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家資料　仮目録

広島県立文書館

平成28年（2016）3月

凡 例

1 本目録には，広島市 俵家資料を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（200518）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。

【例】 1 → 200518／1

表　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔　〕書きで

表記した。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（　）書きで表記した。

作　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/


【文書群概要】
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家資料 （請求記号 200518）

昭和12～13年頃に，元宇品町の俵家を建築する際の「建築材料受取帳」や，建築材料見積

書・請求書・領収証。

出　所 俵家

出所地名 広島市元宇品町／広島市南区元宇品町［現在地名］

分　量 49点（47通，1枚，1括）

収蔵までの経緯 平成17年（2005）10月19日に，原蔵者より図書16冊と行政資料15冊と一緒に広

島県立文書館に寄贈。

年　代 昭和12年（1937）～昭和13年（1938）

歴　史 資料には，宇品造船所社長俵彦三郎宛ての請求書などがある。宇品造船所は，大正 8年

（1919）に俵造船所と松田造船所が合併して設立された造船所（『新修広島市史』第 3巻，558頁）。昭

和13年当時，俵彦三郎は宇品造船所の社長であった。

内　容 「建築材料受取帳」と，建築材料受取り領収証。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2015. 4.25記述／西村 晃）



広島市　俵家資料（200518）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 〔本家裏石垣工事費・人夫費・石代・道
路工事費等見積書・受領書綴〕
※クリップ綴じ，クリップさび

昭和12～13 観音本町石工業原田美之
一，舟入町中山次郎，俵代
理岩永他

綴 1綴

2 〔庭園及植木工事費請求書・受取書綴〕
※クリップ綴じ，クリップさび

昭和13. 広島市己斐町晩翠園山岡昇
→俵様

綴 1綴

3 〔見積金額内借領収書綴〕
※罫紙使用

昭和13. 市内舟入仲町神田栄吉㊞→
俵様

綴 1綴

4 〔屋根葺手間工事見積書・領収書等綴〕
※罫紙使用

昭和12. 市内舟入仲町神田栄吉㊞→
俵様

綴 1綴

5 正面南側姿図（個人家屋）
※青焼き複写

　 　 一紙 1綴

6 側面西側姿図（個人家屋）
※青焼き複写

　 　 一紙 1綴

7 〔家屋平面図コピー〕
※青焼き複写のコピー，2枚

　 　 一紙 1綴

8 建築材料受取帳 昭和12. 1.
（～昭和14. 5）

俵氏 横半 1綴

9 〔錻力工事手間代等見積書・受取書綴〕
※クリップ綴じ，クリップさび

昭和12. 宇品神田通り九丁目川崎錻
力店㊞→俵様

綴 1綴

10 〔防水工事代請求書〕 昭和13. 3.31 広島市舟入仲町佐伯正一商
店㊞→俵殿

綴 1綴

11 〔枌手間及材料費請求書等綴〕 昭和12～13 広島市広瀬北町檜皮葺・枌
屋根業白竹新平→俵様

綴 1綴

12 〔製材用油費請求書綴〕
※ホチキス綴じ

（昭和） 広島市元宇品町富士谷礦油
店→俵様

綴 1綴

13 〔柱用紙費領収書〕 昭和12. 6.10 広島市本通り一丁目（平田
屋町）永井林太郎紙店→宇
品造せん俵様

綴 1綴

14 〔庭園及植木工事費請求書・領収書綴〕
※ホチキス綴じ

昭和13. 広島市己斐町晩翠園山岡昇
→俵様

綴 1綴

15 〔便所工事費請求書綴〕 昭和13. 広島市河原町アサヒ衛生研
究所山本源一→宇品造船所
社長俵彦三郎様

綴 1綴

16 〔竹材料費請求書・受取書綴〕 昭和12～13. 広島市南千田町長門竹材広
島支店→宇品俵様

綴 1綴

17 〔建具費見積書・受取書綴〕 昭和13. 西引御堂町森田谷蔵㊞→俵
様

綴 1綴

18 〔襖費見積書・請求書綴〕 昭和12～13 広島市紙屋町建具商柳田繁
商店㊞→元宇品町俵様

綴 1綴

19 〔大工手間費見積書・受取書綴〕 昭和11～13 小頭広一㊞→俵彦三郎殿 綴 1綴

20 〔天井板代金等請求書綴〕 昭和12.12.25 京都市河原町通り近三商店
→俵彦三郎殿

綴 1綴

21 〔木材費請求書・領収書綴〕 昭和12. 広島市鷹匠町久保井三一商
店→俵社長様

綴 1綴

22 〔木材費請求書・受取書〕 昭和13. 1.30 広島市舟入幸町山陽製材株
式会社㊞→宇品造船所内俵
殿

綴 1綴

23 〔木材費領収書綴〕 昭和12～13 呉市浜田町光田材木店→宇
品町俵彦三郎様

綴 1綴

24 〔木材費受取書綴〕
※ホチキス

昭和12～13 広島市鷹匠町清水憲国商店
㊞→俵殿

綴 1綴

25 〔木材費領収書綴〕 昭和11～13 広島市西白島町板材木・薪
炭卸問屋香川商店→宇品造
船所俵様

綴 1綴
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広島市　俵家資料（200518）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

26 〔木材費請求書〕 昭和12. 5.31 広島市元宇品町小林木材合
資会社→俵彦三郎様

綴 1綴

27 〔木材費請求書・受取書〕 昭和13. 6.30 広島市鷹匠町板材木商奥田
唯二商店→田原様

綴 1綴

28 〔木材費請求書綴〕 昭和11～13 大阪市天忠材木店天野忠三
郎→俵彦三郎殿

綴 1綴

29 〔電灯及動力設備工事見積書〕 昭和12. 5.10 広島市下中町長沼電業社主
任長沼鶴治㊞→俵彦三郎殿

綴 1綴

30 〔左官手間費見積書・領収書綴〕 昭和12・13 広島市千田町河野英男㊞→
俵様

綴 1綴

31 〔木材加工費計算書〕 昭和12.12. 広島市皆実町石井塗工店→
俵小頭様

綴 1綴

32 〔木材加工費請求書綴〕 　 舟入町中川床製作所→俵様 綴 1綴

33 〔木材加工費請求書綴〕 昭和12～13 広島市横川町西本末代敷居
製作所→市内宇品町俵様

綴 1綴

34 〔木挽費領収書綴〕 昭和12. 梶村寿雄，北村広吉，　辻
村浅太郎→俵様

綴 1綴

35 〔金物費請求書綴〕 昭和12～13 銅真錫地金問屋村崎商店→
宇品造船所俵専務様

綴 1綴

36 〔金物費請求書・受取書綴〕 昭和12～13 皆実工舎山本塚甫，広島市
油屋町建築諸金物等吉井肝
太郎→俵様

綴 1綴

37 〔金物費請求書〕 昭和12.11.末 広島市元宇品町山上鉄工所
→俵殿

綴 1綴

38 〔金物費請求書・領収書綴〕 昭和13. 広島市研屋町蔵田兵次郎商
店→宇品町俵様

綴 1綴

39 〔金物費請求書綴〕 昭和12. 広島市鍛冶屋町合資会社角
源山崎商店→宇品造船所俵
殿

綴 1綴

40 〔金物費請求書・領収書綴〕 昭和12～13 広島市猿楽町岡野重商店→
造船所内俵様

綴 1綴

41 〔金物費請求書・領収書綴〕 昭和11. 広島市材木町緑竹蔵商店→
俵様

綴 1綴

42 〔畳費受取書綴〕 昭和13. 7.13 広島市塩屋町畳商三木太郎
㊞→俵様

綴 1綴

43 〔壁用麻布材料費請求書綴〕 昭和12～13 広島市平野町友田政吉製綱
所→宇品造船所俵様

綴 1綴

44 〔左官材料及石垣道路材料費請求書・
領収書綴〕

昭和13. 広島市平野町建築材料卸商
灰重商店→宇品町俵山荘殿

綴 1綴

45 〔タイル材料費請求書綴〕 昭和13. 広島市紙屋町田頭商会→俵
様

綴 1綴

46 〔基礎工事費・土台用費・柱運用鳶費・
基礎人夫費・基礎用バラス川砂運搬費
等見積書・請求書綴〕

昭和12. 宇品運送株式会社，安芸郡
倉橋島朝日丸藤本幸左衛
門，宇品町船具商塩飽精一
商店，石工業原田美之一，
舟入町中山次郎，似島町河
本武市他

綴 1綴

47 〔雑人夫費計算書綴〕 　 中山次郎，毎田順造，八丁
堀寺本吉春，己斐町住広流
夫他

綴 1綴

48 〔代金計算メモ〕
※「宇品造船所」罫紙使用・鉛筆書

　 　 罫紙 1枚

49 〔工事費用メモ〕
※ 6枚，まとめて1括

　 　 括 1括
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