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1697年 3 月 2 日 元禄十年 二月十日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 山城宇治大火

1698年 4 月16日 元禄十一年 三月六日 火災 續皇年代略
記 ○續日
本王代一覧
為三日

日本災異志 山城宇治大火

1702年 7 月14日 元禄十五年 六月二十日 洪水 續日本王代
一覧

日本災異志 京都雷震九十八處、洪水人多死

1706年 2 月27日 宝永三年 一月十五日 火災 續日本王代
一覧

日本災異志 京都北田中村大火

1707年 10月28日 宝永四年 十月四日 地震 皇年代略
記・續皇年
代略記・續
日本王代・
本朝地震考

日本災異志 山城　雨宮庄九郎雨宮源九郎代官所―
破潰家拾二家、破損家百六十二軒、此
他、国役所堤防所々破損アレモ未タ調
査ニ及ハス○又小堀仁右衛門代官所ニ
テ宇治川木津川ノ堤防大破セシモ未タ
其ノ調査セス

1708年 4 月28日 宝永五年 三月八日 火災 翁草 日本災異志 三月八日、午前刻、京都油小路三條上
ル町西側北ヨリ二軒目伊勢屋市兵衛方
ヨリ失火、坤ノ風烈シク須曳ノ間ニ艮
ノ方ヘ延焼シテ、禁裡院中其ノ外各御
所ヘ一時ニ猛火ヲ吹キカケレバ、所司
代松平紀伊守以下主上及ヒ上皇ヲ守護
シ奉リテ下鴨ヘ臨幸セヲレシニ、既ニ
下鴨河合社ヘ飛火シテ、社家町モ同時
ニ燃上リタリシカバ、又俄ニ鳳輦ヲ促
シテ上賀茂ヘ移ヲセ給ヘリ、夫ヨリ風
換ハリテキタトナリテ寺町ノ弓手馬手
ヲ又南ノ方ヘ焼ケ戻リ翌九日申下刻ニ
焼ケ止マレリ

1708年 5 月30日 宝永五年 四月十一日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都、吉田大火

1708年 6 月27日 宝永五年 五月十日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 松尾社火

1708年 8 月 8 日 宝永五年 六月二十二日 洪水 弘賢筆記・
風也集・續
日本王代一
覧・泰平年
表・續皇年
代略記・日
本野史

日本災異志 山城洪水

1712年 9 月18日 正徳二年 八月十八日 洪水：その他 續皇年代略
記

日本災異志 八月十八日ノ夜大雨ニテ木津川及ヒ淀
川洪水人多ク死ス此ノ時尼崎武庫川モ
亦洪水

1713年 4 月14日 正徳三年 三月二十日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 三月二十日、京師大火、公家十戸、武
家一千七十餘戸焼亡ス

1715年 7 月 7 日 正徳五年 六月七日 洪水 風也集・續
皇年代略
記・泰平年
表・日本野
史

日本災異志 京都鴨河洪水

1716年 6, 7 月
(6.20-7.18)

享保一年 五月 洪水 風也集・泰
平年表・日
本野史

日本災異志 山城伏見淀宇治木津洪水

1718年 3 月20日 享保三年 二月十九日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都一條浄福寺火

1721年 8, 9 月
(8.23-9.20)

享保六年 七月 洪水：その他 續皇年代略
記

日本災異志 七月十日大風雨、山城淀八幡山崎洪水、
十五日又風雨水

1724年 6 月30日 享保九年 五月十日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都火

1728年 8 月13日 享保十三年 七月八日 洪水：その他 風也集・泰
平年表・弘
賢覚書追加

日本災異志 畿内大風雨、洪水

1730年 4 月 2 日 享保十五年 二月十五日 火災 續皇年代略
記・續日本
王代一覧

日本災異志 二月十五日、四條大和大小路ヨリ火ヲ
失シ、芝居并ニ町家多ク灰燼ニ歸ス
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1730年 8 月 3 日 享保十五年 六月二十日 火災 續日本王代
一覧・續皇
年代略記・
泥・翁草 
○泰平年表 
係十四年

日本災異志 六月二十日、未刻、上京上立売室町西
ヘ入町北側大文字屋五朗兵衛家ヨリ失
火、東北ノ風烈シク南西暫時ニ焼ケ擴
ガリ、ソレヨリ餘焔四方ニ移リ、申下
刻ヨリ風換リ、南北頻ニ吹キ来て、西
陣ノ町々一面ニ火移リ、西北ハ北野ノ
後森ニテ焼ケ止マリ、同夜巳半刻鎮火
類焼四十七町家敷千七百七十軒社壹ケ
所寺院九宇　町代大久保勘十郎持　全
七十一町西園殿一ヶ所、藤掛民部一ケ
所家敷二千二十七軒　全早川新四郎持
　全四町近衛殿一ケ所綾小路殿一ケ所
　全梅村四郎兵衛持　全三町家敷十四
軒　全山内清兵衛持　全壹町家敷
三十三軒全本間又右衛門持　全北

1735年 8 月 9 日 享保二十年 六月二十一日 洪水：その他 弘賢覚書追
加・泰平年
表

日本災異志 畿内大風雨洪水

1736年 8 月 2 日 元文一年 六月二十五日 火災 弘賢覚書追
加

日本災異志 嵯峨火

1740年 7 月 2 日 元文五年 六月九日 洪水 弘賢覚書追
加・續皇年
代略記・風
也集・泰平
年表・日本
野史

日本災異志 畿内洪水

1740年 9 月 6 日 元文五年 七月十六日 洪水：風害 續日本王代
一覧

日本災異志 閏七月十六日京都大風雨洪水ニテ三條
大橋破損、四條下宮町、石垣町東西ノ
民家ハ二階マテ満水、二條河原東新地
ハ水高キコト六尺餘、大和ノ葛城川モ
亦洪水ニテ五瀬村ノ民家多ク漂流ス

1741年 4 月10日 寛保一年 二月二十五日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 愛宕山火

1742年 1 月 1 日 寛保二年 十一月二十五日 火災 續日本王代
一覧

日本災異志 十一月二十五日、未刻四條石垣町ヨリ
失火、芝居及ヒ茶店殘ヲズ焼失、大和
橋焼ケ落チ、祗園新地智恩院門前ヨリ
三條通ニ焼ケ抜ケ、檀王法林寺ノ東、
京妙寺新地ヨリ西ハ清光寺、東光院等
皆ナ類焼ス、夜亥刻鎮火、類焼ノ町家
二千八百戸、寺院十四宇

1742年 8, 9 月
(8.30-9.28)

寛保二年 八月 洪水：風害 續王代一
覧・泰平年
表・窓乃須
佐美

日本災異志 七月二十七日ヨリ八月朔日ニ至リテ畿
内諸国、大風雨ニテ京都三條ノ大橋流
レ墜チ堀川ノ石垣崩ル淀、伏見ノ邊洪
水八月二日、江戸モ亦洪水赤坂門前水
溢レ本所、深川町支配ノ諸村多ク漂沒
シ砂原、藤岡、小林、落合、岩井ノ村
ニ於テ人民溺死、田畑漂流ス 下谷浅
草千住邊ハ平地水高キ□一丈餘、本庄
ハ元ヨリ海ノ如シ 二日ハ續皇年代略
記ニ據ル又該書ニ死亡一千二百餘トア
リ是月武蔵、下総、上野、下野、信濃
洪水ニテ浅間山崩ル、松代、小諸、忍、
河越、岩槻、古河、關宿ノ城大破シ殊
ニ松代、小諸ハ甚シク小諸ノ如キハ小
諸山ヨリ大石崩レ落チ大水出タリト云
ウ（窓乃須佐美）信濃、川中島、善光
寺邊、水高キコト二丈餘上野下野武蔵
等田畑水損高凡ソ八十餘萬石　　其ノ
他、東海道神奈川邊、中山道北陸道筋
ノ田畑多ク漂流ス

1744年 8 月30日 延享一年 七月二十三日 洪水：その他 弘賢覚書追
加・一本續
日本王代一
覧・泰平年
表

日本災異志 京都、大雨洪水

1745年 8, 9 月
(8.27-9.25)

延享二年 八月 洪水 風也集・日
本野史

日本災異志 山城宇治川洪水

1748年 1 月 5 日 延享四年 十二月五日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都四條火、芝居邊焼亡
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1749年 9 月20日 寛延二年 八月九日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 夜、東本願寺厨火、

1750年 9 月26日 寛延三年 八月二十六日 火災 續皇年代略
記・柳營年
表秘録・續
日本王代一
覧・泰平年
表 ○柳營
秘録 夜八
時

日本災異志 二條城天守雷火

1751年 3 月26日 宝暦一年 二月二十九日 地震 本朝地震考 
柳營秘鑑・
年代記

日本災異志 二月二十九日、未時京師地大震、神社
佛寺及民舎、大損壊、爾後地屢震、至
六七月而不止

1756年 2 月 3 日 宝暦六年 一月四日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 山城淀城火

1756年 10月 9 日 宝暦六年 九月十六日 洪水：風害 續日本王代
一覧・續皇
年代略記・
泰平年表

日本災異志 山城大風雨、淀、伏見洪水

1756年 10月27日 宝暦六年 十月四日 洪水 續日本王代
一覧・泰平
年表

日本災異志 山城宇治木津及大坂洪水

1759年 3 月 5 日 宝暦九年 二月七日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 八幡火

1762年 3 月17日 宝暦十二年 二月二十二日 火災 泰平年表 日本災異志 山城宇治大火

1768年 7 月11日 明和五年 五月二十七日 洪水 續皇年代略
記

日本災異志 畿内洪水

1769年 9 月25日 明和六年 八月二十六日 洪水 續日本王代
一覧・續皇
年代略記・
泰平年表・
日本野史

日本災異志 山城洪水

1771年 5 月11日 明和八年 三月二十七日 洪水：その他 風也集・續
皇年代略
記・泰平年
表・日本野
史

日本災異志 京都大雨鴨川洪水

1771年 9 月 1 日 明和八年 七月二十二日 洪水 泰平年表・
一本續日本
王代一覧・
日本野史

日本災異志 畿内及伊賀伊勢洪水、淀大橋墜

1772年 9 月18日 安永一年 八月二十一日 洪水：風害 風也集・一
本續日本王
代一覧・日
本野史

日本災異志 八月二十一日、京都及ヒ近江、美濃、
備前、讃岐、大風雨洪水、民家倒、樹
木抜、人畜多死、

1773年 8 月29日 安永二年 七月十二日 洪水：その他 泰平年表 日本災異志 七月八日ヨリ□十二日ニ至ルマテ大風
雨山城及美濃洪水

1773年 7, 8 月
(7.20-8.17)

安永二年 六月 洪水 風也集 日本災異志 山城伊勢美濃洪水

1774年 4, 5 月
(4.11-5.10)

安永三年 三月 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都下加茂火

1775年 5, 6 月
(5.29-6.27)

安永四年 五月 洪水：その他 風也集・泰
平年表・日
本野史

日本災異志 京都霜雨洪水

1778年 1 月25日 安永六年 十二月二十七日 火災 一本續王代
一覧

日本災異志 京都黒谷光明寺火 ､

1778年 7 月25日 安永七年 七月二日 洪水：その他 泰平年表・
柳營年表秘
鑑

日本災異志 七月朔日京都大雨雷□二日ノ夜洪水禁
裏築地及ヒ公卿等殿堂ノ外堀多ク倒
ル　所々山崩レ家潰レ人馬ノ溺死セシ
モノ六百アリト云ウ

1779年 8 月23日 安永八年 七月十二日 洪水：その他 續皇年代略
記

日本災異志 畿内大風雨洪水

1779年 9 月 3 日 安永八年 七月二十三日 洪水 續皇年代略
記

日本災異志 畿内又洪水

1779年 11月 4 日 安永八年 九月二十六日 火災 泰平年表 日本災異志 京都大火
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1780年 7 月 4 日 安永九年 六月三日 洪水：その他 續皇年代略
記

日本災異志 京都大坂大雨洪水

1782年 7 月23日 天明二年 六月十四日 洪水 風也集・泰
平年表

日本災異志 京都加茂川洪水

1783年 3 月24日 天明三年 二月二十二日 火災 泰平年表 日本災異志 京都火

1783年 5 月23日 天明三年 四月二十三日 火災 泰平年表 日本災異志 京都祗園大火

1785年 9 月15日 天明五年 八月十二日 洪水：その他 續日本王代
一覧・風也
集・泰平年
表・日本野
史

日本災異志 畿内及東海道諸国大雨洪水

1788年 3 月 7 日 天明八年 一月三十日 火災 續皇年代略
記・柳營年
表秘録・續
日本王代一
覧・泰平年
表・池魚録・
一話一言・
共為二十九
日

日本災異志 正月晦日 ､卯刻前 ､宮川町 ､団栗阪辻
子ヨリ失火、延焼、大火トナリ二月朔
日、内裏、仙洞、女院御所、及ヒ二條
城丑寅ノ矢倉、乾ノ矢倉、金庫、西門
ノ外、小屋等共ニ類焼ニ歸ス（柳營秘
録）此ノ他、類亡セシハ、公家武家共
ニ六十五軒、神社二百二十餘、寺院
九百二十八、塔七基、町敷、三千百餘
丁、家敷十八萬三千餘、土蔵八千百餘
アリ（續王代一覧）（泰平年表）（池魚
録）二月二日ニ至リテ鎮火（柳營年表
秘録）續皇年代略記、建仁寺町団栗阪
辻子失火、續日本王代一覧、池魚録町
敷三千百餘家、今従泰平年表為餘丁

1789年 3 月 5 日 寛政一年 二月九日 火災 池魚録 日本災異志 京都高臺寺方丈火

1789年 7 月10日 寛政一年 六月十八日 洪水：その他 續王代一覧 
風也集・泰
平年表・日
本野史

日本災異志 六月十六日ヨリ十八日ニ至リテ大雨、
京都加茂川洪水嵯峨邊水高キコト壹丈
壹尺餘

1794年 7 月 1 日 寛政六年 六月五日 火災 續皇年代略
記

日本災異志 京都四條火、芝居邊焼亡劇場焼亡

1798年 8 月12日 寛政十年 七月一日 火災 柳營年表秘
録

日本災異志 七月朔日、亥刻過京都ノ大佛災アリ、
本堂、仁王門、南門回廊及ヒ佛像ノ類
殘ラス焼失、翌二日巳刻過鎮火

1800年 5 月 8 日 寛政十二年 四月十五日 火災 續皇年代略
記・池魚録

日本災異志 京都愛宕山火

1802年 7 月30日 享和二年 七月二日 洪水 和漢年契・
日本野史

日本災異志 山城、近江、摂津、河内洪水

1807年 7 月28日 文化四年 六月二十三日 洪水：その他 續皇年代略
記

日本災異志 山城大雨水、淀川決、河内大水

1813年 文化十年 冬 火災 池魚録 日本災異志 京都屢火

1814年 4, 5 月
(4.20-5.19)

文化十一年 三月 火災 池魚録 日本災異志 京都鞍馬山火

1815年 7 月
(7.7-8.4)

文化十二年 六月 洪水 泰平年表 日本災異志 七月下旬、山城、大和、摂津、近江、
伊勢、美濃、尾張、洪水田畑多ク損害
ヲ被ル

1816年 8 月25日 文化十三年 八月三日 洪水 風也集・泰
平年表・日
本野史

日本災異志 畿内及東海道諸国洪水

1819年 8 月 2 日 文政二年 六月十二日 地震 本朝地震
考・柳營秘
鑑・年代記

日本災異志 京都及伊勢美濃等地大震

1821年 8 月31日 文政四年 八月四日 洪水：その他 泰平年表 日本災異志 畿内及近江、美濃、丹波、丹後大風雨
洪水

1823年 12月
(12.2-12.31)

文政六年 十一月 火災 池魚録 日本災異志 京都東本願寺火




