京二條城 修築のため出荷さる 
１６２９年  寛永６年  三田氏の遺臣 野口刑部秀房 歿す 
１６３９年  寛永１６年 新町開拓の祖 吉野織部之助 歿す 
１６４１年  寛永１８年 塩船観音堂の鐘成る 大工 五ノ神 櫻沢市兵衛 
１６５７年  明暦３年  玉川神社の江戸上水の神事行わる 
１６５８年  明暦４年  日向和田館の田辺清右ヱ門雅良 歿す 
１６６８年  寛文８年  検地行わる 
１６８０年  延宝８年  森下陣屋 高麗 加治 毛呂領を合わせ高２５００石を知行 
             す 
１６９５年  元禄８年  塩船観音堂 修理行わる 
１７００年  元禄１３年 徳川綱吉 御岳神社を修造す 
１７０３年  元禄１６年 根ヶ布 天寧寺 炎上 
１７１６年  正徳６年  青梅 住吉神社 拝殿造営さる 大工 貝塚左ヱ門 
１７１８年  享保３年  御岳神社 大鎧 将軍上覧のため江戸城へ持参 同時に修理 
             行わる 
１７１９年  享保４年  伊奈忠達 新田族地査縄す 
１７３９年  元文４年  青梅の裏宿七衛 捕はれ処刑さる 
１７４４年  延享５年  森下陣屋 廃さる 伊奈半左ヱ門忠達の代 
１７５３年  宝暦３年  住吉神社本殿 修復さる 
１７５９年  宝暦９年  住江町 火事 住吉神社拝殿 炎上 
１７９０年  寛政２年  青梅の学者 五柳中原章 歿す 
１７９４年  寛政６年  今井 薬王寺の鐘成る 鋳物師 青梅裏宿 島村氏 
１７９４年  寛政６年  青梅の俳人 根岸涼字 歿す 
１７９７年  寛政９年  青梅本町 琴平神社 創建さる 
１７９８年  寛政１０年 青梅の根岸典則 嶰谷詩集四巻を刊行す 
１８０１年  享和１年  青梅の書家 小峰峯眞 歿す 
１８０２年  享和２年  西分 宗徳寺 炎上 西分の大半類焼 
１８０７年  文化４年  青梅の学者 根岸典則 函館に渡る 
１８１０年  文化７年  御岳神社 一の石 華表建つ 
１８１１年  文化８年  常保寺の俳僧 九瓜坊支兀 歿す 
１８１３年  文化１０年 青梅縞の買仲間議定書成る 
１８２４年  文政７年  住吉神社拝殿 再建さる 
１８２７年  文政１０年 新町 鈴法寺 竹渓嘯虎禅師寂す 
１８２９年  文政１２年 青梅と新町間に市場の爭い起る 
１８３１年  天保２年  青梅の学者 根岸典則 歿す 
１８３４年  天保５年  北小曽木の学者 野崎義也 歿す 



１８３４年  天保５年  谷野 眞淨寺 歌僧 淨月律師 歿す ７５歳 
１８３８年  天保９年  青梅と新町間に市場の爭い解決す 
１８４１年  天保１２年 青梅 金剛寺 炎上 
１８４１年  天保１２年 青梅の狂歌師 小林綾繁 歿す 
１８４３年  天保１４年 根岸典則の「扶養蒙求」刊行さる 
１８４４年  弘化１年  青梅の学者 榎本栄蔵光度 歿す 
１８５５年  安政２年  青梅の学者 山田早苗 歿す 
１８５７年  安政４年  青梅上町、仲町 大火 
１８６０年  安政７年  青梅 梅岩寺の俳僧 性海守風 歿す 
１８６１年  文久１年  青梅 金剛寺 再建さる 
１８６３年  文久３年  青梅の画家 小林天淵 歿す ８６歳 
１８６５年  元治２年  新町の俳人 吉野豆人 歿す 
１８６６年  慶應２年  名栗暴動打ちこわし青梅へ入り騒ぐ 
１８６８年  明治１年  青梅 韮山県となり江川太郎左ヱ門英武 所管す 
１８７０年  明治３年  青梅の狂歌師 井上綾綱 歿す 
１８７１年  明治４年  長渕に神習学舎 開校さる 
１８７２年  明治５年  青梅 神奈川県に編入さる 
１８７２年  明治５年  青梅郵便局 開設さる 
１８７３年  明治６年  青梅警察分署 金剛寺に設置さる 
１８７３年  明治６年  青梅学校 梅岩寺境内に新設開校 
１８７５年  明治８年  官の許可あり正式に青梅町と称す 
１８７６年  明治９年  青梅分署 森下に屯所を新設移転す 
１８７７年  明治１０年 御岳神社本殿 落成 
１８７７年  明治１０年 柚木に日本最初の養鱒池 開設さる 
１８７８年  明治１１年 青梅 郡制施行により西多摩郡の属す 
１８８０年  明治１３年 青梅郵便局 為替開設 
１８８２年  明治１５年 青梅銀行 仲町の創立さる 資本金５０万円 
１８８４年  明治１７年 各町村それぞれ戸長役場を設置す 
１８８６年  明治１９年 青梅分署 西多摩郡警察署と改称 
１８８９年  明治２２年 町村制 制定それぞれ町村役場を設置す 
１８８９年  明治２２年 甲部鉄道 新宿、立川、八王子間 開通 
１８８９年  明治２２年 青梅商業銀行創立 資本金３０万円 
１８９０年  明治２３年 青梅第一小学校 現地に新築移転す 
１８９３年  明治２６年 神奈川県より東京府に編入さる 
１８９４年  明治２７年 青梅鉄道 立川、青梅間 開通 
１８９５年  明治２８年 西分の学者 浜中良亮 歿す 



１８９５年  明治２８年 勝沼の史家 斉藤眞指 「東京府西多摩郡地誌」を編す 
１８９５年  明治２８年 青梅鉄道 日向和田まで延長開通 
１８９６年  明治２９年 多摩銀行 創立さる 資本金５０万円 
１８９６年  明治２９年 万年橋 木橋架設 開通 
１８９７年  明治３０年 青梅鉄道 日向和田駅 客車取扱い開始 
１８９８年  明治３１年 青梅の俳人 横川好々 歿す 
１９０１年  明治３４年 中武馬車鉄道設立 入間川、青梅森下間 開通 
１９０４年  明治３７年 青梅の史家 斉藤眞指 歿す ８３歳 
１９０５年  明治３８年 青梅織物同業組合設置 組長 井上倉吉 
１９０６年  明治３９年 青梅大横丁 開通 
１９０７年  明治４０年 青梅 万年橋 鉄橋に改修さる 
１９０７年  明治４０年 二俣尾の谷合直太朗氏 初めて力織機を使用する 
１９１０年  明治４３年 青梅消防署 結成さる 
１９１０年  明治４３年 勝沼に東京府立農林学校 開校 
１９１１年  明治４４年 ガス電燈会社 青梅支社 開業 初めて電気がともされ（電

燈のこと）電話も開通 
１９１３年  大正２年  天皇、皇太子の折 学習院生徒と来青 
１９１３年  大正２年  裏宿に東京市立水源林事務所が開庁 
１９１３年  大正２年  下長渕 王泉寺 炎上 
１９１４年  大正３年  日向和田トンネル開通 日向和田駅 開業 
１９１９年  大正８年  青梅鉄道 日向和田、二俣尾間が開通 
１９２１年  大正１０年 調布橋開通 工費９万８千円 
１９２２年  大正１１年 青梅の沢田金太郎選手 全日本陸上競技会ので１５００米に 

優勝  
１９２３年  大正１２年 青梅外六ヵ村立実科女学校 開設 
１９２３年  大正１２年 青梅鉄道全線電化さる 
１９２５年  大正１４年 青梅外六ヵ村立女学校 東京府へ移管 
１９２７年  昭和２年  青梅幼稚園 創立さる 
１９２８年  昭和３年  青梅町上水道完成 
１９３８年  昭和１３年 西多摩保健所 青梅職業紹介所 創立 
１９４３年  昭和１８年 青梅町役場庁舎落成 
１９４８年  昭和２３年 新制中学校創立 各中学完成 
１９４８年  昭和２３年 青梅警察署発足 
１９４８年  昭和２３年 三町村組合立消防署 発足 
１９４８年  昭和２３年 青梅神明平の植樹祭に天皇、皇后両陛下臨御さる 
１９５０年  昭和２５年 青梅町公民館開館 



１９５１年 昭和２６年 青梅町 調布村、霞村 合併して青梅市制を施工 ４月１日 
 
以上は何の方針もなくただ漫然と年代を追って史実口碑博説等一切を撰ぶことなく採録し

たまでのきわめて  杜撰不完全のものではあるが郷土青梅の歴史の一端でも知っていた

だけるなら幸いである。 


