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凡 例

1 本目録には，安芸国佐伯郡海老塩浜 山中家文書を掲載した。

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（200708）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 → 200708／1

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。内容等で補記すべきものがあれば（　）で補った。

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。多人数にわたるものは，

適宜「他○名」と略記した。

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】

安芸国佐伯
さえき

郡海老
かいろう

塩浜
しおはま

　山中
やまなか

家文書 （請求記号 200708）

安芸国佐伯郡海老塩浜で庄屋を勤めた山中家に伝来したと思われる文書。

出　所 未詳（古書店）

出所地名 安芸国佐伯郡海老塩浜／広島県佐伯郡五
いつ

海市
かいち

村／広島県佐伯郡五日市町／広島市佐伯

区［現在地名］

旧支配 広島藩領

役職等 庄屋

分　量 101点（ 1冊，1綴，99通）

収蔵までの経緯 東京の古書店から当館職員が購入。のち，平成19年（2007）11月14日に当館へ

寄贈。古書店の入手先は不明。

年　代 寛永 3年（1626）～明治 4年（1871）

歴　史 山中家の屋号は「吉和屋」。当家は「芸藩通志」巻55に「海老塩浜山中氏　先祖孫右衛

門某，山中鹿之助幸盛が女某を娶り，草津村に住す。裔孫，海老に移り，数代里職たり，孫左衛門

より今好助に至る，九世」とある。山中家文書から吉和屋の系譜を推測すると，弥右衛門［正保］

―新兵衛・弥右衛門［寛文～享保］―庄之助・市助［享保］―源次右衛門［延享］―才右衛門［寛延・

宝暦・明和・安永］―好助［宝暦・明和・安永・天明］―弥五兵衛・弥右衛門［寛政・文化・文政・

天保］―正作・庄作［明治］となる。貞享元年（1684）のNo.11に「草津吉和屋弥右衛門」，元禄 2年

（1689）のNo.14に「塩浜弥右衛門」とあるので，元禄までには，草津村から海老塩浜（万治年間開

発）へ移住したと思われる。寛政年間の弥右衛門は海老塩浜庄屋，文化ごろ五日市村庄屋である。

内　容 寛永から明治期の田畑・屋敷・塩浜の売券，借銀．譲渡証文類約80点と，天保 4年（1833）

の家法，寛永14年（1637）「島原矢文之写」など。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2012. 3記述／西村 晃）



安芸国佐伯郡海老塩浜　山中家文書（200708）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 嶋原矢文之写 寛永14.12.13 嶋原城中ゟ寄手大持衆中 竪紙 1通

2 家法（五ヶ年間諸事大倹約） 天保 4.正. 吉和屋弥右衛門㊞→光禅寺
様・一類一統様

竪継紙 1通

3 売渡申家蔵地屋敷之事（白神壱町目西
かハ）

寛永 3. 9. 5 万屋源右衛門（花押）→天王
寺屋理右衛門殿

竪紙 1通

4 青木権左衛門書状（名物の葉たはこ過
分之至）

　　　. 8.24 権左衛門（花押）→吉和屋弥
右衛門様

竪紙 1通

5 〔丁銀壱貫目等譲渡ニ付一筆〕 正保 3. 3.10 常祐（花押）→弥右衛門殿 竪切紙 1通

6 覚（常祐遺物として丁銀壱貫目并へや
諸道具及び吉之進脇指請取）

万治 2. 3.25 常祐後室・六右衛門→弥右衛
門殿

竪切紙 1通

7 万治元年戌ノ年ゟ亥ノ年子ノ年之七月
迄鍛冶屋仕損有之算用覚之事

万治 3. 8.11 手嶋や仁左衛門→弥右衛門殿 竪紙 1通

8 覚（つまいね清四郎・玄復・六兵衛立
ち行きニ付訓示）

寛文 6. 8.21 よしわや弥右衛門→新兵衛殿 竪紙 1通

9 よしわや弥右衛門書状（長庵様御座被
成候ニ付礼状）

　　　. 3.11 →安右衛門様 切紙 1通

10 某書状（蜜柑等礼状） 　 　 竪紙 1通

11 〔浜手形ひかへ・塩浜売渡証文綴〕 貞享元. 5.22／貞享
4.極.25

草津吉和屋弥右衛門→塩浜庄
屋新兵衛殿外3名／浜売主弥
右衛門→源七殿外1名

綴 1 綴
（2
通）

12 永代売渡ス塩浜之事 貞享 4.極.25 浜売主源七㊞外2名→吉和屋
弥右衛門殿〈奥書庄屋甚左衛
門㊞外2名→吉和や弥右衛門
殿〉

竪継紙 1通

13 売渡申田地之事 元禄元.12.25 田地主市右衛門㊞外3名→吉
和屋弥右衛門殿

竪紙 1通

14 永代売渡ス田地之事 元禄 2.11.26 うり主弥左衛門㊞外2名→塩
浜弥右衛門殿

竪紙 1通

15 永代売渡ス申田地之事 元禄 2.霜.15 売主吉郎右衛門㊞外2名→塩
浜弥右衛門殿

竪紙 1通

16 売渡ス畠之事（未新開） 元禄 3.正.22 売主半右衛門㊞外2名→吉和
や弥右衛門殿

竪紙 1通

17 借用仕ル銀之事（銀六拾目） 元禄 3.霜.15 かり主源次郎㊞外2名→よし
わや弥右衛門様〈奥書塩浜与
頭半兵衛㊞→吉和屋弥右衛門
殿〉

竪紙 1通

18 仕ル書物之事（前々之入役算用方年行
司と与頭出入ニ付御下代衆様御内証ニ
て御済し成られ候ニ付一札）

元禄 5. 3. 2 塩浜与頭半兵衛外1名・年行
司弥右衛門外3名→東能美島
庄や源兵衛殿外2名

竪紙 1通

19 覚（塩浜出入之儀ニ付東能美島庄屋等
より申渡候写し）

元禄 5. 3. 2 東能美島庄屋源兵衛外2名→
塩浜与頭半兵衛外1名・年行
司中

竪紙 1通

20 永代売渡申畠之事 元禄10.極.18 売主市左衛門㊞外3名→塩浜
弥右衛門殿

竪紙 1通

21 永代売渡ス畠之事（海老之根一郎右衛
門畠買申手形）

元禄 8.11.29 畠うり主市郎右衛門㊞外1名
→草津や弥右衛門殿

竪切紙 1通

22 吉わや弥右衛門書状（市郎右衛門殿上
方より御下りなられ候や）
※端裏書「常夢様手跡」

　　閏. 5.23 →藤屋六之助殿 切紙 1通

23 吉和屋弥右衛門書状（宮島参詣の次手
ニ此方へも寄り申すべし，我等も海田
迄参るべし）

　　　. 6.10 →藤屋六之助殿 切紙 1通

24 弥右衛門書状（其方ニしおはま肝煎給
すべし、舟むかい遣し申すべし）

　　　. 8. 5 →六之助殿 折紙 1通

25 吉和屋弥右衛門書状（見舞無用之事） 　　　. 8. 9 吉和屋弥右衛門→六之助殿 竪紙 1通

3



安芸国佐伯郡海老塩浜　山中家文書（200708）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

26 覚（草津ニ御茶屋設置にて酒場すたり
申候ニ付其替り酒場一ヶ所廿日市にて
免許方願書）

元禄12. 7.16 吉和屋弥右衛門→進藤吉大夫
様外2名

竪紙 1通

27 永代ニ売渡ス畠之事
※端裏書「此畠平六へ遣シ帖直シ御戻り申候」

元禄16.霜.27 売主佐兵衛㊞外3名→塩浜弥
右衛門殿

竪紙 1通

28 永代売渡田地之事 正徳 6.閏2.10 五日市村売主彦三郎㊞外2名
→塩浜弥右衛門殿

竪紙 1通

29 永代売渡申田畠之事
※端裏書「助三郎畠買取手形」

享保 3. 2.28 売主五日市村助三郎→塩浜弥
右衛門殿

竪切紙 1通

30 永代売渡申畠之事（町うら・同所新開）
※端裏書「田畠古証文買手形」

享保 4.極.25 売主小西屋甚右衛門㊞→吉和
屋弥右衛門殿外1名〈裏書塩
浜庄屋平九郎外2名〉

竪紙 1通

31 永代ニ売渡家屋敷之事 享保 6.11. 4 五日市村売主九郎左衛門㊞外
2名→市助殿

竪紙 1通

32 永代売渡申畠之事 享保15. 2. 6 売主吉和や庄之助㊞→茂八殿
〈奥書塩浜庄屋正右衛門㊞外
2名〉

竪紙 1通

33 覚（広島国久屋正助・北村屋勘左衛門
滞銀訴訟相済候ニ付訴状受取書案文）

享保15.11.10 大坂過書町浜田屋七郎兵衛→
堀田助六様外1名

竪切紙 1通

34 覚（広島北村屋勘左衛門滞銀訴訟内済
ニ付訴状受取書案文）

享保15.11.10 大坂過書町浜田屋七郎兵衛→
堀田助六様外1名

竪切紙 1通

35 一札（寅卯両年為替負せ銀訴訟対決之
上相済候ニ付添証文之写）

享保15.11.10 大坂過書町浜田屋七郎兵衛→
芸州広島三国屋午右衛門殿外
3名

竪紙 1通

36 覚（講銀算用） 　　寅. 6. 山下講→よしわ屋弥右衛門様 切紙 1通

37 永代ニ売渡ス田畠之事（土井内） 享保20.極. 9 売主町六兵衛㊞→吉和屋市助
殿〈裏書庄屋新八㊞外4名〉

竪紙 1通

38 永代ニ売渡ス田地之事（木屋田）
※端裏書「町与兵衛分」

延享元.極. 8 売主海老塩浜与兵衛㊞外1名
→吉和屋源次右衛門殿〈五日
市村庄屋新八㊞外4名〉

竪紙 1通

39 借用申手形之事（銀五百目） 延享 2.11.15 草津屋嘉七㊞→吉和屋源次右
衛門殿外1名

竪紙 1通

40 永代ニ売渡ス畠之事（沖新開下） 寛延 2. 4.15 売主豆府屋藤七㊞外1名→吉
和屋才右衛門殿〈奥書五日市
村庄屋新八㊞外5名〉

竪紙 1通

41 借用申銀子之事（銀札弐拾目） 寛延 4. 2. 2 借主哲問㊞→吉和屋様・同十
四郎殿御取次

竪紙 1通

42 永代ニ売渡ス田地之事（市助分買証
文）

寛延 2.12.28 売り主市助㊞外1名→才右衛
門殿〈奥書五日市村庄屋新八
外4名〉

竪紙 1通

43 永代ニ売渡ス田地之事（用免田買切証
文　町小三郎ゟ入）

宝暦元.12.26 売主小三郎㊞外1名→吉和屋
才右衛門殿〈奥書五日市村庄
屋新八外3名〉

竪紙 1通

44 永代ニ売渡ス田地之事（胡免中田買切
証文　町弥三郎ゟ入）

宝暦元.12.28 売主弥三郎㊞外1名→吉和屋
才右衛門殿〈奥書五日市村庄
屋新八外3名〉

竪紙 1通

45 永代ニ売渡ス田地之事（中汐田） 宝暦 2.12.20 売主西ノ端善三郎㊞外1名→
吉和屋才右衛門殿〈裏書五日
市村庄屋新八外5名〉

竪紙 1通

46 借用仕銀子之事（浜仕入銀を吉和屋・
三原屋・高木屋・若屋より借銀）

宝暦 2.極. 借り主油屋作兵衛㊞外2名→
吉和屋才右衛門様外3名

竪紙 1通

47 覚（未新開畠を吉和屋へ売券仕、代銀
調候ハヽ御戻し候約束にて預り作仕候
ニ付年切証文）

宝暦 2.12.29 五日市弥三郎忰伝次郎㊞外1
名→吉和屋才右衛門殿

竪切紙 1通

48 永代売渡ス田地之事（敷田外） 宝暦 3.極.18 皆賀村売主七兵衛㊞外5名→
吉和屋好助殿

竪紙 1通
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安芸国佐伯郡海老塩浜　山中家文書（200708）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

49 永代ニ売渡ス田之事（外か坪） 宝暦 3.極.23 皆賀村売主平九郎㊞外4名→
吉和屋好助殿

竪紙 1通

50 永代ニ売渡ス田地之事（田中かいち） 宝暦 3.極.23 皆賀村売主仁兵衛㊞外3名→
吉和屋好助殿

竪紙 1通

51 借用申銀子之事（銀六拾目）
※端裏書「綿打仁兵衛」

宝暦 3.極.26 借主町仁兵衛㊞外1名→吉和
屋好助殿〈奥書五日市村庄屋
新八㊞外5名〉

竪紙 1通

52 永代ニ売渡ス畠之事（沖新開） 宝暦 3.極.29 売主五助外1名→よしわや才
右衛門殿〈奥書五日市村庄屋
新八㊞外5名〉

竪紙 1通

53 覚（山崎屋次郎太浜仕入ニ両家より貸
付候御差紙預り手形）

宝暦 4.極.16 三原屋新次郎㊞→吉和屋才右
衛門殿

竪切紙 1通

54 永代売渡申畠之事（原屋太郎右衛門分
浜地浜跡畠）

宝暦 4. 2.11 売主桑良屋勘左衛門跡七郎助
㊞外2名→吉和屋才右衛門殿

竪紙 1通

55 永代ニ売渡ス田畠之事（後越） 宝暦 4.極.13 売主よう免市六㊞外1名→よ
しわや才右衛門殿〈裏書五日
市村庄屋新八外5名〉

竪継紙 1通

56 借用申銀子之事（銀五拾目） 宝暦 4.極.27 借主仁兵衛㊞外1名→吉和屋
好助様

竪切紙 1通

57 覚（宮島賀茂屋塩浜書物壱所ニ致し候
証文預り手形）

宝暦 5. 3. 8 三原屋新次郎㊞→吉和屋才右
衛門殿

竪切紙 1通

58 借用申銀子之事（銀三百目） 宝暦 6. 3. 借り主甚林㊞外1名→吉和屋
好助殿〈裏書五日市村庄屋新
八外5名〉

竪紙 1通

59 永代ニ売渡ス畠之事（西ノ端） 宝暦 6.極.27 売り主にし次郎兵衛㊞外2名
→吉和屋好助殿〈奥書五日市
村庄屋新八外5名〉

竪紙 1通

60 永代ニ売渡シ申畠之事（町裏） 宝暦 6.極. 3 売主五日市村市六㊞外1名→
吉和屋才右衛門殿〈奥書塩浜
与頭核平次外2名〉

竪継紙 1通

61 永代ニ売渡ス畠之事（沖新開） 宝暦 7.12.20 売り主藪又蔵㊞外1名→吉和
屋才右衛門殿〈奥書五日市村
庄屋新八外5名〉

竪紙 1通

62 永代ニ売渡ス畠之事
※端裏書「此分市兵衛譲遣ス」

宝暦 7.12.20 売り主三反田仁兵衛㊞外1名
→吉和屋才右衛門殿〈奥書五
日市村庄屋新八外5名〉

竪紙 1通

63 永代ニ売渡ス田畠之事（新堤） 宝暦 7.12.18 売り主大工屋貞平㊞外1名→
吉和屋才右衛門殿〈裏書五日
市村庄屋新八㊞外5名〉

竪紙 1通

64 永代売渡申浜地之事（上り浜）
※端裏書「宝暦七丑極月三原屋分内浜買請証文　浜代三貫六
百目名前好助調置寅正月十一日」

宝暦 7.極.11 売主三原屋新次郎㊞→吉和屋
好助殿〈奥書塩浜与頭核平次
㊞外2名〉

竪継紙 1通

65 永代ニ売渡ス畠之事（沖新開） 宝暦 8.12.29 売主峠屋伝右衛門㊞外1名→
よしわや才右衛門殿〈奥書い
つか市村庄屋新八㊞外5名〉

竪紙 1通

66 借用申銀子之事（銀子三百目） 宝暦 8.12.29 借主最広寺・同品正寺・同正
向寺外3名→吉和屋好助殿

竪継紙 1通

67 永代売渡申畑之事（塩浜入川跡） 宝暦 9.霜. 売主高木屋作平㊞外1名→好
助殿

竪切紙 1通

68 永代ニ売渡ス畠之事（未新開） 宝暦 9. 4.19 売主田中屋儀八郎㊞外1名→
よしわや好助殿〈裏書五日市
村庄屋新八㊞外5名〉

竪紙 1通

69 借用申銀子之事（銀百六拾目） 宝暦10.12.13 借り主藪又蔵㊞外1名→吉和
屋好助殿〈五日市村庄屋藤左
衛門㊞外5名〉

竪紙 1通

70 借用申銀子之事（塩浜東町屋敷等書入
文銀百拾匁借用）

宝暦10.極.27 借主塩浜喜八㊞外1名→吉和
屋好助殿

竪紙 1通
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71 永代売渡申家屋敷畑之事（塩浜東町・
同所町裏）

宝暦11.極.24 売主塩浜東町長兵衛外1名→
吉和屋才右衛門殿

竪紙 1通

72 覚（丁銭七拾目七分借用証文） 　　申. 2. 借用主源助㊞→吉和屋弥右衛
門殿

切紙 1通

73 永代ニ売渡ス田地之事（山きわ） 宝暦元.極.18 売主皆賀村勘兵衛㊞外5名→
吉和屋好助殿

竪切紙 1通

74 借用申銀子之事（銀七拾目） 宝暦12.極.28 借主塩浜祖助㊞外1名→吉和
屋幸助殿〈奥書塩浜与頭核平
次㊞外2名〉

竪継紙 1通

75 ふき婚儀諸入用控 明和 2. 4. 　 横長 1冊

76 永代売渡ス畠之事（寺下） 安永 2. 3.11 売主貞平㊞外1名→吉和屋才
右衛門殿〈五日市村庄屋藤左
衛門㊞外4名〉

竪紙 1通

77 永代ニ売渡ス畠之事（紙屋畠） 安永 3.12. 2 売主弥市子作右衛門外1名→
吉和屋好助殿〈五日市村庄屋
藤左衛門㊞外4名〉

竪紙 1通

78 永代売渡申畠之事（宇治屋地） 安永 6.極. 売主岩戸新蔵㊞外1名→吉和
屋好助殿

竪継紙 1通

79 永代ニ売渡ス田地之事（借屋のせと） 明和 3.11.14 売主薮ノ又蔵㊞外1名→吉和
屋好助殿〈奥書五日市村庄屋
藤左衛門㊞外5名〉

竪紙 1通

80 永代ニ売渡家屋敷之事（屋敷） 明和 5.極.10 売り主又蔵㊞外1名→吉和屋
才右衛門殿〈奥書五日市村庄
屋藤左衛門㊞外4名〉

竪紙 1通

81 永代売渡し申家屋敷畠之事（塩浜東
町）

明和 5.極.26 売主塩浜喜八跡彦六㊞外1名
→吉和屋才右衛門殿

竪紙 1通

82 永代ニ売渡ス畠之事（や小路） 明和 8. 3. 3 売主寺下市兵衛外1名→吉和
屋十四郎殿〈五日市村庄屋藤
左衛門㊞外4名〉

竪紙 1通

83 譲り証文之事（木屋田・未新開・中汐
田・新堤田畠計九筆）

天明元.極. 吉和屋好助㊞外1名→吉和屋
十四郎殿

竪継紙 1通

84 御預申候譲り証文之事（屋敷及町裏・
東町・同町裏田畠計八筆）

天明元.極.28　 吉和屋好助㊞外1名→海老塩
浜御役人衆中〈奥書与頭平蔵
㊞外2名〉

竪継紙 1通

85 永代売渡ス申田畠之事（木屋田・用免
田・中汐田・新堤計六筆）

天明元.極. 売主吉和屋十四郎㊞外1名→
吉和屋好助殿

竪継紙 1通

86 借用申銀子之事（銭百目） 天明 2.極.28 借り主次兵衛㊞外2名→吉和
屋猪右衛門殿

竪切紙 1通

87 永代ニ売渡ス田畠之事（湯砂） 天明 3. 4. 売主中町新兵衛㊞外1名→吉
和屋好助殿〈奥書五日市村庄
屋次助㊞外5名〉

竪紙 1通

88 永代売渡ス畠之事（山ノ岡） 天明 6. 5. 売主大工屋貞平跡外1名→吉
和屋太四郎殿〈庄屋次助㊞外
5名〉

竪紙 1通

89 永代ニ売渡浜地之事（上々浜） 寛政 3. 4.22 売主三原屋新次郎㊞外1名→
山中屋弥五兵衛殿〈奥書塩浜
庄屋弥右衛門㊞外2名〉

竪継紙 1通

90 借用銀子之事（元銀札百弐拾目） 寛政 6.極. 橋本屋要助㊞→吉和屋弥右衛
門殿・新町長百姓中

竪切紙 1通

91 永代売渡ス家屋敷之事（中町屋敷） 文化 2.極. 売主中町市三郎外1名→吉和
屋弥右衛門殿〈奥書五日市村
庄屋新八外6名〉

竪紙 1通

92 釜焼請状之事（貴家釜焼御召抱ニ付） 文化13.極. 釜焼源三郎外1名→はま吉和
屋様

竪紙 1通

93 讃州三木郡牟礼村役所弥一郎正友書状
（御村方彦四郎親子病気一件）

　　　.11. 7 →芸州佐伯郡五日市村庄屋山
中弥右衛門様・高木新八様

切継紙 1通
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94 証文之事（浜方仕入銀として御才覚銀
七貫目拝借ニ付）

文政 2.極. 吉和屋弥右衛門外1名→橋本
屋伝右衛門殿〈奥書広島細工
町橋本屋伝右衛門㊞→海老塩
浜庄屋新八殿外4名〉

竪継紙 1通

95 永代売渡証文之事（三畝三歩） 明治 3.11. 売主平右衛門外2名→吉和屋
正作殿

竪紙 1通

96 永代売渡畑之事（武原屋鋪） 明治 5. 4. 平稲小三郎㊞外1名→山中庄
作殿〈奥書少長木田文七㊞外
2名〉

竪紙 1通

97 永代売渡シ証文之事（未新開） 明治 3. 4. 売主玉屋新七㊞外2名→買主
魚屋平右衛門殿

竪切紙 1通

98 永代売渡ス畑之事（武原屋敷） 明治 3. 4. 町浦栄助㊞外1名→平瀬屋半
五郎殿〈庄屋三宅千右衛門㊞
外6名〉

竪紙 1通

99 御歎申上ル覚（大原村新浜塩浜へ洪水
ニて泥砂流込ニ付休浜日限延期願）

　　寅. 7. 大原村新浜持主伝六㊞→庄屋
大二殿外2名〈奥書庄屋大二
㊞外2名→組合割庄屋吉左衛
門殿〉

竪継紙 1通

100 永代売渡田畑之事（得ふ田屋敷） 明治 4. 3. 売主周兵衛㊞外1名→新吉子
啓次郎殿〈奥書庄屋三宅千右
衛門㊞外6名／借用主国本啓
次郎㊞外2名→湯良辰次郎殿〉

竪継紙 1通

101 奉願上口上之覚（佐伯郡五日市村掛持
庄屋弥右衛門方へ山県郡御山目附加計
村嘉藤太弟弥三郎引越御願書付　佐伯
郡海老塩浜）

　　申. 5. 五日市村掛持庄屋弥右衛門㊞
→庄屋武三郎殿〈奥書庄屋武
三郎㊞→佐伯郡御役所／裏書
宮田織人・高間小左衛門〉

竪継紙 1通
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