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宮内庁作成資料２

天皇皇后両陛下の平成御大礼時の
御日程について

宮 内 庁
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即位礼・大嘗祭関係

平成２年

【即位礼前】

11月 5日（月）

午前 「即位礼正殿の儀」御習礼（宮殿）

11月 6日（火）

夕方 「即位礼正殿の儀」御習礼（宮殿）

11月 9日（金）

午後 「即位礼正殿の儀」御習礼（宮殿）御装束

【即位礼当日以降】

11月12日（月）

午前 「即位礼当日賢所大前の儀」「即位礼当日皇霊殿神殿に奉告の儀」御装束

※ この間，宮中三殿の儀でお召しの御装束から即位礼正殿の儀の際の御装束に

お召し替え

午後 「即位礼正殿の儀」 〔国事行為〕（宮殿） 御装束

引き続き「祝賀御列の儀」〔国事行為〕（宮殿～赤坂御所）

天皇陛下：燕尾服。勲章御着用

皇后陛下：ローブデコルテ。ティアラ，勲章御着用

夜 「饗宴の儀」(第１日)〔国事行為〕（宮殿）

〔午後８時５５分～１０時９分〕

天皇陛下：燕尾服。勲章御着用

皇后陛下：ローブデコルテ。ティアラ，勲章御着用

・参列者：外国元首，祝賀使節，三権の長，国務大臣等。

上記の配偶者。 【３０９人】

※ 饗宴の儀に先立ち，レシービングラインで外国元首等から御挨拶

〔午後７時２６分～８時５４分〕(両陛下お立ちのまま，約１時間３０分)

※ 饗宴の儀の後，夜会等〔午後１０時１５分～１１時３２分〕

外国元首等と御歓談。舞楽(太平楽)を御供覧になる。

午後１１時１４分から外国元首等が両陛下に順次おいとまを告げ，

宮殿を退出。
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11月13日（火）

午前 即位礼に参列された王族方との御会見（赤坂御所）

〔午前１０時５分～１０時５５分〕

・御出席：ベルギー国ボードワン国王王妃両陛下始め１４方。

昼 「饗宴の儀」(第１回)〔国事行為〕 舞楽(萬歳楽)御供覧（宮殿）

〔午後０時～０時４０分〕 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：お長服

・参列者：旧皇族・御親族，総理・国務大臣，衆参正副議長・議員，

最高裁長官・判事，知事会会長，都道府県議会議長会会長等。

上記の配偶者（衆参議員を除く）。 【４４４人】

午後 即位礼に参列された外国の賓客等をお招きになり「園遊会」（赤坂御苑）

〔午後２時２７分～４時１０分〕 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：お和服

・参列者：外国元首，祝賀使節，駐日大使，総理，国務大臣，衆参議長等。

上記の配偶者。 【７６４人】

夜 「饗宴の儀」(第２回)〔国事行為〕 舞楽(太平楽)御供覧（宮殿）

〔午後８時～８時４４分〕 天皇陛下：ブラックタイ

皇后陛下：イヴニングドレス

・参列者：衆参議員，道府県知事，都道府県議会議長等。【３９１人】

11月14日（水）

昼 「饗宴の儀」(第１回)〔国事行為〕 舞楽(萬歳楽)御供覧（宮殿）

〔午前１１時５９分～午後０時４４分〕天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：ローブモンタント

・参列者：認証官，文化勲章受章者，海外日系人代表，民間関係者等。

【４９１人】

夜 「饗宴の儀」(第２回)〔国事行為〕 舞楽(太平楽)御供覧（宮殿）

〔午後７時５８分～８時４１分〕 天皇陛下：ブラックタイ

皇后陛下：イヴニングドレス

・参列者：元衆参議員，民間関係者等。 【５５２人】

11月15日（木）

昼 「饗宴の儀」(第１回)〔国事行為〕 舞楽(萬歳楽)御供覧（宮殿）

〔午前１１時５８分～午後０時４２分〕天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：お長服

・参列者：各省外局の長ほか公務員，市町村長会代表，市町村議会議長会

代表，民間関係者等。 【５４４人】
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夜 「饗宴の儀」(第２回)〔国事行為〕 舞楽(太平楽)御供覧（宮殿）

〔午後８時３１分～９時３５分〕 天皇陛下：ブラックタイ

皇后陛下：お和服

・参列者：駐日大使，同配偶者等。 【２０４人】

※ 饗宴の儀に先立ち，駐日大使等謁見〔午後８時２分～８時３０分〕

（両陛下お立ちのまま，約３０分）

〔12日からの15日までの４日間で計７回「饗宴の儀」をお催し〕

11月16日（金）

午前 「神宮に勅使発遣の儀」（天皇陛下お一方）御装束

11月17日（土）

夜 ｢天皇陛下御即位奉祝中央パレード」参加者に対し二重橋より祝賀におこたえ。

※ 午後７時４０分から約１０分間

11月18日（日）

午前・午後 「一般参賀」が行われ，宮殿東庭側（長和殿）のベランダにお出まし

になり，国民から祝福をお受けになる。 【参賀者：109,800人】

※ 午前９時４１分から午後３時５５分までの間，８回お出まし。

御昼餐前４回（午前9:41～46，10:21～26，11:15～20，午後0:10～14）

御昼餐後４回（午後1:05～10，1:55～2:00，2:50～55， 3:50～55）

11月19日（月）

午後 「大嘗祭の御習礼」 御装束

天皇陛下：赤坂御所〔午後１時２７分御発〕→ 楽部 → 廻立殿 → 主基殿

→ 廻立殿 → 楽部 → 赤坂御所〔午後７時２１分御着〕

皇后陛下：赤坂御所〔午後０時御発〕→ 宮殿 → 廻立殿 → 帳殿 → 廻立殿

→ 宮殿 → 赤坂御所〔午後３時５８分御着〕

11月20日（火）

午後 「大嘗祭前二日御禊」（天皇陛下お一方）御装束

11月21日（水）

午後 「大嘗祭の御習礼」（天皇陛下お一方）※約２時間（赤坂御所）。
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11月22日（木）

午前 「大嘗祭当日賢所大御饌供進の儀」「大嘗祭当日皇霊殿神殿に奉告の儀」

（いずれも御代拝）

夕方～夜「大嘗宮の儀（悠紀殿供饌の儀）」御装束

天皇陛下：赤坂御所〔午後４時３８分御発〕→ 楽部（お召し替え）

→ 廻立殿（お召し替え）→ 悠紀殿(約３時間) → 廻立殿

→ 楽部（お召し替え）→ 宮殿〔午後９時４４分御着〕

皇后陛下：赤坂御所〔午後４時御発〕→ 宮殿（お召し替え）

→ 廻立殿（お召し替え）→ 帳殿 → 廻立殿（お召し替え）

→ 宮殿〔午後７時１４分御着。引き続きお召し替え〕

深夜～翌 「大嘗宮の儀（主基殿供饌の儀）」御装束23日（金）

天皇陛下：宮殿〔午後１０時５１分御発〕→ 楽部（お召し替え）

→ 廻立殿（お召し替え）→ 主基殿(約３時間)

→ 廻立殿（お召し替え）→ 楽部 → 宮殿

→赤坂御所〔23日午前４時３分御着〕

皇后陛下：宮殿（お召し替えの後，午後１１時２６分御発）

→ 廻立殿（お召し替え）→ 帳殿 → 廻立殿（お召し替え）

→ 宮殿〔23日午前１時１４分御着。引き続きお召し替え。その後，

午前３時１０分，天皇陛下主基殿御発時に合わせお召し替え〕

→ 赤坂御所〔23日午前４時３分御着〕

※２２日午後４時に赤坂御所を御出発になり，大嘗宮の儀を終えられ赤坂御所に

お戻りは翌２３日午前４時過ぎ。（この間，約１２時間）

11月24日（土）

昼 「大饗の儀」(第１回) 久米舞，悠紀主基両地方風俗舞，五節舞を披露。

〔午後０時～１時２６分〕 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：ローブモンタント

・参列者：旧皇族・御親族，三権の長，国務大臣，衆参副議長・委員長等，

最高裁判事，東京都・秋田県(悠紀地方)・大分県(主基地方)知事，

斎田の大田主等。前記の配偶者。 【２３７人】

夜 「大饗の儀」(第２回) 久米舞，悠紀主基両地方風俗舞，五節舞を披露。

〔午後７時～８時２６分〕 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：ローブモンタント

・参列者：衆参議員，政務次官，道府県知事，各界代表等。【２３２人】
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11月25日（日）

昼 「大饗の儀」(第２日) 久米舞，悠紀主基両地方風俗舞，五節舞を披露。

〔午後０時～１時２９分〕 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：ローブモンタント

・参列者：認証官，事務次官，各界代表等。 【２６３人】

〔24日からの25日までの２日間で計３回「大饗の儀」をお催し〕

地方行幸啓等

三重県行幸啓〔伊勢神宮に親謁〕11月26日（月）～ 28日（水）

午前 赤坂御所 御発26日（月）

午後 内宮行在所・斎館（お泊所）御着

午前「豊受大神宮に親謁の儀」（外宮） 御装束27日（火）

御潔斎，大麻御塩(お祓い)，御手水の後，御拝礼
おおぬさ み しお

〔供奉：秋篠宮同妃両殿下，高円宮同妃両殿下〕

内宮行在所 御宿泊

午前「皇大神宮に親謁の儀」（内宮） 御装束28日（水）

御潔斎，大麻御塩(お祓い)，御手水の後，御拝礼
おおぬさ み しお

〔供奉：秋篠宮同妃両殿下，高円宮同妃両殿下〕

午後 内宮行在所・斎館 御発

夜 赤坂御所 御着

（11月29日（木）午前「議会開設100年記念式典」両陛下御臨席（国会議事堂））

奈良県及び京都府行幸啓〔山陵に親謁〕12月 1日（土）～ 4日（火）

午後 赤坂御所 御発1日（土）

午後 奈良ホテル（お泊所）御着

午前（奈良市から橿原市へ御移動（奈良県内））2日（日）

午前「神武天皇山陵に親謁の儀」 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：御参拝服

〔供奉：常陸宮同妃両殿下〕

午後（橿原市から京都市へ御移動）

午後「孝明天皇山陵に親謁の儀」 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：御参拝服

〔供奉：三笠宮同妃両殿下〕
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午前「明治天皇山陵に親謁の儀」 天皇陛下：モーニングコート3日（月）

皇后陛下：御参拝服

〔供奉：三笠宮同妃両殿下〕

午後 関西地方の各界代表等をお招きになり「茶会」【６０６人】

（京都御所）

午前 京都大宮御所 御発4日（火）

午後 赤坂御所 御着

武蔵陵墓地（八王子市）へ行幸啓12月 5日（水）

午前 「昭和天皇山陵に親謁の儀」 天皇陛下：モーニングコート

皇后陛下：御参拝服

〔供奉：寬仁親王同妃両殿下〕

午前 「大正天皇山陵に親謁の儀」 天皇陛下：モーニングコート

～午後 皇后陛下：御参拝服

〔供奉：寬仁親王同妃両殿下〕

12月 6日（木）

午前 「賢所に親謁の儀」「皇霊殿神殿に親謁の儀」御装束

夕方 「賢所御神楽の儀」 御装束

12月10日（月）

〔委員長(総理),副委員長(官房長官),委員(官房副昼 即位の礼委員会委員長始め

をお招き「午餐」(宮殿)長官，法制局長官),衆参議長,最高裁長官等２９人〕

12月19日（水）

午前 「天皇陛下御即位祝賀記念式典」両陛下御臨席（東京文化会館）

12月21日（金）

〔総理府関係課長，各省官房長等午後 大礼関係者（即位の礼実施連絡本部幹事等

）の「拝謁及びお茶」（宮殿）８９人〕

12月26日（水）

昼 「午餐」（皇族殿下１１方，旧皇族１９人，御親族２０人）（宮殿）

〔悠紀主基両地方風俗歌屏風揮毫者，御挿華・午後 「大礼関係茶会」（大礼関係者

）（宮殿）州濱等製作関係者，五節舞姫，衣紋方，結髪方等２０８人〕

※この間，11月12日から12月6日までのほぼ一か月は全ての土曜日・日曜日を含め休

みなく儀式・行事が行われた。
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（注）平成2年11月から12月までの間，御大礼関係諸儀式等と並行しその合間を縫って，

御執務，勲章親授式，認証官任命式，拝謁（勲章・褒章受章者，運輸大臣表彰

の航路標識職員，文部大臣表彰の優良公民館代表，厚生大臣表彰の身体障害者

自立更生者・更生援護功労者，赴任大使夫妻，文部大臣表彰の教育功労者等），

御引見（離任ポーランド大使夫妻，離任オーストリア大使夫妻，離任オマーン

大使夫妻，離任フランス大使夫妻），御会見（英国エジンバラ公殿下），お茶

（帰朝大使夫妻，文化勲章受章者・文化功労者等），ご接見（沖縄豆記者，人

事院総裁賞受賞者），式典（裁判所構成法施行100周年記念式典，国際生物学賞

授賞式）への御臨席，恒例の宮中祭祀（大正天皇例祭，毎月の旬祭等）など，

数多くのお務めをなさっている。


