
甲州街道と内藤新宿
内藤新宿

甲州街道の日本橋から数えて最初の宿場、現在の新宿一丁目から三丁目

までの一帯。

甲州街道最初の宿場は高井戸宿であった。

日本橋から約 4里（約 16km）と遠く、当時の交通には不便だった。

東海道の品川宿・中山道の板橋宿・日光街道（奥州街道）の千住宿は、

いずれも日本橋から約 2里の距離にあり、甲州街道のみが江戸近郊に宿場を

持たなかった。

1697 年、浅草の名主であった高松喜兵衛（喜六）など 5名の浅草商人が、

幕府に甲州街道の新しい宿場の開設を願い出、翌 1698 年 6月、

幕府は 5600 両を上納することを条件に宿場の開設を許可した。

日本橋から 2里弱の距離、

青梅街道との分岐点付近に

宿場が設けられ、

高遠藩内藤家の屋敷の一部や

旗本の屋敷などの土地を幕府に

返上し、宿場用地とした。
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内藤新宿、 新宿２，３丁目、 歌舞伎町

内藤新宿は、四谷大木戸から新宿追分（現在の新宿三丁目交差点付近）まで

の約 1km。宿場開設に尽力した浅草の名主高松喜兵衛（喜六）は内藤新宿の

名主になる。宿場内では旅籠屋や茶屋が次第に増え、岡場所としても

賑わった。宿場に遊女を置くことは認められていなかったが、客に給仕を

するという名目で飯盛女・茶屋女として置かれていた。

1718 年、開設から 20年足らずで内藤新宿は幕府によって廃止される。

廃止の理由は表向き「甲州街道は旅人が少なく、新しい宿でもあるため」

だが、実際は享保の改革の影響。内藤新宿が宿場としてより岡場所として

賑わっていたことで、風紀取締りの対象になったと考えられる。

1772 年、内藤新宿は 50年ぶりに宿場を再開する。その背景に、

品川宿・板橋宿・千住宿の財政悪化がある。各街道で公用の通行量が増加し、

宿場の義務である人馬の提供が大きな負担となっていた。幕府は宿場の窮状に

対処するため風紀面での規制緩和をおこない、それまで「旅籠屋一軒につき

飯盛女は 2人まで」とされていた規制を緩め、品川宿は 500 人、

板橋宿・千住宿は 150 人までとなる。飯盛女の大幅な増員である。

これにより各宿場の財政は好転し、内藤新宿廃止の理由もなくなった。

1808 年には旅籠屋が 50軒・引手茶屋 80軒。

その繁栄は明治維新まで続く。



天龍寺
天龍寺の「時の鐘」は 1767 年の鋳造で、上野寛永寺・市谷亀岡八幡宮の鐘と

並ぶ江戸三名鐘の一つ。とされ、内藤新宿に時刻を告げていた。

江戸の代表的な「時の鐘」として知られているのは、寛永寺、増上寺、浅草寺、

天龍寺、市ヶ谷八幡宮であり、「三大鐘」の組み合わせは色々。

成覚寺
新宿２丁目の靖国通りに面した「成覚寺」は、宿場の無縁者を多く葬ったため、

内藤新宿の投込寺と呼ばれていた。投げ込むように葬られた飯盛女を弔う

供養碑の「子供合埋碑」がある。飯盛り女は子供と呼ばれていたのだろうか、

子供と呼ぶような歳だったのだろうか。

（投げ込み寺は、遊郭や宿にはどこにもあったようだ。吉原近くの浄閑寺、

千住宿の金蔵寺と不動院も投げ込み寺だった。）

成覚寺の合埋碑
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太宗寺
高遠藩内藤家の菩提寺。境内には内藤家の墓石３基が現存する。

「閻魔像」「奪衣婆像」が安置され、江戸時代から庶民に信仰されてきた。

現在も、毎年 7月 15日・16日の縁日に御開扉されている。

太宗寺には江戸六地蔵の第三番、1712 年に作られた「銅造地蔵菩薩坐像」

がある。江戸六地蔵は 1708 年から 1720 年（享保５年）にかけて、江戸に

入る６本の街道口それぞれに安置された。５体が現存している。

新宿二丁目、 三丁目、 歌舞伎町、 百人町
新宿二丁目から歌舞伎町、百人町に至る一帯は、それぞれに特色と歴史が

あり文字通りディープな世界。　若くないと疲れるかもしれない。

でも夜でないので大丈夫。

旧新宿二丁目
旧新宿二丁目は、新宿三丁目の東の端を含み、靖国通りと新宿御苑に

挟まれた一帯。江戸時代に甲州街道の宿場（内藤新宿）が置かれ、

飯盛旅篭は岡場所として栄えた。明治になって遊女屋は娼妓に座敷を貸す

形での営業が認められ、「貸座敷」と呼ばれ、新宿三丁目の追分交差点

あたりまで沢山の貸座敷が軒を連ねていた。夏目漱石は幼少時、内藤新宿の

門前名主の養子となって内藤新宿北町裏に住み、その後太宗寺南側の妓楼

「伊豆橋」で生活していた。彼の小説「道草」には、子供時代、太宗寺の

銅造地蔵菩薩坐像に登って遊んだことが書かれている。



1958 年（昭和 33年）に施行される売春防止法によって街の歴史は

大きく変わるが、1980 年代初めの頃までは旅館や飲食店、ヌードスタジオ、

トルコ風呂などが点在する地域になり、新宿三丁目の東（旧二丁目の西の端）は

都内屈指の飲み屋街となった。

建物など赤線時代の名残を残すものはほとんどないが、面影を窺わせる風景は

わずかにある。

1980 年頃から、新宿二丁目はゲイタウンとして変貌している。新宿通りから

靖国通りに抜ける、およそ 240m弱の「仲通り」がメインストリートで、

450 軒ほどのゲイバーがあるといわれている。

新宿遊郭は関東大震災後、吉原と洲崎の遊郭が焼けたこともあって栄え、

その後「二丁目」といえば新宿遊郭を指すようになった。

戦後の 1946 年（昭和 21年）GHQによる公娼廃止指令により公娼制度が

廃止された。しかし、風俗営業法の許可を受け、特殊飲食店（カフェー）として

売春業は存続した。いわゆる赤線である。

ただその範囲は「新宿遊郭」時代より狭く、現在の新宿二丁目北西部の

約 100 メートル四方の場所に約 100 軒のカフェーが営業していた。

風俗営業法の許可を受けていない青線もあった。この時代の二丁目は五木寛之の

「青春の門」などの舞台になっている。

赤線：昭和 21年 GHQが公娼制度の廃止を指示する。

しかし、当時の一つの文化であり売春で生計を立てている人も多かったので

地域を限り認可されていた。赤線は、公認で売春が行うことができた地区を

警察が赤線で囲んだことに由来する俗称。

昭和 33年に売春防止法が施行されると、店はバー、

トルコ風呂（ソープランド）、アパート、下宿、旅館などに転業した。

青線：売春防止法施行以前、非合法で売春が行われていた地域を俗に

           青線といった。

豆知識
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新宿三丁目、 歌舞伎町
昭和 10年の新宿

地図の右端のグレイに色塗りされたゾーンからが旧新宿二丁目、遊女屋など

風俗営業の多い地区になる。伊勢丹の隣に市電の車庫があり、

また中村屋（木造 2階建て）と紀伊国屋が確認できる。当時すでに映画館が

たくさんあったのは驚き。昭和 40年代にも同じ場所に映画館があった。

明治通りの伊勢丹の反対側にあったアートシアターでフランス映画、

その隣の映画館で若松孝二の映画を何本もみたのは懐かしい思い出。

新宿通りの伊勢丹の向いの映画館では〈その男ゾルバ〉などの映画を見た。

ちょっとした感傷。

アートシアターギルド（ATG）は葛井欣士郎が開き、通常の映画館では

上映されない世界の名画を観ることができた（今は角川映画になっている）。

当初はポーランドやフランスのヌーベルバーグ（トリュフォーなど）の

洋画が中心だったが、後半は大島渚など日本のヌーベルバーグ映画に

なった。



昭和 29年の新宿西口には淀橋浄水場 昭和 33年の伊勢丹

新宿通りの伊勢丹の向い（いまは丸井になっている）の帝都座は秦豊吉が

つくった日活映画封切館で、後に新宿日活となり日活ロマンポルノを次々に

上映していつも混み合っていた。深作欣二や若松孝二等の新進監督が活躍した

頃である。狭い階段を 5階まで上ると、帝都座の頃はストリップや額縁ショウを

見せていたが新宿日活となってからは「日活名画座」として確か 40円で

洋画を見ることができた。

1933 年開店の伊勢丹の 2階には当時では珍しいスケートリンクがあって、

モボやモガが多く集まってスケートを楽しんだが、戦後、進駐軍による接収が

終わって百貨店事業再開後数年はスケートリンクが存続していた。昭和 30年頃、

今の伊勢丹メンズ館の辺りにあった闇市が丸物デパートとなり、その建物の中に

ストリップ劇場があったので【ストリップのあるデパート】として有名になった。

猥雑な新宿の街が偲ばれる。 

地図からははみ出しているが、靖国通りにある花園神社も見逃すことはできない。

今はもうほとんど見ることのできない見世物小屋がしばらく前まで残っており

蛇女などがいた。唐十郎の紅テントの芝居もよく掛かっていた。 
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昭和 32年　中村屋　 昭和 35年　新宿駅

末 広 亭
新宿三丁目にある寄席。明治 30年に創業している。落語のグループには、

落語協会、落語芸術協会、円楽一門会、落語立川流、上方落語協会の

五派があるグループが色々できたのには、真打昇進をめぐる意見の相違

などもろもろの理由があったが、末広亭では、落語協会と落語芸術協会が

10日ごと交代で出演者を出している。落語の間に演芸などが入るから、

吉本興業の漫才なども加わる。

深夜寄席はこの２つのグループの二つ目が出演する。

だが、上記の 5派の二つ目が一人ずつ出演する深夜のイベントも

開かれている。



豆知識

   五派に所属する主な落語家
　落語協会　　：　園歌、馬風、金馬、小三治、円窓、小朝、こん平 など

　落語芸術協会：　米丸、歌丸、子柳枝、昇太など

　円楽一門会　：　円楽、好楽、円橘

　落語立川流　：　談四楼、志の輔、談春

　上方落語協会：　仁鶴、鶴光、鶴瓶、ざこば、月亭八方、桂吉弥、

                                文枝、文珍、福団治

落語協会と落語芸術協会について

話は 1930 年代のこと。ラジオ放送がはじまり、落語家もラジオ出演する

ようになった。落語協会と末広亭や鈴本などの席亭はこれをよしと

しなかった。この反対を押し切る形で出演を続けたまだ若き

柳家金語楼を中心に吉本興業と一緒に設立したのが落語芸術協会である。

この協会所属の落語家は戦後、現代ものを演ずる落語家が多かった。

落語協会の分裂

1965 年から 72年まで会長であった三遊亭円生は、真打は落語家の

到達点と考え、真打昇進に厳しかった。このため二つ目が滞留し

不満がくすぶった。次に会長になった小さんは理事による合議を重視し、

真打になってから研鑽を積めばよいとの考えで、一気に 20人を

真打にした。これに不満をもった円生が弟子などと脱会して

組織したのが落語三遊協会。しかし脱会者が多く、円生の死後、

円楽を中心に組織されたのが円楽一門会。
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新宿ゴールデン街
歌舞伎町一丁目には、知る人ぞ知る新宿ゴールデン街がある。

飲食店街であり、狭い区画に戦後建てられた木造長屋建ての飲食店が

200 軒以上密集している。常連客として作家や俳優など文化人と呼ばれる

人たちが多く集まることで知られていた。しかし、バブル期の地上げ攻勢で

閉店したところも多く、バブル崩壊後の 1990 年代に一時

ゴーストタウン化した。2000 年代に入ると新規の出店が相次いだことで

活気を取り戻した。

近年は、欧米の観光客にとってのスポットになっていて多くの外国人が

訪れている。

エリア内の路地は全て私道であり、路上での無断撮影は禁じられている。

新宿ゴールデン街の起源は戦後の闇市と関係がある。私の幼い頃の記憶

では、紀伊国屋の裏一帯は闇市だった。昭和 24年に GHQの指令で闇市が

撤廃され、闇市にあった店舗は当時、繁華街から離れたところであった

新宿ゴールデン街あたりに移った。この一帯はもぐりの売春営業の店が

多く、いわゆる青線であった。昭和 33年の売春防止法施行以降、

こうした店は廃業することになり、その後、飲み屋が密集し

「新宿ゴールデン街」と呼ばれるようになったのである。



ゴールデン街への通り道は、都電が廃止される以前に電車の軌道があり、

現在は遊歩道になっている。

職安通り
職安通りとは、歌舞伎町と大久保百人町の境を東西に伸びる広い通りで、

コリアンタウンとして知られている。道路標識などもハングルで

書かれているところがある。大久保百人町は韓国や中国の人が多く住み、 

職安通りには、韓国食品の大型スーパー「南大門市場」と「韓国広場」

がある。多くの韓国料理店や韓流ショップが並び、また韓国系だけでなく

中国料理店やタイやベトナム料理店、ホルモン焼肉店などもある。

韓国料理店の中には裏メニューとして狗 ( いぬ ) の肉を食べさせる店もある。

中国や韓国からの旅行客も多く訪れる。 

ドンキホーテの横の路地は、大久保通りまでは、露店らしき店も並び

賑わいをみせている。店の店員に韓国人の整形美男子が多く、

イケメン通りとも呼ばれているらしい。「南北朝鮮人の強制送還」などと

民族浄化を扇動するヘイトデモが職安通りで騒ぎ、警察がこれを守っている

風景がしばしば見られたところ。

11 12

近くに小泉八雲記念公園がある。八雲の旧居跡であり、明治 37年に死ぬ

までこの地で暮らし、晩年は早稲田大学で英文学を講じていた。

八雲は近代化が急速に進む当時の日本の消えゆくものを見つめて愛した男

だが、ギリシャを離れて異国に骨を埋める精神には感ずるところが

あるためか、ここが「逆境に強くなるパワースポット」になっているとか。
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