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凡 例

1 このPDF版複製資料目録は，『広島県立文書館所蔵複製資料目録』 1集・ 2集（昭和63年10月刊），および，同

第 3集（平成 2年 3月刊）に掲載した資料目録をひとつにまとめたものである。

刊行したものと異なる点は，以下のとおりである。
•紙面レイアウト
•いくつかの文書群について，文書群名の後に簡単な概要説明を付けたこと。

2 資料は，所蔵者単位・文書群単位にまとめて収録した。各所蔵者は，広島県内の部・県外の部に大別し，県内

は，平成合併以前の市町村別，県外は，都道府県別とした。また，同一市町村（都道府県）の内部では，機関を先，

個人を後とし，原則として文書群名の50音順配列とした。

3 資料の配列は，所蔵者ごとにおおむね次のいずれかの方法を採用した。

（1） 主題内容により分類配列

（2） 原資料の保管整理状況にしたがって配列

（3） 他機関作成の目録を踏襲

（4） 撮影順

等である。また，分類項目名はゴシックで示した。

4 目録本文の記載は以下のとおりである。

文書群
登録番号
↓

文書群名
↓

P01
115

波多野家文書

世羅郡東神崎村庄屋波多野家に伝来した文書（支配・戸口・村・産業・治安・宗教・家）←文書群についての説明

C1・C2 御用永代録 文政 4. 6. 横半

A2 〔村方取締ニ付条々〕覚 文政 3. 8.14 福原伴右衛門他→東神崎村庄屋
善兵衛

一紙

C5 〔郡中風儀ニ付〕内密口演 寅. 2. 古田新三郎他→割庄屋共 綴

↑
簿冊番号

↑
表題

↑
年代

↑
作成

↑
形態

（1） 文書群登録番号・文書群名

ア 文書群名の頭に付した記号数字は，本館における登録番号である。

イ 伝来文書は，○○家文書・○○寺文書等とし，収集など伝来以外の事情で所蔵されているものは，○○

氏所蔵文書・○○氏収集文書等とした。

ウ 原所蔵者が複数の文書群を所蔵している場合は，その内訳を一括表示した。

エ 本来の伝来地と全く関わりのない地に所蔵されており，検索が困難な場合は，適宜捨て見出しを立てた。

（2） 文書群についての説明

一部の文書群については，文書群の性格について，簡潔な説明を付した。また，特に参照すべき事柄があ

れば※印で付記した。

（3） 簿冊番号

一番左の欄の数字は，簿冊（ファイル）の番号を表す。本館における閲覧請求記号は，当該文書群の登録番

号に，この簿冊番号を加えたものである。

（4） 表題

ア 原表題のあるものは，これをとった。

イ 原表題だけでは内容不明のものには適宜〔　〕をつけて補足した。また，原表題のないものについて

は，適宜内容により表題をつけ，〔　〕によって表示した。

ウ 内容について特に説明を要するものは，※印を付して補足した。

エ その他数量など表題で特に補うべきことがらは，（　）を活用した。



オ ◦印を付したのは，その上の資料の内訳を示す。小さい活字の場合は，内訳全部ではなく一部のみであ
ることを示す。

カ 原資料の一部のみを複写したものは〔抄〕を付した。

（5） 年代

作成年代をとったが，資料によっては内容年代を表示したものもある。推定の場合は（　）を付した。複

数の年・月・日にわたるものは～を使用した。

（6） 作成

書翰類は差出と宛先を→印で結んで表記した。差出・宛名が複数の場合は適宜省略した。肩書・役職は必

要に応じて付した。推定の場合は（　）を付した

（1） 形態

ア 以下のように略記した。

1# 竪冊：料紙を竪に二つ折りにしてとじたもの

2# 横長：料紙を横に二つ折りにしてとじたもの

3# 横半：横長の半分の大きさの冊子

4# 冊：以上のいずれにもあてはまらない冊子

5# 竪紙：竪紙サイズの紙をそのまま使用したもの

6# 折紙：竪紙を横二つ折りにしたもの

7# 切紙：竪紙を横二つ切りないしはそれ以下の大きさに切ったもの

8# 一紙：近世・近代の文書で，料紙の使用方法を表記する必要のない，あるいは料紙の使用方法が不明

の文書

9# 継：料紙を貼りついだもの

10# 巻子：巻子に表装され軸のあるもの

11# 綴：別々に作成された複数の文書を綴ったもの

12# 刊：印刷・出版されたもの（近世の木版本も含む）

イ 以上に該当しないものも形態に応じて適宜表記した。

5 その他注意事項

本目録には誤字脱字（入力の間違い等）が含まれている可能性がある。これらは，適宜修正していくが，単純な誤

字訂正の場合，修正箇所についてそのつど明示はしない。本PDFファイル最終頁に更新履歴を記載するので，

利用の参考にしていただきたい。また，単なる誤字訂正以上の変更があった場合には，更新履歴にその旨を補記

する。
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広島市

P01
0 広島県立文書館所蔵文書

–1 竹内家文書 –4 宮本家文書
–2 野坂家文書 –5 亘春市文書
–3 平賀家文書

P01
0–1 竹内家文書

賀茂郡吉川村で庄屋・割庄屋を勤めた竹内家に伝来した文書（支配・租税・村・産業職業・農林業・交通運輸）
※原本を所蔵。開架仮目録あり。

支配

A1 永代定格触控帖　吉川邑用所 文化 8 竪冊

A1 組合御触書控 文化 9. 5 竪冊

A2 組合御触書控 文化10 割庄屋三郎兵衛 竪冊

A3 御役所御順達控 文化11 竪冊

A4 御触順達控 文化12 竪冊

A4 役用定控 文化12.10 竪冊

A5 御触翰準達控 文化13 竪冊

A5 役方準達写帖 文化14 竪冊

A6 役用順達控 文化15 竪冊

A6 御用廻書写 文政 2 割庄屋六郎兵衛 竪冊

A6 御触順達扣　割元 文政 3 竪冊

A7 御触書順達扣 文政 4 竪冊

A7 順達扣帖 文政 5 割庄屋六郎兵衛 竪冊

A8 御用順達扣 文政 6 竪冊

A8 御用順達写 文政 7 割庄屋亮平 竪冊

A9 御触書写帖 文政 8 割庄屋亮平 竪冊

A9 御触書写帖 文政 9 割庄屋亮平 竪冊

A10 御触書扣 文政10 竪冊

A10 御触書扣帖 文政11 割庄屋亮平 竪冊

A11 御触書扣帖 文政12. 1～文政14. 3 割庄屋亮平 竪冊

A12 御触書扣帖 天保 2 割庄屋亮平 竪冊

A12 御触書扣 天保 3 割庄屋亮平 竪冊

A13 御触書扣帖 天保 4 割庄屋亮平 竪冊

A14 御触書扣帖 天保 5 割庄屋亮平 竪冊
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A15 御紙面写 天保 6 割庄屋亮平 竪冊

A16 御紙面写帖 天保 7 割庄屋亮平 竪冊

A17 御紙面扣帖 天保 8 割庄屋亮平 竪冊

A18 御紙面写 天保 9 割庄屋亮平 竪冊

A18 御紙面帖扣 天保10 割庄屋亮平 竪冊

A19 御触書扣 天保11 竪冊

A20 御紙面写帖 天保12 割庄屋竹内亮平 竪冊

A20 御紙面類写 天保13 割庄屋竹内亮平 竪冊

A21 御紙面写 天保14 割庄屋竹内亮平 竪冊

A22 御紙面写帖 天保15 割庄屋竹内亮平 竪冊

A23 御紙面写帖 弘化 2 割庄屋竹内亮平 竪冊

A24 御触書写 弘化 3 割庄屋竹内亮平 竪冊

A25 御紙面類写 弘化 4 割庄屋竹内亮平 竪冊

A26 御紙面類写 弘化 5 割庄屋竹内亮平 竪冊

A27 御紙面類写 嘉永 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A28 御紙面類写 嘉永 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A29 御紙面類写 嘉永 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A30 御紙面類扣 嘉永 5 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A31 御紙面類写 嘉永 6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A32 御紙面類扣 嘉永 7 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A33 御紙面類帖 嘉永 8（安政 2） 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A34 御紙面類写 安政 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A35 御紙面類写 安政 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A35 御紙面類写 安政 5 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A36 御紙面類帖 安政 5 割庄屋吾一郎 竪冊

A37 御紙面類写 安政 6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A38 御紙面類写 安政 7 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A39 御紙面類写 万延 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A40 御紙面類写 文久 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A41 御紙面写 文久 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A42 御紙面写 文久 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A43 御紙面写 元治 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A44 御紙面写 慶応 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A45 御紙面写帖 慶応 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A46・47 御紙面写帖 慶応 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A48 御紙面ひかゑ 明治 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A49・50 御触書写 明治 2 竹内兵右衛門 竪冊

A51 御紙面写 明治 3 割庄屋頭取竹内亮左衛門 竪冊

A52 御巡見衆御尋之事有之其尋ニ応御返答覚
書

享保 2. 4.21 竪冊
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A52 殿様御廻在御休泊所諸事御仕構写帖　但
志和堀村御泊之筋之分　賀茂郡

文化 2.11 竪冊

A52 殿様閏四月御帰国之節三升・柏両原へ御
寄道御上覧被為仰出候節当所御昼休被仰
付諸扣

文政 2. 4～ 吉川村用懸り 竪冊

A52 御参勤之節御寄道被為仰付候一件始中終
諸控

文政 5. 1～文政 6. 3 竪冊

A52 天祐院様御昼休之筋覚書 文政 6. 3 竪冊

A52 御参府之刻御寄道吉川村御昼所諸仕構帖 文政 6. 3.11 竪冊

A52 殿様御逝去一条諸扣帖 文政13.11 割庄屋亮平 竪冊

A53 御巡見一件書類扣 天保 8. 9～ 割庄屋亮平 竪冊

A54 御巡見一件書扣帖 天保 9. 4～ 割庄屋亮平 竪冊

A55 御巡見一件書扣帖 天保 9. 5～ 割庄屋亮平 竪冊

A56 御巡見様御用書類差上通ひ 天保 9. 1～ 御用懸割庄屋亮平他 横半

A56 御小休所宿割帖写　竹原西野村 天保 9 庄屋手嶋作左衛門他 横半

A56 御巡見御用掛出張御役人役録之御覚 天保 9. 6 横半

A56 御巡見様御通行之節郡限御案内役人江御
尋御答頭書ひかへ

天保 9. 6 賀茂郡亮平 横半

A56 〔御巡見衆御通行之節新規御尋有之候砌
御答ニ付〕態申遣ス

天保 9. 5. 1 横半

A56 御案内之者新規御尋御答書 （天保 9） 竪冊

A56 御尋節御答覚書　賀茂郡 天保 9.閏4. 郡奉行 竪冊

A56 御案内之者新規御尋御答書 （天保 9） 竪冊

A57 公儀掛リ一件諸扣　賀茂郡 天保13. 7 割庄屋竹内儀右衛門 竪冊

A57 奉幣使様御通行村々廻達扣帖　隣郡組合
書状扣共　賀茂郡

元治元. 4 竹内亮左衛門 竪冊

A57 御道筋引捨絵図 竪冊

A57 殿様御廻在一件御紙面写 文久元. 8 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A57 殿様御止宿之節之次弟覚書　下書 文久元.10 竪冊

A57 〔賀茂郡休泊所別御書銀札割賦覚帳〕 竪冊

A58 殿様御廻在一件諸扣帖 文久元. 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A59 殿様御廻在一件扣帖　賀茂郡 文久元. 4～ 竪冊

A60 宝永之御法則書帖面写 宝永元. 1 横半

A60 正徳年中新御格式 竪冊

A60 享保十一年同十二年倹約御触并当休御触
書写　吉川邑用所

寛政 2. 5 竪冊

A60 異国船打払之儀ニ付御触書写シ 文化 5. 9 横半

A61 病人送出并旅人相果候刻取計方一巻控 文化11. 4～ 賀茂郡寺家邨・吉川邨 竪冊

A61 病人送法則書 寛政11 割庄屋亮平 横半

A61 御倹約被仰出御頭書写 天保 3.12 竪冊

A62 御倹約被仰出御頭書写し　吉川村用所 天保 3.12 竪冊

A62 御倹約ニ付革田示書 天保 4. 2 竪冊

A62 寺社御倹約一件　竹内扣 天保 4. 2 竪冊
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A62 御倹約一件 天保 4. 2 竪冊

A62 〔倹約被仰出書〕 寛政 7. 3.14 竪冊

A62 〔日雇賃銀引上糺方之義等〕態申遺ス 丑8 竪冊

A62 御倹約被為仰出候一件諸扣　吉川村 天保13. 7 竪冊

A62 質素倹約筋被仰付書類写 天保13. 7 竪冊

A63 御倹約筋改而被為仰付申談人別受印扣　
吉川村

嘉永 2. 3 竪冊

A63 御大倹之御趣意被為仰出候ニ付愚存申上
ル口演書

卯5 賀茂郡割庄屋共 竪冊

A63 郡中村々之内治方之様子申上書附　賀茂
郡

嘉永 2. 3 竪冊

A63 工事出入諸入用方村則之趣改而御談御受
書

嘉永 2. 3 平七他→庄屋儀右衛門他 竪冊

A63 御倹約被仰出口演書写 嘉永 7. 5 竪冊

A63 御倹約被為仰出申談頭書 嘉永 7. 5 竪冊

A63 御倹約被為仰出申談頭書　吉川村　嘉永
七寅年被出御触書写

嘉永 7. 5 竪冊

A63 村役人手元心得書　吉川村　嘉永七寅年
割庄屋中ヨリ相廻リ候心得書写・頭書惣
百姓へ示談之廉

嘉永 7. 5 横長

A63 質素節倹筋御談ニ付受印帖　賀茂郡吉川
村

嘉永 7. 6 平七他→庄屋儀右衛門他 竪冊

A63 風儀立直方之義被為仰談御証書　吉川村 安政 2.10 徳蔵他→庄屋儀右衛門他 竪冊

A63 異船海防御手当頭書 文久 3. 3 竪冊

A64 攘夷ニ付見聞書記　其他公儀触書類も混
写致居候
※大坂・京大火略図含む

文久 2. 9 竹内氏 竪冊

A65 御政事向大御変革ニ付諸御触書写 文久 3. 7～ 竹内儀右衛門 竪冊

A66 役人手元心得書 慶応元.12 横長

A66 御倹約被為仰出申談頭書 慶応元.12

A66 〔諸書付類〕 明治元.12 竪冊

A66 除害御頭書入 明治 2.11 竹内亮左衛門 袋

A66 ◦村割規則之部 竪冊

A66 ◦駅所吟味諸入用規則ノ部
※以上2冊合綴

竪冊

A66 ◦人馬指給差人馬飯飼料込賃銭等御尋之
節御答書試　賀茂郡

明治 3. 1 横長

A66 ◦差止箇条之部 竪冊

A66 ◦郡割規則之部 竪冊

A66 ◦申談頭書 竪冊

A66 ◦郡免割除害一件
※以上4冊合綴

辰12 竪冊

A66 ◦御頭書之内差閊候廉附紙を以申上候
条々書抜帖　賀茂郡

明治 3. 1 割庄屋頭取竹内亮左衛門→賀茂
郡役所

横長

租税

A67 賀茂郡吉川村御免割帳 天明 7.11 庄屋与三次→宮田織人他 竪冊
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A67 賀茂郡吉川村入置欠算用帳 天明 7.12 庄屋与三次他→宮田織人他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村夫割帳 天明 7.12 庄屋与三次→宮田織人他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村御免割帳 天明 8.10 原村庄屋市郎左衛門他→宮田織
人他

竪冊

A67 賀茂郡吉川村夫割帳 天明 8.12 当分庄屋与三次他→宮田織人他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村入置欠算用帖 天明 8.12 当分庄屋与三次他→宮田織人他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政元.10 原村庄屋理右衛門他→青木猪助
他

竪冊

A67 賀茂郡吉川村入置欠算用帖 寛政元.12 当分庄屋与三次他→青木猪助他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村夫割帳 寛政元.12 庄屋与三次他→青木猪助他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政 3.10 原村庄屋理右衛門他→松野久左
衛門他

竪冊

A67 賀茂郡吉川村入置欠算用帖 寛政 3.12 当分庄屋与三次他→松野久左衛
門他

竪冊

A67 賀茂郡吉川村夫割帳 寛政 3.12 当分庄屋与三次他→松野久左衛
門他

竪冊

A67 御免割入米銀辻割賦帳　賀茂郡吉川村 寛政 4. 9 横長

A67 賀茂郡吉川村御免割帖 寛政 4.10 原村庄屋理右衛門他→松野久左
衛門他

竪冊

A67 賀茂郡吉川村御免割入置指引欠算用帖　
寛政四年分

寛政 5. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A67 賀茂郡吉川村夫割帳　寛政四年分 寛政 5. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 御免割入米銀辻割賦帳　賀茂郡吉川村 寛政 5.10 横長

A68 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政 5.10 原村庄屋理右衛門他→周参見新
右衛門他

竪冊

A68 賀茂郡吉川村御免割指引減算用帳　寛政
五年分

寛政 6. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 賀茂郡吉川村夫割帖　寛政五年分 寛政 6. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 御免割入米銀辻割賦帖　吉川村用所 寛政 6.10 竪冊

A68 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政 6.10 原村庄屋理右衛門他→周参見新
右衛門他

竪冊

A68 賀茂郡吉川村御免割入置指引欠算用帖　
寛政六年分

寛政 7. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 賀茂郡吉川村夫割帳　寛政六年分 寛政 7. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 御免割入米銀辻約割賦帖　吉川村用所 寛政 7.10 横長

A68 賀茂郡吉川村御免割帖 寛政 7.10 原村庄屋理右衛門他→周参見新
右衛門他

竪冊

A68 賀茂郡吉川村御免割入置指引減算用帖　
寛政七年分

寛政 8. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 賀茂郡吉川村夫割帖　寛政七年分 寛政 8. 1 庄屋対助他→周参見新右衛門他 竪冊

A68 御免割入米銀辻約割賦帖　吉川村用所 寛政 8.10 横長

A68 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政 8.10 原村庄屋理右衛門他→西村多仲
他

竪冊

A68 賀茂郡吉川村入置欠算用帖 寛政 8.12 庄屋対助他→西村多仲他 竪冊

A68 賀茂郡吉川村夫割帳 寛政 8.12 庄屋対助他→西村多仲他 竪冊

A69 御免割入米銀辻小内約村方惣割符帖　賀
茂郡吉川邑

寛政 9.10 竪冊
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A69 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政 9.10 原村庄屋理右衛門他→西村多仲
他

竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割入置差引欠算用帳　
寛政九年分

寛政10. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村夫割帳　寛政九年分 寛政10. 1 庄屋対助他→大藤良蔵他 竪冊

A69 御免割入米銀惣辻村方小内約メ根帳　賀
茂郡吉川村

寛政10.10 横長

A69 御明知・御新開・御給知御物成并諸入役
米銀御免割帳　賀茂郡吉川村

寛政10.10 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割帳 寛政10.10 原村庄屋理右衛門他→大藤良蔵
他

竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割入置差引欠算用帖　
寛政十年分

寛政11. 1 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割帖 寛政10.10 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村夫割帖　寛政十年分 寛政11. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割入置差引欠算用帳　
寛政十一年分

寛政12. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村夫割帖　寛政十一年分 寛政12. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割帖 寛政11.10 原村庄屋理右衛門他→大藤良蔵
他

竪冊

A69 御免割入米銀惣辻村方小内約メ根帳　吉
川村用所

寛政11.10 横長

A69 御明知・御新開・御給知御物成并諸入役
米銀御免割帳　賀茂郡吉川村

寛政11.10 竪冊

A69 賀茂郡吉川村夫割帖　寛政十二年分 寛政13. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割帖 寛政12.10 熊野跡村庄屋伝右衛門他→大藤
良蔵他

竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割入置差引欠算用牒　
寛政十二年分

寛政13. 1 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A69 御免割入米銀惣辻村方小内約根帖 寛政12.10 横長

A69 御明知・御新開・御給知御物成并諸入役
米銀御免割帳　かも郡吉川村

寛政12.10 竪冊

A69 御給知方諸入役米銀割帖 寛政12.10 竪冊

A69 賀茂郡吉川村御免割帖 享和元.10 熊野跡村庄屋伝右衛門他→大藤
良蔵他

竪冊

A70 賀茂郡吉川村夫割帳 享和元.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 享和元.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 御免割入米銀惣辻村方小内約根帖　吉川
村用処

享和元.10 横長

A70 御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 享和元.10 竪冊

A70 賀茂郡吉川村御免割帳 享和 2.12 熊野跡村庄屋伝右衛門他→森左
門他

竪冊

A70 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 享和 2.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 賀茂郡吉川村夫割帖 享和 2.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 御免割入米銀惣辻村方小内約根帳　吉川
村用所

享和 2.10 横長

A70 御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 享和 2.10 竪冊
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A70 賀茂郡吉川村御免割帳 享和 3.10 熊野跡村庄屋伝右衛門他→森左
門他

竪冊

A70 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 享和 3.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 賀茂郡吉川村夫割帳 享和 3.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A70 御免割入米銀惣辻村方小内約根帳　吉川
村用所

享和 3.10 横長

A70 御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 享和 3.10 竪冊

A71 御免割一件入　吉川村用処 文化元 袋

A71 ◦御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村
　本書帖根帖

文化元.10 竪冊

A71 ◦御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村
　不用もの

文化元.10 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村夫割帳　扣 文化元.12 庄屋三郎兵衛他 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村諸入役米銀年行司小帖　
扣

文化元.10 年行司伴右衛門 横長

A71 ◦かも郡吉川村割以後年行司小扣　扣 文化元.12 年行司伴右衛門 横長

A71 ◦賀茂郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通り人足并飼料仕出し小帖　扣

文化元.12 年行司伴右衛門他 横長

A71 ◦かも郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用米
入仕出し小帖　扣

文化元.12 米入百姓甚助 横長

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化元.10 熊野跡村庄屋弥十右衛門他→森
左門他

竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化元.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化元.12 庄屋三郎兵衛→賀茂郡役所 竪冊

A71 ◦御免割入米銀惣辻村方小内約根帳　吉
川村用処

文化元.10 横長

A71 御免割一件入　吉川村用所 文化 2.10 袋

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　ひかへ 文化 2.10 熊野跡村庄屋弥右衛門他→森左
門他

竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳　ひ
かへ

文化 2.12 庄屋三郎兵衛→かも郡役処 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村夫割帖　ひかへ 文化 2.12 庄屋三郎兵衛→かも郡役所 竪冊

A71 ◦かも郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用米
入仕出し小帖　ひかへ

文化 2.12 米入百姓甚助 横長

A71 ◦賀茂郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通人足并飼料共仕出し小帖　ひかへ

文化 2.12 年行司林蔵他 横長

A71 ◦賀茂郡吉川村諸入役米銀年行司小帖　
ひかへ

文化 2.10 年行司林蔵 横長

A71 ◦かも郡吉川村割以後年行司小帖　ひか
へ

文化 2.12 年行司林蔵 横長

A71 ◦御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 文化 2.10 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化 2.10 熊野跡村庄屋弥十郎右衛門他→
森左門他

竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 2.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役処 竪冊

A71 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化 2.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A72 御免割　壱巻　御夫わり欠さん用　文化
三寅年分　扣

文化 3.12 袋
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A72 ◦御免割入米銀惣辻村方小内約根帳　吉
川村用処

文化 3.10 横長

A72 ◦賀茂郡吉川村諸入役米銀年行司小帳　
ひかへ

文化 3.10 年行司幸兵衛 横長

A72 ◦賀茂郡吉川村御免割帖　控 文化 3.10 小比曽他村当分庄屋惣右衛門他
→森左門他

竪冊

A72 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化 3.10 小比曽他村当分庄屋惣右衛門他
→森左門他

竪冊

A72 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化 3.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A72 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化 3.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A72 ◦御物成諸入役御免割帖　賀茂郡吉川村 文化 3.10 竪冊

A72 ◦〔吉川村夫割帳〕 横長

A72 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳　控 文化 3.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A72 ◦賀茂郡吉川村夫割帳　ひかへ 文化 3.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A72 ◦賀茂郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用米
入仕出し小帖　ひかへ

文化 3.12 米入甚助 横長

A72 ◦賀茂郡吉川村諸入用・御大名様方御通
人馬飯料并飼料共仕出し小帖　ひかへ

文化 3.12 年行司幸兵衛他 横長

A72 ◦賀茂郡吉川村割已後二ケ月分諸入用年
行司小帳　ひかへ

文化 3.12 年行司幸兵衛他 横長

A73 吉川村御免割帖　扣 文化 4.12 袋

A73 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　控 文化 4.10 小比曽他村当分庄屋惣右衛門他
→森左門他

竪冊

A73 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化 4.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A73 ◦賀茂郡吉川村夫割帖　控 文化 4.12 庄屋三郎兵衛→かも郡役所 竪冊

A73 ◦賀茂郡吉川村諸入役米銀年行司小帖　
控

文化 4.10 年行司幸兵衛 横長

A73 ◦賀茂郡吉川村割以後二ケ月諸入用年行
司小帖

文化 4.12 年行司幸兵衛 横長

A73 ◦かも郡吉川村諸入用夫・御大名様御通
行人馬飯料飼料仕出し小帖

文化 4.12 年行司幸兵衛他 横長

A73 ◦かも郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用米
入仕出し小帖

文化 4.12 米入甚助 横長

A73 ◦御免割入米銀惣辻村方小内約メ根帳　
吉川村用処

文化 4.10 横長

A73 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化 4.10 小比曽他村当分庄屋惣右衛門他
→森左門他

竪冊

A73 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化 4.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役処 竪冊

A73 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化 4.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役処 竪冊

A73 ◦御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 文化 4.10 竪冊

A74 御免割帖・欠算用帖・夫わり帖入 文化 5 袋

A74 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化 5.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→森左門他

竪冊

A74 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化 5.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役処 竪冊

A74 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 5.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役処 竪冊

A74 ◦〔夫割帖〕 （文化 5） 横長
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A74 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　控 文化 5.10 庄屋万右衛門他→森左門他 竪冊

A74 ◦かも郡吉川村御免割入置欠算用帖　扣 文化 5.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役処 竪冊

A74 ◦かも郡吉川村夫割帖　扣 文化 5.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役処 竪冊

A74 ◦賀茂郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通人馬飯料飼料共仕出し小帖　控

文化 5.12 年行司新蔵他 横長

A74 ◦かも郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用米
入仕出し小帖　扣

文化 5.12 米入甚助 横長

A74 ◦かも郡吉川村割以後二ケ月分諸入用年
行司小帖　扣

文化 5.12 年行司新蔵 横長

A74 ◦かも郡吉川村諸入役米銀年行司小帖　
控

文化 5.10 年行司新蔵 横長

A74 ◦御免割入米銀惣辻村方小内約根帳　吉
川村用処

文化 5.10 横長

A74 ◦御物成諸入役御免割帳　賀茂郡吉川村 文化 5.10 竪冊

A75 御免割帖・欠算用帖・夫割帖入 文化 6 袋

A75 ◦〔夫割帳〕 文化 6 横長

A75 ◦夏御勘定指引目録　其外免割入之類目
録仕出し等入　巳年分（1袋〈3通〉）

（文化 6） 一紙

A75 ◦御物成諸入役御免割帳　吉川村 文化 6.10 竪冊

A75 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化 6.10 横長

A75 ◦かも郡吉川村割以後二ケ月分諸入用年
行司帖　扣

文化 6.12 年行司新蔵 横長

A75 ◦かも郡吉川村当御年貢御蔵払諸入用仕
出し小帖　扣

文化 6.12 米入甚助 横長

A75 ◦かも郡吉川村諸入役米銀共年行司小帖
　扣

文化 6.10 年行司新蔵 横長

A75 ◦賀茂郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通行人馬飯料飼料共仕出し小帖

文化 6.12 年行司新蔵他 横長

A75 〔当夏諸年貢勘定ニ付〕覚　吉川村 文化 6. 6 惣代宗吉村庄屋与左衛門他→吉
川村庄屋三郎兵衛

一紙

A75 〔当夏諸年貢勘定ニ付覚〕　吉川村 巳12.27 惣代宗吉村庄屋与左衛門他→吉
川村役人衆中

一紙

A75 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化 6.10 小比曽他村庄屋藤兵衛他→森左
門他

竪冊

A75 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化 6.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A75 ◦かも郡吉川村夫割帖 文化 6.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A75 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 6.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A75 ◦かも郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化 6.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A75 ◦かも郡吉川村御免割帖　扣 文化 6.10 小比曽他村庄屋藤兵衛他→森左
門他

竪冊

A75 ◦かも郡吉川村夫割帖 文化 6.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A76 御免割一件袋入　吉川村用所 文化 7.10 袋

A76 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村 文化 7.10 竪冊

A76 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化 7.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→森左門他

竪冊

A76 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 7.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊
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A76 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化 7.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A76 ◦午郡割触一件 文化 7.11 横長

A76 ◦賀茂郡吉川村御免割帖　扣 文化 7.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→森左門他

竪冊

A76 ◦賀茂郡吉川村夫割帖　扣 文化 7.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A76 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖　扣 文化 7.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A76 ◦かも郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通り人馬飯料飼料共仕出し帖

文化 7.12 年行司新蔵他 横長

A76 ◦かも郡吉川村諸入役米銀共年行司小帖
　扣

文化 7.10 年行司新蔵 横長

A76 ◦かも郡吉川村当御年貢米御蔵払諸入用
仕出し小帖　扣

文化 7.12 米入甚助 横長

A76 ◦かも郡吉川村割以後諸入用年行司小帖
　扣

文化 7.12 横長

A76 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用所

文化 7.10 横長

A77 御免割一件入 文化 8.10 袋

A77 〔免割勘定帳〕 （文化 8） 横長

A77 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　控 文化 8.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→森左門他

竪冊

A77 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 8.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A77 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳　控 文化 8.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A77 ◦賀茂郡吉川村割以後諸入用年行司小帖
　扣

文化 8.12 年行司 横長

A77 ◦賀茂郡吉川村諸入役米銀共年行司帳 文化 8.10 年行司新蔵 横長

A77 ◦かも郡吉川村諸入用夫・御大名様方御
通り人馬飯料飼料共仕出し帳　控

文化 8.12 年行司新蔵他 横長

A77 ◦かも郡吉川村当御年貢米御蔵払諸入用
仕出し小帳　控

文化 8.12 米入甚助 横長

A77 ◦〔年貢勘定書〕（3通） （文化 8）12 一紙

A77 ◦御物成諸入役御免割帳　吉川村用所 文化 8.10 竪冊

A77 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化 8.10 横長

A77 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化 8.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→森左門他

竪冊

A77 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化 8.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A77 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 8.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A77 ◦〔当幕御勘定綴〕 （文化 8）12 南飯田村庄屋円蔵→吉川村庄屋
三郎兵衛

綴

A78 御免割帖一巻入 文化 9.10 袋

A78 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化 9.10 竪冊

A78 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川邑
用処

文化 9.10 横長

A78 ◦賀茂郡吉川村年中人馬飯料飼料諸飛脚
小遣夫約メ帳

文化 9.12 長百姓徳四郎他 横長

A78 ◦賀茂郡吉川村十一月十二月分諸入用米
銀年行司小帖

文化 9.12 年行司新蔵 横長
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A78 ◦賀茂郡吉川村当御年貢払諸入用米仕出
し帖

文化 9.11 米入万蔵 横長

A78 ◦賀茂郡吉川村正月 十月迄諸入役米銀
年行司帖　ヒカエ

文化 9.10 年行司新蔵 横長

A78 ◦文化九申暮郡割触 文化 9.12 惣代飯田村庄屋円蔵他→吉川村
役人衆中

横長

A78 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化 9.10 吉郷村庄屋弁蔵他→柴田五左衛
門他

竪冊

A78 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化 9.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A78 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化 9.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A78 ◦賀茂郡吉川村御免割帖　ヒカエ 文化 9.10 小比曽他村庄屋清助他→柴田五
左衛門他

竪冊

A78 ◦賀茂郡吉川村夫割帖　ヒカエ 文化 9.10 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A78 ◦賀茂郡吉川村御免割米之内入置欠算用
帖　ひかゑ

文化 9.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A79 御免割一件入 文化10.10 袋

A79 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帖　吉川村
用処

文化10.10 横長

A79 割賦人馬指引触写シ 惣代両飯田村庄屋円蔵→吉川村
庄屋三郎兵衛

横長

A79 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化10.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊

A79 ◦賀茂郡吉川村御免割米之内入置欠算用
帖

文化10.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A79 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化10.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A79 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化10.10 竪冊

A79 ◦賀茂郡吉川村正月 十月迄諸入役米銀
年行司帖　ヒカエ

文化10.10 年行司伴右衛門 横長

A79 ◦賀茂郡吉川村年中人馬飯料飼料諸飛脚
小遣夫約メ帖　ヒカエ

文化10.12 長百姓徳四郎他 横長

A79 ◦かも郡吉川村十一月十二月分諸入用米
銀年行司小帖

文化10.12 年行司伴右衛門 横長

A79 ◦賀茂郡吉川村御年貢払諸入用米仕出し
帖　ヒカエ

文化10.12 米入万蔵 横長

A79 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　扣 文化10.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊

A79 ◦賀茂郡吉川村夫割帳　ヒカエ 文化10.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A79 ◦かも郡吉川村御免割米之内入置欠算用
帖　ひかゑ

文化10.12 庄屋三郎兵衛他→かも郡役所 竪冊

A80 御免割一件入　吉川村用所 文化11.10 袋

A80 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化11.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊

A80 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化11.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A80 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化11.12 庄屋三郎兵衛他→西山造酒他 竪冊

A80 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化11.10 竪冊

A80 戌郡割触 （文化11） 惣代飯田村庄屋円蔵他→吉川村
庄屋三郎兵衛

横長

A80 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化11.10 横長

A80 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化11.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊
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A80 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化11.12 庄屋三郎兵衛他→賀茂郡役所 竪冊

A80 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化11.12 庄屋三郎兵衛他→西山造酒他 竪冊

A80 ◦かも郡吉川村諸入役年行司帖　ヒカエ 文化11.10 年行司新蔵 横長

A80 ◦かも郡吉川村年中人馬飯料飼料諸飛脚
小遺夫約帖　扣

文化11.12 長百姓徳四郎他 横長

A80 ◦かも郡吉川村十一月十二月分諸入用米
銀年行司帖

文化11.12 年行司新蔵 横長

A80 ◦賀茂郡吉川村御年貢払諸入用米入仕出
し帖

文化11.12 米入万蔵 横長

A81 御免割一件入　吉川村用所 文化12.10 袋

A81 ◦〔夫仕出し綴〕 文化12 綴

A81 ◦賀茂郡吉川村御免割帖　扣 文化12.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊

A81 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化12.12 庄屋嘉平太他→賀茂郡役所 竪冊

A81 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化12.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A81 ◦賀茂郡吉川村正月 十月迄諸入役米銀
年行司約帖　扣

文化12.10 年行司清右衛門 横長

A81 ◦賀茂郡吉川村年中御通行人馬飯料飼料
并小遺夫約帖

文化12.12 年行司清右衛門 横長

A81 ◦賀茂郡吉川村霜月極月分諸入役米銀年
行司約帖

文化12.12 長百姓徳四郎他 横長

A81 ◦かも郡吉川村御年貢御蔵払諸入用米入
仕出し帖

文化12.12 米入左右平 横長

A81 ◦御免割入銀惣辻村方約根帳　吉川村用
処

文化12.10 横長

A81 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化12.10 吉郷村庄屋弁蔵他→西山造酒他 竪冊

A81 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文化12.12 庄屋嘉平太他→賀茂郡役所 竪冊

A81 ◦賀茂郡吉川村夫割帳 文化12.12 庄屋嘉平太他→西山造酒 竪冊

A81 ◦〔郡割触〕 （文化12） 横長

A81 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化12.10 竪冊

A82 御免割一件入　吉川村用所 文化13.10 袋

A82 ◦〔村入用関係御触写〕 横半

A82 ◦賀茂郡吉川村御免割帳　控 文化13.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A82 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化13.12 庄屋嘉平太他→賀茂郡役所 竪冊

A82 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化13.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A82 ◦賀茂郡吉川村正月 十月迄諸入役米銀
年行司帖

文化13.10 年行司新蔵 横長

A82 ◦賀茂郡吉川村十一月十二月分諸入役米
銀年行司小帖　控

文化13.12 年行司新蔵 横長

A82 ◦かも郡吉川村御年貢御米御蔵払入用米
入仕出し小帖　扣

文化13.12 米入万蔵 横長

A82 ◦かも郡吉川村年中御通行人馬飯料飼料
并小遺夫約帖

文化13.12 米入万蔵 横長

A82 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化13.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A82 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化13.12 庄屋嘉平太他→賀茂郡役所 竪冊
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A82 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化13.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A82 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化13.10 横長

A82 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化13.10 竪冊

A82 ◦差引触写し （文化13） 横長

A82 ◦御免割帖御附札答頭書 （文化13） 横長

A83 御免割一件入　吉川村用所 文化14.10 袋

A83 ◦賀茂郡吉川村御免割帳 文化14.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A83 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化14.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A83 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化14.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A83 ◦賀茂郡吉川村御免割帖 文化14.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A83 ◦賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文化14.12 庄屋嘉平太他→かも郡役所 竪冊

A83 ◦賀茂郡吉川村夫割帖 文化14.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A83 ◦御免割入米銀惣辻村方約根帳　吉川村
用処

文化14.10 横長

A83 ◦賀茂郡吉川村正月 十月迄諸入役米銀
年行司約帖　ひかへ

文化14.10 年行司伴右衛門 横長

A83 ◦賀茂郡吉川村十一月十二月諸入役年行
司約帖

文化14.12 年行司伴右衛門 横長

A83 ◦賀茂郡吉川村御年貢米御蔵払諸入用米
入仕出し帖

文化14.12 米入万蔵 横長

A83 ◦賀茂郡吉川村年分諸遣夫年行司約帖 文化14.12 長百姓徳四郎他 横長

A83 ◦御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文化14.10 竪冊

A83 御物成諸入役御免割帖　吉川村用所 文政元.10 竪冊

A83 御免割入米銀惣辻村方約根帖　吉川村用
処

文政元.10 横長

A83 〔免割勘定綴〕 （文政元） 横長

A83 賀茂郡吉川村御免割帖 文政元.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A83 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政元.12 庄屋嘉平太他→賀茂郡役所 竪冊

A83 賀茂郡吉川村夫割帖 文政元.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A84 御物成諸入役御免割帖　吉川邨用処 文政 2.10 庄屋嘉平太他 竪冊

A84 歳中諸遣夫諸割帖　吉川邨用処 文政 2.10 庄屋嘉平太他 竪冊

A84 御免割入米銀惣辻村方約根帖　吉川村用
処

文政 2.10 竪冊

A84 文政二年卯年分郡割触 文政 2 横長

A84 〔御勘定不足銀等受取〕覚 文政 2 綴

A84 賀茂郡吉川村御免割帳 文政 2.10 小比曽他村当分庄屋万右衛門他
→西山造酒他

竪冊

A84 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政 2.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A84 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 2.12 庄屋嘉平太他→西山造酒他 竪冊

A84 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 3.10 小比曽他村当分庄屋脇万右衛門
他→西山造酒他

竪冊
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A84 賀茂郡吉川村諸免割欠算用帖 文政 3.12 庄屋亮平他→かも郡役処 竪冊

A84 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 3.12 庄屋亮平他→西山造酒他 竪冊

A84 〔免割勘定綴〕 （文政 3） 綴

A84 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 3.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 4.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A85 〔免割勘定綴〕 （文政 4） 綴

A85 賀茂郡吉川村御免割帳 文政 4.10 原村当分庄屋脇万右衛門他→西
山造酒他

竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割入置算用帖 文政 4.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A85 賀茂郡吉川村夫割帳 文政 4.12 庄屋亮平他→西山造酒他 竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 5.10 原村当分庄屋脇万右衛門他→西
山造酒他

竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政 5.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A85 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 5.12 庄屋亮平他→西山造酒他 竪冊

A85 〔免割勘定綴〕 （文政 5） 綴

A85 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 5.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 6.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A85 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 6.10 庄屋亮平他 竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 6.10 原村当分庄屋脇万右衛門他→西
山造酒他

竪冊

A85 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帳 文政 6.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A85 賀茂郡吉川村夫割帳 文政 6.12 庄屋亮平他→西山造酒他 竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 7.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A86 〔免割勘定綴〕 （文政 7） 綴

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 7.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→西山造
酒他

竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政 7.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A86 賀茂郡吉川村夫割帳 文政 7.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 8.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A86 〔免割勘定綴〕 （文政 8） 綴

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 8.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政 8.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A86 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 8.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 9.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A86 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政 9.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A86 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 9.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A86 賀茂郡吉川村夫割帖 文政 9.11 庄屋亮平他 竪冊

A86 〔免割勘定綴〕 （文政 9） 綴

A86 賀茂郡吉川村御免割帖 文政 9.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割帖 文政10.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

15



広島市／広島県立文書館（竹内家文書）（P01�0–1） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A87 〔免割勘定綴〕 （文政10） 横長

A87 賀茂郡吉川村御免割帖 文政10.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政10.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A87 賀茂郡吉川村夫割帖 文政10.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割帖 文政11.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村夫割帖 文政11.10 庄屋亮平他 竪冊

A87 〔免割勘定綴〕 （文政11） 横長

A87 賀茂郡吉川村御免割帖　ひかへ 文政11.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政11.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A87 賀茂郡吉川村夫割帖 文政11.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村年中諸入役米銀年行司帖 文政11.10 年行司柳平 横長

A87 賀茂郡吉川村割後諸入役米銀年行司小帖 文政11.12 年行司柳平 横長

A87 賀茂郡吉川村御年貢米御蔵払諸入用米入
約帖

文政11.12 米入周平他 横長

A87 賀茂郡吉川村年分諸遺失年行司約帖 文政11.12 長百姓伴右衛門他 横長

A87 賀茂郡吉川村御免割帖 文政11.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→松尾平
馬他

竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政11.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A87 賀茂郡吉川村夫割帖 文政11.12 庄屋亮平他→松尾平馬他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村御免割帖 文政12.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A87 賀茂郡吉川村夫割帖 文政12.10 庄屋亮平他 竪冊

A87 〔免割勘定綴〕 （文政12） 綴

A88 賀茂郡吉川村御免割帳 文政13.10 庄屋・二川給役兼亮平他 竪冊

A88 〔免割勘定綴〕 （文政13） 綴

A88 賀茂郡吉川村御免割帖 文政13.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→植木三
蔵他

竪冊

A88 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 文政13.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A88 賀茂郡吉川村夫割帖 文政13.12 庄屋亮平他→植木三蔵他 竪冊

A88 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 2.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→植木三
蔵他

竪冊

A88 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保 2.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A88 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 2.12 庄屋亮平他→植木三蔵他 竪冊

A88 〔免割勘定綴〕 （天保 2） 綴

A88 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 2.10 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A88 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 2.10 庄屋亮平他 竪冊

A88 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 3.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→植木三
蔵他

竪冊

A88 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保 3.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A88 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 3.12 庄屋亮平他→植木三蔵他 竪冊

A88 〔免割勘定綴〕 （天保 3） 綴

A88 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 3.閏11 庄屋・二川給役亮平他 竪冊
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A89 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 4.11 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A89 〔免割勘定綴〕 天保 4 綴

A89 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 4.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→植木三
蔵他

竪冊

A89 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保 4.12 庄屋亮平他→植木三蔵他 竪冊

A89 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 4.12 庄屋亮平他→植木三蔵他 竪冊

A89 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 5.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→近藤鹿
之助他

竪冊

A89 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保 5.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A89 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 5.12 庄屋亮平他→近藤鹿之助他 竪冊

A89 〔免割勘定綴〕 天保 5 綴

A89 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 5.11 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A89 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 6.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→近藤鹿
之助他

竪冊

A89 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保 6.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A89 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 6.12 庄屋亮平他→近藤鹿之助他 竪冊

A89 〔免割勘定綴〕 （天保 6） 綴

A89 賀茂郡吉川村御免割帳 天保 6.11 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A89 賀茂郡吉川村夫割帳 天保 6.11 庄屋亮平他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割帳 天保 7.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→近藤鹿
之助他

竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保 7.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A90 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 7.12 庄屋亮平他→近藤鹿之助他 竪冊

A90 〔免割勘定綴〕 （天保 7） 綴

A90 賀茂郡吉川村御免割帳 天保 7.10 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村夫割帳 天保 7.11 庄屋亮平他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 8.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→近藤鹿
之助他

竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保 8.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A90 賀茂郡吉川村夫割帳 天保 8.12 庄屋亮平他→近藤鹿之助他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割帳 天保 8.10 庄屋・二川給役亮平他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 8.11 庄屋亮平他 竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 9.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→石川富
弥他

竪冊

A90 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保 9.12 庄屋亮平他→賀茂郡役所 竪冊

A90 賀茂郡吉川村夫割帖 天保 9.12 庄屋亮平他→石川富弥 竪冊

A90 〔免割勘定綴〕 （天保 9） 綴

A90 賀茂郡吉川村御免割帖 天保 9.10 庄屋亮平他 竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割帳 天保10.11 庄屋・給役兼哲之助他 竪冊

A91 〔免割勘定綴〕 （天保10） 綴

A91 賀茂郡吉川村御免割帖 天保10.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→神谷平
馬他

竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保10.12 庄屋哲之助他→賀茂郡役所 竪冊
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A91 賀茂郡吉川村夫割帖 天保10.12 庄屋哲之助他→神谷平馬他 竪冊

A91 賀茂郡吉川村夫割帖 天保10.11 庄屋哲之助他 竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割帖 天保11.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→神谷平
馬他

竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保11.12 庄屋哲之助他→賀茂郡役所 竪冊

A91 賀茂郡吉川村夫割帖 天保11.12 庄屋哲之助他→神谷平馬他 竪冊

A91 〔免割勘定綴〕 （天保11） 綴

A91 賀茂郡吉川村御免割帖 天保11.11 庄屋・給役兼哲之助他 竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割帖 天保12.11 庄屋・給役兼哲之助他 竪冊

A91 〔免割勘定綴〕 天保12 綴

A91 賀茂郡吉川村御免割帖 天保12.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→神谷平
馬他

竪冊

A91 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保12.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A91 賀茂郡吉川村夫割帖 天保12.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保13.10 熊野跡村庄屋紋太郎他→石川富
弥他

竪冊

A92 賀茂郡吉川村入置減算用約帖 天保13.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A92 賀茂郡吉川村夫割帖 天保13.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A92 〔免割勘定綴〕 天保13 綴

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保13.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保14.10 小比曽他村庄屋源三郎他→石川
富弥他

竪冊

A92 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 天保14.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役処 竪冊

A92 賀茂郡吉川村夫割帖 天保14.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A92 〔免割勘定綴〕 天保14 綴

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保14.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保15.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A92 〔免割勘定綴〕 天保15 綴

A92 郡方諸割賦物控帖　吉川用所 天保15.12 横長

A92 賀茂郡吉川村御免割帖 天保15.10 小比曽他村庄屋源三郎他→石川
富弥他

竪冊

A92 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 天保15.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A92 賀茂郡吉川村夫割帖 天保15.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 2.10 小比曽他村庄屋源三郎他→永田
数登他

竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 弘化 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 賀茂郡吉川村夫割帖 弘化 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 2.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A93 賀茂郡吉川村夫割帖 弘化 2.12 庄屋儀右衛門他 竪冊

A93 〔免割勘定綴〕 弘化 2 綴

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 3.10 小比曽他村庄屋源三郎他→永田
数登他

竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 弘化 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊
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A93 賀茂郡吉川村夫割帖 弘化 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 3.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A93 〔免割勘定綴〕 弘化 3 綴

A93 賀茂郡吉川村夫割帖 弘化 3.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 4.10 原村庄屋毎太郎他→今村文之助
他

竪冊

A93 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 弘化 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 賀茂郡吉川村夫割帖 弘化 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A93 〔免割勘定綴〕 弘化 4 綴

A93 賀茂郡吉川村御免割帖 弘化 4.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A94 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永元.10 原村庄屋毎太郎他→今村文之助
他

竪冊

A94 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永元.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永元.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永元.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A94 〔免割勘定綴〕 嘉永元 綴

A94 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永元.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A94 賀茂郡吉川邑御免割帖 嘉永 2.10 原村庄屋毎太郎他→今村文之助
他

竪冊

A94 賀茂郡吉川邨御免割入置欠算用帖 嘉永 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 〔免割勘定綴〕 嘉永 2 綴

A94 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 2.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A94 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 3.10 小比曽他村庄屋脇八十八他→今
村文之助他

竪冊

A94 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A94 〔免割勘定綴〕 嘉永 3 綴

A94 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 3.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 4.10 原村庄屋毎太郎他→今村文之助
他

竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A95 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A95 〔免割勘定綴〕 嘉永 4 綴

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 4.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 5.10 原村庄屋毎太郎他→山下平八郎
他

竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永 5.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A95 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 5.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A95 〔免割勘定綴〕 嘉永 5 綴

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 5.11 庄屋・給役兼儀右衛門他 竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 6.11 庄屋儀右衛門他 竪冊
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A95 〔免割勘定綴〕 嘉永 4. 6 綴

A95 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 6.10 原村庄屋毎太郎他→山下平八郎
他

竪冊

A95 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永 6.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役処 竪冊

A95 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 6.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役処 竪冊

A96 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 7.10 原村庄屋毎太郎他→山下平八郎
他

竪冊

A96 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 嘉永 7.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A96 賀茂郡吉川村夫割帖 嘉永 7.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A96 〔免割勘定綴〕 嘉永 7 綴

A96 賀茂郡吉川村御免割帖 嘉永 7.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A96 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 2.10 原村庄屋毎太郎他→山下平八郎
他

竪冊

A96 賀茂郡吉川村御免割入置減算用帖 安政 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A96 賀茂郡吉川村夫割帖 安政 2.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A96 〔免割勘定綴〕 安政 2 綴

A96 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 2.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A97 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 3.10 原村庄屋豊三郎他→山下平八郎
他

竪冊

A97 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 安政 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A97 賀茂郡吉川村夫割帖 安政 3.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A97 〔免割勘定綴〕 安政 3 綴

A97 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 3.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A97 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 4.10 熊野跡村庄屋喜十八他→河原籐
之丞他

竪冊

A97 賀茂郡吉川村御免割入置欠算用帖 安政 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A97 賀茂郡吉川村夫割帖 安政 4.12 庄屋儀右衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A97 〔免許割勘定綴〕 安政 4 綴

A97 賀茂郡吉川村御免割帖 安政 4.11 庄屋儀右衛門他 竪冊

A98 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帳 嘉永 5.12 勘定惣代内村庄屋佐太郎他 横長

A98 秋上納諸役銀職人水役銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

嘉永 5. 9 横長

A98 当夏壱歩半納七厘米御引合目録　賀茂郡
志和組

嘉永 5. 6 割庄屋佐々木所左衛門→賀茂郡
役所

竪冊

A98 当夏諸役銀御上納御引合目録　賀茂郡志
和組

嘉永 5. 6 割庄屋佐々木所左衛門→賀茂郡
役所

竪冊

A98 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帖 嘉永 5. 6 勘定惣代別府村庄屋左右平他 横長

A98 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帖 嘉永 6.12 組合惣代七条・椛坂村庄屋逸平
他

横長

A98 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帖 嘉永 6. 7 勘定惣代奥屋村庄屋小源次他 横長

A98 当夏上納米銀御引合目録　賀茂郡志和組 嘉永 6. 6 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A98 賀茂郡志和組御免割夫割子丑増減辻寄帖
　ひかゑ　嘉永六年分

嘉永 7. 4 割庄屋竹内亮左衛門→賀茂郡役
処

竪冊

A98 嘉永五子同六丑入役増減村別書抜帖ひか
ゑ　賀茂郡志和組　嘉永六年分

嘉永 7. 4 横長
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A98 賀茂郡志和組御年貢米御勘定辻寄帖 嘉永 6.11 割庄屋竹内亮左衛門→山下平八
郎

竪冊

A98 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄小
内抜帖

嘉永 6.11 横長

A98 秋上納諸役銀職人水役銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

嘉永 6. 9 横長

A99 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帳 嘉永 7.12 組合惣代七条・椛坂村庄屋逸平
他

横長

A99 秋上納諸役銀職人水没銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

嘉永 7. 9 割庄屋竹内亮左衛門・惣代志和
内村庄屋八郎次

横長

A99 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帖 嘉永 7. 6 勘定惣代奥屋村庄屋小源次他 横長

A99 当夏上納銀御引合目録　賀茂郡志和組 嘉永 7. 6 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A100 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帖 安政 2. 6 勘定惣代別府村左右平他 横長

A100 当夏上納銀御引合目録　賀茂郡志和組 安政 2. 6 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A100 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄帖 安政 2.11 割庄屋竹内亮左衛門→山下平八
郎他

竪冊

A100 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄小
内抜帖

安政 2.11 惣代冠村庄屋良助 横長

A100 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帳 安政 2.12 組合惣代七条・椛坂村庄屋逸平
他

横長

A101 当暮御上納米銀御引合目録　賀茂郡志和
組

安政 3.12 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A101 賀茂郡志和組当貢御上納米銀御勘定帳 安政 3. 6 勘定惣代東村庄屋良左衛門他 横長

A101 秋上納諸役銀職人水役銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

安政 3. 9 横長

A101 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄小
内抜帖

安政 3.11 惣代冠村庄屋良助 横長

A101 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄帖
扣

安政 3.11 割庄屋竹内亮左衛門→山下平八
郎他

竪冊

A101 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帳 安政 3.12 勘定惣代奥屋村庄屋小源次他 横長

A101 当暮御上納米銀御引合目録　賀茂郡志和
組

安政 3.12 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A102 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帖 安政 4. 6 勘定惣代冠村庄屋良助 横長

A102 秋上納諸役銀職人水役銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

安政 4. 9 横長

A102 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄小
内抜帖

安政 4.11 惣代冠村庄屋良助 横長

A102 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄帖
扣

安政 4.11 割庄屋竹内亮左衛門→河原籐之
丞他

竪冊

A102 〔木綿稼ちヲ以郡貯寄付当年半方取立〕 横長

A102 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帳 安政 4.12 組合惣代奥屋村庄屋小源次他 横長

A102 志和郡諸差縺御聞約出役人飯米書抜取引
約帖

安政 4.11 横長

A103 賀茂郡志和組当夏御上納米銀御勘定帳 安政 5. 6 勘定惣代別府村左右平他 横長

A103 秋上納諸役銀職人水役銀等御勘定帖　賀
茂郡志和組

安政 5. 9 割庄屋竹内亮左衛門→賀茂郡役
所

横長

A103 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帖 安政 5.12 組合惣代七条・椛坂村庄屋逸平
他

横長
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A103 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄帖 安政 5.11 割庄屋竹内亮左衛門→河原藤之
丞他

竪冊

A103 賀茂郡志和組村々御年貢米御勘定辻寄小
内抜帖

安政 5.11 惣代冠村庄屋良助 横長

A103 志和郡村々諸差縺御聞約出役人飯米書抜
帖

安政 5.12 横長

A103 賀茂郡志和組当暮諸上納米銀御勘定帖 安政 6.12 組合惣代七条・椛坂村庄屋逸平
他

横長

A103 志和郡諸差縺御聞約出役人飯米書抜帖 安政 6.12 割庄屋竹内亮左衛門→賀茂郡役
所

横長

A103 賀茂郡志和組当夏上納米銀御勘定帖 安政 6. 6 勘定惣代西村庄屋来次他 横長

A103 当夏上納銀御引合目録　賀茂郡志和組 安政 6. 6 割庄屋竹内亮左衛門→賀茂郡役
所

横長

村

A104 組合諸書附控 文化 9～13 割庄屋三郎兵衛 竪冊

A105 組合諸書附控 文化14. 1～文政 2. 1 竪冊

A106 郡用組用諸書附控 文政 2～4 竪冊

A107 郡組諸書附控 文政 5～文政 6. 5 割庄屋六郎兵衛 竪冊

A108 郡組書附控 文政 6. 9～文政 7.12 割庄屋亮平 竪冊

A109 郡用組用諸書附扣 文政 8 割庄屋亮平 竪冊

A110 郡組書附扣 文政 9 割庄屋亮平 竪冊

A111 郡組書附扣 文政10 竪冊

A112 郡組諸扣帳 文政11 割庄屋亮平

A113 郡組書類扣 文政12 割庄屋亮平 竪冊

A114 郡組書類扣 文政13 割庄屋亮平 竪冊

A115 郡組書類扣 天保 2 割庄屋亮平 竪冊

A116 郡組書類扣 天保 3～4 割庄屋亮平 竪冊

A117 組用諸書類扣 天保 5 割庄屋亮平 竪冊

A118 郡用諸書類扣 天保 6 割庄屋亮平 竪冊

A119 郡組書附扣 天保 7 割庄屋亮平 竪冊

A120 郡組書類扣 天保 8 割庄屋亮平 竪冊

A121 郡組書附扣 天保 9 割庄屋亮平 竪冊

A122 郡組書類扣 天保10 割庄屋亮平 竪冊

A123 郡組書類扣 天保11 割庄屋亮平 竪冊

A124 組書類扣 天保12 竪冊

A124 郡方書類扣 天保13 割庄屋竹内亮平 竪冊

A125 郡方書類扣 天保14 割庄屋竹内亮平 竪冊

A125 郡用書類扣 天保15 割庄屋竹内亮平 竪冊

A126 郡方書附扣 弘化 2 割庄屋竹内亮平 竪冊

A126 郡方書附扣 弘化 3 割庄屋竹内亮平 竪冊

A127 郡方書類扣 弘化 4 割庄屋竹内亮平 竪冊

A127 郡方諸扣帖 弘化 5 割庄屋竹内亮平 竪冊

A128 郡方書類扣 嘉永 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊
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A129 郡方諸書類扣帖 嘉永 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A129 郡方書類扣 嘉永 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A130 郡方諸書類扣 嘉永 5 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A130 郡方書類扣 嘉永 6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A131 郡方諸書類控 嘉永 7 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A132 郡方諸書類扣 嘉永 8（安政 2） 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A133 郡方諸書類扣 安政 3 竪冊

A134 郡方諸書類扣 安政 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A135 郡方諸書類扣 安政 5 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A136 郡方諸書附扣　郡付 安政 5 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A137 郡方諸書附扣　賀茂郡 安政 6 竪冊

A138 郡方諸書附扣　賀茂郡 安政 7 竪冊

A139 郡方諸書附扣帖　賀茂郡 万延 2 竪冊

A140 郡方諸書附扣 文久 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A141 郡方書類扣　賀茂郡 文久 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A143 郡方諸書類扣　郡辻用 文久 4 竪冊

A145 郡方書類扣　郡辻用 元治 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A147 郡方諸書類扣 慶応 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A148 郡方諸書附扣帖　賀茂郡 慶応 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A151 郡方諸書類扣　郡辻用 慶応 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A153 郡方諸書附扣　郡辻用 明治 2 割庄屋頭取竹内亮左衛門 竪冊

A137 郡方書類扣　竹内亮左衛門手扣 安政 6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A138 郡方書類扣 安政 7 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A139 郡方諸書類扣　竹内亮左衛門手扣 万延 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A140 郡方諸書附扣 文久 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A142 郡方書類扣　竹内亮左衛門手扣 文久 3 竹内亮左衛門 竪冊

A144 郡方諸書類扣　竹内亮左衛門手扣 文久 4 竹内亮左衛門 竪冊

A146 郡方書類扣　竹内亮左衛門手扣 元治 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A149 郡方諸書附扣　竹内亮左衛門手扣 慶応 3 竹内亮左衛門 竪冊

A150 郡方書類扣　亮左衛門手扣 慶応 4 竹内亮左衛門 竪冊

A152 郡方書類扣　竹内亮左衛門手扣 明治 2 竹内亮左衛門 竪冊

A153 郡方書類扣 明治 3 割庄屋頭取竹内亮左衛門 竪冊

A154 高屋組用諸扣 天保13 割庄屋竹内亮平 竪冊

A155 高屋組諸扣 天保15 割庄屋竹内亮平 竪冊

A156 高屋組書附扣 弘化 2 割庄屋竹内亮平 竪冊

A157 高屋組書附扣 弘化 3 割庄屋竹内亮平 竪冊

A158 高屋組諸扣 弘化 4 割庄屋竹内亮平 竪冊

A159 高屋組諸扣 弘化 5 割庄屋竹内亮平 竪冊

A160 高屋組書類扣 嘉永 2 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A160 高屋組諸扣帖 嘉永 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊
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A161 下西条組諸書類扣 慶応 4 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A162 役用諸書附扣　賀茂郡吉川村 寛政 3 竪冊

A162 諸書附扣帳　吉川邑用所 寛政 4～5 竪冊

A163 諸書附控帳　吉川邑用所 寛政 6～7 竪冊

A163 諸書附扣　吉川邑用所 寛政 8 竪冊

A164 諸書附扣帳　吉川邑用所 寛政10～12 竪冊

A164 諸書附扣　吉川邑用所 寛政13～享和 2 竪冊

A165 諸書附扣　吉川村用処 享和 3～4 竪冊

A165 諸書附控　吉川邑用所 文化 2～3.11 竪冊

A166 諸書附控　吉川邑用処 文化 3.12～5 竪冊

A166 諸書附控　用所 文化 6.12～文化 8. 3 竪冊

A167 諸書附控　吉川邑 文化 8. 3～文化 8.12 吉川邑用所 竪冊

A167 諸書附控　吉川邑用所 文化 9 竪冊

A168 諸書附控帳　賀茂郡吉川村 文化11～文化13. 3 竪冊

A169 吉川邨諸書付控 文化14～文政 2 竪冊

A170 諸書附扣　賀茂郡吉川邑 文政 5～8 竪冊

A171 諸書附扣　賀茂郡吉川邨 文政 9～10 竪冊

A172 村用諸扣帖　賀茂郡吉川村 文政11～12 竪冊

A173 村用書附扣　〔寺家村〕
※内容は文政12年～天保 3年

文政10 竪冊

A173 村用諸扣帖　吉川村用処 文政13～天保 2 竪冊

A174 村用書附扣　賀茂郡吉川村 天保 3～4 竪冊

A175 村用諸書附扣　吉川邑 天保 5～7 竪冊

A175 諸書類扣帖　賀茂郡吉川村 天保10 竪冊

A176 諸書類扣　吉川村用処 天保11～14 竪冊

A177 村用書類扣　賀茂郡吉川村 天保15～弘化 2 竪冊

A178 諸書付扣　吉川村用処 弘化 3 竪冊

A178 諸書類扣帖　賀茂郡吉川邑 弘化 5 竪冊

A179 村方諸扣帖　賀茂郡吉川邑 嘉永 2 竪冊

A180 諸書類扣帖　賀茂郡吉川邑 嘉永 3～4 竪冊

A181 吉川村書付扣　賀茂郡吉川村 安政 5～6 竪冊

A182 吉川村書類扣　賀茂郡吉川村 安政 7～文久 2 竪冊

A183 諸書類控　賀茂郡吉川村 慶応 3～4 竪冊

A184 吉川村書類扣　用所 明治 4 竪冊

A185 史事管斑 横長

A186・
187

〔続史事管班〕 横長

産業・職業

A188 酒造米高之内減石約米書抜帖本扣　賀茂
郡

天保 4.11 横長

A188 酒造減石三ケ壱石数約帳本ひかへ　賀茂
郡

天保 5. 7 竪冊
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A188 酒造減石三ケ壱造石数約帖　賀茂郡 天保 5. 7 竪冊

A188 酒造米高当時造高之内減石約書抜合帖　
賀茂郡浦部組

天保 5. 7 竪冊

A188 酒造米高三歩弐方減石被為仰付三歩一造
酒仕候御請印形帳　賀茂郡下市町

天保 5. 7 竪冊

A188 此度被仰出候酒造米減石奉畏候請印帖　
賀茂郡白市村

天保 5. 7 竪冊

A188 酒造減石三ケ壱当時造込石数約帳本控　
賀茂郡

天保 8. 1 竪冊

A188 酒造之内減石当時造込石数并持主人名約
帖　賀茂郡

天保 8.11 竪冊

A188 小株酒造人共造高之儀内々御尋ニ付申上
辻書付

（天保11） 割庄屋脇万左衛門他→賀茂郡番
組衆中

竪冊

A188 賀茂郡小株酒造人の三ケ一造高・去亥年
造込高約辻寄帖扣

天保11 竪冊

A188 賀茂郡村々之内酒造米高当度御改御鑑札
御下被遊被為遣候石数約帖

弘化 3.10 竪冊

A189 酒方諸入用約帖 弘化 2. 8～ 横長

A189 酒造方諸入用扣帖 弘化 3. 8～ 竹内酒方 横長

A189 酒造方諸入用扣帖 弘化 4. 8～ 竹内酒方 横長

A189 酒方諸入用扣帖 嘉永元. 8～ 竹内酒方 横長

A190 酒造方諸入用日記 嘉永 2. 8 横長

A190 酒造方諸入用扣帖 嘉永 4. 8 酒造方 横長

A190 酒造方諸入用扣帖 嘉永 5. 8 竹内酒造方 横長

A190 酒造方諸入用扣帖 嘉永 6. 8 竹内酒造方 横長

A190 酒造方諸入用日記 嘉永 7. 8 横長

A191 酒造方諸入用日記 安政 2. 8 横長

A191 酒造方諸入用日記帖 安政 3. 8 竹内酒造方 横長

A191 酒造方諸入用日記帖 安政 4. 8 竹内酒造方 横長

A191 酒造方諸入用約帖 安政 5. 8～ 横長

A192 酒造方諸入用約帖 安政 6. 8～ 竹内酒造方 横長

A192 酒造方諸入用約帖 万延元. 8～ たけうち酒場 横長

A193 酒造方諸入用約帖 文久元. 8～文久 2. 7 たけうち酒場 横長

A193 酒造一件御紙面類（1袋〈4通〉） 一紙

A193 商事諸雑費ひかゑ 嘉永 3. 9 横長

A194 商事方入用約帖 文久 2～3 竹内氏酒造方 横長

A195 下西条組村々諸産物有無しらへ帖ひかへ 安永 9. 4 割庄屋甚右衛門 横長

A195 賀茂郡吉川村諸産物之品々しらへ帖ひか
へ

安永 9. 5 庄屋杢右衛門→賀茂郡役所 横長

A195 諸産物改書付　賀茂郡七条椛坂村 卯11 庄屋逸平他→割庄屋竹内亮左衛
門他

一紙

A195 諸産物改書付　賀茂郡七条椛坂村 戌11 庄屋逸平他→割庄屋竹内亮左衛
門

一紙

A195 諸産物増欠書付　賀茂郡冠村 卯11 庄屋良助他→賀茂郡役所 一紙

A195 産物増欠書付　賀茂郡冠村 戌11 庄屋良助他→賀茂郡役所 一紙
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A195 諸産物改書付　賀茂郡志和西村 卯11 庄屋来次他→割庄屋竹内亮左衛
門

一紙

A195 諸産物改書付　賀茂郡志和西村 戌10 庄屋亮太郎他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 諸産物改書付　賀茂郡別府村 卯11 庄屋左右平他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 諸産物改書附　賀茂郡別府村 戌11 当分庄屋竹内亮左衛門→割庄屋
竹内亮左衛門

一紙

A195 諸産物改書附　賀茂郡内村 卯11 庄屋佐太郎他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 諸産物改書附　賀茂郡内村 戌11 庄屋八郎次他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 賀茂郡志和堀村産物増欠申上ル書付 卯11 庄屋雄右衛門他→賀茂郡役所 一紙

A195 賀茂郡志和堀村産物増欠申上ル書付 戌10 庄屋雄右衛門他→賀茂郡役所 一紙

A195 諸産物増欠申上ル書付　賀茂郡志和東村 卯11 庄屋兵四郎他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 諸産物増欠無御座段申上ル書付　賀茂郡
志和東村

戌11 庄屋良右衛門他→割庄屋竹内亮
左衛門

一紙

A195 諸産物増欠書附　賀茂郡奥屋村 戌10 庄屋小源次他→割庄屋竹内亮左
衛門

一紙

A195 賀茂郡吉川村諸産物申上ル書附控 寛政 7. 8. 7 庄屋対助他→賀茂郡役所 竪冊

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡吉
川村（1綴〈3冊〉）

文政 8～11 庄屋亮平→組合割庄屋千兵衛 横半

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡白
市村

文政 9 横半

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡白
木村

文政10 庄屋庄七→組合割庄屋亮平 横半

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡白
市村

文政11 庄屋庄七→組合割庄屋亮平 横半

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡白
市村（2冊）
※以上5冊合綴

文政 9～11 庄屋庄七他→組合割庄屋亮平→
三輪伝蔵

横半

A195 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡白
市村〔雛形〕（1綴〈2冊〉）

文政 9～10 庄屋→組合割庄屋 横半

A196 賀茂郡村々酒造株持主人別帖　賀茂郡扣
　天保八酉年分

文政 7，3 割庄屋脇万左衛門他→賀茂郡役
所

竪冊

A196 酒造穀之内減石当時造込石数持主人別約
御受印帖　賀茂郡控

天保 9. 1 割庄屋脇万左衛門他→賀茂郡役
所

竪冊

A196 両原開地・牛銀御貸御返上銀請払帳 文政 7.12～ 竪冊

A196 巳年楮代御増銀請取　都ひかへ　賀茂郡
志和組

安政 5. 9 村々役人→紙蔵 竪冊

A196 柏原・三升原唐櫨植附畝数約帖　田口
村・小比曽大河内村・吉郷村・大沢村（3
冊）

文化 5.10 割庄屋溝口村佐太郎他→賀茂郡
役所

横長

A196 三升原・柏原内はせ植畝町苗員数帳　賀
茂郡田口・大沢・吉郷・小比曽大河内村

文化 5. 8 割庄屋溝口村佐太郎他→賀茂郡
役所

横長

A197 木綿為御替拝借証文写帖 安政 5. 6～安政 6. 1 御用懸竹内亮左衛門 竪冊

A197 楮御勘定帖　志和組 文久元 横長

A197 唐櫨植付木数百姓人別約帖　吉川村 文化 8. 6 横長

A197 柏原唐櫨植畝数人名帖　賀茂郡吉郷村 文化 5.10 横長
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A197 柏原唐櫨植畝数人名帖　賀茂郡小比曽大
河内村

文化 5.10 横長

A197 柏原はせ植場所畝数帖　賀茂郡田口村 文化 5.10 横長

A197 柏原唐櫨植畝数人名張　田口村・小比曽
大河内村・吉郷村
※以上4冊合綴

文化 5.10 横長

A197 賀茂郡村々皮楮増減差引約帖扣 嘉永 3.12 割庄屋頭取佐々木所左衛門他→
紙蔵

竪冊

A197 賀茂郡村々皮楮増減差引約帖控 嘉永 4.12 割庄屋頭取佐々木所左衛門他→
紙蔵

竪冊

A197 賀茂郡村々皮楮増減差引約帖　郡辻ひか
へ

嘉永 5.12 割庄屋頭取他→紙蔵 竪冊

A197 三升原・柏原・野路山開地方貯金当寅ヨ
リ来午迄五ケ年取立帖　志和組

嘉永 7～安政 5 横半

農林業

A198 〔新菜種繰出方諦合ニ付被仰出〕頭書 （嘉永 2.閏4） 竪冊

A198 油方諸扣帳 嘉永 2. 4 竹内亮左衛門 竪冊

A199 油方諸書類扣 嘉永 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A200 油方書類扣　賀茂郡 嘉永 4 竪冊

A200 油方諸書類扣 嘉永 5～6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A201 油方諸書類控 嘉永 7～安政 3 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A201 油方諸書類扣 安政 4～6 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A202 油方書類扣 安政 7～文久元 竹内亮左衛門 竪冊

A202 油方諸書附扣 文久 2 竹内亮左衛門 竪冊

A202 油方書類扣 文久 3～元治元 竹内亮左衛門 竪冊

A202 油方書類扣 元治 2～慶応元 竹内亮左衛門 竪冊

A203 油方ひかゑ 慶応 2～3 竹内亮左衛門 竪冊

A203 油方書類扣 慶応 4～明治元 竹内亮左衛門 竪冊

A203 油方諸書類扣 明治 2 竹内亮左衛門 竪冊

A204 木綿方諸書付控帖 安政 6 竹内亮左衛門 竪冊

A204 木綿方書類扣 安政 7 竹内亮左衛門 竪冊

A204 木綿方諸扣帖 万延 2 竹内亮左衛門 竪冊

A205 菜種植附畝数約辻寄帖ひかゑ　賀茂郡 嘉永 6. 2 絞種元締役割庄屋竹内亮左衛門
他→油方役所他

竪冊

A205 菜種植附畝数約辻寄帖ひかゑ　賀茂郡 嘉永 5.閏2 竹内亮左衛門他→松浦亀之進他 竪冊

A205 菜種植附畝数約辻寄帖ひかゑ　賀茂郡 嘉永 4. 4 竹内亮左衛門→松浦亀之進他 竪冊

A205 菜種植附畝数約辻寄帖　賀茂郡
※以上4冊合綴

嘉永 3. 3 竹内亮左衛門→松浦亀之進他 竪冊

A205 菜種繰出石数約帖 嘉永 3. 4～ 竹内亮左衛門 横長

A205 当作立菜種員数約勘定帖　賀茂郡 嘉永 2.10 竹内亮左衛門他→油方役所他 横長

A205 当作立菜種員数約勘定帖　賀茂郡 嘉永 3.10 横長

A205 〔久五郎菜種仕出し〕覚　賀茂郡分 辰10 油方用懸り久五郎→油絞種元〆
役竹内亮左衛門他

一紙

A205 〔菜種四月ヨリ十月迄久五郎仕出し他〕
覚

横長
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A205 賀茂郡三津村之内新菜種買集石数并人別
書抜差上帖

安政 3.11 御用荷物引受三津村新兵衛→元
〆役為三郎

横長

A205 菜種勘定帳 安政 3.10 御用荷物引受三津村与頭庄兵衛
→竹内亮左衛門他

竪冊

A205 菜種請払勘定帳　内海村 安政 3.10 御用荷物引受徳兵衛他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A205 菜種請渡勘定帖　賀茂組川尻村・内海跡
村

安政 3. 9 当分庄屋清四郎他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A205 〔菜種〕勘定目録 11. 9 乃美尾村掛改役多三郎→割庄屋
同格元〆改役為三郎

一紙

A205 菜種請払勘定帳　賀茂郡広村 安政 3.10 綿実掛改役四嘉右衛門他→竹内
亮左衛門他

竪冊

A205 菜種当年中改積廻勘定帖　賀茂郡阿賀村 安政 3. 9 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A205 菜種勘定帳 安政 3. 9 掛改役竹原東村嘉三郎 竪冊

A205 菜種御場所御上納書附 安政 3.10 御用荷物引受甚太郎他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A205 辰之年菜種村々 買取石数約帳 安政 3. 9 御用荷物引受四日市永兵衛 横長

A205 菜種油御用所上瀬野村江差出申候員数約
帳
※以上11冊合綴

安政 3. 9 掛改役奥屋五右衛門他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A205 〔巳年綿実菜種諸入用并世話料〕覚 午1 四日市永兵衛→竹内亮左衛門 一紙

A205 〔綿実代銀送り書〕 1.19 掛改役乃美尾村多三郎→吉川村
竹内

一紙

A205 〔綿実・菜種諸入用并世話料〕覚
※以上3通合綴

午1 掛改役五右衛門→竹内亮左衛門 一紙

A205 賀茂郡三津村買集メ菜種帖面相約帳 安政 4. 9 御用荷物引受新兵衛 横長

A205 菜種受払勘定帳　賀茂郡広村 安政 4.10 御用荷物引受増次郎他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A205 菜種受渡勘定帳　〔川尻村・内海跡村〕 安政 4.10 当分庄屋清四郎他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A205 菜種受払勘定帳　賀茂郡長浜浦 安政 4.10 綿実掛改役善三郎→竹内亮左衛
門他

竪冊

A205 菜種受払勘定帳　〔三津口村〕 安政 3. 9 御用荷物引受三津口村与頭庄兵
衛→竹内亮左衛門他

竪冊

A205 菜種当年中改積廻し勘定帖　賀茂郡阿賀
村

安政 4.10 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A205 菜種勘定帳　賀茂郡内海村
※以上6冊合綴

安政 4. 9 御用荷物引請徳兵衛他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A205 〔菜種積廻し勘定目録他綴〕 綴

A205 上浦・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帳 安政 4.10 絞種元締役為三郎 竪冊

A205 〔菜種勘定ニ付書付〕 10.17 田中庄兵衛→竹内亮左衛門 一紙

A205 巳之年菜種村々 買取石数約帳 安政 4. 9 御用荷物引受四日市永兵衛 横長

A205 菜種買寄油御用所上瀬野村江差出申候員
数約帖
※以上2冊1通合綴

安政 4. 9 掛改役奥屋村組頭五右衛門→竹
内亮左衛門

竪冊

A206 〔菜種四月 八月迄賀茂郡中仕出し他覚〕 横長

A206 上浦・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帳 安政 5.10 絞種元締役為三郎 竪冊
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A206 菜種村々買寄油御用所上瀬野村江差出員
数約帖

安政 5.10 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

横長

A206 午ノ年菜種村々ヨリ買取石数約メ帳 安政 5. 9 御用荷物引受四日市永兵衛→竹
内亮左衛門

横長

A206 菜種勘定帳 安政 5. 9 長浜浦綿実掛改役善三郎→竹内
亮左衛門他

竪冊

A206 菜種勘定帳　賀茂郡広村 安政 5. 9 御用荷物引受役増次郎他→竹内
亮左衛門他

竪冊

A206 菜種当年中積廻し勘定帖 安政 5. 8 綿実掛改役与惣兵衛→竹内亮左
衛門他

竪冊

A206 菜種受渡勘定帖
※以上8冊合綴

安政 5. 8 当分庄屋清四郎他→竹内亮左衛
門

竪冊

A206 〔菜種仕出し〕未年横貫 安政 6 横長

A206 〔菜種二月 九月迄分仕出し〕覚 （安政 6）10.14 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A206 上浦・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帳 安政 6.10 絞種元締役為三郎 竪冊

A206 菜種御勘定帳　内海村 安政 6.10 御用荷物引受徳兵衛→竹内亮左
衛門他

竪冊

A206 当新菜種買寄油御用所上瀬野村へ差出申
候員数約帖

安政 6. 9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

竪冊

A206 菜種当年中積廻し勘定帖　賀茂郡阿賀村 安政 6.10 綿実掛改役与惣兵衛他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A206 菜種勘定帳　賀茂郡広村 安政 6.10 御用荷物引受役増次郎他→竹内
亮左衛門他

竪冊

A206 菜種受払勘定帳　三津口村 安政 6.10 御用荷物引受役三津口村庄兵衛
→竹内亮左衛門他

竪冊

A206 賀茂郡三津村買集菜種帳面相約帖 安政 6. 9 三津村御用荷物引受新兵衛→竹
内亮左衛門他

横長

A206 賀茂郡三津村買集菜種帳面約帳 安政 6.11 三津村掛改役儀右衛門→油方元
〆役役人中

横長

A206 未年菜種村々 買取石数辻寄帖
※以上9冊1通合綴

安政 6. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A206 菜種勘定帳　賀茂郡広村 安政 7.10 御用荷物引受役増次郎他→竹内
亮左衛門他

竪冊

A206 菜種請渡勘定帖 万延元.11 掛改役善三郎→竹内亮左衛門他 竪冊

A206 菜種当年中積廻し勘定帖　賀茂郡阿賀村 万延元.11 綿実掛改役与惣兵衛他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A206 菜種勘定帳　賀茂郡川尻村 万延元.11 庄屋民四郎他→竹内亮左衛門他 竪冊

A206 当新菜種買寄油御用所上瀬野村江差出申
候員数約帖
※以上5冊合綴

万延元. 9 掛改役五右衛門→竹内亮左衛門 竪冊

A206 菜種村々 買取石数辻寄帖 万延元. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A206 〔菜種勘定辻寄〕覚 竪冊

A206 〔菜種勘定辻寄帳〕 横長

A206 〔菜種騒送状綴〕 申5～9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

綴

A207 菜種勘定帖　賀茂郡広村 文久元.11 掛頭役直平他→竹内亮左衛門他 竪冊

A207 菜種勘定帖　〔川尻村・内海跡村〕 文久元.11 庄屋民四郎他→竹内亮左衛門他 竪冊
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A207 〔菜種受渡〕覚 （文久元）11 掛改役富三郎→竹内亮左衛門他 一紙

A207 菜種請渡勘定帳 文久元.11 掛改役善三郎→竹内亮左衛門他 竪冊

A207 菜種当年中積廻し勘定帳　賀茂郡阿賀村 文久元.11 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A207 菜種御勘定帖　内海村 文久元.10 御用荷物引受徳兵衛他→割庄屋
同格油方元〆役為三郎

竪冊

A207 菜種受払勘定帳 文久元.11 御用荷物引受三津口村庄兵衛→
竹内亮左衛門他

竪冊

A207 文久元年酉年菜種買集人別書抜帖
※以上7冊1通合綴

文久元 御用荷物引受新兵衛→竹内亮左
衛門他

横長

A207 当新菜種買寄油御用所上瀬野村江差出申
候員数約帖

文久元. 9 掛改役五右衛門→竹内亮左衛門 竪冊

A207 酉年菜種村々 買集石数辻寄帖
※以上2冊合綴

文久元. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A207 〔賀茂郡菜種出高〕覚 （文久元）10.17 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A207 〔各組菜種勘定〕 横長

A207 〔菜種受取及勘定ニ付書翰〕（6通） 一紙

A207 〔菜種勘定〕覚 （文久 2）9 油方御用懸り久五郎→絞種元〆
役為三郎

一紙

A207 〔当町分菜種約帖ニ付〕竹原町湘義書翰 10. 8 →元〆役為三郎 一紙

A207 〔村々菜種持出・積廻ニ付〕久五郎書翰 10. 1 →絞種元〆役為三郎 一紙

A207 文久二戌年菜種勘定目録 文久 2. 9 仁方村掛改メ役富三郎→竹内亮
左衛門他

一紙

A207 〔竹原町菜種納高〕覚 （文久 2）9 掛改役湘義→絞種元〆役為三郎 一紙

A207 当郡菜種村々相約買寄当村油御用処差出
員数書付

（文久 2）9 掛改役五右衛門→竹内亮左衛門 横長

A207 戌年菜種村々ヨリ買集石数辻寄帖 文久 2. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A207 当新菜種買集人別書出帖 文久 2.10 三津村掛改役忠左衛門→竹内亮
左衛門他

横長

A207 当新菜種買集人別石数書出し帖 文久 2.10 三津村御用荷物引受新兵衛→竹
内亮左衛門他

竪冊

A207 菜種勘定帖　賀茂郡広村 文久 2.10 掛改役広村直平他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A207 菜種御勘定帖 文久 2.10 御用荷物引受徳兵衛他→竹内亮
左衛門他

竪冊

A207 菜種勘定帖　賀茂郡川尻村 文久 2.10 庄屋民四郎他→竹内亮左衛門 竪冊

A207 菜種当年中積廻勘定帖　賀茂郡阿賀村 文久 2.10 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A207 菜種受払勘定帳　賀茂郡三津口村
※以上8冊6通合綴

文久 2.10 御用荷物引受三津口村庄兵衛→
竹内亮左衛門他

竪冊

A207 〔菜種世話料〕覚 3.24 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A207 〔菜種勘定〕覚 3.17 割庄屋同格油方御用懸り久五郎
→竹内亮左衛門他

一紙

A207 〔菜種勘定〕覚 （文久 3）9.26 油方御用懸り久五郎→絞種元〆
役為三郎

一紙
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A207 亥年菜種村々石数辻寄帖 文久 3. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A207 当新菜種買寄油御用所出員数約書付 （文久 3）9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

一紙

A207 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帖
※以上2冊合綴

文久 3.10 絞種元締役為三郎 竪冊

A207 文久三亥年菜種買集村々人別石数書出し
帳

文久 3. 9.25 三津村掛改役忠左衛門→竹内亮
左衛門他

横長

A207 文久三亥年菜種買集村々人別并石数書出
し帖

文久 3. 9.26 三津村御用荷物引受新兵衛→竹
内亮左衛門他

横長

A207 菜種請払勘定帳　三津口村 文久 3.10 御用荷物引受三津口村庄兵衛→
竹内亮左衛門他

竪冊

A207 菜種勘定帖　賀茂郡広村 文久 3.10 広村掛改役直平他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A207 菜種勘定帳 文久 3.10 庄屋民四郎他→竹内亮左衛門他 竪冊

A207 菜種御勘定帳
※以上6冊合綴

文久 3.10 御用荷物引受徳兵衛他→割庄屋
同格油方元〆役為三郎

竪冊

A208 子年菜種村々石数辻寄帖 元治元. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A208 菜種買寄狩留家村御用所へ差出申員数申
上ル書付

（元治元）10 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

一紙

A208 当所菜種買寄油御用所出員数約書付 （元治元）9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

一紙

A208 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帖
※以上2冊合綴

元治元.10 絞種元締役為三郎 竪冊

A208 〔当油御用所へ廻候賀茂郡菜種員数〕 （元治元）10. 4 油方御用懸り久五郎→絞種元〆
役為三郎

一紙

A208 菜種買集人別帖 文久 4.10.10 三津村掛改役忠左衛門→竹内亮
左衛門他

横長

A208 菜種御勘定帖 元治元.10 御用荷物引受徳兵衛他→割庄屋
同格油方元〆役為三郎

竪冊

A208 菜種勘定帖 元治元.10 庄屋民四郎他→竹内亮左衛門他 竪冊

A208 菜種勘定帖　賀茂郡広村 元治元.10 掛改役直平他→竹内亮左衛門他 竪冊

A208 菜種当年積廻し勘定帖　賀茂郡阿賀村
※以上5冊1通合綴

元治元.10 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A208 〔竹原御場所へ持出候賀茂郡菜種員数〕
覚

（慶応元）9 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A208 〔菜種買寄油御用所上瀬野村江差出申候
員数〕覚

慶応元. 9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門他

一紙

A208 丑年菜種村々持出石数辻寄帖 慶応元. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A208 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帖
※以上2冊2通合綴

慶応元.11 絞種元締役為三郎 竪冊

A208 〔菜種買寄油御用所上瀬野村へ差出申候
員数〕覚

慶応 2. 9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

一紙

A208 寅年菜種村々持出石数辻寄帖 慶応 2. 9 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A208 〔菜種石数〕覚 慶応 2. 9.21 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A208 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帖
※以上2冊2通合綴

慶応 2.11 絞種元締役為三郎 竪冊
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A208 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帖 慶応 3.10 絞種元締役為三郎 竪冊

A208 卯年菜種村々持出石数辻寄帖 慶応 3.10 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

横長

A208 〔菜種買寄油御用所上瀬野村へ差出申候
員数〕覚

慶応 3. 9 掛改役奥屋村与頭五右衛門→竹
内亮左衛門

一紙

A208 当新菜種買寄油御用所上瀬野村江差出申
候員数約帖

慶応 3. 9 掛改役七条椛坂村泰十郎→竹内
亮左衛門

竪冊

A208 〔菜種勘定〕覚 9.24 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門

一紙

A208 〔広村菜種勘定ニ付油方御用懸り久五郎
書翰〕
※以上3冊3通合綴

（慶応 3）10.24 →絞種元〆役為三郎 一紙

A208 辰年菜種村々持出石数辻寄帖 明治元.10 社倉支配同格御用荷物引受四日
市政之助→竹内亮左衛門

横長

A208 当新菜種買寄油御用所江差出申候員数申
上書付

明治元. 9 綿実掛改役奥屋村与頭五右衛門
→竹内亮左衛門

一紙

A208 浦部・黒瀬・竹原菜種勘定辻寄帳
※以上2冊1通合綴

明治元.11 絞種元締役為三郎 竪冊

A209 〔去年賀茂郡出実〕覚 （安政 7）1.12 油方御用懸り久五郎→竹内亮左
衛門

一紙

A209 安政六未年分綿実惣勘定辻書付 安政 7. 1 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

一紙

A209 竹原・黒瀬・浦部組綿実惣勘定辻寄帖 安政 6.12 割庄屋同格為三郎→竹内亮左衛
門

竪冊

A209 綿実勘定帖 安政 6.11 掛改役兼沢村理平太 竪冊

A209 綿実掛改油御用所上瀬野村江差出申候貫
数約帖

安政 7. 1 綿実掛改役奥屋村与頭五右衛門
→竹内亮左衛門

横長

A209 〔去年綿実受渡方書抜帳差出方延引ニ付
新兵衛書翰〕

1.24 →為三郎 一紙

A209 安政六年分綿実勘定帖 安政 7. 1 御用荷物引受役増次郎→竹内亮
左衛門他

竪冊

A209 安政六未歳綿実勘定目録　賀茂郡仁方村 （安政 7）1 仁方村掛改役富三郎→竹内亮左
衛門他

一紙

A209 綿実勘定帖目録　内海村 （安政 7）1 綿実掛改役竹四郎他→油方絞種
元〆役割庄屋同格為三郎

一紙

A209 〔瀬野村平油座へ差出申候綿実〕覚 （安政 7）1 綿実掛ケ改役三千蔵→為三郎 一紙

A209 〔綿実差出貫数〕覚 （安政 7） 掛改役儀右衛門→為三郎 一紙

A209 綿実勘定帖 安政 7. 1 綿実掛改役川尻村良吉→竹内亮
左衛門他

竪冊

A209 去未年綿実勘定帳　三津口村 安政 7. 1 御用荷物引受役三津口村庄兵衛
→竹内亮左衛門他

竪冊

A209 綿実当年中掛改勘定帖　賀茂郡阿賀村 安政 6.12 掛改役与惣兵衛他→竹内亮左衛
門他

竪冊

A209 未年中掛改綿実勘定帖　竹原町
※以上8冊7通合綴

安政 7. 1 掛改役徳蔵→竹内亮左衛門他 竪冊

A209 〔上瀬野村油御用所へ差出申候綿実貫数〕
覚（4通）

未11～申2 御用荷物引受四日市政之助→竹
内亮左衛門

一紙

A209 綿実貫一銀取引帖 嘉永 2 元〆役竹内亮左衛門 横長

A209 菜種世話料銀受払帖 嘉永 2.11 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A209 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 嘉永 3.12 横長
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A209 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 嘉永 4.12 横長

A209 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 嘉永 5.12 横長

A209 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 嘉永 6.12 横長

A209 菜種繰出ニ付村々要役世話料割賦帖　賀
茂郡

嘉永 2.10 横長

A209 〔嘉永四年分〕菜種綿実入用世話料取立
帖

嘉永 5. 2 横長

A210 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 安政元.12 横長

A210 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 安政 2.12 横長

A210 当作立菜種世話料取引帖　賀茂郡 安政 3.12 横長

A210 安政四巳年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

安政 5. 3 横長

A210 安政五午年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

安政 6. 3 横長

A210 安政六未年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

安政 7. 3 横長

A211 万延元申年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

万延 2. 3 横長

A211 文久元酉年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

文久 2. 3 横長

A211 文久弐戌年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

文久 3. 3 横長

A211 文久三亥年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

元治元. 3 横長

A211 元治元子年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

慶応元. 4 横長

A211 慶応元丑年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

慶応 2. 3 横長

A211 慶応弐寅年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

慶応 3. 3 横長

A211 慶応三卯年分当作立菜種世話料取引帖　
賀茂郡

慶応 4. 3 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　志和組〕 戌12 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　下西条組〕 戌12 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　上西条組〕 戌12 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　高屋組〕 戌12 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　浦部組〕 戌12 横長

A211 〔菜種世話料取引帖　竹原組〕 戌12 横長

A212 御帳附下樫御改帖　賀茂郡吉川村　ひか
へ

天明元.11 庄屋杢右衛門→山目附広村喜市
郎

竪冊

A212 吉川村帖付下樫御指出シ帖 明和 2.10 庄屋甚右衛門→山目附広村喜一
郎

竪冊

A212 賀茂郡吉川村百姓家廻り樹木改帳　永々
ひかへ

享保13. 8.10 庄屋→梶川助三郎他 竪冊

A212 御帖附下樫御改メ帖　賀茂郡吉川村
※以上4冊合綴

天明 7.11 当分庄屋与三次→山目附広村喜
一郎

竪冊

A212 御帖附諸木改帖　扣　賀茂郡 文久 3. 7 竪冊
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A212 情嶋山楠杉御改帖 万延元. 3 庄屋宮尾兵左衛門他→山目附広
村豊三郎

竪冊

A212 当村百姓寺分楠樫杉御改帖　賀茂郡阿賀
村
※以上3冊合綴

文久 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A212 当村山毛上寛政五丑年以来度々売払銀仕
捌根帖　吉川村用所

横長

A213 椛木山御免許木割賦帖　吉川村用所 寛政 5.11.25～ 横長

A213 椛木山御免許毛上人別割賦控帳　吉川村
用処

寛政 5. 6.4～ 横長

A213 椛木山御免許木割賦帖　吉川村用所 寛政 5.11.25～ 横長

A213 槌山古毛上御免許木売払人別帳　吉川村
用所

寛政 8. 3 横長

A213 東原山邪木間引伐売払帳　吉川村用処 寛政 8. 3 横長

A213 椛木山残毛上売払鬮取帖 寛政10.12.11 横長

A213 御建椛木山残毛上売払鬮取代銀人別割賦
帳　吉川村用所

寛政10. 2.15 横長

A213 椛木山毛上御免許一件ニ附長百姓山番出
日記帳　吉川邑用処

寛政10. 2 横長

A213 当村草山雑木雪折伐割人別帳 寛政11. 2 横長

A213 雪折邪木山そうじ百姓人別帖 寛政11. 2 横長

A213 焼草割賦人別扣帖 寛政11 横長

A214 駄原山焼材おろし扣 寛政11. 6. 5 横長

A214 草山毛上手手入人別和帳 寛政12. 7 横長

A214 草山雑木手入間引材人別割賦帳
※以上2冊合綴

寛政12. 7 横長

A214 田原不残山銀差引受取帳　吉川村用所 寛政 3. 6～12 横長

A214 当邑草山御免許人別割付扣 寛政12.12 横長

A214 御免許焼葉伐人別銀寄覚帖　吉川村用所 享和元.11 横長

A214 戸坂御免許焼葉酉割賦代銀約メ人別扣帖
　吉川村用処

享和元. 3 横長

A214 戸坂山御免許毛上百姓売払扣帖　吉川村
用所

享和元.12. 5 横長

A215 戸坂焼葉人別伐渡扣帳　吉川村用所 享和 4. 1～ 横長

A215 焼葉伐出し売払約帳　吉川村惣長百姓 文化元.12 横長

A215 焼葉伐り人別控直段附并受取渡し帳　吉
川むら長百姓

文化 2.12 横長

A215 焼葉伐出し売払覚帳　吉川むら長百姓 文化 2. 8.24 横長

A215 市上山切取人別覚帖　吉川邑用所 文化 5. 4 横長

A215 戸坂山御免許木分ケ番書帳　吉川村用処 文化 6.10 横長

A215 戸坂山分ケ番書帳　吉川村用処 文化 6.10 横長

A215 戸坂山分ケ番書銀約帖　吉川邑用所 文化 7. 1 横長

A215 駄原山まひキ売払覚帖 文化 8.12 横長

A215 吉川村私在役中御免許山毛上売払代銀仕
捌算用書抜写帖扣

文化13.閏8 割庄屋吉川村先庄屋六郎兵衛 横長
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A215 吉川村私在役中御免許山毛上売払代銀仕
捌算用書抜写帖控

文化13.閏8 割庄屋吉川村先庄屋六郎兵衛 横長

A216 高屋堀村良助腰林毛上同村福蔵・下竹仁
村平十郎焼炭取計代銀払方渋滞差縺小内
算用約帖

弘化 4. 4 社倉主役麻右衛門他→割庄屋竹
内亮平

横長

A216 山毛上年々配当并代銀取約支払方等約帖
　吉川村

明治 2～4 横長

A216 配当山毛上其外臨時取約米銀算用約帖 明治 2～4 横長

A216 〔高懸り銀割方等控〕 横長

A216 〔差出帳面目録〕覚 子3.19 吉川村役人→割庄屋 一紙

A216 〔山毛上売払代銀算用〕覚 文化 8. 1 組頭角兵衛他→総百姓中 一紙

A216 酉八月廿日ニ伐一里さこの［　］ 横長

A216 伐り賃覚 横長

A216 切ちん覚 横長

A216 山分ケ人別覚 横長

A216 〔当番人別銀取立諸入用控〕 1.26 長百姓徳四郎他 横長

A217 歳額定米帖 天保 9. 6 竹ノ内 横半

A217 歳額定米約帖 嘉永 2. 6 吉川竹内役処 横半

A218 歳額約根帖 嘉永 5～安政 6 横半

A219 歳額定米根帖 安政 4. 6 横半

A220 歳額定米根帖 安政 6. 6 横半

A221 歳額約根帖 万延元～慶応元 竹内儀右衛門 横半

A222・
223

貸米約帖 明治 6～12 竹内氏役所 横半

A224 歳額約根帖 明治12～18 竹裡館安斎 横半

A225 早害ニ付小作米之内当年限引米取調帖 明治26.10 横半

A225 早害地ニ関スル廿六年度小作米人別取立
額・引米額取調帖

明治26.10 横半

A225 早害ニ付小作米地毛上実地見取帖 明治26.10 担当人大繁寿平 横半

A225 他村所有地草害ニ付実地見取帖
※以上2冊合綴

横半

A225 明治九年・同十年・同十一年三ケ年未納
地租年賦延納証控

明治16. 8 竪冊

A226 楮植増方之義其外御尋之康々申上候書附
覚（6通）

午8～9 賀茂郡内6組分（高屋組・竹原
組・志和組・下西条組・浦部組・
上西条組）

一紙

A226 浮楮増方之儀ニ付追御願申上書付 子10 賀茂郡割庄屋・同格→賀茂郡役
所

竪冊

A226 繰綿実綿取捌方尚是迄仕馴之様子御尋ニ
付申上書付　大田村

巳10 庄屋津十郎他→割庄屋多賀谷千
兵衛

一紙

A226 〔郡中人別木綿稼出郡貯基立方江寄附之
義御聞届代之内当暮上納可仕員数ニ付〕
覚

午11 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
番組衆中

一紙

A226 出米綿尾道町へ積廻シ候処差閊有無申上
候書付（他関係書翰1通）

巳10 賀茂郡竹原下市当分庄屋兵之助
他→割庄屋有田建左衛門

一紙

A226 作綿尾道綿座御役所へ差出方之義ニ付御
歎奉申上辻書付　賀茂郡浦部組

巳11 賀茂郡浦部組割庄屋多賀谷千兵
衛→十川直之助

一紙
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A226 百姓作綿尾道綿座江差出方之儀御歎書附
（13通）

巳10 賀茂郡21ヵ村庄屋等→割庄屋
多賀谷千兵衛

一紙

A226 〔絵図〕 一紙

A226 楮畠新開并雨池普請一件諸控根帖 文化11～文政 9 吉川村竹之内 横長

A226 楮畑新開預人別帖 文政 4. 3 横長

A226 楮畠新開預人別帖 文政 7. 4 竹内 横長

A226 楮畑新開預人別帖 文政 9. 3 吉川邑竹内 横長

A226 紙楮之儀御尋被為在候ニ付村々内実取計
振相約候趣頭書帖　賀茂郡黒瀬村

文政 5. 8 割庄屋佐々木泰太郎 横長

A226 天保十亥年以来郡中出来楮年々上納貫数
并御買上ケ直段書抜　賀茂郡控

天保10～安政 3 竪冊

A227 桑苗植付養蚕一件書抜 文政12 竪冊

A227 養蚕之義ニ付御尋之御答申上候書付 戌10 割庄屋格多賀松太郎→割庄屋浅
太郎

竪冊

A227 抱田畠坪附帖 文政 2. 8 竹内 横長

A227 耕作年々増方約 横長

A228 戌亥子志和組内六ケ村新開畝数・御見取
米・内実出来数費目録

（文政 9～11） 横長

A228 賀茂郡志和組新開内実作物辻寄帖 文政 9～11 竪冊

A228 新開諸作物内実出来数書出し帖　賀茂郡
志和堀村（3冊合綴）

文政 9～11 庄屋民太郎他→組合割庄屋脇万
左衛門

横半

A228 新開諸作物内実出来数書出帳　賀茂郡志
和東村（3冊合綴）

文政 9～11 庄屋禎次郎→組合割庄屋脇万左
衛門

横半

A228 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡志
和西村

文政 9～11 庄屋与兵衛→組合割庄屋脇万左
衛門

横半

A228 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡奥
屋村（3冊合綴）

文政 9～11 庄屋六右衛門他→組合割庄屋脇
万左衛門

横半

A228 原村 減作新見取処・見取水代永代払出
不申ニ付年々約帖　吉川邑用処

嘉永 4.12 横長

A228 新開諸作物内実出来数書出帳　賀茂郡七
条椛坂村（3冊合綴）

文政 9～11 庄屋太郎兵衛他→組合割庄屋脇
万左衛門

横半

A228 新開諸作物内実出来数書出帖　賀茂郡冠
村（3冊合綴）

文政 9～11 庄屋善五郎他→組合割庄屋脇万
左衛門

横半

交通・運輸

A229 四日市駅御仕向銀一件書附扣・御紙面・
貸附銀略写
※文政10年写

明和 8～文化 3 竪冊

A229 四日市駅御仕向銀算用頭書帖ひかへ　賀
茂郡

明和 8～文政 9 横長

A229 賀茂郡四日市御仕向銀年々利倍算用約人
別貸附帖

安永 9～寛政 7 郡用処 横長

A230 四日市貯銀員数并貸附人別覚帳 天明元. 1 籐左衛門 竪冊

A230 駅銀貸附利倍約永代帖 文化12. 1～文政10 割庄屋直兵衛 横長

A230 駅銀貸附年々利倍約帖 文化12. 1～文政10. 1 割庄屋脇万左衛門他 横長

A231 駅用御仕向銀利倍算用約帖 文化12. 1～天保13. 1 割庄屋多賀谷千兵衛→賀茂郡役
所

竪冊

A231 駅用御仕向銀利倍〔算用約帖〕　賀茂郡 天保14. 1～安政 2. 1 竪冊
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A231 駅用御仕向銀利倍算用約帖　賀茂郡（19
冊合綴）

文政13. 1～嘉永 2. 1 竪冊

A232 駅銀貸〔付年々利倍〕約帖 寛政 7～文政 9 割庄屋理平次 横長

A233 駅貯銀貸附算用約帖　賀茂郡 文政10. 1～安政 2. 1 横長

A233 駅用内貯銀年々利倍帖 文政 9. 1 割庄屋脇万左衛門他 横長

A234 奉幣使様御通行御往来共仕構格式書　賀
茂郡扣

文化元. 5 割庄屋国近村惣右衛門他→賀茂
郡役所

竪冊

A234 長崎御奉行筒井和泉守様陸地御下り四日
市御泊諸入用銀割符帖　賀茂郡

文化14.11 割庄屋郷村直兵衛他→西山造酒
他

竪冊

A234 長崎御奉行成瀬因幡守様両度御通行・肥
田豊後守様御登り之刻諸入用銀割符帖　
賀茂郡津江村扣

文化 2.11 割庄屋国近村惣右衛門他→伴伝
右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行曲渕和泉守様御下り・成瀬因
幡守様御家中御引之刻諸入用銀割符帖　
賀茂郡津江村扣

文化 3.11 割庄屋国近村惣右衛門他→伴伝
右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行曲渕和泉守様御登り之刻諸入
用銀割符帖　元〆ひかへ

文化 4.11 割庄屋国近村惣右衛門他→伴伝
右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行曲渕甲斐守様御下り并同松平
図書頭様御家中様御登之刻諸入用銀割符
帳　賀茂郡津江村ひかへ

文化 5.11 割庄屋竹原東村作左衛門他→伴
伝右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行曲渕甲斐守様御登之刻諸入用
銀割賦帖　賀茂郡元〆方控

文化 6.11 割庄屋竹原東村作左衛門他→伴
伝右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行曲渕甲斐守様御下・同土屋紀
伊守様御登之刻諸入用銀割賦帳　賀茂郡
元〆扣

文化 7.11 割庄屋竹原東村作左衛門他→伴
伝右衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行土屋紀伊守様御登之刻諸入用
銀割賦帖　賀茂郡元〆扣

文化 9.11 割庄屋津江村佐太郎他→柴田五
左衛門他

竪冊

A234 長崎御奉行遠山左衛門尉様御下・同牧野
大和守様御登両度陸路御通行諸入用銀割
賦帳　賀茂郡元〆控

文化11.11 割庄屋郷村直兵衛他→西山造酒
他

竪冊

A234 長崎御奉行松山伊予守様陸路御下之刻諸
入用銀割賦帖　賀茂郡元〆方

文化12.11 割庄屋郷村直兵衛他→西山造酒
他

竪冊

A234 長崎御奉行今沢大少輔様御下り四日市御
泊刻諸入用銀割賦帖　賀茂郡元〆控

文化13.11 割庄屋郷村直兵衛他→西山造酒
他

竪冊

A235 長崎御奉行様度々御往来之剋諸入用割賦
帖　賀茂郡元〆扣

嘉永 7.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→山下平八郎他

竪冊

A235 長崎御奉行様御下向之刻諸入用割賦帖　
賀茂郡元締ひかへ

嘉永 6.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→山下平八郎他

竪冊

A235 長崎御奉行様御往来之刻諸入用割賦帖　
賀茂郡元締扣

嘉永 5.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→山下平八郎他

竪冊

A235 長崎御奉行様御往来之刻諸入用割賦帖　
賀茂郡元〆扣

嘉永 4.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→今村文之助他

竪冊

A235 長崎御奉行様御下り之刻諸入用割賦帖　
賀茂郡元〆扣

嘉永 3.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→今村文之助他

竪冊

A235 長崎御奉行様御往来之刻諸入用割賦帖　
賀茂郡元〆扣

嘉永 2.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→今村文之助他

竪冊

A235 長崎御奉行様御下之刻諸入用割賦帖　賀
茂郡元〆扣
※以上7冊合綴

嘉永元.11 年番割庄屋頭取佐々木所左衛門
他→今村文之助他

竪冊

A235 長崎御奉行様御下之刻諸入用割賦帖　賀
茂郡元〆扣

安政 5.11 年番割庄屋竹内亮左衛門他→河
原籐之丞他

竪冊

A235 座頭・盲女居扶持米并官途銀共割賦帖　
賀茂郡元〆扣

安政 5.11 年番割庄屋竹内亮左衛門他→河
原籐之丞他

竪冊
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A235 郡割銀割賦根帖　賀茂郡元締扣 安政 5.11 年番割庄屋吉川村竹内亮左衛門
他→河原籐之丞他

竪冊

A235 諸御通行継人馬当駅門役夫御伝馬等より
相勤候分去戌十一月 亥十月迄之内込賃
銭約帖　賀茂郡四日市

天保10.11 庄屋弥右衛門他→割庄屋脇万左
衛門他

横長

A235 諸御通行継人馬当駅門役夫御伝馬等より
相勤候分去亥十一月 子十月迄之内込賃
銭約帖　賀茂郡四日市

天保11.11 庄屋弥右衛門他→割庄屋脇万左
衛門他

横長

A236 当駅門駅夫去戌十二月廿五日 当八月迄
継立夫数抜帖　賀茂郡四日市

文久 3. 9 庄屋莫助他 横長

A236 村々 特出候飼葉取集差出候員数運送入
用等約帖　〔雛型〕

文久 3.12 横長

A237 当年中御伝馬員数約帖　賀茂郡 文久 3.12 年割庄屋竹内亮左衛門他→郡役
所

横長

A237 四日市駅御伝馬算用約帖　賀茂郡 文久 3. 1～明治 4暮 横長

A238 奉幣使梅渓中将様御通行御通行御来共仕
構格式書　賀茂郡

元治元. 9 御用掛割庄屋竹内亮左衛門他→
賀茂郡役所

竪冊

A238 奉幣使様御往来諸入用辻寄帖　賀茂郡　
竹内氏扣

元治元. 9 竹内亮左衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A238 奉幣使様御往来諸入用辻寄帖　賀茂郡ひ
かへ

元治元. 9 竹内亮左衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A238 奉幣使様御往来諸入用辻寄帖　賀茂郡 元治元. 9 竹内亮左衛門他→賀茂郡役所 竪冊

A238 奉幣使様御通行人馬賃銭約帖　賀茂郡 元治元. 8 横長

A238 奉幣使様御往来諸入用銀之内不表立内償
帖　賀茂郡

元治元. 9 横長

A238 奉幣使様御通行之刻人馬賃銭村々割賦帖
　賀茂郡

元治元. 9 横長

A238 奉幣使様御通行諸入用銀惣高割村々割賦
帖　賀茂郡

元治元. 9 横長

A239 〔旅用銀年々算用帖貸附証文其外書類引
渡〕覚

寅5 手島作左衛門→割庄屋竹内亮平 一紙

A239 〔宿割人数賄ニ付書付綴〕覚 （元治元）6 綴

A239 〔売仕切書綴〕 （元治元）6～7 綴

A239 文化度御下向之節菓子科 （元治元）6 竹内亮左衛門他 横長

A239 奉幣使様御帰京ニ付掛リ役人撰書　賀茂
郡

元治元. 9 横長

A239 奉幣使様御参向御下宿賦帖 元治元. 6. 2 横半

A239 奉幣使様御参向御下宿賦帖 元治元. 6. 4 横半

A239 奉幣使様御帰京之節御下宿賦帖 元治元. 7. 4 横半

A239 奉幣使様御通行諸入用七組村々差引約帖
　賀茂郡

元治元. 9 横長

A240 奉幣使様御用三津ニ而魚類買入不用売払
勘定帖

元治元. 7 横長

A240 揚魚売払帖 （元治元）7 横長

A240 奉幣使様諸入用之内郡方直払人別受印帖
　賀茂郡

元治元.12 横長

A240 奉幣使様御下向之節魚代約帳　賀茂郡 元治元. 6 横長

A240 奉幣使様御往来御止宿諸入用約辻寄帖 元治元. 7 横長
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A240 奉幣使様御下向之節御賄方約帖 元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御下向之節御買物代御払無之分
約帖

元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御下向之節御別火所御買物約帖 元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御帰京之節御賄方約帖 元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御帰京之節御別火所御買物約帖
※以上7冊合綴

元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御帰京之節御買物代御払無之分
約帖

元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御参向ニ付御下宿畳表仕替・障
子張替入用約帖

元治元. 7 横長

A240 奉幣使様御帰京之節御料理代員数約帖　
賀茂郡

元治元. 7. 4 横長

A240 奉幣使様御用済諸品売払帖 元治元. 7. 6 横長

A240 奉幣使様諸入用取引四方諸算用帖　賀茂
郡

元治元. 9 御用懸り年寄同格割庄屋吉川村
竹内亮左衛門他

横長

A241 奉幣使様御通行諸入用算用約帖　賀茂郡 元治元. 9 御用懸り年寄同格割庄屋吉川村
竹内亮左衛門他

横長

A241 奉幣使様御通行村々廻達扣帖　隣郡往返
書状扣共　賀茂郡

元治元. 4 横長

A241 奉幣使一件頭書 元治元. 4 横長

A241 奉幣使様御通行ニ付掛り役人撰書扣　賀
茂郡

元治元. 4 横長

A241 奉幣使様御通行ニ付掛り役人撰書　賀茂
郡

元治元. 4 横長

A242 奉幣使様御通行ニ付往還筋取繕夫釣燈松
明灯夫等約帖　い　賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御往来御輿建場并湯茶置所諸入
用約帖　ろ　賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御通行之刻諸飛脚賃約帖　は　
賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御泊之節御賄方諸色其外諸損料
手遺等約帖　に　賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御通行之節料理人并駅内宿々御
案内之者其外諸手遺賃・御役人様御出張
所并人馬所宿駕籠置所等地子・両替間損
筆紙墨代中柄釣燈張替其外入用約帖　ほ
　賀茂郡
※以上5冊合綴

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御止宿之節御別火所其外都而御
茶屋内諸仕構約帖　へ　賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御帰京之節御不用肴売払問損約
帖　と　賀茂郡

元治元. 9 横長

A242 奉幣使様御参向ニ付御下宿畳表仕替・障
子張替入用約帖　ち　賀茂郡
※以上3冊合綴

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御帰京之節御料理代員数約帖　
り　賀茂郡

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御止宿之節臨時御買物代御払無
御座分約帖　ぬ　賀茂郡

元治元. 9 横長
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A243 奉幣使様御通之刻四日市町内小路違垣用
縄蔬から竹?代借寄道具宿駕籠蒲団桐油
等損料約帖　る　賀茂郡

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御通御用ニ付諸役人出飯米木銭
共約帖　を　賀茂郡

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御通行人馬賃銭約帖　わ　賀茂
郡

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御通行諸入用銀惣高割村々割賦
帖　賀茂郡

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御通行之刻人馬賃銭村々割賦帖
　賀茂郡
※以上7冊合綴

元治元. 9 横長

A243 奉幣使様御上下共人馬賃銭約帖　賀茂郡 元治元. 9 横長

A244 御進発御用公儀御役々様人馬賃銭之儀上
下表罷出駈引之次第□演書ひかへ

（慶応 3）12 切田村庄屋禎蔵他 竪冊

A244 公儀御役々様人馬賃銭其外共員数約帖　
西条四日市駅
※以上2冊合綴

慶応 3.11 四日市駅年寄真四郎→長坂半八
郎役所

竪冊

A244 尾張前大納言様始諸家様其外共御通行人
馬入詰約帖　賀茂郡

元治 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A244 尾張前大納言様始諸家様其外共御通行諸
入用約帖　賀茂郡

元治 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A244 尾張前大納言様始諸家様其外共御通行諸
入用約帖　賀茂郡

元治 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A244 尾張前大納言様始諸家様其外共御通行人
馬入詰約帖　賀茂郡

元治 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A244 御道弾御附廻中諸事頭書 竪冊

A244 賀茂郡往環筋引拾絵図 竪冊

A244 御休泊所御入用之品仕様積書　芸州賀茂
郡
※以上3冊合綴

丑12 竪冊

A244 長州御親征御進発ニ付諸扣 慶応元.11 竹内儀右衛門 竪冊

A244 賀茂郡往還村々頭書 竪冊

A245 御伝馬員数約帖　賀茂郡 慶応元.10 年番割庄屋竹内亮左衛門他→賀
茂郡役所

横長

A245 賀茂郡往環筋村宿人家間取畳数約帖根帖 慶応元.12 横長

A245 賀茂郡往環筋村宿人家間取畳数約帖 慶応元.12 横長

A246 御進発御用御方々様御通行諸入用約帖　
元締方控　賀茂郡

慶応. 2. 3 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A246 御進発御先手御方々様其外共御通行人馬
入詰約帖　賀茂郡
※以上2冊合綴

慶応. 2. 2 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A246 長州御征伐ニ付二月 九月迄諸御通行諸
入用約帖　元締納　賀茂郡

慶応 2.10 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A246 長州為御征伐御通行御入用人馬入詰約帖
　賀茂郡
※以上2冊合綴

慶応 2.10 割庄屋竹内亮左衛門他→賀茂郡
役所

竪冊

A246 御進発御先手御方々様御下之刻諸入用割
賦差引村々書抜算用帖　元締方扣　賀茂
郡

慶応. 2. 2 横長

A246 御進発御先手御方々様御通行諸入用算用
四方詰帳　元締方預　賀茂郡

慶応. 2. 2 割庄屋吉川村竹内亮左衛門 横長
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A246 御進発御先手御方々様御通行之節内償物
約帖　元締方控　賀茂郡

慶応. 2. 2 横長

A246 御進発御先手御方々様御通行御用諸飛脚
賃銀支払人別請印帳　郡用所

慶応. 2. 3 横長

A246 御進発御先手御方々様御下諸入用銀之内
郡払人別受印帖

慶応. 2. 3 横長

A246 人馬飯飼料込賃銭蒲団損料粉失物代共郡
払人別請印形帖　郡用所

慶応 2. 3. 5 横長

A247 諸御通行人馬扣 横長

A247 往還筋村々引高 寛政 4. 1.21 服部金左衛門他→四日市・次郎
丸年寄半左衛門他

横長

A247 四日市御仕向ケ銀借面人別倍算用指引約
メ根帖

天明 2. 1 横長

A247 駅所門役勤夫御伝馬共当時郡方御受取計
頭書

慶応 4. 2 割庄屋竹内亮左衛門 横長

A247 〔往還并出勤順番ニ付〕態申進候 慶応 4. 3 割庄屋 横長

A247 京都駅逓御役所 御触書写 明治元. 4～8 竪冊

A247 郡免割入役減小諦合方御改法被為仰出候
義ニ付御伺奉申上□演書

明治元.12 竪冊

A247 村割規則之部　吉川村 竪冊

A247 差止箇条之部　吉川村 竪冊

A247 郡割規則之部　吉川村 竪冊

A247 駅処吟味諸入用規則之部　吉川村
※以上4冊合綴

竪冊

A248 郡割規則之内〔書抜〕 横長

A248 差止メケ条帖之内〔書抜〕 横長

A248 村割規則之内〔書抜〕 横長

A248 〔去冬頭書帳ニ付〕頭書 明治 3. 1 割庄屋 横長

A248 御頭書之内差閊候廉附紙ヲ以申上候条々
書抜帖　賀茂郡

明治 3. 1 横長

A248 入置米銀算用差引約帖〔雛型〕　吉川村
写
※以上3冊合綴

横長

A248 賀茂郡何村御免割帖・賀茂郡何村割根約
帖〔雛型〕　吉川村写

明治 3.12 竪冊

A248 申談頭書・御免割除害一件 明治元.12 竪冊

A249 郡割入物扣帖 万延 2 定年番竹内亮左衛門 竪冊

A249 郡割物御紙面写帖 文久元.11～文久 2.11 竪冊

A249 郡割入物扣帖 文久 3.11～元治元.11 割庄屋竹内亮左衛門 竪冊

A249 郡割入物御紙面写 文久 2.11～文久 3.10 竪冊

A249 郡割入物御紙面扣 元治 2 竪冊

A249 郡割入物御紙面扣 慶応 2 竪冊

A249 賀茂郡郡割銀割賦約メ根帖 明和 4.12 割庄屋寺家村兵三郎他→今中五
郎左衛門他

竪冊

A249 郡割銀割賦方小内取分ケ書示し帖　賀茂
郡

文政 4. 9 竪冊
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A250 郡割銀割賦根帖　元〆扣　賀茂郡 安政 3.11 年番割庄屋吉川村竹内亮左衛門
他→山下平八郎他

竪冊

A250 座頭・盲女居扶持米并官途銀共割賦帖　
元〆扣　賀茂郡

安政 3.11 竹内亮左衛門他→山下平八郎他 竪冊

A250 長崎御奉行様御下り之刻諸入用割賦帖　
元〆扣　賀茂郡

安政 3.11 竹内亮左衛門他→山下平八郎他 竪冊

A250 郡割銀割賦根帖　元締扣　賀茂郡 安政 4.11 竹内亮左衛門他→河原籐之丞他 竪冊

A250 座頭・盲女居扶持米并官途銀共割賦帖　
元締扣　賀茂郡

安政 4.11 竹内亮左衛門他→河原籐之丞他 竪冊

A250 長崎御奉行様御帰府之刻諸入用割賦帖　
元締扣　賀茂郡

安政 4.11 竹内亮左衛門他→河原籐之丞他 竪冊

A250 郡割銀割賦根帖　元〆扣　賀茂郡 安政 6.11 吉川村竹内亮左衛門他→小笠原
岩次郎他

竪冊

A250 座頭・盲女居扶持米并官途銀共割賦帖　
元〆扣　賀茂郡

安政 6.11 竹内亮左衛門他→小笠原岩次郎
他

竪冊

A250 長崎御奉行様御帰府之刻諸入用割賦帖　
元〆扣　賀茂郡

安政 6.11 竹内亮左衛門他→小笠原岩次郎
他

竪冊

A250 郡割銀割賦根帖　元〆扣　賀茂郡
※以上10冊合綴

万延元.11 竹内亮左衛門他→小笠原岩次郎
他

竪冊

A251 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

文久 3.11 竹内亮左衛門他 竪冊

A251 郡割銀割賦根帳　賀茂郡 文久 3.11 竹内亮左衛門他 竪冊

A251 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

文久 3.11 竹内亮左衛門他 竪冊

A251 郡割銀割賦根帳　賀茂郡 文久 3.11 竹内亮左衛門他 竪冊

A251 長崎御奉行様御往来之剋諸入用割賦帖　
賀茂郡

文久 2.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

文久 2.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 郡割銀割賦根帳　賀茂郡 文久 2.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 長崎御奉行様御通行諸入用割賦帖　元〆
扣　賀茂郡

文久元.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　元
〆扣　賀茂郡

文久元.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 郡割銀割賦根帖　元締扣　賀茂郡 文久元.11 竹内亮左衛門他→津川次兵衛他 竪冊

A251 座頭・盲女居扶持米并官途銀共割賦帖　
元〆控　賀茂郡
※以上11冊合綴

万延元.11 竹内亮左衛門他→小笠原岩次郎
他

竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 元治元.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

元治元.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 慶応 2.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 慶応元.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

慶応元.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

慶応 2.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 慶応 3.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

42



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 広島市／広島県立文書館（野坂家文書）（P01�0–2）

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

慶応 3.11 竹内亮左衛門他→庄林伊久馬他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 明治元.11 竹内亮左衛門他→藤井百太郎他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡

明治元.11 竹内亮左衛門他→藤井百太郎他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖　賀茂郡 明治 2.11 竹内亮左衛門他→松尾虎蔵他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡
※以上12冊合綴

明治 2.11 竹内亮左衛門他→松尾虎蔵他 竪冊

A252 郡割銀割賦根帖扣　賀茂郡 明治 3.11 竹内儀右衛門他→石津久登他 竪冊

A252 座頭・盲女居扶持米官途銀共割賦帖　賀
茂郡
※以上2冊合綴

明治 3.11 竹内儀右衛門他→石津久登他 竪冊

A252 三升原・柏原・野路山御貯銀約帖　賀茂
郡

安政 4. 1（安政 3年分） 割庄屋頭取佐々木所左衛門他→
賀茂郡役所

竪冊

A252 郡貯銀・組貯銀算用約帖　賀茂郡
※以上2冊合綴

安政 4. 1（安政 3年分） 佐々木所左衛門他→賀茂郡役所 竪冊

P01
0–2 野坂家文書

賀茂郡寺家村の村医野阪完山の著作・典籍類など（鶴亭日記，芸備大帳外史，公事兜攬，医事窺斑）
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』3集に目録所収。

A1～45 鶴亭日記　二～四十六（45冊） 文化 4～天保11 竪冊

A46～56 芸備大帳外史（23冊） 竪冊

A46 賀茂郡部　律

A46 賀茂郡　律令

A46 賀茂郡　刑

A46 賀茂郡　修験・薦僧・盲僧・座頭

A47 賀茂郡　駅（3冊）

A48 賀茂郡　延享御巡見使之記

A49 賀茂郡　文化度奉幣使之記

A49 賀茂郡　天保御巡見使之記

A50 賀茂郡

A51・52 御調郡　一～四（4冊）

A53 世羅郡　上

A53 甲奴郡　全

A54 恵蘇郡

A55 奴可郡　上

A55 三上郡

A56 三谿郡

A56 三次郎

A50 国名他

A57～60 家記　一・三～五（4冊） 天明 5～天保 9（文政 8
～12欠）

竪冊
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A61～73 公事兜攬（17冊） 文政10～天保11 野坂三益 竪冊

A61～73 ◦一～三　賀茂郡御通行御目通　一～三
（3冊）

文政10～13

A61～73 ◦四・五　生涯諸願・御代官直宛　一・
二（2冊）

天保 2～4

A61～73 ◦九～十四・十七～二十　御医師格・七
人扶持　三～八・十一～十四（10冊）

天保 6～9

A61～73 ◦廿一・廿二　御医師格・御扶持方被仰
付候以来手扣頭書（2冊）

天保10～11

A74～91 医事窺斑（17冊） 野坂三益 竪冊

A74～91 ◦一～十二・十五（13冊）

A74～91 ◦痘瘡・麻疹他

A74～91 温泉他

A74～91 附録　一・二（2冊）

P01
0–3 平賀家文書

賀茂郡割庄屋文書，同郡上保田村庄屋文書
※原本を所蔵。

A1～4 〔役方要用御触書抜〕（2冊） 横半

A5 役方規則帖　壱篇 横半

A6 福嶋左衛門太夫様御検地帳　賀茂郡　菅
田村

慶長6 竪冊

A6 福島公夫迄之高ニ弐割五歩八厘五毛割上
ケ被仰付候時之根牒　賀茂郡　菅田村

慶長16. 9. 5 竪冊

A6 賀茂郡菅田村地詰帳 承応 3.10.27 井伊金左衛門 竪冊

A7 賀茂郡御山帳　菅田邑原 享保10 竪冊

A8 御領分郡々諸役人出飯米立方規則帖
※弘化 3年7月写

横半

A8 御給主様方御姓名并御高共書上ケ帳扣　
上西条組

文久 2. 2 竪冊

A8 割庄屋在役謹慎誓紙　弐通　写 文政10.11 賀茂郡年寄同格割庄屋乃美尾村
脇万左衛門可宗他

竪冊

A8 御倹約ニ付野坂三益老心得書并同人家内
示し書写シ　賀茂郡上保田村

天保 4. 3 横長

A8 御蔵納之筋下方迷惑廉御尋ニ付内密申上
頭書　賀茂郡

明治元.10 割庄屋→賀茂郡御調役衆中 竪冊

A9 作綿菜種内実出来数辻寄帳　賀茂郡上西
条組

文政11. 2 横半

A9 〔作綿・売綿辻等申上候書付〕 文政11. 2 横長

A9 御国産木綿一件御触書写　上保田村 天保15. 2～天保16. 2 横長

A9 至而差向木綿方順達　上西条組 午4 竪冊

A9 木綿方御改正一件扣 安政 5 割庄屋兵之助 横半

A9 御種人参植試諸扣帖 慶応元.11 平賀氏 横半

A9 諸産物増減差引約帖　賀茂郡上西条組 明治元 割庄屋平賀礼三郎 横半
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A10 〔地券ニ付〕記 明治 5.11.12 八大区十五小区用係平賀寛夫→
伊達権令

竪冊

A10 地価引下請願書　安芸国賀茂郡中黒瀬村 明治22.12 竪冊

A11 管内図表・山林地質記・木材学鑑品弁・
樹木展覧会日誌・会場略図祝文写綴簿

明治17. 5 竪冊

A12～18 安芸風土記　巻一～二十三（巻八欠，22
冊）

安政 6 竪冊

P01
0–4 宮本家文書

心学者宮本愚翁の日記等
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』1集に目録所収。

A1 日記抜萃　弐〔参四五六七抜萃中ニア
リ〕

慶応 4. 6～明治13. 8 宮本亥三二 冊

A2 〔日記〕 明治13.11～明治14.12 宮本亥三二 冊

A3・4 日記　拾弐 明治20. 4～明治21.12 宮本亥三二 冊

A5 日記　拾三 明治22. 1～12 宮本亥三二 冊

A6～10 日記　拾四 明治23. 1～明治26.12 宮本亥三二 冊

A11・12 日記　拾五 明治27. 1～12 宮本亥三二 冊

A13 日記　拾六 明治28. 1～12 宮本亥三二 冊

A14・15 日記　拾七 明治29. 1～明治30.12 宮本亥三二 冊

A16～18 日記　拾八 明治31. 1～明治32.12 宮本亥三二 冊

A16～18 日記　拾九 明治33. 1～明治35.12 宮本亥三二 冊

A25 手扣 宮本弘道 横長

A25 手業滅其外要書抜 横長

A25 ◦〔郡方庶務の簡略化に関する書付〕 文久 3

A25 ◦明治元年辰十二月手業滅し〔郡方庶務
の改定につき書付〕

明治元.12

A25 ◦明治四年辛末正月改 明治 4. 1

A26 沼田郡村々役人帖 慶応 4. 9 横長

A26 沼田郡村々役人帖
※以上4点合冊

明治 2. 2 横長

A27～39 耳ふくろ　凡例・壱～十（全11冊） 宮本愚翁（亥三二） 冊

A40 塵はらひ 明治30.11 宮本愚翁 冊

A40 黙殺 宮本愚翁 冊

A40 春の日くらし　元稿 明治26. 4 宮本愚翁 冊

A40 報恩 明治30. 2 宮本愚翁 冊

A40 衛星 明治30. 2 冊

A41 教職心得・講社心得 明治 5. 8 宮本愚翁写 冊

A41 随筆 宮本愚翁 冊

A42 恩ほうし
※宮本亥三二建白書その他

慶応 4～明治26 宮本亥三二 冊

A43 〔宮本亥三二道話草稿〕 （明治31～33） 宮本亥三二 冊
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A44 〔（宮本亥三二）道話草稿〕 （明治31～33） （宮本亥三二） 冊

A45 〔（宮本亥三二）道話草稿その他〕 （明治31～33） （宮本亥三二） 冊

A46 〔（宮本亥三二）道話草稿〕 （明治31～33） （宮本亥三二） 冊

A47 講題并引噺 文久元～明治33 宮本亥三二 冊

A47 秋の寝覚　全 嘉永 2 栗原珍 （宮本弘道写） 冊

A47 未来記
※宮本亥三二没後の処置について覚書

（明治35.11） 宮本亥三二 冊

A47 堵庵先生善導口義 安永 8. 4 坂上秀之 冊

A48 〔西村茂樹談話および註釈〕 冊

A48 〔愚翁覚書〕
※称名念仏心のこと

愚翁（宮本亥三二） 冊

A48 〔万代又右衛門略歴〕 竪冊

A48 〔栗原如心略歴〕
※芸備偉人伝資料原稿

竪冊

A48 心学道話再興之儀ニ付伺 明治17. 4. 7 藤井清右衛門他 竪冊

A48 夢物語〔宮本亥三二書翰〕 明治15.12 宮本亥三二 竪冊

A48 〔広島藩知事論告書〕 明治 4 広島藩知事 継

A48 〔子孫への訓示書〕 明治23. 6 宮本亥三二 継

A48 愚翁道話出版報告文 明治41 岡田俊太郎 継

A48 〔田中藺策還暦祝の和歌〕 （明治31. 6） 知水（宮本亥三二） 竪紙

A48 肌懸御守（3枚） 知水（宮本亥三二）

P01
0–5 亘春市文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。原爆被害に関して広島県知事が警察
署などに送付した報告書および原爆投下および終戦に関するちらしと新聞。
※原本を所蔵。仮目録あり（文書館ウェブサイトに掲載）。

B1 八月六日広島市空襲被害並ニ対策措置ニ
関スル件（詳報）

昭和20. 8.21 広島県知事 竪冊

P01
1 上原区有文書

近世の高宮郡上原村庄屋関係文書を中心に，明治以降の上原村関係文書も含む。

支配

A2 御法度書百姓人別請判帳　上原村 文化 8 竪冊

A2 御定目写し 文政元. 8 上原村庄屋善右衛門他 竪冊

土地

A5 上原村寺村ひよけ間尺改之帖 正徳元.10.19 庄屋七郎兵衛他 竪冊

A6 御立山御留山野山腰林御改帖　高宮郡上
原村

享保10.11 庄屋七兵衛他 竪冊

A6 当村御山御改帖　写シ　綾ケ谷村
※明治20年写

享保10 竪冊
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A5 上原村新開水帖 享保14. 9 竪冊

A6 御建御留山木数寸間并道筋川筋万丁間御
改帖ひかへ　高宮郡上原村

文化14. 7 庄屋善右衛門→山目付狩留家村
十五郎

竪冊

A6 上原村御留城山之内石船谷大すへ谷ニ而
毛上不残御下被為遺候一件扣

文化15 上原村庄屋善右衛門 竪冊

A12 上原村御留御鷹山御留小丸見山桐原村与
山論ニ付始終之義諸控帳

文化15. 3 庄屋善右衛門他 竪冊

A12 当村御留御鷹山同小丸見山桐原村与山論
并打擲一件ニ付御吟味御問訊帖

文化15. 4 竪冊

A12 〔御鷹山小丸見山々論ニ付百姓訴状〕覚 寅6 庄屋善右衛門他→出没牛田村理
三郎

一紙

A6 御留城山之内焼山谷ヨリ車岩見渡シ毛上
御下一巻

文政 2. 6 上原村庄屋善右衛門 竪冊

A6 城山之内上越道ヨリ下モハ角力取場道分
レ暗迄東ハ下限リ毛上御下一件扣

文政 9 竪冊

A6 御建寺山之内并下町屋論所共松転木残毛
上共御下一条書類扣　上原村

嘉永 3. 8 竪冊

A7・8 田畑山林売切譲証文之扣 安政 4～明治 4 竪冊

A2 〔田畠売買代米銀ニ付書付〕 卯7 割庄屋狩留家村五右衛門・勝木
村伝三郎→高宮郡役所

一紙

A14 裁判言渡書 明治15. 5. 5 広島始審裁判所 綴

A14 裁判言渡書 明治16. 2.17 綴

A14 裁判言渡書 明治16. 7.25 綴

A14 山地所有権拒障攘除一件裁判言渡 明治18. 2.23 大審院 綴

A14 裁判言渡書 明治20. 5. 9 綴

A13 享保十年巳十一月廿御立留野山腰林御改
メ官簿ヲ写帖　高宮郡上原村

明治14. 5 竪冊

A13 協議決定証　上原惣代人 明治25. 1. 5 綴

A13 東山分山ニ付規約書 明治25. 2. 3 綴

A13 決定書〔東山分山ニ付〕 明治25. 2. 8 綴

A13 東山々論費計算済口書 明治26. 3.18 綴

租税

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帳 享保20.10 竪冊

A3 高宮郡上原村御蔵入御免割帖 明和 4.10 竪冊

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帖 明和 6.10 竪冊

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帖 天明 8.10 竪冊

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帳 文政元.12 竪冊

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帳 文政12.12 竪冊

A3 高宮郡御蔵入上原村御免割帖 天保 9.12 竪冊

A5 高宮郡上原村早稲中田下見帖 天保 3. 8 野村仁平次他→庄屋兵右衛門他 竪冊

A5 高宮郡上原村晩田下見帖 天保 3. 9 服部太八郎他→庄屋兵右衛門他 竪冊

A4 御年貢算用覚帖 文久元.12 与頭林蔵 横長

A13 嘉永七八寅卯両年御用銀御寸志当度元利
共御下ニ相成割渡人別帖　上原村

明治 4. 8 横長
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村

A2 上原邑諸扣 享保14 庄屋林左衛門 竪冊

A1 高宮郡上原村万差出帖　扣 宝永 6. 8 上原村庄屋七郎兵衛他→西川勘
右衛門他

竪冊

A1 高宮郡上原村万差出帖 安永 5 庄屋小平次他 竪冊

A1 高宮郡上原村万差出帖 安永 6. 6 庄屋小平次他→小島冨十郎 竪冊

A1 高宮郡上原村万差出帖　上ル扣 寛政 4. 2 庄屋平内他 竪冊

A10 高宮郡上原村百姓寸志差上ケ米人別帖 宝暦 3. 2 庄屋兵右衛門他 横長

A10 高宮郡上原村百姓末々之もの共寸志差上
候人別帳

宝暦 3. 3 横長

A10 高宮郡上原村百姓末々之者共寸志差上候
人別帖

横長

A10 高宮郡上原村百姓寸志差上ケ人別帖 明和 4. 3 横長

A10 高宮郡上原村百姓寸志差上銀人別帖 明和 9. 4 庄屋小平次他 横長

A9 立本会人別覚書　上原村 寛政 3. 2 竪冊

A9 下講中人別 天保15～ 竪冊

A9 六会法加入口寄帳　高宮郡上原村 天保15. 6 横長

A5 〔攘夷ノ儀他布達〕 綴

A5 長防御討入ニ附西口辺江焼家手伝人別帳
　上原村役人

慶応 2.12 与頭林蔵→割庄屋 横長

A10 当度郡御役所 御人出被遊村内人別江御
寸志差上控帳　上原村

慶応 2.10.20 横長

A13 〔高宮郡上原村字東山由来〕 明治12. 7 上原村戸長武永茂兵衛→広島県
書記官平山靖彦

綴

A13 安佐郡中原村大字上原規約書 明治43. 7. 3 竪冊

戸口

A5 高宮郡上原村宗旨御改帳 天保 3. 8 庄屋兵右衛門他 竪冊

治安

A11 四月十六日於山所打擲ニ逢候義ニ付諸入
用帳　高宮郡上原村

文政元. 6 庄屋善右衛門他→高宮郡役所 横長

A11 〔差縺一件書類ひかへ〕 弘化 3. 8 福田村庄屋辰蔵・中深川村宇右
衛門

竪冊

水利

A11 可部町与水論并後川橋台指縺諸入用帳　
高宮郡上原村

文政 5 横長

経済

A10 御用銀根帖写　上原村 明和 7. 6 兵右衛門→庄屋小平次 横半

A10 〔高宮郡上原村楮勘定差引〕 綴

寺社・宗教

A9 〔熊野本宮御札〕 一紙

A11 〔観音堂再建ニ付〕覚 天保 2.11 庄屋兵右衛門他→与頭武右衛門 一紙

A16 重要書類　上原教会 大正14. 7 綴

◦説教所設置願

◦特別基金誓約書　上原本願寺説教所

A16 上原説教所修繕費受払帳 昭和 9. 4～ 横長
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A16 〔仏教関係〕何々協会規則（準則） 刊

A16 安佐郡中原村大字上原教会鏡内図 一紙

A16 曼荼羅寺観音略縁起 一紙

A16 本願寺説教所基金帳 大正 5. 7. 5 説教所管理藤井佐一郎 横半

A16 法宝物并諸器具台帳　安佐郡中原村上原
本願寺説教所〔抄〕

竪冊

A16 〔湛如上人染日筆及ビ書付〕（計2点） 元文 2. 9. 7 嶋田信行→長左衛門 一紙

A15 高祖聖人二十四輩順拝 文化15. 3 竪冊

他

A11 〔合印札下賜ニ付書付〕 宝暦 6 横長

A11 〔御鷹方合印札〕 天明 5. 9 上原村庄屋 木札

絵図

A10 〔上原村絵図〕 文政 2. 6 一紙

A10 高宮郡上原村図 嘉永 3. 8 一紙

A16 石川釜肝煎の改〔抄〕 竪冊

P01
2 祇園村役場文書

A1 安芸国佐東郡下安村地詰帳 寛永15. 9.13 川崎多左衛門他 竪冊

A5 定用水筋細見　沼田郡西原村 寛政 7. 3 定用水引請大工巳之助 竪冊

A2・3 南下安村民図帖 文政 4 竪冊

A4 沼田郡北下安村田畑名寄帖 文久元.10 竪冊

A6 旧来著名ノ土功ニ係ル事蹟取調書　沼田
高宮山県郡役所

明治14.12 桑原信 竪冊

P01
3 修道高等学校所蔵文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。修道中学校の原爆被災時から授業再
開ころまでの経過を記した学校記録。

B1 職員動静　昭和20. 8. 6 昭和20 修道中学校 竪冊

B2 生徒情報記録 昭和20. 8. 6 修道学園 竪冊

B3 昭和二十年八月　原爆被災記録参考書類 昭和20. 8～9 竪冊

P01
4 中国新聞社所蔵資料

中国新聞，夕刊ひろしま，夕刊中国
※文書館ウェブサイト「各種資料」を参照

E1～368 中国新聞
明治33年2月～12月，大正 4年6月～昭和26年12月（大正12
年1月～4月，大正12年9月～大正13年4月，大正13年9月～
大正14年2月，昭和22年3月～6月・9月～12月欠）
〔マイクロフィルム昭和30年6月～38年2月〕

※これ以前は国立国会図書館にあり

中国新聞社 刊
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E369～
380

夕刊ひろしま
昭和21年6月～24年11月（21年12月～22年2月・23年1月～
4月・24年8月欠）
〔以後、夕刊中国と改題〕

刊

E380～
387

夕刊中国　昭和24年12月～26年9月 刊

P01
5 中国地方総合調査会所蔵資料

D1・2 開発新聞　124号～241号（131欠） 昭和32. 2.28～
昭和41.12.25

中国地方総合調査所（のち中国
地方総合調査会）

刊

P01
7 桐原区有文書

近世の高宮郡桐原村庄屋関係文書を中心に，明治以降の桐原村関係文書も含む。

土地

A13 高宮郡桐原村畝石差出シ之帖　ひかへ 元禄15. 9 竪冊

A13 御留山并野山腰林之帖　高宮郡桐原村 宝永 4. 8.10 竪冊

A10～12 田畠畝高并ニ代価書抜帖 明治 5.11 横長

租税

A15 高宮郡桐原村御明知方御免割帳 文化 7.10 竪冊

A15 高宮郡桐原村御明知方御免割帖 文化 9.10 竪冊

A16 高宮郡桐原村御免割帳 文化10.10 竪冊

A16 高宮郡桐原村御明知方御免割帖 文化12.10 竪冊

A17・18 高宮郡桐原村御明知方御免割帳 文化13～文政 8 竪冊

A18 高宮郡桐原村御明知方御免割帖 文政12.12 竪冊

A24 当御免割可入品々免割欠算用帖 文久元.11 横長

A24 当御免割江可入品々大割帖 文久 2.11 横長

A24 当御年貢御上米楮代銀差引勘定帳 慶応 2. 9 横半

A19 御年貢米収納所庭帖写し　高宮郡桐原村 慶応 2. 8 横長

A19 当御年貢米収納所庭帖写シ　桐原村 慶応 3. 9 横長

A19 当御年貢米収納所庭帳写　高宮郡桐原村 明治 2. 9 横長

A13 高畝御免年暦租税上納方申上ル 竪冊

A14 当度御出陣ニ付夫賃其外諸入用組合割符
差引帖

慶応 2. 7 横長

A14 去寅免割欠算用年行司取替長州征伐帖不
足算用帖　高宮郡桐原村

慶応 3 横長

A14 去ル寅長州征伐ニ付夫方賃郡方ヨリ次戻
差引帳　高宮郡桐原村

慶応 3 横長

A33 当郡可部駅 吉田広嶋本地江人足賃銀高
ニ四匁掛り取立人別帳

明治 3. 3 横長

村

A2 高宮郡桐原村差出帳 寛政 4. 2 庄屋武兵衛他 竪冊
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A1 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　控　桐
原村

文政 2.閏4 庄屋善蔵・与頭要蔵 竪冊

A3～6 諸書附控帳　桐原村 文化 7～天保 7 横長

A7 諸書附控　桐原村〔抄〕 明治 3 横長

A25 御村方年行司取替覚帳（2冊） 安政 2. 3 横長

A25 村方年行司帳（2冊） 安政 3・文久 3 横長

A25 村方年行司諸入用帳 文久 3. 1 横長

A25 村方諸入用年行司取替帳 慶応 3. 2 横長

A25 村方年行司取替覚帳 慶応 3. 2 横長

A25 村方諸入用取替帳 慶応 3. 2 横長

A14 村方相談立合出夫控帖 明治 5. 9 横長

A25 総代組合 明治 6. 2.10 横長

A25 甲第壱号議案〔協議費支弁高〕 明治12.11 綴

A25 乙第壱号議案〔協議費徴収規則〕 明治12.11 綴

A35 戸長役場別設之書類〔抄〕 明治13～16 竪冊

戸口

A33 当宗旨御改メニ付寺院中印鑑之通人数ひ
かへ帖　高宮郡桐原村

明治 3. 7 横長

治安

A31 革田日々番賃米扣 天保 8 横半

A31 非人払賃銀 天保 8 横長

A31 〔牢入用覚〕 横長

A29・30 大坂役人村中之町太鼓屋綱次郎与申者当
村革田又左衛門吉田村京二預金出入申進
訴状一件

嘉永 5 横半

A32 才木武八郎様御出張リ□□村革田八百蔵
儀下町屋清六平助両人ニ打擲ニ逢ひ疵受
八百蔵御直訴仕候一件可部町におゐて御
吟味中口書并口上書扣

文久 2. 8.28 横半

凶荒・救恤

A8 社倉法麦組々取立算用指引通ひ扣帳 天明元～4 桐原村庄屋平九郎→高田郡高宮
郡役所

横長

A8 社倉法麦追加人別帳 天明 5.10 横長

A8 社倉麦出情仕候由ニ而為御褒美銀御下被
為遣割符人別江渡帳

天明 6.11 横長

A9 高宮郡桐原村社倉麦算用帳 寛政 5～明治 5 横長

A27 難渋御貸銀人別貸附根帳 天保 8. 4 横半

A27 難渋者施遣ス人別帳 天保 9. 2 横長

A28 酉春難渋ニ付御拝借銀員数約メ帖 天保11. 6 横長

A28 酉春難渋拝借年賦取立人別帳 天保13.12 横長

A28 酉春難渋拝借年賦人取立別帳 天保14.12 横長

A28 酉春難渋御拝借年賦人別取立別帳 天保15.12 横長

産業

A20 楮受払来辰ノ仕入銀貸付人別帳 天保 2.12 横長
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A20 楮受払来巳ノ仕入銀貸付人別帖 天保 3.12 横長

A20 楮請払来酉ノ御仕入銀貸付人別帖 天保 7.12 横長

A20 楮請払来戌御仕入銀貸付人別帳 天保 8.12 横長

A20 楮請払来亥御仕入銀貸付人別帳 天保 9.12 横長

A21 楮請払来丑御仕入銀貸付人別帳 天保11.12 横長

A21 楮請払来卯御仕入銀貸附帖 天保13.12 横半

A21 楮請払来辰御□□… 天保14.12 横長

A21 当皮楮請払来午御仕入銀貸付帖 弘化 2.12 横長

A21 当皮楮請払来未御仕入銀貸附帳 弘化 3.11 横長

A22 当皮楮請払来申御仕入銀貸附帖 弘化 4.11 横長

A22 当皮楮請払来酉御仕入銀貸附帳 嘉永元.12 横長

A22 当皮楮請払来亥御仕入銀貸附帳 嘉永 3.12 横長

A22 当皮楮請払算用帖 嘉永 5.12 横長

A22 当皮楮請払算用帳 嘉永 6.12 横長

A22 当皮楮代銀御仕入銀指引算用帖 嘉永 7.11 横長

A23 当皮楮代銀御仕入銀指引算用帖 安政 5～文久 2 横長

農林業

A26 高宮郡桐原村御用木御帖附改帳 寛政 4.閏2 庄屋武兵衛他→山目附狩留家村
源右衛門

竪冊

A26 村中陰伐り合之相究メ惣役人長百姓立合
相談之上相究処控帖

天明 6. 2. 9 横長

A26 陰伐御願村中下見帖 横長

宗教

A33 神輿寄進人別（2冊） 慶応 4. 8 横長

A34 輿壱体寄進人別覚帖 明治元. 8 横長

A33 仏護寺大垣門建直シニ付奉加麦人別寄帖
　高宮郡桐原村

明治 2. 6 横長

A34 当湯無廻於雩祈願致ニ付一同参詣人別記
帳　桐原村

明治 5. 7. 3 横長

A14 天照皇大神官様江備御初穂人別帖ひかへ
　桐原村

明治 5. 8 横長

A34 厳島社寄附米 明治 8. 2 横半

教育

A34 六才ヨリ十三歳迄者即今就学未タ学不就
者調帳　桐原村

明治 6 横長

A34 本年七月 九月迄合三ケ月分学資寄附金
取立帖　六小区桐原村下組

明治 7.10 横長

A34 学校建築寄附人名簿他 明治14 横長

P01
8 似島学園所蔵文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料。昭和21・22年の「学園日誌」。
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A1 学園日誌 昭和21. 8.26～
昭和22. 3.31

似島学園 竪冊

A2・3 学園日誌 昭和22. 4.1～
昭和22.12.31

似島学園 竪冊

P01
9 比治山女子高等学校所蔵文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。比治山高等女学校の原爆被災時から
授業再開ころまでの経過を記した学校記録。

B1 教務日誌〔抄〕 昭和20 比治山高等女学校 竪冊

P01
15 広島県経営者協会所蔵資料

B1 広経協月報　1号～5号 昭和24. 5～9 広島県経営者協会 刊

B2 広経協会報　6号～8号 昭和24.10～12 広島県経営者協会 刊

B3 争議関係綴 昭和24 広島県経営者協会 竪冊

P01
17 広島県青年連合会所蔵文書

昭和21年～35年度の青年連合会関係資料
※原本を所蔵。仮目録あり（文書館ウェブサイトに掲載）。

B1 一般文書 昭和21～22 広島県青年連合会 竪冊

B2～4 委員会講習会記録簿　附出席簿 昭和21～23 広島県青年連合会 竪冊

B5 規定綴 昭和21～29 広島県青年連合会 竪冊

B6～8 往復文書綴 昭和22年度 広島県青年連合会 竪冊

B7 公文往復綴 昭和22年度 広島市第一青年学校 竪冊

B10・11 参考綴 昭和22～23 広島県青年連合会 竪冊

B12 広島県青年館建設後援会申込綴 昭和22 青年館建設後援会 竪冊

B13 青年館附属移動映写班一件 昭和22 広島県青年連合会 竪冊

B14 中国地区青年団体協議会関係書綴 昭和22 広島県青年連合会 竪冊

B15 通牒綴（受）　広島県内関係 昭和23年度 広島県青年連合会 竪冊

B16 通牒綴（発）　広島県内関係 昭和23年度 広島県青年連合会 竪冊

B17 往復参考文書一件 昭和23 広島県青年館 竪冊

B18 委員会・部会・諸行事記録簿 昭和23年度 広島県青年連合会 竪冊

B19 委員会・部会・諸行事出席者名簿 昭和23年度 広島県青年連合会 竪冊

B20 会議出席関係書類 昭和23年度 広島県青年連合会 竪冊

B21 第三回青年スポーツ大会　各市郡連種目
別選手参加申込綴

昭和23年 広島県青年連合会 竪冊

B22 県青連経過資料 昭和23～26 広島県青年連合会 竪冊

B23・24 来翰綴　対外関係 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊

B25～27 来翰綴　対内関係 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊
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B28・29 発翰綴 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊

B30・31 書類綴 昭和24年度 米沢（広島県青年連合会事務局
長）

竪冊

B32 日誌 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊

B33 昭和二十四年度報告書 広島県青年連合会 竪冊

B34 議事録 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊

B35 広島県青年館土地建造物獲得に関する一
件

昭和24 広島県青年連合会青年館対策特
別委員会

竪冊

B36・37 青年館財団法人関係 昭和24～25 広島県青年連合会 竪冊

B38 芳名録〔広島県青年館一件〕 昭和24～26 広島県青年連合会 竪冊

B39 学校関係綴〔広島英語学校・広島速記学
校〕

昭和24・25年度 広島県青年連合会 竪冊

B40～42 優良青年団体調査 昭和24年度 広島県青年連合会 竪冊

B43・44 対外関係来翰綴 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

B45 対内関係来翰綴 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

B46・47 文書綴　対外関係 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

B48・49 発翰綴（1） 昭和25. 4～11 広島県青年連合会 竪冊

B50 発翰書綴 昭和 25.11.15～昭和 26.
3.23

広島県青年連合会 竪冊

B51 昭和二十五年度広島県青年連合会第一回
委員会議事録

昭和25. 5.2～3 広島県青年連合会 竪冊

B52 各種学校認可申請書〔広島英語学校・広
島速記学校〕〔控〕

昭和25. 5.10 広島県青年連合会→広島県知事 竪冊

B53 各郡市事業計画綴 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

B54 〔第五回中国地区青年団体連絡協議会〕
議事録

昭和25 広島県青年連合会 竪冊

B55 政経資料集 昭和25 広島県青年連合会政経部 竪冊

B56 平和大会関係書綴 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

B57～59 社会教育 昭和25～26 広島県青年連合会 竪冊

B57 　　紐育市下町西部の犯罪予防計画（司法保
護資料　第44号）

昭和24. 3 法務庁少年矯正局 刊

　　青少年団体指導の資料 I 昭和26.12 広島県青少年団体研究会・広島県
青年連合会

刊

　　青年学級（講座）開設要綱（案） 昭和26.10 広島県教育委員会社会教育課 刊

B58・59 　　社会教育委員会々議録 昭和26. 5.18・
昭和26. 9.14・
昭和26. 9.28

広島県教育委員会社会教育課 刊

B60 青年連合新聞　1号～5号 昭和25. 1～4 広島県青年連合会 刊

B61 〔雑書類〕 昭和25年度 広島県青年連合会 竪冊

C2・3 青少年団体調査表　昭和25年度 昭和25. 6. 1 広島県教育委員会社会教育課 冊

B62・63 来翰綴　対外関係 昭和26年度 広島県青年連合会 竪冊

B64 来翰綴（対内関係） 昭和26年度 広島県青年連合会 竪冊

B65・66 発翰綴 昭和26年度 広島県青年連合会 竪冊

B67 文書綴 昭和26年度 広島県青年連合会 竪冊

　　社会教育団体としての認定申請書 昭和26. 6.10 広島県青年連合会委員長→広島県
教育委員会教育長

54



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 広島市／広島県青年連合会所蔵文書（P01�17）

B68 昭和二十六年度第二回委員会 昭和26. 6 広島県青年連合会 竪冊

B69 昭和二十六年度予算一件 米沢事務局長 竪冊

B70・71 政経資料 昭和26 広島県青年連合会政経部 竪冊

◦襲い来る教育危機の実相（教育防衛斗
争宣伝資料第一集）

昭和26. 9.10 広島県教職員組合情宣部 刊

◦父兄大衆と共に教育防衛に起たん（教
育防衛斗争宣伝資料第二集）

昭和26. 9.15 広島県教職員組合情宣部 刊

◦国際連合と日本 日本国際連合協会広島県支部他 刊

◦県民広報　51号～58号（52・56欠）・
号外（昭和26. 5.31）

広島県広報委員会事務局 刊

◦広島教育時報　号外7・88号・号外8 昭和26. 6.30～
昭和26. 7.20

刊

B72・73 議案資料〔模擬県会〕 昭和26 広島県青年連合会 竪冊

B74 社会教育委員会会議録 昭和26. 5.18・
昭和26.11. 9・
昭和27. 7.10

広島県教育委員会社会教育課 刊

B75 郡別青少年団体一覧表 昭和26 広島県青年連合会 竪冊

B75・76 来翰綴（対外関係） 昭和27年度 広島県青年連合会 竪冊

B77～79 来翰綴（対内関係） 昭和27年度 広島県青年連合会 竪冊

B80～82 発翰綴 昭和27年度 広島県青年連合会 竪冊

B83・84 〔日誌〕 昭和27. 6～昭和29. 3 広島県青年連合会 竪冊

B85 （常任）委員会議事録 昭和27年度 広島県青年連合会事務局 竪冊

B86 〔昭和二十七年度第二回委員会その他〕 昭和27 広島県青年連合会 竪冊

◦昭和二十七年度第二回委員会提出書類 昭和27. 7.26～27 広島県青年連合会

◦青年学級講座開設状況一覧表 昭和27 広島県教育委員会社会教育課 刊

◦青年学級開設状況調査表　昭和27年5
月31日現在

広島県教育委員会社会教育課 刊

◦広島県青年連合会運営改善対策要項 昭和27. 4 広島県青年連合会

B87 平和条約発効記念・広島県青年婦人大会
　於進徳高校講堂

昭和27. 5.24 広島県青年連合会事務局 竪冊

B88・89 公明選挙一件 昭和27 広島県青年連合会 竪冊

B90 生産県構想にもとずく畜産振興対策 昭和27 広島県 刊

B91・92 来翰綴（対外） 昭和28年度 広島県青年連合会 竪冊

B93～96 来翰綴（対内） 昭和28年度 広島県青年連合会 竪冊

B97～99 発翰綴 昭和28年度 広島県青年連合会 竪冊

B100 〔委員会議事録〕 昭和28年度 広島県青年連合会 竪冊

B24 〔会議録〕 昭和28・29年度 広島県青年連合会 竪冊

B102 あゆみ 昭和29. 3 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B103～
107

来翰綴（対外） 昭和29年度 広島県青年連合会 竪冊

B107～
111

発翰綴 昭和29年度 広島県青年連合会 竪冊

B112・
113

日誌　昭和29年度 昭和29. 3.31～
昭和30. 3.16

広島県青年連合会 竪冊

B114 〔委員会議事録〕 昭和29年度 広島県青年連合会 竪冊
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D5 第五回役員会議事録 昭和29. 3. 6 広島県青年連合会 竪冊

B115 昭和二十九年度最終委員会一件書類綴 昭和30. 4.10 広島県青年連合会事務局 竪冊

B116 原水爆禁止運動協議会議事録 昭和29. 9. 7 三満 竪冊

B116 昭和二十九年度研究青年団申請書 芦品郡網引村青年団 竪冊

B116 青年団研究資料　「青年学級と青年団
体」

昭和29.10. 1 広島県双三郡吉舎町敷地青年連
盟

竪冊

B116 産業部活動概要書 昭和29年度 庄原市山内東青年連盟 竪冊

D1 広島県農業便覧 広島県青年連合会農林部 刊

B116 広島県女子幹部講習会受講申込綴 昭和29. 8 広島県青年連合会 竪冊

B117 青年・婦人団体における生産教育 昭和29年度 広島県教育委員会社会教育課 刊

D4 特別地域青年生活実態調査票 昭和29 一紙

D4 地域青年生活実態調査票 昭和29 広島県青年連合会 一紙

B4 特別区域（駐留軍基地）に対する関心調
査

日本青年団協議会青年団研究所 一紙

D5 第二回県青連委員会議事録 昭和30. 2.12 広島県青年連合会 竪冊

B118 発翰綴〔抄〕 昭和31年度 広島県青年連合会 竪冊

B119 委員会一件・役員会議一件綴〔抄〕 昭和31年度 広島県青年連合会 竪冊

B120 沖縄問題一件 昭和31. 7～10 沖縄問題解決広島県協議会 竪冊

B121 発翰一件〔抄〕 昭和32年度 広島県青年連合会 竪冊

B121 教委来翰（社教関係）〔抄〕 昭和33年度 広島県青年連合会 竪冊

B122・
123

来翰（対内） 昭和33年度 広島県青年連合会 竪冊

B124 広島県青年連合会第二回定期大会 昭和33. 5.29 広島県青年連合会 刊

B124 広島青年連合会昭和三十三年度基本運動
方針及び事業計画・予算

広島県青年連合会 竪冊

B125・
126

来翰（対外） 昭和34年度 広島県青年連合会 竪冊

B127 来翰（対内）〔抄〕 昭和34年度 広島県青年連合会 竪冊

B128 〔発翰〕〔抄〕 昭和35年度 広島県青年連合会 竪冊

B129 〔大会及理事会綴〕 昭和35年度 広島県青年連合会 竪冊

B136 広島県青年連合会第三回定期大会 昭和34. 5. 3 広島県青年連合会 竪冊

P01
19 広島原爆障害対策協議会保管川田兼三郎文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。川田兼三郎は昭和20年当時広島県属
警部補として県衛生課に勤務していた。医療救護活動の記録。

B1 広島原子爆弾投下による傷病者の救護に
ついて

川田兼三郎

B1 応援救護班員活動日調

B1 〔応援救護班旅費日当調表〕

B1 応援救護班旅費日当調

B1 〔外来患者数日別調〕 昭和20. 8.15～
昭和20.10. 5
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B1 〔収容・外来・死亡者数日別調〕 昭和20. 8.6～
昭和20.10.10

B1 〔爆死・火傷・外傷・圧死者数日別調〕 昭和20. 8.6～
昭和20. 9.30

B1 救護所及救護人員表 昭和20. 8.6～
昭和20.10. 5

B1 〔応援救護班派遣状況職別日別調〕 昭和20. 8.6～
昭和20.10. 3

P01
20 広島県立食品工業技術センター所蔵資料

B1 新規事業予算書〔抄〕 大正15年度 広島県醸造試験場 竪冊

B2～4 広島県醸造試験場報告　6巻～12巻　17
巻～20巻（8欠）〔抄〕

昭和 3～9・昭和14～17 刊

P01
23 広島市公文書館所蔵文書

広島市に合併した旧町村役場文書群。

–1 阿戸村役場文書 –7 瀬野村役場文書
–2 五日市町役場文書 –8 中原村役場文書
–3 大林村役場文書 –9 温品村役場文書
–4 小河内村役場文書 –10 船越村役場文書
–5 狩小川村役場文書 –11 戸坂村役場文書
–6 可部町役場文書

P01
23–1 阿戸村役場文書

A1・2 安芸国沼田郡阿戸村地概帖（計2冊） 享保15. 2 小嶋半之丞他 竪冊

P01
23–2 五日市町役場文書

A1 安芸国佐西郡五日市村地詰帳 寛永15.10. 5 川崎多左衛門他 竪冊

A2 佐西郡五日市村御地詰落地古川田地改帳 承応 2. 3.29 戸田弥三右衛門他 竪冊

A2 佐西郡五日市東新開地詰帳 寛文 3.11.21 福地半右衛門他 竪冊

A2 佐伯郡五日市村地詰帳 寛文11. 3.22 牧村市郎右衛門他 竪冊

A2 安芸国佐伯郡海老新田地詰帳 延宝 3. 4.26 一木徳左衛門他 竪冊

A2 安芸国佐伯郡海老塩浜新開地詰帖 元禄 8. 3.21 松浦保右衛門他 竪冊

A2 安芸国佐伯郡五日市村新開地詰帳 元禄 8. 3.21 松浦保右衛門他 竪冊

A2 佐伯郡海老塩浜酉年 御見取帖 享保 5. 9 庄屋平九郎→菅野金兵衛他 竪冊

P01
23–3 大林村役場文書

B1 戦時災害保護法一件〔抄〕 昭和20 大林村役場 竪冊
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B3 文書綴〔抄〕 昭和20.12～昭和23. 2 大林村青年同志会 竪冊

B3 文書綴〔抄〕 昭和23. 1～ 大林村青年同志会 竪冊

B4 安佐学関係書類〔抄〕
※「広島県青年郷土復興運動要綱」の
み抄録

昭和23 大林村役場 竪冊

P01
23–4 小河内村役場文書

A1 村内申値規約書　道路保存規則　諸兵待
遇規則　土地異動取締村内規約煙草申合
書

明治21 竪冊

P01
23–5 狩小川村役場文書

B1 教化施設概要 安佐郡狩小川村 刊

P01
23–6 可部町役場文書

A1・2 〔安芸国安北郡可部町地詰帳〕 寛永15 竪冊

A3 高宮郡可部町引高無高別帖 正徳 5. 7.12 竪冊

A3 安芸国高宮郡可部町新開地詰帖 享保14. 5 竪冊

A4・5 下四日市村横貫帳 明和 4. 9 竪冊

A6 家屋敷覚帖 天保 6. 5 竪冊

A7 告示　甲乙号達　高宮郡下町屋村外ニケ
村戸長役場

明治20 竪冊

P01
23–7 瀬野村役場文書

C1・2 大坂御登炭方覚証書帖 享保 8. 6 冨田屋正兵衛・平野屋孫兵衛 竪冊

P01
23–8 中原村役場文書

B1 往復事務書綴　森村長携 昭和15～16 竪冊

P01
23–9 温品村役場文書

A1 御留山野山草山腰林御改帖 享保11. 3 竪冊

P01
23–10 船越村役場文書

A1 安芸国安南郡船越村地詰帳 寛永15. 9.13 川崎多左衛門他 竪冊

A1 安南郡船越村新開地詰帳 寛文 4. 3.28 藤堂九兵衛他 竪冊
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A1 安芸国安芸郡船越村堀越外新開地詰帳 享保14. 2. 8 龍神甚大夫他 竪冊

A2 安芸郡船越村堀越外新開人別棹入畝高書
分帳

天保10.11. 7 割庄屋六郎右衛門他 竪冊

A2 安芸国安芸郡船越村松石浜新開御地詰帳 天保13. 2.10 地詰惣見合戸田六大夫他 竪冊

A2 安芸国安芸郡船越村之内新開御地詰帖 明治 2. 2. 3 地詰惣見合植木乙十郎 竪冊

A3 海苔蠣?反別并人名書上帳 明治 9. 8 第二大区三小区船越村 竪冊

A3 〔海面拝借願綴〕 明治 9～14 竪冊

P01
23–11 戸坂村役場文書

B1～4 安芸郡報綴　戸坂村役場 竪冊

◦安芸郡報　1号～19号 明治42～43 広島県安芸郡役所 刊

B5～10 安芸郡報綴　戸坂村役場 竪冊

◦安芸郡報　6号～29号 大正 2～3 広島県安芸郡役所 刊

P01
25 広島城郷土館収蔵黒川家文書

A1～4 郡中国郡志
※高宮郡36ヵ村の国郡志（文政 2・3
年）を安政 6年に筆写したもの

横半

P01
26 広島商工会議所所蔵資料

B1 広島商工会議所所報　1～15・19号 昭和21.11～昭和25.10 広島商工会議所 刊

B3 支部関係綴〔抄〕 昭和20. 9 広島県商工経済会 竪冊

B6 日経関係綴　昭和21年度 昭和21 広島商工会議所 竪冊

B5 〔常議員会議事録　昭和23年度〕〔抄〕 昭和23 広島商工会議所 竪冊

B5 常議員会一件綴　昭和24年度〔抄〕 昭和24 広島商工会議所 竪冊

B4 重要調査綴〔抄〕 昭和26 広島商工会議所 竪冊

B2 建議陳情関係綴　昭和28年度〔抄〕 広島商工会議所調査課 竪冊

P01
27 広島市立五日市小学校所蔵文書

B1 日誌〔抄〕 昭和20 五日市国民学校 竪冊

P01
28 広島市立中央図書館所蔵文書

–1 香川家文書
–2 植木家文書
–3 館蔵文書
–4 館蔵図書
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P01
28–1 香川家文書

安芸国佐東郡八木村地頭香川氏の伝来文書。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 関東下知状（1号） 寛元3. 3.28 北条経時 竪紙

A1 六波羅施行状（2号） 寛元4. 8.19 北条重時 竪紙

A1 関東御教書（3号） 弘長3. 8.10 北条長時・同政村→ 竪紙

A1 毛利輝元捻文（4号） 6. 5 毛利輝元→香川左衛門尉 竪紙

A2 略系并伝書御半物御奉書写上 井上孫六景光 竪冊

A2 香川家軍忠之次第并御証文写 竪冊

A3 略系并伝書御半物御奉書写（香川久右衛
門景明）

竪冊

A3 香川之家覚書 竪冊

A3 楠正成三个十箇之大事 竪冊

A4 赤間関役中覚 享保13. 4.16 香川又兵衛 竪冊

A5 徳川家康書状 11.26 徳川家康→安芸中納言 折紙

A5 毛利氏奉行人連署書状 9.27 桂春時他→佐世元嘉他 折紙

A5 米下賜目録 明治 3. 8 岩国藩→香川又兵衛 切紙

A5 申状雛形 竪紙

A5 病気欠勤願雛形 竪紙

A5 毛利崇瑞跡目安堵半物 慶長15.12.23 毛利崇瑞→蔵田七郎右衛門尉 竪紙

A5 毛利秀就仮名書出 寛永 4. 2. 1 毛利秀就→香川内記 竪紙

A5 毛利秀就仮名書出 寛永 9. 1. 1 毛利秀就→香川三郎兵衛 竪紙

A5 毛利秀就仮名書出 寛永 9. 1. 1 毛利秀就→香川権右衛門 竪紙

A5 毛利秀就仮名并一字書出 寛永16. 2. 1 毛利秀就→香川徳松 竪紙

A5 毛利崇瑞加冠状 元和 2.12.27 毛利崇瑞→蔵田内記 竪紙

A5 〔香川氏〕略系図 竪紙

A5 〔香川氏略系図〕　〔断簡〕 竪紙

A5 香川久右衛門景明略系 竪紙

A5 〔山縣氏系図〕覚 竪紙

A5 〔蔵田氏系図〕　〔断簡〕 竪紙

A5 〔香川氏系図〕 巻子

A5 〔香川氏〕小系　〔図〕 継

A5 〔平氏系図〕 継

A6 〔香川景時妻并彼家抱太刀ニ付覚〕 竪紙

A6 小早川隆景書状写（9号） 7.14 小早川隆景→香川左衛門尉他 折紙

A6 冷泉六兵衛請取状 元文 3. 1.12 冷泉六兵衛→香川甚五郎 継

A6 小早川隆景書状写（11号） 8.16 小早川隆景→香川左衛門尉他 折紙

A6 小早川隆景書状写（8号） 6.26 小早川隆景→香川左衛門尉他 折紙

A6 小早川隆景書状写（7号） 4.22 小早川隆景→香川左衛門尉他 折紙
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A6 小早川隆景書状写（12号） 8.16 小早川隆景→香川左衛門尉他 折紙

A6 吉川元春・小早川隆景連署書状写（6号） 元文 3. 4.20 吉川元春・小早川隆景→香川右
衛門尉他

折紙

A6 毛利輝元書状写（5号） 元文 3. 4.20 毛利輝元→香川左衛門尉他 折紙

A6 武田光和官途吹拳状 享禄 2. 6.10 武田光和→ 竪紙

A6 〔香川光景・広景父子ノ毛利家ニ対スル
軍忠覚書〕

嘉永 4.12 香川三郎左衛門 継

A6 〔香川光景・広景父子ノ毛利家ニ対スル
軍忠覚書案〕

香川三郎左衛門 継

P01
28–2 植木家文書

A1～5 諸触控帖 天保14. 4～嘉永 6.12 植木氏 横長

A6～9 〔諸触控帖〕 安政 4. 2～文久元. 1 横長

A10・11 御触帖 文久元.10～文久 2.10 横長

A12～14 御触帖扣 文久 3. 7～元治元. 8 横長

A15～17 御触帖 元治元. 8～慶応 2. 9 横長

A18～20 万覚控帖　山県郡都志見村 慶応 2.11～慶応 3. 7 横長

A21・22 御代官勤方御模様替ニ付扣 慶応 3. 6～12 植木氏 横長

A23～25 万覚控帖 慶応 4. 1～6 植木氏 横長

A26 諸扣帖 慶応 4. 9～10 植木氏 横長

A27・28 諸御触并諸達物扣帳 明治 2. 1～3 植木氏 横長

A29～32 諸事覚扣帳 明治 2. 3～7 沼田郡勤番中植木氏 横長

A33～35 諸事扣帳　沼田郡 明治 2. 8～11 横長

A36～42 御触帖扣帳 明治 2.11～明治 4. 1 植木氏 横長

A43～45 御触帖扣帳 明治 5. 1～11 植木氏 横長

P01
28–3 館蔵文書

頼杏坪らが中心になって編纂したと伝えられる詩文集「与楽園叢書」ほか

A1～42 與楽園叢書（106冊） 竪冊

A1～42 　目録

A1～42 　一　経解

A1～42 　二　講議

A1～42 　三　筆記

A1～42 　四　論

A1～42 　五　序

A1～42 　六　記

A1～42 　七　書

A1～42 　八　碑

A1～42 　九　襍文
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A1～42 　十　賦

A1～42 　十一～二十，二十二～二十九，七十二～八十五，九十六～百　詩（37冊）

A1～42 　三十～三十二，　六十七，　七十一，　八十六～九十四　文（14冊）

A1～42 　三十三～四十一，　四十三～四十五紀行（12冊）

A1～42 　二十一　詩文

A1～42 　四十二　東行和歌

A1～42 　四十六　十旬花月

A1～42 　四十七～五十一　寄題（5冊）

A1～42 　五十二　雑歌

A1～42 　五十三・五十四　詠百和歌（2冊）

A1～42 　五十五　詩和歌

A1～42 　五十七　歌

A1～42 　五十六・五十八　和歌（2冊）

A1～42 　五十九・六十　和文（2冊）

A1～42 　六十一・六十二　俗文（2冊）

A1～42 　六十三　間語

A1～42 　六十四　春江夜話

A1～42 　六十五・六十六、六十八～七十奇書（5冊）

A1～42 　九十五　花亭吟鈔

A1～42 　肥後孝子記事他

A1～42 　野史乗（12冊）

A43～57 與楽園叢書（40冊） 竪冊

A43～57 　三　魯西亜事件

A43～57 　三十四　大坂御城附与力他

A43～57 　四十七　山鹿甚五左衛門事他

A43～57 　五十六～六十四　龍渚遺稿（9冊）

A43～57 　八十三　朱子社倉法和解

A43～57 　八十四　社倉攷意他

A43～57 　八十六～九十六　春水詩稿（11冊）

A43～57 　九十七～九十九　春水文稿（3冊）

A43～57 　栗山堂詩集（4冊）　巻一～巻四

A58・59 流水居詩稿　一～八（8冊） 安永 9～文化10 竪冊

A60 対鴎梅閑話　一～四（4冊） 竪冊

A61 曼草園稿　一～四（4冊） 島原　磐瀬行言子言 竪冊

A62 西山拙斎遺稿抄　一～三（3冊） 竪冊

A63 望海亭詩集 竪冊

A63 詩屏郡玉 竪冊

A64 絶聯擷英 竪冊

A64 文 竪冊

A64 滄溟近体声律考 南谷滝川著・頼杏坪序 竪冊
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A65 〔東遊雑詩〕 文政 8 菅野景知 竪冊

A65 長井浦記他 頼杏坪他 竪冊

A65 姓氏録 横長

A66 〔漢詩抄〕 竪冊

A66 悔草　全 慶安 2新板 竪冊

A67 論家　上・下（2冊） 頼杏坪 竪冊

A68 論語講議 竪冊

A68 論語講議　五義四悪章 頼春水筆記 竪冊

A68 学舎事目歌 頼春水撰 竪冊

A68 いしつゑ　全 頼春水 竪冊

A68 格言　全 天明 6. 8 頼春水書 竪冊

A68 性論 竪冊

A68 都志見往来日記 竪冊

A69 縮景園詩文　上 竪冊

A70 東御護院様公私日記 天保11. 2～12 中村徳水 横長

A71 東御護院様公私日記 天保12. 1～天保13.12 中村徳水 横長

A72 〔広島城下承応絵図〕（28舗）
※京橋町・猿猴橋町・吉田町・東白島町・西白島・胡町・東魚屋町・平田屋町・白神紙屋町・
革屋町・白神塩屋町・白神壱丁目・白神弐丁目・白神三丁目・白神六丁目・白神横町・白神
組横町・猿楽町・中島本町・中島新町・元柳町・材木町・油屋町・西地方町，昭和28年写

承応 3.10. 8 一紙

P01
28–4 館蔵図書

B1 給料生活者生活状態　社会調査第5編 大正15. 3 広島市社会課 刊

B2 市勢要覧　昭和23年版 昭和24. 1 広島市役所 刊

B3 市勢要覧　昭和24年版 昭和25. 3 広島市役所 刊

B4 調査報告書　広島市政についての調査 昭和26. 8 広島市 刊

B5 広島平和祈念都市建設事業計画案 昭和24. 9.23 広島市 刊

B6 広島平和祈念都市建設事業計画案 昭和24.10. 3 広島市 刊

B7 広島平和都市建設構想案 昭和25.10 広島市役所市長室 刊

B8 平和都市生誕 昭和25.10 坂本健順 刊

B9 新都市　4巻8号　広島平和都市建設特
輯号

昭和25. 8 都市計画協会 刊

B10 広島県都市計画の概要 昭和41. 3 広島県土木建設部計画課 刊

B11 都市計画のあらまし 昭和55. 3 広島市 刊

B12 若い仲間　青年団体案内 昭和47 広島県・広島県教育委員会・青
少年育成広島県民会議

刊

B13・14 社会教育関係団体の実体 昭和27 広島県教育委員会社会教育課 刊

B15・19 広島県産業組合史 昭和 5. 3 産業組合中央会広島県支会 刊
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P01
29 広島市立舟入高等学校所蔵文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。広島市立高等女学校の原爆被災時か
ら授業再開ころまでの経過を記した学校記録。

B1 昭和二十年八月六日罹災関係　経過日誌 昭和20 広島市立高等女学校 竪冊

P01
30 広島大学附属図書館収蔵文書

–1 中国五県土地・租税資料文庫
–2 今中文庫
–3 加計隅屋文庫
–4 館蔵図書

P01
30–1 中国五県土地・租税資料文庫

A1 備後国福山御領御検地石盛窺帳 元禄12.12 松平伊予守池田靭負他→勘定所 竪冊

A2 備後国福山御領御検地石盛窺帳 元禄12.12 池田靭負他→勘定所 竪冊

A3 備後国福山御領御検地石盛窺帳 元禄12.12 池田靭負他→勘定所 竪冊

A4 備後国福山御領御検地石盛窺帳 元禄12.12 池田靭負他→勘定所 竪冊

P01
30–2 今中文庫

A1～90 日記（51冊） 文化 4～安政 4 今中相親 横半

A91～
102

日記（12冊） 文政 5～安政元（文政 7
～12・弘化 4欠）

今中相親 横半

A103～
172

日記（45冊） 天保 2～明治10（明治元・
2欠）

今中相親 横半

A173 古来変革記 天正 8～寛保 3 竪冊

P01
30–3 加計隅屋文庫

山県郡加計村で割庄屋を勤めた佐々木家（隅屋）に伝来した文書（支配・村・戸口・鉄山・産業・金融・隅田屋）

支配

C13 御勘定御奉行満田九郎左衛門様御廻村ニ
付覚書

文政 6. 4 佐々木八右衛門 横長

C46 内密書類入（1袋〈7冊〉） 天保12. 8 袋

C46 ◦御役所より被仰付候御内密一件 天保12. 6 割庄屋三郎左衛門 竪冊

C46 ◦内密申上ル頭書ひかへ
※小袋入

天保12. 7 竪冊

C46 ◦内密頭書草稿
※包入

竪冊

C46 ◦百人組倹約励出し貯銀と相成仕法書 竪冊
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C46 ◦百人組壱□之算法建
※以上2冊小袋入

竪冊

C46 ◦百人組頼母子仕法書 竪冊

C46 ◦百人組仕法頼母子算用帳
※以上2冊小袋入

竪冊

C47 内密頭書控入（1袋〈2冊2綴〉） 弘化 3. 5 袋

C47 ◦御内密申上ル頭書ひかへ 弘化 3. 5 竪冊

C47 ◦内密頭書ひかへ 弘化 3.閏5 佐々木八右衛門→波多野 竪冊

C47 ◦〔米高値ニ而山県郡百姓他出之風聞ニ
付糺方書翰〕

5.28 波多野粂吉→佐々木八右衛門 一紙

C47 ◦〔百姓騒動ニ付〕覚 一紙

C47 御内々申上ル覚 丑9 割庄屋三郎左衛門→小林与浜衛
他

横長

C48 亥年分内密書　控入（1袋〈1冊5通〉） 亥 袋

C48 ◦内密申上ル頭書ひかへ 亥8 竪冊

C48 ◦極内密申上ル覚（5通） 一紙

租税

C13 〔年貢上納銀渋滞一件誤証文〕 嘉永 7.12 百姓要吉他→庄屋佐々木八右衛
門他

一紙

村

C1 組合村々万覚帳 天明 2. 6～ 下殿河内村覚助 横半

C2 組合村々万覚帳　壱番 文化 2. 3 割庄屋富四郎 横半

C3 組合村々万覚帳　弐番 文化 7. 2 加計村富四郎 横半

C4 組合村々万覚帳　三番 文政 3. 1 佐々木八右衛門 横半

C5 組合村々万覚帳　四番 文政 8. 1 佐々木八右衛門 横半

C6 組合村々万覚帖　五番 文政13. 3～ 佐々木八右衛門 横半

C7 組合村々万覚帖　四番 文政13.閏3～天保 2 割庄屋佐々木八右衛門 竪冊

C8 組合村々万覚帳 天保11. 9～ 割庄屋三郎左衛門 横半

C9・10 〔御触状写帳〕 元文 2. 8～元文 4. 1 竪冊

A3 御触状写帳 寛保 3. 1～寛保 4. 3 竪冊

A4・5 御触状写 寛延 3. 1～宝暦 2.10 竪冊

A6・7 御触状写　〔帳〕 宝暦 6. 8～宝暦 8. 3 竪冊

A8 〔御触状写シ帖〕 明和 3. 8～明和 5.12 大朝邑辻本藤五良 竪冊

A9 御触状控帳　并売券控帖 明和 8. 1～明和 9. 4 竪冊

A10 御触状写シ帳 安永 2.10～安永 4. 3 竪冊

A10 御触書控 安永 3. 1～寛政 2. 9 竪冊

A11 御触状写帳 寛政 8 横長

A12 御触書控帖　割庄屋本 文政 2 横長

A12 御触書控帳　割庄屋本 文政 4 横長

A12 御触書控帳　割庄屋本 文政 5 横長

A13 御触書控帖　割庄屋本 文政 6 横長

A13 御触書控帖　割庄屋本 文政 7 横長

65



広島市／広島大学附属図書館（加計隅屋文庫）（P01�30–3） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A14 御触書控帖　割庄屋本 文政 8 横長

A15 御触書控帖　割庄屋本 文政 9 横長

A16 御触書控帖　割庄屋本 文政10 横長

A17 御触書控帖　割庄屋本 文政11 横長

A18 御触書控帳　割庄屋本 文政12 横長

A19・20 御触書控帳　割庄屋本 文政14 横長

C11 〔御触書控〕 天保 4 横長

C12 御触書控帳　加計邨庄屋元 嘉永 6 横長

A11 要用諸札控 文化 5 割庄屋富四郎 横長

C12 〔御触書控断簡〕 綴

C13 村々連印諸書附控　下殿河内村庄屋本 天保 5. 3 横長

戸口

C14 人家竃数并馬改帖　山県郡加計村組合 寛政 7. 4 割庄屋加計村三郎右衛門→役所 竪冊

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳 文化 7. 2 割庄屋加計村富四郎→高間小左
衛門他

竪冊

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳 文化13. 2 割庄屋加計村富四郎→大野是助
他

竪冊

C14 人馬改下調
※以上2冊合綴

（文化13） 横長

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳 文政 5. 2 割庄屋加計村佐々木八右衛門→
大野是助他

竪冊

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帖 文政 5. 2 割庄屋加計村佐々木八右衛門→
大野是助他

竪冊

C14 人馬改下調
※以上2冊合綴

（文政 5） 横長

C14 〔山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳断
簡〕

（文政 5） 一紙

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳 文政11. 2 年寄上席割庄屋佐々木八右衛門
→寺西直人他

竪冊

C14 人馬改下調
※以上2冊合綴

（文政11） 横長

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帖 天保 5. 2 年寄上席割庄屋佐々木八右衛門
→植木三蔵他

竪冊

C14 人馬改下調
※以上2冊合綴

（天保 5） 横長

C14 山県郡加計村組合八ケ村人馬改寄帳　ひ
かへ

天保11. 2 年寄上席割庄屋佐々木八右衛門
→新保彦兵衛他

竪冊

C14 人馬改下調
※以上2冊合綴

（天保11） 横長

C14 加計村・津浪村・下筒賀村役人・百姓・
浮過類亭主分之者改書抜帳

文化 8. 8 割庄屋冨四郎→山県郡番組衆中 横長

C49 山県郡□□村革田宗旨御メ帳 文久元. 8 庄屋与左衛門他 竪冊

C14 文政八酉年 三ケ年郡中惣人数書付　山
県郡

文政10.10 割庄屋彦四郎→山県郡役所 一紙

治安

C14 松原後山境御炭所鍛冶屋炭所　〔差縺一
件ニ付書付〕

享和 2. 1.17 三郎右衛門→八右衛門 一紙
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災害・救恤

C15 〔御手当米村々配分帳〕 横長

鉄山

A45 山県郡鉄方御格式御触書荷主申談シ連印
其外鉄山方諸書附写し

寛政 9.12 竪冊

A44 戸河内村松原鈩壱軒・鍛冶屋四軒鉄山不
景気ニ付休職御願奉申上候処御差留メ相
成ニ付鉄山支配人共へ申渡ス一札

文化13. 7 佐々木八右衛門←→支配人・手
代共

一紙

A44 〔所之鈩鍛冶屋支配人中・山内中へ申渡
ス条目〕

天保12. 3 佐々木八右衛門→所々鈩鍛冶屋
支配人中・山内銘々共

一紙

A44 〔鉄山条目〕 天保12. 3 隅屋勘元→所々支配人中 一紙

A44 御条目御格式書　厚諸口立紙巻物ニ〆
所々鈩鍛屋江壱巻宛相渡置控也

嘉永元. 7 佐々木八右衛門→所々鈩鍛冶屋
中場元附支配人中

竪冊

A47 当郡鉄穴方一巻（1袋〈1冊4通〉） 文化13 袋

A48～51 村々小鉄代銀算用人別請取印形帳（17
冊）

文政 7～天保 4 横長

A52・53 大塚村御鈩諸事一巻　壱番（1袋〈53通〉） 文政 5～7 袋

A54・55 大塚村幾代原御鈩一巻　弐番（1袋〈3冊
43通〉）

文政 6～7 袋

A56～58 御鈩就御用御紙面類入（1冊165冊） 文政 6～天保 4 括

A60・61 御鈩方要用書類（1袋〈8冊34通〉） 文政 8～天保 4 袋

A62・63 酉二月欠り小鉄御釼直段之儀ニ付控（2
冊22通）

文政 8～9 括

A64 口筋越小鉄御拭払ニ附大塚村ニ而釼押鈩
一巻（1袋〈17通〉）

天保 4～7 袋

A65・66 山県郡口筋村々川筋丁間取調書類等（1
冊30通）

文政 6～7 括

A46 志路原村鍛冶屋一件書類（1袋〈3冊12
通〉）

文政 6～7 袋

産業

C15 山県郡長笹村諸色書上ケ帳 文政 9.12 庄屋九郎右衛門他→役所 横長

C15 山県郡中原村諸色書出帖 文政 9.12 庄屋頼次他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横長

C15 山県郡戸谷村諸色書出覚帖 文政10. 1 当分庄屋頼次他→年寄同格割庄
屋林兵衛

横長

C15 山県郡西宗村諸色書上帳 文政10. 1 庄屋与右衛門→年寄格割庄屋林
兵衛

横長

C15 諸色書出寄帖　有馬村組合 文政10.10 割庄屋八郎左衛門→年寄上席
佐々木八右衛門

横半

C15 諸色書出寄せ帖　山県郡有馬村組合 文政11. 1 割庄屋八郎左衛門→年寄上席割
庄屋佐々木八右衛門

横半

C15 此度御尋之廉々村方有掛リ之様子書上帖
　都志見村

文政 9.12 都志見村庄屋長兵衛他→年寄同
格割庄屋林兵衛

横半

C15 今度御尋之諸品書出し帳　山県郡阿坂村 文政 9.12 庄屋林次→年寄同格割庄屋林兵
衛

横半

C15 此度御尋之趣書出し帳　山県郡吉木村 文政 9.12 庄屋儀七他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横半

C15 此度御尋之廉々相約メ書出し帳　山県郡
今吉田村

文政 9.12 庄屋佐六他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横半
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C16 此度御尋之廉々与合村々有懸之様子書上
ケ帳　都志見村組合

文政10. 1 都志見村長兵衛→佐々木八右衛
門

横半

C16 此度御尋之廉組合村々へ相約書上帳　都
志見村組合

文政10.10 都志見村長兵衛→佐々木八右衛
門

横半

C16 酉戌亥三ケ年分出来米積り帳　山県郡高
野村

文政10.10 庄屋庄三郎→役所 横半

C16 酉戌亥三ケ年分御尋之廉書上帳　吉木村 文政10.10 庄屋儀七他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横長

C16 酉戌亥三ケ年分出来米御上納方并楮方書
出帖　西宗村

文政10.10 庄屋与右衛門→年寄同格割庄屋
林兵衛

横長

C16 酉戌亥三ケ年分御尋之廉々員数書出し帳
　山県郡今吉田村

文政10.10 庄屋佐六他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横長

C16 酉戌亥三ケ年分御尋之廉々員数書上ケ帳
　山県郡阿坂村

文政10.10 庄屋林次他→年寄同格与割庄屋
林兵衛

横長

C16 山県郡戸谷村酉戌亥三ケ年分出来米高米
納分り楮代惣辻紙代惣辻書上帖

文政10.10 当分庄屋頼次・庄屋兵次他→年
寄同格割庄屋林兵衛

横長

C16 山県郡中原村去々酉年 当亥年迄三ケ年
出来米高并楮代等書出帖

文政10.10 庄屋頼次他→年寄同格割庄屋林
兵衛

横長

C16 此度御尋之廉々書出帳　都志見村 文政10.10 庄屋長兵衛他→年寄同格割庄屋
林兵衛

横長

C16 山県郡長笹村酉戌亥三ケ年分出来米高并
出来楮高并上納紙高書上ケ帳
※以上8冊合冊

文政10.10 庄屋九郎右衛門他→役所 横長

C16 〔山県郡村々酉戌亥三ケ年分出来米・楮
代等書上約メ帳〕

（文政10） 横長

C17 他国金銀出入約メ帳　佐伯郡 文政 9.11 割庄屋禎二 横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書抜弐拾四ケ
村辻寄帳　山県郡大利原村組合

文政10. 1 割庄屋孫右衛門→年寄上席割庄
屋佐々木八右衛門

横半

C17 他国金銀出入作物出来米御年貢飯用指引
帳　山県郡有馬村組合

文政10. 1 割庄屋八郎左衛門→年寄上席割
庄屋佐々木八右衛門

横半

C17 他国金銀出入作物出来米御年貢飯用指引
帳　山県郡有田村組合

文政10. 1 割庄屋彦四郎門→年寄上席割庄
屋佐々木八右衛門

横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書貫帖　山県
郡川小田村・才乙村・奥中原村

文政10. 1 川小田村・才乙村庄屋孫平他 横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書貫帖　山県
郡政所村・荒神原村・両八幡原村

文政10. 1 政所村・荒神原村・両八幡原村
庄屋房右衛門

横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書抜帖　山県
郡宮地村・小原村

文政10. 1 宮地村・小原村庄屋庄蔵 横半

C17 他国金銀出入御役ニ附産物書抜帖　山県
郡溝口村

文政10. 1 庄屋権右衛門他 横半

C17 他国金銀出入御役ニ附産物書抜帳　山県
郡橋山村

文政10. 1 庄屋太助 横半

C17 他国金銀出入御役メニ付産物書貫帖　山
県郡中祖村

文政10. 1 中祖村・雲耕村庄屋小作 横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書抜帳　山県
郡大利原村・南門原村・草安村・奥原村・
土橋村・刈屋形村・大暮村

文政10. 1 南門原村・奥原村・土橋村・刈
屋形村・大暮村庄屋孫右衛門他

横半

C17 他国金銀出入御役ニ付産物書抜帳　山県
郡米沢村・細見村

文政10. 1 細見村・米沢村庄屋五郎左衛門 横半

C17 他国金銀出入御尋ニ付産物書貫帖　山県
郡移原村

文政10. 1 庄屋新左衛門 横半
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C17 他国金銀出入御尋ニ付産物書貫帳　山県
郡高野村

文政10. 1 庄屋庄三郎 横半

C17 他国金銀出入約メ帳　山県郡 文政10. 2 年寄上席割庄屋佐々木八右衛門
→安藤孫兵衛他

横半

C17 他国金銀出入約メ帳　山県郡控 文政10. 2 佐々木八右衛門→安藤孫兵衛他 横半

C17 他国金銀出入約メ帳　山県郡　二月廿三
日調書上候控

文政10. 2 佐々木八右衛門→安藤孫兵衛他 横半

C18 他国金銀出入御約ニ付産物書貫帖　山県
郡川小田村・才乙村・奥中原村

文政10.10 川小田村・才乙村庄屋孫平他 横半

C18 他国金銀出入御約ニ付産物書貫帖　山県
郡政所村・荒神原村・両八幡原村

文政10.10 政所村・荒神原村・両八幡原村
房右衛門

横半

C18 他国金銀出入御約帖之内御尋ニ付書抜帖
　山県郡宮地村・小原村

文政10.10 宮地村・小原村庄屋庄蔵 横半

C18 産物御約ニ附書抜帳　山県郡溝口村 文政10.10 庄屋権右衛門・八左衛門→役所 横半

C18 他国金銀出入御約之内御尋ニ付書抜帖　
山県郡橋山村
※以上3冊合冊

文政10.10 庄屋太助 横半

C18 他国金銀出入御約メニ付産物書貫帖　山
県郡中祖村・雲耕村

文政10.10 中祖村・雲耕村庄屋小作 横半

C18 他国金銀出入御約ニ付酉戌亥三ケ年分出
来米積帖　山県郡大利原村・南門原村・
草安村・奥原村・土橋村・刈屋形村・大
暮村

文政10.10 南門原村・奥原村・土橋村・刈
屋形村・大暮村庄屋孫右衛門他

横半

C18 他国金銀出入御約附酉戌亥三ケ年分出来
米積帖　山県郡米沢村・細見村

文政10.10 米沢・細見村五郎左衛門 横半

C18 他国金銀出入御尋ニ付産物書抜帖　山県
郡移原村

文政10.10 庄屋新左衛門 横半

C18 他国金銀出入約メ帖　反古口銀小違有　
大下之

文政11. 1 佐々木八右衛門→安藤他 横半

C18 〔佐伯郡他国米銀出入ニ付約合〕覚 戌11 割庄屋小方村孫右衛門→安藤 一紙

C18 〔安藤孫兵衛申達書〕（2通）
※他国正金銀出入差引に付

2.17・戌12.21 →佐々木八右衛門 一紙

C18 佐々木八右衛門書翰（2通）
※郡産物御尋一件佐伯郡帳面順達に付

12.24 →林兵衛他 一紙

C18 大利原村孫右衛門書翰
※他国金銀出入書出帳差出に付

10. 2 →佐々木八右衛門 一紙

C18 帖面送り 10. 2 大利原村孫右衛門→佐々木八右
衛門

一紙

C18 政所房右衛門書翰
※産物書貫帖差出添書

10.24 →佐々木八右衛門 一紙

C18 坪野村寿兵衛書翰
※穴村分諸色貫書帖差出延引に付

10.25 →加計村佐々木八右衛門 一紙

C18 〔亥年楮代辻・米納辻・諸坂代辻書抜〕覚
（1包〈2通〉）

子1 坪野村林兵衛→加計村佐々木八
右衛門

一紙

C18 坪野村林兵衛書翰
※諸色帳組合分差出に付

5.12 →佐々木八右衛門 一紙

C18 都志見村長兵衛書翰（2通）
※帳面差出に付添書

1.22・10.25 →佐々木八右衛門 一紙

C18 有馬村八郎右衛門書翰（4通）
※上納米・他国金銀出入に付

1.17・1.18・10.16・10.19 →佐々木八右衛門 一紙

C18 酉戌当亥迄三ケ年分壱ケ年限り書出候事 一紙
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C18 諸品組合寄書付　後有田村組合 亥10 割庄屋彦四郎→年寄上席佐々木
八右衛門

一紙

C19 加計村組合八ケ村紙漉人別帳 文化 2.10 横長

C19 御紙方夫方名前書上ケ 丑12.26 五郎兵衛→佐々木八右衛門 一紙

C19 御紙方御用夫人名申上書付　山県郡津浪
村

丑12 庄屋富次郎→年寄上席割庄屋
佐々木八右衛門

一紙

C19 〔御紙方御用夫人名并歳年書上〕覚　山
県郡上筒賀村

丑12 庄屋庄右衛門他→御用掛り佐々
木八右衛門

一紙

C19 〔御札紙夫方人別并各歳年書上〕覚　山
県郡下筒賀村

文政12.12 与三郎→御用懸り佐々木八右衛
門

一紙

C19 〔御紙方御用夫人別并歳年書上〕覚　山
県郡戸河内村西組

丑12 庄屋彦五郎→佐々木八右衛門 一紙

C19 〔御札紙夫方人別并各歳年書上〕覚　下
殿河内村

丑12 庄屋忠右衛門→佐々木八右衛門 一紙

C19 紙漉人別　戸河内村 午10 戸河内村忠右衛門→富四郎 横長

C19 大田中筋拾三ケ村□□人別帳 天保10 紙楮支配役割庄屋佐々木八右衛
門

横長

C20 穴村御見取紙後附帖 明和 4.11～ 庄屋喜藤太 横長

C20 御紙方入用割賦帳 文化元. 6 横長

C20 御紙方入用割賦帖 文化 2. 6 横長

C20 御紙方入役割賦帖　加計村 文化 5. 6 横長

C20 御紙方入役割賦帖　加計村 文化 6. 6 横長

C20 加計村紙御勘定帳 文化元. 6 横長

C21 御紙方御勘定控帖　加計村庄屋元 天保10. 3・6 横長

C21 御紙方御勘定控帳　加計村庄屋 天保11. 3 横長

C21 御紙方算用下調帳 天保11 横長

C21 御紙方組々算用帳 天保11 加計村庄屋之□ 横長

C20 御紙方年賦銀御拝借人別引当印形帳　加
計村田野原組紙漉共

文化 5. 7.12 横長

C22 御紙方算用万横貫帳 文化 5. 6 横長

C22 御紙方算用万横貫帳 文化 7. 2～ 加計村庄屋冨四郎引請五郎兵衛 横長

C22 御紙方算用〔万横貫帳〕 文化 8. 6 横長

C22 御紙方算用横貫帳　加計村 弘化 2. 6 庄屋三郎左衛門他 横長

C22 御紙方算用横貫帳　加計村 弘化 3. 9 横長

C23 御紙方拾三ケ村銀取引覚帖 文化元. 6 加計村三郎右衛門・坪野村林兵
衛

横長

C23 御紙方拾三ケ村銀取引覚帳 文化 2. 6 坪野村林兵衛・加計村富四郎 横長

C23 御紙方拾三ケ村銀取引覚帖 文化 4. 6 坪野村林兵衛・加計村富四郎 横長

C23 御紙方拾三ケ村銀取引覚帖 文化 5. 6 坪野村林兵衛・加計村富四郎 横長

C23 御紙方拾三ケ村銀取引覚帳 文化 6. 6 坪野村林兵衛・加計村富四郎 横長

C24 御紙方拾三ケ村銀取引覚帳 文化 7. 6 坪野村林兵衛・加計村富四郎 横長

C24 御紙方拾三ケ村銀取引覚帳 文化 9. 6 坪野村林兵衛・富四郎 横長

C24 御紙方拾三ケ村銀取引覚帳 文化10. 6 割庄屋林兵衛・富四郎 横長

C24 御紙方拾三ケ村銀取引覚帖 文化11. 6 割庄屋林兵衛・富四郎 横長
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C25 御紙方拾三ケ村銀取分ケ覚帳 文化13. 6 割庄屋富四郎・林兵衛 横長

C25 御紙方拾三ケ村銀取分ケ覚帖 文化14. 6 割庄屋富四郎・林兵衛 横長

C26 御紙方拾三ケ村銀取分ケ覚帳 文政 2. 6 割庄屋佐々木八右衛門・林兵衛 横長

C26 御紙方拾三ケ村銀取分〔覚帳〕 文政 3. 6 年寄同格割庄屋佐々木八右衛門 横長

C27 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 2. 6 割庄屋佐々木八右衛門・佐々木
林兵衛

横長

C27 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 4. 6 割庄屋佐々木八右衛門・佐々木
林兵衛

横長

C27 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 5. 6 割庄屋佐々木八右衛門・佐々木
林兵衛

横長

C28 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 6. 6 割庄屋佐々木八右衛門・佐々木
林兵衛

横長

C28 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 7. 6 割庄屋佐々木八右衛門・佐々木
林兵衛

横長

C28 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 8.11 佐々木八右衛門・坪野村八郎平 横長

C29 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保 9 割庄屋佐々木八右衛門 横長

C29 御紙方拾三ケ村銀取分覚帳 天保10 割庄屋佐々木八右衛門・八郎平 横長

C29 御紙方拾三ケ村銀分帳 天保11. 6 割庄屋佐々木八右衛門・八郎平 横長

C30 御紙方組合村々銀取分帳 天保12. 6 横長

C30 御紙方組合村々銀取分帳 弘化 2. 6 割庄屋・紙楮支配役佐々木八右
衛門

横長

C30 御紙方組合村々銀取分ケ帳 弘化 3. 6 割庄屋・紙楮支配役佐々木八右
衛門

横長

C30 組合村々御紙方算用銀取分帳 嘉永元. 6 割庄屋・紙楮支配役佐々木八右
衛門

横長

C31 〔紙方拝借請払帳〕 文化 8 横長

C31 山県郡大田筋村々御買上楮并ニ給知楮割
府指引帖　辰年分

文化 4. 9 横長

C31 山県郡戸河内村楮山組新楮畑調入用銀御
願帖

文化 5. 5 庄屋順右衛門・忠右衛門他→紙
蔵

横長

C31 山県郡村々楮駄賃并諸入用 文化 6. 1 横長

C31 楮新畑并古畑垣入用御願帖 文化 8. 9 竪冊

C31 御紙方用書類入　楮受払方加計村用　文
化九申年分（1袋〈1綴18通〉）

文化 9. 8 袋

C31 御役所より谷山左助様ヲ以御紙方懸り之
義頭書仕懸御目候様被仰付申上ル控（1
袋〈1通〉）

文化10. 8 坪野村林兵衛→加計村富四郎 袋

C31 御紙蔵表御仕向方御内々御尋ニ付申上壱
巻

文化10. 8 竪冊

C34 山県郡上筒賀村御買上楮小内組分ケ帖　
文化九年分〔他綴〕

文化10. 8 綴

C32 過紙方拝借請払帖 文化11.11～ 割庄屋富四郎 横半

C32 文化二丑年 同十戌年迄組合村々出来楮
扣帳

文化12. 5 割庄屋富四郎 横長

C34 郡中楮植弘一巻（1袋〈6冊14通〉） 文政11 袋

C32 近年米穀高直難渋ニ付紙漉村拾三ケ村是
迄拝借もの永年賦御願ひ并ニ戸河内村楮
御仕向銀願壱巻

天保 6. 2 佐々木八右衛門 竪冊
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C33 戸河内村楮御仕向銀願出候ニ付楮増長之
主法村々へ申談受書并ニ御銀御貸下ケニ
至候一件

天保 6.10 割庄屋佐々木八右衛門 竪冊

C33 去亥年村々出来楮辻寄帖　ひかへ 天保11. 8 紙楮支配役・割庄屋佐々木八右
衛門

横長

C33 紙楮弐歩方御褒美御下ケ割符帖　寅乃年
分（付紙5通）

天保14. 8 横長

C34 亥年明給米納辻楮代辻書貫　山県郡後有
田村組合

子1 割庄屋後有田村彦四郎→年寄上
席割庄屋佐々木八右衛門

一紙

C34 〔楮銀算用帳断簡〕 一紙

A68・69 櫨植付一件（1袋〈2冊63通〉） 文化 7～10 袋

C35 櫨苗仕立方之義頭書紫根作方工事訴訟直
訴箱訴之義御書出し写し并百姓人別印形
アリ

文化 8.10 竪冊

C35 山県郡村々櫨苗御下ケ之義願書付　櫨方
御用懸役人控

申1 竪冊

C35 文化八未十一月〔櫨漆苗植付之様子〕郡
辻寄状相認メニ 御六組書付書類入（1
包〈6通〉）

包

C35 〔櫨漆苗有付之様子組合限り寄せ書付差
上ニ付〕口上

文化 8.10 割庄屋大朝村祐平→山県郡番組
衆中

一紙

C35 櫨苗御願書附　有間村組合 未12.28 割庄屋八郎左衛門→櫨方御用懸
り割庄屋冨四郎

一紙

C35 櫨苗御願書付　後有田村与合 未12.28 割庄屋貞四郎→櫨方御用懸り割
庄屋冨四郎他

一紙

C35 〔櫨苗下付願〕覚　山県郡戸河内村 未12 庄屋忠右衛門→割庄屋冨四郎 一紙

C35 櫨苗願書　山県郡大朝村組合 申1.11 割庄屋祐平→櫨苗御用懸り庄平 一紙

C35 櫨苗御願書　山県郡坪野村組合 申1 割庄屋林兵衛→役所 一紙

C35 山県郡上筒賀村はせ苗御願書附 申1 庄屋庄右衛門他→割庄屋冨四郎 一紙

C35 〔櫨苗下付願〕覚 申1 津浪村庄屋秀右衛門→割庄屋冨
四郎

一紙

C35 櫨苗之儀御願書附　山県郡石井谷村 申1 庄屋太郎右衛門→山県郡役所 一紙

C35 大塚村庄平書翰（2通）
※櫨苗願出書付に付

1.12・1.13 →冨四郎他 一紙

C35 庄原長兵衛書翰
※櫨苗植付に付

1.14 →加計村冨四郎 一紙

C35 組合村々麻作不出来ニ付歎書差出并添書
付ひかへ

天保 6. 7 佐々木八右衛門 横長

C35 山県郡大田筋麻苧出来立之儀ニ付申上ル
書附

天保 6. 8 竪冊

C35 麻苧之義御尋ニ付御内々申上ル書付 弘化 2. 2 割庄屋佐々木八右衛門→波多野
久米吉

竪冊

C35 人参植試并製レ方之儀御内密申上候書付
ひかへ

子11 年寄上席割庄屋佐々木八右衛門
→辺見九兵衛

一紙

C35 〔人参植試ニ付書付〕 11.30 →辺見 一紙

C35 〔かもこさ入用積り書〕覚 11.30 佐々木八右衛門→辺見九兵衛 一紙

C35 蚕飼申者無御座書付　山県郡中筒賀村 巳5 庄屋源蔵→割庄屋加計村藤右衛
門

一紙

C35 蚕之儀ニ付書付　山県郡戸河内村 安永 2. 5 庄屋政右衛門他→役所 一紙
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C35 〔鉄代遣ひ下りニ付願書〕 閏3. 5 隅野屋長兵衛→佐々木八右衛門 一紙

C35 〔芸州加計村八右衛門手代伝右衛門・八
百屋太左衛門・銭屋平八済証文三通写〕

竪冊

C36 〔薬種一件〕（4冊11通） 文政12 括

C36 〔諸生産方色々申上ル覚帳〕 丑 竪冊

金融

C37 御札紙一件（1袋〈2冊1綴30通〉） 弘化 2 袋

C38・39 〔大坂表置為替銀一件〕（7冊14通） 括

C39 置為替之義ニ付申上ル書付 辰10 佐々木八右衛門→番組衆中 一紙

C39 大坂置為替一件ニ付御内々申上ル書付ひ
かへ

午6 加計村佐々木八右衛門→山口紋
次郎

一紙

C39 〔置為替銀数并受切手廻リ方約合ニ付申
達書〕

2.10 井上猪平太→割庄屋加計村佐々
木八右衛門

一紙

C39 大坂置為替卯年納メ方之儀申上ル書付ひ
かへ

卯2 佐々木八右衛門→井上猪平太 一紙

C39 大坂置為替銀急ニ御下ケ渡之儀申上書付
〔付大坂置為替之儀ニ付御受書付〕

卯6・卯11 佐々木八右衛門→役所 一紙

C39 為替事ニ付坪野へ遣る書状ひかへ 辰2.24 八右衛門→佐々木林兵衛 一紙

C39 大坂置為替之儀ニ付御願申上ル書付ヒカ
エ

辰6.12 佐々木八右衛門手代隅久屋菅兵
衛他→山口紋次郎

一紙

C39 大坂置為替之儀申上ル書付 辰6 佐々木八右衛門→山口紋次郎 一紙

C39 〔大坂置為替ニ付〕申上ル覚 辰8 左助・菅兵衛→山口紋次郎 一紙

C39 置為替事ニ付山口様へ申上ル書面控 辰10. 7 佐々木八右衛門→山口紋次郎 一紙

C40 三拾人講救ひ頼〔母子帳〕　加計組 文政 5. 7 竪冊

C40 三拾人講救ひ頼母子横貫　加計組
※以上2冊合綴

横長

C40 三拾人講頼母子帳　加計村組合 文政 6. 7 津浪村秀右衛門他・佐々木八右
衛門

竪冊

C40 三拾人講頼母子算用覚帳　加計村組合
※以上2冊合綴

文政 6. 7.20 横長

C40 三拾人講頼母子取立様子申上ル書附 未4 割庄屋佐々木八右衛門→番組衆
中

一紙

C40 〔頼母子之義ニ付書付〕 未5 山県郡番組→割庄屋佐々木八右
衛門

一紙

C40 郡中紺屋共 金銀両替之儀願出申候ニ付
御紙面写シ

5.27 井上猪平太→山県郡割庄屋中 一紙

C40 〔金銀両替之義後有田村 来書ニ付付紙
いたす控〕

7.26 佐々木八右衛門 一紙

C40 〔大坂納銀拝借銀差引ニ付書付〕 一紙

C40 文化五辰年御下ケ残元ヨリ天保五午年迄
御用銀御下ケ残元算用書貫帳

天保 6. 2 横長

C40 山県郡上筒賀村御用銀元之内御下ケ被為
遣人別請取印形帖

文化14.12 横長

C40 御賞美銀長百姓・惣百姓御奉書并ニ割府
帖入（1包）

文化 2.12.24 袋

交通

C40 〔広嶋江積出し申候間船賃御下ケ被下候〕
覚

卯12 改役惣蔵→紙楮支配役富四郎 一紙
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家

C40 書付控　広嶋逗留中 嘉永元. 8 竪冊

C41 御年貢方覚帳 寛政10. 8 隅屋八右衛門 横長

C42 御年貢方覚日記 寛政11. 8 隅屋八右衛門 横長

隅田屋

C43 安芸国安北郡可部町地詰帳 寛永15. 9 川崎多左衛門・周防才兵衛・市
川長太夫

竪冊

C43 安芸国高宮郡可部町地詰帖 正徳 5. 7.12 地詰惣見合今枝半左衛門他 竪冊

C43 安芸国高宮郡可部町之内地詰別帖 正徳 5. 7.12 地詰惣見合今枝半左衛門他 竪冊

C43 高宮郡可部町見取新開別帖 正徳 5. 7.12 竪冊

C43 高宮郡可部町引高無高別帖 正徳 5. 7.12 竪冊

C43 安芸国高宮郡可部町新開地詰帖 享保14. 5 河原藤右衛門・親見平八他 竪冊

C44 家屋敷辻帖　可部町 元文 2. 6 年寄新屋五郎右衛門他 竪冊

C45 可部隅田屋茂右衛門年中所節積り其外何
角控

天明元. 9 可部隅田屋茂右衛門他→新屋三
郎左衛門・隅屋八右衛門

横長

C45 〔人足夫飯米帖〕 横長

C45 地所売渡証 明治15. 1 安芸郡矢野村小松典作他→焼山
村買主富永通範

一紙

典籍

A35～43 編年雑記　一～十七（17冊） 天正 8～享保 3 竪冊

A25～34 蕉斎筆記　一～拾（10冊） 寛政 5～同12 竪冊

その他

C45 聞合頭書〔断簡〕 一紙

P01
30–4 館蔵図書

B1～3 広島県年鑑　1951 昭和25.10 時事通信社 刊

D1・2 大正九年国勢調査報告　府県の部　第
33巻　広島県

大正15. 1 内閣統計局 刊

P01
31 広島大学文学部国史学研究室収蔵文書

–1 安芸蒲刈古文書 –7 村上家乗
–2 小原文書 –8 有田家文書
–3 日野文書 –9 桑原家文書
–4 三上文書 –10 加藤家文書
–5 伊吹家文書 –11 その他
–6 堀川町文書

P01
31–1 安芸蒲刈古文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号。以下同様。

A1 安芸国安南郡蒲刈島神田坪付（1号） 弘治 3. 8.16 岡就栄他→物申治部 巻子
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P01
31–2 小原文書

A1 〔毛利・吉川両氏関係文書〕（1～6号） 永禄 5頃 巻子

A1 〔益田氏関係文書〕（7～16号） 永正13. 3.27～
天正11. 2.17

巻子

A1 小原兼正打渡状（17号） 永正14. 1.19 小原兼正→右京進（兼資） 竪紙

A1 吉川元春書状写（18号） 3.27 吉川元春→小原左馬助 竪紙

A1 吉川元春書状写 1.13 吉川元春→小原美作守 折紙

A1 吉川元春書状写 1.13 吉川元春→小原美作守 切紙

A1 毛利元就感状写 （永禄 5）1.13 毛利元就→小原美作守 切紙

A1 吉川元春書状写 1.22 吉川元春→小原美作守 折紙

A1 小原氏蔵判物覚 切紙

P01
31–3 日野文書

A1 御感状 戦国期～正徳 4.10.22 巻子

P01
31–4 三上文書

A1 毛利氏奉行人連署知行付立（1号） 天文20. 5. 4 桂元忠他→三上民部丞 竪紙

A1 渡辺長同元連署捻文（2号） 元亀3. 4.22 渡辺長他→三上七郎右衛門尉
（元安）

竪紙

A1 毛利輝元一行（3号） 天正 6.10. 8 毛利輝元→三上七郎右衛門尉
（元安）

折紙

A1 毛利輝元預ケ状（4号） （元亀2）12.28 毛利輝元→三上七郎右衛門尉
（元安）

竪紙

A1 毛利輝元捻文（5号） 毛利輝元→下野守（口羽通良） 竪紙

A1 小早川隆景書状（6号） 5.14 小早川隆景→三上七郎右衛門尉
（元安）

折紙

A1 小早川隆景書状（7号） 閏7.15 小早川隆景→三上七郎右衛門尉
（元安）

折紙

A1 穂田元清書状（8号） 慶長元.閏7.22 穂田元清→三上信濃守（元安） 折紙

A1 毛利秀元書状（9号） 1.15 毛利秀元→三上豊後守 折紙

A1 毛利秀元書状（10号） 4.26 毛利秀元→三上豊後守 折紙

A1 毛利秀元捻文（11号） 7.11 毛利秀元→三豊 竪紙

A1 毛利元就奉行人連署捻文（12号） 3.12 桂元忠他→三上民部丞 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署捻文（13号） （天正 6）9.29 二宮就辰他→三上七郎右衛門尉
（元安）

竪紙

A1 毛利氏奉行人連署書状（14号） 9. 2 佐世元嘉他→三上豊後守 折紙

P01
31–5 伊吹家文書

恵蘇郡で戸長を勤めた伊吹家に伝来した文書（支配・庶務・土地・租税・村・戸口・治安・凶荒救恤・産業・交通運
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輸・宗教）

支配

A1 御紙上書扣留帖 嘉永 5～安政 5 横半

A2 御紙上書扣 文久 3. 6～慶応 2.12 横半

A3 御紙上控帖 慶応 3. 1～明治 7.10 横半

A4 御紙上扣帳 慶応 3.10～慶応 4. 5 横半

A5 御紙上控帳 慶応 4. 5～明治 2. 4 横半

A6・7 御紙上控帳 明治 2. 4～12 横半

A8・9 御紙上控帳 明治 3 横半

A10・11 御紙上扣帳 明治 4. 1～10 横半

A54・55 御紙上控帳 明治 5～17 横半

A15 急御用触書　割庄屋元 明治元. 8～12 横長

A15 急御用触書　割庄屋元 明治 2 横長

A15 急御用触書　割庄屋元 明治 3 横長

A15 恵蘇郡宮内駅御制札写　町年寄是右衛門
手扣

天和 2～文化 2 横長

A15 質素節検筋被仰出候御趣意頭書写シ 嘉永 2. 4 竪冊

A15 質素節検筋被仰出御趣意頭書写 嘉永 6. 6 竪冊

A16 御巡在御道筋引捨略絵図　恵蘇郡 文久元. 6 半横

A16 御巡在記録 文久元. 8 横半

A16 御代官様御廻村御談御趣意頭書　庄屋栄
助

文久 2. 6 竪冊

A16 御代官佐藤源右衛門様庄林伊久馬様御廻
村御談頭書　庄屋菅三郎・栄助扣

文久 2.10 竪冊

A16 殿様為御名代湯川忠義様御巡村一件書類
扣

明治 2. 2 横半

A15 〔下門田村一統之者共へ誉状〕
※維新動揺期に村民収攬の旨

一紙

A50 遠保恵可紀　浅野侯爵家系図 横半

庶務

A56 広島県庁より恵蘇郡勤番割庄屋宛御布令
書　壱冊纏メ

明治 4. 8～12 竪冊

A57 広島県庁より恵蘇郡勤番割庄屋戸長宛御
布令書　弐冊之内一号

明治 5. 1～3 竪冊

A57 広島県庁より恵蘇郡勤番戸長宛御布令書
　弐冊之内二号

明治 5. 3～11 竪冊

A43 広島県管轄第百五拾三区寄留表　備後国
恵蘇郡南村・奥門田村・岡大内村・和南
原村・新市村合五ケ村

明治 4.12 竪冊

A43 広島県管轄第百五拾四区寄留表　備後国
恵蘇郡中門田村・下門田村・上里原村・
高暮村合四ケ村

明治 4.12 竪冊

A42 宗門引越扣 明治 4. 8～明治 5. 1 竪冊

A52・53 御布告書扣 明治 5. 4 横半

A38 諸書類上ケ目録 慶応 4 横長
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A38 諸書類上ケ目録 明治 2 横長

A38 諸書類上ケ目録 明治 4 横長

A38 諸書類送通 明治 5. 8～10 横長

A58・59 御聴許諸扣　戸長伊吹要四郎（11点） 明治 8～18 竪冊

A62 諸帳簿引渡帳　第十五大区四小区 明治10.12 竪冊

A48 第十五大区恵蘇郡新市村南村木橋架替目
論見帖

明治11 竪冊

A62 諸書籍帳簿器械引渡帳 明治12. 1 伊吹要四郎他 竪冊

A62 区費金引渡目録 明治12. 2 戸長伊吹要四郎 竪冊

A62 諸書類引渡簿・明治十三年分地税引渡計
算書

明治13.11.11 旧戸長大原助左衛門→戸長伊吹
要四郎

竪冊

A60・61 〔明治期雑書類〕

A60・61 ◦後住職願 明治 9. 4 泳昌寺住職永井大暁他 竪冊

A60・61 ◦境内樹木伐転願 明治10. 9 金秀寺住職西木純量他 竪冊

A60・61 ◦教導団入学願 明治 9. 6 島津新次郎 竪冊

A60・61 ◦明治十八年自一月至三月傭給料・旅費・
諸賄料勘定帳　恵蘇郡新市村外四ヶ村
戸長役場

竪冊

A60・61 ◦八幡神社修繕并伐木採方之義願 明治11. 7. 7 上湯川村繁山友吉他 竪冊

A60・61 ◦受書之事（2点） 明治 5. 8 三小区上湯川村百姓 竪冊

A60・61 ◦飛地合併願 明治11. 7.15 第十五大区三小区 竪冊

A60・61 ◦府県官職制 明治11.11. 1 竪冊

A60・61 ◦〔坑区質入・書入不許可ニ付達〕 明治 8. 8.13 広島県権令藤井勉三 竪冊

A60・61 ◦〔鉄山諸取引・運送証書ニ付伺〕 明治 9. 2. 9 戸長伊吹要四郎 竪冊

A60・61 ◦神社編入願 明治11. 3 第十五大区三小区上湯川村氏子
総代森原作蔵他

竪冊

A60・61 ◦人馬継立稼業願 明治 8.10 新市村毛利実三郎 竪冊

A60・61 ◦〔亀山神社祭礼改日ノ儀ニ付伺〕 明治 6. 6.12 第十七大区三小区新市村小組月
番亀城善吉他

竪冊

A60・61 ◦〔亀山神社祭日ニ付伺〕 明治 8. 6.28 新市村氏子総代熊谷伝三郎他 竪冊

A60・61 ◦〔金銭受取証綴〕 明治17～19 竪冊

A60・61 ◦〔金銭受取証〕（24点） 一紙

A60・61 ◦鉱山官林下艸刈之儀ニ付願 明治10. 8.19 第十五大区一～六小区戸長・副
戸長

竪冊

A60・61 ◦受書之事 明治 5. 9 四小区上里原村百姓 竪冊

A60・61 ◦受書之事（2点） 明治 5. 9 四小区中門田村百姓 竪冊

A60・61 ◦請書之事 明治 5. 9. 4 四小区上里原村百姓 竪冊

A60・61 ◦〔戸籍編入・違名改正・復籍等願〕（30
点）

綴

A60・61 ◦承租成願（3点） 綴

A60・61 ◦〔魚商・木賃宿・旅籠等営業願〕（12点） 綴

A62 明治十三年十一月引継書類 袋

A62 ◦恵蘇郡新市町在諸帖面并諸書類扣 明治 5. 1 竪冊
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A62 ◦諸書類引渡簿 明治17. 7.15 旧戸長伊吹要四郎→戸長白根久
四郎

竪冊

A62 ◦地処建物売買譲渡及書入質公証元帳引
渡簿

明治20. 2.15 戸長伊吹要四郎代理多々野哲造
→世良与右衛門

竪冊

A62 ◦〔恵蘇郡新市村外四ケ村地所建物売買
譲渡等引渡簿目録〕

明治20. 2 戸長伊吹要四郎 一紙

A62 ◦〔恵蘇郡新市村・南村・和南原村地所
建物等帳簿引渡目録〕

明治17. 7.16 白根久四郎→伊吹要四郎 竪冊

A62 ◦〔事務引継関係書類綴〕 明治20 竪冊

A62 ◦新市学校明治十六年度学資出納決算表 明治17. 7.20 一紙

A62 ◦明治十七年度前地方税金引渡書他 明治17. 7 竪冊

A62 ◦〔地租金人別目録〕 竪冊

A62 ◦〔村費残金引継目録〕 明治17. 7.15 元戸長伊吹要四郎→戸長白根久
四郎

竪冊

A62 ◦〔下門田村・上り原村・高暮村 金谷
へ受取金〕

一紙

A62 ◦明治十七年度地方税取立金引渡目録 明治17. 7.14 伊吹要四郎→白根久四郎 一紙

A62 明治十八年自七月至九月傭給料旅費諸賄
料勘定帳　新市村外四ケ村戸長役場

明治18. 7～明治19. 3 竪冊

土地

A20 備後国恵蘇郡高之山之内下門田村切畑帳 明暦 2. 9 竪冊

A20 □□村切畑帳 明暦 2. 9 竪冊

A20 岡大内村新開御改帳 享保 2 竪冊

A29 高之山組岡大内村川成改帳 （享保 3） 竪冊

A29 恵蘇郡岡大内村当子之川成帖 享保 5. 9.20 向井四郎兵衛→庄屋武兵衛 竪冊

A18 恵蘇郡岡大内村田畠畝高名寄帳 天明 3. 1 竪冊

A17 芸備両国郡村高附帳 天明 6. 6 横長

A19 〔岡大内村〕高名寄帖 嘉永 7. 2 横長

A44 奥門田村中門田村山論於比和町御吟味取
交口上書扣

安政 2. 4. 5 横半

A14 御給知之儀ニ付御尋之趣有懸り様子書上
ケ帳　恵蘇郡高暮村

明治元.11 横長

A14 御給知割之儀ニ付御尋之趣有掛り様子書
上ケ帳　恵蘇郡下門田村

明治元.11 横長

A14 御給知割之義ニ付御尋之趣有掛り様子書
上帳　恵蘇郡中門田村

明治元.11 横長

A14 御給知割之義ニ付御尋之趣有掛様子書上
ケ帖　恵蘇郡南村

明治元.11 横長

A14 御給知割之義ニ付御尋之趣有掛り様子書
上ケ帳　恵蘇郡下湯川村

明治元.11 横長

A14 御給知割之義ニ付御尋之趣有駈り書上帳
　恵蘇郡奥門田村

明治元.11 横長

A14 御給知割之義ニ付御尋之趣有掛様子書上
帳　恵蘇郡奥大内村

明治元.11 横長

A14 御給知割之儀ニ付御尋之趣有懸り様子書
上ケ帳　恵蘇郡上里原村

明治元.11 横長

A17 御竿入手控 明治 2. 1写 横長
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A48 新市和南原両村山帖　享保度山林方扣写
　為智加和

明治 7. 3 竪冊

A15 〔開墾地所ニ付達〕 一紙

租税

A29 〔上納米皆済目録等諸書類〕（15点） 文久 3～明治 4 一紙

A29 〔恵蘇郡村々土免覚〕（42点） 弘化 3～慶応 4 一紙

A21 恵蘇郡高野山組当御免割辻寄増減横貫帳
　弘化参午年分

弘化 4. 2 竪冊

A28 恵蘇郡和南原村御年貢諸上納米皆済御勘
定目録

嘉永 7.11 庄屋菅三郎他→伊藤駒之助・小
笠原岩次郎

一紙

A28 恵蘇郡高野山組御年貢諸上納米御勘定目
録扣

安政 4. 9 横半

A28 恵蘇郡高野山組御年貢諸上納米勘定目録
扣

安政 5. 9 横半

A28 恵蘇郡高野山組御年貢諸上納米御勘定目
録扣

安政 6. 9 横半

A28 恵蘇郡高野山組御年貢諸上納米御勘定目
録控

文久 3.11 横半

A28 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 元治元.11 横半

A28 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 慶応元.11 横半

A28 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 慶応 2.11 横半

A28 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 慶応 3.11 横半

A29 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 明治元.11 横半

A29 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録扣 明治 2.12 横半

A29 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録控 明治 3.11 横半

A29 高野山組御年貢諸上納米御勘定目録控 明治 4.11 横半

A21 恵蘇郡御免割辻寄帳　慶応三卯年分 明治 2. 5 竪冊

A21 恵蘇郡高野山組御免割増減辻寄書抜帖　
明治元辰年分

明治 2. 9 竪冊

A21 恵蘇郡多賀野山組御免割増減辻寄書抜帖
　明治二己巳年分

明治 3. 9 竪冊

A21 恵蘇郡多賀野山組御免割増減辻寄書抜帳
　明治三庚午年分

明治 4. 9 竪冊

A21 恵蘇郡高野山組御免割増減辻寄書抜帖　
明治四辛未年分

明治 5. 9 竪冊

A21 恵蘇郡高野山組御免割増減辻寄帳　明治
元卯年分
※慶応 3年分も合綴

明治 2. 4 竪冊

A22 恵蘇郡和南原村御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A22 恵蘇郡和南原村当年限り仕払物書出し帖 慶応 3.12 横長

A22 恵蘇郡和南原村御免割帳 明治元.12 竪冊

A22 恵蘇郡和南原村御免割帳 明治 2.12 竪冊

A22 恵蘇郡和南原村御免割帖 明治 3.12 竪冊

A22 恵蘇郡和南原村御免割帳 明治 4.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村御免割帳・恵蘇郡岡大内
村入置米払欠算用帳

文久 2 竪冊
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A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帖 元治元.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村当年限仕払物社倉出勤割
宗門改等取約帖

元治元.12 横長

A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帖 慶応 3.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A22 恵蘇郡岡大内村当御免割帳 明治 4.12 竪冊

A23 恵蘇郡上里原村御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A23 恵蘇郡上里原村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A23 恵蘇郡上里原村御免割帳 明治 2.12 竪冊

A23 恵蘇郡上里原村御免割帳 明治 3.12 竪冊

A23 恵蘇郡上里原村当御免割帳 明治 4.12 竪冊

A23 恵蘇郡高暮村当御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A23 恵蘇郡高暮村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A23 恵蘇郡高暮村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A23 恵蘇郡高暮村当御免割帖 明治 3.12 竪冊

A23 恵蘇郡高暮村当御免割帖 明治 4.12 竪冊

A24 恵蘇郡下門田村御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A24 恵蘇郡下門田村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A24 恵蘇郡下門田村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A24 恵蘇郡下門田村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A24 恵蘇郡下門田村当御免割帳 明治 4.12 竪冊

A24 恵蘇郡中門田村当御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A24 恵蘇郡中門田村御免割帳 明治元.12 竪冊

A24 恵蘇郡中門田村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A24 恵蘇郡中門田村御免割帳 明治 3.12 竪冊

A24 恵蘇郡中門田村御免割帳 明治 4.12 竪冊

A25 恵蘇郡奥門田村当御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A25 恵蘇郡奥門田村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A25 恵蘇郡奥門田村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A25 恵蘇郡奥門田村御免割帳 明治 3.12 竪冊

A25 恵蘇郡奥門田村御免割帳 明治 4.12 竪冊

A25 恵蘇郡南村当御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A25 恵蘇郡南村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A25 恵蘇郡南村当御免割帳 明治 2.12 竪冊

A25 恵蘇郡南村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A25 恵蘇郡南村当御免割帳 明治 4.12 竪冊

A26 恵蘇郡下湯川村当御免割帖 明治 2.12 竪冊

A26 恵蘇郡下湯川村当御免割帖 明治 4.12 竪冊
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A26 恵蘇郡上湯川村当御免割帳 慶応 3.12 竪冊

A26 恵蘇郡上湯川村当御免割帳 明治元.12 竪冊

A26 恵蘇郡上湯川村当御免割帖 明治 2.12 竪冊

A26 恵蘇郡上湯川村当御免割帖 明治 3.12 竪冊

A26 恵蘇郡上湯河村当御免割帳 明治 4.12 竪冊

A27 恵蘇郡比和組御免割増減辻寄書抜帖　明
治三年分

明治 5. 7 竪冊

A27 恵蘇郡比和村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡森脇村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡越原谷御免割帖 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡越原谷当年限り仕払もの書出し帖 明治 4.12 横長

A27 恵蘇郡小和田組御免割惣算用帖 明治 3.12 竪冊

A27 当年限り仕払物小内仕捌帳 明治 3.12 横長

A27 恵蘇郡福田組当御免割惣算用帳 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡福田組諸入用物取約帖 明治 3.12 横長

A27 恵蘇郡高野山組土免状控 慶応 4. 8 竪冊

A27 恵蘇郡元常谷当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡木屋原村当御免割惣算用帳 明治 3.12 竪冊

A27 恵蘇郡木屋原村当年限小入用物取約帳 明治 3.12 横長

A27 恵蘇郡古頃村当御免割帳 明治 3.12 竪冊

A63 地租金決算帳 明治 9～16 横半

A63 地券費賦課金取立諸費仕払計算帳　第十
五大区四小区七ケ村

明治10.12 故戸長佐々木嘉一郎他→戸長伊
吹要四郎

竪冊

A63 地租金引渡目録 明治12. 2. 3 綴

A63 明治九年ヨリ同十一年迄三ケ年分改正地
租決算簿　恵蘇郡下門田村

明治14.11 横長

A63 村総持別所田地金代米引渡印形帳　新市
村

明治 8. 5 横長

A63 貢額課役受払帳　三小区事務所 明治10 竪冊

A63 四小区村々ヨリ諸取立物不足并上納不足
書抜目録

明治11.10 元戸長佐々木嘉一郎他→戸長伊
吹要四郎

竪冊

村

A30 恵蘇郡山内南組村々万差出帳 寛政 4. 1 竪冊

A30 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　恵蘇郡
岡大内村

文政 2. 3 竪冊

A31 役人心之一巻　御紙上之写シ 寛政元.10 竪冊

A31 恵蘇郡高野山組役人共御役中年暦并御賞
書出帖

安政 5. 2 横半

A31 恵蘇郡役人年暦覚帖 文久 2. 2 横半

A31 恵蘇郡高野山組役人共御役中年暦并御賞
書出帳

慶応 2. 1 横長

A31 恵蘇郡村々役人当代記 明治 2. 4 割庄屋八谷善太兵衛他 竪冊

A32 恵蘇郡村々格式者当代記 明治 2. 4 竪冊

A32 役人共御役中年暦并御賞書出帖 明治 2. 5 横半
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A32 恵蘇郡諸役人苗字書上帖 明治 4. 1 横半

A33 備後国恵蘇郡高野山組村々役人年代録 昭和16.11 伊吹廣士 竪冊

A33 ◦明治三年九月平民苗字被差許候砌恵蘇
郡全村役人創氏録

横長

A41 恵蘇郡下門田村酉年分小入用取立仕払算
用帖

文久元.12 横長

A41 恵蘇郡下門田村酉夏小売米代不足書出帳 文久元.11 横長

A41 恵蘇郡下門田村小割立取替仕出し覚帳 文久 2. 6 横長

A44 恵蘇郡和南原村元助御吟味跡三次町ニお
ゐて去ル酉暮 当亥三月迄御闥留中諸入
用約メ帖

文久 3. 8 横長

A50 文久三癸亥年日記帖 文久 3 伊吹寿準 横半

A44 恵蘇郡和南原村元助御吟味入用仕出帖 万延元.11 横長

A44 和南原村 率牛出候無宿嘉太郎吉蔵御裁
許入用帳　恵蘇郡新市村

元治元. 9 横長

A48 工事出入御吟味入用御法則写 安政 2. 3 横半

A50 去ル戌年関蔵人様其外様御通行御賄代相
渡帖　新市町

明治元.12 横長

A14 郡中村々行事所致振等奉伺書附　恵蘇郡 明治 2. 5 割庄屋八谷善太兵衛他→恵蘇郡
役所

竪冊

A44 〔上里原村取立役嘉一郎村方不受一件済
口書類〕（2点）

慶応 4. 3 一紙

A44 和南原村隣組与寸為組草山差縺一件済口
書類入（4点）

慶応 4. 3 一紙

A44 新市村軍用夫賃米取引差縺一件済口書類
（2点）

慶応 4. 3 一紙

A44 藤前下堰井手佐藤啓三郎 約定書差入之
写

明治 5.10 一紙

A39 恵蘇郡酉九月 戌八月迄郡割辻寄帳 文久 2. 9 竪冊

A39 恵蘇郡々割酉戌両年増減差引帳 文久 2.12 横長

A39 恵蘇郡当郡割仕分帳 慶応 3.11 竪冊

A39 恵蘇郡高野山組郡割下札根帳 慶応 3.11 横長

A39 恵蘇郡高野山組郡割下ケ札控帳 慶応 3.11 横長

A39 恵蘇郡当郡割仕分ケ帳 明治元. 9 竪冊

A39 恵蘇郡高野山組郡割下札根帳 明治元.11 横長

A39 恵蘇郡高野山組郡割下ケ札控帖 明治元.11 横長

A40 恵蘇郡当郡割仕分帳 明治 2. 9 竪冊

A40 恵蘇郡高野山組郡割下札根帳 明治 2.11 横長

A40 恵蘇郡高野山組郡割下ケ札控帳 明治 2.11 横長

A40 恵蘇郡辰九月 巳八月迄郡割并通人馬割
辻寄帳

明治 2. 9 竪冊

A40 恵蘇郡巳九月ヨリ午八月マテ郡割辻寄帳 明治 3. 9 竪冊

A40 恵蘇郡午九月ヨリ未八月迄郡割辻寄帳 明治 4. 9 竪冊

A41 恵蘇郡当郡割仕出帖 明治元. 9～明治 5. 8 副戸長伊吹要四郎→第十七大区
郡割所

横長

A12 御用控 天保14. 3～嘉永元. 9 横半
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A13 御用控 慶応 3. 1～明治 4.12 横半

A34 郡中諸扣帖 明治 2 横長

A35 郡中諸扣帖 明治 3 横長

A36 郡中諸扣帖 明治 4 横長

A37 郡中諸扣帖 明治 5 横長

戸口

A42 恵蘇郡高野山組村々宗旨御改寺々旦那手
形扣

慶応 4. 8 竪冊

A42 恵蘇郡新市村宗旨御改寺々檀那帳 慶応 4. 8 竪冊

A38 恵蘇郡高野山組村々百姓御受書 明治元.12 →割庄屋要四郎 竪冊

A30 恵蘇郡高野山組御高戸数人数等取約辻寄
帖
※新市村・和南原村・岡大内村・上り
原村・高暮村・下門田村・中門田村・
奥門田村・南村・下湯川村・上湯川
村の取約帳も合綴

明治 2. 5 竪冊

A42 恵蘇郡高野山組村々宗旨御改寺々檀那手
形扣

明治 2. 8 竪冊

A42 恵蘇郡高野山組人馬御改辻寄帖 明治 3. 1 竪冊

A42 恵蘇郡高野山組村々宗旨御改寺々旦那手
形扣

明治 3. 8 竪冊

A42 恵蘇郡高野山組村々宗旨御改寺々旦那手
形扣

明治 4. 8 竪冊

A43 戸口帖　恵蘇郡新市町 明治 3. 2 竪冊

A43 戸口帳　恵蘇郡新市村 明治 3. 2 竪冊

A43 戸口帳　恵蘇郡岡大内村 明治 3. 2 竪冊

治安

A15 〔盗賊召捕方ニ付達〕（2点） 嘉永 2.閏4 一紙

A44 三上郡庄原町無願逗留伯州出生演之者熊
吉当郡湯木村出生郡追放岩戸山伝蔵義及
切殺候一件方々懸引書面并御吟味口上書
扣

安政 2. 6 横半

A49 〔鉄山之者共騒立候節鎮撫ニ付褒状〕 明治 2. 7 →割庄屋要四郎 一紙

A49 御鉄山御場所方気動之節静方立働御賞落
人別内々奉申上後口付

明治 2. 8 割庄屋信太郎・要四郎→恵蘇郡
調役

一紙

A49 態申遣〔召喚状〕 明治 2. 7 恵蘇郡役所→割庄屋要四郎 一紙

A49 罪人召捕り状 一紙

A49 〔新市村幾右衛門他遠足留メ申付状〕 未10 一紙

凶荒・救恤

A50 御趣法六会法一条書類扣 天保14. 3 横長

A48 恵蘇郡湯木村山口雨池普請夫積帖 文政 8. 2 竪冊

A45 恵蘇郡新市町前市組焼失之砌諸書附控 安政 4. 4 横長

A45 恵蘇郡新市町新町組焼失之砌諸書類扣 元治元.11 横長

A45 恵蘇郡新市町前市組焼失跡御拝借之義ニ
付奉歎上書附

横長

A38 御借入金一件諸記録 文久 3. 2 横半

A48 恵蘇郡新市町前市板橋掛替諸入用積帳 慶応 3. 3 竪冊
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A48 恵蘇郡下門田村田地用水堰調入用夫積り
帳

安政 5. 2 竪冊

A38 恵蘇郡高野山組諸返上趣法取立米書出帳 元治元～慶応 3 横長

A38 恵蘇郡高野山組米銀諸拝借辻寄帳 元治元. 8 横長

A47 恵蘇郡下門田村酉春御貸作食米人別貸捌
帳

文久元. 8 横長

A46 〔恵蘇郡各村社倉穀本法成就算用帖〕
※新市村・岡大内村・上里原村・高暮
村・南村・下門田村・中門田村・奥
門田村分

元治元. 7 竪冊

A46 〔恵蘇郡各村社倉穀本法成就算用帳〕
※新市村他9か村分合綴

慶応元. 7 竪冊

A46 恵蘇郡村々社倉穀算用辻寄帖 慶応元. 8 竪冊

A46 〔恵蘇郡各村社倉穀本法成就算用帖〕
※新市村他10か村合綴

慶応 2. 7 竪冊

A46 恵蘇郡村々社倉穀算用辻寄帖 慶応 2. 8 竪冊

A46 〔恵蘇郡各村社倉穀本法成就算用帖〕
※新市村他10か村分合綴

慶応 3. 7 竪冊

A47 恵蘇郡高野山組村々郷蔵御残米并別目録
米村別有米算用帖

明治元.12 横長

A47 高野山組村々郷蔵有米并繰上米算用帖 明治 2.11 横半

A47 高山組村々郷蔵御囲米算用帖 明治 3.12 横半

A47 高野山組村々郷蔵御囲米算用帖 明治 4.12 横半

A38 恵蘇郡高野山組御拝借口々返上残元村別
取約帳
※新市村他10か村の書出帳も合綴

明治元.12 横長

A38 去ル巳年分御拝借米貸捌差引帖
※新市村他10か村の書出帳も合綴

明治 5. 1 横長

A45 恵蘇郡村々八拾歳已上之者人名取約帖 明治 2. 2 横半

A45 恵蘇郡村々孝忠義民鰥寡孤独者書出辻寄
帳

明治 2. 3 竪冊

A47 巳御勘定口午救済御取替米帳写 明治 4.11 横半

産業

A48 恵蘇郡比和高山組農具類絵図 竪冊

A48 酒造鑑札名前扣　恵蘇郡 天保13 横半

A48 酒造株高・酒造渡世・醤油渡世書上帳 明治 3 竪冊

A48 醤油造渡世書上帳 明治 3. 9 竪冊

A49 恵蘇郡新市町御救千割鈑次屋御免許状写 享保13. 8 竪冊

A49 鉄山御下ケ被為遊売人共江御仕向之事 宝暦 4. 1 竪冊

A49 恵蘇郡高野組先年鉄山師人名改帳 安永 5. 5 竪冊

A49 雑鉄上納銀上ケ目録控帳（3冊） 天保 6～8 竪冊

A49 公料備中国哲多郡大野村与新市町手子職
之者懸り合贈答扣

安政 4. 6 竪冊

A49 新市町千割屋雑鉄御払下ケ一件書類扣 安政 4. 8～慶応 4. 3 竪冊

A49 辰年分雑鉄入置銀仕払算用帖 安政 4. 1 竪冊

A49 午年分雑鉄入置銀仕払算用帳 安政 6. 1 横半
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A49 未年分雑鉄入置銀仕払算用帳 安政 7. 1 竪冊

A49 鉄穴日延流一件書類 文久 3. 2 竪冊

A49 砂鉄採取場譲渡願 明治13.10 下門田村大原助左衛門 竪冊

交通・運輸

A14 高之山拾壱ケ村通塞之内御式目　写扣 元禄17. 1.27 竪冊

A50 御宿割写　川根村 文久元. 8. 8 横半

A50 新市町御用人馬并駅荷物運送之儀ニ付馬
土共締り合書附

慶応 2. 5 竪冊

A50 駅法御改正御紙上写 明治 3. 4 竪冊

宗教

A51 浄土宗・古義真言宗・済家宗・曹洞宗・
日蓮宗・一向宗本末寺号其外明細帖　広
島藩

明治 3. 9 竪冊

A51 一向宗革田坊主本末其外明細帖　広島藩 明治 3. 9 竪冊

A51 真言寺院官位拝官一件取約扣 明治 3.12 横半

A51 北嶋千家両社中印鑑（7点） 一紙

A51 〔出雲両国造殿社人通行ニ付〕態申遣 辰5 恵蘇郡役所 一紙

A63 備後国恵蘇郡三小区上湯川村新市村和南
原村寺院境内外地図反別帳

明治 8. 8 竪冊

A63 社寺旧神宮僧侶所有地御指令扣 明治11. 8 竪冊

P01
31–6 堀川町文書

広島城下新町組堀川町の御触帳等

A1 〔御触書控〕 享保 4 竪冊

A2 御触諸事控帖 安永 4 竪冊

A2 御触諸用扣帳　新町組堀川町 安永 5 竪冊

A2 御触諸用扣帳　新町組堀川町 安永 6 竪冊

A3 御触帳　新町組堀川町 天明 2 竪冊

A3 〔御触帳〕新町組堀川町 天明 4 竪冊

A3 御触帳　新町遡堀川町 天明 5 竪冊

A3 御触帳　新町組堀川町 天明 6 竪冊

A3 御触帖　新町組堀川町 天明 7 竪冊

A4 御触帳　新町組堀川町 寛政元 竪冊

A4 御触帳 寛政 2 竪冊

A4 御触帳 寛政 3 竪冊

A5 〔御触帳〕堀川町 寛政 5 竪冊

A5 御触帳　新町組堀川町 寛政10 竪冊

A6 御触帳　新町組堀川町 寛政13 竪冊

A6 御触帖　新町組堀川町 享和 2 竪冊

A7 御触帳　堀川町 文化 3 竪冊
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A7 御触帳扣　新町組堀川町 文化 5 竪冊

A7 御触帳　新町組堀川町 文化 8 竪冊

A7 御触帳　新町組堀川町 文化 9 竪冊

A8 御触扣　新町組堀川町 文化10 竪冊

A8 御触帖 文化12 竪冊

A8 御触帳　新町組堀川町 文化14 竪冊

A8 御触帳　新町組堀川町 文政元 竪冊

A8 御触帳　新町組堀川町 文政 4 竪冊

A9 御触帳　新町組堀川町 文政 6 竪冊

A9 御触　新町組堀川町 文政 7 竪冊

A9 御触帳　新町組堀川町 文政12 竪冊

A9 〔触書扣〕 （文政13） 竪冊

A9 御触　堀川町 （文政年間） 竪冊

A9 御触　堀川町 9 綴

A10 従公義御尋者之儀ニ付借屋之者御請負連
判之帳　堀川町

元禄13. 8. 3 松屋太郎右衛門借屋市右衛門他
→松屋太郎右衛門他

竪冊

A11 諸願扣帳 正徳 2. 1～正徳 5. 7 竪冊

A10 新金銀吹替御触之写　新町組堀河町 正徳 4. 6.13 彦兵衛・弥五右衛門→五組大年
寄中

竪冊

A10 新町組橋本町有物諸帖諸書付并諸道具先
年寄 後役江引渡シ目録

享保19. 9 東引御堂町年寄羽瀬屋助三郎他
→室屋喜右衛門

横長

A10 家数并間数之控　橋本町 享保19. 9 年寄役横田屋四郎右衛門 竪冊

A12 御公用覚書 元文 2 竪冊

A10 御巡見様御用諸控 延亨2.閏12～延亨3. 6 竪冊

A10 〔人改帳〕 宝暦 2. 3.30 年寄塩田屋五右衛門他→室屋喜
右衛門

竪冊

A10 送証文扣 寛政 3～8 竪冊

A11 諸願控　堀川町 寛政 8 竪冊

A10 他町江参ル送リ切手扣 （寛政） 竪冊

A10 厳嶋大鳥居寄進交名帳　新町組堀川町 寛政12. 4 年寄福嶋伝右衛門他 竪冊

A10 町内諸入用小遣い覚帖　堀川町 文化12 横長

P01
31–7 村上家乗

村上家乗（広島藩家老東城浅野家家臣村上家の日記，『広島県立文書館資料集』3～6所収）

A1～60 村上家乗（213冊） 安永 7～明治14（天保14
欠）

竪冊

A1～29 巻之二～巻之三十三（124冊） 安永 7～文化 6 竪冊

A30～43 後篇　巻之一～巻之三十三（54冊） 文化 7～天保13 竪冊

A44～60 続編　巻之一～巻之卅八（35冊） 弘化元～明治14 竪冊
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P01
31–8 有田家文書

A1～4 安芸風土記　壱～廿三（23冊） 竪冊

P01
31–9 桑原家文書

安芸郡海田市商家文書（弘化2～慶応元年〔当座帳〕等）

C4 〔当座帳〕 弘化 2～3 横長

C4 〔当座帳〕 弘化 4～安政 2 横長

C5 〔当座帳〕 嘉永頃 横半

C1 当座帳 安政 3 横長

C2 〔当座帳〕 元治元. 5～慶応元. 6 横半

C2 〔当座帳〕 子5～9 横長

C3 〔当座帳〕 4～12 横長

C2 〔当座帳〕 8～9 横長

C5 〔算用書〕 卯・辰 一紙

C5 〔油絞村々員数制限ニ付申達書〕 丑10.24 油絞種元〆役・割庄屋清水利之
助→船越村・海田市・奥海田村・
坂村懸改役

一紙

C5 油道具一切 一紙

C5 書翰断簡（2通） 一紙

P01
31–10 加藤家文書

福山藩阿部家家中の文書（安永5～天保2年御日記見出，在番心覚等）

C1・2 〔加藤氏覚書〕 明和元～寛政 2 横長

C3～5 〔御日記見出〕 安永 5～文化 5 加藤幸三郎昌隆 横長

C6 御日記見出 文政 7 竪冊

C7～9 御日記見出 文政 8～9 加藤承兵衛昌隆 横半

C10・11 御日記見出 天保 2 加藤承兵衛昌隆 横長

C12 在番心覚 万延 2 加藤昌久 横半

C12 心覚　長州征伐出張中 元治元.11 加藤昌久 横半

C12 正方様御参府立帰御共之節并慶応元乙丑
歳御帰城御供之心覚

元治元.12～慶応元.閏5 加藤昌久 横半

C12 心覚帳 慶応 4. 7～10 加藤昌久 横半

C13 御日記控 （安政 4以降） 横半

C13 〔阿部氏系図〕 一紙
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P01
31–11 その他

A1・2 〔広島藩〕御覚書帖　七冊 横半

A1・2 ◦御城廻リ之儀其外侍屋敷広嶋町中丁数
所々人家数并郡々高付馬継他領へ掛ル
里程等品々覚書　一

A1・2 ◦御領分御高村数并御年貢方諸役諸運上
之類　二

A1・2 ◦御領分寺社并塩浜数浦嶋繋船之所々浦
嶋数其外人家有無之嶋数附リ宗門改類
族人数　三

A1・2 ◦御領分御絵図石州御運上銀大坂石銭御
領分御高札等御献上物名物類郡々 出
ル諸竹木諸紙并大坂御登せ米　四

A1・2 ◦御家中知行御切米御扶持方馬飼料御切
符等渡方古模相役米并新模相旅行被下
米其外被下銀御貸銀　五

A1・2 ◦慶長十二未年以来米大豆直段付　六

A1・2 ◦御年貢其外御領分 上納筋之御米銀并
御払方大概　附江戸京大坂伏見御屋敷
御年貢其外出役銀　七

A3 従公義団左衛門手下御極条々 享保12. 3 横半

A4 秋長夜話 （天明初） 香川南浜 竪冊

C1 老の絮言 （文政10頃） 頼杏坪 竪冊

C1 春草堂秘録 頼杏坪 竪冊

A5 竹館遺事　上・中・下（3冊） 天保13. 7 沢左仲 竪冊

P01
32 広島地方気象台所蔵文書

D1 当番日誌〔抄〕 昭和20 広島地方気象台 竪冊

P01
33 広島通商産業局所蔵文書

B1 特定工場設置届出書　三井石油化学工業
株式会社〔抄〕

昭和38. 4.25～ 広島通商産業局 竪冊

B2 特定工場設置届出書　東洋工業株式会社
〔抄〕

昭和38.10.15 広島通商産業局 竪冊

B3 特定工場設置届出書　日本鋼管株式会社
〔抄〕

昭和36.12.22～ 広島通商産業局 竪冊

P01
35 安田学園所蔵文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。安田高等女学校の原爆被災時から授
業再開ころまでの経過を記した学校記録。

B1 戦災処理仮事務所取扱事項　記録 昭和 20. 8.6～昭和
20.11. 9

安田高女 冊
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B2 受付記録 昭和20. 8.9～19 災害対策本部仮事務所 竪冊

B2 受付記録 昭和20. 8.20～
昭和20. 9. 6

災害対策本部仮事務所 竪冊

B3 昭和二十年八月六日　原子爆弾罹災状況
報告書控　附学徒名簿・死亡者記録

竪冊

B4 弔慰金関係書類 昭和21～26 安田高等女学校（のち安田女子
高等学校）

竪冊

P01
36 粟根氏所蔵文書

A1 沼田郡久地村指出シ帖控 寛政 3. 竪冊

A1 沼田郡久地村国郡志御用ニ附物産御尋書
出帖

文政 5. 5 庄屋・与頭 竪冊

A1 板材木改扣 明治 5. 2～11. 久地村改所 竪冊

A1 沼田郡久地村株艜船帖　ひかへ 享和元～3 庄屋佐六他→寺川十左衛門他 竪冊

A1 沼田郡久地村株艜船帖 文政・2 庄屋半次郎他→石原司馬丞他 竪冊

A1 沼田郡久地村株艜船帖ヒカヱ 文化14・文政元 庄屋半次郎他→石原司馬丞他 竪冊

P01
37 石井家文書

A1 財満氏伝来諸旧記類改写帳（1～21号） 文化11. 1 横長

A1 文政二卯芸備国郡誌御偏替ニ付書上帖之
内旧家之部写

文政 2. 3 財満忠左衛門

A1 石井氏記録評書 元和 3. 5 藤元之

P01
38 伊藤家文書

沼田郡伴村庄屋を勤めた伊藤家に伝来した文書（支配・風聞書・給知方支配・貢租・庄屋才次郎・金融・売券・治安・
産業・差縺・村・文芸・土地・家・明治期）

支配

A1 〔征長御垂問ニ付献言〕 （慶応 2）. 7.28 御名（浅野茂長） 一紙

A1 〔征長ニ付御垂問書〕 一紙

A1 〔御用ニ付廻村〕先触 .12.17 井上豊次郎→南下安村他7村役
人中

一紙

A1 〔政体変革ニ付藩政改革親書〕 . 9.27 年寄共 一紙

A1 〔伴村権兵衛町方へ引越ニ付庄屋召喚状〕 天保 6.閏7.19 沼田郡番組→伴村庄屋次右衛門
他

一紙

A1 〔奥郡見分ニ付取計方〕態申遣ス （文久 2）.閏8. 一紙

A1 〔伴村百庄新兵衛等召連れ出頭方申達書〕 . 3. 石井恒之助他→伴村庄屋次右衛
門他

一紙

A1 〔御材木場詰被仰付役人名簿〕 . 8. 御山方→沼田郡山目付阿戸村保
右衛門

一紙

A1 御近領異変并ニ異国船渡来之節御用意之
儀被仰出御紙面三通（1袋〈5通〉）

文化 5他 山県郡役所 一紙
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風聞書

A1 〔京都粟田口ニ而与力同心之掛首制札写
し并大徳寺様等御上京之儀風聞書翰写〕

（文久 2）.10. 7 一紙

A1 〔井伊直弼暗殺ヲ偽隠シタル井伊家不届
ニ付裁断聞書〕

（万延元）. 3. 一紙

A1 〔本間精一郎・宇合玄蕃頭・諫川三郎平
制札并諸侯上京等ノ動向報知状〕

一紙

A1 〔京都政情川柳四首〕 一紙

A1 〔諸役職補任ニ付風聞書〕 .18 一紙

A1 島田佐兵衛殺害を聞て〔狂歌〕 一紙

A1 〔関東大混雑異人多人数殺害・島田佐兵
衛晒首一件〕従京都来状写し

一紙

A1 〔諸侯評判狂歌〕 一紙

A1 島津茂久書状写〔島津久光滞京ニ付〕 （文久 2）. 一紙

A1 〔言路洞開ニ付示達書〕 （文久 2）.10.24 一紙

A1 〔参勤制緩和ニ付江戸近情〕江戸状写し （文久 2）.閏8.29 一紙

A1 〔芸州国事周旋〕勅書写・諸侯廻状写 （文久 2）.閏8. 一紙

A1 〔京都政情ニ付狂歌一首〕 一紙

A1 〔政治向大変革ニ付〕御直筆被仰出候写
し

. 9.晦 一紙

A1 〔政情風刺いろは歌〕 （文久 3）. 2. 一紙

A1 〔異国船打払御治定ニ付ご領分町中へ触
書〕

一紙

A1 〔異国船打払〕勅書写し （文久 3）. 2. 一紙

A1 京都ニ而将軍江被差出候御願書写〔海岸
防禦指揮ノ為帰国願〕

（文久 3）. 3.11 御名（浅野茂長） 一紙

A1 野々宮宰相殿御達〔海岸防備ノ為帰国御
免他〕（2通）

　→御名（浅野茂長） 一紙

A1 大切記抜文句〔京都政情風刺〕 一紙

A1 〔幕政改革ニ付〕当御衆中御触書写し （文久 3）.10. 8，17 一紙

A1 〔攘夷ニ付〕勅命御書附写他 .10. 一紙

A1 〔長野義言当地到着ニ付〕投文・［墨夷仮
条約調印ニ付書状写］秘書

安政 5. 8.4
安政 7.閏3.16

大日本有志中→橋本宰相中将 一紙

給知方支配

A2 〔給人法〕条目 万延元. 9. 菅野徳三郎→沼田郡伴村庄屋才
次郎

一紙

A2 〔米納皆済方ニ付申達書〕 .11. 2 広畠蔵三→庄屋才次郎 一紙

A2 〔米納仕方ニ付〕口達〔雛形〕 一紙

A2 〔納米皆済方申達書〕 .12. 1 蔵三→才次郎 一紙

A2 〔飯用米前出し方〕口上 酉. 8.26 弓削織衛内森田宗平→庄屋才次
郎

一紙

A2 〔銀請取〕覚 .12. 7 山路逸作→庄屋才次郎 一紙

A2 〔餅米差出方ニ付〕覚 .12. 9 蔵三→才次郎 一紙

A2 〔御約束之物落手〕口上 .12. 7 弓削内蔵三→伴村才次郎 一紙

A2 〔納米皆済方申達書〕 .11.23 広畠蔵三→庄屋才次郎 一紙
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A2 〔給人別給知〕覚 一紙

A2 〔給人諸押米覚〕 一紙

A2 〔上原組給人納米〕覚 一紙

A2 〔才之原殿納米〕覚 .10. 9 一紙

A2 〔給役常三郎未進相崇ミ候ニ付給役差替
方口上〕覚　沼田郡伴村

卯. 8. 庄屋次右衛門他→弓削織衛内支
配方

一紙

A2 割庄屋小作書翰〔給役常三郎書付差戻し
ニ付〕

.10. 1 割庄屋小作→伴村役人中 一紙

A2 〔知行所給役一件願下差戻方申達書〕 .10.12 奥本正平→庄屋次右衛門他 一紙

A2 給与頭豊平書翰〔当高抜渡し方願〕 （文久 2）.閏8.10 　→庄屋元 一紙

貢租

A2 御年貢未進取揚之品売払銀等約押合覚帖 安政 2. 2. 横長

A2 御明知方・御給知方御年貢米取立手控帖
　沼田郡伴村藤田屋組

安政11.10. 横長

A2 御年貢米取建手控帖　沼田郡伴村藤田屋
組

安政 5.11. 横長

A2 〔年貢皆済目録〕覚　沼田郡伴村 天保12.11 給庄屋利助→木本進内渡辺閑左
衛門

一紙

A2 〔年貢皆済目録〕覚　沼田郡伴村 弘化 2.11. 給庄屋才次郎→三好大弐内石井
徳右衛門

一紙

A2 〔年貢皆済勘定〕覚　沼田郡伴村 嘉永 3.12. 三好大弐内三宅壬三郎他→沼田
郡伴村給庄屋才次郎

一紙

A2 〔年貢皆済目録受取〕覚　沼田郡伴村 嘉永 6.11. 三宅格之助他→給庄屋庄平 一紙

A2 〔年貢米勘定皆済請取〕覚 嘉永 7.12. 三好伊織内三宅格之助→伴村給
庄屋庄平

一紙

A2 沼田郡伴村御給主弓削権介様去亥御年貢
米御勘定之儀御伺申上書付

子.10.11 一紙

A2 沼田郡伴村御蔵払仕度ニ付御給主方諸押
米之義申上書付

辰.10. 庄屋次右衛門他→沼田郡役所 一紙

A2 沼田郡伴村御給主様諸押米甘被仰付候処
明借押之御甘候哉御窺申上書付

　→沼田郡番組中 一紙

A2 社倉支配役節吾他書翰〔未進銀役メ方入
村ニ付宿所取計方依頼〕

. 5. 5 　→伴村役人中 一紙

A2 庄屋次右衛門書翰〔未進銀役メ方ニ付節
吾入村一件〕

. 5. 4 　→庄屋才次郎 一紙

A2 上村籐三郎書翰〔久地駈合一件・増蔵御
約メニ付〕

.10.21 　→藤田屋親玉 一紙

A2 〔与頭惣佐衛門御年貢米未進并御役前引
負銀渋滞一件〕口上之覚

未. 5. 社倉支配頭取万太郎→割庄屋孫
兵衛他

一紙

A2 割庄屋小作書翰〔年貢勘定米等ニ付出浮
依頼〕

.11. 4 　→伴村役人中 一紙

A2 割庄屋小作書翰断簡〔伴村未進銀約リニ
付〕

　→伴村役人中 一紙

庄屋才次郎勤向一件

A3 〔宝泉寺ト竹原下市甚右衛門ト取引之儀
故障ニ付〕口上覚

一紙

A3 東原多右衛門書翰〔出張延期ニ付〕 . 4.26 　→才次郎他 一紙

A3 〔伴村庄屋才次郎・北下安村庄屋忠三郎
諸入用銀〕覚

一紙
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A3 秀三郎書翰〔豊田郡宇山村算用合差縺一
軒出役受合ニ付〕

. 2. 3 　→毛ノ加右衛門 一紙

A3 加右衛門書翰〔豊田郡御吟味一件出役秀
三郎受合ニ付〕

. 2. 4 　→才次郎 一紙

A3 国近・森近村庄屋哲四郎書翰〔論山鎌留
場所へ入来候大沢村百姓ヲ為制道太鼓ニ
テ合図ノ件有無御尋ニ付返書〕

.11.15 　→出役割庄屋沼田郡伴村庄屋
才次郎他

一紙

A3 才次郎書翰〔去年出勤仕出し差上ニ付内
海村ニ而〕

.閏5. 5 　→溝口村臨助 一紙

A3 〔仕出し銀・前借銀受取〕覚 丑.11. 節吾他→才次郎 一紙

A3 〔西原・南下安両村差縺等諸入用銀皆済〕
覚

丑.12. 加右衛門→才次郎 一紙

A3 〔梅わん等請求〕覚 丑.10.28 帽子屋宗兵衛→鳥野屋 一紙

A3 〔御客様諸入用銀受取〕覚 丑.11.21 うをや又兵衛→鳥野屋 一紙

A3 〔御用板盗取りノ者止宿疑惑ニ付口上〕覚 午.12. 保平→御山方荷主熊野村源五郎
他

一紙

A3 〔養父死後家督相続之儀ニ付伯父ト差縺
一件口上書〕

戌. 8. 百庄新九郎→出役伴村庄屋才次
郎他

一紙

A3 〔大沢・森近・福本三ヶ村山論取計方ニ付
書付〕

一紙

A3 〔当村百庄村用山へ携り不審筋吟味ニ付〕
口上之覚　山番

一紙

A3 〔出飯米代銀等受取〕覚 亥.12. 出役才次郎他→丸山村庄屋惣七
郎

一紙

A3 〔出飯米代出銀願〕覚 亥. 出役才次郎他→広村役人中 一紙

A3 〔豊三郎名前大進開作得米算用〕覚 一紙

A3 〔野平山ニテ大沢村之者共ト喧嘩仕候一
件御吟味ニ付口上書断簡〕覚

一紙

A3 〔本家ヨリノ引当相止メ困窮ニ付兄ヨリ
田地譲呉候事ニ割庄屋御役メ口上書〕

一紙

A3 〔田地作得米ノ儀ニ付口上書断簡〕 一紙

A3 〔緑井村百姓年貢未進故障申立一件〕口
上書（5通）

未. 6. 　→割庄屋孫兵衛他 一紙

金融

A3 金子借用証文之覚 嘉永 3.12. 藤十他→籐兵衛 一紙

A3 金借用証文之覚 弘化 4.12. 藤十他→籐兵衛 一紙

A3 〔金子借用証文〕覚 嘉永 7. 1. 喜左衛門他→謙蔵他 一紙

A3 〔当年貢米不納ニ付本米借用証文〕覚 天保 3.12. 甚助他→利助 一紙

A3 〔甚助貸米算用〕覚 巳. 8. 藤田屋 一紙

A3 〔長助分貸銀算用〕覚 巳. 8. 一紙

A3 〔田畑・屋敷・諸木〕質入証文之事 天保13. 8. 偉左衛門→清兵衛 一紙

A3 〔田地質入証文〕覚 安政 4. 1. 長平他→岡部内安田理右衛門他 一紙

A3 〔借用銀証文〕覚 文政 9.11. 桜井和三→庄屋利助 一紙

A3 〔田地質入借用証文〕覚 安政 4. 1. 弥七他→茂市 一紙

A3 〔金子借用証文　五通〕ヒカエ
※村用他

嘉永 4. 1～嘉永 7. 1. 一紙

A3 〔貸銀利息算用〕覚 丑.11. 杉岡文碩 一紙
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A3 杉岡文碩書翰〔貸銀返弁催促〕
※前出の貸銀算用に副へたるもの

（丑）.11.22 一紙

A3 〔紙漉角蔵出火ニ付御拝借御下ヶ願〕覚
　沼田郡伴村

子. 2. 庄屋次右衛門他→三浦孫六他 一紙

A3 杉岡文碩書翰〔残り銀返弁催促〕 .10.25 一紙

A3 〔頼母子米受取〕覚　敷証文之事 明治 4.11. 願主郁太郎他→奥畠頼母子連中 一紙

A3 杉岡文碩書翰〔貸銀返弁催促〕 .12.11 一紙

A3 〔申暮貸付旧札等算用書〕覚 一紙

A3 〔去ル戌貸付正金算用書〕覚 寅.11.23 籐兵衛→利助 一紙

A3 〔去ル十四ヶ年已前未極月貸付金子算用
書〕覚

申. 6.25 籐兵衛 一紙

A3 〔申極月貸付旧札算用書〕覚 一紙

A3 〔未極月貸付金子等算用書〕覚 一紙

A3 〔申暮借用旧札等算用書〕覚 寅.11. 利助→籐兵衛 一紙

A3 〔卯証文取替以後算用書〕覚 巳. 2.23 籐兵衛→利助 一紙

A3 小浦頼母子 一紙

A3 〔未極月貸付金算用書〕覚 一紙

A3 〔大福帳断簡〕 一紙

A3 久平書翰〔頼母子掛金ニ付御尋〕 .10. 2 　→御用場 一紙

A3 〔請求書〕覚 申.12.20 理三郎→親方 一紙

A3 〔借銀他算用〕覚 .10. 4 敬三他→り三郎 一紙

A3 〔請求書〕覚 一紙

A3 〔銀談日誌〕 一紙

売券

A3 永代売渡申田地山之事 嘉永 6. 3. 沼田郡伴村清兵衛他→岡部玄山
内安田理右衛門

一紙

A3 永代売渡申田地山之事 文政13.12. 分三郎他→吉蔵 一紙

A3 永代売渡申田地畠山之事 万延 2. 2. 源平他→寿賀蔵 一紙

A3 〔田畑居宅等売買ニ付〕記 一紙

治安（刑罰）

A4 〔申渡綴〕
※米銀高歩貸付一件・人妻結髪切候一
件・因頼母子返懸ヶ金渋滞一件

卯・辰・午 綴

産業

A4 〔紙勘定目録断簡〕 庄屋才次郎他→御紙蔵 一紙

A4 沼田郡伴村奥畑組紙漉道具代御仕入入御
歎申上書付

丑. 1. 庄屋次右衛門他 一紙

A4 沼田郡奥畑組紙勘定差引 丑. 4. 御紙蔵→庄屋才次郎他 一紙

A4 沼田郡伴村楮床亥御定メニ御居ヱ置之義
御歎申上書付

子.閏2. 庄屋・与頭→戸田藤太郎他 一紙

A4 〔紙漉職人増ニ付仕入銀卸下ヶ願〕覚　
沼田郡奥畑組

丑. 3.26 庄屋次右衛門他→御紙蔵 一紙

A4 沼田郡伴村奥畑組紙漉道具代御仕入御歎
申上書付

嘉永 5. 3. 庄屋・与頭→戸田藤太郎他 一紙

A4 沼田郡伴村楮勘定差引 寅.11.15 御紙蔵→庄屋次右衛門他 一紙
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A4 沼田郡奥畑組年内紙相約申上書付 辰.12. 庄屋才次郎他→高橋一三他 一紙

A4 〔奥畑組紙漉角蔵出火ニ付紙漉銀拝借願〕
覚

子. 6. 庄屋次右衛門他→戸田藤太郎他 一紙

A4 沼田郡奥畑組紙勘定差引 申.閏3. 御紙蔵→庄屋才次郎・与頭共 一紙

A4 沼田郡奥畑組紙勘定差引 子. 3. 御紙蔵→庄屋次右衛門他 一紙

A4 広田万三郎他書翰〔見取紙御定寸法不足
ニ付〕

. 2. 3 　→奥畑組庄屋才次郎 一紙

A4 書翰断簡〔正石灰試用ニ付〕 一紙

A4 沼田郡伴村板荷物定問屋出年越ニ相成候
段御願申上書付

午.12. 当分庄屋久三郎他→山目付阿戸
村保右衛門

一紙

A4 〔村用山盗伐差縺一件ニ付〕口上之覚 為三郎 一紙

A4 広田万三郎他書翰〔紙内貸差遣候ニ付〕 .12.22 　→奥畑組才次郎 一紙

A4 御紙蔵廻状〔別紙受送ニ付〕 . 7.13 　→己斐・石内・奥畑 一紙

A4 戸田藤太郎他書翰〔焼失御貸物ニ付〕 . 7. 戸田藤太郎他→伴村庄屋才次郎 一紙

A4 〔山方御用ニ付杣頭万兵衛召喚状〕 .10. 7 久保常蔵→伴村組頭利助 一紙

A4 十二月末ノ分〔諸口算用書〕 一紙

A4 〔諸口紙勘定差引目録〕覚 子. 4. 4 庄屋才次郎他→西村唯介他 一紙

A4 〔楮算用書〕 一紙

A4 沼田郡伴村楮勘定差引 卯.12. 御紙蔵→庄屋次右衛門他 一紙

A4 〔各組楮床高〕覚 一紙

A4 西村唯介他書翰〔分三郎紙板立居戻并当
村 上納諸口ニ付〕

. 2.27 　→奥畑村庄屋才次郎 一紙

A4 〔村用山盗伐差縺一件ニ付〕口上之覚　
丸山村

惣七郎他 一紙

差縺

A5 当村長百姓利助証文ニ付口上書附 嘉永 7. 8.27 百庄藤兵衛→庄屋山本良平他 一紙

A5 〔佐伯郡和田村御用板紛失盗取ノ者宿泊
一件詫証文〕覚

午.12. 保平→御山方荷主熊野村源五郎
他

一紙

A5 〔借金道付方ノ儀取計世話振不快存候一
件差縺一件〕当分御請書

亥. 2.晦 温井村長百姓仙右衛門→出役伴
村庄屋才次郎他

一紙

A5 沼田郡西原村長百姓□助・百姓藤兵衛等
銀段差縺一件聞約メ帖

一紙

A5 申渡ス〔伴村給役跡役ニ付兎哉角申出候
一件〕

　→伴村百姓佐吉 一紙

A5 申渡ス〔伴村給役跡役ニ付兎哉角申出候
一件〕

辰.12.26 石原司馬丞他→伴村百姓忠三郎 一紙

A5 当村長百姓利助殿証文一件口上書附 嘉永 7.閏7. 百姓藤兵衛→役人中 一紙

A5 〔中川理三郎ト酒造稼請渡并取引等差縺
一件〕口上之覚

一紙

村

A5 〔緑井村未進約メ一件諸入用算用書〕ひ
かへ

未.11. 孫兵衛他→緑井村役人中 一紙

A5 〔御差紙上納〕覚 子.12. 5 豊島→伴村 一紙

A5 〔御差紙上納〕覚 .12. 6 松清→藤田才次郎 一紙

A5 〔古川筋竹木伐払一件聞約メ之節諸入用
出銀願〕覚

未.11. 割庄屋見習孫兵衛他→東・西原
村中

一紙
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A5 〔亥年店方不足銀算用書〕覚 一紙

A5 〔酒代〕覚 寅. 7. 5 増田屋→藤田屋 一紙

A5 〔村入用借用米代算用書〕覚 一紙

A5 〔社倉十人組頭取役仙助死去御届〕覚　
伴村

戌. 5.20 庄屋次右衛門・才次郎→組合割
庄屋節吾

一紙

A5 〔各国船来之武器類開港場へ見本物差出
ニ付書付〕

定かへ井上仙之助他 一紙

A5 〔文平請取銀算用書〕 亥. 2. 庄屋元 一紙

A5 〔頼母子掛銀〕覚 子. 2. 4 頼母子取り主武平他→庄屋元 一紙

A5 〔山銀取立送り申候〕札目録 酉. 6.11 久平→庄屋 一紙

A5 大塚村役人書翰〔借用銀差縺ニ付訴人取
計方依頼〕

.12.24 　→伴村役人中 一紙

A5 〔村方諸事取調ニ付〕態申遣候 酉. 4.15 割庄屋節吾→上安 東下安迄
六ヶ村

一紙

A5 〔奥畠入用〕覚 一紙

A5 〔氏祭俄狂言稽古ノ風紋ニ付申達書〕 . 9.25 割庄屋小作→伴役人中 一紙

A5 〔申十月元かし算用〕覚 一紙

A5 〔子極月迄算用詰後算用〕覚 一紙

A5 弓削内森田宗平書翰〔先物銀受取〕 　→伴村庄屋才次郎 一紙

A5 〔甚三郎・たつ借銀差縺取約後ノ経過次
第書〕

一紙

A5 〔次送り百姓人別〕覚 午.12. 太郎平→給与頭才兵衛 一紙

A5 〔次送り人別・次出目録〕覚 酉. 7. 与頭才助→庄屋元 一紙

文芸

A5 〔俳諧〕麦秋・扇・蚊遣り . 4.28 馬良他 一紙

A5 〔俳諧〕
※丑時ハ…　うの花や…

. 4. 9 万石他 一紙

A5 謹攀高先生傷悼韻奉呈聊大霊前香火之奠
云

一紙

A5 左潮原翁挽歌 中山忠草 一紙

A5 俳諧之世吉 眠虎他 一紙

A5 〔俳諧　皐月晴・あやめ・粽〕 . 5.10 馬良他 一紙

A5 〔和歌二首　笠〕 貞帰他 一紙

A5 〔着物裁断ニ付某女書翰〕 . 1.21 一紙

土地

A6 今中様御底帳写　伴村 文政 2. 8. 横長

家

A6 〔利助方へ母親并妹引受ニ付証文〕覚 文化 4. 4.10 敬順→御取計主升屋新兵衛他→
利助

一紙

A6 伴静書翰〔頂載之品返上〕 . 1. 7 　→本家伊藤 一紙

A6 〔弥八郎跡家督相続差縺ニ付〕口上之覚
　温井村

戌. 8. 医師大年→出役伴村庄屋才次郎
他

一紙

A6 伊藤厚七書翰〔子供取扱ニ付〕 .11. 3 　→三恩寺 一紙

A6 〔弥八郎跡家督相続差縺ニ付〕覚　沼田
郡

戌.閏8. 伴村庄屋才次郎他→割庄屋正三
郎

一紙
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A6 〔弥八郎跡家督相続差縺ニ付〕覚　温井
村

戌.閏9. 庄屋・与頭→ 一紙

A6 〔諸品送り書〕覚 .12.28 阿戸村浄宗寺→藤田屋才次郎 一紙

A6 伊藤厚七書翰〔子供取扱ニ付〕 .11. 1 　→藤田屋伯父 一紙

A6 給与頭藤三郎書翰〔勤向ニ付〕 . 1.17 庄屋元 一紙

A6 〔諸品値段書控〕 一紙

A6 〔献立書〕 一紙

明治期

A6 〔年給金支給通知状〕 明治12.11.14 伴村戸町役場→伴村筆生伊藤寿
賀蔵

一紙

A6 〔伴村筆生辞令〕 明治12. 1. 8 伴村戸町役場→伊藤寿賀蔵 一紙

A6 〔年給金支給通知状〕 明治13. 2.12 伴村戸町役場→筆生伊藤寿賀蔵 一紙

A6 〔巳去年凶作之節難渋者へ救米ニ付誉書〕 明治 4. 6. 広島藩庁→伴村庄屋見習伊藤寿
賀蔵

一紙

A6 〔大組惣代辞令〕 明治 7. 1.30 第ニ大区正副戸町→伊藤寿賀蔵 一紙

A6 赤間関陣営徳太郎書翰〔小林柔吾紹介〕 . 8.13 　→石川松柏 一紙

A6 池田徳太郎書翰〔東京ヨリノ近況報告〕 . 6.29 　→石川松柏 一紙

A6 明治二年巳御勘定皆済目録　山県郡移原
町

明治 2.12. 庄屋万之助→佐藤矩信他 一紙

A6 石川尚平書翰〔作得米処分・東京政情〕 （明治 4）. 7. 5 　→増広屋尊大人 一紙

A6 〔巳去年凶作之節難渋者へ救米ニ付誉書〕 明治 4. 6. 広島藩庁→伴村長百姓柳之助他 一紙

A6 伊藤厚七書翰〔社倉米満備ニ付〕 .12.12 伊藤厚博→伴村藤田屋才次郎 一紙

P01
39 伊藤家文書

A1 大内義隆下文 天文14.10. 5 大内義隆→伊藤信久 巻子

A1 武田氏落城之聞書 昭和 3. 4 伊藤氏 巻子

P01
40 稲垣氏所蔵文書

A1 毛利元就感状 天文 9.10.12 毛利元就→渡辺源五郎 切紙

A1 毛利元就感状 天文10. 1.14 毛利元就→渡辺源五郎 切紙

A1 毛利元就同隆元連署感状 天文21. 7.28 毛利元就・同隆元→渡辺源五郎 切紙

A1 毛利元就同隆元連署感状 天文23. 6.11 毛利元就・同隆元→渡辺源五郎 切紙

A1 毛利隆元一行 弘治 3. 9.19 毛利隆元→渡辺源五郎 竪紙

A1 毛利輝元加冠状 永禄11. 5. 3 毛利輝元→渡辺源五郎 竪紙

A1 毛利輝元仮名書出 天正 9.12.26 毛利輝元→渡辺源五郎 竪紙

A1 毛利輝元仮名書出 天正11. 7.13 毛利輝元→渡辺源五郎 竪紙

A1 毛利秀就仮名書出 元和 9.12.25 毛利秀就→渡辺源五郎 竪紙
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P01
41 岩室家文書

広島城下新町組の大町年寄を勤めた岩室家（室屋）に伝来した文書（支配・町・行楽・学芸）

支配

A1 御倹約被仰出候ニ附家内倹約相改ル年中
行事帖

享保11.12 竪冊

A1 繰綿会所御用被仰付候諸覚書 宝暦 6. 7 竪冊

A1 学問所略式 天明 2. 1 植田守衛他 竪冊

A1 御家中并ニ諸向町郡とも一統被仰出候節
町方江被仰付候御書付写

寛政 2. 3 竪冊

戸口

A1 安芸郡之内町組之分大人数寄せ帖 文政 5. 2 竪冊

A1 〔新町組人数寄せ帳〕 嘉永 3. 3.30 竪冊

町

A2 五組用場働銀最初一組限銘々勘定之節之
分合帖

A2 ◦五組用場働銀勘定帖　広瀬組 安永 3. 2～

A2 ◦五組用場働銀勘定帖　中島組 安永 5. 1～

A2 ◦五組用場働銀勘定帖　中通組 安永 6. 1～

A2 ◦五組用場働キ銀勘定帖　白神組 安永 7. 1～

A2 ◦五組用場働銀当組年番勘定帖　新町組 安永 8. 1～

A2 五組用場支配御役方銀諸勘定寄書 享保 3. 1 竪冊

A2 五組用場支配御役方銀諸勘定寄せ書 享保 4. 1 竪冊

A2 〔五組用場〕文化三寅年勘定 竪冊

A2 〔五組用場〕文化六巳年勘定　年番広瀬
組

文化 7. 2 三国屋栄次郎他 竪冊

A2 〔五組用場〕文化七午年勘定　年番白神
組

文化 8. 2 三国屋栄次郎他 竪冊

A3 五組定格 銀午年分諸払勘定帳　年番白
神組

文化 8. 2 三原屋三郎右衛門他 竪冊

A3 五組定格 銀子年分諸払勘定帳　年番新
町組

文化10. 2 室屋喜右衛門他 竪冊

A3 五組定格 銀申年分諸払勘定帳　年番白
神組

文化14. 2 三原屋三郎右衛門他 竪冊

A3 五組定格銀丑年分諸払勘定帳　年番新町
組

文化15. 2 竪冊

A3 五組用場働銀勘定帳 文政12. 1 三原屋三郎右衛門→室屋喜右衛
門

竪冊

A3 〔五組用場大割方貸附銀并才覚借入銀出
入勘定帳〕

酉2 藤井栄次郎 竪冊

A4・5 広嶋町中江銀取替帖 享保 4. 5～享保 9.10 惣代新右衛門・与右衛門他→芥
川屋平八他

竪冊

A6 公用并ニ自分用記録 宝暦14. 6～明治 2.12 岩室秀実（喜右衛門） 竪冊

A6 役用手元之記録 明和 3～5／明和 8～安
永 2.／安永 7

岩室秀実 竪冊
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A7 延亨四乙卯七月九日新町組大年寄役被為
仰付候趣并諸役方覚書并自分江懸リ候手
紙贈答扣

延亨4～宝暦11 室屋源内 竪冊

A7 大年寄見習室屋喜八郎殿御本役被仰付候
諸事一巻扣

文政 9. 2 横長

A7 〔室屋喜右衛門忰弥八郎大年寄見習被仰
付候一件扣〕

天保12.12～天保13. 2 横長

A7 〔兼役銀山町年寄役赦免ニ付〕奉願口上
之覚

辰9. 7 年寄笠岡屋吉太郎→室屋喜右衛
門

一紙

A7 〔改名ニ付願書〕 辰8.18 株中買十兵衛→小頭茶屋惣十郎
他→室屋喜右衛門

一紙

A7 〔納屋普請赦免願書〕 辰8.23 京橋町大崎屋→年寄縄屋九左衛
門→室屋喜右衛門

一紙

A7 奉公人壱ケ年切符之定 1 弥一右衛門・武左衛門→五組大
年寄中

竪冊

A8 明星院御祈祷堂祠堂銀利息勘定帳　文政
八酉年分

文政 9. 1 年番大年寄茶屋次郎右衛門他→
藤井犀右衛門

竪冊

A8 明星院御祈祷堂祠堂銀利息勘定帳扣　文
政九戌年分

文政10. 1 年番大年寄藤井犀右衛門他→対
馬屋七郎右衛門

竪冊

A8 明星院御祈祷堂祠堂銀利息勘定帳扣　文
政十亥年分

文政11. 1 年番大年寄対馬屋七郎右衛門他
→三原屋三郎右衛門

竪冊

A8 明星院御祈祷堂祠堂銀利息勘定帳扣　文
政十一子年分

文政12. 1 年番大年寄三原屋三郎右衛門他
→室屋喜右衛門

竪冊

A8 教禅院祠堂銀勘定帳扣　文政十亥年分 文政11. 1 年番対馬屋七郎右衛門他→三原
屋三郎右衛門

竪冊

A8 教禅院祠堂銀勘定帳扣　文政十亥年分 文政11. 1 年番大年寄三原屋三郎右衛門他
→室屋喜右衛門

竪冊

A8 教禅院祠堂銀勘定帳扣　文政十一子年分 文政12. 1 年番三原屋三郎右衛門他→室屋
喜右衛門

竪冊

A9 通り御祭礼書類書抜 明和 2 横長

A10 御祭礼御用記録 明和 2夏 室屋喜右衛門秀実 竪冊

A10 通り御祭礼御触書抜 明和 2 横長

A10 東照宮通り御祭礼ニ付諸仕構并調物等之
諸御入用銀勘定帳　一冊（2冊）

文化12.12 平田屋町・研屋町年寄塗師屋勘
兵衛他→室屋喜右衛門

竪冊

A10 去亥秋通御祭礼ニ付諸入用勘定帳　新町
組・広瀬組

文化13. 2 竪冊

A11 渡御御行列 横長

A11 還御御行列 横長

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛リ増銀取替帳　新町組京橋町

享保 5.11.14 京橋町年寄友屋彦右衛門→芥川
屋根平八

竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ取替帖　新町組京橋町

享保 8. 9.18 友屋彦右衛門→室屋喜右衛門 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ銀取替帖　新町組京橋町

享保 9.10 友屋彦右衛門→三原屋新三郎 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ銀取替帖　新町組京橋町

享保11.11 友屋彦右衛門→芥川屋平八 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ銀取替帖　新町組京橋町

享保12.10 友屋彦右衛門→室屋喜右衛門 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ銀取替帖　新町組京橋町

享保13. 9.20 友屋彦右衛門→三原屋新三郎 竪冊
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A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増銀取替帖　新町組京橋町

享保14.閏9 友屋彦右衛門→芥川孫右衛門 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆并御飛脚御人足
掛ケ増シ銀元替帖

享保15. 9.20 友屋彦右衛門→芥川平八 竪冊

A12 西国御大名様方御家来衆往来掛増替銀帖
　新町組京橋町

正徳 5. 5.17 彦右衛門→伊予屋吉左衛門 竪冊

A13 往来掛増取替銀目録　新町組京橋町 元禄13. 4. 5 京橋町年寄九左衛門→伊予屋新
助

竪冊

A13 御巡見当町御止宿之刻諸入用銀大割算用
詰之帖

宝永 7.12.25 芥川屋平八→小鷹狩金大夫他 竪冊

A13 就朝鮮人来聘帰帆紙筆墨蝋燭其外入用銀
帳　中通組鉄炮屋町

正徳 2.12.24 支配人鉄炮屋町年寄久兵衛→三
原屋清三郎

竪冊

A13 土御門殿御内岡監物様逗流一件 文政 6. 3 横長

A13 御使者宿人夫之帖 横長

A21 乍恐御願奉申上候口上之覚　堀川町
※平田屋川堤通諸品方御蔵下もへ家建
赦免願書

酉12.13 岩見屋忠七同居兵五郎 一紙

行楽

A14 予州記行 安永 5 香川南浜 竪冊

A14 讃州紀行 丙申5～6 竪冊

A14 讃州紀行詩 丙申6 竪冊

A14 讃播記行 初夏4 横長

A14 播州行覚控 横半

A15 旅行覚書 宝暦 9. 2 岩室弥八郎 横半

A15 旅行日記
※京都滞留覚書

3.24～5. 9 竪冊

A15 広嶋発足
※紀伊・大和・伊勢旅行記

横長

A15 〔厳島詣之記〕 竪冊

A21 厳島御島廻諸入用之扣 一紙

学芸

A16 反古溜　全
※赤穂義士・大塩平八郎乱他

竪冊

A16 反古集綴書　全
※安政大地震他

寛山 竪冊

A16 〔寛山見聞録〕
※桜田門外の変風聞他

（万延元頃） 竪冊

A17 巌室氏蔵書記　全 天明 2 竪冊

A17 岩室氏蔵書記 竪冊

A17 広嶋開基
※享保 4年9月写

寛永10. 8.13 亀田大隅守高絶 竪冊

A18 浅野家藩中薄　全並福島正則公記
※安政 7年写

竪冊

A19 聞書
※栗栖先生書簡他

室恭先撰 竪冊

A19 寝隠弁
※宝暦 9年11月写

竪冊
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A19 〔絶句近作三十篇〕
※賀多賀翁八十他

良恭・房美・秀実 竪冊

A19 松本安美伝・三田村蟄斉翁墓誌并銘・亡
児安英文

明和 4. 4他 香川南浜撰他 綴

A19 奉賀怒信上人八十序・素洲上人八十寿序 松定好・松安美 竪冊

A19 送山美秀序 松安美撰 竪冊

A19 凹亭先生解酔談序・解酔談序評 香川南浜他 竪冊

A20 雪堂倡和集 安永 9～10 竪冊

A20 水亭宴　五言律三十首 竪冊

A20 室翁六十之初度寿序 壬戌2 竪冊

A20 蕉斎先生記行詩三十六首 辛丑冬 平周臧 竪冊

A20 〔田村保五郎十五歳の時厳島にて曲毬奉
納せし時の文〕

安永10. 7.12 知央 竪冊

A20 〔京師江邨伝左衛門へ遣ス詩稿〕 僧弁能他 竪冊

A21 玉壺詩稿・沖鳴遺稿・肥釈元皓詩集・蘭
陵遺稿

木実聞公達・室恭先撰他 竪冊

A21 〔銀子増借証文〕 天保13. 6 戸嶋屋仁三郎→年寄三笠屋平祐 一紙

A21 頼家書翰 巻子

A21 〔漢詩〕 松本安美 一紙

P01
42 上田家文書

広島藩家老上田家に伝来した文書

A1 〔越前国之内御領知朱印状〕 慶長3. 7.28 豊臣秀吉→上田主水（重安・宗
箇）

折紙

A1 〔紀伊国知行目録〕 元和 3.12. 2 浅野長晟→上田主水（重安・宗
箇）

竪紙

A1 〔安芸国・備後国〕知行之目録 元和 6. 7.28 浅野長晟→上田主殿助（重秀）・
上田備前守（重政）

竪冊

A1 〔安芸国・備後国〕知行之目録 寛永11. 6. 5 浅野光晟→上田備前守（重政） 竪冊

A1 〔知行判物〕 寛永16. 2.20 浅野光晟→上田備前守（重政） 折紙

A1 御折紙御判物一通　御在所附目録一帳
（1包〈1冊1通〉）

延宝2 上包

A1 ◦〔知行判物〕 延宝 2. 2.15 浅野綱長→上田主水（重次） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 延宝 2. 2.15 浅野綱長→上田主水（重次） 竪冊

A1 御折紙御判物一通・御在所附御目録一帳
（1包〈1冊1通〉）

元禄13 上包

A1 ◦〔知行判物〕 元禄13. 1.21 浅野綱長→上田主水（重羽） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 元禄13. 1.21 浅野綱長→上田主水（重羽） 竪冊

A1 御折紙御判物一通・御在所附御目録一帳
（1包〈1冊1通〉）

宝永 7 上包

A1 ◦〔知行判物〕 宝永 7. 2.15 浅野吉長→上田主水（重羽） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 宝永 7. 2.15 浅野吉長→上田主水（重羽） 竪冊
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A1 御折紙御判物一通・御在所附御目録一帳
（1包〈1冊1通〉）

享保13 上包

A1 ◦〔知行判物〕 享保13. 1.21 浅野吉長→上田要人（義従） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 享保13. 1.21 浅野吉長→上田要人（義従） 竪冊

A1 御折紙御判物二通・御在所附御目録二帳
（1包〈2冊2通〉）

宝暦 7・明和 3 上包

A1 ◦〔知行判物〕 宝暦 7. 6.21 浅野宗恒→上田友十郎（安虎） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 宝暦 7. 6.21 浅野宗恒→上田友十郎（安虎） 竪冊

A1 ◦〔知行判物〕 明和 3. 1.28 浅野重晟→上田主水（安虎） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 明和 3. 1.28 浅野重晟→上田主水（安虎） 竪冊

A1 安世公江斉賢公御判物一通外ニ御知行目
録一冊（1包〈1冊1通〉）

享保 2 上包

A1 ◦〔知行判物〕 享保 2. 2.15 浅野斉賢→上田主水（安世） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 享保 2. 2.15 浅野斉賢→上田主水（安世） 竪冊

A1 公儀御代替御条目一通・御頂戴御判物并
御知行所村附御帳一冊（1包〈1冊1通〉）

天保 9 上包

A1 ◦〔知行判物〕 天保 9. 2.28 浅野斉粛→上田主水（安節） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 天保 9. 2.28 浅野斉粛→上田主水（安節） 竪冊

A1 知行之目録（1包〈1冊1通〉） 上包

A1 ◦〔知行判物〕 安政 7. 2.28 浅野茂長→上田主水（安敦） 折紙

A1 ◦〔安芸国・備後国〕知行之目録 安政 7. 2.28 浅野茂長→上田主水（安敦） 竪冊

A1 樅木地箱入組〔知行判物・目録之覚〕 元和 3～天保 9 横長

A1 〔摂津国北中嶋領知朱印状写〕 文禄 4. 9.21 （豊臣秀吉）→上田もんと（重
安・宗箇）

切紙

A1 徳川秀忠書状 （文禄 5）閏7.13 折紙

A2 案紙帳 寛永16～17 上田備前守（重政） 竪冊

A3 宝暦五乙亥年江戸表御勤御手扣 宝暦 5. 1.16～宝暦 5.
1.24

竪冊

A4 嘉永五壬子年手扣　四之巻 嘉永 5 竪冊

A4 御高積書之覚 午3 竪冊

A4 御宥メ米仕法書之覚 午3 竪冊

A4 御紙方積書之覚 午3 竪冊

A4 御免方積書之覚 午3 竪冊

A4 御内輪雑費之覚 午3 竪冊

A5 乍恐口演書之覚
※家内融通方に付

午3 村上左一郎 竪冊

A5 内密奉申上封書之覚
※家内融通方に付

安政 4. 3 竪冊

A6 〔日記　壱〕 文久 2.閏8～元治元.12 竪冊

A6 〔日記　弐〕 文久 2 竪冊

A7 〔日記　三〕 慶応 2 竪冊

A7 〔日記　四〕 慶応 3 竪冊

A8 〔日記　五〕 慶応 4. 1～明治 4. 7 竪冊
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A8 〔広島藩紀事要領〕 明治12 竪冊

A1 〔大坂夏の陣絵図〕 一紙

A1 摂州大坂陣〔絵図〕 慶長20. 5. 6 一紙

A1 摂州大坂陣之図 元和元. 5. 7 一紙

A1 関ヶ原合戦之図 慶応 5. 9.15 一紙

A1 〔泉州樫井合戦之図〕 元和元. 4.29 一紙

P01
43 大月洋文書

A1 広島民衆劇場　1号～9号（4欠）
※広島民衆劇場の機関紙

昭和29. 4～昭和30. 9 刊

A2 〔広島民衆劇場ノート〕 昭和27～32 冊

P01
44 岡崎家文書

高田郡土師村の庄屋を勤めた岡崎家に伝来した文書（諸願書控等）

A8 宮田織人様御教訓書并明和六丑年御書附
写し

寛政 2. 9・寛政 6. 2 宮田勝興他 竪冊

A1・2 諸用書附扣〔土師村庄屋元〕 文化13.閏8～文政 5. 6 竪冊

A3 諸書附控帳 弘化 5. 1～5 竪冊

A3 諸願書控 嘉永元～嘉永 3. 8 竪冊

A3 万願書控帳〔土師村庄屋元〕 嘉永 4. 1～嘉永 6. 2 竪冊

A4・5 諸願ひかゑ　土師村庄屋許 嘉永 7. 5～慶応 3. 1 竪冊

A6 諸願控　三番 明治 3. 8～明治 4. 5 土師村庄屋三左衛門 竪冊

A6 諸願控　四番 明治 4. 8～明治 5. 2 竪冊

A8 去々寅年御軍用夫方小遣銀并ニ臨時諸入
用銀申上書付　高田郡生田村

慶応 4. 3 庄屋恵之助他→組合割庄屋岡崎
十郎右衛門

一紙

A8 寅年御軍用夫繰出中別而難渋者家内江み
つき米申上書付　高田郡生田村

明治元.12 庄屋恵之助他→岡崎十郎右衛門 一紙

A8 寅年御軍用夫繰出之節治療のため医師出
勤入用申上書付　高田郡生田村

明治元.12 庄屋恵之助他→岡崎十郎右衛門 一紙

A8 寅年諸所江革田共出勤仕候人数書付　高
田郡□□村

明治元.12 庄屋恵之助他→岡崎十郎右衛門 一紙

A8 寅年農兵諸所出勤人数申上書付　高田郡
生田村

明治元.12 庄屋恵之助他→岡崎十郎右衛門 一紙

A8 寅年御警衛中農兵猟師革田等屯所損料足
銀申上書付　高田郡生田村

明治元.12 庄屋恵之助他→組合割庄屋岡崎
十郎右衛門

一紙

A8 寅年猟師共諸所江出勤仕候人数申上書付 明治元.12 庄屋恵之助他→岡崎十郎右衛門 一紙

A8 地租改正方法　草案　岡崎控 竪冊

A7 滄浪園　十二勝 享和 2～文政 3 竪冊

A7 禊延序 竪冊
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P01
45 小川家文書

佐伯郡草津村庄屋・戸長役場関係文書および当主小川早苗の国民義勇隊草津大隊長関係文書（支配・土地・租
税・村町・治安・養蠣蠣売・漁業・土木建築・医事衛生・教育・戦災復興・証文・絵図）

支配

A1 御触レ書写
※明治26年写本

文化 5～安政 7 竪冊

A1 御触書　一 安政 2. 6～安政 3. 9 竪冊

A2 御触并席通之写 慶応 2.10～慶応 3.11 横半

A2 御触諸達席通等写 慶応 3.10～慶応 4. 3 小川道甫 横半

A2 御触諸達席通等控 慶応 4. 3 小川道甫 横半

A9 申渡
※溺死次右衛門跡家内へ米下渡に付

天明 6.12 山田守人他→庄屋吉郎次他 一紙

A9 申渡
※溺死伊八家内へ米下渡に付

天明 6.12 山田守人他→庄屋吉郎次他 一紙

A6 口上之覚
※江波沖にて破船の防州三田尻船水主
草津村にて養生に付引取願

文化元. 8.30 防州三田尻宮本之船荷主彦兵衛
他→草津村役人衆中

一紙

A9 〔草津浦 乗船差下〕覚 文化 3. 4.30 彦坂和助他→草津浦庄屋孫三郎 一紙

A9 態申遣ス
※水野和泉守玖波浦迄通船に付人夫等
差出心得方申達書

（文化13）閏8. 9・（文化
13）9. 3

佐伯郡役所→草津村庄屋吾作 一紙

A9 態申遣ス
※船手方差図に佐伯郡役所添達書

寅4 佐伯郡役所→草津村庄屋孫三郎
他

一紙

A6 〔御用猟ニ付漁猟宜キ細縄調査申渡〕覚 5. 9 曽根寛右衛門→草津浦役人中 一紙

A6 〔漁師二名出頭申渡〕覚 9.21 曽根寛右衛門→草津浦役人中 一紙

A6 〔御用猟の賃銀魚代支払ニ付漁師二名出
頭申渡〕覚

10.21 曽根寛右衛門→草津浦役人中 一紙

A6 〔厳島御社参用意の為渡海ニ付浦漕船出
船申渡〕覚

4. 8 御船手→草津浦役人共 一紙

A6 〔廻船見分ニ付下地調査申渡〕覚 2.18 熊野十右衛門他→草津浦役人中 一紙

A6 〔松平薩摩守御用ニ付浦漕船差出方申達〕
覚

1.29 御船手→草津浦役人共 一紙

A6 〔浦加子差出方申渡覚〕 閏2. 7 前原与左衛門他→草津浦庄屋・
組頭中

一紙

A12 上中下士族秩禄改定 明治 3. 9 広島藩庁→職禄方 竪冊

B1 御布令記〔抄〕 明治 6.12～

D3 〔布達類〕 明治18 佐伯郡草津村・庚午新開戸長役
場

竪冊

D4 吏員履歴書纒 草津町役場 竪冊

土地

A11 草津村田畠名寄せ之御帳 寛文13. 7.26 庄屋市右衛門 竪冊

A11 草津村屋敷年貢名寄せ之御帳 寛文13. 7.26 庄屋市右衛門 竪冊

A11 佐伯郡草津村畝高帳 文化 7 竪冊

A9 〔己斐村・新開方川田村川裾へ新開築調
一件申達書控綴〕

（天保 8）10・（天保13）7 新保彦兵衛他→己斐村庄屋次郎
兵衛他

綴

103



広島市／小川家文書（P01�45） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A9 〔己斐村・新開方川田村川裾へ新開築調
一件付紙等写〕

一紙

A10 〔草津村門山新開北西堤防根元〕埋立願 明治39. 9.11 草津村吉重三郎他→広島県知事
山田春三

竪冊

租税

A8 天明元年御年貢米納通 （天明元）8 庄屋半兵衛→まつや文治 一紙

A8 〔年貢上納・拝借銀返上等ニ付心得条々
控〕覚

文政13.10 役人・蠣株支配方文二→蠣師仲
間

一紙

A8 〔戌三月算用残〕覚 卯12 谷庄伝三郎他→まつや三左衛
門・西氏

一紙

A31 禄米受取覚・入銀之覚　本家小川 天保 6～明治 3 竪冊

村・町

A12 草津村万差出シ之御帳 元禄 6. 6 竪冊

A6 極々難渋者共凌セ方之義ニ付御仕向御願
書付〔并下戻シ付紙〕

亥1 庄屋文治他→組合割庄屋半右衛
門→今井覚一他

一紙

A9 〔村方難渋凌セ方ニ付申達書控〕 1.17 割庄屋半右衛門→草津村庄屋久
次他

一紙

A12 〔草津村会及佐伯郡連合会議事細則・同
傍聴規則認可書綴〕

（明治） 佐伯郡草津村・庚午新開戸長山
中六右衛門

綴

A12 〔草津村会規則・同議事細則・同村条例
議案等綴〕

（明治） 綴

A12 〔草津村常設委員条例成議案・同委員ニ
関スル条例理由綴〕

（明治） 綴

D1 坐右　西朴二
※第四大区事務書類綴

明治 5 竪冊

B5 庶務一件（その一）〔抄〕 明治34 草津村役場 竪冊

D5 庶務一件（その二）〔抄〕 明治34 草津村役場 竪冊

D2 掲示案綴〔抄〕 明治36. 1～ 草津村役場 竪冊

B2 百戸長拾戸長人名簿〔抄〕 明治36. 1 草津村役場 竪冊

B9 会誌 明治41～大正15 草津町婦人会・主婦会 竪冊

B6 会則・役員・日誌簿 大正 4.11～ 大典紀念草津町弘道会 竪冊

治安

A6 申渡ス覚
※江波村・草津村餌手貝掘争論一件裁
許状控

明和 3. 3 湯川市右衛門他→草津村兼庄屋
才右衛門

一紙

A5 態申渡
※草津村漁師共と□□村革田共瀉合口
論一件裁許状

明和 6. 1 沖団五郎他→江波村・草津村役
人共

一紙

A5 態申遣ス
※草津村漁師磯人共江波村篊取除け差
縺一件裁許状

天明 6. 8 山田守人他→草津村庄屋吉次郎
他

一紙

A5 〔草津浦江波瀉境界ニ付船手方達〕覚 宝暦 5. 7 御船手→草津浦 一紙

A10 〔江波西瀉の仁保島・江波島相論一件船
手方達ニ付江波島請書〕覚

宝暦 5. 7 江波島庄屋市左衛門他→山中権
之丞他

一紙

A4 取交証文写（2冊）
※仁保島渕崎浦藻崎蠣活場の件草津村
蠣屋中と差縺に付

文政 8.11 出役賀茂郡割庄屋阿賀村彦五郎
→佐伯郡草津村当分庄屋小作他

竪冊

A5 態申遣ス
※草津村蠣活場へ新開方広瀬・観音両
村の者入込一件裁許状写

天保11.12.20 佐伯郡役所→草津村庄屋 一紙
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A5 態申遣ス
※新開方広瀬・観音村より草津村蠣篊
場へ入込の者召捕方に付申達書

天保11.12.20 佐伯郡役所→草津村庄屋文次他 一紙

A5 態申遣ス
※草津村と江波村沖瀉合差縺一件裁許
状（2通）

嘉永 4. 9. 1 佐伯郡役所→草津村庄屋文次
他・組合割庄屋半右衛門

一紙

A4 佐伯郡草津・沼田郡江波瀉論日記 戌10. 3～亥2. 5 竪冊

A8 申上ル口上之覚
※新開方より囲蠣へ入込拾蠣致すに付
差留万願控

子11 惣代新兵衛他→庄屋文次他→佐
伯郡番組

一紙

A8 乍恐奉申上口上之覚（2通）
※草津村磯稼の者押領の蠣生場所返却
新規作蠣差留等に付願書控

文久元. 8 蠣屋中間 一紙

A8 〔天保四年磯稼の者共貝生場定リ候節絵
図面提出取次願并蠣押領の磯稼の者人名
書上〕

（文久元. 8） 一紙

A5 〔江波村政右衛門草津村蠣篊之南東へ新
篊刺立候一件裁許ニ付一札〕

（慶応 3）5.11 割庄屋草津村庄屋小泉甚右衛門
他

一紙

A9 乍恐御歎奉申上口上之覚
※新開の者へ厳島西室浜蠣生育所免許
差留方願書控

慶応 4.閏4 →小川菊太郎 一紙

A9 三戸謙左衛門書翰
※江波沖新篊取除に付

5.11 三戸謙左衛門→割庄屋甚右衛門 一紙

A8 御断申上候口上之覚
※蠣作立不調法一件内済に付詫証文

3 音吉他→蠣屋中・番人虎 一紙

A5 〔宮島室浜蠣生場所へ新開方之者妨候一
件宮島奉行 御尋ニ付〕覚

明治 3. 5.23 一紙

A8 磯人盗蠣呼出シ覚 明治11.12～明治12. 3 竪冊

A5 瀉事件書類（3綴） 綴

A5 ◦〔草津町と広島市観音村瀉合一件草津
町協議録并両漁業組合契約書写等綴〕

大正 2～3

A5 ◦〔草津町と観音村瀉合一件ニ付草津町
協議録〕

大正 3.12. 9

A5 ◦〔広島市観音村地先干瀉へ新開築造一
件陳情書并干瀉埋立ニ対スル損害調査
書等綴〕

明治43. 9

A12 〔禁門の変風聞書〕 （元治元）8.26 近藤為之助→津宗介 竪冊

A12 乍恐奉歎上候口上覚
※廃藩置県に付草津村民連判歎願書

明治 4. 8 平兵衛他（→勤番割庄屋衆中） 綴

A6 天保六未年□□革田共村内しくじり誤書
※革田心得定条々請書

天保 6.12 □□惣代万蔵他→村方役人衆中 一紙

A6 〔革田両名不届ニ付詫状案〕 （文久 3） 一紙

A6 〔□□革田心得違有之ニ付革田心得条々
請書〕覚

安政 2. 6 □□惣代万蔵他→村方 一紙

A6 〔革田両名心得違有之ニ付革田心得定
条々請書案〕（2通）

文久 3. 7 一紙

A6 乍恐奉歎上候口上覚
※□□革田草津村出入差留一件内済に
付詫証文

文久 3. 8 □□万兵衛他→草津村役人中 一紙

養蠣・蠣売

A6 佐伯郡草津村蠣株由来 延享 3. 5 竪冊

A6 草津村蠣商売由来 文政 4.12 竪冊
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A9 〔草津村蠣船書類国郡志方へ差出方頃合
尋書写〕

（文政 5）9 佐伯郡番組→草津町庄屋治兵衛
他

一紙

A8 態申遣
※新地波止場築調の節蠣師仲間より申
出る蠣生場に付免許

（文政 8）8 佐伯郡役所→草津村庄屋当分引
受小作他

一紙

A10 於京都売蠣割売一件ニ付彼地武田敬庵よ
り差越候紙面之写

文政13.12 武田敬庵 竪冊

A8 〔茨木屋武兵衛上方蠣売捌方改革案採用
願書写等綴〕

嘉永 3. 8他 綴

A8 乍恐御歎奉申上候口上之覚
※茨木屋武兵衛提案の京都・伏見・江
州にて新規の蠣売捌計画差留願書写

（嘉永 5）2 綴

A8 乍恐奉申上口上之覚
※草津村吉兵衛・半三郎蠣株文次手元
へ差出し申候に付取計仕候書付之控

子10 松屋文次→庄屋平作他 一紙

A8 〔大坂登せ蠣売ニ付心得条々控〕覚 巳10 役人→蠣仲間中 一紙

A8 態申遣ス
※仁保島向灘浦覚兵衛の大坂表蠣打売
差留方に付

巳12.17 佐伯郡役所→草津村庄屋吾作他 一紙

A8 酉ノ年九月本割蠣大風ニ吹干リ磯人一件
ニ付御歎出之事

一紙

A10 〔蠣〕送リ状 9.24 蠣古株21組→北安治川弐丁目
宿藤田五三郎

一紙

A10 蠣仲間筆頭中書翰
※礼状

12.22 →山中尊大人 一紙

A5 乍恐奉願上口上之覚〔并免許付紙〕
※大坂蠣売商事取続願書

明治 2.12 草津村古組4名・仁保島新組3
名・船年寄2名→大坂府裁判所

一紙

A5 〔古組・新組蠣船大坂商ひ場所并人名〕覚 （明治 2.12） 古組21名・新組14名→大坂府
裁判所

綴

A5 乍恐奉歎願申上口上之覚〔并免許付紙〕
※冥加銀札上納に付願書

（明治 3）9 取次薬屋元助→大竹屋保兵衛→
小川益太郎他→役所

一紙

A5 達之写
※厳島室浜沖蠣商事の者へ冥加銀上納
先に付

（明治 4）12 殖産□→佐伯郡割庄屋 一紙

A10 芸州国産之蠣商内舟者之儀届 明治 5.10.17 草津村蠣舟持惣代2名・諸舟年
寄1名→大阪府権知事渡辺昇

一紙

A5 乍憚口上
※蠣商事舟税銭不満に付願書案

明治 5.11 芸州国産蠣舟持古組・新組惣代
→諸舟年寄中

一紙

A5 税金御上納仕度願之事（2冊） 明治 5 蠣屋21軒惣代山崎愛之助他 竪冊

A10 川中拝借場所江舟繋抗建置度儀願（2冊） 明治 6. 1 草津村蠣商内舟持惣代2名・仁
保島同2名他

竪冊

A5 蠣篊麻并生場共畝数申上之事〔并伊達権
令示達書〕
※税金上納願書

明治 6. 2. 5 草津村蠣屋筆頭5名・大組惣代
大石卯助→伊達権令

綴

A9 〔仁保島藻崎草津生蠣ニ付〕記 明治 7.12.15 安田清次郎 一紙

A5 〔安芸郡仁保島藻崎活場譲渡〕定約書 明治14. 3.15 草津村蠣仲間惣代高木三右衛門
他→仁保島池田次平

一紙

A5 〔仁保島藻崎生場譲渡〕定約書 明治14. 3.16 高木三右衛門他→池田次平 一紙

A10 〔仁保島淵崎浦字藻崎蠣活場海面拝借出
願之義ニ付歎願并願書御取消願〕

明治14. 6 草津村高木三右衛門他 綴

A5 〔蠣篊場税上納ニ付通達〕記 明治16. 1.20 草津村戸長役場→高木三右衛門 一紙
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A5 〔厳島字室浜林上下地先キ海面借地〕定
約書

明治16.10 草津村借主総代高木三右衛門・
厳島貸主総代山崎利三郎他

一紙

A10 大阪府東区北久宝町一丁目戸長書翰
※蠣売捌人寄留者の原籍証返却に付

明治17. 2.19 時永清→草津村戸長 一紙

A7 養蠣由来書　明治卅一年春出品 竪冊

A8 〔篊番貸徴収人名書上〕 一紙

A8 記　蠣屋中
※蠣篊船・日用賃・日雇飯米等算用

竪冊

漁業

A5 態申遣ス
※海苔篊刺建・漉海苔売捌免許状

嘉永 4. 9.21 加藤衛守他→草津村庄屋文次他 一紙

A9 態申遣ス
※海苔篊刺建・漉海苔売捌免許状写他

（嘉永 4）9 加藤衛守他 一紙

A9 草津村鰯網漉立御仕入銀請取通ひ 天明 2.12 庄屋吉郎次他→佐伯郡役所 横長

A8 申渡ス覚
※草津村小百姓・浮過へ鰯網漉立仕入
銀仕向に付

寅10 永原十六郎他→草津村庄屋吉郎
次他

一紙

A8 寛政四年子十二月触示し写
※磯物・貝類掘取りに付漁貝禁制

寛政 4.12 一紙

A9 〔沖瀉小貝類掘取ニ付他方 之制度筋紙
面差出方申達書写〕

11.22 一紙

A8 海面漁場之義ニ付願〔并免許書〕
※讃岐国豊田郡室本浦漁場貸与願

明治11. 5.20・
明治12. 1. 7

愛媛県岩村亮俊 竪冊

A5 鰆網漁場之義ニ付歎願 明治12. 3.31 草津村山本仁三郎他 竪冊

A9 〔佐伯郡沿海漁夫愛媛県豊田郡伊吹島近
海ニ於テ漁業ノ件取調方申達書〕

明治12. 9.12 佐伯郡長林良之 刊

土木・建築

A9 御高札場仕替入用積帖ヒカエ　佐伯郡草
津村

安政 6.12 庄屋吾作他→役所 竪冊

A9 御高札場屋根控柱損積帳　佐伯郡草津村 文化 6.11 大工利兵衛→庄屋吾作他 竪冊

A9 御高札場後屋ねふき替積リ帖　佐伯郡草
津村

安永 4. 5 庄屋吉右衛門他→佐伯郡役所 竪冊

A9 御高札場屋根損シ并扣へ柱取替諸入用積
帖　佐伯郡草津村

寛政10. 7 庄屋平作他→佐伯郡役所 竪冊

A9 御高札場屋根并和久格子損取繕入用ひか
へ

安政 4. 9 庄屋吾作他→役所 竪冊

A9 佐伯郡草津村御高札場後大手并町内川掘
積帖ひかへ

安永 8. 1 庄屋吉郎次他→高槻半弥他 竪冊

A9 佐伯郡草津村御高札場後大手屋根不替大
手崩取繕ひ并往還損所取繕ひ〔積帳〕

天明 6.10 庄屋吉郎次他→佐伯郡役所 竪冊

A9 御高札場損シ取繕ひ積リ帳面　佐伯郡草
津村

文化 5. 5 大工利兵衛→役人中 竪冊

A9 佐伯郡草津村御高札場屋ね并大手損シ積
帖
※以上9冊合綴

安永 9. 8 庄屋吉郎次他→佐伯郡役所 竪冊

医事・衛生

A36 〔緒方洪庵より種痘免許状〕 嘉永 3. 3 緒方洪庵 一紙

A20・21 種痘施術心得書・届出手続他 綴

A22・23 内務省衛生局雑誌　3号・4号・11号・20
号・23号・26号

明治 9～13 刊
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A24・25 自明治十七年一月至同三十三年十二月十
七ケ年間患者死亡数総計　年度別、住所
氏名年令、病名、性別

小川清介 竪冊

A26 診断ニ関スル綴 明治17～19 桃春堂 竪冊

A27 検案書 明治18～22 小川清介 竪冊

A27 検案并診断書諸控 明治23～25 竪冊

A28 疾病区別表 明治16～17 竪冊

A28 種痘済人名簿 明治25 竪冊

A29 虎列刺病予防法心得 刊

A29 虎列刺病予防心得 明治10. 9.27 広島県令藤井勉三 刊

A29 明治十五年虎列刺患者表 竪冊

A29 〔コレラ診断関係書類〕 明治11～12 竪冊

A29 虎列刺病予防仮規則 明治12. 6.27 太政大臣三条実美→広島県令藤
井勉三→郡区

刊

A30 小川東水先生宛門人達誓約書綴 綴

A30 安政五戌午記録　一 冊

A30 天行病治案 文政 5. 9.26 小川敬元 竪冊

A32 〔売薬規則施行ニ付達〕 明治10. 2 右大臣岩倉具視→広島県令藤井
勉三→区長

刊

A32 〔死亡届ニ付県達〕 明治11～12 綴

A32 広島県令通牒
※伝染病予防法心得書の綴

明治13.12.13 刊

A33 伝染病患者届出手続　郡長県令通牒 明治18. 2.16 竪冊

A33 明治十三年死亡表 綴

A33 解剖許可願 小川清介 綴

A33 薬価規則 明治20. 7 佐伯医会 一紙

A33 最早発見ノ原因 竪冊

A34 〔診断書等綴〕 綴

A34 狂犬咬傷恐水病治験 竪冊

A34 明治十二年虎列刺病流行ニ付舩改所御設
置小沢周兵衛之宅舩客

竪冊

A35 御伝記写 冊

A36 〔医師心得〕 天和 2 西吉兵衛 一紙

A36 〔書翰巻子〕
※緒方洪庵・姫井育太郎他よりの書翰

巻子

教育

B4 〔学務関係法令〕　1 明治14～18 刊

B5 〔学務関係法令〕　2 明治16. 5. 7 広島県大書記官平山靖彦 刊

B7 明治十六年度公立小学校地方税補助費 明治17. 6.30 広島県令千田貞暁 刊

B8 興芸西社第五回報告 明治17 刊

B14 陳情書
※教員給与改善について

昭和26.11.13 広島市高等学校教職員組合（基
町高校・舟入高校）→浜井信三
市長

B15 襲い来る教育危機の実相 昭和26. 9.10 広島県教職員組合情宣部 刊
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戦災・復興

B12 記録簿 昭和16～17 草津国防婦人会 竪冊

B11 大隊日誌　昭和二十年八月六日戦災 広島市草津大隊 竪冊

B11 物資受入覚〔抄〕 昭和20. 8.6～ 竪冊

B11 物資調達〔抄〕 昭和20. 8.6～ 広島市義勇隊草津大隊 竪冊

B11 給与日誌〔抄〕 昭和20. 8 大隊本部 竪冊

B11 戦災者統計　昭和二十年八月六日 広島市義勇隊草津大隊 竪冊

B11 戦災調査簿　昭和二十年八月十日調 広島市義勇隊草津大隊 竪冊

B11 金銭出納簿〔抄〕 昭和20. 8 草津大隊経理掛 竪冊

B11 草津救護所関係書類 昭和20. 8 竪冊

B13 恩賜財団広島県支部草津さくら寮概要 昭和24. 9 西富寮長 竪冊

B10 草津壮年聯盟 昭和24. 6 聯盟長山田隆良 竪冊

B16 広島平和都市建設構想案 昭和25.10 広島市役所市長室 刊

B18 広島平和記念都市建設協議会第一回委員
会記録

昭和25.11.22 刊

B18 広島平和記念都市建設法第五条の規定に
基く報告書

昭和26. 2. 1 広島市役所 刊

B18 広島平和記念都市建設事業計画案 昭和26. 3. 7 広島市 刊

B18 昭和二十六年度平和協会行事計画案　附
予算書

刊

B18 Peace City HIROSHIMA 刊

B17 市長表彰審査資料 昭和34. 3 広島市役所市長室

証文

A5 佐伯郡草津村年行司大野屋嘉七家株田畑
品書証文控
※草津村網座免許に付仕入銀引当とし
て

天明 2.12 年行司大野屋嘉七→庄屋吉郎次
他

一紙

A6 〔佐伯郡草津村年行司大野屋嘉七家株田
畑品書証文〕覚
※草津村網座免許に付仕入銀引当とし
て

天明 2.12 年行司大野屋嘉七→庄屋吉郎次
他

一紙

A6 当村年行司両人家株田地品書証文取次添
書控（2通）

天明 2.12 庄屋吉郎次他→佐伯郡役所 一紙

A6 〔草津村網座受払之節立会之骨折料并雑
用銀下渡〕覚

卯12 永原十六郎他→草津村庄屋吉郎
次

一紙

A6 〔網座筆墨紙等代其他網座へ出勤長百姓
等へ御下ケ米銀受取〕覚

卯12 庄屋吉郎次→役所 一紙

A5 〔蠣株質入証文〕覚 文化 2.閏8 株主万屋八右衛門他→阿賀屋善
左衛門

一紙

A5 〔蠣生場所買受証文改ニ付〕覚 （文化 8）5 草津村大野屋藤右衛門 一紙

A8 〔松本屋勘右衛門へ蠣株戻し方ニ付証文〕
覚

文政 9. 8 仲間惣代木屋周蔵他→蠣支配方
文次

一紙

A5 〔村方仕法銀〕借用証文之事 天保 8. 2 拝借主山口屋茂兵衛他→村方役
人衆中

一紙

A5 〔家屋鋪地・蠣株・灰株・殿様新開〕永代
譲リ渡ス証文之事

天保 8.10 譲主松屋文次他→譲受松屋栄吉 一紙

A5 〔蠣仕込銀〕御拝借仕証文之事 慶応 4. 9 筆頭清次郎他・支配人西文次→
庄屋甚右衛門他

一紙
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A5 〔蠣篊仕入銀〕御拝借証文之事 明治 2. 4 筆頭清次郎他・蠣屋支配人西文
次→庄屋甚右衛門他

一紙

A5 〔出帆銀〕御拝借証文之事 明治 2. 9 筆頭清次郎他・支配人西文次→
庄屋甚右衛門他

一紙

A5 拝借証文之事
※暴風のため出船不能に付

明治 7.10 筆頭木田善助他→戸長山中六右
衛門他

一紙

A5 〔蠣商事用御下ケ金〕御拝借証文之事写 明治 8.10 蠣屋仲間筆頭木田善助他→山中
六右衛門

一紙

A5 〔蠣商事用御下ケ金〕御拝借証文之事 明治 8.10 蠣屋仲間筆頭木田善助他→山中
六右衛門

一紙

A5 〔蠣商事用御下ケ金〕御拝借証文之事 明治 9.10 蠣屋仲間筆頭木田善助他→山中
六右衛門→小泉末兵衛

一紙

A8 海面拝借地譲渡証 明治14. 3 厳島室町松助他→草津村蠣屋惣
代高木三右衛門他

一紙

A8 貝類養育営業仕馴無代譲受証 明治14. 6.19 仁保島渕崎浦譲受人池田治平他
→蠣営業惣代高木三右衛門

一紙

A8 船書入証（2通） 明治18. 7. 6 草津村借主川崎藤三郎他→金主
小川清介

一紙

絵図

A9 〔草津・江波両村瀉境界絵図〕 明和 一紙

A9 佐伯郡海老塩浜之図 文化 2

A9 草津浦海苔篊刺立候ニ付江波嶋ヨリ相障
争論相成瀉分リ方位入用ニ付如斬夫々見
通ヲ相建ル〔絵図〕

嘉永 3. 5 一紙

A8 〔草津村波止沖篊ニ付絵図提出申渡書写〕 未5.15 佐伯郡番組→割庄屋小作 一紙

A10 第四大区一小区草津村沖瀉合蠣活場・貝
類活場野取図

明治11. 4.22 一紙

A10 海苔篊場・蠣篊場・蠣養育場・貝類養育
場図面纒

明治21. 4 草津戸長役場 綴

A10 〔厳島室浜付近蠣生場絵図〕 一紙

A10 厳島駈合書控
※室浜蠣活場図面調整に付

6.11 戸長山中六右衛門他→戸長酒井
禄一他

一紙

A10 第四大区一小区草津村沖瀉合貝類養育活
場図（2舗）

一紙

A9 第四大区一小区古江村〔絵図〕 明治 一紙

A9 〔草津村絵図〕 明治 一紙

A10 〔絵図〕 一紙

A10 〔図面〕 一紙

家

A12 備忘録
※医業関係

明治 5. 7～明治10.11 竪冊

A19 備忘日記　第四号　明治三十五年三月
〔抄〕

横半

A19 備忘日記　第五号　明治三十五年九月
〔抄〕

横半

その他

A13 老のくりこと　目次　第一～五巻（5冊） 竪冊

A14～18 老のくりこと　一～五 明治33～37 竪冊
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A3 芸備故城志　完 元文 2跋 竪冊

A3 芸備古跡志　北
※巻4・5

文化 3 勝島惟恭 竪冊

A12 〔西家系譜〕 明治 8. 9 小川清介 一紙

A12 益友懇親会盟約書 明治16. 2 竪冊

A12 薦告書
※西氏代々の功労碑建設に付

明治27. 3 建碑工事相当委員総代高橋宗房
→西加二太

一紙

A12 草津兎山共有墓地墓誌 昭和25 綴

A10 〔草津村戸長役場保存文書抜書〕 明治20.11 桃之舎主人 竪冊

A10 草津村万差出シ之御帳 元禄 6. 6

A10 〔無免許海苔篊抜取示達一件ニ付難渋者
へ褒美銀下賜等申達書写〕

戌7 加藤衛守→草津村庄屋文次他

A10 〔草津村湊口へ魚ひび建調方免許状〕 未8 大野是助他→草津村庄屋治兵衛
他

A10 〔草津村御仕向鰯網漉立仕入銀下ケ渡ニ
付網座引受役申渡覚〕

寅10 永原小十郎他→草津村庄屋吉郎
次・与頭共

A10 〔明治廿年八十歳ナル老人吉田武兵衛・
同年堺伊三郎母タツノ話〕

明治20

A36 谷の落葉
※緒方洪庵書翰・小川敬司関係書類等
を表装

巻子

P01
46 香川家（尾崎八幡宮）文書

中世の尾崎八幡宮文書，安永6～天明2年社倉日記，天明元～3年15郡社倉約，朱子社倉法等など，社倉関係
記録類

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

中世文書

A1 〔尾崎八幡宮文書第1巻〕（1～5号） 明応10. 4.25～
寛永 7.10.14

巻子

A1 〔尾崎八幡宮文書第2巻〕 天文23. 8～慶長19 巻子

A1 〔矢野八幡宮〕社司系図 巻子

支配

C1 村方諸村共書達控　全 明和 8. 8～寛政 4.11 竪冊

C2 御代官所願書并村方駈合状控　先考壱巻 天明 2. 4～寛政 4. 2 竪冊

C2 御代官所願書諸控村方駈合〔状控〕弐巻 寛政 4.11～寛政 8.11 竪冊

C2 御代官所願書吉田家駈合控　外ニ勅使諸
控　港

寛政 9.11～文化 8.12 竪冊

凶荒・救恤

A2 朱子社倉法和解　序 享保18 竪冊

A3 社倉攷意　全 延享 4.11 竪冊

C6 〔社倉誓約書〕（6巻） 明和・安永・文政年間 巻子

A4 代官所差出控　全 明和 7～安永 2 香川将監 竪冊

C3 社倉日記　坤 安永 2～6 竪冊

C4 社倉日記・諸控合巻　下 安永 9～天明 2 竪冊
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A6 正徳・河合社倉法大意　全 天明元. 8 竪冊

A5 辛丑十五郡社倉約　秋〔抄〕 天明元.11 竪冊

A5 壬寅十五郡社倉約　冬〔抄〕 天明 2.11 竪冊

A5 癸卯十五郡社倉役　壱〔抄〕 天明 3.12 竪冊

A5 安芸郡村々神納麦寄附帳 安政 2. 2 芸備総鎮守大宮司香川佐渡守・
香川清人・同内渡辺寿三郎

竪冊

A5 安芸郡村々社倉貯物辻寄帳 明治 3.10 社倉支配役官右衛門他→矢野村
香川清人

竪冊

A6 朱子社倉法　全 朱熹 刊

A6 朱子社倉事目　完 加藤友徳（十千） 竪冊

A6 朱子社倉事目浅解　完 加藤友徳（十千） 竪冊

家

C7 社録　天・地・人（3冊） 元文 3～安永10 竪冊

C5 社日記 天明 2～5 竪冊

A7 安芸郡矢野村香川正直事蹟 竪冊

宗教

A8 仮名縁起 宝暦 2.11 香川日向 巻子

A8 ◦沼田郡八木村権五郎景政霊社之縁起 正徳 2. 9 落葉沙門梅月堂堯真宜阿

A8 ◦奥海田村〔出崎森〕八幡宮由来書

A8 ◦尾長天神宮伝来 宝永 7. 3.晦 完主渡辺図書→奉行所

A8 ◦安南郡矢野村八幡宮縁起 寛永 3. 2.12 香川左近国久

A8 ◦矢野村愛宕岩大権現宮縁起 寛永 3. 2.12 香川左近国久

A8 ◦平谷産社由来書 延宝 9. 2. 7 庄屋新兵衛→黒部喜兵衛・上坂
三郎兵衛

A8 吉田家之記 宝暦 2.11 香川日向 巻子

A8 国府之記 宝暦 2.11 香川日向 巻子

P01
49 久都内家（亀崎八幡宮）文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 毛利元就寄進状写 永禄元.11 毛利元就→香川大□大夫 竪紙

A1 〔中深川村国郡志下調書出帳写〕 文政 2. 7 竪冊

A2 〔久都内家文書〕（1～2号） 永正 2.12.13～
慶長4. 9. 6

巻子

A2 久都内氏家系記録 竪冊

P01
50 窪田家文書

粟根村（現福山市）における明治初期の地方啓蒙思想家として著名な窪田次郎の文書。一部同家伝来の近世
文書を含む。現在、広島大学文学部有元研究室に寄託されている。文書の大部分は、次郎の息子、窪田定氏
により、再整理・編綴されている。目録ではこれを尊重しながら、編綴されている原文書を列記した。
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窪田家伝来文書

A1 依門下学生懇求弁証配剤諷講 弘治 2.11.19 窪田吉兵衛 竪冊

A1 算用覚書・〔書法之事〕 （延宝 9. 5） 窪田善兵衛健寛 横半

A1 諸疾宜禁集 寛永 9. 6 窪田吉兵衛尉 竪冊

A4 粟根村免割目録断簡 明暦 3.11.24 →庄屋善兵衛 一紙

A1 やなミ帳　あわね村家並御改帳 明暦 3.12 竪冊

A1 粟根村古絵図　四枚 享保14，寛政 2・寛政 3 一紙

A1 水野日向守家中名 横半

A1 粟根村御免割目録　寛文五巳年・寛文八
申年・延宝六午年・天和二戌年・貞享二
丑年合綴

竪冊

A1 ◦粟根村巳之御免割目録 寛文 5.12.11

A1 ◦粟根村申之御免割目録 寛文 8.12. 7

A1 ◦粟根村午之御免割目録 延宝 6.11.29

A1 ◦粟根村酉之御物成払目録 天和 2. 3

A1 ◦丑年御免割目録　粟根村 貞享 2.11.29

A4 卯御免割目録 一紙

A4 〔貞享元年分諸小物成等請払算用書〕 貞享 2. 8.26 上田四郎左衛門・小場兵左衛門
他→

一紙

A1 御代官口村々家並之帳　貞享二丑改 貞享 2.10. 8 横半

A1 御領内村々大高帳 貞享 4.12 横半

A2 代々之庄屋扱文書記入綴　自善兵衛家寛
至善十郎勝寛

貞享 5. 2～延享 4.12 竪冊

A4 〔元禄元年分諸小物成等請払算用書〕 元禄 2. 7. 6 上田四郎左衛門・小場兵左衛門
他→

一紙

A4 〔粟根村弥兵衛所有ノ北山村山畑ヲ北山
村庄屋検地ノ際荒地ト書上ゲタルニ付〕
乍恐口上覚

元禄12. 7.21 粟根村地主弥兵衛他→代官役人
衆中

一紙

A4 〔粟根村弥三所有ノ北山村山畑ヲ北山村
庄屋検地ノ際荒地ト書上ゲタルニ付〕乍
恐口上覚〔写〕

元禄12. 7.21 粟根村地主弥三他→代官役人衆
中

一紙

A2 社寺領　草山野山小林 元禄12 竪冊

A2 備後国安那郡北山村御林野山社山小林帳
〔写〕

正徳元. 6 竿奉行荒尾長兵衛他 竪冊

A2 飢饉救助同下賜銀記 享保18 竪冊

A2 ◦丑春飢候難儀人江合力帳　安那郡粟根
村

享保18. 3 粟根村庄屋善十郎→笠岡御役所

A2 ◦貧窮人救候者共江御銀子被下置候ニ付
頂戴仕候御請書

粟根村庄屋善十郎他

A3 田畑反別分米名寄帳　粟根村 享保20.12 竪冊

A4 元禄元辰 元文二巳迄五拾ケ年間御普請
訳明細書帳　安那郡粟根村

竪冊

A4 一ツ橋御貸附銀返納請取通　安那郡粟根
村

寛延 2.11 内方鉄五郎 一紙

A4 〔粟根村元文二年 拾三ケ年之内年々起
返高并損毛田畑高吟味ニ付書〕覚

（寛延 4）8 粟根村庄屋善十郎他→天野助次
郎様上下役所

一紙

A4 〔酒造株銀請取譲渡証文控〕 明和 3. 4 粟根村宗助他→山野村権七郎 一紙
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A4 〔酒造株半分売渡証文写ならびに上下役
所へ届書〕

明和 3. 4・明和 4.12 粟根村宗助他→山野村権七郎他 一紙

A4 乍恐以書付奉願上候
※江戸表より被召出に付代人出立願書

（明和 4）12.29 粟根村庄屋宗助他→上下役所 一紙

A4 〔江戸下向ニ付番所通行願書〕覚 （明和 5）1 粟根村庄屋宗助→番所 一紙

A4 乍恐以書付奉願上候
※宗助酒造株売渡一件に付出府中の宗
助代茂右衛門帰国願

（明和 5） 粟根村宗助代茂右衛門→奉行所 一紙

A4 〔去々子年貢廻米代石代銀〕請取手形覚 明和 7. 9 安那矢川村惣百姓→粟根村庄屋
惣助

一紙

A4 安永九年田畑高反別　延享二年山藪畝 竪冊

A4 ◦田畑高反別書上帳　安那郡粟根村 安永 9. 7 粟根村庄屋仁右衛門→上下役所

A4 ◦備後国安那郡粟根村山藪畝書上ケ帳 延享 2. 3 粟根村庄屋善右衛門他

A4 〔芦原村用水池手入ニ付〕差上申一札之
事

寛政 3. 4 芦原村庄屋京四郎他→上下役所 一紙

A4 寛政五丑年御貯養籾小前貸渡帳　粟根村 寛政 5. 7. 8 横長

A4 田地証文一札之事 寛政 6. 2 地主伊助他→五郎左衛門 一紙

A4 巳年五人組御改帳　備後国安那郡粟根村 寛政 9. 3 粟根村五人組小頭→上下役所 竪冊

A4 助情講帳　粟根村金剛地 文政 4.11 簗瀬村彦太郎母・金剛地数衛 竪冊

A4 〔三原法華宗妙正寺住職就任ニ付日雅願
書〕

文化14. 9.29 下総国法宜院住持日雅→都築蘇
門

一紙

A4 蓮長山妙永寺記録　天正元癸酉書改・享
保三戊戌書改・文政十三庚寅書改

竪冊

A4 趣法講帳 弘化 2.11～安政 2.11 竪冊

A15 第三級書取用　書牘類語・官名　窪田類 窪田温寛 竪冊

A4 〔粟根村〕仮免状 卯9 大（岡）源右衛門 一紙

A4 〔行路病者診察〕御糺ニ付口上書 申12.21 粟根村窪田重秋→大岡源右衛門
様御手附高木

一紙

A4 乍恐以書附奉願上候
※粟根村馬五郎妙永寺の什物・仏具等
を質入れ不返に付

一紙

A4 〔不用溜池〕御吟味ニ付以書付奉申上候 亥11 矢川村庄屋宗助・百姓代宇兵衛
→上下役所

一紙

A4 〔元文二年以来粟根村内井堰・堤等普請
箇所書上書〕

戌2 善十郎他→役所 一紙

A4 乍恐以書付御歎奉申上候
※備中後月郡高屋村加助郷之儀に付助
郷御免願書按

亥4 粟根村・矢川村庄屋宗助他→野
村彦右衛門手代吉村喜惣治他

一紙

A4 〔弥三・弥右衛門争論ニ付口上〕 一紙

A4 乍恐差上申口上書
※年貢納入日限延期に付

酉12 吉兵衛他→上下役所 一紙

窪田次郎－民生

A5 〔福山藩官禄表〕 一紙

A5 奉郡令書 竪冊

A5 ◦叱正〔奉郡令書〕〔草稿〕 明治 3 細川貫一郎・窪田次郎

A5 ◦奉郡令書〔草稿〕 明治 3 細川貫一郎・窪田次郎

A5 ◦奉小田郡令書〔草稿〕 明治 3 細川貫一郎・窪田次郎
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A5 ◦奉郡令小田公館下〔草稿〕 明治 3. 3 細川貫一郎・窪田次郎

A5 ◦叱正〔奉郡令書〕〔草稿〕 明治 3. 3 細川貫一郎・窪田次郎

A5 報国両替社 竪冊

A5 ◦報国両替会社旨意 明治 4. 4 福山藩庁

A5 ◦報国両替会社旨意〔草稿〕 明治 4 窪田次郎

A5 ◦報国両替会社旨意〔草稿〕 明治 4 窪田次郎

A5 ◦報国会社ノ規則布告ノ引〔報国両替会
社旨意草稿〕

明治 4 窪田次郎

A5 〔雑税廃止および輸出入税附加の建言〕 明治 4 窪田次郎 竪冊

A5 下議員結構ノ議案 竪冊

A5 ◦下議員結構ノ議案 明治 5. 9.25

A5 ◦下議員結構ノ議案 明治 5

A5 建白献言伺 竪冊

A5 ◦東城福山県道改線之建白〔草稿〕 （明治12） 窪田次郎

A5 ◦東城福山県道改線之伺〔草稿〕 （明治12） 窪田次郎

A5 ◦〔備後六郡転管願〕〔草稿〕 明治 9 窪田次郎

A5 ◦若連中并講中御禁止奉願 明治 5. 9 窪田次郎

A5 ◦若連中并講中等御禁止奉願 （明治 5. 9） 窪田次郎

A5 ◦大麻之義ニ付乍恐奉献言候 明治 6～7頃 窪田次郎

A5 ◦地券証名目ニ付御公議伺書 明治 7. 3.17 窪田次郎→小田県権令矢野光儀

A5 ◦地券証名目ニ付御公議伺書 明治 7. 3.19 窪田次郎→小田県権令矢野光儀

A6 衡量算社保合録題辞・養蚕伝習約束書 竪冊

A6 ◦衡量算社保合録題辞 明治 8.10. 1 窪田次郎

A6 ◦養蚕伝習約束第一節 明治 7. 4 窪田次郎他

A6 蛙鳴 竪冊

A6 ◦明六雑誌蛙鳴評〔加藤弘之の論を評
す〕

明治 7 窪田次郎

A6 ◦天文台創立ノ説 窪田次郎

A6 ◦小田ノ蛙第一鳴〔蛙鳴第一回会合にお
ける演説（草稿）〕〔2通〕

明治 8. 1.11 窪田次郎

A6 ◦〔大麻奉祀式につき四方有識者に質す〕 明治 8. 2. 1 窪田次郎

A6 ◦〔蛙鳴社中地方官会議傍聴人につき諸
府県平民へ告文〕

明治 8. 6.21 小田県蛙鳴社中→諸府県平民達

A6 ◦小田県蛙鳴会宿題 明治 8

A6 ◦備後安那郡神辺駅光蓮寺蛙鳴会演説 明治 8. 7.11 窪田次郎

A6 ◦小田県蛙鳴群約束并題辞 明治 7.12. 5 窪田次郎他→小田県区長

A6 奉矢野権令書・民撰議員ノ議・賞賜局開
度ノ義献言

A6 ◦〔諸件伺書草案〕 明治10 窪田次郎

A6 ◦奉矢野権令書〔草稿〕 明治 7. 7. 5 窪田次郎

A6 ◦奉矢野権令書〔草案〕 明治 7. 7. 7 窪田次郎

A6 ◦民撰議院ノ儀ニ付願書 明治 7. 6.27 窪田次郎他→小田県令矢野光儀
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A6 ◦六月二十七日差上候願出之義ニ付伺 明治 7. 7. 9 窪田次郎・坂田丈平→小田県権
令矢野光儀

A6 ◦民撰議院ノ義ニ付願〔草稿〕 明治 7 窪田次郎

A6 ◦内務省中へ賞賜局被為開度義献言〔草
稿〕

明治 7. 3 窪田次郎→小田県権令矢野光儀

A6 ◦内務省中へ賞賜局被為開度義献言 明治 7. 3 窪田次郎→小田県権令矢野光儀

A6 奉天匡救ノ諸君ニ質ス 明治 9.12.25 窪田次郎 竪冊

A6 農民費用平均見込 竪冊

A6 ◦備後国安那郡粟根村農民費用平均見込
表

明治 9. 2.21 窪田次郎

A6 地租改正 竪冊

A6 ◦〔地租改正〕収獲差違歎願 明治10. 1～
明治10. 2.19

粟根村小前惣代瀬良寛右衛門他
→広島県令藤井勉三

A6 ◦山林丈量御延期歎願 明治10. 3 粟根村月番十長西村鉄五郎他→
広島県令藤井勉三

A6 ◦愚民共未タ了解不仕条件伺書〔地租改
正につき歎願伺い〕

明治10. 4～
明治10. 5. 7

十九大区十小区月番十長野田柳
助他→広島県令藤井勉三

A6 ◦地租改正願書御下戻願 明治14.10 粟根村人民総代井伏民左衛門他
→（広島県令千田貞暁

A6 ◦地租改正願書御下戻願 明治14.10. 5 粟根村人民総代井伏民左衛門他
→広島県令千田貞暁

A7 粟根村地価取調帳綴　明治八年宅地・明
治九年田畑・明治十五年山林

竪冊

A7 ◦地価取調帳〔写〕　安那郡粟根邨 明治 8. 9.25 小田県第六大区小十五区安那郡
粟根村百姓惣代・立会人

竪冊

A7 ◦地価取調帳〔写〕　安那郡粟根村 明治 9. 3 竪冊

A7 ◦山林部地価取調帳〔写〕　安那郡粟根
村

明治15. 8 安那郡粟根村戸長槇尾太市→広
島県令千田貞暁

竪冊

A7 地価取調帳写 横長

A7 細勤社書類　一 明治 5. 9 竪冊

A7 細勤社書類　二 明治 8～ 竪冊

A8 書価受取帳 明治 6. 4～明治15. 3 窪田次郎・細勤社主店 横半

窪田次郎－医療・衛生

A4 〔明治初年医治ヲ以テ窪田次郎福山藩へ
出仕ノ頃医治ニ関スル議事会場へ張付ノ
札〕（2通）

（明治初） 一紙

A4 〔石炭酸溶水代等請取書〕 明治12.11.22 横田甫→瀬良寛右衛門 一紙

A8 医学校 竪冊

A8 ◦〔広島県公立医学校設立協議のため出
頭命令に関する件〕

明治 9. 6.24～
明治 9. 7.11

広島県令藤井勉三・窪田次郎

A8 ◦〔医院教授兼薬局司辞職願〕 明治 3. 8.19 窪田次郎→権小参事

A8 ◦医学教場取立奉願候事 明治 3頃 窪田次郎

A8 ◦〔岡山県〕病院御新築ノ風説ニ付建白 明治12 窪田次郎

A8 ◦田舎医術調所兼診判所建立大意 明治 6. 8 窪田次郎

A8 ◦県内医薬取扱候者一同へ医書研究ノ御
教令願

（明治 5） 窪田次郎

A8 地方開業医公会設置建言 明治12. 2.11 竪冊
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A9 医会 竪冊

A9 ◦安那郡共立衛生会結約書 明治15 刊

A9 ◦医学研究会書類〔児島郡医学研究会の
届〕

明治13.12

A9 ◦私立医学講習所学而社御届 明治11.12.13 久山保定・窪田次郎→浅口郡長
帖佐謙吉

A9 ◦小田郡開業医士規約書 明治17. 1.15

A9 ◦浅口郡医師第三組合細則・浅口郡医師
第三組合常例会日式

明治18 浅口郡第三組長江原方策→岡山
県令千坂高雅

A9 ◦小田郡共立医会明命社創立撰定書 明治12.13

A10 診療 竪冊

A10 ◦随意漫筆 窪田次郎

A10 ◦衛生法普及の策 明治17頃 窪田次郎

A10 ◦民間衛児ノ一法 明治11 窪田次郎

A10 ◦医学講習社中解剖式 明治10 窪田次郎

A10 ◦渡世会話勧誘文 明治15. 1. 4 窪田次郎

A10 ◦祝文一章 明治17. 6. 1 窪田次郎

A10 ◦天授ノ中毒

A10 ◦〔矢吹久治郎室診療記録〕 明治 7 窪田次郎

A10 ◦〔診療簿〕

A10 ◦〔矢吹伝平診療記録〕

A10 ◦和田コトノ病体解屍臨時結社約束書 明治16 刊

A10 ◦和田琴野解屍経歴書・所見書・出納報
告

明治16. 9 刊

A10 ◦送解屍和田琴野干浄土序 明治16 窪田次郎

A10 ◦送解屍和田琴野ノ柩序 明治16 窪田次郎

A10 ◦和田琴野病躰経歴書 明治16 窪田次郎

A10 ◦和田コトノ患部解剖所見 明治16

A10 ◦前川森蔵療養書類 明治11 刊

A10 ◦奉天会第十九会日前川森蔵臨床講義 明治11.11
（明治12. 1.20）

窪田次郎

A10 ◦前川森蔵容体書　第二号〔原稿〕 明治11 窪田次郎

A10 ◦〔前川森蔵解剖所見〕 明治12. 2 窪田次郎

A10 ◦相愛社規則書題辞 明治15 窪田次郎

A10 ◦奉天会第二十九会日　愈止社長窪田次
郎社中へ演説ノ筆記

明治12 窪田次郎

A10 ◦再明命社新々社流形社循環社其他知友
ニ忠告ノ文

明治12. 7.28 窪田次郎

A10 ◦備中国小田郡明命社備後国安那郡相愛
社諸氏へ新年ヲ賀スル書（2通）

明治13 窪田次郎

A10 ◦岡山県小田郡共立医会明命社同業諸氏
へ忠告ノ文

明治12. 6.26 窪田次郎 刊

A10 ◦〔安那郡共立衛生会における演説草稿〕 明治18. 4.17 窪田次郎

A10 診療 竪冊
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A10 ◦民間衛児ノ一法（2通） 明治11 窪田次郎

A10 ◦照影望診法略記（3通） 明治14. 2.15 窪田次郎

A10 ◦同盟社中勉強之標目 明治14. 1. 1 窪田次郎

A10 ◦報知新聞覧観ノ諸君ニ告ル書（2通） 明治17. 7.　5 窪田次郎

A10 ◦備後国安那郡川南村字片山風土病調査
ニ付本部医生臨時会合ノ席上窪田次郎
ヨリ差出セシ議案

明治16 窪田次郎

A10 ◦バゼドビ病婦診査筆記（2通） 明治18 窪田次郎

A10 ◦バゼドビ病記事 明治18 窪田次郎

A10 ◦望診発明宴会演舌 明治 9.11.26 窪田次郎

A11 虎列刺病関係 窪田次郎 竪冊

A11 ◦コレラ病原因取調掛任命関係（4通） 明治12. 8～9

A11 ◦アッキンソン宛書簡草稿 明治10.10.27 窪田次郎→アッキンソン

A11 ◦奚疑艸盧杜撰録〔コレラ病の療法〕 明治12 窪田次郎

A11 ◦虎列刺病流行ニ付新々社中独立医伺書 明治12. 7.15 新々社中独立医学総代窪田次郎
他→浅口郡長帖佐謙吉

A11 ◦虎列刺患者受持場御届 明治12. 6.16 窪田次郎→川南分署

A11 ◦岡山県衛生報告　1号～5号〔コレラ
病対策〕

A11 ◦麻疹病注意之一斑 明治18. 5.17 窪田次郎

A11 ◦岡山県備中国小田郡共立医会明命社同
業諸氏へ忠告ノ文

明治12. 6.26 窪田次郎 刊

A11 指圧術 竪冊

A11 ◦岡山県備中国浅口郡第三組医風改良案
　第一号　指圧術予備言〔他に草稿2
通〕

明治27 窪田次郎

A11 病床記　林太郎・節子 明治18 竪冊

窪田次郎－文稿・思想

A12 記事稿 竪冊

A12 ◦〔被診者心得書〕緒言 窪田次郎

A12 ◦渡世会話勧誘文 明治15. 1. 4 窪田次郎

A12 ◦〔国会早期開設の建白〕 （明治12） 窪田次郎

A12 ◦奉老鉄艦書 窪田次郎

A12 ◦在東京大川本君ニ謝スル書〔地方官会
同につき意見〕

明治 8.10 窪田次郎

A12 ◦〔蛙鳴群の新聞投書〕 明治 7.11.28 窪田次郎他

A12 ◦〔岡山県私立衛生会員への意見〕 明治32 窪田次郎

A12 ◦〔乞食の処遇に関する建言〕 明治 3. 3.20 窪田次郎

A12 ◦〔続阿房漢会議〕 明治 8. 9 藤井平次〔窪田次郎起草〕

A12 ◦〔政談家への忠告〕 周隠居老聃〔窪田次郎〕
A12 ◦趙武霊王論〔3通〕 窪田次郎

A12 ◦楽毅論 窪田次郎

A12 ◦陳勝論〔2通〕 窪田次郎

A12 ◦読東方朔伝〔2通〕 窪田次郎
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A12 ◦読孫子〔2通〕 窪田次郎

A12 ◦書飛将軍伝後 嘉永 6 窪田次郎

A12 ◦送掘無彊帰石州津和野序〔2通〕 嘉永 5頃 窪田次郎

A12 ◦遊天神山記 嘉永 7.10 窪田次郎

A12 ◦蒼龍園記〔2通〕 窪田次郎

A12 ◦扇説送高木子寛帰濃州序 安政 3 窪田次郎

A12 ◦蛭説 （安政 3） 窪田次郎

A12 ◦晏嬰論 窪田次郎

A12 ◦王導論

A12 ◦信陵君論 窪田次郎他

A12 ◦送杉山咸池帰長州序 窪田次郎

A12 ◦長慤歌 明治初 博楽癲〔窪田次郎〕

A12 ◦不抜行・流蚕行 黍国医䉤老
A12 ◦謝安論 窪田次郎

A12 ◦論犢鼻褌王書 安政 2. 3 小邨医少納金不時破落家古〔窪
田次郎〕

A13 雑綴 竪冊

A13 ◦小田県新聞　第二号附録〔粟根村博聞
会記事〕

明治 6. 3 博聞会社中

A13 ◦封内布告 慶応 3.10

A13 ◦〔筑前黒田家 神辺駅扶助不行届ニ付
仕方書案〕

A13 ◦口上書 御書物師三家村佐平

A13 ◦意見書〔条約改正・立憲政体等につき〕 明治20頃

A13 ◦私学興譲館規則

A13 ◦〔芦原村より粟根村へ係る水渫床差縺
一件〕

A13 ◦〔江戸朋友よりの書翰　付ペリー横浜
接見聞記・唐人羅森との筆語〕

嘉永 7. 3.17

A13 雑綴 竪冊

A13 ◦〔医学講習社中解剖執行規定〕 明治10 窪田次郎

A13 ◦〔書籍購入綴〕

A13 ◦〔納米金願不受理の旨権少参事より学
校監事宛書状〕

明治 3.10.27 権少参事→学校監事

A13 ◦〔医院教授兼薬局司辞退につき給米金
返納願〕

明治 3.10.23 窪田次郎→医院

A13 ◦〔福山中学校維持之儀願書送付通知〕 明治19.12 福山教育義会幹事三浦義建・岡
田吉顕→窪田次郎

A13 ◦〔福山教育義会募集金預け金の件〕 明治20. 3.28 教育義会幹事三浦義建・岡田吉
顕→窪田次郎

A13 ◦〔会合通知〕 1. 8 教育義会岡田幹事→窪田次郎

A13 ◦〔福山教育義会資金募集の件〕 明治19.12.31 福山教育義会幹事三浦義建・岡
田吉顕→窪田次郎

A13 ◦〔小田県医学校兼病院設立会議出頭命
令書〕

明治 7. 6.13 小田県庁→窪田次郎
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A13 ◦〔ドクトル・ベルツ氏意見書肺肝二病
に関する件〕

明治16. 4.23 衛生局長長与専斎→岡山県令高
崎五六

A13 ◦明治六年十二月十六日医業取立臨時議
院之図式

明治 6.12.16

A13 ◦引渡書類目録 明治 7. 6.23 窪田次郎・坂田雅夫→平川良平
他

A14 政教一致ノ答 明治 5頃 窪田次郎 竪冊

A14 童豪法の枝折 窪田次郎

A14 ◦〔謡曲〕桃太郎 明治34頃 窪田次郎 竪冊

A14 ◦桃太郎　擬謡曲 明治34頃 窪田次郎 竪冊

A14 ◦童豪法の枝折 明治 6頃 窪田次郎 竪冊

A14 祭文 竪冊

A14 ◦祭朗盧先生文 明治14. 3. 6 窪田次郎

A14 ◦祭佐倉宗五郎君文〔2通〕 明治 9. 2 窪田次郎

A14 ◦前痴夢　後痴夢 明治 8頃 飄々子〔窪田次郎〕

A14 ◦答坂田警軒書〔漢文〕〔2通〕 明治25. 1.21

A14 ◦答坂田警軒書〔和文〕 明治25. 1.21

A14 熟語筌　全 安政 4 窪田次郎 竪冊

A15 和寛洋書筆写 窪田次郎 竪冊

A15 有余筆記 元治 2. 1 窪田次郎

A15 窪田次郎あて書翰（17通）

窪田次郎－履歴・顕彰

A15 窪田和寛〔次郎〕履歴 竪冊

A15 ◦亡窪田次郎略歴 大正12. 9.27

A15 ◦医員教授兼薬局司辞職願〔草稿〕 明治 3

A15 ◦窪田次郎履歴書 明治 6. 7.19 窪田次郎→小田県権令矢野光儀

A15 ◦窪田次郎履歴明細書 明治 8.10 窪田次郎→小田県参事益田包義

A15 ◦窪田亮貞履歴書 明治 6. 7.19 窪田亮貞→小田県権令矢野光儀

A16 次郎和寛遺訓　明治三十五年二月於岡山
寓居漂木園

窪田定 竪冊

A16 先考遺訓追憶記 明治35. 4.20 窪田定

A16 仁譲院〔窪田次郎〕贈位申請関係

A16 国家功績者故窪田次郎履歴一班 大正12 窪田定 竪冊

A16 〔故窪田次郎顕彰につき上申〕〔写〕 大正12. 6 杉山新十郎他→広島県知事 竪冊

A16 啓蒙所ノ由来（杉山新十郎氏手記ヨリ） 窪田定 竪冊

A16 三宅碩夫宛書翰 明治34. 2.18 窪田次郎 継

A16 福山学生会雑誌　58号
※啓蒙社及啓蒙所設立の由来

大正12.10.31 福山学生会 刊

窪田次郎－定・家政

A4 〔当巳年貢差支ニ付〕譲渡申水車証文之
事

明治 2.10 譲主粟根村九十郎他→窪田次郎 一紙

A17 地租上納扣 明治12～14 横半

A17 増租調査 竪冊
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A17 所得税納取調書 明治17～34 窪田次郎 竪冊

A17 〔田畑・山林等売渡証券〕〔8通〕 明治19～29 一紙

A17 田畑売渡代金之内請取証 明治21～31 竪冊

A17 地処売渡証書 明治27. 1.25 粟根寿市他→窪田次郎 竪冊

A17 地目変換届・土地合筆届〔5通〕 明治27. 4～6 窪田次郎→広島県知事鍋島幹 竪冊

A17 里道改修ニ付潰地土地筆届抄録 明治33. 1.19 窪田次郎→広島税務管理局長岩
嵜竒一

A20 〔共有地連名簿〕 竪冊

A20 ◦共有地連名簿 明治12 窪田次郎他 竪冊

A20 ◦共有地連名簿　安那郡粟根村〔付共有
地勘定明細簿　明治21～35年〕

明治21. 1.19～
明治35.11.14

窪田次郎・井伏民左衛門・井伏
朝一

竪冊

A20 家計節倹法盟約書　粟根村 明治 6.10. 5 安那郡粟根村月番拾長藤原治郎
衛他

竪冊

A20 妙永寺〔運営規則〕 （明治25） 竪冊

A18 地所小作証文 一紙

A18 小作覚帳　粟根村金剛地 明治10～15 横長

A18 田畑小作掛米取立帳　窪田 明治21 横長

A18 小作米収入帖 明治27.12. 9 横長

A18 窪田次郎所有地小作掛米扣帳 明治30.10.30 竪冊

A18 山本貸家賃請取通 明治25. 1～12 橋本→窪田 横長

A15 窪田勉二郎京都遊学費勘定 明治21.12.25 坂田丈平→窪田次郎 竪冊

A18 岡山時代ノ土地家屋 明治26～39 窪田次郎・窪田定 竪冊

A19 定相続当時之地所 窪田定 竪冊

A19 定相続当時ノ書画 窪田定 竪冊

A19 帰去来〔金剛地屋敷修理案〕 明治42～43 窪田定 竪冊

A19 財産目録 窪田定 竪冊

P01
51 桑原家文書

A1～7 〔郡村役方覚　高宮郡〕 横半

P01
52 己斐家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 道専譲状（1号） 歴応元. 8. 3 道専 竪紙

A1 慈雲譲状（2号） 康永 4. 6.29 慈雲 竪紙

A1 掃部頭親貞譲状（3号） 正平19. 8.13 掃部頭親貞 竪紙

A1 良親寄進状（4号） 応安 5.10. 8 良親→真如庵 竪紙

A1 中務少輔親冬寄進状（5号） 康暦 2. 8. 5 中務少輔親冬→真如庵 竪紙

A1 前能登守親冬寄進状（6号） 康暦 3. 2. 7 前能登守親冬→正覚寺 竪紙
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A1 前能登守親冬寄進状（7号） 康暦 3. 2. 7 前能登守親冬→ 竪紙

A1 前能登守親冬寄進状（8号） 康暦 3. 2. 7 前能登守親冬→真如庵 竪紙

A1 前能登守親冬寄進状（9号） 康暦 3. 2. 7 前能登守親冬 竪紙

A1 前能登守親冬寄進状（10号） 前能登守親冬 竪紙

A1 光珍寄進置文（11号） 至徳元.10.26 光珍 竪紙

A1 厳島社神主藤原了親書状（12号） 4.24 厳島社神主藤原了親→ 竪紙

A1 光珍請文（13号） 2.15 光珍 竪紙

A1 毛利隆元一行（14号） 弘治 3. 9.18 毛利隆元→ 竪紙

A1 毛利輝元仮名書出（15号） 元亀2.12.21 毛利輝元→ 折紙

A1 〔高田郡三田正覚寺由緒〕覚 寛永 6. 4. 8 竪紙

P01
53 佐々木家文書

広島県議会文書
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』2集に目録所収。

議会

A1 広島県臨時県会議事日誌 明治17. 2 刊

A2～4 広島県第六回通常県会議事日誌 明治17. 3～4 刊

A1 広島県臨時県会議事日誌 明治17. 4～5 刊

A5 広島県臨時県会議事日誌 明治18. 3 刊

A5 広島県臨時県会議事日誌附録 明治18. 3 刊

A6 第七回広島県通常県会議事日誌附録 明治18. 3～4 刊

A7 広島県臨時県会議事日誌 明治18. 9 刊

A8・9 広島県第八回通常県会議事日誌 明治18.11～12 刊

A10 第八回通常県会　第三・四号議案説明附
録

刊

A11 広島県第八回通常県会決議録 明治18.11 刊

A7 広島県臨時県会議事日誌 明治18.12 刊

A12 広島県臨時県会議事日誌 明治19. 8 刊

A12 広島県臨時県会決議録 明治19. 8 刊

A13・14 広島県第九回通常県会議事日誌 明治19.11～12 刊

A15 広島県第九回通常県会決議録 明治19.11 刊

A16 広島県臨時県会議事日誌 明治19.12 刊

A16 広島県臨時県会決議録 明治19.12 刊

A17 広島県臨時県会議事日誌 明治20.11 刊

A17 広島県臨時県会決議録 明治20.11 刊

A18・19 広島県第十回通常県会議事日誌 明治20.11～12 刊

A20 広島県第十回通常県会決議録 明治20.11～12 刊

A21 明治二十年度備荒儲蓄現金収支精算報告
仕訳書

広島県 刊

A22 広島県臨時県会議事日誌 明治21. 1 刊
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A22 広島県臨時県会議事日誌 明治21. 2～3 刊

A24 広島県郡部会議事日誌 明治21. 2 刊

A25 広島県臨時区部会議事日誌 明治21. 2 刊

A23 広島県臨時県会議事日誌 明治21. 3 刊

A23 広島県臨時県会議事日誌 明治21. 3 刊

A23 広島県臨時県会決議録 明治21. 3 刊

A24 広島県臨時郡部会議事日誌 明治21. 3 刊

A25 広島県臨時区部会議事日誌 明治21. 3 刊

A26・27 広島県通常県会議事日誌 明治21.11 刊

A28 広島県第十一回通常県会決議録 明治21.11 刊

A29 〔広島県通常県会議案〕 明治21.11 刊

A30 広島県通常郡部会議事日誌 明治21.12 刊

A31 〔広島県通常郡部会議案〕 明治21.12 刊

A32 広島県通常区部会議事日誌 明治21.11 刊

A33 広島県第十一回通常区部会決議録 明治21.11 刊

A34 〔広島県臨時県会議案〕 明治22. 3 刊

A35 広島県臨時県会議事日誌 明治22. 3 刊

A35 広島県臨時県会決議録 明治22. 3 刊

A37 〔広島県臨時郡部会議案〕 明治22. 3 刊

A36 広島県臨時郡部会議事日誌 明治22. 3 刊

A38 広島県臨時区部会議事日誌 明治22. 3 刊

A38 広島県臨時区部会決議録 明治22. 3 刊

A39・40 第十二回広島県通常県会議事日誌 明治22.11～12 刊

A41 広島県第十二回通常県会決議録 明治22.11 刊

A42 〔広島県通常郡部会議案〕 明治22.11～12 刊

A43 広島県通常郡部会議事日誌 明治22.11～12 刊

A44 広島県第十二回通常郡部会決議録 明治22.11 刊

A45 広島県通部市部会議事日誌 明治22.11～12 刊

A46・47 明治二十二年度地方税収入支出精算報告
書

刊

A48 明治二十二年度地方税支出予算増加 刊

A49 広島県臨時県会議事日誌 明治23. 1～2 刊

A50 広島県臨時郡部会議事日誌 明治23. 1～2 刊

A50 広島県臨時郡部会決議録 明治23. 1 刊

A50 広島県臨時郡部会議事日誌 明治23. 2 刊

A51 広島県臨時市部会議事日誌 明治23. 1～2 刊

A51 広島県臨時市部会決議録 明治23. 1 刊

A49 広島県臨時県会議事日誌 明治23. 5 刊

A50 広島県臨時郡部会議事日誌 明治23. 5 刊

A51 広島県臨時市部会議事日誌 明治23. 5 刊
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A52 広島県臨時県会議事日誌 明治23.10 刊

A52 広島県臨時県会議事日誌 明治23.10 刊

A52 広島県臨時県会議事録 明治23.10 刊

A53 広島県臨時郡部会議事日誌 明治23.10 刊

A53 広島県臨時郡部会議事日誌 明治23.10 刊

A53 広島県臨時郡部会決議録 明治23.10 刊

A54 広島県臨時市部会議事日誌 明治23.10 刊

A54 広島県臨時市部会議事日誌 明治23.10 刊

A54 広島県臨時市部会決議録 明治23.10 刊

A55 第十三回広島県通常県会議事日誌 明治23.11～12 刊

A56 広島県通常県会決議録 明治23.11～12 刊

A57 広島県通常郡部会議事日誌 明治23.11～12 刊

A58 広島県通常郡部会決議録 明治23.11～12 刊

A59 広島県通常市部会議事日誌 明治23.11～12 刊

A60 広島県通常市部会決議録 明治23.11～12 刊

A61 広島県臨時郡部会議事日誌 明治24. 4 刊

A61 広島県臨時郡部会決議録 明治24. 4 刊

A62 広島県通常市部会議事日誌 明治24. 4 刊

A63 臨時県会議事日誌 明治24. 6～7 刊

A63 臨時県会決議録 明治24. 6～7 刊

A64 臨時郡部会議事日誌 明治24. 6～7 刊

A65 臨時市部会議事日誌 明治24. 6～7 刊

A66 臨時県会議事日誌 明治24.11 刊

A66 臨時県会決議録 明治24.11 刊

A67 臨時郡部会議事日誌 明治24.11 刊

A68 臨時市部会議事日誌 明治24.11 刊

A69・70 通常県会議事日誌 明治24.11 刊

A71 第十四回通常県会決議録 明治24.11～12 刊

A72・73 通常郡部会議事日誌 明治24.11 刊

A74 広島県通常郡部会決議録 明治24.11～12 刊

A75 通常市部会議事日誌 明治24.11 刊

A76 広島県通常市部会決議録 明治24.11～12 刊

A77 明治二十四年度自二十四年四月至二十五
年三月広島県会議案

明治24. 4～明治25. 3 刊

A78 明治二十四年度自二十四年四月至二十五
年三月　広島県郡部会議案

明治24. 4～明治25. 3 刊

A79 明治二十四年度郡部地方税収入精算報告
書

刊

A80 臨時県会決議録 明治25. 2 刊

A81 臨時郡部会議事日誌 明治25. 2 刊

A81 臨時郡部会決議録 明治25. 2 刊
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A82 臨時郡部会議事日誌 明治25. 3 刊

A83 臨時県会議事日誌 明治25. 4 刊

A84 臨時郡部会議事日誌 明治25. 4 刊

A85 臨時県会議事日誌 明治25. 7 刊

A85 臨時県会決議録 明治25. 7 刊

A87 臨時郡部会議事日誌 明治25. 7 刊

A87 臨時郡部会決議録 明治25. 7 刊

A87・88 第十五回通常県会議事日誌 明治25.11 刊

A89 通常県会決議録 明治25.11 刊

A90 通常郡部会議事日誌 明治25.11 刊

A91 〔通常郡部会議案〕 明治25.11 刊

A92 通常郡部会決議録 明治25.11 刊

A93 広島県通常県会議案 明治25. 4～明治26. 3 刊

A94 広島県通常郡部会議案 明治25. 4～明治26. 3 刊

A95 臨時県会議事日誌 明治26. 2～3 刊

A95 臨時県会決議録 明治26. 2～3 刊

A96 臨時郡部会議事日誌 明治26. 2～3 刊

A96 臨時郡部会決議録 明治26. 2～3 刊

A97 臨時郡部会議事日誌 明治26. 3 刊

A97 臨時郡部会決議録 明治26. 3 刊

A98 臨時郡部会議事日誌 明治26.10 刊

A98 臨時郡部会決議録 明治26.10 刊

A99・100 第十六回通常県会議事日誌 明治26.11 刊

A101 第十六回通常県会決議録 明治26.11 刊

A102 通常郡部会議事日誌 明治26.11 刊

A103 通常郡部会決議録 明治26.11 刊

A104 明治二十六年度広島県通常県会議案 明治26. 4～明治27. 3 刊

A105 〔臨時郡部会議案〕 明治27. 1 刊

A105 臨時郡部会議事日誌 明治27. 1 刊

A105 臨時郡部会決議録 明治27. 1 刊

A106 臨時郡部会議事日誌 明治27. 3 刊

A106 臨時郡部会決議録 明治27. 3 刊

A107 臨時県会議事筆記 明治27. 4 刊

A107 臨時郡部会議事筆記 明治27. 4 刊

A108 明治二十七年度臨時広島県郡部会議事日
誌

明治27.10 刊

A108 明治二十七年度臨時郡部会決議録 明治27.10 刊

A109 第十七回明治二十八年度通常広島県会議
事日誌

明治27.11 刊

A110 明治二十八年度第十七回通常県会決議録 明治27.11 刊
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A111 明治二十八年度通常広島県郡部会議事日
誌

明治27.11 刊

A112 明治二十八年度通常郡部会決議録 明治27.11 刊

A113 臨時郡部会議事日誌 明治28. 3 刊

A114 臨時広島県会議事日誌 明治28. 9 刊

A114 広島県臨時郡部会議事日誌 明治28. 9 刊

A114 明治二十八年度予算増加臨時郡部会決議
録

明治28. 9 刊

A115 第十八回通常広島県成議案 明治28.11 刊

A115 明治二十八年度第十八回広島県会成議案
備考

明治28.12 刊

A116 明治二十八年度第十八回広島県会議事日
誌

明治28.12 刊

A117 通常郡部会成議案 明治28.12 刊

A117 通常郡部会成議案備考 明治28.12 刊

A118 通常郡部会議事日誌 明治28.12 刊

A119 臨時県会議事日誌 明治28.12 刊

A119 臨時郡部会議事日誌 明治28.12 刊

A119 臨時郡部会成議案 明治28.12 刊

A120 臨時県会議事日誌 明治29. 2 刊

A120 臨時広島県成議案 明治29. 2 刊

A121 臨時郡部会議事日誌 明治29. 2 刊

A121 臨時郡部会成議案 明治29. 2 刊

A122 明治二十九年度臨時郡部会議事日誌 明治29. 4 刊

A123 第十九回通常広島県会議事日誌 明治29.11～12 刊

A124 第十九回通常広島県会成議案 明治29.11 刊

A125 通常広島県郡部会議事日誌 明治29.11～12 刊

A126 通常郡部会成議案 明治29.11 刊

A126 通常郡部会成議案備考 明治29.11 刊

A127 臨時広島県会議事日誌 明治30. 7 刊

A127 臨時広島県会成議案 明治30. 7 刊

A128 臨時広島県郡部会議事日誌 明治30. 7 刊

A128 臨時広島県郡部会成議案 明治30. 7 刊

A129 通常郡部会議案并説明書 明治30.11 刊

A130 臨時県会郡部会議案并説明書 明治31. 2 刊

A131 明治三十五年度広島県歳入歳出決算報告
書

刊

A131 明治三十五年度広島県郡部歳入歳出決算
報告書

刊

A132 明治三十六年十月臨時県・郡部会議事日
誌

明治36.10 刊

A132 臨時広島県郡部会決議録 明治36.10 刊

A133・
134

明治三十六年通常広島県会議事日誌 明治36.11～12 刊
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A135 通常広島県会決議録 明治36.11～12 刊

A136 通常広島県郡部会議事日誌 明治36.11～12 刊

A137 明治三十六年度広島県歳入歳出決算報告
書

刊

A138 明治三十六年度広島県郡部歳入歳出決算
報告書

刊

A139 通常広島県会決議録 明治37.11～12 刊

A140 明治三十七年広島県県・郡部会議事日誌
綴込

明治37.11～12 刊

A141 通常広島県郡部会決議録 明治37.11～12 刊

A142 明治三十七年度広島県歳入歳出決算報告
書

刊

A143 明治三十七年度広島県郡部歳入歳出決算
報告書

刊

A144 〔明治三十七年度諸資金歳入歳出決算報
告書〕

刊

A144 明治三十七年度広島県歳入歳出予算更生 刊

A144 明治三十七年度広島県郡部歳入歳出予算
更生

刊

A145 臨時広島県会決議録・議事日誌 明治38. 2 刊

A145 ◦明治三十七年通常広島県会郡部会議事
日誌
※A140の一部を誤って合綴したも
の

A146 通常広島県会議事日誌 明治38.11～12 刊

A147 通常広島県会議案 明治38.11 刊

A148 通常広島県会決議録 明治38.11～12 刊

A149 通常広島県郡部会議事日誌 明治38.11～12 刊

県政

A150 広島岡山県界非変更陳情書 明治29. 4 広島岡山県界非変更同盟者総代
→内務大臣板垣退助

刊

金融

A152 〔広島県農工銀行〕営業報告書　第3期・
第12期

明治32・明治37 株式会社広島県農工銀行 刊

A152 〔吉田貯蓄銀行〕営業報告　第12期 明治38 株式会社吉田貯蓄銀行 刊

交通・運輸

A151 芸備鉄道株式会社定款 大正13. 5. 5 芸備鉄道株式会社 刊

A151 大社両山鉄道株式会社合併願・合同契約
書・起業目論見書・仮定款

明治29. 6. 8 大社両山鉄道株式会社創立発起
人船越衛他

刊

A151 芸備鉄道紛争問題ニ付株主諸君ニ謹告ス 大正14.11.21 株主有志団中和会 刊

教育

A157 修道館館舎新築趣意書 明治28. 7 修道館 刊

A156 広島高等女学校々費補助請願趣意書 明治28.11 刊

A155 教育通志　3号 明治28.12.25 教育通志社 刊

A153・
154

広島県私立教育会会報　7～10号 明治35～36 広島県私立教育会 刊

A155 高田郡私立教育会報　1号 明治37. 1 刊
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A156 広島県立広島高等女学校一覧 明治39. 5. 5 広島県立広島高等女学校 刊

A157 広島県職工学校諸規則 刊

A157 処務規程并処務細則及同則附則 広島県尋常師範学校 刊

産業

A158～
163

勧業雑報　17～52号（24・50欠） 明治14. 7～明治17. 6 広島県勧業課 刊

A164 勧業報告　17号 明治20. 5 広島県農商課 刊

A164 勧業報告号外　広島県興産義会々則・同
細則

刊

A164 勧業報告号外　第三回内国勧業博覧会出
品部類目録

明治21.12 刊

A164 勧業報告第二十号附録 刊

A165 勧業報告号外　第五回関西聯合府県共進
会ニ関スル告示訓令　第四回内国勧業博
覧会ニ関スル告示訓令

（明治27） 広島県内務部第三課 刊

A165 勧業報告（林業講和） 明治36. 6 広島県内務部第七課 刊

A166 私立広島県農会発起書 明治27. 1 私立広島県農会 刊

A166 私立広島県農会第一回報告 私立広島県農会 刊

A166 広島県農会第二回報告 明治27. 8 広島県農会 刊

A167～
172

広島県農会報　6・9・12・14・20・23～
33・36・50・53・56・75号

明治28～34 広島県農会 刊

A173～
176

農事試験場報告　10号～14号（13欠）作
物之部

明治37. 3～明治39. 3 広島県農事試験場 刊

A177 〔明治二十五年漁業関係書類綴〕

A177 ◦〔広島県漁業組合頭取意見書〕
※広島県漁業保護に関する

明治25.12 猪原康平→佐々木彦郎九 刊

A177 ◦紛争状況一班
※明治25年愛媛県漁民との紛争の
件

刊

A177 ◦広島県漁業組合規則 （明治25.11） 刊

A177 ◦漁業組合会決議不許可及ヒ豊浦漁場該
組合分離ニ関シ本県知事ニ対ヒ請願及
ヒ陳情シタル概意

明治25.12 豊浦漁場請願委員→佐々木彦郎
九

刊

A178 明治三十六年度広島県水産試験場事業報
告

明治37. 5 広島県水産試験場 刊

A179 広島県水産試験場概要 広島県水産試験場 刊

衛生

A179 広島衛生試験所設立趣旨書　附試験品目
明細表

明治26. 7 広島衛生試験所 刊

A180 広島衛生医事月報　1・9・13・17・18号 明治32～33 広島衛生医事月報社 刊

A181 広島博愛社設立趣旨書 刊

A181 ◦広島博愛社規則書 刊

A181 ◦広島博愛病院報告　第1号 （明治19） 刊

雑誌

A182 広島通信　1号・4号 明治38. 6・明治38.11 広島通信社 刊
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P01
54 重川家文書

高宮郡勝木村の庄屋・組頭・給庄屋等を勤めた重川家に伝来した文書（土地・村・治安・凶荒救恤・産業職業・寺
社宗教）

※原本を所蔵。『収蔵文書目録』4集に目録所収。

土地

A1 調子利登様御分高宮郡勝木村田畑御水帳 天保 4. 3 庄屋浅右衛門他 竪冊

A1 吉田御高帳 嘉永 3. 6 給庄屋徳太郎 横半

A1 中村様組高抜人別帖 天保 9. 7 給庄屋八右衛門 横半

A1 御明知方御高人別帖 嘉永 3. 4 庄屋八右衛門 横長

A1 御留山所立木松間数廻り寸并本数相改被
仰附改控帳

文化14. 7 庄屋浅右衛門他→山目付狩留家
村十五郎

竪冊

A1 御留山毛上御改帳　高宮郡勝木村 文化14.10 庄屋浅右衛門他→山目附十五郎 竪冊

A3 地券之証 明治 5.11 広島県令伊達宗興 一紙

租税

A4 諸御返上銀旧札以皆納可仕哉旨御答申上
ル書附　高宮郡勝木村（2通）

子2 庄屋徳太郎他→年寄上席組合割
庄屋愛次郎

一紙

村

A2 高宮郡勝木村さし出シ帖 貞享 2. 8 庄屋九郎右衛門他→西川甚内 竪冊

A2 高宮郡勝木村万差出帳 安永 6. 6 庄屋彦右衛門他→小嶋冨十郎 竪冊

A2 高宮郡勝木村万差出帖 寛政 4. 3 庄屋七郎右衛門他→寺田源蔵他 竪冊

A2 〔勝木村雨池・用水・往還橋等書出帳〕 文政 7. 2.26 →割庄屋孝右衛門 竪冊

A2 村方定書諸扣帖 竪冊

A3 村方入用銀借用〔証文〕 嘉永 4.12 借用主勝木村百姓惣次他→銀主
広島きぬや茂八

一紙

A3 村方入用銀借用証文之事 嘉永 6.12. 5 庄屋恒太郎他→銀主きぬ屋茂八 一紙

A2 村会議案　高宮郡勝木村 明治13. 3 戸長松浦寅之助 竪冊

A2 村会儀決定手控 明治13. 3.9～ 議長重川徳太郎 横半

A2 村会議決控 明治13.12.25～ 横半

A4 戸籍方郡村入費米割賦帳　第七大区四小
区勝木村

明治 6. 5 横長

戸口

A4 高宮郡勝木村百姓周左衛門帖外御願書付 亥4 父親周左衛門他→庄屋八右衛門
他→高宮郡役所

一紙

治安

A3 当村革田勘左衛門御吟味之節 御裁許迄
諸入用御免許等一件書類入（1袋〈3通〉）

天保 9.12. 6 袋

A3 上中野村平兵衛くりきおゐて打擲ニ逢候
一件御吟味伝ひニ依テ当村百姓庄吉・革
田角右衛門・同和田八御吟味屋敷へ御呼
出し一件書類入（1包〈3通〉）

嘉永 6.11～ 包

A3 〔隣村大毛寺村百姓新蔵御直訴仕候一件
ニ付〕口上書　高宮郡勝木村（2通）

亥5 庄屋徳太郎他→割庄屋吉五郎他 一紙

A3 〔可部町 飯室行急状隠置ニ付〕奉誤一
札之事

亥8 状持吉左衛門→庄屋徳太郎他 一紙
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A4 高宮郡綾ケ谷村・勝木村・大毛寺村・両
四日市村〆五ケ村入合来草苅方御割合御
受書

未4 5ヵ村庄屋6名→山目付十五郎 一紙

A4 〔入会野山水越山肥草刈差縺ニ付〕乍恐
御願申上ル口上覚

一紙

A4 〔彦太郎所持古畠差縺一件ニ付〕済口証
文一札之事　伝七

一紙

A3 〔武一騒動勝木村百姓騒擾一件書付〕（9
通）

明治 4 一紙

A3 当村百姓騒動致シ広しまへ罷出川手百姓
ニおゐてハ別段ニ村方ニ而乱妨手組ニ而
遠坂へ押掛百姓歎之趣請答日記帖

明治 4. 8.12～ 横半

A3 勝木村竹坂作平与飯室村竹坂平介・秀太
郎・新平・柳兵衛〆四人之者田地水手之
儀ニ付済口書　竹坂四人之者分

明治 5. 7 飯室村竹坂平助他→立会飯室村
少長桑原金七郎他→勝木村役員

一紙

A3 勝木村竹坂作平与飯室村竹坂平介・秀太
郎・新平・柳兵衛〆四人之者田地水手之
儀ニ付済口書　竹坂作平分

明治 5. 7 勝木村竹坂作平他→立合飯室村
少長桑原金七郎他

一紙

A3 〔湧水通水故障一件ニ付〕取交書　勝木
村戸川周平

明治 5.10 勝木村戸川周平 一紙

A3 〔湧水通水故障一件ニ付〕取交書　勝木
村東清九郎

明治 5.10 勝木村東清九郎他 一紙

A3 〔湧水通水故障一件〕済書一札之事 明治 5.10 東清九郎他→副戸長岡部寛太 一紙

A3 〔夫婦離縁ニ付〕恐入一札之事 明治 6. 3. 6 亀村卓二→用掛重川徳太郎他→
大隅良平

一紙

A3 〔夫婦離縁ニ付〕恐入一冊之事 明治 6. 3 吉浦芳太郎他→用掛重川徳太郎
他→大隅良平

一紙

A3 〔離縁ニ付〕乍恐御願申上口上 （明治 6）7 大隅良平他→用掛重川徳太郎→
戸長山村樵作

竪冊

A3 〔家出ニ付〕奉誤一札之事 明治 6. 3 みね→用掛重川徳太郎他→大隅
良平

一紙

凶荒・救恤

A4 高宮郡勝木村六月朔日洪水損所夫積帖 嘉永 3. 6 庄屋八右衛門他→割庄屋愛治郎
他→高宮郡役所

竪冊

A3 当秋風損ニ附御拝借一件諸入用扣　中河
内組

文政11.11.23 横半

A3 高宮郡勝木村社倉麦人別貸附帖 嘉永元. 4 横長

A3 去年凶作ニ付当春村方極難渋者江施行取
計ひ帖　高宮郡勝木村（2冊）

嘉永 4. 3 庄屋八右衛門他→年寄上席組合
割庄屋愛治郎

横長

A3 〔郡中村々御囲籾締り合之儀ニ付口上書〕
覚　高宮郡勝木村

亥6 庄屋徳太郎他→給主支配内吾八
他

一紙

A3 〔社倉穀積調ニ付預り証〕記　高宮郡勝
木村

明治11.12.10 迎林喜平他→社倉世話方重川梅
次郎

竪冊

産業・職業

A4 御馬飼葉取約メ帖ひかへ　勝木村 文久 3. 1.29 横長

A4 御用馬かい葉表人別取立 文久 3. 3 伝九郎→徳太郎 一紙

A4 高宮郡勝木村御用木御帳附改帖 文化 8.閏2 庄屋伝九郎他→山目附狩留家村
源右衛門

竪冊

A4 高宮郡勝木村百姓多左衛門居宅川下シ御
切手御願書附

安政 2. 3 百姓多左衛門→庄屋徳太郎他→
高宮郡役所

一紙
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A4 御拝借銀御願申上候書附　高宮郡勝木村
中河内組

丑6 紙漉連名九平二他→庄屋徳太郎
→紙蔵

一紙

A4 高宮郡中河内組御拝借御願書附 天保 7.10 →岸代次郎他 一紙

A4 五月廿八日御紙蔵見取分 一紙

A4 〔当紙諸入用割ニ付書付〕 11.18 一紙

A4 覚　大林村紙楮払さん用 一紙

A4 高宮郡大林村紙勘定差引（2通） 亥9 紙蔵→庄屋助九郎他 一紙

A4 大林村紙□□ニ付書付 一紙

A4 〔紙算用書〕（1綴1通） 一紙

A4 当村西条柿老若本数人別帖　高宮郡勝木
村

嘉永 3. 8 庄屋八右衛門他→組合割庄屋愛
治郎

横長

A4 大工職御消印之義御願書付　勝木村 嘉永 6. 1 大工金蔵→庄屋徳太郎他 一紙

A4 茂七御消印願ひかへ 嘉永 7. 1 桶屋茂平→勝木村庄屋徳太郎他
→割庄屋愛治郎

一紙

寺社・宗教

A4 〔勝木村実相山法泉庵薬師堂一宇再建棟
札写〕

元禄17. 4.12 願主松浦九兵衛他 一紙

A4 両延八幡寄進帖　重川組 明治 7.11 横半

A3 〔大坪神社氏子札〕 明治 6. 1.28 飯室村土井泉八幡神社祠掌兼務
河野兵馬→勝木村さを

木札

A3 〔八幡神社氏子札〕（2枚） 明治 6. 1.28 飯室村土井泉八幡神社祠掌兼務
河野平馬→勝木村まつよ・遠坂
宇一郎

木札

その他

A4 子の年歳旦〔川柳8首〕 一紙

A3 〔稲作増穂之図〕 天保 5. 8.16 刊

P01
55 重清家文書

高宮郡南原村で庄屋・割庄屋を勤めた重清家に伝来した文書（支配・土地・租税・村・戸口・治安・土木建築・農
業・商業売買・金融貸借・交通運輸・銀行会社・議会選挙・宗教）

支配

A1 質素節倹筋被為仰出触書写帳　南原村 慶応元.10 割庄屋立川弥三郎 竪冊

A1 未二月御山方御格式被仰出候御書付写
シ・同四月御格式御改御書出シ写シ

享保12 庄屋十助 竪冊

A1 〔幕府巡見使通行之節御尋ニ付申達書写
断簡〕

宝暦11. 6 郡奉行所 一紙

A1 郡中村々共目安并直訴等致候節御取計方
役人心得として御触示し之控

文化 7. 7 南原村藤作 竪冊

A1 徒党強訴御法度御触書写シ　南原村用所 文化13. 9 竪冊

A1 御示教筋御口演書　役人共限り　高宮郡
南原村写シ

文政11. 4 一場武助他→割庄屋・村々庄屋・
与頭共

竪冊

A1 御勘定奉行様・御代官様御口演頭書御触
之写シ　南原村役元

文政12. 5 竪冊

A1 追放帖外出奔立帰者之類彳せ申間鋪との
御触示し写シ　高宮郡南原村

天保 8. 1 竪冊
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A1 石州表江異国船打払として御出張之節
村々人夫并役人用掛リ其外諸色御手当テ
御触書ひかへ　南原村

嘉永 2. 4 竪冊

A1 此度被仰出盗賊并落家等仕候者御制度筋
御厳法写ス村中人別へ申談請印形之帖

嘉永 2.11.11 南原村庄屋幾太郎 竪冊

A1 御褒美銀村中人別江配リ遣ス覚　南原村 天保13夏 横長

A2 殿様御国巡被遊候一件諸ひかへ帖 文久元. 5 御用掛リ割庄屋見習大林南原村
庄屋幾太郎

横半

A28 郡中役員人名帖 明治 5. 2 横半

A35 広島県布達指令訓示全報　第51号 明治17. 1 刊

土地

A3 高宮郡南原村田畠畝高人別名寄帖　八嶋
愛蔵様御給知方

天明 6. 6 竪冊

A4 〔名寄帳〕 横長

A4 〔入相山之儀ニ付取極証文断簡〕 万治 4. 4.11 南原村庄屋半次郎他→野村喜之
介他

一紙

A4 〔木こり馬・御用木ニ付〕覚 寛文10. 2. 8 惣吉屋弥兵衛他→南原庄屋半左
衛門他

一紙

A4 〔木こり馬・御用木ニ付〕覚 延宝 6. 1.24 庄屋弥兵衛他→庄屋半左衛門他 一紙

A4 〔山役銀・馬入山之儀ニ付〕仕申一札之事 貞享 5. 2.12 大毛寺村庄屋徳右衛門他→南原
村庄屋半左衛門他

一紙

A4 〔木こり馬入山之儀ニ付〕仕申一札之事 元禄 4. 1.20 大毛寺村庄屋徳右衛門他→南原
村庄屋半左衛門他

一紙

A4 〔かうろ山ニて板木取方吟味一件ニ付〕仕
一札之事

元禄 9. 1.22 杣作兵衛他→南原村九左衛門他 一紙

A4 〔木こり馬入山之儀ニ付〕覚 宝永 7. 8.17 大毛寺村庄屋清吉他→南原村庄
屋重助他

一紙

A4 高宮郡南原村腰林丁間人別帖　享保拾年
山御改帖之写シ
※文化 7年1月写

竪冊

A4 高宮郡南原村野山可部山御留山ニ相成候
而差閊筋有無之儀御尋ニ付存旨申上ル書
付

文政 2.閏4 庄屋藤作他→高宮郡番組衆中 一紙

A4 〔南原村野山可部山急御用ニ而近々御手
当ニ相成候ニ付村方差閊筋御尋書付〕

11.17 高宮郡番組→割庄屋平九郎 一紙

A4 〔野山可部山之儀ニ付召喚状〕 10 高宮郡番組→南原村庄屋幾太郎 一紙

A4 〔野山可部山毛上御手山之儀ニ付召喚状〕 11. 4 末田来蔵→庄屋幾太郎 一紙

A4 当村野山可部山御手山ニ相成候趣上中野
村庄屋兵左衛門殿示談被致候儀在掛リ御
注進申上ル書付　南原村

丑5 庄屋幾太郎他→山目附頭取十五
郎

一紙

A4 当村野山可部山之内真枯痛木等板ニ御挽
出之儀再応御押合ニ付様子申上ル書付　
高宮郡南原村

巳12 庄屋幾太郎他→高宮郡番組衆中 一紙

A4 当村野山可部山御用木之内真枯痛木板ニ
御挽出之儀再三御押合ニ付様子申上ル書
付　高宮郡南原村

巳12 長百姓万兵衛他→庄屋幾太郎他
→高宮郡番組衆中

一紙

A4 田畠山林之儀ニ付本郷と懸合之口上書　
高宮郡南原村中倉谷

戌6 百姓中倉金蔵→御上 一紙

A4 中深川・下深川両村論山金山柴草口明ケ
入合差縺一件御役所 被仰付聞約メ中呼
出人別并諸ひかへ帖

文久 3. 4.9～ 割庄屋弥三郎・同見習幾太郎 横半
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A4 中深川・下深川両村山論柴草口明入相之
儀差縺御役所ヨリ被仰付論方呼出人別扣

文久 3. 4 割庄屋弥三郎他 横半

A4 〔深川両村山論一件書類〕（14通） 文久 2～3 一紙

A4 済口証文之事
※入百姓他村越草苅一件に付

嘉永元. 5 南原村入百姓上町屋村百姓才助
→桐原村庄屋横山平九郎他

一紙

A29 当村往還野山可部山峠従真峯西平五十三
間第五大区本地村ト論所申出之事　第七
大区五小区南原村

明治 6. 8 百姓惣代荒川嘉蔵他→戸長山村
権作

竪冊

A29 〔可部山南原村寄合民有地ニ付〕原由申
上之事

明治11. 4.27 第七大区五小区南原村人民惣代
用掛重清好太郎他

竪冊

A29 〔高宮郡南原村可部山之内猿ケ馬場等之
所有権ニ関スル書類〕

明治14. 2 南原村人民惣代藤重幾平他→広
島県令千田貞暁

綴

A29 〔可部山南原村所有保証書綴〕 明治14. 3 綾ケ谷村・本地村・下町屋村 綴

A29 旧公有地原由書御指令追願　高宮郡南原
村

明治14. 4. 8 南原村人民惣代藤重幾平他・沼
田高宮郡長荘田侃二→広島県令
千田貞暁

綴

A29 〔旧公有地山可部山之内境界論争ニ付略
図面綴〕

明治14 綴

A29 〔可部山入会伐木慣行違反事件ニ付〕委
任状之事

明治14. 6 中倉キク他 竪冊

A29 〔可部山南原村所有保証書副申ニ付〕御
照合願

明治15. 8.21 南原村人民惣代藤重彦一他・沼
田他二郡長杉山新十郎→広島県
令千代貞暁

綴

A29 〔可部山等境界書〕 綴

A29 高宮郡南原村野山可部山峠真ウネヨリ北
平五十三間山県郡本地村ト論所へ図面

一紙

A29 〔論所図面断片〕 一紙

A29 高宮郡南原村旧公有地字可部山ノ内〔図
面〕

一紙

A29 態申遣ス
※南原村と本地村論所関係書類差出に付

7.18 高田・高宮郡役所→南原村庄屋
小平二他

一紙

A29 御紙上写
※南原村と本地村論所一件

未 一紙

A29 〔南原村と〕論所之義ニ付本地村書付写
シ　山県郡本地村

未5 庄屋五郎右衛門他→役所 一紙

租税

A5 御年貢米并治リ方之儀御示御紙面写し　
南原村

文政 9. 8 竪冊

A5 御年貢方御改正御口演書写　南原邑 文政10. 7 竪冊

A5 御年貢締リ合之儀申談村中人別請印形帳
　南原邑役人

嘉永 3. 9 竪冊

A5 御年貢米立縄四対掛改メ被仰出人別江申
談請印形帖

安政 2. 8.28 庄屋幾太郎 横半

A5 南原村御年貢収納計枡故障一件済口書 明治 4.11 百姓惣代源助他→割庄屋小林恒
太郎他→南原村役人中

竪冊

A5 当夏諸上納米銀組合村算用帳 天保 9. 6 割庄屋藤作 横半

A5 当夏諸上納米銀組合村々組分ケ算用帳 天保 9. 7 割庄屋藤作 横長

A5 御年貢米下分通 安政 5 南原村煙草屋八兵衛 一紙

A5 〔未進銀ニ付算用〕 （享和 4頃） 一紙
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A5 仕ル一札之事
※休心山毛上仁三郎買代銀差縺一件内
済に付

文化元. 4.12 南原村休心他→御出役人中 一紙

A5 休心山毛上仁三郎買代銀差縺相片付一件
之事

文化 3.11 南原村庄屋兵右衛門 横長

A5 〔休心未進銀ニ付山毛上仁三郎買代銀差
縺一件〕覚

一紙

A5 〔休心・仁三郎差縺一件算用〕覚 一紙

A5 一筆差出し置請印形一札覚
※野山売払い未進片付に付

嘉永 4. 2.24 五人組頭武右衛門他→村方役人
中

一紙

A5 此度御未進𨵱之内江当而村中五人組合申
値一統相談居合之上此後本山同意野山売
払ひ証文ひかゑ帳　高宮郡南原村

嘉永 4. 4 竪冊

A6 〔免状〕覚　高宮郡明知方南原村 弘化 2. 5 佐々木久左衛門他→庄屋幾太郎
他

一紙

A6 〔免状〕覚　高宮郡明知方上町屋村 天保 5. 5 佐藤権六他→庄屋藤作他 一紙

A6 高宮郡南原村御明知・新開御免割帖 天保12.12 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開御免割帖 天保13.12 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開御免割帳 天保15.12 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・当分明知有麦目録
ひかへ

天保 8. 6 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・当分明知有麦目録 天保 9. 8 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・当分明知有麦目録
ひかへ

天保13. 6 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知方有麦目録ひかへ 天保14. 6 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知方有麦目録控 天保15. 6 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開挽田下見帖 天保14.閏9. 8 芥川米三郎他→庄屋藤作他 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開挽田下見帖 天保15. 9.18 奥本正平他→庄屋幾太郎他 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開早稲中田下見
帖

天保14. 9.13 松本幸左衛門他→庄屋藤作他 竪冊

A6 高宮郡南原村御明知・新開早稲中田下見
帖

天保15. 8.17 伊木彦太郎他→庄屋幾太郎他 竪冊

A7 北之庄水用井手定数郡夫割符　南原組 天保 9. 6 横長

A7 北之庄寄合用水井手御免許定数并ニ切井
手郡夫割賦帳　南原組

天保10. 6 横長

A7 北之庄寄合用水井手定数臨時共外ニ東野
村并ニ玖むら洪水損所取繕之免許郡夫割
　南原組

天保11. 6 横長

A7 郡割御免許・郡夫貸銀村々割賦帳　南原
組

弘化 2. 6 横長

A7 村方年中夫方人別覚帳　南原村年行司元 嘉永 7.11 横長

A7 長州行人夫諸入用覚帳　高宮郡南原邑 元治元.11.14 横長

A7 長州行人夫賃米高面割賦取立人別渡シ帖
　南原村

元治元.12 横長

A7 長州御征伐ニ付旧臘御人数御出張之節人
夫罷出留守中へ仕向米并途中人足弁当米
等相約申上帖　高宮郡南原村

元治 2. 1 横長

A7 長州表江御人数御出張之節罷出候夫方鬮
当リ人別約申値帖　南原村

慶応 2. 5.27 庄屋幾太郎 横長
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A7 当夏御軍用ニ罷出候人夫約メ書上ケ帖ひ
かへ　高宮郡南原村

慶応 2.11 庄屋幾太郎他→割庄屋立川 横長

A7 柳蔵書翰
※高宮郡夫頭勤方に付

8. 2 →重清御親方 一紙

A7 某書翰
※草津村にて夫方勤方に付

11. 2 一紙

村

A8 〔諸書付控　南原村〕 享保 3 竪冊

A9 〔諸書付控　南原村〕 享保 9 竪冊

A10 〔諸書付控　南原村〕 文政 9～11 竪冊

A10 〔諸書付控　南原村（抄）〕 弘化 3～5 竪冊

A11 上町屋村諸用控 天保13～15 庄屋藤作 竪冊

A11 大林村用扣 明治 2 庄屋幾太郎 竪冊

A12 高宮郡南原村万指出帳　控帳 寛政 4. 2 庄屋藤左衛門他→守田源蔵他 竪冊

A12 高宮郡南原村書出シ帖 文化13. 6 庄屋藤作他 竪冊

A12 改革規則帖 安政 3.12 中嶋村庄屋彦右衛門 横半

A12 諸道具売払覚帳　南原村役元 万延元.11.27 横長

A12 宗旨判御用懸リ覚書 天保10秋 割庄屋藤作 横半

A12 宗判御用ニ付諸覚書 天保12. 8 割庄屋藤作 横半

A12 宗旨帳拾三冊有紙・亥秋宗旨帳入用紙算
用

一紙

A12 村用ニ附飛脚扣帖　南原村 明治 3. 1 横半

A12 〔関屋村庄屋役交替之風聞有之ニ付願書〕 21 一紙

A12 〔中嶋村村算用并ニ規則等ニ付故障一件
書類〕
※済口口上書案他

安政 3. 9 中島村与頭・百姓惣代→出役南
原村庄屋幾太郎他

一紙

A12 大林村先庄屋助九郎跡欠所一条御約ニ付
諸入用取替帖

安政 5.12 上町屋村庄屋大林村松之助 横長

A12 〔大林村御役人中と惣百姓懸リ合一件ニ
付口上書写〕

申4～5 上町屋村庄屋大林村松之助他→
御出役五八他

竪冊

A28 上町屋村申値規則　若連中 明治21. 9 竪冊

戸口

A13 高宮郡南原村人御改帖 天保 5. 2 庄屋藤作他→小笠原主馬他 竪冊

A13 高宮郡南原村人御改帖ひかへ 天保11. 2 庄屋藤作他→三上勘六他 竪冊

A13 高宮郡南原村人御改帖ヒカエ 弘化 3. 2 庄屋幾太郎他→中嶋右馬介他 竪冊

A13 高宮郡南原村人御改帖ヒカエ 嘉永 5. 1 庄屋幾太郎他→三上勘六他 竪冊

A13 高宮郡南原村人御改メ帖 安政 5. 1 庄屋幾太郎他→辻小八郎他 竪冊

A13 高宮郡南原村人御改メ帳 文久 4. 1 庄屋幾太郎他→芦田甚三郎 竪冊

A13 五人組帳　南原邑 文化 6. 1 横長

A13 村中五人組改帳　南原邑 文政 7. 3. 1 横長

A13 村中五人組合改帳　南原村 天保 4.12.16 横長

A13 村中五人組合改帖　南原村 弘化 4. 1 横長

A13 高宮郡南原村宗旨御改帳 弘化 2. 7 庄屋幾太郎他 竪冊

A13 高宮郡南原村宗旨御改帳 嘉永 4. 7 庄屋幾太郎他 竪冊
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A13 高宮郡南原村宗旨御改帳 安政 3. 7 庄屋幾太郎他→宗門方 竪冊

A13 高宮郡南原村宗旨御改帖 安政 6. 7 庄屋幾太郎他→宗門方 竪冊

A13 高宮郡南原村宗旨御改帖 文久元. 7 庄屋幾太郎他→宗門方 竪冊

A13 高宮郡南原村宗旨御改帖 文久 2. 7 庄屋幾太郎他→宗門方 竪冊

A28 戸籍布令 明治 4.10 広島県庁 刊

A28 〔戸籍調書雛形〕 綴

治安

A14 無宿保平一件諸入用約メ銀并同人持成投
出諸品村辻売払銀差引帖　大林村

文久元.11 横長

A14 無宿保平一件諸入用銀約并持成一跡投出
し諸品村辻売払銀差引帖

文久元.12 大林村庄屋幾太郎 横長

A14 才木武八郎様可部町ニおゐて□□村革田
八百蔵下町屋村百姓仁助・清六打擲仕候
一件御問訊御呼出人別ひかへ

文久 2. 8.20～ 出役割庄屋見習幾太郎 横半

A14 □□村革田八百蔵儀下町屋村清六・平助
両人ニ打擲ニ逢ひ疵受八百蔵御直訴仕候
一件可部町ニおゐて御吟味中口書并口上
書扣

文久 2. 8.28 出役割庄屋見習大林・南原村庄
屋幾太郎

横半

A14 下町屋村へ無願逗留沼田郡温井村出生弥
三郎申口〔他綴〕

文久 2. 8 綴

A14 〔下町屋村へ無願逗留一件〕口上之覚 文久 2. 8 富助組合4名 一紙

A14 〔□□村革田八百蔵儀打擲ニ逢ひ直訴仕
候一件口上書〕（12通）

文久 2. 8・文化 2.閏8 □□村頭革田保左衛門他 一紙

A14 □□村革田勘左衛門御刑罰ニ付御紙上写
し其外一件諸覚

戌11～12 横長

A14 〔虎蔵盗物一件不正之働ニて村追放被仰
付候関屋村百姓喜平次帰往願一件書類〕
（5通）

天保15

A14 当村入百姓金助田地之内男子壱人掘出ス
義御注進書附

丑1 庄屋宗右衛門他→高宮郡役所 一紙

A14 〔上中野村上ケ原より小児死体掘出候一
件御尋ニ付〕口上書

丑1 金助→ 一紙

A14 〔上中野村上ケ原より小児死体掘出候一
件御窺ニ付〕口上書

丑2 中嶋村喜助→河村愛蔵 一紙

A14 〔灰小屋にて女子相果候一件注進書付案〕 一紙

A14 〔御用板木盗売仕候利兵衛出奔ニ付覚〕 享保10. 2.29 上町屋村七郎右衛門他→南原村
庄屋重助

一紙

A14 天保拾年亥三月廿一日夜土蔵江盗賊這入
諸色盗取候ニ付御見舞之覚

横長

A14 盗難御注進申上書付 一紙

A14 〔忠蔵乱心ニ付闥造リ願書〕 一紙

A14 〔本家相続方差縺ニ付〕口演（2通） 辰3 大林村百姓孫一郎→割庄屋見習
大林村庄屋幾太郎

一紙

A14 南原村仁三郎弟乙五郎分ケ目田地差縺相
片付候節証文控（2通）

文化 3. 7 桐原村又左衛門他 一紙

A27 大急廻達（4通）
※廃藩置県に付

明治 4. 7.晦～
明治 4. 8. 2

割庄屋重清幾太郎→村々役人中 一紙

A27 割庄屋小村権介・小林恒五郎書翰
※大変之儀に付至急郡府出勤願書

明治 4. 8.18 →割庄屋重清幾太郎 一紙
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A27 某書翰
※郡中見分に付

明治 4. 8. 4 一紙

A27 〔浅野長訓・長勲直筆写〕（3通）
※廃藩置県・武一騒動ニ付

明治 4. 7～9 一紙

A27 〔武一騒動ニ付県庁諭告他〕（5通） 明治 4. 8～9 一紙

A27 〔廃藩置県ニ付〕口達（1綴3通） 明治 4. 7 一紙

A27 〔武一騒動ニ付〕教諭書・説諭 明治 4. 8 刊

A27 〔武一騒動鎮圧出兵ニ付諭告〕 明治 4. 8 広島県庁→沼田郡 山県郡迄
村々役人共

一紙

A27 〔武一騒動ニ付〕説諭 （明治 4） 刊

土木・建築

A15 洪水ニ付往還道橋損シ所取繕夫積帖　高
宮郡上町屋村・南原村

文政 8. 6 竪冊

A15 高宮郡南原村往還土橋角木橋掛替夫積帖 天保 3. 8 竪冊

A15 洪水ニ付往還并川除ケ損所夫積帖ひかへ
　高宮郡南原村

天保12. 7 竪冊

A15 当五月廿七日洪水ニ付村内川筋往還損所
夫積帖ひかへ　高宮郡南原村

天保15. 6 竪冊

A15 洪水ニ付村内往還并川筋損所夫積帖　高
宮郡南原村

天保15. 7 竪冊

A15 高宮郡南原村往還土橋掛替夫積帖ひかへ 弘化 2. 2 竪冊

A15 高宮郡南原村往還角木橋掛替夫積帖 弘化 4.10 竪冊

A15 洪水ニ付村内往還川筋損所仕戻夫積御願
帳　高宮郡南原村

嘉永 3. 7 竪冊

A15 高宮郡南原村往還角木橋掛替夫積帖 嘉永 5. 1 竪冊

A15 高宮郡南原村往還土橋掛替夫積帖ひかゑ 嘉永 5. 2 竪冊

A15 往還損所取繕夫方入積御願帖　高宮郡南
原村

安政 2. 6 竪冊

A15 高宮郡南原村往還角木橋掛替夫積帖 安政 2. 8 竪冊

A15 高宮郡南原村往還角木橋掛ケ替夫積帖 文久 2. 4 竪冊

A15 高宮郡南原村往還土橋掛替夫積帖ひかへ 文久 3. 7 竪冊

A15 高宮郡南原村往還角木橋流失并損相掛ヶ
替夫積再十度迄御願申上ル書付

子10 庄屋幾太郎→高宮郡役所 一紙

A15 〔郡府并御勤番所御建調出来方仕様〕 横長

産業

A16 炭焼出銀講払帖 万延 2. 1～ 南原村庄屋幾太郎 横半

A16 高宮郡水落村牛馬飼草南原村可部山ニ而
苅取申度御願書付

安政 4. 4 南原村・水落村庄屋→川崎益見
他

一紙

農業

A16 〔他郡 柴薪持込ミ不居合ニ付差留メ歎
書〕覚　高宮郡南原村

巳9 庄屋幾太郎他→高宮郡役所 一紙

A16 山県郡南方村・高田郡向上村 割薪可部
町へ負出売捌之儀差留メ御願書付（4通）

寅3・卯1 大林・桐原・綾ケ谷・南原村庄
屋・与頭→高宮郡役所

一紙

A16 高宮郡南原村百姓自分腰林山ニ而近在売
薪御願書付

午1 百姓金蔵他→庄屋藤作他→一場
武助他

一紙

A16 高宮郡南原村百姓共近在売薪御願書付 子1 百姓貞平他→庄屋藤作他→大藤
源七郎他

一紙
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A16 高宮郡南原村百姓共銘々腰林ニ而自分薪
御願書付

子1 百姓繁蔵他→庄屋藤作他→大藤
源七郎他

一紙

A16 高宮郡南原村百姓幸助腰林ニ而梯箱板用
松元伐御切手御願書付

辰1 百姓幸助→庄屋藤作他→一場武
助他

一紙

A16 高宮郡南原村亀蔵・清五郎・貞平自分腰
林山ニ而薪木御願書付

戌1 百姓亀蔵→庄屋藤作他→一場武
助他

一紙

A16 八幡山大檜江戸御用御伐出しニ付三間物
弐丁被取候ころ木何角入札払覚書

丑12.25 一紙

A16 態申遣ス
※野山可部山に而梅木元伐願免許

申5 一場武助他→南原村庄屋藤作他 一紙

A16 高宮郡南原村野山可部山御用木類御手山
ニ而板ニ御挽出之儀ニ付差閊筋御尋ニ付
御答書付

巳10 庄屋幾太郎他→高宮郡番組衆中 一紙

A16 〔近年石類高値ニ付〕当村百姓なけき出
口書覚

安政 7. 3 当村惣百姓中→庄屋幾太郎 一紙

A16 当村野山可部山之内中倉山ニ而松槌新木
雑木肥シ灰并焼灰御願申上附　高宮郡南
原村

弘化 4. 2 庄屋幾太郎他→石井惣兵衛他 竪冊

A16 入百姓上町屋村才助共村方可部山谷野山
肥草草刈払差縺一件郡用所ニ而出役中約
メ申村方出浮人別之もの難取替もの根帖
　南原村

弘化 4. 6.20～ 横長

A35 広島県勧業雑報　17号 明治14. 7 広島県勧業課 刊

水産業

A16 殿様福王寺へ御座被為遊河戸御簗方御覧
被為在候御趣ニ付申上ケ書付　高宮郡下
四日市村

申3 庄屋友次郎→高宮郡番組衆中 一紙

A16 〔殿様御簗所御覧被為在候節気取違一件
御尋ニ付様子申上ル〕覚

申3 所走リ久平→庄屋友次郎 一紙

A16 〔殿様御簗所御覧被為在候節気取違一件
御尋ニ付差上ケ候〕覚　高宮郡四日市村

申3 御簗方肝煎頭取・庄屋同格周二
他→高宮郡番組衆中

一紙

商業・売買

A17 〔針金〕仕切覚（11通） 子9. 1 天王寺屋平右衛門→飯室儀三郎
他

一紙

A17 〔針金算用〕覚（2通） 一紙

A17 〔針金出方丸数ニ付〕覚 一紙

A17 〔無印紙御役所迄持出し賃受取〕覚 寅2.16 鈴張村庄屋孝一郎他→調役衆中 一紙

A17 久兵衛・庄蔵・私両三人針金最合商事金
札出入取約メ帖　子とし分

飯室村百姓儀三郎 横長

A17 針金買方仕切書根本尋合扣并ニ銀請払書
共

慶応元. 9 鈴張村久兵衛 横長

A17 ◦鉄針金御通ひ 文久 4. 1～ ほんじなかや→儀三郎・久兵衛

A17 ◦針金仕切通 元治元. 4～ 石州出羽出みせ祐右衛門→飯室
佐助

A17 飯室村儀三郎・庄蔵与最合鉄針買入銀請
渡書貫帳

慶応 2. 2 鈴張村久兵衛 横長

A17 飯室村畑儀三郎取引本帖小書差出帖 慶応 2. 5 鈴張村久兵衛 横長

A18 〔飯室村儀三郎と鈴張村久兵衛針金売買
銀取引差縺一件書類〕（14通）

慶応 2. 4～6 一紙

A18 鈴張村久兵衛・飯室村儀三郎最合針金売
買銀請払差縺一件御吟味中御呼出人別扣
帖

慶応 2. 2.17～ 出役割庄屋見習幾太郎→川村愛
蔵・世良卯八郎

横半
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A18 飯室村儀三郎・同村庄蔵・鈴張村久兵衛
鉄針金最合売事銀取引差縺一件算用約帖

慶応 2. 5 横長

A18 飯室村儀三郎・同村庄蔵・鈴張村久兵衛
鉄針金売買銀取引差縺一件算用約帖

慶応 2. 5 横長

A18 鉄針金買方・売立仕切前并諸入用等差引
欠済算用帖

慶応 2. 5 横長

金融・貸借

A19 六会法要文写 天保14 割庄屋藤作 竪冊

A19 六会法加入人別員数約メ牒　高宮郡南原
村

天保14. 5 横長

A19 六会法人別加入御約メ帖ひかへ　高宮郡
南原村

天保14. 6 横長

A19 六会法加入人別銀取立根帳　高宮郡南原
村

天保14. 8～ 横長

A19 六会法加入人別員数約メ帖　高宮郡南原
村

天保15. 9 横長

A19 六会法加入人別銀取立根帖　高宮郡南原
村

天保15. 3～ 横長

A19 六会法銀二ケ年目加入人別取立根帖　南
原村

天保15. 3 横長

A19 六会法二ケ年目人別加入秋取立之分帖面
　高宮郡南原村

天保15. 9 横長

A20 証文控　南原村 天保 7～9 竪冊

A21・22 〔諸証文控〕 安政 3～明治 3 竪冊

凶荒・救恤

A23 作附飯米取立算用帖　高宮郡南原村 明治 3.閏10 横長

A23 作附飯米人別エ割賦算用帖　高宮郡南原
村

明治 3. 4 横長

交通・運輸

A23 遊行上人様御通行夫方出目論仕出し帖　
高宮郡南原村

寛政 6.10 横長

A23 測量方御通行ニ付書上帳控 文化 8. 2 南原村藤作 横長

A23 測量方様御通行ニ付出飯米并人別夫方帖
　南原村

文化 8. 2 横長

A23 天保九年戌六月御巡見一巻当村峠塚松植
調其外見合扣帖

嘉永 7. 7 南原村庄屋幾太郎 横半

A23 御巡見様御通行ニ附道筋諸所御繕夫積帖
　南原村方

未5 一紙

A23 異国船為御打払大森表江御人数出張之筋
可部駅ニおゐて人馬其外貯物等申上頭書
　高宮郡割庄屋

安政 4.閏5 年寄同格割庄屋彦右衛門他→末
田来蔵

竪冊

A23 近江守様御用人馬賃七倍五割増之義御願
書付

寅11 年寄格割庄屋黒川恒助他→高宮
郡役所

一紙

銀行・会社

A30 第百四十六国立銀行定款 明治12. 3 第百四十六国立銀行 刊

A30 第百四十六国立銀行創立証書 明治12. 3.24 第百四十六国立銀行 刊

A30～34 〔第百四十六国立銀行〕実際考課状　4・
7・8・12～18・20・22・27・28回

明治 14～16・明治 18～
23・明治25・明治26

第百四十六国立銀行 刊

A28 〔海外貿易株式会社仮定款及目論見書〕 明治27. 5.14 海外貿易株式会社 刊
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A35 〔広島銀行〕営業報告　第6期 明治32 株式会社広島銀行 刊

A28 〔株式会社広島貯蓄銀行広告〕 刊

A28 有限責任郷融合資会社規則 刊

議会・選挙

A28 明治二十年度通常南原村々会成議案仕訳
書

（明治20. 1） 刊

A28 明治二十年度通常南原村々会成議案 明治20. 1 刊

A28 〔高宮郡南原村々会議員撰挙〕当撰状 明治21. 5. 1 綾ケ谷村南原村戸長立川斧太郎
→南原村重清好太郎

一紙

A28 〔高宮郡各町村組合会議員補欠撰挙当選
通知〕

明治28. 4.20 三入村長荒川光太郎→重清好太
郎

一紙

A35 民党政治の方針 明治25.11 島田三郎 刊

A35 第六議会自由党報告書 刊

家

A14 〔部屋・本家御分目録証文〕 宝暦 6. 9. 5 すけきよ十助→庄九郎 一紙

A25・26 年々米入方算用ひかへ帖 文政 3～明治 3 南原村庄屋藤作 横長

宗教

A24 〔有部律興行銀子調達ニ付〕一札之事 明和元.10 福王寺→南原村庄屋勝九郎 一紙

A24 〔田地買取証文〕 明和 7.12.25 福王寺→南原村半左衛門 一紙

A24 〔頼母子七会目落札銀受取ニ付〕覚 辰11. 5 福王寺→重清藤作 一紙

A24 福王寺納所書翰
※土地買取代銀支払に付

3.13 →重清藤作 一紙

A24 福王寺金頼母子弐拾人講当村側壱番会加
入人別約メ帖　算用在

嘉永 2. 2 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦福王寺頼母子側弐番会落札割符并掛銀
取立帖

嘉永 2.10 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦福王寺頼母子側三番会落札割符并掛銀
取立帖

嘉永 3. 3 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦福王寺頼母子側四番会落札割符并懸銀
取立帖

嘉永 3.11. 2 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦福王寺頼母子側五番会落札ニ付加入人
別江割符帖

嘉永 4. 3.18 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦福王寺頼母子返掛銀掛六番会 取立人
別帖

嘉永 4.10.18 南原村庄屋幾太郎 横半

A24 ◦巳十月会迄掛ケ銀取立 横半

A28 高宮組崇徳社設置方法議案 明治17.12. 7 刊

A28 真宗本願寺派安芸国崇徳教社社憲 刊

学芸

A28 〔立川大人重て村長を蒙リ玉ひしを聞伝
はへる〕祝吟（3枚）

桂楳渓他 短冊

A28 〔宮嶋大芝居広告〕 刊

A28 以呂波歌安心鏡 明治25. 4 鈴木竹次郎 竪冊

新聞

A30 芸備日日新聞 明治33. 7.29 刊

A30 広島日報　560号 明治14. 7. 2 刊
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P01
56 白石家文書

高宮郡可部町関係文書（家屋敷鋳物師田畠船乗前酒場質入帖，可部町諸控等）

A7 熊谷山蓮華院阿弥陀寺来由之記
※昭和37年写

享保17. 3 一紙

A1・2 家屋敷鋳物師田畠船乗前酒場質入帖 享保 2～文化12 竪冊

A3 可部町諸控 文政10～慶応 2 竪冊

A7 借用仕銀子之事 文政13. 3 諏訪利左衛門他→可部町南原屋
文左衛門

一紙

A6 上之町家屋鋪高畝并表間改帖 寛政12～明治 3 竪冊

A7 組合村々諸役人役成年暦御賞等書出帖　
高宮郡割庄屋藤作組（2冊）

弘化 2. 2 竪冊

A6 芸州高宮郡三入庄記
※昭和 8年写

弘化 3. 5 川村伝兵衛・末田冨衛 竪冊

A7 常夜燈供養之記 慶応 4. 3 木坂文左衛門 一紙

A6 御撫育銀取立銀帖　高宮郡 明治元.12 竪冊

A6 救済米銀根帖　高宮郡 明治 3. 5 竪冊

A7 〔盗難ニ付〕御願申上覚 明治 4. 1 世三郎→可部町年寄木坂文左衛
門他

一紙

A7 〔久吉養子御赦免ニ付〕御願申上候口上
覚

明治 4. 2 柳兵衛→可部町年寄木坂文左衛
門他

一紙

A7 〔盗難ニ付〕申上候覚（3点） 明治 4. 3 一紙

A7 〔罪人引渡ニ付〕送り状 明治 4. 6 浜田県大森出張所 一紙

A7 浜田県大森出張所御送り出候中村彦造途
中ニ而遁走御注進書附（4点）

明治 4. 7 一紙

A7 〔罪人遁走ニ付〕口上之覚 明治 4. 7 武兵衛→可部町御役人 一紙

A7 〔理兵衛捕捉ニテ家内難渋ニ付〕乍恐御
歎奉申上口上之覚

明治 4. 7 直平他→可部町年寄三宅半五郎
他

一紙

A7 〔盗難ニ付御願申上〕覚 明治 4.11 田上善兵衛他→可部町年寄三宅
半五郎他

竪冊

A6 趣法銀根帖　高宮郡 明治 4. 8 竪冊

A4・5 明治四年可部町（公）覚書 竪冊

B2 〔広島軌道株式会社関係筆写資料〕
※明治41年前半営業報告書・八会社合
同主意書・大日本軌道株式会社創立
総会決議録

明治41

B1 〔可部銀行〕営業報告書　第54・55・59・
64期

大正11～14・昭和 2 株式会社可部銀行 刊

B2 可部信用組合創立総会開催ノ件・組合員
人名簿

大正13.12

B2 株式会社可部貯蓄銀行株主名簿〔写〕

B2 第一期末昭和四年一月三十一日現在賃借
対照表

昭和 4. 2.25 株式会社可部乾繭場 一紙
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P01
57 末田家文書

高宮郡下中野村関係文書（高宮郡下中野村御免割帳等）

A1 高宮郡下中野村御年貢米銀請取大通根帖 嘉永元.10 米銀引請庄屋七左衛門・庄屋吉
平

横長

A2 高宮郡御蔵入下中野村御免割帳 弘化 2.12 庄屋七左衛門他→三上勘六他 竪冊

A2 高宮郡御蔵入下中野村御免割帳 嘉永 2.12 庄屋七左衛門他→中嶋右馬介他 竪冊

A2 高宮郡下中野村御免割帳 嘉永 5.11 長百姓半七他→庄屋七左衛門他 横長

A2 高宮郡下中野村御免割帳 安政 2.11 長百姓小平二他→庄屋七左衛門
他

横長

A2 高宮郡御蔵入下中野村御免割帳 文久 2.12 庄屋磯右衛門他→湊兵馬他 竪冊

A2 高宮郡下中野村御免割帳 慶応 2.11.16 長百姓卯八他→庄屋七左衛門他 横長

A3 下中野村米入算用帖 嘉永 3.12.14 下や用所→米入周蔵 横半

A1 下中野村御免割之内入置米減算用帖 嘉永 5.12 長百姓半七他→庄屋七左衛門他 横長

A1 下中野村御免割之内入置米減算用帳 安政 2.12 長百姓卯八他→庄屋七左衛門他 横長

A1 文化十四丑年ヨリ年々百姓勤夫人別寄せ
帖　下中野村

文政 6. 4 横長

A1 御用銀寸志銀寅卯両年上ケ御利足御下ケ
ニ附人別江渡し帳　下中野村

安政 4. 2. 1 横長

A1 御用銀寸志銀寅卯両年上ケ御利足御下ケ
ニ付人別江渡シ帖　高宮郡下中野村

文久 4. 2. 1 横長

A3 年中年行司諸遣銀控帳　下中野村年行司 慶応 2. 1 横長

A3 狩留家村々合一件約メ中控帳 慶応 4. 2 下中野村庄屋七左衛門→狩留家
村役人中

横半

P01
58 薄田太郎文書

B1・2 〔十一人座関係資料〕
※案内状・プログラム・新聞広告・新
聞切抜き等約120点

大正11～13

B2 中村紫朗書翰 9. 2 中村紫朗→武藤日咲

P01
59 隅田義彦文書

C1 参考綴（其之一）〔抄〕 隅田義彦 竪冊

C1 広島県商工会議所聯合会設立準備会開催
の件

昭和21.12. 5 広島商工会議所理事長横山周一

C1 広島県商工会議所設立趣意書・広島商工
会議所定款

C1 広島市復興輿論調査 昭和21. 9 広島県商工経済会

C1 呉市役所職員組合規約

C1 参考綴（其之二）〔抄〕 隅田義彦 竪冊

C1 ◦広島市土地利用計画説明要旨（未定
稿）

丹下健三・武基雄 刊
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C1 参考綴（其之三）〔抄〕 隅田義彦 竪冊

C1 ◦広島県工業復興五ケ年計画　第一編 広島県商工部商工振興課 刊

C1 参考綴（其之四）〔抄〕 隅田義彦 竪冊

C1 広島県海軍兵器工業統制組合員名簿 昭和19.10. 1 広島県海軍兵器工業統制組合 刊

C1 経済情報委員会設置規程 広島県商工経済会

C1 広島県食料品配給統制組合定款 昭和19. 4. 1 刊

C1 広島県商工経済会創立総会議案 昭和18. 9. 3 刊

C1 勤労報国隊信条

C1 重要調査綴　昭和二十四年度上半期 竪冊

C1 単一為替レート実施による影響調査概要 広島商工会議所調査課

P01
60 善徳寺文書

高宮郡下深川村関係文書（地詰帳・地幷帳写・人別畝高名寄帳・免割帳），善徳寺由来書等

土地

A1 安芸国安北郡下深川村御地詰帳 寛政15. 9 竪冊

A2 安北郡下深川村地怦帖写し　甲改 慶安 4. 7 横長

A3 安北郡下深川村地怦帖写し　乙 慶安 4. 7 横長

A14 〔高宮郡〕下深川村新開名寄帳 宝暦10 竪冊

A4・5 高宮郡下深川村人別畝高名寄帳　上組 天保 4. 6 竪冊

A6～8 高宮郡下深川村人別畝高名寄帳　中組 天保 4. 6 竪冊

A9～11 高宮郡下深川村人別畝高名寄帳　下組 天保 4. 6 竪冊

A12・13 高宮郡下深川村人別畝高名寄帳　尾和 天保 4. 6 竪冊

A16 本斗新開人別毛附高書貫　下深川村 寛政 5. 6 横長

A14 高宮郡中深川村御建山御留山御鷹山并野
山腰林之帳ひかえ

享保10.10 庄屋八右衛門他→成田善右衛
門・八嶋久太夫

竪冊

A17 御検見規則書写 明治 5. 5 竪冊

租税

A14 高宮郡下深川村本斗新開御免割帖 天保 3.12 庄屋秀右衛門他→川上雄之進他 竪冊

A14 高宮郡下深川村本斗新開御免割帖 天保 7.12 庄屋吉三郎他→佐藤権六他 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 天保10.12 庄屋吉三郎他→三上勘六他 竪冊

A14 高宮郡下深川村本斗新開御免割帳 天保14.12 庄屋吉三郎他→三上勘六他 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 弘化 4.12 庄屋彦右衛門他 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 嘉永 3.12 庄屋彦右衛門他→中嶋右馬介・
津村亀次郎

竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 嘉永 5.12 庄屋彦右衛門他→中嶋右馬介・
津村亀次郎

竪冊

A14 高宮郡下深川村本斗新開御免割帳 安政 2.12 庄屋権三郎他→津村亀次郎 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 安政 5.12 庄屋権三郎他→川崎益見他 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 万延元.12 庄屋権三郎他→石井惣兵衛他 竪冊

A15 高宮郡御蔵入下深川村本斗新開御免割帳 文久 2.12 庄屋吉五郎他→湊兵馬他 竪冊
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村

A16 村方示し面受印形帖　下深川村 嘉永 3. 1 五八郎他→役人衆中 竪冊

A16 御尋之廉書出之帖控　高宮郡下深川村 安政 2. 7 庄屋権三郎他→年寄同格割庄屋
彦右衛門

竪冊

水利

A16 下原用水新溝一巻　高宮郡下深川邑 寛政14.11 竪冊

鉱工業

A16 下深川村銅山所諸御入用銀月約勘定帖　
外ニ仕出之請取書三括相添

元治 2. 2 倉本彦三→小鷹狩介之丞他 竪冊

A16 下深川銅山諸御入用銀月約メ勘定帖　外
仕出書三括リ添

慶応元.12 坂井権三郎→小鷹狩介之丞他 竪冊

寺社・宗教

A17 高宮郡下深川村真旨善徳寺住物覚 寛文12.閏6.16 下深川村善徳寺連西他→百々九
郎兵衛他

一紙

A17 高宮郡下深川村真宗寺之覚 延宝 3.11.25 下深川村善徳寺連西他→百々九
郎兵衛他

一紙

A17 高宮郡下深川村真宗寺之覚 延宝 9. 2. 8 善徳寺蓮西→伴惣兵衛他 一紙

A17 〔開起以来住持〕覚 正徳 2. 1.20 下深川村善徳寺空覚 一紙

A17 善徳寺代々之覚（2通） 一紙

A17 亀谷山善徳寺由来書之覚 一紙

A17 〔善徳寺由緒書〕 竪冊

A17 善徳寺開起之口上 子12.26 善徳寺源兵衛 一紙

A17 〔善徳寺明細帳〕 （明治） 竪冊

A18 広島県下第二十番教社下深川村善徳寺受
〔教会社員〕

明治10. 3 竪冊

P01
61 高岡家文書

支配

A8 〔言路洞開・諸色物価引下げ強要無視ニ
付触書写〕

（慶応 4）6 一紙

A7 山林方・諸紙方御改法布令写〔他綴〕 綴

A7 ◦山林方・諸紙方御改法布令写 （明治 4）12～
（明治 5）1

A7 ◦〔武一騒動ニ付〕教諭書 明治 4. 8 浅野長訓

A7 ◦伝信機妙要 明治 4. 9

A7 ◦〔戸籍調査ニ付布達書写〕 （明治 4）10

A7 ◦〔澳国博覧会出品物ニ付布達書写〕 （明治 4）5

A8 〔浅野長訓武一騒動ニ付説論書写〕 （明治 4）9 浅野長訓 一紙

A8 〔武一騒動ニ付松村より廻達書〕（8通） （明治 4）8～9 松村大助・多三郎 一紙

A9 〔壬申年諸布告書写継〕 明治 4 一紙

A9 〔神仏分離・神社統廃合等ニ付松村より
廻達書〕（4通）

（明治 4）4・（明治 4）8 松村→高岡 一紙

A9 急御布令
※解放令に付廻達書

（明治 4）10 一紙
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A8 〔砲発改掛役辞令〕 横地代太郎→温井村与頭吉兵衛 一紙

A8 態申遣ス
※与頭役退役免許

申1.15 寺西直人・清水友五郎→温井村
与頭吉兵衛

一紙

A8 〔温井村少長辞令〕 （明治 5）1 →新見吉兵衛 一紙

A8 〔召喚状〕 丑10.20 沼田郡役所→温井村与頭吉兵衛 一紙

A8 〔旧藩士民より奉別記念として進献の米
銀を貯蓄する旨通告書写〕

（明治 4）9 一紙

土地

A4 高揃帖組々百姓人別抜
※上組・下組

慶応 4. 5 横半

租税

A3 文化元年子年ヨリ安政三年辰年マテ御年
貢御通

明治16. 1 沼田郡緑井村高岡準平 横長

A6 〔年貢米通綴〕（1綴〈10通〉） 文化元～4・文化 8～13 庄屋作兵衛他 綴

A3 〔大橋領御年貢米銀受払通綴〕 天保 8・天保 9・天保12，
慶応 4，明治 2

庄屋良平他→給庄屋伊三郎他 綴

村

A1・2 〔諸事日記〕 天保 7～明治 9 竪冊

A9 当村元御給主大橋盛登様江御取替米之儀
ニ付御歎申上置候処願下ケ之儀申上書付
　沼田郡緑井村

（明治 3）9 庄屋多三郎・広助他→沼田郡司
郡出張所

一紙

A4 明治五年申正月廿七日〔沼田郡〕役成人
の抜
※吏員覚

明治 5. 1.27 一紙

戸口

A8 沼田郡緑井村百姓惣左衛門娘なみ除帖之
義御願書付

卯9 親惣左衛門他→庄屋多三郎他→
沼田郡役所

一紙

A8 沼田郡緑井村除帖百姓吉平枠万四郎・同
惣左衛門なみ等帰住之義御歎申上書付

辰6 庄屋多三郎・広助他→与合割庄
屋正三郎

一紙

水利

A5 沼田郡定用水之事　安政寅ノ春　高津屋 弘化 3 竪冊

A5 〔定用水第四・五回通常水利土功集会議
案綴〕

明治16.10・明治17. 4 刊

金融

A6 金札御引替ニ付替金人別約帖ひかへ　沼
田郡緑井村

明治 2. 8 横長

A8 借用証文覚 嘉永 3.12 かり主周蔵他→銀主吉兵衛 一紙

A9 〔米借用証文〕 明治 3. 9 大橋盛登内有江政五郎→高津屋
広助

一紙

A8 〔金札借用証文〕覚 未6.18 住野屋五兵衛他→新屋 一紙

A8 〔藍代金支払〕記 12.31 土居→斎彦助・木本吉助 一紙

交通・運輸

A4 古船故障ニ付扣帖 明治 3.閏10.19 頭　伊三郎他 横半

その他

A8 某書翰
※備物御礼他

12.18 一紙
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P01
62 竹内家文書

安芸郡船越村鴻治新田関係文書，船越村年貢免状，油御用所関係文書駅所関係文書等

支配

A6 御法度書之覚 貞享 2. 8 今枝六之助・石井弥五兵衛 一紙

A6 〔宗門改ニ付触書〕 仏護寺他 竪冊

土地

A11 安芸国安芸郡之内郷村高帳　広島藩〔抄〕
※海田市・奥海田・郡辻のみ

明治 3.10 広島藩→民部省 竪冊

A11 正副戸長書翰
※海田船越沖潟合開墾に付

明治 6. 5.31 →船越村受小区用掛竹内謙真 一紙

C4 〔鴻治新開絵図〕 一紙

C4 鴻治新田開拓書記 明治 6. 7 竹内謙真 竪冊

C4 古川筋坪取根帳　第三大区船越村 明治 7. 1 横長

C4 鴻治新田本村地籍エ御編入之義ニ付願 船越村→広島県令千田貞暁 竪冊

C4 鴻治新田ノ義ニ付歎願 明治16. 3.16 船越村鴻治新田持主総代人→県
令

竪冊

C4 鴻治新田本村地籍へ義ニ付願 船越村 竪冊

C4 鴻治新開地籍之儀付上願 明治16. 1 海田市戸長浜岡文三郎→広島県
令千田貞暁

竪冊

租税

A7～9 船越村年貢免状（93通） 寛文 9～宝暦14・安永 4・
安永 5・慶応 4

一紙

A10 船越村年貢免状〔抄〕（99通） 明和 2～明治 2 一紙

A7・8・10 船越村新開年貢免状 寛文11・正徳4・享保14・
天保13

一紙

A7・8・10 船越村年貢秋免状（4通） 宝永 4・宝永 7・享保17・
文化 9

一紙

A11 海田市年貢免状（5通） 寛延 2～宝暦 3 一紙

C4 〔船越村夫役銀請取覚〕 元禄11. 5 石井清左衛門他→庄屋六郎兵衛
他

一紙

戸口

A6 安芸郡村々宗旨御改寺々檀那帳　但帖数
弐拾三冊之内　壱

慶応元. 8 竪冊

土木

C4 〔船越村雨池樋木入用材木御立山ニ而被
遣候ニ付覚〕

延宝 2. 1.22 坂原義兵衛・青木源大夫→船越
村庄屋・山守

一紙

C4 態申遣ス
※船越村往還土橋懸替之儀聞届に付

亥10 林豊六郎・戸田三左衛門→船越
庄屋杢之助他

一紙

商業・売買

A6 御用綿実買通 （文久 2）閏8 御用所→府中村掛頭渡五兵衛 横長

A6 去戌年中御用所綿実買入貫数書抜帳　文
久二年分

文久 3. 4 油御用所野村孫兵衛→油絞草元
〆役甚内・理兵衛他

横長

A6 去子年中御用所綿実買入貫数書抜　元治
元年分

慶応元. 4 油御用所頭取野村孫兵衛 横長

A6 綿座御場所被行方御願御免許其外御用状
とも扣帳

慶応 2. 8 横半
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A6 繰綿実綿等蔵入預切手買出入質取計申度
御願書附　安芸郡海田市・船越村

巳9 船越村庄屋植木六右衛門・海田
市平三郎他・安芸郡役所

一紙

A6 〔安芸郡綿ニ付〕覚 辰11 一紙

A6 〔安芸郡綿上納見込ニ付〕覚 巳8 彦五郎→沢田七郎次 一紙

C4 〔綿実出懸方元銀貸付ニ付願書〕 酉7～8 船越村綿実掛頭役彦五郎→油絞
草元〆役理兵衛他→油方役所

一紙

C4 〔綿実津出方ニ付覚〕　安芸郡渡子嶋 丑2 綿実掛改役与右衛門→絞種元〆
役甚内・理兵衛

一紙

C4 〔綿改御用所へ綿実取入〆数書抜差出方
ニ付答書〕

4.22 御用所→船越村彦五郎 一紙

C4 〔綿実上納ニ付覚〕呉町 丑1 手作手絞呉町平九郎→綿実元〆
方割庄屋甚内他

一紙

C4 〔綿実上納ニ付覚〕 丑1.19 瀬戸嶋掛改役杢三郎→元〆役親
方

一紙

A6 奉申上口上之覚
※筵口入差出し御附銀御下渡御願書付

酉8.22 船越村掛改役彦五郎→油方役所 一紙

交通・運輸

A4 駅所取計方廉々書抜 寛政 2. 6 割庄屋→海田市 横半

A4 駅所取計方廉々書抜 文化12. 1 割庄屋中野村清左衛門 横半

A4 殿様御入国ニ付被仰出候廉々写 天保 6. 5.晦 割庄屋太兵衛・利兵衛他→安芸
郡役所

竪冊

A4 嘉永三戌年若殿様御発駕被為遊并嘉永四
亥年梅梢院様御国許へ被成御出候刻御触
書写共両用控

嘉永 3～4 横長

A1・2 〔諸大名様御通行之節継人馬覚帳〕 安政 4～元治元 横長

A4 御尊骸御入国壱件諸事書 安政 5.12 船越村社倉十人組頭取彦五郎 竪冊

A4 天保七申年 年々駅損約メ元利算用帖　
於海田市

安政 6. 4 横長

A4 海田市駅損借財取捌方壱件覚帖 万延元.12 船越村社倉十人組頭取彦五郎 横長

A4 少将様御発駕海田御昼休・壱貫田御止宿
諸事跡書帖

文久元. 8 船越村社倉役彦五郎 横長

C1 殿様西条本郷辺へ御泊為鷹野被為遊御座
候壱件諸御用跡書帖

文久 2. 1 竪冊

C1 殿様御泊御鷹野被為成御座候節御入用継
人馬書出し帖　海田市

文久 2. 1.22 横長

C1 殿様御泊鷹野被成御座候刻壱〆田御止宿
被遊人馬継立扣

文久 2. 1.28 横長

C1 殿様御鷹野刻矢賀村 広しま迄人足入詰
帖

文久 2. 1.28 横長

C1 殿様西条本郷辺へ御泊為鷹野被為遊御座
壱〆田御止宿寄道具割賦帖

文久 2. 1 横半

C1 態申遣
※殿様御泊鷹野被成御座候に付

文久 2. 1 安芸郡役所→割庄屋野村孫兵衛
他

綴

C1 殿様東辺へ御泊鷹野被為遊御座候砌御用
人馬継立約帖　上ケ扣　安芸郡

文久 2. 2 竪冊

C1 殿様東辺へ御泊鷹野被為遊候節御用人馬
継立賃銭約帖　安芸郡

文久 2. 2 割庄屋野村孫兵衛・甚内他→安
芸郡役所

横長

C1 殿様西条本郷辺へ御泊被為遊候砌壱〆田
御止宿御旅籠仕出し壱条段々御押合ニ付
諸事扣帖

文久 2. 3 船越村社倉十人頭組取彦五郎 竪冊
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C1 殿様西条本郷辺へ御泊鷹野之砌壱〆田御
止宿御旅籠仕出し帖

文久 2. 3

A3 殿様御発駕被為遊諸御用跡書帖 文久 2.10 竪冊

A3 細川様ニ而顕光院様御下リ諸事扣帳 文久 3. 1 竪冊

A3 伊東様ニ而栄松院様御下諸覚帖 文久 3. 2 竪冊

A3 殿様御帰国被為遊諸跡書帖 文久 3. 3 竪冊

A3 対州様・御前様并鶴齢院様御下諸役書帖 文久 3. 4 竪冊

A5 若殿様御入国被為遊候節諸御用跡書帖 文久 3. 6 竪冊

A5 正親町少将様長州迄御下ニ付上筋予様子
聞込帖

文久 3. 6 海田市武左衛門他 横長

A5 亀井隠岐守様祖母様御下継人馬入約帖 文久 3.11. 2 横長

A5 松平近江守様被為遊御入国之刻継人馬入
詰帖

文久 3.11.15 苗代村庄屋平三郎他→割場 横長

A5 松平近江守様御下御泊之刻諸道具受払帖 文久 3.11. 5 舟越村組頭幸之助他→割場 横長

A5 近江守様御下リ諸御用跡帖 文久 3.11 竪冊

A5 松平下野守様御下御昼休継人足人詰帖 元治元. 4.17 焼山村与頭清八他→割場 横長

A5 松平下野守様御下御昼休継人馬人詰帖 元治元. 4.17 苗代村庄屋平三郎他→割場 横長

A5 御幣奉使壱件当分手扣 元治元. 5 舟越村彦五郎 横半

A5 御奉幣使御下向壱〆田御昼休海田御泊所
役割人撰帖

元治元. 5 甚内他→郡役所 横長

A5 泰栄院様御下向諸事覚帖 明治 2. 5 奥海田村庄屋彦五郎 竪冊

C2・3 〔諸大名・公儀役人・奉幣使等御通行御
用書類〕（1冊124通）

括

その他

A11 正則家記
※寛保 3年写本

竪冊

C4 頼山陽書翰 15 襄→母上 一紙

C4 詩稿 一紙

C4 頼春水書翰 閏1.23 →高橋忠平弥 一紙

A11 人足札〔仁保嶋・栃原村〕 一紙

A11 人足札〔奥海田村〕 一紙

A11 馬札〔海田市・府中村〕 一紙

A11 割場札〔船越村〕 一紙

A11 越人足場札 一紙

A11 継人足印鑑〔海田市〕 一紙

A11 〔岩滝神社氏子札〕 明治 6. 2.28 祠掌渡辺務 木札

C4 〔安芸郡通常連合村会開催通知〕 明治17.12.13 安芸郡長沢原為綱→連合会議員
竹内豊三郎

一紙

C4 〔安芸師範学校経費納入催促通知〕 明治17. 2.20 安芸郡役所学務掛→各村戸長 一紙

A11 第六期営業報告書　株式会社芸陽銀行 明治44 株式会社芸陽銀行 刊
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P01
63 千葉家文書

安芸郡海田市で町年寄・天下送り・宿送り役を勤めた千葉家伝来文書。中世文書を含む。
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』3集に目録所収。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 大内義興下文（1号） 永世6. 8.13 大内義興→神保信胤 竪冊

A1 神保房胤合戦手負注文（2号） 天文 6. 5. 3 神保房胤→大内義隆 切紙

A1 小早川隆景感状写（3号） 天文24.10.21 小早川隆景→神保五郎 切紙

A1 小早川氏奉行人連署捻文（4号） 2.10 井上春忠他→神保五郎 竪紙

A1 小早川氏奉行人連署捻文（5号） 9.22 井上春忠他→乃美宗勝 竪紙

A1 豊臣秀吉朱印状（6号） 文六2. 6.29 豊臣秀吉→ 切診
網

A1 小早川隆景条々（7号） 4.25 小早川隆景→高尾又兵衛他 竪冊

A1 小早川隆景書状（8号） 12.16 小早川隆景→高尾又兵衛 折紙

A1 毛利輝元書状（9号） 1.29 毛利輝元→神保源右衛門尉 切紙

A1 羽柴秀吉直書 4. 2 羽柴秀吉→河内安一郎 切紙

A1 系図略写并古箱物目録控 文政 2. 5 神保屋清次郎 竪冊

A1 神保屋諸覚 切紙

A1 神保屋兵左衛門方由緒覚 申10 庄屋東一郎他→割庄屋太兵衛 竪紙

A1 安芸郡海田村ノ宿送等ニ関スル覚写 元禄 8.12.18 次田金右衛門他→近藤源八他 継

A1 安芸郡海田村宿送控 寅12.24 近藤源八他→宿送弥五介他 竪紙

P01
64 築山トキ氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 築山トキ氏所蔵文書（東大影写本）（1～
8号）

南北朝～戦国期

P01
65 土井泉神社神主河野家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 安芸国安北郡飯室八幡宮神田注文（1号） 天正17. 7. 5 引地直種→河野弥太郎 竪紙

A1 杉原次郎左衛門尉井尻又右衛門尉連署預
ケ状（2号）

天正19.12.14 杉原次郎左衛門尉他→物申神右
衛門尉

A1 毛利氏奉行人連署知行付立（3号） 文禄 3.10.26 山県宗兵衛他→物申神右衛門尉 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署請取状（4号） 文禄 5. 3.12 国司元武他→飯室祝師神右衛門
尉

切紙

A1 安北郡飯室村神田地所注文控 享保23 竪紙

A1 高宮郡飯室村八幡宮神主河野日向正由緒
書附ひかへ

丑3 河野日向→庄屋忠左衛門他 竪紙
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P01
66 永井家文書

高宮郡上中野村（現広島市安佐北区可部町）の庄屋文書。幕末から明治中期にかけての文書を含む。明治
期の当主永井慶次郎は安佐郡書記を務める。安永6年（1859）から明治2年（1869）までの年貢免状や，安政元
年・2年（1854・1855）の御用銀利足の人別割賦帳（11冊）等を含む。「郡中村々役人姓名録」は明治初期の高
宮郡内の村役人（庄屋・組頭等）の姓名が一覧できる資料。「御当国掟写」と題された資料は表題は違うが「安
芸風土記」と同じものである。
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』4集に目録所収。

支配

A1・2 御当国御掟写　巻壱
※安政 4年1月写

永井宗右衛門（高宮郡上中野村
庄屋）写

竪冊

A3～5 御当国御掟写〔巻壱・巻弐〕
※近代の筆写物

A8 文政八酉・安政二卯年御国方御触書写 安政 4. 1 表河内宗右衛門写 竪冊

A8 質素節倹筋被為仰出触書写帳　高宮郡上
中野村

慶応元.11 竪冊

A9 御代官・御役所支配関係文書　五巻ノ内
二
※永井博氏整理〔昭和 8年8月15日〕
※幕末・明治初期の高宮郡代官所・役
所発給文書

継

A8 酒造其外取締并税則御布告 明治 4.10.15 庄屋永井宗右衛門写（代筆） 竪冊

A8 御触書写〔地所売買譲渡ニ付地券渡方規
則〕

明治 5. 2 永井宗右衛門写 竪冊

A6 芸備郡村高録志〔写〕
※安政 5年3月写

表河内宗右衛門（高宮郡上中野
村庄屋）

竪冊

戸口

A8 郡中村々役人姓名録〔高宮郡〕 （明治初期） 横半

A16 高宮郡上中野村人数御改メ帳 文久 4. 1.14 庄屋宗右衛門・宗平他→芦田甚
三良

横長

租税

A9 〔高宮郡上中野村年貢免状等〕
※永井博氏整理〔昭和 8年8月15日〕

（安永 6～明治 2） 継

A13 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 文久 3. 6 上中野村用所 横長

A13 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 文久 3. 8 上中野村用所 横長

A13 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 元治元. 6 上中野村用所 横長

A13 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 元治元. 9 上中野村用所 横長

A10 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 慶応元. 6 上中野村用所 横長

A10 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 慶応元. 9 上中野村用所 横長

A13 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帳 慶応 2. 6 上中野村用所 横長

A10 諸職人水役銀并ニ小物成銀取立帖 慶応 2. 9 上中野村用所 横長

A10 夏秋上納小物成職人水役銀取立算用帳 明治 2.12 横長

A11 両村〔上中野・下中野〕年々坪苅出来方
覚帖

万延元. 8 上中野村庄屋宗右衛門 横半

A11 坪苅ニ付改メ帖 明治 2. 9. 9 庄屋宗右衛門 横半

A10 高宮郡上中野村御年貢米銀請払大通根帳 明治 2 横長

A11 〔他国様方御通行の夫勤につき諸控〕 慶応 2. 8 上中野村庄屋宗右衛門・宗平 横半
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A12 近江守様・紀州様御通行ニ付当村高割夫
方罷出夫賃銀人別へ相渡し候

慶応 2. 7 横長

A11 去未年分人別未進書抜帳 明治 5. 8 故与頭安部亀介 横長

A11 下組去ル未年御年貢米未進人別之内取立
算用帖

明治 5. 9 用係永井宗右衛門 横長

治安

A11 高宮郡上中野村伝七御領分御追放・勘次
村御追放被為仰付之節諸入用帖

文政 4.11 庄屋伝三郎他→高宮郡御役所 横長

A16 〔警固に関する国入用の覚（9通）〕 警固頭平右衛門→上中野村御用
所

継

A11 〔可部町におゐて御吟味一件〕 文久 2. 3.19 上中野村与頭宗右衛門 横半

A16 〔長州産無宿盗人召捕につき懸り合一件〕 元治元. 6.20 横半

A16 〔当村革田弥吉跡無宿逗留一件諸入用〕 元治元. 4 □□野村用所 横半

A11 〔高宮郡上深川村百姓清蔵娘差縺一件控〕 慶応 2.10 上中野村庄屋（出役）宗右衛門 横半

村政

A11 御囲籾新囲籾取立帳〔高宮郡上中野村〕 安政 6.11.30 横長

A11 御囲籾新囲籾人別取立帳〔高宮郡上中野
村〕

文久 2.11.10 横長

A10 御囲籾并ニ新囲籾貸附人別帳〔高宮郡上
中野村〕

万延元. 4. 2 横長

A11 御囲籾并ニ新囲籾貸付人別帳〔高宮郡上
中野村〕

文久 2. 5. 5 横長

A10 余米売払間欠算用帳 文久 3.11.20 上中野村庄屋宗右衛門・宗平 横長

A10 余米売払間欠算用帳 元治元.11.30 上中野村庄屋宗右衛門・宗平 横長

A10 余米売払間欠算用帳 慶応元.11 上中野村庄屋宗右衛門 横長

A11 去ル戌ノ春赤真鍮差上候所当子冬御銀御
下ケニ相成人別へ相済取計候

元治元.12.21 上中野村用所 横長

A12 当村〔上中野村〕諸給米定数物等取約メ
申上候帳控

明治 2. 3 庄屋宗右衛門・光五郎他→割庄
屋七左衛門

横長

A12 菜種油方御役所積下し人別覚帖 慶応元.閏5 上中野村庄屋宗右衛門 横長

A12 高宮郡上中野村御鉄可部町迄繰出方人別
帖ひかへ

元治元.10 庄屋宗右衛門→上根村御鉄継所 横長

A12 当村〔上中野村〕医師元善後家宅替諸入
用帳

元治元.10 庄屋宗右衛門・宗平他→桑原庄
右衛門

横長

A12 栄助家屋敷田畑入札帖 横長

A10 当度正金御引替ニ付人別取約メ帳 明治 2. 7 （上中野村）庄屋・与頭→高宮郡
役所

横長

A10 上井手夫方并諸入用約帳 明治 4. 4 安部亀助（上中野村与頭） 横長

御用銀関係

A14 安政寅卯御用銀利足御下ケ渡人別 安政 6. 1 （上中野村）用所 横長

A14 安政寅卯御用銀御利足人別割賦帳 文久 3. 2 上中野村用所 横長

A13 安政寅卯御用銀御利足人別割賦帳 文久 3 上中野村用所 横長

A13 安政寅卯御用銀御利足人別割賦帳 元治元 上中野村用所 横長

A13 安政寅卯御用銀御利足丑年分人別割賦帳 慶応 2. 2 上中野村用所 横長

A13 安政寅卯御用銀御利足寅年分人別・元治
元年霜月六日御借金三拾両御利足寅年分
割賦帳

慶応 3. 2. 1 上中野村用所 横長
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A14 安政寅卯御用銀御利足寅年分人別・元治
元年子霜月六日御借金三拾両御利足卯年
分割賦渡し帳

慶応 4. 2. 1 上中野村用所 横長

A14 安政寅卯御用銀御利足両年分・元治元年
子霜月六日御借金三拾両御利足辰年分人
別割賦帳

明治 2. 2. 1 上中野村用所 横長

A14 安政寅卯御用銀御利足人別相渡し帖 明治 3. 2. 1 上中野村用所 横長

A13 安政寅卯両年分御用銀御利足人別相渡帳 明治 4. 2. 1 上中野村用所 横長

A12 安政寅卯年両年分御用銀御利足并元銀と
も夫々人別へ割賦相渡帳

明治 4. 8.15 上中野村用所 横長

近代史料

A16 〔上中野村鉄砲所持者の調査につき申告，
その他諸記録〕

竪冊

A9 安芸国沼田郡・高宮郡雲石往還道路修繕
〔可部町・上中野村・水落村三ケ村夫積
手記〕

明治11.10.28 横半

A9 安芸国沼田郡・高宮郡雲石往還道〔以下
破損〕

明治11. 9 竪冊

A11 諸品請取通〔螺山校・亀陽校・可部校〕 明治11. 6 世話役永井宗右衛門→会議所 横半

A9 〔太政官布告・医科大学規則〕 （明治 6） 刊

A8 徴発令・徴発事務条例 永井慶次郎（写） 竪冊

A7 伺指令抜萃 （明治17～19） 永井慶次郎 竪冊

A6 沼田・高宮・山県郡庁例規　永井慶次郎 刊

A8 備忘録 竪冊

A11 当御役所ヨリ御借米売捌算用帖 明治 3. 7.20 表河内・柏屋 横長

A11 上下町屋三ケ村諸上納請払帳 明治 9. 1 永井宗右衛門 横半

A7 願届扣綴　永井氏〔抄〕
※永井宗右衛門・同慶次郎関係書類の
控綴

竪冊

A7 上井手掛地持主申合定款 明治18. 6 深田宗市・永井宗右衛門他

A7 入合可部山大審院南原村争論ニ付願書写 明治16.12.17 可部町三田谷要平・四日市村梶
川百太郎→大審院判事

A12 牛馬しらみ薬買捌帳 明治15. 4. 1 永井家 横長

A15 小作人目録帳 （明治20頃） 永井慶次郎 竪冊

A15 小作貢米人別納帳并二種籾貸与共 明治20～39 永井慶次郎 竪冊

A15 井出入費計算帳 明治20～32 永井（慶次郎） 竪冊

P01
67 永井家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 藤原親教同氏代源光氏連署和与状（1号） 永仁6. 5 巻子

A1 御教書写シ 文政11秋 永井重徳 継

A1 所務役相勤助右衛門口上書控 享保 9.12 継

A1 助右衛門息江教訓書 承応 2. 2 継
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P01
68 楢崎圭三氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 楢崎文書（東大影写本）（1～13号） （戦国期）

P01
69 西村家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔古文書　小田氏〕（1～2号） 天正 5. 3.12～
享保 5. 2. 2

巻子

A1 〔源姓小田氏系図〕 巻子

A1 〔小田氏古文書〕 宝永 3頃 巻子

A1 〔小田氏由緒書〕 継

P01
71 野間家文書

安芸郡中野村で割庄屋を勤めた野間家に伝来した文書（郡方諸御用跡扣）

※広島大学総合科学部所蔵文書（P01–98）・霊岳氏所蔵文書（P01–99）・山崎氏所蔵文書（P01–100）・海田町
教育委員会所蔵文書（P14–1）参照。

A1～3 郡方諸御用跡扣 寛政 2 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A4・5 郡方諸御用跡扣 寛政 4 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A6・7 郡方諸御用跡扣 寛政 5 割庄屋清左衛門 竪冊

A8・9 郡方諸御用跡扣 文化 2 割庄屋清左衛門 竪冊

A10・11 郡方諸御用跡扣 文化 6 割庄屋清左衛門 竪冊

A12・13 郡方諸御用跡扣 文化10 割庄屋清左衛門 竪冊

A14・15 郡方諸御用跡扣 文化11 割庄屋清左衛門 竪冊

A16・17 郡方諸御用跡扣 文政 3 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A18・19 郡方諸御用跡扣 文政 4 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A20・21 郡方諸御用跡書帖 文政 3 割庄屋太兵衛 竪冊

A22～24 郡方諸御用跡扣 文政 7 割庄屋太兵衛 竪冊

A25～27 郡方御用跡書 嘉永 5 割庄屋野間太兵衛 竪冊

P01
72 野村家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 堅田元慶書状（3号） 7.晦 堅田元慶→小川又左衛門 折紙

A1 阿曽沼元秀宛行状（2号） 天正 7. 2. 6 阿曽沼元秀→野村太郎 切紙

A1 毛利輝元捻文（1号） （永禄12）4.19 毛利輝元→国司元勝他 竪紙

A1 阿曽沼元秀宛行状（3号） 天正 7.11 毛利輝元→野村淡路守 切紙
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A1 〔野村氏由緒書〕 慶応 2.10 竪冊

A1 阿曽沼先祖〔覚〕 巻子

A1 野村氏先祖記 巻子

A1 野村氏家系（瀬野平野屋） 巻子

A1 尾道小川氏略伝 明治22. 6 巻子

P01
73 原田氏所蔵文書

A1 安芸守護宗孝親堂宇譲状 建仁4. 1.30 宗孝親→ 巻子

A2 武田氏系図（原田氏系図） 巻子

A2 吾家歴代之剣璽鏡 竪冊

P01
74 広島護国神社所蔵文書

B1～9 〔靖国神社合祀者名簿〕靖国　一巻～九
巻（計9冊）〔明治 2～昭和19年合祀〕

広島護国神社復興奉賛会 竪冊

B10～39 〔靖国神社合祀者名簿〕陸軍　一，二，三
巻〔合冊〕・四巻～二十四巻（計22冊）
〔昭和20～34年合祀〕

広島護国神社復興奉賛会 竪冊

B40・41 〔靖国神社合祀者名簿〕陸海軍　二十五
巻・二十六巻（計2冊）

竪冊

B42～52 〔靖国神社合祀者名簿〕海軍　一，二，
三，四巻・五，六，七巻・八巻・九巻・
十，十一，十二巻・十三巻～十六巻（計
9冊）〔昭和20～33年合祀〕

広島護国神社復興奉賛会 竪冊

B53～60 〔広島県護国神社合祀者名簿〕原爆一巻
～五巻（計5冊）〔昭和31年合祀〕

広島護国神社復興奉賛会 竪冊

広島護国神社合祀者名簿〔昭和三十七年
～五十五年〕（計19冊）

広島護国神社 竪冊

P01
75 福王寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔福王寺文書第1巻〕（1～19号） 嘉暦 4. 8.28～天文年間 巻子

A1 〔福王寺文書第2巻〕（20・21号） 応安元. 8～永和元. 8 巻子

A1 福王寺縁起 天正18. 5 学雄 巻子

A1 碝石源由記 天正18. 3 学雄 巻子

P01
76 福岡家文書

高宮郡小河原村関係文書（土地・租税・村・凶荒救恤・治安・農林業・工業・金融貸借）

支配

A4 御巡見様御通道筋御案内扣 宝暦11. 6 竪冊
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A2 〔人夫出頭ノ件〕態申遣ス 12.27 高宮郡役所→庄屋栄二他 一紙

土地

A2 御免札之由来書 元禄 7. 1.13 小河原村太郎兵衛 一紙

A2 〔御免札之由来〕覚 延宝 4.11.25 九郎右衛門他 一紙

A4 晩田迄枯皆損野取帖扣 享保17. 8. 8 横長

A2 〔狩留家村ト小河原上深川村山論ニ付証
文〕覚

宝永 6. 7.19 狩留家村庄屋助七他→小河原村
庄屋九郎左衛門他

一紙

A2 乍恐御断申上ル一札〔御鷹山ニ制札ヲ望
ム〕

巳7.19 小河原村庄屋九郎左衛門他→鈴
木左源太・近藤八郎右衛門

一紙

A2 高宮郡狩留家村小河原村論山御留山御下
ケ毛上上深川村ト差縺一件御吟味願下口
上書　小河原村ひかへ

子4 庄屋栄次他→片山健次他 一紙

A2 取替証文之事〔山論ニ付〕 文政 2. 9 庄屋孫右衛門他→小河原村役人 一紙

A2 乍恐御断申上ル一札〔山論ノ件ニ付〕 一紙

A6 年々田畠山林買求覚帖 文政元～慶応 2 横長

A6 田畠名寄書貫 竪冊

A4 永代ニ売切申田地之事 寅2 売主市郎兵衛他 一紙

A17 木之宗山御手入間引伐残毛上附印帳高宮
郡小河原村

慶応 2. 1 横長

A16 三種地券証写 明治15. 4 竪冊

A17 □□歩段別□□ 明治15 横半

A17 土地台帖写 明治22. 9.23 福岡栄二 竪冊

A17 〔土地台帳〕 綴

租税

A2 高宮郡御蔵入小河原村有麦目録 天保 9. 8 庄屋九八郎他 竪冊

A2 高宮郡御蔵入小河原村有麦目録扣 弘化 5. 6 庄屋九八郎他 竪冊

A2 高宮郡御蔵入小河原村有麦目録扣之写シ 安政 6. 6 庄屋栄二他 竪冊

A2 〔寸志米上納願聞届ニ付〕態申遣ス 未10 石井惣兵衛・湊兵馬→割庄屋黒
川恒助・庄屋栄二

一紙

A2 〔拝借米返上歎願差出ニ付〕大急廻達 11.26 割庄屋黒川恒助→上深川他6ヵ
所

一紙

村

A5 村々公事之覚書 元禄 5～11 竪冊

A1 高宮郡小河原村差出シ之帖 元禄15. 2 庄屋九郎左衛門他 竪冊

A1 国郡志御用ニ付下しらべ書出帳　高宮郡
上深川村

文政 2. 8 庄屋孫右衛門他 竪冊

A2 〔彦六小河原村与頭ニ〕申渡ス 巳8 原新五兵衛→庄屋九八郎 一紙

A2 〔組頭役赦免願〕覚（2点） 丑7 小河原村百姓彦右衛門 一紙

A4 申談頭書 辰12 一紙

戸口

A4 〔檀家調書〕 上深川村正現寺→小河原村庄屋
九八郎

一紙

凶荒・救恤

A2 安政四巳年社倉麦書附 安政 4.10.23 庄屋栄二他→辻小八郎 綴

A2 高宮郡小河原村社倉麦取立算用目録 辰7 庄屋九八郎他→高宮郡役所 一紙
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A2 〔社倉扶助ニ付褒状〕（3点） 一紙

A2 〔社倉穀貸下ノ儀〕態申遣ス 3.13 割庄屋黒川恒助 一紙

A4 〔社倉十人組頭取〕申渡ス 午8 木村半蔵・服部平助→小河原村
又右衛門

一紙

治安

A3 〔盗賊不正ナキ旨誓約書付〕覚 安永 7.閏7 □□原村革田平三郎→庄屋九郎
左衛門他

一紙

A3 高宮郡小河原村警固恐入御歎書写 卯2 □□村革田鶴吉他 一紙

A3 〔盗賊取逃一件〕口上覚（3点） 卯2 一紙

A3 奉恐入誤証文之事 文久 2. 8 浅助他→庄屋栄二他 一紙

A3 高宮郡□□原村革田庄蔵登し荷物出し方
談し書附

未5 庄屋栄次→北槌之助 一紙

A2 〔藤次郎一件〕覚 戌11 庄屋栄次→高宮郡役所 一紙

A2 〔藤次郎不心得ニ付追込〕申渡ス 戌12.23 一場武助・佐藤源兵衛→小河原
村百姓芳兵衛

一紙

A4 〔芳兵衛不埓ニ付追込〕申渡ス 戌12.21 一場武助・佐藤源兵衛→小河原
村百姓芳兵衛

一紙

A4 〔新七・庄兵衛不届ニ付手錠〕申渡ス 巳5.26 川崎新三郎・寺川代右衛門→組
合割庄屋十蔵他

一紙

A4 〔九郎兵衛不届ニ付手錠〕申渡ス 巳5.26 川崎新三郎・寺川代右衛門→組
合割庄屋十蔵他

一紙

A4 〔九左衛門・半平不届ニ付牢入〕申渡ス 巳6. 6 川崎新三郎・寺川代右衛門→九
左衛門・半平

一紙

A2 〔猟師鉄砲譲渡願〕覚（2点） 天保 9.10 小河原村仁助→ 一紙

農林業

A4 乍恐御願申上ル口上之覚 正徳 5. 3 一紙

A2 御建木之宗山之内両村論所松御用板枌伐
リ出シ御願書付（2点）

天保 3. 1 小河原村・福田村三役→高間源
太夫他

一紙

A7 〔年々出来麦・出来米扣帳〕 天保 9～明治20 横長

A17 〔あら苧取扱ノ儀ニ付歎願〕覚 巳6 小河原村百姓源七→庄屋九八郎
他

一紙

A17 菜種売渡通 横長

A18 〔干鰯・石灰等算用帖〕 横長

A18 田畠預物成取立帖 安政 5 横長

A19 田畠預ケ物成取建帳 明治 2 横長

A19 田畠預ケ物成取建帳 明治 8 横長

A20 田畑宅地小作米取建帳 明治13 横長

A20 田畑宅地小作米取立帳 明治18 横長

A21 田畑宅地収獲米取立帳 明治23 横長

A21 田畑宅地小作米取立帳 明治30 横長

A21 田畑宅地小作米取立帳 明治34 横長

工業

A2 〔狩留家小河原村鈩鍛冶屋ニ付キ〕態申
遣ス

2. 6 代官所→狩留家村庄屋庄三郎・
小河原村庄屋宗左衛門

一紙

A17 紺屋職灰御運上御願書付 小河原村百姓芳蔵 一紙
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A3 牛馬死失之時皮爪角代之内御割賦奉畏御
受書

辰2 革田留蔵他→役人中 一紙

A18 現銀酒御通 安政 5. 1 倉本東平 横長

A30 清酒皆造検査願他 明治11～18 竪冊

A30 醸造器械覚帳　福岡醸造 明治14 横半

A29 酒類御売之帳 明治15 横長

A29 両家酒造一件双方取替米過不足帖 横長

金融・貸借

A2 済口証文之事（2点） 寛政 6.12 九左衛門・孫三郎他 一紙

A18 〔彦介覚書〕（4点） 一紙

A8～12 万当座覚帳 慶応 4～明治 9 横長

A13 〔万覚帳〕 横長

A13 万覚帳 文久 3 横長

A14 万覚帳 明治 2 横長

A14 万覚帳 明治11 横長

A14 万覚帳 明治13 横長

A15 万覚帳 明治17 横長

A15 万覚帳 明治30 横長

A15 万覚帳 明治37 横長

A22 金出納日傭肥乎職人万雑記帳 明治23 横長

A22 金出納日傭肥乎職人覚帳 明治30 横長

A23 金出納日傭肥乎職人覚帳 明治37 横長

A24 金穀出納覚帳 明治40 横長

A25 金穀出納覚帳 大正 6 横長

A25 金穀貸借覚帳 大正 6 横長

A25 金穀貸借覚帳 大正 9 横長

A26 金穀出納覚帳 大正 9 横長

A27 金穀出納覚帳 昭和 2 横長

A28 金穀出納覚帳 昭和 6 横長

A28 金穀出納覚帳 昭和11 横長

家

A4 小河原村庄兵衛一家書付覚 一紙

P01
77 不動院文書

安国密寺不動院（広島市東区牛田新町）に伝来した文書（不動院文書第1～4巻等〈『広島県史』古代中世資料編4所収

文書を含む〉）

※『複製資料目録』4集も参照のこと。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔不動院文書第1巻〕（1～16号） （天正14）11.14～（天正
15）6.11

巻子
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A1 〔不動院文書第2巻〕（17～19号） 天正15頃 巻子

A1 〔不動院文書第3巻〕（20号） 天正19. 3.13 豊臣秀吉 巻子

A1 〔不動院文書第4巻〕（21～24号） 慶長9. 1. 2 巻子

A1 不動院仁王像（阿形・吽形）胎内背面墨
書銘写

巻子

A2 新山安国寺不動院由来 竪冊

A3 新山安国寺不動院雑記 享保 7秋 覚幢 竪冊

P01
78 本田家文書

A2 〔広島藩家中屋敷割坪付〕 竪冊

A3 沼田郡大塚村之内持高御水帖写 増田屋保右衛門 竪冊

A1 町人名役人附 文久 3. 9 横半

A3 五組町々火防方幟釣燈絵図 竪冊

A4 〔増田屋文書一巻〕 巻子

A5 妙好人伝二篇上 天保13 刊

P01
79 松井家文書

広島城下新町組京橋町の酒屋松井家（平野屋）に伝来した文書（綿改所・酒屋・家・文芸その他・松井家文書筆写綴）

綿会所　その他

A1 〔綿改所頭取心得綴〕 横半

A1 ◦綿座・綿改所・絹座・本地物改所頭取
出勤中心得方覚

（安政 6） 平野屋三次 横半

A1 ◦頭役衆 役前之事ニ附御紙面参り候節
返書心得之事并ニ用場 御紙面到来之
節返書心得之事

平野屋茂右衛門 横半

酒屋

A1 広島町酒屋酒造高御改連判并惣町年寄与
頭連判帳

寛文12. 9.28 竪冊

A2 酒屋定法帳 享保元.12 竪冊

A2 広島酒屋仲間誓約連判帖并ニ御聞届ケ被
遊候御書出シ共

延享 4. 1 竪冊

A3 〔居酒商売に関する覚〕 寛延元.11.25 →五組・新開 継

A3・4 御用酒御直段御酒之儀ニ付願書之写都而
御□一件

寛政 7～弘化 4 竪冊

A5・6 御用酒之一件其外諸控とも・御香物漬一
件・御用酒米之一件并に御米蔵ニ而受取
方共心得之事　弐番

竪冊

A5・6 ◦御用酒之一件其外諸控とも・御用酒米
之一件并ニ御米蔵ニ而受取方共心得之
事

A5・6 ◦御香物御用之一件
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家

A1 御上様方御成被為在候控・御先祖様より
代々役儀奉蒙候控とも〔写を合綴〕

承応 3～明治 5 横半

A27 年始状贈答先 （明治中期） 横半

文芸その他

A11 古泉居士筆跡〔袋入〕 袋

A18 せみのはころも 元文 5 竪冊

A18 道中日記　西国三十三所・信州善光寺共 元文 5 松井和遙 横半

A18 旅行之日記
※道中日記の下書

元文 5. 2～5 松井和遙 横長

A20 〔松井和遙旅行記綴〕 松井和遙

A20 ◦上之御用向ニて上坂之せつ日録 享保18. 1～2 横半

A20 ◦〔道後湯入湯紀行〕 享保21 横長

A20 ◦〔道草之記〕 元文 3. 5～6 冊

A20 ◦〔都旅行記〕 元文 3. 5～6 冊

A20 ◦道草の記 元文 3. 5～6 竪冊

A21 万覚日記
※大福帳を合綴

元文 4. 1 冊

A21 家つと〔2部合綴（富方筆・古泉筆）〕
※万覚日記と合綴

寛保 4 竪冊

A22 筑州下向覚日記 延享 2 松井古泉 冊

A22 つくしの旅
※以上2冊合綴

延享 2 松井古泉 竪冊

A23 松島旅行日記 延享 5. 2 松井和遙 横半

A23 あつまの旅 延享 5. 2 松井古泉 竪冊

A24 〔京都旅行記〕 宝暦 2 （松井古泉） 横半

A24 秋のなこり 宝暦 4. 8 松井古泉 竪冊

A24 旅行日記〔京都〕 宝暦 4. 8 松井古泉 竪冊

A25 京都へ登候節覚日記 宝暦 5. 2 松井古泉 横半

A25 伊勢参宮道中京都迄之日記 宝暦 7. 2 松井古泉 冊

A25 紀行　五十日乃夢
※以上2冊合綴

宝暦 7 （松井古泉） 冊

A26 参宮道中覚 寛延 2. 8 （松井古泉） 冊

A26 宮はしら〔伊勢太神宮御遷宮の紀行〕 寛延 2.10 松井和遙 竪冊

A26 参宮覚日記 宝暦 3. 2 （松井古泉） 冊

A27 参宮道中覚 宝暦 9 松井古泉 横長

A27 京都逗留中進物控 宝暦 9. 3 （松井古泉） 横長

A27 浪のしらゆふ
※以上3冊合綴

宝暦 9 松井古泉 竪冊

A27 八雲のつと〔出雲大社参詣旅行〕 宝暦10 松井古泉 竪冊

A27 京都逗留日記 宝暦11. 3 松井古泉 冊

A11 富方和歌（2枚） 一紙

A27 記行　伊勢まうで〔定心様御道中記〕 宝暦14 松井富方 竪冊
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A27 〔記行　神路山　定心様伊勢参宮記〕
※以上2冊合綴

寛延 3 松井富方 竪冊

A8 春賀集 宝暦 9 竪冊

A28 旅行日記 寛政 7 松井槌五郎 横長

A28 長州宮市天神様参詣道中日記并ニ御祭礼
之荒増控

文政 9 平野屋茂右衛門 竪冊

A28 離方様百回忌ニ付上京船地并ニ道中日録 文政10 松井茂右衛門 竪冊

A11 〔信士某結草蘆の記〕 恕信 竪紙

A11 恕信和歌色紙 恕信 色紙

A11 和歌〔初冬霜3首〕 継

A11 恕信和歌〔隠寮に春をむかへて，その他〕 恕信 継

A11 〔和歌（恕信その他）〕 竪紙

A19 厳島記 寛保 3 恕信 竪冊

A19 吉野の桜・龍田の紅葉・高砂の松　三つ
の実はへを厳島玉の御池のほとりに植ら
る勧進記

寛延 4 恕信 竪冊

A8 武者小路実陰書状〔掛軸〕 9.23 武者小路実陰 巻子

A9 武者小路実陰公口義　似雲聞書 正徳3～6 竪冊

A7 寄歌述懐百首 享保18.10 似雲 竪冊

A7 似雲法師水茎の跡　巻壱 巻子

A7 似雲法師水茎の跡　巻弐 巻子

A7 〔河内国弘川寺のほとりに草庵を結し比，
円位上人の古ことなとおもひ出て〕

元文 5.12 似雲 巻子

A7 〔追加書〕 元文 2. 8 似雲 巻子

A7 似雲八十賀和歌十二首　その他 巻子

A8 思出草 似雲 竪冊

A8 似雲法師葛城山居吟百首和歌 延享元 似雲 竪冊

A8 〔似雲和歌掛軸（秋浦3首）〕 似雲 巻子

A10 似雲法師消息文　壱～四（4軸） 似雲 巻子

A14 葛城百首和歌〔似雲法師葛城山居吟百首
和歌〕

延享元 平野屋茂右衛門（富方）書写 竪冊

A14 十百首和歌 似雲 竪冊

A16 窓之曙　上・下 享保15～17 似雲 竪冊

A17 磯の浪　上・下 享和元. 6 似雲 刊

A19 寄和歌述懐百首 文政 8刊 似雲 刊

A19 円位上人古墳記 元文 5. 4.28（延享 2刊） 似雲 刊

A29・30 詞林拾葉 （明治29. 7校） 似雲 竪冊

A31 詞林拾葉
※文化 6年写

似雲 竪冊

A7 手向草 寛延 3 巻子

A19 追悼勧進詩歌 宝暦 4 平好敬 竪冊

A8 〔詩文集〕 堀景山 竪冊

A11 〔堀南湖書跡〕 一紙
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A11 縮景園記 正徳 3.10 堀正修（南湖） 継

A8 和歌短冊（23枚） 短冊

A11 消息文（1袋）〔僧慈延・香川景柄・串田
凡十・その他〕

袋

A11 ◦堀景山詩歌〔袋入〕

A15 和歌為隣抄 寛政 9. 8 竪冊

A15 嵯峨樵歌 文化 9 北条霞亭（譲） 刊

A12・13 白山集　初編一二三・四・五 寛政 6 平賀白山 刊

A11 多賀庵風律発句書付・短冊〔袋入〕 多賀庵風律 袋

A7 蟹の穴 安永 9 梅北 巻子

A8 〔象見せ物の引札〕 （慶応 3. 9） 竪紙

筆者史料

A2 〔松井家文書筆写綴〕
※新修広島市史の記述との対応を記す

竪冊

A2 ◦〔平野屋茂右衛門酒造高の覚〕 元禄10・天明 5（天明 8
控）

A2 ◦〔地酒米ニ他国米買入積ミ下シ之覚〕 （元文 3. 4～5）

A2 ◦〔新町組新開方酒屋出店〕記録 宝暦12. 5

A2 ◦〔新開方酒屋出店ニ付〕誓約之覚（雛
形）

A2 ◦〔酒屋出店ニ付〕覚（雛形）

A2 ◦他国酒吟味之御願申上グルニ付連判帳 元文 3. 9.22 室屋源内他

A2 ◦〔居酒商売に関する覚〕 寛延元.11

A2 ◦太子講扣帳 享保13. 9

A2 ◦広島酒屋仲間誓約連判帖并ニ御聞届ケ
遊候御書出シ共

延享 4. 1

A2 ◦広島町酒屋酒造高御改連判并惣町年寄
与頭連判帳

寛文12. 9.28

P01
80 丸子家文書

高宮郡小田村人民総代丸子家に伝来した文書（高宮郡聯合町村会・安佐郡会関係文書・安佐郡報等）

近世文書

A7 高宮郡矢口小田北ノ庄三ケ村山改之帳
※明治15年の訴訟に際して提出した
写

寛文 8. 2.28 竪冊

A7 高宮郡小田村松笠山之儀ニ付御尋之趣書
出し帳
※山論に際して証拠として提出したも
の

宝暦12. 7 横長

A8 〔商取引難渋ニ付歎願〕 西11 浮過清作→庄屋団次郎→高宮郡
役所

一紙

A8 〔金利歩合御吟味ニ付〕口上之覚 申9 高宮郡小田村百姓市平→才来武
八郎・平野九八郎

一紙

A8 〔盗賊嫌疑之儀ニ付歎願〕 元治 2. 2 小田村百姓源三郎他→村役人 一紙
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A8 〔断簡〕 一紙

A8 乍恐御歎奉申上候口上之覚
※村民集会より排斥の件に付いて

一紙

村

A6 戸長改撰ノ義ニ付願 明治15. 2.20 小田村人民総代丸子兼助他→沼
田高宮郡長荘田侃二

竪冊

A6 〔戸長改選関係書類〕（3点） 明治15. 2 綴

A6 〔戸長改選ニ付再願関係文書〕（5点） 明治15. 2～3 綴

A1 聯合会議事細則 明治17. 7 竪冊

A1 小田矢口聯合村会議案 （明治17頃） 竪冊

A3 高宮郡各町村稲作改良伝習方法成議案 刊

A3 明治二十一年春季勧業会議案 刊

A3 明治十八年小田矢口二村聯合勧業会議案
及説明書

竪冊

A5 小田村民規約ノ主意書 明治19.10.27 荒瀬俊平他 刊

A1 高宮郡口田村大字小田規約 明治20.10 大字小田惣代人丸子兼助他 竪冊

A1 明治二十年度小田村々費成議案 明治20. 1 竪冊

A1 明治二十年度第一期高宮郡聯合町村費賦
課方法成議案

明治20. 5 竪冊

A1 明治二十年度地方税中商業税小田村負担
額賦課方法成議案　小田村

明治20. 5 竪冊

A1 明治二十年度第一期地方税中戸数割小田
村賦課方法成議案

明治20. 5 竪冊

A1 明治二十年度高宮郡聯合町村費臨時増加
小田村負担額賦課方法議案

明治21. 2 竪冊

A1 明治二十一年度第一期高宮郡聯合町村費
小田村賦課方法議案

竪冊

A2 明治二十一年度小田村々費予算議按 明治21. 1 竪冊

A2 明治二十年度小田村々費収入精算報告 竪冊

A2 明治二十一年度后半期地方税中戸数割小
田村負担額賦課方法議案

竪冊

A2 〔県第三課より通達〕 明治21. 9. 2 広島県第三課→小田村戸長役場
→丸子兼助

A2 明治二十一年度第二期高宮郡聯合町村費
小田村負担額賦課方法議案

竪冊

A2 明治二十二年度前半期高宮郡聯合町村費
　小田村

竪冊

A2 明治二十二年度地方税戸数割前半期口田
村負担額賦課方法成議案

竪冊

A2 明治二十一年度地方税中戸数割前半期小
田村負担額賦課方法議案

竪冊

A8 明治二十二年度地方税中営業税口田村負
担額

竪冊

A2 〔会議召集通知〕 明治22. 7.12 高宮郡口田村役場→丸子兼助 竪冊

A2 明治二十二年度口田村費村長新任迄追加
予算成議案

竪冊

A2 口田村臨時村会議按 明治22. 6 竪冊
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A2 口田村臨時村会議案 明治22. 6 竪冊

A3 臨時口田村会儀按 明治22 竪冊

A3 小田矢口二村協議会議案説明書及議案 （明治22） 刊

A3 明治二十二年度商業税負担額表〔及高宮
郡各町村組合規定関係書類〕

竪冊

A4 安佐郡口田村明治四十年度歳入歳出予算
表

刊

A4 広島県安佐郡口田村明治四十年度歳入出
総計決算書

刊

A4 大正二年度広島県安佐郡口田村歳入出予
算

刊

A4 大正二年度口田村歳入出決算書 竪冊

A4 大正二年度安佐郡口田村歳入出更生追加
予算

竪冊

A4 大正六年度広島県安佐郡口田村歳入歳出
予算

刊

A4 大正六年度口田村税歳入歳出予算追加 竪冊

A4 大正六年度安佐郡口田村歳出予算更生 竪冊

A4 大正六年度安佐郡口田村歳出予算更生 竪冊

A5 大正七年度安佐郡口田村罹災救助資金歳
入歳出予算

大正 7. 2.19 竪冊

A5 大正十四年度広島県安佐郡口田村歳入歳
出予算

大正14. 2.27 刊

A5 大正十四年度安佐郡口田村歳入歳出予算
追加

竪冊

A5 口田村大字小田部落組合規約 大正 4 刊

A5 口田村大字小田部落組合規約 大正 4 竪冊

A5 口田村戸主会々則・主婦会々則・教化総
動員並公私経済緊縮委員会規程および協
定事項・口田村改善表彰規程

昭和 4 竪冊

郡政

A5 沼田高宮山県郡兵事義会規約 明治21. 2 刊

A9 大正七年度広島県安佐郡歳入歳出決算
書・大正七年度広島県安佐郡基本財産歳
入歳出決算書

刊

A9 大正八年度安佐郡歳入歳出決算書 刊

A9 大正九年度安佐郡会ノ議案 刊

A9 〔郡道路線認定ニ付〕諮問 大正 9.12. 6 安佐郡長川崎寿太郎 竪冊

A9 大正九年度広島県安佐郡歳入歳出決算書 刊

A10 大正九年度通常安佐郡会議案 刊

A10 大正十年度通常広島県安佐郡会議決書 刊

A10 大正十年度通常安佐郡会議案 刊

A10 大正十年度通常広島県安佐郡歳入歳出予
算更生

刊

A11 安佐郡参事会意見書・大正十一年度通常
広島県安佐郡会議案

刊
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A11 大正十一年度通常広島県安佐郡会議決書
（6点）

刊

B1～9 広島県安佐郡報　1・3・4・7～10・13・
17・19・24・26～29・34号

明治42～大正11 広島県安佐郡役所 刊

B6 広島県安佐郡通信　第4回 大正 6. 7. 5 広島県安佐郡欺民会長川崎寿太
郎

刊

土地

A8 一村限り山林原野藪地耕地取締規則 明治14.10 村民一同→惣代 竪冊

A8 山林忍入証 明治15. 3.28 山本仙助他→山林取締 竪冊

A6 旧公有地原由書ノ儀ニ付再伺 明治15.10. 2 小田村人民惣代松本武左衛門他
→千田貞暁

竪冊

A6 書類取消御達方上願 明治15.11. 1 小田村人民総代丸子兼助他→沼
田高宮山県郡長杉山新十郎

A6 官林古木御払下ケ願 明治21. 5. 4 高宮郡小田村人民総代→広島大
林区署長南部義籌

竪冊

A6 東野中筋村 小田矢口各村エ係ル山論イ
ワレ書・旧公有地原由書之儀ニ付副申・
旧公有地原由書ノ儀ニ付再伺

（明治15～16） 竪冊

A6 旧公有地原由書之儀ニ付伺之事 明治15.10.13 高宮郡小田村人民惣代→広島県
令千代貞暁

一紙

A6 裁判言渡書 明治16. 3.28 広島県控訴裁判所 竪冊

A6 上申書〔山論関係〕 明治15. 9. 7 東野中筋二村惣代野村謙之助他
→東野村・中筋村・小田村戸長

竪冊

A6 〔小田村地籍取調帳〕 明治18. 8 人民総代・小田矢口村戸長田中
静吾

竪冊

A6 済口定約証 明治17. 3.31 竪冊

A7 山論諸入費控　高宮郡小田村 明治15. 9. 6 横長

A8 地所売渡証 明治30. 9.30 口田村長田中太一郎→丸子兼吉 一紙

A8 不要存置国有林売払願 明治39. 3.16 口田村長田中太一郎→広島大林
区署長片山吉成

一紙

第一次産業

A3 農業保信組合規約設置之件ニ付上申　農
業保信組合規約

明治19 刊

B10 〔広島県安佐郡〕生産調査書 大正 9. 3 安佐郡役所 刊

B11 安佐郡産業組合現勢一班 昭和 3.11 産業組合安佐郡部会 刊

第三次産業

A12 広島区外四郡麻製商組合規約 明治20. 4 刊

A12 〔広島藍商組合規約改正案〕 竪冊

A12 〔明治二十年決算報告・同二十一年予算〕 竪冊

A12 明治二十一年広島麻製商組合規約通常会
議案

明治21. 4 竪冊

交通・運輸

A11 〔芸備鉄道株式会社創立総会通知〕 明治45. 4.11 芸備鉄道株式会社発起人総代佐
藤正

一紙

A11 〔芸備鉄道〕株式申込証 明治45 一紙

A11 芸備鉄道建設概要 大正 4. 5.15 芸備鉄道株式会社 刊

A11 新株式割当通知書 大正13. 7. 2 芸備鉄道株式会社取締役社長谷
口節

一紙

164



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 広島市／三上家文書（P01�81）

A11 芸備鉄道株式会社新株式募集規定 大正13. 5. 5 一紙

A11 〔芸備鉄道株式会社〕現定款・定款改正案 一紙

教育

B11 安佐郡教育会会員名簿 大正 3. 6 安佐郡教育会 刊

寺社

A12 平野神社氏子総人別控帳並得米改帳 明治13. 1 竪冊

A12 平野神社庭増広地上ニ付諸費控帳簿 大正14. 8 横長

A12 平野神社庭増広ニ付地上夫役山々頭簿 大正14. 8 横長

家

A13 〔日記〕 大正10～12 横長

A14 〔日記〕 大正13～15 横長

A15・16 〔支出簿〕 大正 9～昭和 3 横長

P01
81 三上家文書

三次郡岡三渕村庄屋関係の文書（支配・土地・租税・村・戸口・治安・産業・交通等）

支配

A4 申談条々覚 文化 6. 割庄屋平左衛門 竪冊

A4 三好・恵蘇郡法則帳 文化14.10 竪冊

A1 〔御触書控帳〕 慶応 2. 5～慶応 4. 2 横長

A2・A3 御触書控帳 明治 3. 6～ 岡三渕村庄屋元 横長

土地

C1 三次郡岡三渕村畠堀・新開帳 延宝 6. 8.19 栗原八右衛門他 竪冊

C1 三次郡岡三渕村新開見取帖 延宝 6. 8.19 栗原八右衛門他 竪冊

C1 三次郡岡三渕村古見取所御尋ニ付申上ル
書付ひかへ
※以上2冊合綴

文化 6. 1.29 横長

C1 三次郡岡三渕村新開畠改書出帖　ひかへ 延宝 6. 8.19 岡三渕村庄屋六兵衛他→中井太
左衛門

竪冊

C1 三渕村新開田畠御改帳
※以上2冊合綴

延宝 6. 8.19 岡三渕村庄屋六兵衛他→中井太
左衛門

竪冊

C1 三次郡岡森山西村未ノ川成改帳 元禄16.11. 3 遠山半兵衛→森山西村庄屋三郎
右衛門

竪冊

C1 三次郡岡森山西村当戌川成帳 宝永 3. 8.18 江口三左衛門他→庄屋三郎右衛
門・与頭中

竪冊

C1 岡三渕村当戌川成帖 宝永 3. 8.20 江口三左衛門他→庄屋三郎右衛
門・与頭中

竪冊

C1 三次郡岡森山西村巳年出高改帖 正徳 3. 7.23 中山源七他→ 竪冊

C1 森山中村巳年出高改帖 正徳 3. 7.23 中山源七他→中村庄屋吉左衛門 竪冊

C1 岡三渕村御用木御改帳　扣 正徳 6.閏2.29 庄屋弥三右衛門他→小田吉左衛
門

竪冊

C1 岡三渕村竹御改帳
※以上2冊合綴

正徳 6. 2.29 庄屋弥三右衛門他→小田吉左衛
門

竪冊

A4 三次郡岡三渕村御検地名寄帳 享保元. 1. 竪冊
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C2 三次郡岡三渕村御地平シ名寄帖 享保10. 1. 竪冊

A4 三次郡大山村御山長 享保12. 5. 庄屋清右衛門他→山目附助四郎 竪冊

C2 三次郡御給知方森山西村山帳　上ルひか
へ

宝暦 8. 3. 庄屋武助→役所 竪冊

C2 三次郡森山西村山帖　但享保十九年寅二
月御勤場所ニて古帖写シ
※以上2冊合綴

享保19. 2写 横長

C2 三次郡岡三渕村・森山中村・森山東村・
西野村・森山西村百姓腰林草山覚帳

享保11・宝暦 8. 5. 竪冊

A5 三次郡岡三渕村御鉄山・御帳付木・草山・
宮山・腰林・百姓藪寄帖

享保12. 5.20 庄屋弥三右衛門他→竜神甚大夫
他

竪冊

A5 三次郡森山中村御鉄山・御帳付木・草山・
腰林・百姓藪寄帖　本ひかへ

享保12. 5.20 庄屋弥三右衛門他→竜神甚大夫
他

竪冊

C3 三次郡森山西村鬮取水帖 明和 9. 5. 庄屋惣次郎 竪冊

C3 三次郡岡三渕村田畠民数帳　ヒカヘ 天明 4.閏1. 庄屋佐地左衛門 竪冊

C4 森山西村百姓別持高改帖 天明 7.10. 竪冊

C4 三次郡岡三渕村山帖　上りひかへ 寛政 3. 2. 庄屋徳蔵他 竪冊

租税

A4 享保五子年以後毎年之御免帳 宝暦 5. 4. 藤四郎→西村与頭喜四郎 竪冊

C2 三次郡森山中村・西村御免割帖　写 明和 4.10. 竪冊

C3 三次郡森山東村明和四亥年御免割帖控写
し

戌. 4. 庄屋良右衛門他→割庄屋平蔵 竪冊

村

C1 指出シ目録　組つぎ目録 元禄 5. 9. 庄屋五右衛門他→木村久左衛門 竪冊

A7 岡三渕村・森山中村万書留帖 享保12.閏1. 庄屋弥三右衛門他 竪冊

A6 〔三次郡岡三渕村・森山中村万書出帳〕 （享保 7～10） 竪冊

A5 三次郡森山中村万指出シ帖 享保 8. 7.21 庄屋弥三右衛門他→鈴木八右衛
門他

竪冊

A5 三次郡森山中村諸色書出シ帖 享保11. 森山中村庄屋弥三右衛門他→湯
川伝兵衛他

竪冊

A5 □□□万書出帳　岡三渕村・森山中村 享保14～15 竪冊

A4 三次郡森山中村・岡三渕村・森山西村享
保年中指出帖写シ

寛政 4. 1. 庄屋徳蔵他→三次・恵蘇郡役所 竪冊

A8 三次郡岡三渕村・森山中村・同西村万有
物書出帖　ヒカヘ

寛政 7. 8. 徳左衛門他→庄屋平蔵 竪冊

A10 国郡志下調　岡三渕　 文政 2. 岡三渕庄屋淳作他 竪冊

A10 国郡志下調　横谷村　 文政 2. 3. 竪冊

A10 国郡志下調　大山村　 文政 2. 4. 庄屋清右衛門他 竪冊

A11 国郡志下調　小文村　 文政 2. 3. 小文村庄屋多八他 竪冊

A11 国郡志下調　西野村　 文政 2. 3. 庄屋市五郎他 竪冊

A11 国郡志下調　大畑邑　 文政 2. 3. 庄屋仙蔵他 竪冊

A11 国郡志下調　香淀村　 文政 2. 8. 香淀村当分庄屋幸三郎他 竪冊

A12 〔国郡志下調 　藤兼村〕 （文政 2）. 藤兼村庄屋四郎三郎他 竪冊

A12 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　三次郡
森山東村

文政 2.10. 庄屋良右衛門他 竪冊
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A12 国郡志下調　森山中村　 文政 2. 6. 森山中村庄屋淳作他 竪冊

A13 国郡志下調　大津村　 文政 2. 3. 庄屋与三郎 竪冊

A13 国郡志下調　光守村　 文政 2. 3. 光守村庄屋良右衛門 竪冊

A13 国郡志下タ調　下布野村　 文政 2. 4. 庄屋仲右衛門他 竪冊

A14 国郡志下調　森山西　 文政 2. 3. 森山西村庄屋為右衛門他 竪冊

A14 国郡志下タ調　三原村　 文政 2. 3. 庄屋貞三他 竪冊

A14 国郡志下調　門田村　 文政 2. 3. 竪冊

A14 国郡志下調　山家村　 文政 2. 庄屋源五郎他 竪冊

A15 国郡志下調　伊賀和志村　 文政 2.10. 庄屋良右衛門他 竪冊

A15 国郡志下調　上作木村　 文政 2. 4. 庄屋栄作他 竪冊

A15 国郡志下調　西河内村　 文政 2. 3. 庄屋為之助他 竪冊

A16 〔国郡志下調 　西入君村〕 （文政 2）. 竪冊

A16 国郡志下調　下作木村　 文政 2. 4. 庄屋幾右衛門他 竪冊

A16 国郡志下調　茂田村　 文政 2. 3. 庄屋隆蔵他 竪冊

A16 国郡志下調　戸河内村　 文政 2. 3. 庄屋幸右衛門他 竪冊

A17 国郡志下調　泉吉田村　 文政 2. 3. 庄屋市五郎他 竪冊

A17 国郡志下タ調　上里村　 文政 2. 当分庄屋太八他 竪冊

A8 石州雲州境村々万聞書帖 享保 6. 6. 竪冊

戸口

A4 三次郡川下組五ヶ村人馬御改辻寄帳　控 文政11. 1 割庄屋淳作→三次郡役所 竪冊

A4 三次郡川下組五ヶ村人馬御改辻寄帳　控 文政11. 1 割庄屋淳作→三次郡役所 竪冊

A4 三次郡川下組五ヶ村人馬御改辻寄帳　控
※以上2冊合綴

天保 5. 1. 年寄格割庄屋淳作→三次郡役所 竪冊

治安

A9 御公儀御尋之者御吟味人別判形帖　岡三
渕村

享保 4. 4.15 三渕村庄屋弥三右衛門他→久保
田新五

竪冊

C4 〔天明六年恵蘇・三次郡百姓騒動記〕 天明 6. 竪冊

A9 三次郡門田村百姓角蔵養子儀兵衛水論御
約奉願上書附

文政12. 6. 庄屋栄作他→割庄屋淳作 竪冊

A9 佐伯郡□□村革田共江示し筋之儀写 竪冊

A9 〔備後国天領犯罪人取調書　抄〕 竪冊

救恤

C5 社倉穀帳　三次郡
※文化11年写

天明 6. 7.1写 竪冊

産業

A8 三次郡岡三渕村畠方作見積り帖　本ひか
へ

享保12. 9.29 庄屋弥三右衛門他→湯川伝兵衛
他

竪冊

A8 三次郡森山中村畠方作見積り帖　本ひか
へ

享保12. 9.29 庄屋弥三右衛門他→湯川伝兵衛
他

竪冊

A8 〔郡中櫨植付調方ニ付申請書〕 戌. 8.27 三次郡番組→割庄屋淳作他 一紙

A8 〔郡中櫨植付調方御尋ニ付付答書〕覚 酉. 3. 願主四人→三次郡番組中 一紙

A8 三次郡大津村商鑪附鍛冶屋打立願書附 巳. 3. 鍛冶屋主岡三渕村庄屋淳作他→
与合割庄屋淳作→三次郡役所

一紙
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A8 三次郡大津村商鑪附鍛冶屋打立願書付 申. 8. 鍛冶屋主伊加和志村庄屋繁右衛
門他→組合割庄屋仲右衛門

一紙

交通

C1 岡三渕村道法坂川御改帳 元禄11. 5.21 三渕村庄屋五右衛門他→上布野
村平林助四郎

竪冊

A8 石州雲州道積り 享保 4. 竪冊

P01
82 三上家文書

A1 国郡志御用ニ附下調書出帳控　高宮郡鈴
張村

竪冊

P01
83 三戸家文書

安芸郡中野村三戸家に伝来した文書（中世文書〈『広島県史』古代中世資料編4所収文書を含む〉・支配・租税・家・絵

図等）

※中世文書の表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

中世文書

A1 毛利輝元書状（1号） 6.13 毛利輝元→三戸源十郎他 巻子

A1 大内義弘感状 明徳 3. 1. 3 大内義弘→葛西左衛門大夫 巻子

A1 大内義興感状 8.27 大内義興→笠井肥前守 竪紙

A1 大内義隆感状 天文10. 2.16 大内義隆→笠井帯刀左衛門尉 竪紙

A1 毛利元就書状 12. 5 毛利元就→笠井帯刀左衛門尉 竪紙

A1 三戸氏略系図 横半

支配

A13 此度御仕向之趣於海田市被為仰付御紙上
之写

宝暦10.11. 6 竪冊

A2 諸書付跡扣 安政 2 竪冊

A3～7 御触状温古帳 文久 2～明治 2 横長

A8 諸願書附控 慶応 3 竪冊

A9 諸願書附控 慶応 4 竪冊

A10 〔諸通達控〕 明治 5 竪冊

A11 〔諸通達控〕 明治 8.12～明治 9. 4 竪冊

土地

A13 持成田畠畝高控帖 嘉永 6.12 三戸氏 横半

C1 地所押領仕候義ニ付追願 明治10. 7・明治10. 9 奥海田村農大堂伝七→広島県令
藤井勉三

綴

租税

C1 嘉永五御年貢米下札　奥海田村 嘉永 5.11 当分庄家野間太兵衛他 一紙

C1 御年貢米通 子8 与頭孫右衛門→市野間屋うら十
松

一紙

C1 御年貢米通ひ 卯8 与頭平八→多田つた 一紙

A13 〔年貢未進等ニ付口達之覚〕 5 竪冊
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村

A12 国郡志御編集ニ付下弾書出シ　〔中野村〕 文化12. 8 中野村庄屋太兵衛他 竪冊

C1 安芸郡中野村左右十丁之内人家書抜差上
帳

竪冊

凶荒・救恤

A13 社倉之儀ニ附下方江示教書　賀茂郡正力
村

天明 7 竪冊

交通・運輸

C1 諸御大名様御小休諸控 天保 7～慶応 2 竪冊

C1 当度御本陣御下宿御手当家数約メ帖ひか
へ　安芸郡中野村

庄屋・与頭→割庄家元四郎他 横長

寺社・宗教

A13 安芸郡神社仏閣古跡扣〔抄〕 正徳 5. 4 竪冊

家

C1 忠左衛門他書翰
※西福寺頼母子二番会執行案内状

忠左衛門他→三戸八右衛門 一紙

C1 土手屋長蔵書翰
※新札発行風間に付

10.24 →谷屋利助 一紙

C1 友井喜三太書翰
※試験場出席に付

18 →三戸彦左衛門 一紙

絵図

C1 御進発御用村内往還左右十丁図　安芸郡
中野村

慶応元.12 竪冊

C1 安芸郡中野村往還略図　本ひかへ 慶応 2.10 一紙

C1 〔中野村往来図〕（3綴） 綴

C1 〔安芸郡中野村絵図〕（2舗） 一紙

P01
84 三好家文書

広島藩浅野家家中三好家に伝来した文書（知行黒印状等）
※原本を所蔵。『収蔵文書目録』1集に目録所収。

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 寛永16. 2.19 浅野光晟→三好惣左衛門 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 寛文 9. 3. 1 浅野光晟→三好半左衛門 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 延宝 2. 2.15 浅野綱長→三好半左衛門 一紙

A1 覚〔加増分知行黒印状〕（1包） 元禄13. 1.21 浅野綱長→三好半左衛門 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕 宝永 7. 2.15 浅野吉長→三好半左衛門 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕
※以上2通は1包

享保13. 1.21 浅野吉長→三好貞之進 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 享保 7. 3. 1 望月番五他→三好半大夫 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 宝暦 7. 6.21 浅野宗恒→三好多八郎 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 明和 3. 1.28 浅野宗恒→三好多八郎 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 享和 2. 2.15 浅野斉賢→三好多八郎 一紙

A1 覚〔加増分知行黒印状〕（1包） 文化 9. 2. 1 浅野斉賢→三好主殿 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 文政 3. 2.27 浅野斉賢→三好靱負 一紙
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A1 覚〔知行目録〕（1包） 文政 9. 2. 6 小笠原富三郎他→三好大弐 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 天保 9. 2.28 浅野斉粛→三好大弐 一紙

A1 覚〔知行目録〕（1包） 安政 2. 2.18 今村文之助他→三好伊織 一紙

A1 覚〔知行黒印状〕（1包） 安政 7. 2.28 浅野茂長→三好縫殿 一紙

A1 御番頭誓詞扣（1包） 文化 6. 　→浅野甲斐他 一紙

A1 内密書〔陣形他〕（1包） 一紙

A1 〔拵書控〕 横長

A1 大小拵書扣 嘉永 2. 2. 横長

A1 御役方諸 三好氏 横長

P01
87 室屋文書

山県郡加計村関係文書（支配・土地・租税・村・治安・土木建築・産業・金融貸借・交通運輸・家・寺社宗教）

支配

A7 浅野長晟書翰
※未進銀納所に付

11. 3 →寺本内臓丞他 一紙

A7 上田主水・浅野甲斐書翰
※御城請取に付

4.27 →中村十郎左衛門 一紙

A2 〔酒造半作ニ付触書請書雛形〕覚 万治 2 →西尾弥五左衛門他 一紙

A2 〔諸国巡見使派遣ニ付触書写〕 寛文 7.閏2.18 内膳正他 一紙

A2 〔酒造・たはこ作・寺社領ニ付法度請書〕 寛文10.10 新町与三兵衛・古市次右衛門他
→庄家四郎兵衛他

一紙

土地

A3 安芸国山県郡賀計村地詰帳 寛永15.10. 5 川崎多左衛門他 竪冊

A3 安芸国山県郡津浪村地詰帳 寛永15.10. 5 川崎多左衛門他 竪冊

A6 返当書之事
※加計村の内滝山境目に付

正保 4 加計村庄屋権右衛門他→沖清兵
衛他

一紙

A2 〔田畠・屋敷畝高・分米寄〕覚 寛文元. 9.23 かくさ与頭角右衛門→与兵衛 一紙

A2 〔御立山松から山立札ニ付〕覚 延宝 4. 5.15 加計村庄屋四郎兵衛→宇賀平内
他

一紙

A2 〔家繕入用材木腰林より伐採許可〕覚（3
通）

元禄 3. 3.15 近藤吉大夫他→加計村庄家・惣
山守共

一紙

A2 〔家繕入用材木腰林より伐採許可〕覚 元禄 4.12.12 奥弥平次他→加計村庄家・山守
共

一紙

A2 〔家繕入用材木腰林より伐採許可〕覚（2
通）

元禄 5.12.11～12 奥弥平次他→加計村庄家・山守
共

一紙

A6 寛政四年子二月　鶉木田畠并山林隅屋
御譲り証文并券状入（1袋〈74通〉）

安永 4～文政 6 袋

A6 戸谷村鶉木田地高并小物成銀入草山帖 寛政 4. 2.22 竪冊

租税

A2 〔種米元利共請取切手〕覚 慶安 2.11.25 戸嶋安左衛門→加計村庄屋彦左
衛門

一紙

A2 〔年貢米請取切手〕覚（2通） 慶応 2.12.15 戸嶋安左衛門→加計村庄屋彦左
衛門

一紙
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A2 〔年貢米請取切手〕覚 慶安 3. 5. 2 戸嶋安左衛門→加計村庄屋彦左
衛門

一紙

A2 〔万治三年諸役銀秋上り請取〕覚 万治 3.11.16 西尾弥五左衛門→庄屋与兵衛 一紙

A2 〔延宝六年分給人渡米ニ付申達書〕 延宝 6. 7.20 西村為左衛門他→庄屋四郎兵衛
他

一紙

A2 〔加計村知行地年貢免状〕覚 延宝 7. 7 西村為左衛門他→庄屋四郎兵衛
他

一紙

A2 〔大久保新左衛門・鈴木左源太取分ニ付
上ル控〕覚

延宝 7. 8. 6 加計村庄屋四郎兵衛→林市平衛
他

一紙

A2 御願申上ル覚
※新開百姓より新開見取米の定米化願
出に付

享保 2. 7 加計・戸河内・上筒賀・中筒賀・
上殿河内・下殿河内・下筒賀・
坪野・穴村庄屋他→川本六兵衛

一紙

A2 御願申上ル覚
※新開分見取米の定免願書

享保 2. 7.18 かくさ与頭角右衛門→与兵衛千
右衛門他→加計村他8村庄屋他

一紙

村

A3 山県郡加計村差出シ帖　壱番　弐冊之内
　西村為左衛門様へ上ケ申候差出し帖ひ
かへ

延宝 7. 5.23 竪冊

A4 山県郡下筒賀村差出シ帳 宝永 6. 8. 1 庄屋彦左衛門他→今枝半左衛門 竪冊

A5 山県郡下殿河内村差出帳 宝永 6 竪冊

A2 〔与頭正右衛門留任頼母子取立ニ付本江
組連判書〕覚

元禄17. 3. 7 喜右衛門他→庄家四郎兵衛 一紙

A2 乍恐申上口上
※本郷与頭庄右衛門留任に付

申1.26 加計村之内本郷与惣百姓共→庄
屋四郎兵衛→丸山六右衛門他

一紙

A2 〔下村与・上村与与頭名及庄屋由緒〕 一紙

治安

A2 〔当村材木方出入一件内済証文〕覚 寛文12. 7.10 下筒賀村源左衛門他→穴村庄屋
権右衛門他

一紙

A2 〔下筒賀村之内滝本組出入一件取噯之者
共承及ニ付覚

貞享 3. 3. 7 穴村権右衛門他 一紙

A2 〔下筒賀村之内滝本組百姓出入一件内済
ニ付連判証文〕

貞享 3. 4. 7 滝本与頭九兵衛他→穴村権右衛
門

一紙

A6 乍恐御断申上ル覚
※向井手柴山相論に付願書控

元禄14. 6.11 加計村庄屋四郎兵衛→多田文左
衛門他

一紙

A2 御願申上ル口上
※山并に納所高出入に付吟味願

正徳 5.11.15・
享保元. 8. 7

一紙

A2 〔年貢納所出入一件内済ニ付連判証文〕覚 享保元. 8. 6 為右衛門他→庄や与兵衛 一紙

A2 享保三年三月百姓騒動記録（1袋〈4冊10
通〉）

袋

A2 ◦乍恐御歎キ申上ル口上
※当春百姓騒動の節郡中百姓に取ら
れし米の返し方に付

享保 3.10 加計村市忠左衛門他→庄屋与兵
衛他→久野三之丞他

一紙

A2 ◦御窺申上ル口上
※山守役庄右衛門・与頭三郎右衛門
父子居宅家財損に付

享保 3. 4. 3 加計村与頭不残→久野三之丞他 一紙

A2 ◦乍恐御断申上ル覚
※3月29日騒動にて加計市米なきに
付願書控

（享保 3）4. 1 加計村与頭中不残→久野三之丞
他

一紙

A2 ◦〔百姓願書指出方申達書ニ付〕覚 （享保 3）4 塚野久大夫他→坪野村・加計村 一紙

A2 ◦〔又左衛門所持猟師鉄炮ニ付様子申上
ル〕覚

（享保 3）4. 8 加計村与兵衛枠文四郎→与頭三
郎右衛門他

一紙
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A2 ◦乍恐申上ル口上之覚
※百姓共城下へ罷出候に付

（享保 3）3 山県郡加計村百姓共→公儀 一紙

A2 ◦御注進申上ル口上
※庄屋与兵衛宅他打こわし，米等押
取に付

（享保 3）4. 1 山県郡加計村与頭不残→久野三
丞他

一紙

A2 ◦態申遣候
※百姓騒動の節家損の様子等取調に
付

（享保 3）閏10. 7 瓦田新右衛門他→加計村庄家与
兵衛

一紙

A2 ◦御窺申上ル口上
※山守役庄右衛門・与頭三郎右衛門
父子御咎に付

享保 3. 4. 6 加計村与頭不残→久野三之丞他 一紙

A2 ◦山県郡加計村与兵衛居宅損失諸色書出
シ帳

享保 3.閏10.10 加計村庄屋与兵衛→久野三之丞
他

横長

A2 ◦山県郡加計村山守役庄右衛門居宅損失
諸色書出し帖

享保 3. 3.29 山守役庄右衛門→庄屋与兵衛→
久野三之丞他

横長

A2 ◦山県郡百姓加計村江相集り押取申候諸
色之帳

享保 3.閏10.10 与兵衛→久野三之丞他 竪冊

A2 ◦山県郡加計村ニ而百姓騒動之節家破却
帳

享保 3.閏10.11 加計村庄屋与兵衛→久野三之丞
他

竪冊

A2 ◦〔百姓騒動一件ニ付触書写〕 享保 3. 3.21～26 一紙

A2 御未進方へ永代渡ス畠之事 享保19. 2.23 渡し主平左衛門他→組頭文四郎 一紙

A2 辻ケ河原岡田茂三郎野山樵苅儀ニ附同所
源平と差縺一件書類（1袋〈3通〉）

弘化 4～嘉永 3 袋

A2 ◦乍恐御願申上口上覚　加計村
※岡田分家源平野山に付願書

弘化 4. 2 百姓源平→庄屋三郎左衛門他 一紙

A2 ◦口演覚
※野山差縺内済に付

嘉永 3. 3 庄屋亀太郎→山目附茂三郎→庄
屋亀太郎他

一紙

A2 ◦甲渡ス口演覚
※野山差縺内済に付

嘉永 3. 3 庄屋亀太郎→百姓源平→庄屋亀
太郎他

一紙

A2 申上ル口上覚　辻ケ河原郷
※当郷岡田持方山所建木伐荒し一件に
付請書

嘉永 3. 3 百姓亀蔵他→庄屋亀太郎他 一紙

凶荒・救恤

A2 申定ル一札之事
※東坂もり上山手毎年日損に付

元禄14. 7.14 藤□□置之土手下百姓利兵衛他
→半兵衛他

一紙

A2 申定ル一札之事
※上殿河内村の内東坂森，加計村の内
上山手等日損に付

元禄14. 7 加計村上山手九郎左衛門他→利
兵衛他

一紙

土木・建築

A2 御断申上ル覚
※新井手溝掘に付銀拝借願

元禄14. 7 半兵衛他→上殿河内村・加計村
庄屋→高尾五郎右衛門

一紙

A2 〔新井手普請ニ付加計・上殿河内・下殿河
内三ケ村取極証文〕覚

元禄16.11. 1 三ケ村庄屋・与頭→三ケ村百姓
中

一紙

A2 〔戸河内村岩田川より加計村上林迄新井
手普請入用銀積〕覚

宝永 5. 1 加計村庄屋・上殿河内村庄屋 一紙

A7 山県郡加計村丁川往還板橋掛替積御願帖 文化元. 9 庄屋三郎右衛門他→役所 竪冊

A2 存寄り覚
※加計町丑年火事後の普請に付

申1 甚七他 一紙

A2 乍恐御断申上ル口上
※当春居宅焼失後の水追明地普請方に
付

丑8.28 かけ市家主五左衛門他→井上孫
七他

一紙
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産業

A2 〔寺尾銀山ニ付〕仕ル一札 延宝 7. 7.10 山手代可部市左衛門→庄屋四郎
兵衛他

一紙

A2 〔ほりこ・くさりこしらへ夫等ニ付〕覚 延宝7 一紙

A2 〔加計村古簗・新簗由来覚〕 正徳 5. 4. 7 簗持主佐次右衛門他→庄屋与兵
衛→河野茂左衛門

一紙

A2 〔山県郡村々古簗・新簗運上ニ付〕覚 亥8 一紙

A2 〔不用酒道具仕分ニ付〕覚 天和元.11.29 加計村酒屋穴村権右衛門他→牧
村市郎右衛門他

一紙

A2 〔酒屋改ニ付差出ス書付〕覚 天和元.11.29 穴村権左衛門他→牧村一郎右衛
門他

一紙

A2 〔不用酒道具仕分ニ付〕覚 天和元.11.29 加計村八右衛門他→牧村市郎右
衛門他

一紙

A2 〔酒屋改ニ付差出ス書付〕覚 天和元.11.29 かけ村酒屋八右衛門他→牧村市
郎右衛門他

一紙

A2 柴作り様之覚 3.27 →坪の・津なみ等三ケ村庄屋 一紙

金融・貸借

A2 〔借銀証文〕覚 寛文 8. 2.17 下筒か村平兵へ→角兵へ 一紙

A2 寛文九年ニ下殿河内村角兵衛殿へ御材木
渡シ代銀ニ今請取不申覚

寛文12. 4.28 下筒か村滝本百姓→林市兵衛他 一紙

A6 寛文九年ニ下筒賀村百姓材木渡申代銀に
今取不申候由難代申加計書付指上ル返答
覚

寛文12. 5.11 下殿河内村角兵衛→林市兵衛他 一紙

A2 永代売渡シ申田畠屋敷山之事 寛文 4. 5. 3 売主助左衛門他→庄屋又左衛門 一紙

A2 永代売渡ス山之事 元禄 9.10.23 売主ひるけ庄兵衛他→庄屋四郎
兵衛

一紙

A2 借用仕ル銀子之事 享保11.12.27 銀かり主太兵衛他→室屋文四郎 一紙

A2 〔田之原次郎右衛門田地売払証文〕覚 享保16.12. 7 売主忠平衛他→むろや文四郎 一紙

A2 借用申銀子之事 享保 2. 7. 9 川登り与三右衛門他→庄屋与兵
衛

一紙

A2 永代売渡ス山之事 元文 4. 9.12 山渡し主田之原次郎右衛門他→
室屋喜三郎

一紙

A7 文化・文政・天保年度銀借用証文　一束
（1袋〈122通〉）

袋

A7 弘化元・同四未年ヨリ貸銀証文数々入（1
袋〈122通〉）

袋

A2 〔宇佐宮富籤〕 文久 2.11 宇佐宮富本 一紙

商業・売買

A2 〔仕切残銀請取〕覚 宝永 6. 5.19 久保信左衛門→佐々木四郎兵衛 一紙

A6 〔加計村市諸事〕申定之事 文化元. 7 井出ケ平清兵衛他 一紙

交通・運輸

A2 〔戸河内村御鈩荷物舟ニ而差下ニ付証文〕
覚

享保20.閏3 加計村組頭文四郎→御山方御鉄
方

一紙

A2 〔船通シ川掘ニ付〕申定覚（2通） 天明 5. 2. 1 木坂清左衛門他→船寄会当三郎
左衛門

一紙

A2 船寄申定之事 天明 7. 2.15 坪野村・上殿河内村・中筒賀村・
津波村・加計村・上筒賀村船持
→坪野村林兵衛

一紙
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A2 船寄申定之事 文化 3. 5 船持中→坪野村林兵衛他 一紙

家

A1 旧紀万覚書　壱番　永享十一己未年ヨリ 寛永15～文化10 室屋忠右衛門好和 横半

A1 旧紀万覚書　弐番 文化11～天保 7 竪冊

A6 所持田畑山林并高小物成帳 寛政 4. 4 竪冊

A2 津浪簡易小学校第一学年級卒業証 明治21. 3.28 津浪簡易小学校→佐々木億三郎 一紙

寺社・宗教

A2 〔正念寺・常禅寺官位之願一件上京ニ付
証文〕覚

宝永 6. 4.23 加計村正念寺他→庄屋四郎兵衛 一紙

A2 〔国𥿻・袈裟着用時刻ニ付申達書〕 （宝永 6）5. 7 下間武部右衛門→正念寺他 一紙

A2 〔国𥿻・袈裟着用時刻ニ付〕申上一札 （宝永 6）5. 8 正念寺他→下間式部右衛門 一紙

A2 〔𥿻袈裟御免ニ付証文〕 宝永 6. 5. 9 羽橋左衛門之房→常禅寺知貞 一紙

A2 御本寺御印書 宝永 6. 5. 9 →常禅寺智貞 一紙

A2 奥門跡様御印書 宝永 6. 5. 9 下間式部卿→常禅寺智貞 一紙

A2 〔常禅寺洪鐘鑄造由来書〕 正徳 3. 2 一紙

A2 〔加計村寺社・堂・古跡名勝ニ付〕覚 正徳 5. 4.11 庄屋与兵衛→川本六兵衛 一紙

P01
88 保本家文書

高宮郡大林村で長百姓を勤めた保本家に伝来した文書（支配・土地・凶荒救恤・農林業・金融貸借・家）

支配

A1 広嶋御紙蔵改メ役ひじ山吉蔵九軒町喜市
被参候之節諸入用控帖

天保 6. 6 横長

A1 御巡見様御通所ニ附村限御案内御言頭書 天保 9. 6.18 大林村役人名代吉右衛門 横長

A1 〔公儀被仰出候条々〕 取12. 9 宮田織人他→割庄屋他 一紙

A7 説教奉願候 明治 6. 4.22 保本彦一郎他→白浜権参事 一紙

土地

A1 高宮郡大林村之内桧山〔地詰帳写〕 寛永 4.11.16 竪冊

A2 腰林山売覚帖 享和 3～昭和17 横半

A3 田畠山買覚帳 文化13 横半

A3 田畠山林控帳 弘化 3. 1 玖保吉右衛門 横長

A3 田畑山林買帖 嘉永 7 竪冊

A7 保本彦市郎田畠山林野取帳 明治 4.12 横長

A7 市川桧山田畑取替地ニ付高預改メ仕出帳 明治 5 保本彦市 横長

A7 保本彦市郎田畑譲り請畝高書貫帖 明治 5. 3 横長

A7 保原嘉平田畠譲り書写シ控置帳 明治 5. 3 横長

村

A1 覚〔村人心得条々〕 一紙

凶荒・救恤

A4 悪年加情致シ人別覚帖 天保 7 横長

A4 諸穀類高直ニ附浮過者難立第ニ付かゐ焼
加情人別帳

天保 8. 3 久保屋吉右衛門 横長
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A4 諸穀類高直ニ附難立第者加情帖 天保 8. 4.18 横長

A4 村方御役方長百姓迄米麦高直ニ附難立者
加情帖　野平谷 奥

万延 2. 1.16 横長

土木・水利

A1 高田郡向山村之内根の谷川筋船路御普請
御入用銀ノ内寄附奉願上候書附

午2 大林村長百姓彦市郎 一紙

農林業

A4 田植覚夫役帖 明治 9. 5 久保松右衛門 横長

A4 田植夫役帖 安永 2. 4 久保彦四郎 横長

A4 歳歳中夫ひりやう帖 安永 2. 2 久保屋彦四郎 横長

A4 米麦石数覚 安政 5～明治28 横半

A4 たばこ仃帳 明治 8 横半

金融・貸借

A1 徳人講頼母子証文一札之事 文政 3. 3.25 一紙

A1 口上之覚〔講中除名ニ付〕 文化 3. 4 半四郎→庄屋利平太他 一紙

A1 徳人講頼母子証文一札之事 一紙

A1 三拾人講頼母子証文之事（3点） 嘉永 3～4 一紙

A1 講中定メ書一札之事 元治元.11 一紙

A1 藤右衛門書翰
※頼母子引受証文について

10. 7 一紙

家

A5 分ケ申高畝石之覚（3点） 元禄17. 3 清兵衛他 一紙

A5 〔富分ケニ付書付〕 寛保 3. 3 一紙

A5 富分ケ諸色之覚帳 安永 7. 1 久保彦八 横長

A5 分ケ証文一札之事　本家彦八 享和 3 竪冊

A5 分ケ遣シ覚帖　弁次郎分 文政 4 竪冊

A5 分ケ遣シ覚帖　平右衛門分 文政 4 竪冊

A5 分ケ遣シ覚帖　本家吉右衛門分 文政 4 竪冊

A6 吉右衛門京参り時分祝帳 文化 5.11.15 横半

A6 京参り節覚帳 文政 7 横半

A6 京参り之節御見舞御悦ひ控帳 天保 4 横長

B1～11 広島県政史話　上巻・中巻・下巻 昭和50. 2.11 八谷万一 冊

D1 附表〔知事及各部長在任表　多額納税貴
族院議員当選者表　衆議院議員当選者表
　県会議員当選者表〕

八谷万一 竪冊

P01
90 山岡彦人文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。山岡彦人は昭和20年当時西条警察署
に勤務していた。その関係で県知事や県警察部長から西条署に送付された空襲被害情報などの文書を保管。
他に米穀通帳などの個人的書類がある。

B1 警防団ノ教養ニ関スル件 昭和20. 7.10 警察部長 竪冊

B1 空襲被害状況等ニ関スル件（第三報） 昭和20. 8. 8 広島県知事 竪冊
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B1 聯合軍進駐地附近住民ノ心得 広島県警察部 一紙

B1 〔家庭用米穀購入通帳・家庭用砂糖購入
券・衣料切符〕（5点）

一紙

B1 〔広島市原爆被害状況写真　19葉〕 一紙

B1 〔警察電話受信簿〕 昭和20. 5.7～9 西条警察署

P01
91 山科清文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。山科清は昭和20年当時，臨時東京第
一陸軍病院所属の軍医少佐。陸軍省医務局が広島に派遣した調査団の一員として作成・入手した資料。一部
は『原子爆弾災害調査報告集』（日本学術振興会1953年刊）所収。

B1・2 原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報告 昭和20.11.30 陸軍軍医学校・臨時東京第一陸
軍病院

竪

B3・4 速報綴 広島災害調査班 竪

P01
92 山田家文書

広島藩家中山田家に伝来した文書（家系知行・法制・勤仕・三次分家・浅野氏宛書翰）
旧広島藩士山田家に伝来した武家文書。山田氏は文禄ごろからの浅野氏の家臣で，知行高は約1000石。寛
永9年（1632）に浅野長治が5万石を分知されて三次藩ができると，その家老となる。三次藩廃絶後はまた三
次藩家老から本藩の家臣に戻る。文書は甲斐国以来の知行判物や，藩主・他家大名からの書状が多い。な
お，三次浅野家の当主が受取人になっている書状も多いが，伝来の事情は不明である。
※原本を所蔵。『収蔵資料目録』1集に目録所収。

家系・知行

A1 山田家系図 巻子

A1 御判物入　平左衛門（1包） 包

A1 ◦山田平左衛門〔甲斐〕知行目録 文禄 5.10.21 浅野長政→山田平左衛門 竪紙

A1 ◦山田平左衛門〔紀伊〕知行目録 慶長6.11 浅野幸長→山田平左衛門 竪紙

A1 ◦山田平左衛門甲州知行目録
※額に表装されているが元は包の内
の一通

文禄 3. 6.17 浅野幸長→山田平左衛門 竪紙

A1 御判物入　初作十郎・後監物（1包）

A1 ◦山田作十郎〔紀伊〕知行目録 慶長9.10.10 浅野幸長→山田作十郎 竪紙

A1 ◦山田監物〔安芸・備後〕知行目録 元和 6. 7.28 浅野長晟→山田監物 竪紙

A1 ◦山田監物〔備後〕知行目録 寛永10. 7.11 浅野長治→山田監物 竪紙

A1 山田猪右衛門〔備後〕知行目録
※包紙あり

寛永12. 8. 4 浅野長治→山田猪右衛門 竪紙

A1 山田主計〔安芸・備後〕知行目録 文政 3. 2.27 浅野斉賢→山田主計 継

A1 山田勇三郎〔安芸・備後〕知行目録 嘉永 3. 2.25 佐々木久左衛門他→山田勇三郎 継

A1 山田勇三郎〔安芸・備後〕知行目録 安政 7. 2.28 浅野茂長（長訓）→山田勇三郎 継

法制

A1 武家諸法度 宝永 7. 4.15 継

A7 武家諸法度 延享 3. 3.21 継
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A7 武家諸法度 天明 7. 9.21 継

A7 浅野吉長留守中法度 享保 9. 2. 5 浅野吉長→浅野甲斐・上田主水・
浅野豊前

継

A7 浅野吉長留守中法度写 寛保 4. 3. 7 浅野吉長→浅野甲斐・浅野河内・
上田主水

継

A7 浅野吉長留守中法度写 延享 3. 3. 7 浅野吉長→浅野甲斐・浅野河内・
上田主水

継

A7 浅野吉長留守中法度写 寛延 3. 3. 8 浅野吉長→浅野甲斐・浅野河内・
上田主水

継

A7 浅野宗恒留守中法度写 宝暦10. 3. 8 浅野宗恒→浅野甲斐・浅野三郎・
上田主水

継

A7 浅野宗恒留守中法度写 宝暦12.閏4. 2 浅野宗恒→浅野甲斐・浅野豊前・
上田主水

継

A7 浅野重晟留守中法度写 天明 6. 3. 9 浅野重晟→浅野甲斐・上田主水・
浅野若狭

継

A7 浅野重晟留守中法度写 寛政10. 3. 9 浅野重晟→浅野富之丞・上田主
水・浅野讃岐

継

A1 触書〔道中往来につき〕 延享 4. 3 継

A1 触書〔道中往来につき〕 延享 4. 3 継

A7 〔異国船打払につき〕条々 文化 5.12 浅野斉賢 継

A7 〔異国船打払につき〕覚 酉1 継

勤仕

A1 山田求馬軍用目録 享保 3. 3.21 今中吉右衛門他→山田求馬 継

A1 〔青山屋敷に関する〕定 享保11.10. 4 →山田五郎右衛門 継

A1 山田頼母他同役連名起請文前書写 宝暦 3 山田頼母他 竪紙

A1 〔江戸留守居その他につき〕条々 宝暦 3. 4.26 →山田頼母他 継

A7 山田監物起請文扣 天明 3（6.19） 山田監物→浅野甲斐・上田主水・
浅野若狭

継

A7 上田主水屋敷間取図〔山田監物誓詞の
儀〕

竪紙

A7 〔山田監物誓詞の儀につき記録〕 （天明 3）6.19 山田監物 折紙

A7 〔陣場差配その他につき山田勇三郎へ申
し付ける〕条々

慶応 2. 7 浅野茂長（長訓）→山田勇三郎 継

三次分家

A1 〔又六郎（浅野長経）幼少につき〕浅野吉
長覚写

享保 3.10.16 浅野吉長→山田頼母他 竪紙

A1 〔三次領本藩へ還付につき〕条々 享保 4. 6. 1 →三次在住家中 竪紙

A1 〔主鈴（浅野長寔）へ五万石分知につき〕
定写

享保 4.11.18 浅野吉長→山田頼母他 継

A1 〔主鈴（浅野長寔）へ五万石分知につき〕
浅野吉長覚写

（享保 4）11.18 浅野吉長→山田頼母他 継

浅野氏宛書翰

A5 紀伊守様御到来之御書　壱通（1包） 包

A5 ◦本多正純他書翰 4.14 →浅野幸長 折紙

A2 因幡守様江御到来之御書　壱弐通（1包，
中身は10通）

包

A2 ◦板蔵隠岐守重常書翰 2.14 板倉重常→浅野長治 折紙
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A2 ◦土屋但馬守数直書翰 7.20 土屋数直→浅野長治 折紙

A2 ◦松平〔浅野〕弾正少弼綱晟書翰 2. 4 浅野綱晟→浅野長治 折紙

A2 ◦松平弾正大弼〔浅野綱晟ヵ〉書翰 5.28 （浅野綱晟ヵ）→浅野長治 竪紙

A2 ◦堀田備中守正俊書翰 8. 6 堀田正俊→浅野長治 折紙

A2 ◦坂井雅楽頭忠清書翰 7.19 酒井忠清→浅野長治 折紙

A2 ◦〔板倉内膳正〕重矩書翰 4.14 板倉重矩→浅野長治 竪紙

A2 ◦阿部豊後守忠秋書翰 閏2.15 阿部忠秋→浅野長治 折紙

A2 ◦堀田備中守正俊書翰 7.28 堀田正俊→浅野長治 折紙

A2 ◦堀田備中守正俊書翰 8. 1 堀田正俊→浅野長治 折紙

A2 因幡守様江御到来之御書　拾通（1包） 包

A2 ◦土屋但馬守数直書翰 閏2.14 土屋数直→浅野長治 折紙

A2 ◦加藤美作守書翰 8. 5 加藤美作守→浅野長治 折紙

A2 ◦松平〔浅野〕安芸守光晟書翰 10.25 浅野光晟→浅野長治 折紙

A2 ◦松平〔前田〕加賀守綱利書翰 8.24 前田綱利（綱紀）→浅野長治 折紙

A2 ◦某書翰 6. 3 →浅野長治 折紙

A2 ◦浅野又六〔長尚〕書翰 6.15 浅野又六→浅野長治 折紙

A2 ◦松平〔浅野〕安芸守光晟書翰 7.22 浅野光晟→浅野長治 折紙

A2 ◦久世大和守広之書翰 11.22 久世広之→浅野長治 折紙

A2 ◦土屋但馬守数直書翰 閏2. 6 土屋数直→浅野長治 折紙

A2 ◦尾張中将〔徳川〕綱義書翰 7.19 徳川綱義（綱誠）→浅野長治 折紙

A3 因幡守様江御到来之御書　拾弐通（1包，
中身は10通）

包

A3 ◦松平長蔵〔浅野長照〕書翰 2.12 浅野長吉（長照）→浅野長治 折紙

A3 ◦酒井神楽頭忠清書翰 12.22 酒井忠清→浅野長治 折紙

A3 ◦稲葉美濃守正則書翰 閏2.15 稲葉正則→浅野長治 折紙

A3 ◦松平弾正大弼〔浅野綱晟ヵ〕書翰 3. 4 （浅野綱晟ヵ）→浅野長治 折紙

A3 ◦松平〔前田〕加賀守綱利書翰 6.19 前田綱利（綱紀）→浅野長治 折紙

A3 ◦越後中将〔松平〕光長書翰 11. 2 松平光長→浅野長治 折紙

A3 ◦尾張中納言〔徳川〕光義書翰 7.19 徳川光義（光友）→浅野長治 折紙

A3 ◦松平〔前田〕加賀守綱利書翰 11. 3 前田綱利（綱紀）→浅野長治 折紙

A3 ◦牧野佐渡守親成書翰 3.23 牧野親成→浅野長治 折紙

A3 ◦稲葉美濃守正則書翰 閏2. 6 稲葉正則→浅野長治 折紙

浅野氏書翰（広島本家）

A7 長晟公御書　六通（1包，中身は4通） 包

A7 ◦浅野長晟書翰 3.30 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野長晟書翰 8.14 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野長晟書翰 9.21 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野長晟書翰 5.21 →山田監物 折紙

A8 浅野長晟書翰 5.27 →山田監物 折紙

A8 浅野長晟書翰 3.20 →山田監物 折紙
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A7 光晟公御書　拾弐通（1包） 包

A7 ◦浅野光晟書翰 12.28 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 4. 9 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 6. 5 →山田蔵人 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 1.24 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 3. 6 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 9. 5 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 12.25 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 6.27 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 7.23 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 9.16 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 12.25 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 12.23 →山田監物 折紙

A7 光晟公御書　拾三通（1包，中身は9通） 包

A7 ◦浅野光晟書翰 12.23 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 12.25 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 閏12.24 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 4.18 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 6. 1 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 6.18 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 6. 5 →山田猪右衛門 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 3. 9 →山田監物 折紙

A7 ◦浅野光晟書翰 3.21 →山田監物 折紙

A8 浅野光晟書翰 8. 2 →山田監物 折紙

A8 浅野光晟書翰 3.19 →山田監物 折紙

A8 綱晟公御書　拾四通（1包，中身は12通） 包

A8 ◦浅野綱晟書翰 6.14 →山田監物 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 12.22 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 12.22 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 6.11 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 11.17 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 8. 3 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 6. 5 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 6. 3 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 12.24 →山田猪右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 6. 5 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 6. 6 →山田監物 折紙

A8 ◦浅野綱晟書翰 12.29 →山田監物 折紙

A8 浅野綱晟書翰 12.25 折紙

A8 浅野綱晟書翰 6. 4 折紙

179



広島市／山田家文書（P01�92） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A8 綱長公御書　拾通（1包，中身は9通） 包

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 6 →山田五郎右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田内膳 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6.27 →山田蔵人 竪紙

A8 ◦浅野綱長書翰 9.29 →山田五郎右衛門 竪紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12. 1 →山田蔵人 竪紙

A8 ◦浅野綱長書翰 3.15 →山田蔵人 竪紙

A8 ◦浅野綱長書翰 11. 4 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.21 →山田五郎右衛門 竪紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.25 →山田五郎右衛門 竪紙

A8 綱長公御書　拾通（1包，中身は9通） 包

A8 ◦浅野綱長書翰 7. 6 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田五郎右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 6 →山田内膳 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.22 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 6 →山田内膳 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 7 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.25 →山田内膳 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 7 →山田五郎右衛門 折紙

A8 綱長公御書　拾通（1包） 包

A8 ◦浅野綱長書翰 閏5.11 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 9 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6.10 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.27 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 5.10 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 1 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.23 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.26 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 5.21 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 閏12.23 →山田蔵人 折紙

A8 綱長公御書　拾通（1包） 包

A8 ◦浅野綱長書翰 6.10 →山田内膳 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 6. 6 →山田五郎右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田五郎右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.22 →山田五郎右衛門 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.23 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 5.28 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.22 →山田蔵人 折紙
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A8 ◦浅野綱長書翰 12.28 →山田蔵人 折紙

A8 ◦浅野綱長書翰 12.25 →山田蔵人 折紙

A8 浅野綱長書翰 7.16 →山田蔵人 折紙

A8 岩松〔浅野綱長〕書翰 4. 4 →山田猪右衛門 折紙

A8 岩松〔浅野綱長〕書翰 4. 4 →山田蔵人 折紙

A8 浅野綱長書翰 11.10 →山田蔵人 折紙

A8 浅野吉長書翰 10.25 →山田文平 折紙

A6 御書置　頼母江被下候分（1包） 包

A6 ◦浅野宗恒書翰 5.15 →山田頼母 折紙

A6 ◦浅野宗恒書翰 5.26 →山田頼母 折紙

A6 ◦浅野宗恒書翰 3.15 →山田頼母 折紙

A6 ◦浅野又六郎〔長経〕書翰 （享保 3）閏10.21 →山田頼母 折紙

A8 浅野重晟書翰 2.15 →山田主計 折紙

A8 浅野重晟書翰〔包紙あり〕
※包紙には「三通」とある

4.28 →山田主計 折紙

A8 浅野重晟書翰〔包紙あり〕 1.21 →山田主計 折紙

A8 浅野重晟書翰〔包紙あり〕 2. 9 →山田監物 折紙

A8 浅野重晟書翰 1.28 →山田主計 折紙

A8 浅野斉賢書翰 3.27 →山田監物 折紙

A8 斉賢公御書　監物江被下候分四通（1包，
中身は2通）

包

A8 ◦浅野斉賢書翰 11. 6 →山田監物 折紙

A8 ◦浅野斉賢書翰 2.26 →山田監物 折紙

A8 浅野斉賢書翰 5. 9 →山田監物 折紙

浅野氏書翰（三次分家）

A2 長治公御書　拾四通（1包，中身は12通） 包

A2 ◦浅野長治書翰 12.14 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 2.22 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 4.13 →山田監物他 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 5.24 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 1. 8 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 5.18 →山田監物他 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 8.16 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 7. 5 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 7. 1 →山田監物他 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 3.29 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 12.30 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 7. 1 →山田監物 折紙

A2 長治公御書　拾三通（1包） 包

A2 ◦浅野長治書翰 6. 8 →山田猪右衛門他 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 12.17 →山田監物 折紙
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A2 ◦浅野長治書翰 4.16 →山田猪右衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 4.15 →山田猪右衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 4.18 →山田猪右衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 8. 6 →寺本八左衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 6. 2 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 11.11 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 4.16 →山田蔵人 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 7.20 →山田猪右衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 7.20 →山田監物 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 1. 5 →山田猪右衛門 折紙

A2 ◦浅野長治書翰 4.18 →山田監物 折紙

A8 浅野長治書翰 12. 1 →山田監物 折紙

A9 浅野長治書翰 1.25 →山田監物 折紙

A4 長尚公御書　拾壱通（1包，中身は9通） 包

A4 ◦浅野長尚書翰 1.12 →山田監物 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 1.12 →山田太郎八 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 12.23 →山田監物 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 7.22 →山田猪右衛門 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 12.25 →山田監物 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 12.26 →山田監物 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 1.12 →山田猪右衛門 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 2. 7 →山田猪右衛門 折紙

A4 ◦浅野長尚書翰 2. 4 →山田猪右衛門 折紙

A5 長吉〔長照〕公御書　七通（1包） 包

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 1.22 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 12. 3 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 12. 3 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 閏6. 9 →山田蔵人 折紙

A5 ◦松平長吉〔浅野長照〕書翰 12.24 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 12.30 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長吉〔長照〕書翰 5. 3 →山田蔵人 折紙

A3 長照公御書　拾弐通（1包，中身は11通） 包

A3 ◦浅野長照書翰 7.10 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 9.13 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1. 3 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田蔵人 折紙
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A3 ◦浅野長照書翰 5.22 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A3 長照公御書　拾弐通（1包） 包

A3 ◦浅野長照書翰 1.21 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1. 5 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.21 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.30 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 9.29 →山田内膳 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.23 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田五郎左衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 2. 5 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.30 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田蔵人 折紙

A3 長照公御書　拾四通（1包） 包

A3 ◦浅野長照書翰 1.26 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.21 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.30 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 2. 4 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1. 5 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.29 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.23 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.30 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.21 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 12.30 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1. 3 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1. 3 →山田蔵人 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 1.25 →山田五郎右衛門 折紙

A3 ◦浅野長照書翰 10.26 →山田文平 折紙

A8 浅野長照書翰 閏3.13 →山田蔵人 折紙

A4 長澄公御書　拾弐通（1包） 包

A4 ◦浅野長澄書翰 5.16 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 7. 9 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田内膳 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 8.11 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 8. 9 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1. 9 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 7. 9 →山田五郎右衛門 折紙

183



広島市／山田家文書（P01�92） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田内膳 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 3. 7 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田内膳 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.29 →山田五郎右衛門 折紙

A4 長澄公御書　七通（1包，中身は8通） 包

A4 ◦浅野長澄書翰 12.29 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1.16 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田玄蕃 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 2. 4 →山田内膳 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1. 4 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 （宝永 5）閏1.16 →山田玄蕃 折紙

A4 長澄公御書　拾四通（1包，中身は12通） 包

A4 ◦浅野長澄書翰 1.18 →山田求馬 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1.15 →山田五郎右衛門 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 2. 4 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1. 5 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1. 4 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 1. 4 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 9.25 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 10.29 →山田文平 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.30 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.29 →山田内膳 折紙

A4 ◦浅野長澄書翰 12.29 →山田蔵人 折紙

A8 浅野長澄書翰 12.22 →山田蔵人 折紙

浅野氏書翰（赤穂分家）

A4 長重公御書　壱通　元和九年（1包，中
身は2通）

包

A4 ◦浅野長重書翰 （元和 9）8. 8 →山田監物 折紙

A4 ◦伊予守書翰 7.21 →山田監物 折紙

A5 浅野長直書翰〔包紙あり〕 11.27 →山田猪右衛門 折紙

A4 長矩公御書　四通（1包，中身は2通） 包

A4 ◦浅野長矩書翰 8.12 →山田蔵人 折紙

A4 ◦浅野長矩書翰 9.10 →山田蔵人 竪紙

A8 浅野長矩書翰 閏5.18 →山田蔵人 折紙

A8 浅野長矩書翰 1.21 →山田蔵人 折紙

浅野氏書翰（その他）

A4 浅野長好書翰〔包紙あり〕 6.11 →山田五郎右衛門 竪紙
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A5 長好公御書　弐通（1包） 包

A5 浅野長好書翰 1.23 →山田蔵人 折紙

A5 浅野長好書翰 1.22 →山田蔵人 折紙

A5 長慶公御書　弐通（1包）
※中身と一致せず

包

A5 ◦浅野長広書翰 1.14 →山田蔵人 折紙

A5 ◦浅野長広書翰 1.23 →山田蔵人 折紙

他家書翰（山田氏宛）

A5 政明公御書　四通（1包） 包

A5 ◦仙石政明書翰 4. 6 →山田五郎右衛門 折紙

A5 ◦仙石政明書翰 8.27 →山田五郎右衛門 折紙

A5 ◦仙石政明書翰 9. 2 →山田五郎右衛門 折紙

A5 ◦仙石政明書翰 10.25 →徳水次郎兵衛・山田五郎右衛
門

折紙

A5 〔仙石政明書翰6通〕

A5 ◦仙石政明書翰 3.28 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦仙石政明書翰 3. 4 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦仙石政明書翰 6. 6 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦仙石政明書翰 8. 2 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦仙石政明書翰 1. 7 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦仙石政明書翰 4.30 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 忠雄公御書　三通（1包） 包

A5 ◦小笠原忠雄書翰 3. 6 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 ◦小笠原忠雄書翰
※1通未撮影

5.15 →山田五郎右衛門 竪紙

A5 忠雄公御書　四通（1包） 包

A5 小笠原忠雄書翰 1.16 →山田五郎右衛門・忍平右衛門 折紙

A5 小笠原忠雄書翰 1.29 →徳永次郎兵衛・山田五郎右衛
門

折紙

A5 小笠原忠雄書翰 1.21 →徳永次郎兵衛・山田五郎右衛
門

折紙

A5 小笠原忠雄書翰 1.28 →山田五郎右衛門他 折紙

A5 水野大監物様御書七通（1包） 包

A5 ◦水野忠精書翰 1.21 →山田将監 折紙

A5 ◦水野忠経書翰 2.23 →山田監物 折紙

A5 ◦水野忠経書翰 4.23 →山田監物 折紙

A5 ◦水野忠経書翰 1.23 →山田監物 竪紙

A5 ◦水野忠経書翰 2. 1 →山田将監 折紙

A5 ◦水野忠経書翰 1.11 →山田監物 折紙

A5 ◦水野忠邦書翰 2. 9 →山田監物 折紙

A5 伊東修理大夫様 之御書　拾弐通（一
包）

包

A5 ◦伊東祐相書翰 2. 7 →山田将監 折紙
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A5 ◦伊東祐相書翰 12.19 →山田監物 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 6.27 →山田監物 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 12.28 →山田将監 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 10.26 →山田将監 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 2. 7 →山田将監 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 8.18 →山田将監 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 3.26 →山田監物 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 6.27 →山田監物 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 12.28 →山田将監 折紙

A5 ◦伊東祐相書翰 閏5.12 →山田監物 竪紙

A5 ◦伊東祐相書翰 1.21 →山田監物 折紙

A6 溝口伯耆守様 之御書　拾通（1通） 包

A6 ◦溝口直諒書翰 2.15 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 11. 2 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 1.25 →山田監物 竪紙

A6 ◦溝口直諒書翰 9.15 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 11. 1 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 3.13 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 2.15 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 8.15 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 3.10 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直諒書翰 9.15 →山田将監 折紙

A6 溝口主膳正様 之御書拾通（1包） 包

A6 ◦溝口直溥書翰 2. 5 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 9. 5 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 3.11 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 11. 2 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 3.11 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 11. 1 →山田将監 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 3.10 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 9.16 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 9.16 →山田監物 折紙

A6 ◦溝口直溥書翰 3.13 →山田将監 折紙

A6 森佐渡守様 之御書六通（1包） 包

A6 ◦森永国書翰 5.26 →山田監物 折紙

A6 ◦森永国書翰 2.12 →山田将監 折紙

A6 ◦森永国書翰 12. 4 →山田将監 折紙

A6 ◦森永国書翰 3.15 →山田将監 折紙

A6 ◦森永国書翰 2. 3 →山田将監 折紙

A6 ◦森永国書翰 2. 6 →山田監物 折紙
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A6 森俊滋様御書　三通（1包，中身は2通） 包

A6 ◦森俊滋書翰 12. 4 →山田将監 折紙

A6 ◦森俊滋書翰 3.15 →山田将監 折紙

A6 玖〔杉原〕伯耆守様御書　壱通（1包） 包

A6 ◦杉〔杉原〕重長書翰 3. 8 →山田監物 折紙

A6 河鰭三位書翰〔包紙あり〕 1.18 →山田監物 折紙

A6 松平越中書翰〔包紙あり〕 12.20 →山田監物 折紙

A8 但馬守様御書　七通（1包） 包

A8 ◦秋元志朝書翰 10. 2 →山田監物 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 12.27 →山田将監 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 1.21 →山田将監 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 1.25 →山田将監 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 9. 2 →山田監物 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 9.21 →山田将監 折紙

A8 ◦秋元志朝書翰 9. 2 →山田監物 折紙

その他

A1 屋敷差図 図

A7 楠正成十九ケ之條々 継

A1 和歌短冊（2枚） 短冊

P01
93 山野井家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1・2 山野井家文書（1～28号） 応仁元.□. 1～
慶長5. 8. 9

巻子

A2 山野井家家譜 巻子

P01
94 横山家文書

沼田郡相田村で庄屋・割庄屋を勤めた横山家に伝来した文書（支配・土地・租税・治安・産業職業・商業売買・交
通運輸）

支配

A1 〔給知支配方ニ付条目〕 宝暦12.12 高野蔵人→沼田郡相田村庄屋忠
三郎他

一紙

A1 〔給知村百姓江申渡ス条目〕覚（3通） 文化 9. 4 坂田吉太郎→沼田郡相田村庄屋
直三郎

一紙

A1 大島織江知行所へ申渡ス定 天保 9. 9 一紙

A1 書付〔村方諸法則申付覚他〕（3通） 申5 寺尾弥祐内田中政次→沼田郡相
田村庄屋直三郎

一紙

A1 〔年貢納入ニ付百姓共へ申達書〕（2通） 一紙

A1 〔相田村知行所ニ相成候ニ付差上物〕御
窺申上頭書

文化 9. 5 庄屋直三郎→坂田様内谷田喜平
太

一紙
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A1 谷崎検校江申渡書付之写 宝暦 6.12 大柿好左衛門→添田伝衛門 一紙

A1 〔米穀出国差留・米切手引替等ニ付触書
写〕

（明治 3）5. 7 一紙

A1 沼田郡久地村役人共御示談之儀ニ付御受
書附

文政11. 8 庄屋久右衛門他→与合割庄屋直
三郎他

一紙

A1 〔当用方他各郡方役人書上〕 一紙

A1 郡方御役列記 安政 3.12 横半

A1 郡中御役録 文久 2. 3 横半

A1 〔相田村知行給庄屋〕申達（2通） 申5.17 寺尾弥祐→相田村庄屋直三郎 一紙

A1 〔知行所給庄屋申達書〕（2通） 大島織江他→沼田郡相田村節吾 一紙

A1 〔上安村給役人撰内密調査ニ付申達書〕 寅12.16 沼田郡調役→組合割庄屋節吾 一紙

A1 〔伴村給役人撰内密調査ニ付申達書〕 寅12 沼田郡調役→組合割庄屋節吾 一紙

A1 〔割庄屋正三郎御賞賜ニ付〕内密申上願
書ヒカヱ

慶応 3. 2 割庄屋久三郎他→三上弥平次 一紙

A1 当郡村々 罷出候御軍用夫此先キ交代之
儀ニ付御歎申上書付

（慶応 2）6. 3 沼田郡御用懸リ割庄屋節吾→三
上弥平次

一紙

A1 沼田郡□□内村革田勘右衛門義御褒美御
下ケ之義申上書付

慶応 3. 3 庄屋直太郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A1 〔沼田郡□□村革田勘右衛門御褒美被下
ニ付〕覚

慶応 3. 3 庄屋直太郎他→割庄屋節吾 一紙

A1 西口所々江罷出候者共御褒美御誉等有無
申上書附　沼田郡久地村

慶応 3. 3 庄屋彦三郎他→組合割庄屋久三
郎

一紙

A1 沼田郡宮野村去夏西口所々罷出働御褒美
頂戴有無書附

慶応 3. 3 庄屋八助他→組合割庄屋久三郎 一紙

A1 〔沼田郡毛木村去夏西口所々江働有無〕覚 慶応 3. 3 役人共→割庄屋節吾 一紙

A1 原田東眠書翰
※先達而出願一件に付

12. 2 →横山節吾 一紙

A1 公私日用籙〔抄〕
※第二大区受区官員録

明治 6. 7 横半

土地

A2 中尾弥五兵衛様名寄帳 慶安元. 8 竪冊

A2 沼田郡相田村斗代盛帖 享保21. 5 竪冊

A2 〔上田売払ニ付〕書物之覚 寛文 7.11. 4 中庄司村八兵衛他→惣庄屋新左
衛門他

一紙

A2 仕渡し申田地書物之事 寛文 9.12.17 相田村町やノ田地主甚右衛門→
同村ひの口ノ忠右衛門

一紙

A2 御年貢米ニ売申田地之事 寛文10.12. 1 甚右衛門→同村惣右衛門 一紙

A2 末代ニ売申田地山ノ書物之事 延宝 2.12.12 相田村田地主七塚かちや喜兵衛
他→同村ひの口ノ忠右衛門

一紙

A2 末代ニ売申山書物之事 延宝 2.12.25 大町村山主作次郎→相田村忠右
衛門

一紙

A2 末代ニ仕リ渡し申書物之事 延宝 4.12.25 相田村田地主新兵衛他→同村樋
ノ口忠右衛門他

一紙

A2 沼田郡後山村御給知高御尋ニ付員数申上
書附

卯10 庄屋清左衛門他→与合割庄屋久
三郎

一紙

A2 〔当年給知高〕覚 卯10.11 吉山村役人共→組合割庄屋久三
郎

一紙
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A2 〔当年御給知高〕覚　阿戸村 卯10 役人共→与合割庄屋久三郎 一紙

A2 〔当年御給知高〕覚　小河内村 卯10 小河内村役人共→与合割庄屋久
三郎

一紙

A2 〔当年給知高〕覚 卯10 久地村役人共→与合割庄屋久三
郎

一紙

A2 〔伴村寅年分給知高〕覚 卯10 役人共→与合割庄屋節吾 一紙

A2 〔上安村寅年分給知高〕覚 卯10 役人共→与合割庄屋節吾 一紙

A2 〔給知高〕覚　大塚村 卯10 役人共→与合割庄屋節吾 一紙

A2 沼田郡後山村来春起し地仕候者無御座段
申上書附

丑12 庄屋清左衛門他→与合割庄屋久
三郎

一紙

A2 沼田郡小河内村来春起地有無申上書付 丑12 庄屋直太郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A2 沼田郡筒瀬村来春起地有無申上書附 丑12 当分庄屋正三郎他→与合割庄屋
久三郎

一紙

A2 沼田郡宮野村来春起地無御座書附 丑12 庄屋八助他→組合割庄屋久三郎 一紙

A2 〔御留山御見分ニ付覚〕 享保10. 9.14 相田村役人・東山本村役人→大
谷善太夫

一紙

A2 沼田郡上安村伝三腰林毛上大束売払御免
許御願書附

午7.18 庄屋伝三→与頭孫三郎他→高間
源大夫他

一紙

A2 〔百姓腰林 伐木免許ニ付証文〕覚 享保18. 3 沼田郡相田村庄屋権三郎→材木
場

一紙

A2 〔百姓腰林毛上新売払肥仕入仕度ニ付願
書〕覚

卯6.21 百姓九郎右衛門→庄屋忠三郎他
→加藤百大夫他

一紙

A2 〔久地村庄屋久右衛門書翰〕
※開地御用益筋に付

5.19 →割庄屋直三郎 一紙

土地

A3 〔沼田郡村々土免書上〕覚 一紙

A3 〔知行米皆済〕覚 文化 9.10. 8 坂田吉太郎内林善平→沼田郡相
田村庄屋直三郎

一紙

A3 皆済目録　沼田郡相田村之内 文久 2.10 竹村正兵衛→給庄屋節吾 一紙

A3 沼田郡筒瀬村御給知方御年貢皆済仕候段
申上書附

丑12 当分庄屋正三郎他→与合割庄屋
久三郎

一紙

A3 沼田郡久地村御給知方御勘定皆済申上書
附

丑12 庄屋彦三郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A3 沼田郡小河内村御給知方御勘定皆済申上
書附

丑12 庄屋彦直太郎他→与合割庄屋久
三郎

一紙

A3 沼田郡阿戸村御給知方御年貢米皆済仕候
段申上書附

丑12 庄屋平九郎他→沼田郡役所 一紙

A3 沼田郡宮野村文政十三年分七厘米皆済目
録

天保 2. 6 庄屋八右衛門→吉田矢柄他 一紙

A3 〔沼田郡筒瀬村分政十三年分七厘米皆済〕
覚

天保 2. 6 庄屋善三郎他→吉田矢柄他 一紙

A3 沼田郡後山村七厘米払方皆済目録 天保 2. 6 庄屋貞六→吉田矢柄他 一紙

A3 沼田郡小河内村去七厘米払方皆済目録 天保 2. 6 庄屋直兵衛→吉田矢柄他 一紙

A3 沼田郡毛木村七厘米皆済目録 天保 2. 6 庄屋加右衛門他→吉田矢柄他 一紙

A3 〔給主模相押米之儀廻達ニ付答書綴〕 寅12 緑井村他4ヵ村役人共→割庄屋
正三郎他

綴

A3 此度被仰出候村々江御残米之儀ニ付廉々
御伺申上書附　沼田郡割庄屋共

寅9 割庄屋正三郎他→沼田郡調役衆
中

一紙
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A3 里・西両組村々高百ニ付正米拾石ツヽ当
寅年御残米〔書上覚〕

寅10 割庄屋節吾→沼田郡調役衆中 一紙

A3 〔沼田郡村々給知方残米三ケ二方御蔵納
肥迎付候ニ付〕御伺申上頭書

卯6.13 一紙

A3 御給知方御残米之内三ケ二御蔵納村々割
合

一紙

A3 〔給知方御残し米三ケ一村𨵱ニ付申達書〕 6.24 小林大次郎→割庄屋節吾 一紙

A3 〔百姓小兵衛持高之内村中かつきに被仰
付候ニ付請書〕覚

宝永 6.10.22 相田村百姓五郎兵衛他→相田村
庄屋三郎兵衛他

一紙

A3 御年貢米津出シ船賃米算用帖 明和 7.10 横長

A3 〔上ケ米ニ付〕覚 申4 一紙

A3 楠木村庄屋平兵衛書翰
※長束村へ余米之儀御尋に付

12. 3 →割庄屋節吾 一紙

A3 〔未進過上方其外借米銀ニ付祇園町ニ而
被仰渡候趣写〕

卯5・26 一紙

A3 大橋斗込人別 一紙

A4 〔沼田郡相田村〕指出シ帖ひかへ 寛保 2. 5 庄屋権平他 竪冊

A4 芸備国郡志御編集ニ付下弾書出帖　沼田
郡打越村

文化12. 1 庄屋惣兵衛他 竪冊

A4 国郡志相調諸入用仕出シ帳　沼田郡小河
内村

文政元.11 庄屋直兵衛他→御用懸り割庄屋
直三郎他

横長

A4 沼田郡宮野村国郡志編集ニ附諸入用帖 文政元.11 庄屋八右衛門他→直三郎他 横長

A4 国郡志御編集ニ付書出諸入用帖　沼田郡
阿戸村

文政元.11 庄屋新蔵他→直三郎他 横長

A4 国郡志御編集ニ付諸入用帖　沼田郡久地
村

文政元.12 庄屋半次郎他→直三郎他 横長

A4 国郡志御編集ニ付諸入用帖　沼田郡毛木
村

文政元.11 庄屋佐六他→直三郎他 横長

A4 沼田郡後山村国郡志御編集ニ付諸入用帖 文政元.11 庄屋十郎右衛門他→直三郎他 横長

A4 国郡志御編集ニ付諸入用仕出シ帖　沼田
郡筒瀬村

文政元.11 庄屋庄右衛門他→直三郎他 横長

A4 〔村方立直しニ付申渡覚綴〕 卯2 林豊六郎他→沼田郡割庄屋・
村々庄屋・与頭共

綴

A4 〔給米等〕覚 未12 用場幾平→樋ノ口親方 一紙

A4 村会規則裁定済　沼田郡相田村 明治16. 6 竪冊

治安

A5 〔去夏多人数騒立候一件後拝借銀貸付方
等御問訊ニ付〕口上之覚　沼田郡上安村

戌6 沼田郡割庄屋上安村庄屋横山直
三郎→鈴木三郎平他

竪冊

A5 〔相田村山番手錠宥免ニ付〕覚 酉3.24 服部金蔵他→庄屋権平他 一紙

A5 〔当人五助打首ニ付〕申渡ス 寅4.26 今村八郎右衛門他 一紙

A5 佐伯郡□□村革田善太郎尋方申上書付　
沼田郡長束村

卯12 庄屋重右衛門他→与合割庄屋節
吾

一紙

A5 〔□□村革田為八御領分追放〕申渡 一紙

A5 檜山左久平書翰
※革田宅へ他所者逗留一件口上書差出
方に付

12. 3 →割庄屋節吾 一紙
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凶荒・救恤

A5 沼田郡□□村革田共救ひ・永貸麦共当夏
取立算用諸書附

子6 当分庄屋節吾他→割庄屋格社倉
支配役阿戸村市左衛門

一紙

産業・職業

A5 〔革田共死牛馬取扱方ニ付〕趣法書 一紙

A5 〔郡中村々牛馬皮骨等売買良法尋合ニ付〕
態申遣ス

丑11 沼田郡役所→割庄屋正三郎他 一紙

A5 〔牛馬皮骨等買入ニ付〕態申遣ス 寅6. 3 沼田郡役所→割庄屋正三郎他 一紙

A5 〔牛売買不届ニ付申渡〕 寅11.26 寺西直人他→庄屋兵右衛門他 一紙

A5 沼田郡□村此度革田共馬口労御制道御厳
法被仰出候ニ付御受書附

元治元. 5 庄屋次右衛門他→組合割庄屋節
吾

一紙

A5 〔此度革田共馬口労御制禁御厳法被仰出
候ニ付〕御請書写し　沼田郡□村革田共

元治元. 5 庄屋次右衛門他→役人衆中 一紙

A5 革田共馬口労御制度之義ニ付御受書付　
沼田郡□□本村

元治元. 5 庄屋惣五郎他→組合割庄屋節吾 一紙

A5 〔革田共馬口労等之儀御尋ニ付〕　乍恐
口上之覚　沼田郡□□本村

元治元. 5 革田貞次他→役人衆中 一紙

A5 沼田郡□□本村牛馬売買之節革田共立入
不申候段申上書附

元治元. 5 庄屋所平他→与合割庄屋節吾 一紙

A5 革田共馬口労御制度之儀ニ付御受書附　
沼田郡□□村

元治元. 5 庄屋久三郎他→組合割庄屋節吾 一紙

A5 沼田郡□□寺村当度革田共馬口労御制道
御厳法被仰出候ニ付御受書附

元治元. 5 庄屋周助他→組合割庄屋節吾 一紙

A5 革田共馬口労事へ携候儀ニ付被仰出之御
趣意村内一統相示候御請書附　沼田郡□
□村

元治元. 5 庄屋雄右衛門→与合割庄屋節吾 一紙

A5 〔馬口労御制道御厳法御請〕覚　□□村
革田共

元治元. 5 頭革田銀左衛門他→村方役人衆
中

一紙

A5 革田共馬口労御制度之儀ニ付御受書付　
沼田郡□□村

元治元. 5 当分庄屋節吾他→与合割庄屋節
吾

一紙

A5 〔馬口労御制道御厳法〕御請書写し　沼
田郡□□村革田共

元治元. 5 革田要兵衛他→村方役人衆中 一紙

A6 沼田郡久地村産物之品増欠リ無御座段申
上書附

丑12 庄屋彦三郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A6 沼田郡宮野村産物品共増欠リ無御座書附 丑12 庄屋八助他→組合割庄屋久三郎 一紙

A6 沼田郡筒瀬村産物之品増減無御座段申上
書附

丑12 当分庄屋正三郎他→組合割庄屋
久三郎

一紙

A6 沼田郡小河内村産物増減有無申上書付 丑12 庄屋直太郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A6 沼田郡後山村産物之品増減無御座段申上
書附

丑12 庄屋清左衛門他→与合割庄屋久
三郎

一紙

A6 沼田郡村々之内稲毛溝刈之儀御願書附 寅8 割庄屋正三郎他→沼田郡役所 一紙

A6 稲扱千羽直段付 尾道千羽所 刊

A6 沼田郡小河内村猟挊仕候者無御座段申上
書附

卯1.13 庄屋直兵衛他→組合割庄屋直三
郎

一紙

A6 沼田郡宮野村此度山海川漁師御尋ニ附無
御座書附

卯1.12 庄屋八右衛門他→割庄屋直三郎 一紙

A6 沼田郡筒瀬村山猟海川漁いたし候もの無
御座段申上書付

卯1 庄屋善三郎他→割庄屋直三郎 一紙
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A6 沼田郡筒瀬村川筋漁留被仰付御受書付 寅閏3 庄屋善三郎他→組合割庄屋直三
郎

一紙

A6 〔郡中作立之葉藍ニ付申達〕 寅1 沼田郡役所→割庄屋正三郎他 一紙

A6 沼田郡打越村葉藍畝数相約メ人名帖 慶応 2. 5 横長

A6 〔御建御留山之内薬草掘取方村方差閊有
無御尋ニ付〕覚　伴村

寅6 役人共→組合割庄屋節吾 一紙

A6 相田村来酉年楮御仕入銀過不足差引算用
帖

天保 7.11 横長

商業・売買

A7 〔奥組村々米札取扱方ニ付書翰〕 卯10.17 奥組→西与 一紙

A7 〔小松引替切手并口上〕（2通） 10 十兵衛→横山 一紙

A7 〔葛籠等荷物送り諸入用銀渡シ候ニ付証
文〕覚

享保13. 9.25 大坂播磨屋忠次郎他→高取村庄
屋徳三郎他

一紙

A7 〔飼葉直段之義御尋ニ付御答申上書付綴〕 寅4 沼田郡29ヵ村（吉山村除く）→
割庄屋正三郎他

綴

A7 沼田郡相田村諸紙小売株御願書付 文化 9. 9 庄屋直三郎→丸山八右衛門他 一紙

A7 〔相田村庄屋直三郎〕楮紙問屋被仰付候
節書類

文化10. 2.26 一紙

A7 沼田郡後山村唐物抜荷并御尋人相御改書
附

丑12 庄屋清左衛門他→与合割庄屋久
三郎

一紙

A7 沼田郡小河内村唐物抜荷并御尋人相改之
義申上書附

丑12 庄屋直太郎他→与合割庄屋久三
郎

一紙

A7 沼田郡筒瀬村唐物抜荷并ニ御尋人相相改
申上書附

丑12 当分庄屋正三郎他→与合割庄屋
久三郎

一紙

A7 沼田郡宮野村唐物抜荷并ニ御尋人申上ル
書附

丑12 庄屋八助他→久三郎 一紙

A7 沼田郡久地村唐物抜荷并御尋者人相御改
之儀ニ付申上書附

丑12 庄屋彦三郎他→久三郎 一紙

A7 大町村平蔵縄苧抜売御しらへ一件書付
（1包〈9通〉）

明治 8. 7

A7 ◦沼田郡大町村縄苧座ニ不相成候様ニ願
出之もの共人名御改書附

卯6 与頭権六→当分庄屋四郎三郎 一紙

A7 ◦沼田郡大町村縄苧座ニ不相成候様ニ願
出之もの共人名御改書附

卯6 上安村庄屋四郎三郎→割庄屋祇
園町嘉兵衛

一紙

A7 ◦〔縄苧抜売平蔵平日人柄ニ付口上〕覚 卯7.10 庄屋忠三郎他→松本丹次他 一紙

A7 ◦〔縄子平蔵縄苧抜売ニ付〕五人組口上
書本ひかへ

卯7.10 五人組五左衛門他→松本丹次他 一紙

A7 ◦〔縄苧抜売一件ニ付書翰〕 卯7. 7・10 割庄屋嘉兵衛→中須村庄屋太左
衛門他

一紙

A7 ◦〔縄苧抜売一件吟味問屋〕平蔵ひかへ 卯7.11 縄子平蔵→松本丹次他 一紙

A7 ◦〔大坂へ縄苧積登ニ付書翰〕 1.21 祇園町嘉兵衛他→召取改役衆
中・同中買中

一紙

A7 ◦〔苧屑縄苧売買〆リ合定法ニ付〕申渡
覚

卯4 町野新助他→割庄屋江波村市左
衛門他

一紙

A7 ◦〔苧屑縄苧売買〆リ合定法ニ付〕申談
候覚　沼田郡中須村・大町村

明治 7. 9 割庄屋祇園町嘉兵衛他 一紙

交通・運輸

A8 沼田郡何村株艜御改帳〔雛形〕 辰11 割庄屋→久地村他3ヵ村役人中 竪冊
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A8 沼田郡何村船御改帳〔雛形〕 辰11 割庄屋→八木村他15ヵ村役人
中

竪冊

A8 町宿逗留中雑記 慶応 4. 1～2 横半

A8 沼田郡毛木村庄屋加右衛門有馬入湯出立
御注進

閏3.23 庄屋加右衛門→組合割庄屋直三
郎

一紙

A8 〔石屋五右衛門石橋寄進願〕覚 享保11. 9. 4 正伝寺団空→庄屋忠三郎他 一紙

A8 〔相田村宿泊ニ付〕覚 庄屋忠三郎→丹羽清右衛門 一紙

その他

A9 〔理勢志〕
※嘉永 7年写

文化 4 竪冊

A8 某書翰
※先年貸銀御受合に付

一紙

A8 譲状目録覚 享保 9. 4～閏4 町屋浄円→代々庄屋役人衆中他 一紙

A8 〔広島藩家中双六〕 一紙

A8 〔広島広瀬社千穐万歳楽番付〕 戌8 一紙

P01
95 横山林左衛門氏旧蔵文書

原本を所蔵。「広島市／片山氏所蔵文書（200404）」として仮目録を文書館ウェブサイトに掲載。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 横山文書（東大影写本）（文書1点）

A1 ◦大内義隆下文（1号） 天文11.11.12 大内義隆→横山真高 竪紙

P01
97 旧可部町役場所蔵文書

B1～14 騒擾等被告事件記録　※可部町米騒動に
おける聴取書・調書等

大正 7 竪冊

P01
98 広島大学総合科学部地域文化図書室収蔵文書

A1～4 郡方御用跡書帖 嘉永 3 割庄屋野間太兵衛 竪冊

A5・6 安芸国安芸郡海田市新開地詰帳 正徳 5. 7.12 竪冊

A7 安南郡海田地詰被成候のとり御帳 寛政14.閏3.18 竪冊

A7 安芸郡海田　〔浦家数御改帳〕 享保13.12 竪冊

A7 蠣篊差附之義御願之事　第三大区三小区
海田市

明治 6. 5 竪冊

A7 土地字毎反別地価筆数調査簿　海田市町
役場

明治40. 1～明治43. 1 竪冊

P01
99 霊岳氏所蔵文書

A1～3 郡方諸御用跡扣 文政12 （割庄屋野間太兵衛） 竪冊
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P01
100 山崎氏所蔵文書

A1・2 郡方諸御用跡扣 文化14 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A3～6 郡方御用跡書 嘉永 2 割庄屋野間太兵衛 竪冊

P01
101 広島県地域婦人団体連絡協議会所蔵文書

B1 広島県婦人連合会報告書 昭和27. 5. 5 刊

B2 広島県婦人連合会（会館）運営改善対策
要綱案

昭和27. 5 広島県青年連合会 刊

B3 昭和三十一年度会務報告　昭和三十二年
度活動

昭和32. 4.18 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B3 昭和31年度会計報告　昭和32年度予算
案

昭和32. 4.18 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B4 県婦協定例総会議案 昭和32年度～36年度（34
欠）

広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B5 私たちのあしあと―県婦協団体活動実績
報告書―

昭和33. 3 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B6 第1回広島県婦人大会記録 昭和35. 7. 7 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B7 あゆみ　2号・3号 昭和29.10. 3・昭和31.
4.10

広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

B8 婦人広島　県婦協増刊 昭和34. 1・昭和37 広島県地域婦人団体連絡協議会 刊

P01
102 広島県教職員組合所蔵文書

B1 芸備教育　復刊1号～7号〔抄〕 昭和22. 4～10 広島県教育会 刊

B1・2 芸備教育　8号～昭和23年8・9月号〔抄〕 昭和22.11～昭和23.9 広島県教職員組合 刊

B2～42 広島教育　昭和23年10月号～206号・
235号・238号・248号・252号〔抄〕　
〔欠号あり〕

昭和23.10～昭和44. 3
昭和46. 7・10
昭和47. 7.10

広島県教職員組合 刊

P01
103 旧鈴張村役場文書

支配

A1 御触書控帳　鈴張邑 文化 6 横長

A1 御触状控帳　鈴張村 文化14 横長

A2 御触状控帳　鈴張村 文政 2 横長

A2 御触状控帳　鈴張村 文政 3 横長

A2 御触状控帳　鈴張村 文政 4 横長

A3 御触状控帳　鈴張村 天保 8 横長

A3 御触状控帳 天保10 横長

A4 御触〔状控帳〕 天保12 横長
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A5 御触状写帳　鈴張村 弘化 2 横長

A6 御触状写帳 弘化 5 横長

A7 御触状写帳　鈴張村 嘉永 2 横長

A8 御触状写帳　鈴張村 嘉永 6 横長

A8 御触状写帳　鈴張村 安政 2 横長

A9 御触状扣帳 安政 3 横長

A9 御触状控帳　鈴張村 安政 5 横長

A10 御触状控帳　鈴張村 安政 6 横長

A11 御触状控帳　鈴張村 慶応 3 横長

A34 万御法度筋申渡ス請判形帳　鈴張村 文政12 竪冊

村

A12 郡用諸控帳 文政 4 割庄屋幸右衛門 竪冊

A12 郡用諸控 文政 6 竪冊

A13 郡用諸控 文政 6 竪冊

A14 郡用諸控 文政 8 竪冊

A14 郡用諸控 天保 2 割庄屋孝右衛門 竪冊

A15 村用諸書附扣帖　鈴張村 文化13 竪冊

A15 村用諸書附控　鈴張村 文政 2 竪冊

A15 村用諸控帳　鈴張村 文政 5 竪冊

A16 村用諸控帖 文政 8 庄屋孝右衛門 竪冊

A17 村用諸控帖 文政11 竪冊

A17 村用諸控 天保 4 庄屋孝右衛門 竪冊

A18 村用諸書附控　鈴張村 天保14 竪冊

A19 村用諸書附控　鈴張村 弘化 2 竪冊

A19 村用諸書附控　鈴張村 弘化 3 竪冊

A20 村用諸書附控　鈴張村 弘化 5 庄屋孝一郎 竪冊

A21 村用願書控　鈴張村 嘉永 3 庄屋孝一郎 竪冊

A22 村用願書控 嘉永 4 鈴張村庄屋孝一郎 竪冊

A23 村用願書控 嘉永 6 鈴張村庄屋孝一郎 竪冊

A24 村用書附控　鈴張村 安政 3 竪冊

A24 村用諸書附控　鈴張村 文久 2 竪冊

A25 〔村用諸書附〕 文久 4 竪冊

A26 万扣帖 寛保 4 竪冊

A27 〔万覚帖〕 寛延 4 竪冊

A27 万覚帖 宝暦 9 竪冊

A28 万覚帖 明和 7 竪冊

A28 万扣覚帳　鈴張村 明和 8 竪冊

A29 万扣覚帖 安永 2 庄屋孝右衛門 竪冊

A30 万覚帖 安永 6 竪冊

A30 万扣帳 安永 8 竪冊

195



広島市／広島大学本部所蔵旧広島高等工業学校文書（P01�107） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A31 万覚帖 天明 2 竪冊

A32 万上り書附扣 天明 3 竪冊

A33 〔万上り書附扣〕 天明 4 竪冊

A34 万覚帳 寛政 8 竪冊

P01
104 黒川家文書

A1 狩留家村隅田屋田畠之内荒川城下ケ高帳 正徳 5. 4. 8 竪冊

A1 高宮郡かるか村寺社畝高御改帖 正徳5 竪冊

A2 高宮郡狩留家村船株帖 享保15. 6 竪冊

A2 ◦〔高宮郡各村船御改帳〕（7点） 正徳5

A2 ◦深川筋所々船株連判帳（3点） 元禄 4. 9.21

A3・4 御建御留山野山銘々腰林丁間境名寄旧記
　高宮郡

享保10 竪冊

A5 御高附御建山御留山野山腰林諸品旧記　
高宮郡

横半

A1 高宮郡狩留家村御鷹山并論山御留毛上改
帳

文化14. 8 庄屋孫右衛門他 竪冊

A6 高宮郡切川一件書類 天保13.10 竪冊

A1 朝廷御一新ニ相成損亡御廃止物
※天保～文久期の証書類を綴ったもの

綴

A1 態申遣〔油絞株譲渡許可ニ付〕 中島右馬介・津村亀次郎 一紙

A1 態申遣ス〔製茶ノ儀他合綴〕 竪冊

A7 旧記録 横半

A8 〔奉書・褒状類巻子〕 寛延元～慶応 4 巻子

A9 両山鉄道書類集〔抄〕 明治27. 8 竪冊

P01
105 旧温品村役場文書

A1 安芸国安南郡温品村地詰帳 寛永15. 9 川崎多左衛門他 竪冊

A1 安芸郡温品村新開地詰之帖 寛文11. 4. 7 福原三郎右衛門他 竪冊

A2 安芸郡温品村田畠屋鋪荒高差引坪付帖 元禄14. 7 竪冊

B1 警防防空関係書類綴〔抄〕 昭和19～20 温品村役場 竪冊

P01
106 山崎文男文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料。山崎文男は昭和20年当時，理化学研究所に所属。

B1 〔山崎文男ノート〕〔抄〕 昭和20. 9.3～5 冊
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P01
107 広島大学本部所蔵旧広島高等工業学校文書

B1～8 国民精神総動員官公衙連絡委員会綴 昭和15. 2～昭和18. 3 広島高等工業学校庶務課 竪冊

B1 満州開拓政策基本要綱 昭和15. 1 広島県 刊

B2 広島国婦　9号・10号 昭和15. 5～6 刊

B3 煙草耕作研究会報　67号 昭和15. 6 煙草耕作研究会 刊

B3 昭和十四年度煙草耕作実蹟 広島地方専売局 刊

B3 煙草製造工場工場要覧 （昭和15） 広島地方専売局 刊

B3 第十五回定期総会決議事項建議陳情書 昭和15. 6 広島商工団体聯合会 刊

B4 工員教育資料 広島陸軍被服支廠 刊

B5 広島貯金支局事業概要 昭和15.11 刊

B6 国民貯蓄組合事務要項 広島県 刊

B6 広島県総動員　22号 昭和16. 8. 1 広島県 刊

B6 鉄屑及故銅価格表 昭和16. 7 広島県 刊

B7 広島県満州拓植後援会設立要綱 昭和17. 2 広島県満州拓植後援会設立事務
所

刊

B8 民間金属類特別回収実施要綱 昭和17. 6 広島県 刊

B9～12 官公衙連絡会議 昭和18. 4～昭和20. 6 広島高等工業学校庶務課 竪冊

B9 昭和十八年度広島県防空教育訓練実施要
綱

広島県 刊

B9 食糧自給態勢確立運動実施要綱 広島県 刊

B9 食糧非常増産運動実施要綱 広島県 刊

B9 広島県貯蓄時報　1号 昭和18 内政部地方課 刊

B10 新種貯蓄制度　戦時納税貯蓄・国債貯金
（国民貯蓄増強叢書　第4輯）

昭和18. 7 広島県地方課 刊

B10 土地其ノ他ノモノノ売却代金等臨時的収
入貯蓄勧奨要綱

昭和18. 9 広島県地方課 刊

B11 貯蓄増強資料 昭和19. 1 広島県地方課 刊

B12 広島県総動員　55号・59号・63号 昭和19. 5～昭和20. 1 広島県 刊

B12 名をぞ惜しめ　松村広島県知事放送（町
内会部落会指導資料　第6輯）

広島県地方課 刊

P01
108 浅野忠允氏旧蔵文書

A1・2 備後三原浅野文書　一・二（東大影写本） 戦国期～江戸期

P01
109 藤田精一氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 藤田文書（東大影写本）（文書13点）

A1 六波羅御教書（1号） 建治元. 9.10 北条義宗→美作三郎・下妻孫次
郎
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A1 六波羅御教書（2号） （乾元2. 7.26） 北条基時・金沢貞顕→河戸村一
分地頭

A1 常陸親王令旨（3号） 正平2. 2. 1 右兵衛佐→田所新左衛門尉館

P01
110 宇都宮家文書

A1 御法度控 （文化 9～安政 3） 矢野村用所 竪冊

A5 教訓道しるへ御添書　写　熊野村庄屋助
右衛門

（寛政 4）. 1. 安芸郡役所→村々役人共 竪冊

A5 〔教訓道しるべ下渡シニ付〕口演書 寛政 2. 6. 庄屋助右衛門写 竪冊

A5 〔教訓道しるべ下渡シニ付〕　※以上3冊
合綴

（寛政 3）.11. 横長

A6 安芸郡区数役人銘扣 明治 5. 1. 横半

A6 社倉祭発端之次第・蠣灰焼人別申出・類
族ちま病死一件控

竪冊

A6 測量御用来書写し　矢野村用所〔抄〕 文化 2. 8～ 横長

A6 矢野町ひゞ持人別 願書扣 文化11. 3. ひゝ持喜代三他→当分庄屋清左
衛門他

竪冊

A6 御倹約筋郡村々申値示談頭書 嘉永 7. 5. 割庄屋清水利兵衛他→村々役人
衆中

竪冊

A6 安芸矢野村類族ちま病死一件扣写帖　控 安永 5. 1. 8 竪冊

A6 〔三原勘定書米預り切手〕（2枚） 戌寅. 1. 三原勘定書 一紙

A6 五匁銀札 明和元. 一紙

A2～4 〔万覚帳〕 （文化頃～明治 4） 竪冊

C1 手鏡　二〔仁保島・中山・温品・坂・矢
野・畑賀村明細〕

折本

C1 御尋ニ応御返答之□ 折本

C1 村々有かゝり覚書 折本

C1 御通り筋左右御見掛り寺社古跡帖 享保 2.12. 頭庄屋九右衛門 折本

C1 奥海田・海田市・船越村川堀御用出役之
節諸扣

寛政 6. 3.24～ 横半

C1 綿実一件 帖 弘化 4. 与頭喜右衛門 竪冊

P01
111 児玉家文書

佐伯郡三宅村戸長児玉家に伝来した文書（慶長6年安芸国佐西郡三宅村検地帳等）

A1 〔安芸国佐西郡三宅村検地帳〕 慶長6.10. 牧主馬頭他 竪冊

A1 安芸国佐西郡三宅村御検地之帳写 慶長6.10. 牧主馬頭他 竪冊

A2 〔佐伯郡三宅村差出帳〕 竪冊

A2 佐伯郡三宅村諸色書出シ帖　ひかへ 元禄12. 8. 庄屋三郎右衛門他→竜神七兵衛
他

竪冊

A2 佐伯郡三宅村百姓分ヶ御鬮取帳 安政 6. 3. 庄屋弥市 竪冊

A2 〔利助田畠譲状断簡〕 文化12. 8. 利助他→伜源七 一紙
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A2 〔三宅村野山入会につき願書下書〕 天明 3. 3. 一紙

A2 佐伯郡三宅村田畠売買之帳 延宝 6. 4.11 庄屋次郎兵衛他→竹腰安右衛門 竪冊

A2 佐伯郡三宅村御留山并ニ野山腰林帖 享保10.10. 庄屋三郎右衛門他→梶川助三郎
他

竪冊

A2 当度麻病流行ニ付於所氏神社御祈祷諸入
用帳

文久 2. 7 横長

A2 佐伯郡三宅村百姓分ヶ御鬮取帳　七石壱
斗六升六合御明智方御付帳

安政 6. 3. 庄屋弥市 竪冊

A2 当村風呂ケさこ新雨池堀調諸入用積帳　
佐伯郡三宅村

文化13. 2. 竪冊

A2 佐伯郡三宅村絵図書抜目録 正徳 4. 横長

A2 三宅村某井出番組・からうす水番覚 寅. 6.15・
正徳 6. 6.26

横長

A2 三宅村大□井出番組写 正徳 2. 6.26 新之丞他 折紙

A3 井堰溜池費取調帳　佐伯郡三宅村 明治12. 1.30 戸長児玉弥太郎→郡長林良之 竪冊

A3 シヲリ井出用水及ヒ下モ用水分水之義ニ
付為取換定約証

明治23. 8. 岡田井出組地主総代溝田与平他
→シヲリ井出受地主佐上佐平

一紙

A3 シヲリ井出用水及ヒ下モ用水分水之義ニ
付為取換定約証

明治23. 8. シヲリ井出地主総代池田篤郎他
→岡田井出組地主総代溝田与平
他

一紙

A3 番水順番帳　明治四十四年改　観音村字
三宅大井出組

明治44. 8.15 児玉直太郎他 竪冊

A3 岡田井出組番水帳　大正十一年一月改記
　大字三宅岡田井出組

大正11. 1 児玉弥太郎他 竪冊

A3 稲扱保険証 大正□. 3.22 伯州倉吉改良稲扱合資会社涌島
元蔵→児玉弥太郎

一紙

A3 田畠畝高卸図帳　佐伯郡三宅村〔抄〕 明治 5. 5. 少長松尾伝三郎 竪冊

P01
112 佐伯家文書

A1 保井田村腰林山持主人別帳 安政 2. 3. 横半

A1 保井田村諸事書出手控 安政 6. 庄屋亮平 横半

A1 年行司覚長 文久 4. 1. 横長

A1 年行司覚 元治元. 1. 新右衛門 横長

A1 年行司覚帖 慶応 2. 1. 横長

A1 年行司覚帳 慶応 2. 2. 新右衛門 横長

A1 佐伯郡保井田村野山腰林御改帳
※後欠

享保12. 5. 竪冊

A1 田地質物ニ入米借用 天和 3.11.14 一紙

P01
113 根尾家文書

A1 芸備十六郡村名・広嶋町新開名附 横半

A1 白市三日遊記　全 明治16. 4. 東洋漁史 竪冊

A1 東雲日記　全 享和 3. 3.（元治元. 7写） 浅野長懋（根尾尚行写） 竪冊
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A1 過去帳 竪冊

A2 伝心録　全 嘉永 3. 5.写 根尾尚行写 竪冊

A3 責而者艸拾遣　巻之三～六 慶応元. 5写 根尾尚行写 竪冊

A3 〔三次支藩家臣屋敷割図〕 舗

A3 明治二年巳御普請方へ出ス屋敷絵図扣 明治 2. 舗

P01
114 野村家文書

A1 独詠草稿 佐伯貞友 竪冊

A1 狂謌あけほの草 佐伯仙津 竪冊

A1 田原益登様御知行所御免割并ニ御年貢取
立帳

明治元.11 給庄屋新兵衛 横長

P01
115 波多野家文書

世羅郡東神崎村庄屋波多野家に伝来した文書（支配・戸口・村・産業・治安・宗教・家）

支配

C1・C2 御用永代録 文政 4. 6. 横半

A2 〔村方取締ニ付条々〕覚 文政 3. 8.14 福原伴右衛門他→東神崎村庄屋
善兵衛

一紙

C5 〔郡中風儀ニ付〕内密口演 寅. 2. 古田新三郎他→割庄屋共 綴

C5 御倹約之儀ニ付被仰出候御書三通御写シ 享保11・享保12・
寛政 2. 4.

竪冊

C5 〔節倹筋ニ付〕口演・〔風儀取締ニ付〕申
渡覚

天明 3.11. 竪冊

C5 寛政三亥四月御節倹御触書并御紙上革田
共江御示シ御書写シ

寛政 3. 4. 竪冊

C5 郡中倹約万定書 天保 4. 3.（天保 5写） 波多野文兵衛写 竪冊

C5 従公儀被仰出倹約御触書写　東神崎 天保13. 7. 竪冊

C5 御倹約頭書　世羅郡東神崎村 嘉永 2. 3. 庄屋文兵衛写 竪冊

A5 世羅郡村々諸給分申付候帳 宝暦12. 9. 佐々木八太夫他→割庄屋喜三郎
他

竪冊

A3 三谿村々高竝役人書抜帳 明治 3. 7. 横半

C14 御触書写留 慶応 3. 2.～慶応 4. 4. 東神崎村庄屋伊一郎 横半

C15 御触書写留 慶応 4. 4.～明治 2. 1. 東神崎村庄屋伊一郎 横半

C16 御触書写留 明治 2. 1.～明治 6. 8. 東神崎村庄屋伊一郎 横半

戸口

C3 宗旨帳方相改心得之事 文化10. 竪冊

A1 世羅郡村々人馬御改惣寄帳 寛政10. 2. 年寄格割庄屋茂左衛門他→古田
新三郎他

竪冊

A1 世羅郡村々人馬御改惣寄せ帳 享和 4. 2. 割庄屋助兵衛他→古田新三郎他 竪冊

A1 世羅郡村々人馬御改惣寄せ帳 文化 7. 2. 年寄・割庄屋助兵衛他→古田新
三郎他

竪冊
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A1 世羅郡東神崎村惣人数御改帳 安永 9. 2. 庄屋新五郎他→矢部甚蔵他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村・東神崎村・川尻村惣人
数御改メ帳

寛政 4. 2. 竪冊

A1 去巳八月宗旨帖面前与当年ノ惣人数帖と
指引増減

寛政10. 3. 一紙

A1 世羅郡東神崎村・三郎丸村・小世良村惣
人数御改帖

寛政10. 2. 竪冊

A1 世羅郡小世良村惣人数御改帖
※以上2冊1通合綴

寛政 4. 2. 庄屋貞五郎他→石谷藤八他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村惣人数御改帳 享和 4. 2. 庄屋七蔵他→寺川守人他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村惣人数御改帳
※以上2冊合綴

享和 4. 2. 庄屋源兵衛→寺川守人他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村惣人数御改帳 文化 7. 2. 庄屋七蔵他→古田新三郎他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村惣人数御改帖 文化 7. 2. 庄屋七蔵→古田新三郎他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村惣人数御改帳 文化13. 2. 庄屋善兵衛他→一場武助他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村惣人数御改帖
※以上4冊合綴

文化13. 2. 庄屋善兵衛→一場武助他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帳 文政 5. 2. 庄屋善兵衛他→大藤源七郎他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村人馬御改帳 文政 5. 2. 庄屋善兵衛他→大藤源七郎他 竪冊

A1 世羅郡三良丸村惣人数御改帖
※以上3冊合綴

安永 9. 2. 庄屋新五郎→矢部甚蔵他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帖 文政11. 2. 庄屋良介他→湊喜兵衛他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村人馬御改帖
※以上2冊合綴

文政11. 2. 庄屋善兵衛他→湊喜兵衛他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帖 天保 5. 2. 庄屋文兵衛他→小野彦之丞他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村人馬御改帖
※以上2冊合綴

天保 5. 2. 庄屋文兵衛→小野彦之丞他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帳 天保11. 2. 庄屋文兵衛→戸田六太夫他 竪冊

A1 世羅郡三郎丸村人馬御改帳
※以上2冊合綴

天保11. 2. 庄屋文兵衛→戸田六太夫他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帳 弘化 3. 2. 庄屋文兵衛→吉田矢柄他 竪冊

A1 〔世羅郡三郎丸村人馬御改帳〕
※以上2冊合綴

弘化 3. 2. 庄屋文兵衛→吉田矢柄他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帳 嘉永 5. 2. 庄屋文兵衛→石川富衛他 竪冊

A1 〔世羅郡三郎丸村人馬御改帳〕
※以上2冊合綴

嘉永 5. 2. 庄屋文兵衛→石川富衛他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帳 文久 4. 1. 庄屋伊一郎他→石井惣兵衛他 竪冊

A1 世羅郡東神崎村人馬御改帖 明治 3. 2. 庄屋伊一郎他→前浜正之他 竪冊

A1 〔三郎丸村差出帳〕 寛政 4. 2. 庄屋源兵衛他 竪冊

A1 〔東神崎村差出帳〕　※以上4冊合綴 寛政 4. 2. 庄屋源兵衛他 竪冊

村

C4 伊尾村下組兵次郎書翰〔浄鏡寺託乗坊帰
住願ニ付〕

. 7.22 　→割庄屋源兵衛 一紙

C6 国郡志編替一件諸用控帳 文化11.10. 割庄屋藤四郎・東神崎村庄屋善
兵衛

竪冊

C6 万買物通　郡用所 文政 5.11.26～ 横半
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C6 万之通　郡用所
※以上三冊合綴

文政 5.11.26 尾道屋 横半

C9 国郡志一件始終御用書留帳　御用懸甲山
町年寄善兵衛私記

文政 2. 2. 善兵衛 横長

C6 国郡志一件集会控 文政 5.11.26～ 御用掛割庄屋藤四郎・善兵衛→ 竪冊

C9 国郡志相約メ候諸入用帳　御番組様へ上
ル扣

文政 2. 1.～ 甲山町年寄善兵衛他 横長

C9 国郡志相約メ候諸入用帳　世羅郡 文政 3.12. 甲山町年寄善兵衛他 横長

C10 世羅郡津口村国郡志方諸入用仕出シ帖 文政 3.12. 庄屋文平他 横長

C10 世羅郡青水村国郡志方諸入用之仕出シ帳 文政 3.12. 庄屋善兵衛他 横長

C10 国郡志下しらべ卯辰両年分諸入用帳　世
羅郡京丸村

文政 5.12. 庄屋重助他 横長

C10 国郡志御用ニ付村方入用仕出帖　中原村 文政 3.12. 庄屋泰助他 横長

C10 国郡志相約メ替之儀ニ付村方諸入用帖　
世羅郡堀越村

文政 3.12. 庄屋新兵衛他 横長

C10 世羅郡寺村国郡志方諸入用書出帳 文政 3.12. 庄屋権五郎他 横長

C10 国郡志御用一件諸入用帳　世羅郡井折村 文政 3.12. 庄屋茂平 横長

C10 世羅郡本郷村国郡志方諸入用書出シ帖 文政 3.12. 庄屋定五郎他 横長

C10 世羅郡赤屋村国郡志一件諸入用帳
※以上9冊合綴

文政 3.12. 庄屋八郎次他 横長

C10 国郡志下しらべ入用帳　世羅郡上津田村 文政 3.12. 庄屋藤太郎他 横長

C10 国郡志方諸入用仕出し帖　下津田村 文政 4. 8 庄屋亀之助他 横長

C10 世羅郡長田村国郡志方入用帳　文政二卯
年・同三辰年分

庄屋清五郎他 横長

C10 世羅郡黒渕村国郡志方諸入用之内仕出シ
帳

文政 3.12. 庄屋紋平 横長

C10 国郡志下しらべ諸入用帳　世羅郡徳市村
　文政三年分

文政 3. 庄屋新平他 横長

C10 国郡志一件諸入用帳　世羅郡安田村　文
政二卯年・同三辰両年分

文政 5.12. 庄屋直助ほか 横長

C10 国郡志一件諸入用帳　世羅郡戸張村　文
政二卯年・同三辰両年分

文政 5.12. 庄屋愛助 横長

C10 国郡志入用卯辰両年分仕出帖　世羅郡宇
賀村
※以上8冊合綴

文政 3.12. 庄屋六兵衛他 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帳　世羅郡中村 文政 3.11. 庄屋九郎助 横長

C10 世羅郡黒川村国郡志御用下弾入用帳 文政 3.11. 庄屋五八郎他 横長

C10 世羅郡鋪名村国郡志下しらへ諸入用帖 文政 3.11. 庄屋丈次郎他 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帖　せら郡壱歩村 文政 3.11. 庄屋重兵衛 横長

C10 世羅郡上野山村国郡志下しらへ諸入用帖 文政 3.11. 庄屋新兵衛他 横長

C10 世羅郡飯田村国郡志下しらへ諸入用帖 文政 5.12. 庄屋兵五郎 横長

C10 世羅郡吉原村国郡志下弾諸入用帳 文政 3.11. 庄屋九郎次他 横長

C10 世羅郡蔵宗村国郡志下タしらへ辰秋迄夫
入役書出シ帖

文政 4. 3. 庄屋杢平他 横長

C10 世羅郡篠村国郡志下しらへ入用帳
※以上9冊合綴

文政 2.12. 庄屋丈平他 横長
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C10 国郡志下弾諸入用帖　世羅郡下徳吉村　
文政三年分

文政 3.12. 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帳　世羅郡上徳良
村

文政 3.11. 庄屋九郎次他 横長

C10 世羅郡萩原福田村国郡志方諸入用仕出帖 文政 3.12. 庄屋又兵衛他 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帖　世羅郡賀茂村
　文政三年分

文政 3.12. 庄屋五郎助他 横長

C10 世羅郡重永村国郡志相調候諸入用帖 文政 3.12. 庄屋文平他 横長

C10 世羅郡三郎丸村国郡志御用ニ付諸入用帖 文政 3.12. 庄屋善兵衛 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帳　西神崎村 文政 3.12. 横長

C10 国郡志下しらへ諸入用帳　青山村 文政 3.12. 横長

C10 世羅郡田打村国郡志御用ニ付諸入用帳
※以上9冊合綴

文政 3.12. 庄屋直右衛門他 横長

C11 〔世羅郡川尻村国郡志御用ニ付諸入用帳〕 文政 2.10 庄屋清次郎他 横長

C11 世羅郡東神崎村国郡志御用ニ付諸入用帖 文政 3.12. 庄屋善兵衛他 横長

C11 世羅郡甲山町国郡志方諸入用仕出帳 文政 3.12. 庄屋平作他 横長

C11 世羅郡西上原村国郡志諸入用帳 文政 3.12. 庄屋藤四郎他→世羅・三谿郡役
所

横長

C11 世羅郡小世良村国郡志方入用書出帳 文政 3.12. 庄屋権五郎他 横長

C11 世羅郡伊尾村上組国郡志御用ニ付諸入用
帖

文政 5.12. 庄屋柳兵衛他 横長

C11 世羅郡伊尾村下組国郡志御用出勤夫仕出
シ帳

文政 4. 3. 庄屋兵次郎他 横長

C11 世羅郡小谷村国郡志御用出勤夫仕出シ帳 文政 4. 3. 庄屋理助 横長

C11 世羅郡松崎村国郡志御用諸入用帖 文政 5.12. 庄屋柳兵衛他 横長

C11 世羅郡青近村国郡志下タしらへ諸入用帳 文政 2.12. 庄屋義右衛門他 横長

C11 世羅郡別迫村国郡志方入用帳
※以上11冊合綴

文政 3.12. 庄屋貞五郎他 横長

C11 きりの木や仕出し〔卯年・辰年分〕 横長

C11 国郡志方入用次渡物 横長

C11 国郡志方村々諸入用仕出し〆書抜 横長

C11 〔国郡志夫方仕出し帳〕 横長

C11 〔世羅郡村々国郡志控帳差出方ニ付覚帳〕 横長

C11 たや仕出し　国郡志方出勤筆者并入用仕
出シ〔卯年・辰年分〕

横長

C11 国郡志相約メ候諸入用帖　世羅郡 文政 6. 1. 割庄屋藤四郎→世羅郡役所 横長

C11 国郡志下弾夫役仕出し帖　世羅郡小谷村 文政 2.10. 庄屋理助 横長

C11 国郡志御用ニ付諸入用夫役覚帳　伊尾村
上組

文政 2.10. 庄屋柳兵衛他 横長

C11 国郡志下しらへ村々諸入用卯辰両年分仕
出寄帖　世羅郡　御用掛元

文政 5.12. 割庄屋新兵衛他→世羅・三谿郡
役所

横長

C11 国郡志相約メ候諸入用帖　世羅郡　御用
掛手元
※以上2冊合綴

文政 6. 1. 割庄屋藤四郎→世羅郡役所 横長

C11 国郡志諸入用帳 文政 2. 1～ 横長
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C11 国郡志次渡物
※以上2冊合綴

横長

C17 国郡志御用下弾書上方之義ニ付御触示被
仰付候趣御請申上ル書付　世羅郡荻原福
田村

（文化13）. 5. 庄屋又兵衛他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上之義ニ付御触示シ被
仰付候趣御請申上ル書付　世羅郡青山村

. 5. 庄屋本二→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上ケ方之儀ニ付御触示
被仰付候趣御請申上ル書附　世羅郡荻原
村

（文化13）. 5. 庄屋権右衛門他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上ケ方之儀ニ付御触示
被仰付候趣御請申上ル書付　世羅郡田打
村

（文化13）. 5. 庄屋直右衛門他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上方之儀ニ付御触示被
為仰付候趣御請申上ル書付　世羅郡賀茂
村

（文化13）. 5. 庄屋常助他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上ケ方之儀ニ付御触示
被仰附候趣御請申上ル書附　世羅郡上徳
良村

（文化13）. 5. 庄屋文兵他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上ケ方之儀ニ付御触示
被仰付候趣御請申上ル書附　世羅郡下徳
良村

（文化13）. 5. 庄屋恵兵衛他→世羅郡役所 一紙

C17 国郡志御用下弾書上之義ニ付御触示シ被
仰付候趣御請申上ル書付　世羅郡西神崎
村

（文化13）. 5. 庄屋三郎次他→世羅郡役所 一紙

C7 国郡志御用村々下弾書出シ之内諸品抜帳
　世羅郡之内弐拾五ヶ村分

文政 3. 5. 横長

C8 国郡志御用村々下弾書出帖之内諸品貫帖
　二　世羅郡之内弐六ヶ村分

文政 3. 5. 横長

C6 何国郡村仮名附帖〔雛型〕 竪冊

C6 黒渕高丸 方角 竪冊

C6 〔東神崎村川橋井出明細〕 横半

C6 村境測量方角 文政 4. 4.26 庄屋善兵衛 横半

C6 〔国郡志下しらべニ付〕回状 文政 6.11.10 国郡志方→世羅郡懸り役共 横長

C6 〔世羅郡村々絵図・類帳しらべ〕 横長

C6 国郡志一件書類差上ル通ひ 文政 6. 御用掛割庄屋藤四郎他→世羅郡
役所

横長

C17 国郡志御用来状袋 文政 2. 2. 御用懸り善兵衛 袋

　 ◦国郡志御用ニ付御尋之義御答申上ル
書附ひかへ

（文政 7）. 3. 各村庄屋他→国郡志御用懸り割
庄屋藤四郎他→

継

　 ◦小童村小富士山之絵図 小童村役人共→年寄善兵衛 一紙

　 ◦黒渕村水溜石之絵図 （文政 4）. 3. 一紙

　 ◦世羅郡井折村普光寺石堤・大杉様子
申出書付

（文政 4）. 3. 庄屋茂平太→年寄・御用掛り善
兵衛

一紙

　 ◦世羅郡上野山村国郡志帖之内御尋筋
御答申上ル書付（2通）

（文政 4）. 3. 庄屋新兵衛他 一紙

　 ◦〔国郡志産物書出シ方ニ付〕態申遣
ス

（文政 4）.12. 世羅郡役所→国郡志御用懸り割
庄屋藤四郎他

一紙

　 ◦〔八ヶ村氏神御尋ニ付答書〕 一紙

　 ◦神崎善兵衛・割庄屋三名往復書翰
〔国郡志一件出府・囲籾見分ニ付〕

. 2.6～2. 8. 　→割庄屋松本藤左衛門他 継

204



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 広島市／波多野家文書（P01�115）

　 ◦〔世羅郡御鷹野場村々等書上〕 継

　 ◦上津田村藤太郎書翰〔国郡志入用帖
御役メ村々仕出し等ニ付〕

. 2. 2 　→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦〔国郡志扣帳調入用ニ付〕覚　松崎
村

（文政 2）.10. 庄屋柳兵衛他→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦〔国郡志編集諸入用ニ付〕態申遣 （文政 2）. 9. 世羅郡役所→甲山町年寄善兵衛
他

一紙

　 ◦〔産物書出方提出催促ニ付申達書〕 . 2. 8 世羅郡番組→国郡志御用懸り・
割庄屋藤四郎他

一紙

　 ◦〔国郡志御用村絵図之儀ニ付御窺申
上候頭書〕

（文政 4）. 9. 世羅郡 一紙

　 ◦〔国郡志御用筆者相勤日数〕覚 （文政 3）.11. 甲山町三兵衛→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦〔諸賄書上〕
※以上2冊合綴

一紙

　 ◦〔国郡志御用下弾帳面相調候諸入用〕
覚

（文政 3）.11. 甲山町庄屋平作 一紙

　 ◦賀茂村藤四郎書翰〔国郡志御用ニ付
出府依頼〕覚

. 1.20 　→年寄善兵衛 一紙

　 ◦〔国郡志編集方 面談ニ付〕態申遣 （文政 3）. 1.13 世羅郡役所→用掛・甲山町年寄
善兵衛

一紙

　 ◦〔国郡志編替ニ付書類差出方〕態申
遣ス

（文政 3）. 1.13 世羅郡役所→割庄屋五人 一紙

　 ◦〔物産ニ付示達書〕 . 9. せら郡番組→東神崎村善兵衛 一紙

　 ◦賀茂村藤四郎書翰〔萩原村国郡志下
しらへ入用帖ニ付〕

. 1.26 　→割庄屋九郎次他 一紙

　 ◦宇津戸村一平書翰〔同村より小谷村
等迄里程ニ付〕

. 2.15 　→甲山町年寄善兵衛 一紙

　 ◦宇津村一平書翰〔国郡志方駈合〕 . 4.22 　→世羅郡年寄善兵衛 一紙

　 ◦吉舎村年寄清左衛門書翰〔当郡国郡
志ニ付〕

. 2. 6 　→甲山町年寄善兵衛 一紙

　 ◦〔諸帳面進し方〕覚 酉. 9. 6 神崎善兵衛→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦〔国郡志下しらべ・道筋川筋溝間数
打改数取扣入用ニ付〕覚　小国村

庄屋丈助他 横長

　 ◦小童村伝次郎書翰〔国郡志相調諸入
用寄附ニ付〕

. 2.20 　→割庄屋善兵衛 一紙

　 ◦〔山中福田村国郡志諸入用帳〕
※庄屋次郎右衛門添翰とも

（文政 9）. 2.24 庄屋百郎次他 横長

　 ◦〔辰年国郡志下弾入用辻〕覚　東上
原村

（文政 9）. 2. 庄屋隆三他→御用掛り・割庄屋
善兵衛

一紙

　 ◦此度国郡志御用ニ付御尋之ヶ所申上
ル書付　川尻村

（文政 4）. 3. 庄屋清次郎他→国郡志御用掛
り・年寄善兵衛他

一紙

　 ◦柳兵衛書翰〔雨か滝尾張左衛門ニ付〕 　→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦下徳吉村恵兵衛書翰〔当村愛宿社誤
記ニ付〕

. 3.17 　→年寄善兵衛 一紙

　 ◦下徳吉村恵兵衛書翰〔再度当村愛宿
社誤記ニ付〕

. 3.29 　→国郡志引受方年寄善兵衛 一紙

　 ◦小童村伝次郎・保兵衛書翰〔国郡志
帖間違所訂正ニ付〕

. 3. 8 　→御用掛り東神崎村善兵衛 一紙

　 ◦〔奇岩等ニ付〕覚　吉原村 庄屋九郎次他 一紙
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　 ◦宇賀村庄屋六郎兵衛書翰〔今宮八幡
社社人石見先祖尾張左衛門由緒ノ儀
御尋ニ付〕

. 3.13 　→御用掛神崎村善兵衛 一紙

　 ◦国郡志之内御尋答書　西神崎村 （文政 4）. 2. 庄屋藤四郎他 一紙

　 ◦世羅郡田打村禅宗永寿寺旧記有懸り
申上ル書付

（文政 4）. 2. 庄屋直右衛門他→国郡志御用掛
り善兵衛他

一紙

　 ◦中原村泰助書翰〔氏宮鳥居の松ニ付〕 . 2.16 　→御用掛り・年寄善兵衛 一紙

　 ◦〔沼古城跡申伝ニ付書付〕西上原村 一紙

　 ◦世羅郡赤屋村国郡志方御用御尋之儀
申上ル書付

（文政 4）. 3. 庄屋八郎次他→御用掛り・年寄
善兵衛

一紙

　 ◦〔塔野岡・玉野城等御尋ニ付答書〕覚
　津口村

（文政 4）. 3. 庄屋文平他→御用掛り善兵衛他 一紙

　 ◦下つた亀之助・杢兵衛書翰〔大波佐
草明神祭神ニ付〕

. 2.17 　→年寄善兵衛他 一紙

　 ◦津田藤太郎書翰〔国郡志方御尋ニ付
答書〕

. 2.19 　→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦〔冠塚・和気加賀守清幕之儀等御尋
ニ付答書〕篠村

（文政 4）. 3. 庄屋文平他 一紙

　 ◦安田村清五郎書翰〔長田村大仙祭神
名ニ付〕

. 3.11 　→年寄善兵衛 一紙

　 ◦〔国郡志帳之内御尋被為仰付候御答〕 . 3. 安田村武右衛門→善兵衛 一紙

　 ◦国郡志之内御尋答書　賀茂村 （文政 4）. 2. 庄屋常助他 一紙

　 ◦黒渕村紋平書翰〔三社祭神等御尋ニ
付答書〕

. 3. 9 　→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦安田村清五郎書翰〔長田村国郡志御
尋ニ付答書〕

. 3.10 　→割庄屋藤四郎 一紙

　 ◦上徳良村久太郎書翰〔当村鏡石御尋
ニ付答書〕

. 2.20 　→国郡志御用掛り・割庄屋藤
四郎

一紙

　 ◦上の山村庄屋新兵衛・丈次郎書翰
〔上野山国郡志御尋之儀日限延期ニ
付〕

. 3.26 　→年寄善兵衛 一紙

産業

C3 御山方御規則一件書類　割庄屋源兵衛控 文化 4～ 竪冊

C3 御山方御規則被為仰付候儀ニ付追御歎并
御窺申上ル書付　世羅郡

.閏2. 年寄割庄屋助兵衛他→世羅・三
谿郡番組中

一紙

C3 〔鍛炭焼方免許・歩銀取立方ニ付書付写〕 文化 5.12. 一紙

C4 文化六巳年中小炭焼出シ数組合村々之内
〔世羅郡小谷・松崎村〕改書附　源兵衛組

（文政 7）. 7. 庄屋六兵衛→割庄屋源兵衛 一紙

C4 世羅郡伊尾村上組去巳年炭焼出し改書付 午. 7. 庄屋与三右衛門他→割庄屋源兵
衛

一紙

C4 〔去巳年世羅郡炭出高・違ひ高・焼き出
し高い調査ニ付書付控〕

午. 2. 世羅郡割庄屋三人→田村久三郎 一紙

C4 〔けし炭・山炭売出し高〕覚　小世良村 一紙

C4 〔小炭挊申候員数〕覚　川尻村 午. 7. 庄屋清次郎他→割庄屋源兵衛 一紙

C4 〔菖製方他〕頭書 一紙

C4 世羅郡東神崎村御建山上米下艸御下ヶ之
儀御願書附

卯. 6. 長百姓屋三郎他→庄屋文兵衛→
木村幾三郎他

一紙

C4 〔村々仕出し方延引差止〕急御用触（1包
〈1通〉）

未.10.27 割庄屋勘蔵他→重永村他村々役
人中

一紙
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C3 〔是迄之通薪売払免許歎願ニ付〕申上ル
覚　世羅郡

辰. 8. 割庄屋助兵衛他→世羅・三谿郡
番組中

一紙

C3 御山方歩銀之儀ニ付御嘆き申上げるル書
付　世羅郡　控

巳. 5. 年寄割庄屋助兵衛他→世羅・三
谿郡番組中

一紙

C4 薬種類書貫 横長

C4 草木撰種録　男女之図 刊

C4 産業増方御用書類入 文政12. 8. 御用掛割庄屋善兵衛 袋

◦世羅郡割庄屋右兵衛書翰〔産業増方之
義世羅郡御用掛り拝命ニ付人参伝授方
依頼〕

.10.25 　→恵蘇郡割庄屋善五郎 一紙

◦〔諸産物作方ニ付〕覚 .10. 1 一紙

◦戸張村愛助書翰別紙〔薬種類作法御尋
ニ付〕

. 9. 9 　→割庄屋善兵衛 一紙

◦賀儀屋愛助書翰〔造酒ニ付〕 . 9.10 　→桐木屋善兵衛 一紙

◦〔郡益諸産業増用懸り申付ニ付〕態申
遣ス（1包〈1通〉）

. 9.11 世羅郡役所→割庄屋善兵衛他 一紙

◦割庄屋善兵衛廻状〔郡益産業増方御用
掛り拝命ニ付小国村新兵衛・中村九郎
次付札共〕

. 9.12 　→割庄屋中 一紙

◦青近村義右衛門書翰〔村内炭焼出し方
ニ付〕

. 9.13 　→割庄屋源兵衛 一紙

◦利右衛門書翰〔青水村・津口村へ桐苗
下渡し依頼〕

. 9.14 　→割庄屋善兵衛 一紙

◦田利村周右衛門書翰〔雲州御種人参作
り方・製法ニ付〕

. 9.15 　→橋本愛蔵 一紙

◦田利村周右衛門書翰〔御種人参之義ニ
付出張依頼〕

. 9.16 　→橋本愛蔵 一紙

◦人参作り方 一紙

◦恵蘇郡割庄屋善五郎書翰〔人参製法伝
授ニ付〕

.11. 2 　→世羅郡割庄屋善兵衛 一紙

治安

A2 〔中原村・三郎丸村両村柳ノ久保水落分
水上書案〕覚

元禄 3. 6.24 寺町村加兵衛他→中原村喜三右
衛門他

一紙

A5 両村〔東西神崎村〕江仕渡置候水分定之
事

安永 2. 4. 割庄屋下津田村八郎右衛門他→
東神崎村庄屋新五郎

一紙

A5 寛政11年未年青山村水論・山論定書 寛政11. 5. 割庄屋寺町村喜兵衛他→三郎丸
村庄屋源兵衛他

一紙

C12 〔百姓政蔵郡御用屋鋪へ直訴一件内済ニ
付〕口上書　東神崎村百姓五人

文化13. 9. 7 百姓彦兵衛他→組合割庄屋藤四
郎他

一紙

C12 世羅郡東神崎村百姓政蔵御直訴一件御願
下ヶ仕候ニ付村役人共口上書

（文化13）. 9. 割庄屋善兵衛他→割庄屋藤四郎 一紙

C12 東神崎村御年貢并役人口入米銀約候儀ニ
付口上書　長百姓・惣百姓

（文化13）.11. 長百姓磯右衛門他→甲山町年寄
専右衛門他

一紙

C12 〔政蔵直訴一件内済願下ヶ之書類預ケ方〕
覚　東神崎村

（文化13）. 9. 割庄屋藤四郎他→割庄屋善兵衛 一紙

C12 〔政蔵直訴一件内済ニ付〕口上書　東神
崎村惣百姓

文化13. 9. 7 百姓林兵衛他→割庄屋藤四郎 一紙

C12 政蔵直訴一件前後書類入 文化13. 9. 9 袋

◦世羅郡東神崎村百姓政蔵御直訴一件御
願下御歎書付

（文化13）. 9. 7 百姓政蔵→組合割庄屋藤四郎他
→世羅・三谿郡番組中

一紙
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C12 川尻村百姓啓増・清兵衛不法一件聞糺口
書

文政 4. 9. 竪冊

C12 文政六未九月十二日御勘定所エ嘉右衛
門・兵次郎出訴一件書類一巻

文政 6. 袋

◦〔東神崎村百姓嘉右衛門・兵次郎差免
ニ付〕態申遣ス

（文政 8）. 3.21 世羅郡役所→庄屋良助他 一紙

◦〔東神崎村百姓嘉右衛門・兵次郎裁許〕
申渡ス

（文政 8）. 3.19 西山酒造他 一紙

◦〔諸賄・人足賃〕覚 （文政 6）. 9. 一紙

◦〔諸賃銀請取〕覚 （文政 6）. 9.13 付人之者新吉他→東神崎村役人
中

一紙

◦〔嘉右衛門・兵次郎メ方ニ付申渡〕 10. 4. せら郡番組→割庄屋善兵衛 一紙

◦〔嘉右衛門・兵次郎直訴不心得ニ付約
メ方〕態申遣ス

（文政 6）. 9. 世羅郡役所→庄屋善兵衛他 一紙

◦〔嘉右衛門・兵次郎手錠宥メ方〕態申
遣ス

（文政 6）.10. 4 世羅郡役所→庄屋善兵衛他 一紙

◦川尻村柳兵衛書翰〔嘉右衛門一件等ニ
付御地へ出足方〕

. 9.30 　→割庄屋善兵衛他 一紙

◦中田見米嘉右衛門・平三郎 一紙

◦〔文政六年文貢米勘定目録〕覚　せら
郡小谷村

（文政 6）.12. 　→三田村新次郎他 一紙

◦〔百姓嘉右衛門・兵次郎御勘定所へ直
訴申上訴始末頭書〕覚　東神崎村（2
冊）

（文政 7）. 4. 横長

◦〔嘉右衛門・兵次郎出訴一件書類返戻
方申達書〕

.11.27 番組→東神崎村庄屋善兵衛他 一紙

◦百姓嘉右衛門・同平三郎忰兵次郎御直
訴申上候一件約方頭書

一紙

◦世羅郡百姓嘉右衛門・兵次郎御直訴一
件御吟味御願書付

（文政 6）. 2. 組合割庄屋・同村庄屋善兵衛他
→世羅郡役所

一紙

◦〔当秋不作ニ付一名見御見直之儀直訴
一件〕口上之覚　東神崎村

（文政 6）. 9. 百姓平三郎忰兵次郎→伊尾村上
組庄屋柳兵衛他

一紙

◦〔当秋不作ニ付一名見御見直之儀直訴
一件〕口上之覚　東神崎村

（文政 6）. 9. 庄屋嘉右衛門→伊尾村組庄屋柳
兵衛他

一紙

C12 小谷村百姓願筋聞約書類 （文政 7）. 割庄屋善兵衛他 袋

◦世羅郡小谷村惣百姓口上書 （文政 7）. 7. 5 長百姓庄七他→割庄屋善兵衛他 竪冊

◦世羅郡小谷村庄屋理助口上書 （文政 7）. 7. 5 庄屋理助→割庄屋善兵衛他 竪冊

◦小谷村庄屋理助引負米銀書出し算用帖 文政 7. 6. 横長

◦小谷村庄屋理助引負銀片附方算用帳
※以上2冊合綴

文政 7. 6. 横長

◦〔小谷村両井手堰普請免許ニ付〕態申
遣ス

巳. 5. 大藤源七郎他→小谷村庄屋理助
他

一紙

◦〔小谷村百姓願筋一件庄屋理助より村
方へ戻り銀取引〕定

文政 7. 7. 組合割庄屋善兵衛他→小谷村長
百姓・惣百姓中

一紙

C12 青近村百姓願筋一件書類入 文政 7.11. 割庄屋吉兵衛 袋

◦〔質入田畑請返方出願一件御約メニ付〕
口上之覚

文政 7.10. 青近村百姓丈八→西上原村庄屋
佐兵衛他

一紙

〔早損ニ付御貸銀割符方算用合百姓共内
尋出候一件口上書〕覚　青近村

（文政 7）. 3. 庄屋義右衛門他→割庄屋善兵衛 一紙
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◦〔去千損難渋ニ付御貸銀一件〕口上之
覚　世羅郡青近村

（文政 7）. 3. 長百姓・五人組頭百姓→割庄屋
善兵衛

一紙

◦広島行き入用銀吟八・麻五郎・佐兵衛
江相渡候小内出方書貫帖　青近村

文政 7.10. 横長

◦青近村百姓吟八・麻五郎・佐兵聞糺頭
書

文政 7.10. 1～ 横長

◦青近村百姓願筋一件御役ニ付口上書 文政 7.12. 竪冊

C12 □町革田団四郎後家御直訴申上候節書類
入

文政 8 袋

◦〔御直訴一件吟味諸入用帖面下ヶニ付〕
覚

（文政 9）.12. 西山酒造他→庄屋・与頭他 一紙

◦世羅郡□□□村革田団四郎後家御直訴
一件御吟味之節諸入用帖（2冊）

文政 8.10. 庄屋・組頭→世羅郡役所 横長

A2 〔五人組頭惣代御用屋敷へ直訴一件願
下ヶニ付付願書〕覚　世羅郡下徳良村

（文政 9）. 9. 百姓藤右衛門他→割庄屋文平他 一紙

A2 〔御用屋敷へ直訴一件願下ヶニ付口上書〕
覚　世羅郡下徳良村（2通）

（文政 9）. 9. 百姓藤右衛門他→割庄屋文平他 一紙

A5 〔東西神崎村水引方差縺内済ニ付〕定 文政10. 7. 出役割庄屋小国村新兵衛他→東
神崎村庄屋良介他

一紙

C18 盗賊牽出シ諸入用出方御願帳　世羅郡東
神崎村

天保 5. 7. 横長

C18 盗賊住蔵召捕候ニ付村方并甲山町ニ而牢
獄中諸入用出方御願帳　世羅郡東神崎村

天保 5. 4. 庄屋文兵衛→世羅郡役所 横長

C18 川尻村滝次郎と□□□村革田岩右衛門差
縺之義ニ付革田幸四郎御吟味諸入用帳　
世羅郡□□□村　以上3冊合綴

天保 5.10. 庄屋→世羅郡役所 横長

A5 天保六年未年青山村と指縺候壱ノ坪荒所
済口書類写し

天保 6. 5. 出役川尻村庄屋清次郎他→三郎
村庄屋文兵衛他

一紙

C18 山中藤右衛門様・三谷彦太郎様御宿御吟
味諸入用

天保 9. 5.19～. 6. 4 横半

C18 当郡上津田村盗賊多五郎当村ニ而御吟味
被為仰付候節諸入用出方御願帳　世羅郡
東神崎村（2冊）

天保10. 7. 東神崎村庄屋文兵衛→世羅郡役
所

横長

C18 当郡青山村郷蔵所ニ而紛失米一件当村ニ
而御吟味諸入用出方御願帳　世羅郡東神
崎村

天保10. 7. 東神崎村庄屋又兵衛→世羅郡役
所

横長

C18 〔上津田村壱歩村盗賊一件等当村御吟味
入用出方ニ付〕覚　世羅郡東神崎村

（天保10）.12. 庄屋文兵衛→世羅郡番組中 一紙

C18 〔御巡見之節入用銀受取〕覚　世羅郡東
神崎村

寅. 6. 4 甲山為三郎→東神崎村庄屋文兵
衛

一紙

C18 当郡壱歩村盗賊今蔵当村ニ而御吟味被為
仰付候節諸入用出方御願帳　世羅郡東神
崎村（2冊）

天保10. 7. 東神崎村庄屋文兵衛→世羅郡役
所

横長

C18 当郡壱歩村帳外盗賊今蔵・上津田村同多
五郎青山村郷蔵所ニ而紛失米一件当村ニ
而御吟味諸入用出方御願帳　世羅郡東神
崎村

天保10. 7. 東神崎村庄屋文兵衛→世羅郡役
所

横長

C18 郡割銀滞銀候壱条集談之節諸入用帳面在
中

天保13. 6. 袋

◦〔郡割銀御集談一条ニ付御出没様等賄
方并諸取かへ諸飛脚入用帳〕

（天保13）. 6.27 横長

◦青水村直兵衛書翰［給知村々当夏入用
取立等ニ付〕

.12.26 　→文兵衛 一紙
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◦〔諸入用〕覚 一紙

◦〔東神崎村郡割一件入用わり当り指出
しニ付〕覚

（天保13）. 9. 5 宇賀村和一郎→割庄屋為三郎 一紙

◦〔集談仕候節賄料并諸取替被下候員数
目録〕覚

（天保13）. 8. 割庄屋勘蔵他→東神崎村庄屋文
兵衛

一紙

◦〔郡割銀差縺一見出役中宿入用指遣ニ
付〕覚

（天保13）. 9. 6 津口利右衛門→東神崎村文兵衛 一紙

A5 〔御調郡前原村野山と世羅郡東西神崎村
野山と境筋及用水溝筋差縺一件内済ニ
付〕取交証文之事（2通）

嘉永 4. 7. 前原村庄屋昇太郎他→東西神崎
村庄屋丈兵衛他

一紙

A5 〔御調郡前原村野山と世羅郡東西神崎村
野山と境筋及用水溝筋差縺ニ付〕口上之
覚　ひかへ

嘉永 4. 7. 東西神崎村庄屋他→山田三太他 一紙

A5 〔中原村田地用水三郎丸村と差縺ニ付〕定
書写シ　中原村

嘉永 7. 7. 庄屋泰助他→三郎丸村庄屋文兵
衛他

一紙

A3 村方趣法ニ付定書　東神崎村（1袋〈1
通〉）

嘉永 7.12. 長百姓弥三郎他→庄屋文兵衛 一紙

A2 〔差縺出来之節諸入用出方締り合ニ付〕定
書

安政 2.12. 長百姓弥三郎他 一紙

A2 〔村方論争出来之節諸入用出方締り合ニ
付〕　世羅郡東神崎村

安政 4.11. 長百姓弥三郎他→庄屋文兵衛 一紙

A3 〔公事出入諸入用割賦方〕規則帳　東神
崎村

元治元.10. 長百姓吉兵衛他→庄屋伊一郎 竪冊

A2 抜売米三原繰出米御吟味之節要用書類入
（1袋〈1冊〉）

寅. 1.27～ 年寄善兵衛 竪冊

宗教

A5 〔神道伝授ニ付〕申達并諸書 文化元. 9. 吉田殿御内安田平馬他 竪冊

C19 世羅郡村々社人并宮携之者人名書出帳 文化元.12. 竪冊

C19 世羅郡村々社人継目官調候分并無官之分
取分ケ帖

文化 2. 2. 竪冊

C19 村々神社御改帳控　世羅郡 文化 2. 4. 御用掛割庄屋源兵衛 竪冊

C20 世羅郡村々社人由緒書附写シ 文化 2. 4. 御用掛り割庄屋源兵衛 竪冊

C20 世羅郡村々社人継目年月記　控 文化 2.10. 竪冊

C20 世羅郡宇賀村社人石見神職之儀ニ付回答
帖

文化 2.11. 竪冊

C20 奉願上口上書 文化 3. 1. 世羅郡宇賀村信野石見→御本所
家老中

竪冊

家

A4 〔持地・反別地価書上〕 竪冊

A2 種蒔并麦草貸控 明治36. 波多野執事 横長

A2 〔地券取調掛辞令〕（2通） 明治 5. 8.22・
明治 6.11.17

広島県→波多野伊一郎 一紙

A2 〔残務取扱辞令〕（2通） 明治11. 7.1・同. 8.12 広島県→元地租改正総代波多野
伊一郎

一紙

A3 田畑下作米算用帳 明治26. 1. 横半

A3 田畑下作米算用控 明治27.10. 横長

A2 明治四十四年度自作ノ覚・新米出入　控 竪冊

A4 小作台帳 明治44・大正元 横半
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A3 大正弐年度小作米取立ノ控 横半

A4 大正二年十一月六日以降米出入惣勘定帳 波多野執事 竪冊

A2 小作米取立帳 大正 2・大正 3 横半

A4 大正七年度以降田植麦植肥料購入米麦収
穫

波多野哲治 横長

P01
116 松谷家文書

A1 中筋古一村御年貢米年々通集帳　東甚三
郎

慶応 2. 8. 東甚三郎 横長

A1 金借証文之事 万延元.12. 弥右衛門他→庄屋忠左衛門 一紙

A1 金子借用証文之事 明治 7.11. 長平助他→文七 一紙

A1 金借証文之事 慶応元.12. 東野村平助他→猫屋丁最兵衛 一紙

A1 米借用証文之事 明治 6. 1. 長平助他→小田村伊八 一紙

A1 頼母子金借用証文之覚 文久 3. 3. 東野村庄右衛門他→中須村伊助
企頼母子惣連中

一紙

A1 頼母子銀借用証文之覚 天保10. 9. 小助他→利原頼母子惣連中 一紙

A1 頼母子受証文之覚 慶応 3. 7. 平助他→善四郎企頼母子惣連中 一紙

A1 直右衛門持成田畠之覚 安永 9. 2.13 一紙

A1 永代売渡畠之事 安永 9. 2. 寺他→直右衛門 一紙

A1 永代売渡□□之事 天明 2.12. 万蔵他→買主直右衛門 一紙

A1 永代売渡ス田地之事 寛政 6.10. 伊兵衛他→次兵衛 一紙

A1 永代売渡ス田地之事 寛政10.12. 義右衛門他→次兵衛 一紙

A1 留船代売払之覚 天保 8. 3. 文三郎他→庄右衛門 一紙

A1 永代売渡ス畠証文之事 天保 8. 3. 文三郎他→小助 一紙

A1 永代売渡ス田地証文之事 天保 9. 2. 武平次他→小助 一紙

A1 永代売渡ス田地証文之事 天保10. 6. 長五郎他→小助 一紙

A1 永代売渡ス畠証文之事 弘化 3.12. 七兵衛他→小助 一紙

A1 永代ニ譲渡証文之事 嘉永 3.10. 松蔵→甚四郎 一紙

A1 永代売渡ス畠証文之事 嘉永 7.12. 良兵衛他→治兵衛 一紙

A1 永代売渡畠証文之事 慶応 3. 9. 伴蔵他→次兵衛 一紙

A2 諸営業人仕入金・益金取調簿 明治14. 7. 調税取締人松谷善太郎 竪冊

A2 営業調税取調書　高宮郡東野村・沼田郡
東原村・中調子村・温井村

明治16. 1. 竪冊

A2 〔芸備両国郡村々高附〕 寛政10. 2. 松屋次兵衛 竪冊

A3 田畠畝高覚帳 文化 5. 8. 竪冊

A3 堤防除害規則上申書　高宮郡東野村村会
議員

明治16. 4.28 高宮郡東野村村会議員今田礼助
他→広島県令千田貞暁

竪冊

A3 明治十八年度高宮郡東野村・沼田郡東原
村・沼田郡中調子村ノ内幾部ニ係ル水利
土功会議案

刊

A3 町村制施工之儀ニ付上願 竪冊

A3 〔吉井岩太郎履歴〕 明治 5. 3. 9 第六十六区普代卒吉井岩太郎→
戸町山村権助他

一紙
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A3 〔横竹関次郎履歴〕 明治 5. 3. 8 第六十六区横竹関次郎→戸町山
村権助他

一紙

A3 〔中尾源太郎履歴〕 明治 5. 4. 中尾源太郎→高宮郡惣区用所 一紙

A3 〔銃隊之者弟関次郎借用証文〕覚 明治 2. 5. 仙之助他→善平 一紙

P01
117 松屋文庫

A1 芸周広島藩旧記 竪冊

A1 〔江ノ浦旧記〕 竪冊

A1 永代覚日記 元禄13～正徳2 斎藤与惣右衛門 横長

A1 得意旦那之覚帳 天明元. 江ノ浦町大工与三右衛門 横長

A2 江ノ浦町御水帳〔備後国沼隅郡鞆江浦町
御検地御水帳写〕

元禄13. 5.（明治 5写） 松平伊代守家来池田靱負 竪冊

A2 厳島奉納集　二編 文政元.10. 篤老園選　聞人路宅・甘古著 竪冊
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呉市

P02
1 呉市入船山記念館所蔵文書

A1 呉鎮守府両翼鉄道線之件 明治26～33 竪

A1 衆議院議員選挙者本県各区ノ人員〔抄〕 竪冊

A1 呉鎮守府船渠開渠式順序 一紙

P02
2 呉市議会事務局所蔵資料

A1 呉市議会々議録綴〔抄〕
※旧軍港転換問題関係のみ抄録

昭和22.10～12 竪冊

A1 呉市議会々議録綴〔抄〕
※旧海軍跡地問題関係のみ抄録

昭和25. 2～3 竪冊

A1 呉市議会々議録綴〔抄〕
※旧軍港問題のみ抄録

昭和25. 4～12 竪冊

A1 議会協議会付議事件〔抄〕
※昭和24～26年分のみの抄録

昭和24～32 竪冊

B1 呉市議会（臨時会）会議録〔抄〕
※呉市工場誘致条例設定の件のみ抄録

昭和27～28 刊

P02
3 呉市史編纂室収蔵宇根実資料

社会事業

A1 救護法関係法規 広島県 刊

A2 旧広島藩社倉沿革 大正 2. 5 黒田範清 刊

A3・4 共鳴　2号～23号（3・5・18欠）・40号～
43号・85号～93号・98号～102号（101
欠）

大正13. 9～昭和15. 6 広島県共鳴会 刊

A5 呉市社会事業概要 昭和16. 9 呉市社会課 刊

A5 公益質屋例規 昭和 8頃 広島県学務部社会課 刊

D1・2 社会事業雑誌　1巻1号～2巻6号〔以後，
社会時報と改題〕

大正11.11～大正12. 6 広島県社会事業聯合会 刊

D3～31 社会時報　2巻7号～20巻6号（13–1，
13–9欠）

大正12. 7～昭和15. 6 広島県社会事業聯合会（のち広
島県社会事業協会）

刊

A8 社会事業の対象に就て 昭和 6. 6 広島県学務部社会課 刊

A9 少年救護法要覧 昭和10. 3 広島県学務部社会課 刊

A10 農繁期託児所 昭和 5. 3 広島県学務部社会課 刊

B1 広島県民性考 （昭和12） 広島県民性調査委員会 刊

A11 広島保護員要覧 昭和10頃 刊
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A12 方面委員の気持 昭和 6頃 広島県〔林市蔵講演〕 刊

A13 保護の実相 昭和10頃 広島県聯合保護会 刊

A14 融和事業要覧 昭和 4. 6 広島県 刊

A14 融和事業要覧 昭和 5. 5 広島県 刊

A15 融和問題はどうすれば解決するか 昭和 9. 3 福井昭 刊

文芸誌・その他

A16～18 愛国婦人会　広島県支部版　昭和14年7
月号～9月号・12月号，15年1月号・10
月号・11月号，16年5月号・6月号・8月
号，17年1月号・2月号

昭和14. 7～昭和17. 2 愛国婦人会 刊

A19 愛国婦人会　昭和12年11月号，13年3
月号・5月号・7月号・12月号，14年1月
号・2月号・8月号・9月号・10月号

昭和12.11～昭和14.10 愛国婦人会広島県支部 刊

A20 あかつき　2巻1号 大正14. 3 文芸社（呉市） 刊

A21 安芸農報　22号～34号 大正15. 1～昭和 2. 2 安芸郡農会 刊

A22 葦　1号～5号 昭和25.12. 1～
昭和26. 8.12

吉浦文芸倶楽部 刊

A23 鵜舟　1巻1号～3号 大正15. 3～5 白帆吟社（双三郡三次町） 刊

A24 浦舟　1巻1号 昭和21.12 吉浦文化協会 刊

A25 映進　創刊号 昭和 5. 7 呉映進会（呉市） 刊

A26 きよど　5輯 大正15. 2 郷土詩社（呉市） 刊

A27 KURE ESPERANTO（呉エスペラン
ト）　1巻1号

昭和11. 7 呉エスペラント会 刊

A28 呉卸商組合商報　1巻1号 昭和10.11 呉卸商組合 刊

A29 呉国婦　1号～3号 昭和12.10～昭和13.10 呉国婦発行所 刊

A30 呉スポーツ　創刊号 昭和 5. 7 呉スポーツ社（呉市） 刊

A31～33 呉文化　1巻1号～4号 昭和25. 7～昭和28.10 呉市公民館内呉文化部 刊

A34 軍艦旗　1巻1号，2巻1号・3号 昭和13.11～昭和14. 3 呉文化学院出版部 刊

A35 月刊中国　4巻1号〔以後，読物中国と
改題〕

昭和24. 1 中国新聞社 刊

A35・36 読物中国　4巻2号～11号 昭和24. 3～12 中国新聞社 刊

A37～39 彩潮　昭和 6年4月号～昭和 8年1月号 昭和 6. 4～昭和 8. 1 彩潮社（呉市） 刊

A40 実現　142号・157号 昭和 9. 2・昭和10. 5 実現社（広島市） 刊

A41 瀬戸内海遊覧雑誌　1巻1号 大正10. 9 瀬戸内海雑誌社（佐伯郡厳島町） 刊

A42 修養団呉廠支部報　47号・60号～65号 昭和 7.12～昭和 9. 6 修養団呉廠支部 刊

A43 曙光　5号・昭和 2年10月号 昭和 2. 1・昭和 2.10 呉旭同友会 刊

A44 臣道　1巻1号 昭和16. 2 臣道社 刊

A45 大広島　1巻1号 昭和22. 4 大広島研究会 刊

A46 東洋鬼　1巻1号 昭和10. 4 白虹社（呉市） 刊

A47 南北　第5年12月号・第7年1月号 明治44.12・大正 2. 1 南北協会（広島市松川町） 刊

A48 虹　昭和21年12月号～昭和22年3月号 昭和21.12～昭和22. 3 虹俳句研究会（呉市） 刊

A49～52 農友会月報　35号～76号 大正15. 1～昭和 4. 6 広島県農友会 刊

A53 貘　7（復活号・1巻1輯） 昭和 6. 7 白虹社（呉市） 刊

A54 広島国帰　1号・3号・6号・7号 昭和13. 9～昭和15. 3 大日本国防婦人会広島地方本部 刊
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A55 文芸部雑誌　5号 大正12.11 呉海兵団文芸部 刊

A56 文武　1巻1号・2号 昭和 8.11・昭和 8.12 文武教会（呉市） 刊

A57 星　6輯2月号 大正14. 2 オリエンタル社（呉市） 刊

A58 まばたき　大正14年2月号・3月号・6月
号・8月号

大正14. 2～8 まばたき社（のちまばたき誌社）
（呉市）

刊

A59 緑星　2号 （昭和28.12） 緑星会（呉市） 刊

A60 みのり　1号～3号 昭和28.11～昭和29. 4 吉浦みのり仏教青年会 刊

A61 明星　第一編夏季号 明治42. 8 麗芽会 刊

A62 吉浦青年　創刊号～5号・第2春1号～4
号

大正14. 4～大正15.10 吉浦町青年団 刊

P02
7 呉市役所広支所所蔵文書

B1～4 郡長ヨリ諮問一件〔抄〕 明治28～45 広村 竪冊

B5～7 郡長示談諮問要項 大正元.～5 広村役場 竪冊

B8～12 郡長示談要綱 大正 6～8 広村役場 竪冊

B13・14 郡長示談諮問要項 大正12～15 広村役場 竪冊

A1～4 新計画鉄道関係一件 明治43～大正14 広村役場 竪冊

A5 三呉線鉄道関係書類〔抄〕 大正15～昭和11 広村役場 竪冊

A6・7 三呉線敷地買収関係書類 昭和 7 広村役場 竪冊

A8・9 広呉間道路関係書 大正 8～昭和 8 広村役場 竪冊

A14 施設計画に関する参考書〔抄〕 大正10 広村役場 竪冊

A10～13 呉都市計画関係書類 大正13～昭和14 広村役場 竪冊

A10～13 都市計画の話 内務大臣官房都市計画課 刊

A14 皇太子殿下行啓奉迎一件　附御使御差遣
記念事業一件〔抄〕

大正15 広村役場 竪冊

A14 資源調査法法令往復書類〔抄〕 昭和 4～9 広村役場 竪冊

A14 資源の統制運用準備施設に就いて 刊

A14 市町村産業統計費補助関係法規 昭和 5. 1 広島県知事官房 刊

A15 広村勢要覧　昭和12年版 昭和12.10 広村役場 刊

P02
9 神津幸直文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。神津幸直は昭和20年当時，呉海軍工
廠火工部砲熕実験部の調査隊の一員として広島に派遣された。そのときに作成・入手した資料。一部は『広
島市原爆戦災史』所収。

B2 広島市ニ於ケル原子爆弾ニ関スル調査
（一般的調査）（附録　被害地写真帖）

昭和20. 9 呉鎮守府 竪冊

B1 〔メモ　土壌β線放射能測定図　電路系
統図ほか〕

B1 八月六日広島市附近ニ敵機ノ投下セル落
下傘付無線装置調査報告
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B1 中野探照灯台広島爆撃目撃状況 呉海軍警備隊

B1 広島市爆撃ニ関スル報告 〔広島文理科〕大学教授三村剛
昂・同助教授佐久間澄・同上野
義夫

B1 八月六日広島市空襲戦訓（第四報） 呉鎮守府衛生部

B1 八月六日広島市空襲戦訓（第三報） 呉鎮守府衛生部

B1 長崎市空襲被害概況調査報告 昭和20. 8.14 呉廠砲実部西田亀久夫・板巻喬

B1 八，六広島市被害状況 昭和20. 8.13 中国軍管区司令部

B1 広島市戦災地区土壌放射性物質ノ有無調
査成績（其ノ一）　ガイガーミュラー放
射能測定器ニ依ル（八月十一日阪大浅田
教授測定）

B1 八月六日広島空襲被害状況竝ニ対策 呉鎮守府衛生部

B1 陸海軍合同特殊爆弾研究会決定事項 昭和20. 8.10 呉鎮守府衛生部

B1 八月六日広島空襲ニ対スル研究会議事概
要

昭和20. 8.10 呉工廠

B1 八月六日広島空襲被害状況調査報告概要 昭和20. 8. 8 呉鎮守府司令部

B1 敵新爆弾調査ニ関スル意見ノ件具申 昭和20. 8. 7 電気実験部長→工廠長

P02
10 野村家文書

倉橋島庄屋を勤めた野村家に伝来した文書（小早川弘平書状，文政12年書翰扣，天保3年年中出勤船夫控日記，文政

11年北国米引受申度奉願上候書付扣等）

A1 小早川弘平書状 11.26 小早川弘平→荒谷大蔵入道 竪紙

A1 蔵田左馬允書状 永正15.12.17 蔵田左馬允→荒谷大蔵丞 竪紙

A1 小早川興景書状 天文11. 7.19 小早川興景→荒谷小法師 竪紙

A2 〔虚無僧法度〕写 慶長19. 1 竪冊

A2 諸手扣
※安政 7年3月写

正徳・宝暦 竪冊

A3 年中書翰扣 文化14 倉橋島与頭覚兵衛 竪冊

A4・5 書翰扣 文政12. 4 倉橋島庄屋覚兵衛 竪冊

A6・7 〔諸書付控〕 文政13 竪冊

A8 年中出勤船夫控日記 天保 3 倉橋島庄屋覚兵衛 横長

A8 年中出勤諸控 文久 4. 1 庄屋見習組頭理左衛門 横長

A9 御船手御条目并其処之船所々江参り候時
村役人より指出手形船頭心得之事
※天保15年写

寛文～寛政 庄屋見習与頭在役理左衛門 竪冊

A9 北国米引受申度奉願上候書付扣 文政11. 9 （倉橋島）庄屋格与頭覚兵衛 竪冊

A9 〔趣法書綴〕 横長

A9 ◦北国米船引請売買仕候趣法書〔倉橋島
鹿老渡浦〕

文政11. 9 横長

A9 ◦材木商事趣法書〔鹿老渡浦〕 文政12. 4 横長

A9 〔問屋表へ各地産米売渡之覚〕 横長

A9 〔日向国美々津浦栄宝丸難船ニ付〕覚 天保11.11 問屋浜田屋新六他→庄屋正之助
他

継
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A10 豊後岡御領御米入札覚書〔倉橋島鹿老
渡〕

安政 7. 3.19 横長

A11 鹿老渡浦宗旨人別改帖 天保 6. 4 横長

A11 〔倉橋島〕漁場慣行届
※明治26年4月写

倉橋島村漁業惣代人野村覚兵衛 竪冊

P02
11 石川島播磨重工業株式会社呉事業所所蔵資料

D1・B1～
3

〔社史資料〕〔抄〕
※複製資料・筆写資料を含む

呉造船書

D1 ◦旧軍港市転換法関係・呉船渠存続運動〕

D1 ◦〔生算転換申請〕

B1 ◦〔播磨造船進出の経緯〕

B2 ◦〔日本政府とNBC間の契約関係書類
（中国財務局呉出張所所蔵文書の複
製）〕

昭和26. 4.26～
昭和36. 8.21

中国財務局呉出張所

B3 ◦〔呉復員局営業部資料〕 昭和20. 9.8～
昭和21. 3.18

P02
13 淀川製鋼所呉工場所蔵文書

B1 呉工場建設計画書 昭和25.11 株式会社淀川製鋼所 刊

B1 賠償指定機械並に施設の移動及一時使用
許可申請書

昭和26. 6.28 株式会社淀川製鋼所→大蔵大臣

B1 国有財産売払貸付申請書綴　No. 1〔抄〕 株式会社淀川製鋼所呉工場渉外
部

冊

B1 ◦普通財産（土地・建物）売払申請書〔旧
呉海軍工廠の一部〕

昭和28. 2. 5 株式会社淀川製鋼所→中国財務
局

B1 国有財産有償貸付契約書 昭和34. 3.31 中国財務局呉出張所・株式会社
淀川製鋼所呉工場
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竹原市

P03
1 竹原市役所忠海支所所蔵文書

A6 鉄道布設ニ関スル取調表 明治27. 7 豊田郡忠海町 竪冊

A1～5 三原呉間沿岸鉄道ニ関スル書類 大正 9～15 竪冊

A1～5 鉄道敷設法通過運動概要報告 大正11. 4 全国鉄道速成同盟会 刊

A1～5 鉄道速成普及の提唱 大正10.12 全国鉄道速成同盟会 刊

A1～5 全国鉄道速成同盟会中央委員速記概要 大正10.11.21 刊

A1～5 会務報告（附，対時局運動の終始） 大正12. 4.15 全国鉄道速成同盟会 刊

A1～5 時局運動の経過概要 大正12. 3.25 新線鉄道期成聯盟会 刊

A1～5 速成同盟会を如何にすべきか 大正12. 4 宮本源之助 刊

A7・8 港湾ニ関スル書類　第二号 昭和 8～9 忠海町役場 竪冊

P03
3 大多和家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 大多和文書（東大影写本）（文書1点）

A1 ◦平賀元相感状（1号） 天正13. 3.18 平賀元相→大多和鉄炮助

P03
4 竹内喜三郎文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料。竹内喜三郎は県職員で，昭和20年当時，豊田地方事務所
に勤務。その日記やメモで戦時中から戦後の動向がわかる。資料の一部は『広島市原爆戦災誌』第5巻に収
録されている。

B1・2 五ケ年日記 昭和19. 1.7～昭和23.12.31 竹内喜三郎 冊

B3 〔メモ〕 昭和20. 3. 1～昭和21. 6.15 竹内喜三郎 冊

P03
5 羽白家文書

A1～10 御客帳 化政期～明治10年代 江戸屋新七郎 横半

P03
8 唐崎家文書

A1 唐崎文書（東大影写本）（文書・書蹟2点）
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A1 吉川広家書状 12. 3
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三原市

P04
2 三原城々壁文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔三原城々壁文書〕（1～26号） 天正10. 1.17～
文禄 4. 5.10

巻子

P04
3 三原市役所所蔵文書

D1・2 帝国人絹第四工場設置要望関係書類 昭和 7 帝国人絹工場設置要望同盟会 竪冊

D3 帝国人造絹糸工場設置関係〔抄〕 昭和 7～8 三原町 竪冊

D4 帝人工場関係書類〔抄〕 昭和 7～25 長谷村役場 竪冊

D5 町会決議書綴〔抄〕 昭和 8 三原町役場 竪冊

B1・2 陳情書類綴〔抄〕 昭和12～ 庶務課 竪冊

B3 昭和十五年市議会々議録〔抄〕 昭和15 竪冊

B4 昭和十八年度市会準備書類〔抄〕 昭和18 竪冊

P04
4 三原市立図書館収蔵文書

–1 上田家文書 –8 村上氏寄贈文書
–2 桜山文庫 –9 梅坪文庫（富田氏寄贈文書）
–3 川口氏寄贈文書 –10 児玉氏寄贈文書
–4 天野氏寄贈文書 –11 沖氏寄贈文書
–5 斎藤氏寄贈文書 –12 安田氏寄贈文書
–6 楢崎氏寄贈文書 –13 館蔵図書
–7 井上氏寄贈文書 –14 その他

P04
4–1 上田家文書

広島藩家老上田家に伝来した文書（支配〈御公私日記・御用向日記等〉・土地・租税・身分・治安・凶荒救恤・土木水
利・農林業・金融貸借・商業売買・交通運輸・習俗行楽・学芸医療・家）

支配

A300 吉長様御家督初而御帰国御使者浅野甲斐
勤之覚

宝永 6. 4～6 竪冊

A300 上々様方御花畠江御越被遊節之扣 享保11. 9 竪冊

A300 於江戸敵打并辰巳屋公事其外聞書之写 元文 5. 5 横長

A300 江戸表覚書 宝暦 5. 1～2 竪冊

A301 善次郎様若殿様御具足御召初 天明 5. 2～4 竪冊
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A301 若殿様初而御登城御目見御願込為済候諸
事扣

天明 7. 3～6 竪冊

A301 殿様被任少将ニ付御勤向一巻 寛政 2.12～寛政 3. 4 竪冊

A301 殿様御昇進御祝儀御能御見物御料理被下
一巻

寛政 3.11 竪冊

A301 江戸ニおゐて殿様御屋形江森川織部様・
根来平左衛門様御出入被成候扣

寛政 8・寛政12・
文政 5～6

竪冊

A301 〔殿様御在府・御在国日記〕 安永 5～天保 9 横長

A302 御掛物御内々殿様御覚ニ被差出候一巻 文化 2.10 竪冊

A302 御掛物御内々殿様御覧被遊候付被差出候
事
※以上2冊合綴

享和 2. 8 竪冊

A302 〔殿様御掛物等御覧被遊候一件〕 文化 3. 2～3 竪冊

A302 二本榎ニ而瑞仙院様御年賀ニ付御肴被
上候一件

寅6 竪冊

A302 此御方様御懸物殿様御覧被遊候一件 文化 4. 6 竪冊

A302 殿様御成ニ付諸事取計并ニ諸向申談頭書 文化10. 9～10 横長

A302 御茶器御内々殿様御覧被遊候扣 文化12. 9～10 竪冊

A302 斉賢公殿様被任少将候付御勤向壱巻 文化13.12～文化14. 3 竪冊

A302 御昇進為御祝儀御能御見物御料理被下候
扣
※以上2冊合綴

文化14.10～11 竪冊

A302 此御方様御掛物殿様御覧被遊候一件 文名15. 2 竪冊

A302 寿光院様御下向御逗留被遊候一巻 文政 5. 1～2 竪冊

A303 斉粛公殿様御家督初而御入国被遊候一巻 天保 6. 5～11 竪冊

A303 殿様初而御入国被遊候付御歎被申上候御
返書　御家中他国共
※以上2冊合綴

天保 6. 7～9 竪冊

A303 殿様御成之儀被仰込候扣 天保 6.11～12 竪冊

A303 殿様御家督ニ付御吉例之通リ御膳被差上
度御成之儀被仰込扣
※以上2冊合綴

安政 6. 5～9 竪冊

A303 斉粛公殿様御判物御頂戴被遊候ニ付壱巻 天保10. 3～天保11. 2 竪冊

A303 家定公ヨリ殿様御判物御頂戴　但斉粛公
也

安政 2. 2～安政 3. 2 竪冊

A303 斉粛公殿様被叙従四位上并平日金御紋御
挾箱為御持御免被蒙仰候一巻

天保11.12～天保12. 7 竪冊

A304 茂長公殿様御判物御頂戴 万延元 竪冊

A304 〔安政元年大地震ニ付松平越前守領分他〕
風聞書

横長

A304 若殿様御疱瘡之壱巻 酉11 竪冊

A304 〔殿様御名代近江守様判物頂戴一件書付〕（万延元） 竪冊

A304 御船屋鋪堤辺且御舟々揚場所ニ御買地御
新屋敷其外あの辺何角之儀当分覚書

正徳6～寛延 2 御用所 竪冊

A304 佐伯郡小方村小百姓并浮過之者共御請判
形帖

明和 8. 9 小方村小百姓・浮過→庄屋和田
吉左衛門他→河北半左衛門

竪冊

A304 佐伯郡大栗林小百姓浮過之者共御請判形
帖

明和 8. 9 大栗林村小百姓・浮過→庄屋正
木彦四郎他→河北半左衛門

竪冊
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A304 佐伯郡木野村小百姓并浮過之者共御請判
形帖

明和 8. 9 木野村百姓・浮過→庄屋松本半
四郎他→河北半左衛門

竪冊

A304 佐伯郡浅原村小百姓并浮過之者共御請判
形帖

明和 8. 9 浅原村小百姓・浮過→庄屋政木
彦三郎他

竪冊

A304 佐伯郡大竹村小百姓并浮過之者共御請判
形帖

明和 8. 9 大竹村小百姓・浮過→庄屋田熊
孫八他→河北半左衛門他

竪冊

A305 〔此御方様御知行所奴可郡始終村鈩之儀
ニ付御勘定奉行中江駈合扣〕

寛政11.11～寛政12.12 竪冊

A305 此度御家中并町新開とも厳敷御倹約ニ付
此御方様御家中着服之儀ニ付町御奉行中
申来候扣

文政 3. 1～文政 5. 2 竪冊

A305 中津松斎母着服之儀ニ付町御奉行中 申
参候一件

文政 6. 1・文政 6. 6 竪冊

A305 清水直之助小児着服之儀ニ付町御奉行中
申来候扣

文政 7.閏8～安政 2. 3 竪冊

A305 宗判寺切手差出方之儀ニ付町御奉行中江
贈答之扣
※以上4冊合綴

安政 4. 8～9 竪冊

A305 塩原村鑪之儀ニ付駈合之扣 文政 8. 3～文政 9.10 竪冊

A305 同鑪事筒井極人殿へ駈合一件 文政10. 4～9 竪冊

A305 筒井極人殿就御内用沖浦所々為見分ニ罷
越候ニ付御知行所江茂様子ニ寄被相越候
旨申来候扣

文政11. 5～文政13.閏3 竪冊

A305 吉和村ニ而銅山掘試之義ニ付筒井極人殿
江内談之扣
※以上4冊合綴

文政13.閏3 竪冊

A306 萩御家中録高聞書
※天保 2年写

横長

A306 大坂長浜江之御便利御尋ニ付御答書付
（2通）

酉2.16 小方村役人→清水直之助 一紙

A306 〔広島藩領石高覚〕 一紙

A306 〔弥吉様他御上江御引取称号浅野と御改
一件口上書〕

享保11 竪冊

A306 幾三郎様初而御目見被為済候一巻 寛政 6 竪冊

A307 小方串戸引越被仰付候扣 寛政12～文久 2 竪冊

A308 富之丞様御用人中御館入之扣并□□・此
御方御用人衆其後御館入被仰付候書類

享和 2. 2 竪冊

A308 此御方様御歴代之御名乗字和訓之儀大御
目付中并増田忠左衛門より尋来候扣

文化 8. 2・文化 8. 7 竪冊

A308 此度将軍宣下ニ付公方様御名乗家定公様
と御改メニ付此御方様御名乗御改メ扣
※以上2冊合綴

嘉永 6.12 竪冊

A308 御小人唯三儀御引替後浅野主計様江奉公
致候付障之義同方江吉村文哲を以駈合有
之候事

文政13. 7～9 竪冊

A308 右京様御逝去并又五郎様於江戸御逝去之
扣

天保 7. 1～2 竪冊

A308 御両殿遠江様江堀田孫右衛門伜静麿御失
礼申上候一件

嘉永 5.閏11・嘉永 6. 3 竪冊

A308 豊後様御医師井沢玄秀此御方様江於御途
中御失礼仕候扣

安政 2. 5 竪冊
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A308 高美屋新兵衛家来御途中ニ而御失礼申上
候扣
※以上3冊合綴

慶応 2. 6 竪冊

A308 近江守様御本家御相続被遊候ニ付為五郎
様青山御相続之壱巻

安政 5.11～安政 6. 5 竪冊

A308 此方様江御年寄野村帯刀殿忍駕籠ニ而御
行違被申候扣

慶応 2. 2 竪冊

A309 〔弓削主馬様御病死之壱巻〕 竪冊

A309 弓削新之丞様御死去之壱巻
※以上2冊合綴

文化元. 2 竪冊

A309 御両家様并御連枝家其外御出入衆 横長

A309 〔上田家中侍帳〕 横長

A309 第一級 級外之者迄上田家中侍帳〕 （明治初） 横長

A310 〔広島藩家中町割いろは寄〕
※や～す・寺院

御歩行部屋 横長

A310 〔稲垣・安藤・萩原・石尾殿御家来名簿〕 横長

A310 〔組替被仰付弓削左膳組入之者名簿〕 一紙

A311 享保四亥年宮本けほ掛合旧記写 享保 4. 8 竪冊

A311 此御方様御通リ被遊候之節飯田卯助殿・
加藤久馬殿無用捨乗馬被致候節之一件

竪冊

A311 龍神角馬殿御城御玄関前ニ而御前様方江
御失礼被致候扣

安政 2. 6 竪冊

A311 南御屋敷江年頭為御祝詞御三家様御出被
遊候節藤田雄之進殿御会釈振り間違一件
※以上3冊合綴

竪冊

A311 此御方様明星院・日通寺江御参詣被遊候
節京口御門番下座不仕ニ付駈合事

文政 3. 1 竪冊

A311 御上御向屋敷江被遊御座節御門前ニ而川
崎良之進殿家来御失礼申上候付同方江駈
合扣

文政 3. 8 竪冊

A311 孫左衛門様江御縁女様御引越之節御供懸
リ渡辺宗右衛門・稲生左平次殿江下乗無
之右ニ付其後御並様へ御示シ被仰出候扣

文政 5. 4～文政 6. 2 竪冊

A312 忍駕籠ニ而乗違事ニ付孫左衛門様 関蔵
人殿・今中大学殿江直談書類写し

文政 6.12～文政 8. 9 竪冊

A312 大嶋河内殿忍駕籠ニ而此御方様江御乗違
被申候一件

天保 6. 7～12 竪冊

A312 今中大学殿忍駕籠ニ而右近様江御違ひ被
申候一件

天保10. 7～11 竪冊

A312 孫左衛門様江沢讃岐殿忍駕籠ニ而御行違
被申候扣

天保14. 5～8 竪冊

A312 竹腰隼人殿忍駕籠ニ而御行違ひ被申上候
扣

天保15. 2 竪冊

A312 孫左衛門様江大橋主税殿・築山大蔵殿忍
駕籠ニ而御行違ひ被申候扣

弘化 2. 9・弘化 3. 1 竪冊

A312 山田監物殿忍駕籠ニ而御行違被申候扣 弘化 3. 7 竪冊

A312 浅野若狭殿忍駕籠ニ而乗違一件 嘉永 7. 9・嘉永 7.12 竪冊

A312 豊後様江生田筑後殿・武田大炊殿忍駕籠
ニ而御行違一巻

安政 3. 5 竪冊

A312 豊後様江杉田伊賀殿忍駕籠ニ而御行違事 安政 4. 7 竪冊
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A312 豊後様江杉田相模殿・梶川讃岐殿忍駕籠
ニ而御行違ひ事扣

万延元.12 竪冊

A312 右近様江梶川讃岐殿忍駕籠ニ而御行違扣 文久 2. 4 竪冊

A312 蒲生司書殿忍駕籠ニ而河内様江御行違ひ
事扣
※以上13冊合綴

慶応 3. 1 竪冊

A313 此御方様江御途中ニ而国泰寺役僧御行違
ひ申候節之駈合一件

文政11. 1～6 竪冊

A314 筑後様江浅野山城殿忍駕籠ニ而御行違被
申候ニ付駈合一巻

文政12.11～文政13. 2 竪冊

A315 馬之進様御供先ニ而之一件 天保 2. 3～5 竪冊

A315 豊後様為御見廻御出之節御医師格へ御会
釈之義御直話被成候扣并御並様方浅野外
衛殿江御途中ニ而御会釈振之儀久留庫介
より申来候扣

安政 3.10・安政 4. 8 竪冊

A315 木村伝吉殿少将様御太刀振被相勤候願河
内様江無会釈ニ付御押合扣

元治 2 竪冊

A316 〔主水家来町新開住居之分人改一件書類〕 文政 6～慶応 3 竪冊

A316 津村幸之進天神町掛持貸家借受并石井甚
太郎船入村松屋清兵衛借屋借受候ニ付西
本清助殿江駈合一件

元治元. 9

A316 〔広島藩并家老家中持馬覚〕 横長

A316 御切米方定法帳 竪冊

A317・
318

御勘定所江之切手押切帖 文久 4～明治 7 御用所 横長

A319 〔知行御切米御扶持御減シニ付口達之覚〕 午1他 竪冊

A319 〔諸扣一括〕 文化 7～8 一紙

A319 坊主方・御露地方惣而被仰付帖 天保 4. 7 竪冊

A319 佐伯郡小方村住居浮組扶持米積下シ方之
儀御勘定奉行中江駈合扣

明治 2. 9 竪冊

A319 〔差紙〕（237通） 文政 9～明治 2 一紙

A320 孫左衛門様御用人梶尾五郎八・真野又五
郎御出入被仰付候付文通扣

文化 5.閏6 竪冊

A320 官録籍 横半

A320 〔火事之砌御途中ニ而甲斐殿馬上乗違在
之候節一件〕

竪冊

A320 嶋方出火有之御途中ニ而吉田友五郎殿馬
上乗違在之候節之一件
※以上2冊合綴

寛政 7. 4～8 竪冊

A321～
323

御山奉行御代官贈答扣 文化15～文政 3 竪冊

A324 伴彦左衛門殿江御通シ合イ其外御仕向ケ
等之寄せ書

正徳6～享保 3 一紙

A324 此度杉本徳左衛門北小路弾正少弼様之御
簾中様江御附被仰付扣

天明 6・寛政 2 竪冊

A324 大坂表仕切為御用御勘定所詰被遣候扣　
但御差登不被成節之書状扣も有之

寛政 3～文政 6 横長

A324 〔仕免ニ付〕諸扣 寛政13. 1 竪冊

A324 吉田半兵衛殿御家司役被仰付候ニ付大御
目付中江御通達之扣

享和 2.12.15 竪冊
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A324 御家司吉田半兵衛殿病死ニ付大御目付中
へ御達し之扣

文化元.10 竪冊

A324 吉田廉次殿御家司役被仰付候ニ付大御目
中江御通達之扣

文化 4.12.26 竪冊

A324 吉田十兵衛殿隠去被仰付候付大御目付中
へ通達之扣

文政 5. 5.21 竪冊

A324 吉田武左衛門殿御家司役就被仰付候大御
目付中江御通達之扣

文政 5.12. 6 竪冊

A324 河瀬貫次・堀田孫右衛門・水谷又左衛門
御用人御免被仰付候付御達之扣
※以上6冊合綴

天保11.12 竪冊

A325 津山城御請取衆行列 元禄10.10 横長

A325 御小人儀兵衛御暇被仰付奉公御構之者ニ
候処芳左衛門と改名御長柄之者ニ被召抱
候付辻新兵衛殿へ駈合之一件

文化11. 4 竪冊

A325 坊主方・御露地方・御猟方惣而被仰付帖 文化10. 9 竪冊

A325 大竹村・油見村辺鳥見一件 文化13.12 竪冊

A325 御遠乗之節御歩行組山田真五・上月辰之
丞御失敬申上候節之扣

文政 5. 2 竪冊

A325 南ノ御門外ニ而市川弥太郎殿無御会釈被
通過候節之扣
※以上2冊合綴

文政 5. 5 竪冊

A325 北小路様ニ而兵部大輔様御出番被仰出候
付御官服之儀従日野様雑掌中 駈合返報
扣（1冊1通）

文政 9 竪冊／
一紙

A326 坊主方・御露地方・御猟方惣而被仰付 文政 9.11 竪冊

A326 弓削左膳様御中老格仰蒙御請引振之儀駈
合壱件

文政13 竪冊

A326 ◦後三家様御家来浅野外衛殿江会釈事扣 安政 4. 8～12

A326 西国御郡代寺西蔵太殿当町通行之節寺西
権三郎同姓之儀ニ付対面之扣

天保 8. 6 竪冊

A327・
328

御年寄役被仰付其外臨時被仰付事并諸願
等　但御中老格被仰付
※武田大炊・ニ川清記・沢外衛・関蔵
人・浅野若狭・浅野外衛・杉田相模・
藤田兵庫・生田筑後・梶川讃岐・菅
勘解由・野村帯刀・石田能登・蒲生
司書・辻将曹・八島外守・石井修理・
仙石志摩・周参見勇記・福永助左衛
門

安政 2～慶応 2 竪冊

A329 覚書　於江戸方々へ被成御座御取次衆ノ
書付（1冊6通）

酉6 竪冊／
一紙

A329 〔維新後家老家々中登庸一件〕 竪冊

A329・
330

〔家中役儀任免・扶持増減其外諸事控〕 嘉永 3～安政 5 竪冊

A331～
333

〔家中役儀任免・扶持増減・其外諸事控〕 文政 2～5 竪冊

A334 〔役儀任免記録断簡〕 一紙

A334 〔維新後役儀任免記録〕（2冊） （明治初） 横長

A334 〔家中御定断簡〕（11通） 享保20 一紙

A334 〔道中手形下付願書写〕 明暦 4. 4. 2 松平安芸守屋敷留守居菅村八郎
兵衛→佐渡守当番衆中

一紙
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A334 〔於江戸御自分御目見願写〕（1包〈3通〉） 宝永 5. 8.6・宝永 5. 8.13 上田周防守・松平甚三郎→（秋
元但馬守）・松平備後守（吉長）

一紙

A334 〔家中願書・届書留〕 享保 9～寛政元 竪冊

A334 〔安井分右衛門・同群兵衛御内用ニ付江
戸・上方江被遣候扣〕

宝暦 9. 8.30 竪冊

A334 朝鮮之信使対州江来聘ニ付公儀御役人方
来春彼地江御下ニ付松平大膳大夫様 此
元御仕構等之儀為聞合御家来十川八郎兵
衛殿与申仁被差越候一巻

文化 7 竪冊

A335～
337

〔政務一件諸事扣〕 文政11～天保14 竪冊

A338 御知行所ニ而新家建候壱件大御目付衆
申参ル扣

万延元.12 竪冊

A338 郡県廻行記 （文久頃） 横長

A338 〔吟味役扣〕 （幕末） 横長

A338 〔知行地書類目録〕 ～安政 竪冊

A338 〔旧広嶋藩事蹟調査ニ付書翰〕 （明治）10.20 津川顕蔵他→惇信会長上田亀次
郎

竪冊

A339 御金札御頂戴御受書附　三上郡実留村 明治 2. 5.22 庄屋平八・武源太他 竪冊

A339 御銀札御頂戴御受書帳　奴可郡山中村 明治 2. 5.21 庄屋幾右衛門他 竪冊

A339 御金御頂戴御受書附　奴可郡塩原村 明治 2. 5.21 庄屋理三郎他 竪冊

A339 御金御頂戴御受書帳　奴可郡終始村 明治 2. 5.21 庄屋後見助右衛門他 竪冊

A339 御金札御頂戴御受書附　世羅郡福田村 明治 2. 5.23 庄屋宗七他 竪冊

A339 御金札御頂戴御受書附　世羅郡中原村 明治 2. 5.23 竪冊

A339 御金札御頂戴御請書帳　豊田郡田野浦村 明治 2. 5.25 庄屋民之助他 竪冊

A339 御金札御頂戴御請書帳　豊田郡善入寺村 明治 2. 5.25 庄屋弥一郎他 竪冊

A339 御郡方 長寿義民之者共江御下ケ銀御注
進書附　奴可郡粟田村

明治 2. 5 庄屋宗七他→村方役所 一紙

A339 郡方 御褒美頂戴仕候人別御注進書附　
奴可郡塩原村

明治 2. 5 庄屋理三郎他→村方役所 一紙

A339 御褒恵頂戴御受書付　高田郡秋町村 明治 2. 5 庄屋量左衛門他→土屋文太郎 一紙

A339 当村長寿ちよ御褒美御下ケ御請書付　豊
田郡田野浦村

明治 2. 5 庄屋民之介他→土屋文太郎 一紙

A339 此度金御下ケ頂戴書付　小栗林村 明治 2. 5.10 庄屋小三郎他→頭庄屋和田彦左
衛門

一紙

A339 御銀頂戴被仰付御請書附　佐伯郡峠村 明治 2. 5 庄屋和田甚七他→村方役所 一紙

A339 〔金・銀札頂戴〕御受書附　浅原村 明治 2. 5 庄屋一郎左衛門他→村方役所 一紙

A339 〔金銀頂戴〕御請書附　佐伯郡玖波村 明治 2. 5 当分庄屋和田甚七他→村方役所 一紙

A339 〔金・生涯扶持頂戴〕御請書附　佐伯郡
中道村

明治 2. 5 庄屋泰助他→村方役所 一紙

A339 〔金・生涯扶持頂戴〕御請書附　佐伯郡
栗栖村

明治 2. 5 庄屋文蔵他→村方役所 一紙

A339 〔正金頂戴〕御請書　佐伯郡大野村 明治 2. 5 庄屋祐助他→村方役所 一紙

A339 高年之者共御賞誉之趣御請書　佐伯郡吉
和村

明治 2. 5 庄屋吉郎兵衛他→松嶋庫太郎他 一紙

A339 老人并ニ孤独者御銀頂戴御受書附　小方
村

明治 2. 5 庄屋和田吉左衛門他→村方役所 一紙
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A339 御金頂戴御請書付　佐伯郡松ケ原村 明治 2. 5.10 庄屋理吉他→村方役所 一紙

A339 〔正金・生涯扶持頂戴〕御請書　佐伯郡
大野口谷尻村

明治 2. 5 庄屋祐助他→村方役所 一紙

A339 〔金頂戴御受書〕 明治 2. 5 庄屋六左衛門他→村方役所 一紙

A339 当度孤独者へ御銀御下ケニ付頂戴御受書
付　佐伯郡黒川村

明治 2. 5 庄屋林之助他→村方役所 一紙

A339 御褒美御頂戴御受書付　渡瀬村 明治 2. 5 当分庄屋六左衛門他→村方役所 一紙

A339 鰥寡孤独之者御銀頂戴御請書　佐伯郡吉
和村

明治 2. 5 庄屋吉郎兵衛他→松嶋庫太郎 一紙

A339 御褒美御頂戴御受書付　後原村 明治 2. 5 庄屋杢助他→村方役所 一紙

A339 御賞金御受書付　大栗林村 明治 2. 5.10 庄屋保太郎他→組合頭庄屋和田
吉左衛門

一紙

A339 当度孤独者へ御下ケ渡しニ付御頂戴書付
　佐伯郡奥谷尻村

明治 2. 5 庄屋惣太郎他→村方役所 一紙

A339 御米銀頂戴仕御請書附　佐伯郡宮内村 明治 2. 5 庄屋嘉一郎他→村方役所 一紙

A339 長寿義民之者共御金銀頂戴御注進書付　
奴可郡山中村

明治 2. 5 庄屋幾右衛門他→村方役所 一紙

A339 御褒恵奉頂戴御受書附　高田郡粟屋村 明治 2. 5 庄屋大寿右衛門他→土屋文太郎 一紙

A339 長寿者共御金頂戴御注進書付　奴可郡終
始村

明治 2. 5 庄屋助右衛門他 一紙

A339 〔御金頂戴〕御受書附　木野村 明治 2. 5 庄屋後見助右衛門他→村方役所 一紙

A339 〔御銀頂戴〕御受書附 明治 2. 5 庄屋助右衛門他→村方役所 一紙

A339 御銀御下ケ被為遣御請書附　大竹村 明治 2. 5 庄屋後見和田甚七他→村方役所 一紙

A339 此度老人并ニ孤独者へ御下ケ渡ニ付御頂
戴御受書付　佐伯郡後原村

明治 2. 5 庄屋杢助他→村方役所 一紙

A339 御金札御頂戴御請書帳　豊田郡大芳村 明治 2. 5.23 庄屋百次郎他 竪冊

A339 今般被為仰出御慈悲之御趣意御請書付　
中筋・古市村

明治 2. 5 庄屋隆太郎他→村方役所 一紙

A339 今般被為仰出御慈悲之御趣意御請書付　
戸坂村

明治 2. 5 庄屋喜八郎他→桑原覚兵衛他 一紙

A339 当村孝子并長寿之者江御下ケ被為遣御請
書付　中筋・古市村

明治 2. 5 庄屋隆太郎他→桑原覚兵衛他 一紙

A339 当村独身者共江御銀御下ケ被為遣御請書
付　中筋・古市村

明治 2. 5 庄屋隆太郎他→桑原覚兵衛他 一紙

A339 当村長寿者江御下ケ被為遣御請書付　東
野村

明治 2. 5 庄屋垣太郎他→桑原覚兵衛他 一紙

A339 当村長寿者御金奉頂戴御請書附　安芸郡
戸坂村

明治 2. 5 庄屋喜八郎他→桑原覚兵衛他 一紙

A339 〔当組合村々長寿者・孝子并ニ孤独者等
迄扶持・金等頂戴〕御請添書付

明治 2. 5 頭庄屋垣太郎→桑原覚兵衛他 一紙

A340 乍恐呈上
※家老政事待望に付直訴状写

（安政初）4.23 諸家中 一紙

A340 〔倹約ニ付〕被仰出御書付（1包〈2通〉） 卯3 一紙

A340 〔廻村ニ付〕口上 8.12 上田主水他 一紙

A340 御本屋鋪御銀蔵江金銀鳥目納帳 嘉永 4. 9～慶応元.12 用人横関新兵衛他・勘定奉行丹
羽正司他

一紙

A340 御陰徳銀勘定帳 安政 5.12 吟味役 竪冊
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A340 慶応三卯年御臨事勘定帖 慶応 4. 3 作事所→勘定所 竪冊

A340 京都御着之上会計局江駈引振之扣 明治 2. 6～9 竪冊

A340 明治三庚午年御蔵残米帳 明治 3. 3 村田勘太郎→丸茂忠兵衛他 竪冊

A341 江戸御留守居福永助左衛門殿 此御方様
御出府之節御城内江御長柄傘御持せ被遊
候之儀尋来り之扣

寛政 4. 2 竪冊

A341 江戸留守居中より此御方様御出府両御席
所御通行之節御道具御建通り之儀問来候
扣

文政 3. 5～7 竪冊

A341 御三家様并御年寄衆江戸御往来之節御関
所前御乗駕之儀申来候扣
※以上3冊合綴

天保 3. 5 竪冊

A341 中根十郎大夫様 御内用ニ付伊達三郎助
被差越候節之扣

享和 2. 9 竪冊

A341 文政九戌年ヨリ翌年越ス御減石ニ付而之
御上ケ米御上納方之儀ニ付御勘定奉行中
へ駈合之扣

文政 9 竪冊

A341 此度御減石半知ニ被仰出之書類扣 天保 7. 3 竪冊

A341 御家中知行御減シ二ツ物成被仰出候事 天保12 竪冊

A341 此度江戸表御上屋敷御焼失ニ付尚又知行
物成五歩通御切米等も右ニ准シ御減石被
仰付候扣
※以上4冊合綴

弘化 4.12 竪冊

A341 筒井極人殿 手紙ニ而往古従公儀御入輿
被為在候節此御方様御出府被遊候而御勤
向等之儀尋来候扣

文政12. 6 竪冊

A341 御借財与御不足銀与仕御附紙之覚 午8 横長

A341 安虎公御袖留一巻扣 宝暦 9. 9. 1 竪冊

A341 〔行列立〕 一紙

A341 〔武具書付〕 寛政12. 5.18 竪冊

A341 宝永五戌子年御目見五月廿八日御登城之
節御供行列書付

宝永 5. 5.28 一紙

A341 〔職制〕 （明治） 一紙

A341 〔広島新開石高・惣町数・家数・橋数・寺
数等覚〕

一紙

A342 吉村文哲調置候差紙を以猶御米蔵米請取
方之儀御勘定奉行中江駈合之事

天保 8. 4 竪冊

A342 吉村文哲・三宅春齢・高橋亀之丞弟寅五
郎往来切手事

竪冊

A342 ◦吉村文哲医術為修行長崎表江罷越候ニ
付往来切手之義大御目付中江文通之扣

文化11. 3～天保 5.10

A342 ◦高橋寅五郎劒術為修行筑後柳川江罷越
候付往来切手事

弘化 3. 2

A342 ◦山村雄三郎槍術為修行九州辺江罷越候
之節往来切手之儀大御目付中江御達之
扣

弘化 4. 3～文久 2.11

A342 ◦豊嶋周廸医術修行として江戸表ニ而伊
藤玄朴左方へ罷越候一件

文久 3. 2

A342 ◦山口恕介学事授教に付石州大森御手代
御来状控

天保13.12
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A342 ◦洋学為修行水谷八十郎・山口岩太郎・
木野謙造・福永友五郎江戸表江被遣候
扣

慶応 2.11

A342 ◦福永友五郎英学為修行長崎江罷越候ニ
付御達扣

慶応 4. 6

A342 御内用在之長岡好大夫大坂江被遣候扣委
細一巻

安永 2. 9 横長

A342 御内用ニ付長岡好大夫上方江被遣候扣 安永 7. 9 横長

A342 御納戸諸品渡物銀高凡扣 安永 4.閏12 横長

A342 小方江御越被遊候頭書
※以上4冊合綴

安永 2. 1 横長

A343 御内用ニ付御勘 天明 2～寛政 6 横長

A343 御内用ニ付横関新兵衛上方江被遣候扣 享和 2. 7～文化10. 3 横長

A343 文化十癸酉年十一月仕切為御用田村与左
衛門被遣候扣

文化10.11 横長

A343 文化九壬申年十一月仕切為御用林伴蔵被
遣候扣

文化 9.11 横長

A343 御内用ニ付坪内丈治・佐々木次郎右衛門
上方江被遣候扣

文化13. 9 横長

A343 御内用ニ付坪内丈治・中嶋覚三上方江被
遣候扣

文化 3. 2 横長

A343 就御内用長岡好大夫大坂江被遣候扣 文政 4 横長

A343 就御内用野村清右衛門大坂江被遣候扣 文政 7. 5 横長

A343 就御内用岡才兵衛大坂江被遣候扣 文政11. 4 横長

A343 御勘定所帖元組外田中雄平御内用ニ付大
坂江被遣候
※以上10冊合綴

文政12. 4 横長

A344 御城請取其外御主意在之時之御行烈次第
頭書

一紙

A344 作州津山在番行列・御城入行列之覚 元禄10.10.14 横長

A344 海田 岡山迄御行列 横長

A344 百姓文蔵書付
※当春村方願之儀に付

取7.26 口谷尻村文蔵→役所 一紙

A344 桜井清兵衛・福山嘉内書翰
※寛三郎様家督仰渡に付

8. 4 桜井清兵衛・福山嘉内→森脇久
大夫他

折紙

A344 〔家士勤向ニ付書付〕 6.22 一紙

A344 〔御切米帳書抜〕 横長

A344 明治元戊辰年八月ヨリ明ル巳七月迄新組
御差御手廻リ并御小人御扶持方差引渡帖

明治 2. 8. 3 村田勘太郎→丸茂忠次郎・坂崎
恒吉

横長

A345 〔御城警固配当ニ付書付〕 （明治） 一紙

A345 〔武芸師匠・生涯御扶持被下者・寺社領
其他覚〕

横長

A345 〔職制表〕 （明治初） 一紙

A345 旧広嶋半事蹟調査梗概（2綴） 綴

A345 村々新開畝高之覚 延享 2.閏12.29 吉田十兵衛他→田上理左衛門他 一紙

A345 乍恐奉申上密書
※於富様御入輿之恐悦・政事筋等に付

横長
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A345 根来平左衛門様 殿様江御館入之儀被仰
越候節之扣

文政 5～7 竪冊

A345 根来平左衛門様 御来状御立入之儀申参
ニ付御年寄川崎兵庫殿江福山嘉内殿被罷
越候事

寛政12.閏4 竪冊

A345 浅野権大夫・松井小左衛門書翰
※帰国発足勝手に付

2.12 上田民部 一紙

A345 御入国之節御行列写
※天保 6年4月写

横長

A345 上道中〔人数〕 竪冊

A345 〔御対面所其他御馬書付〕 （享保 6～7頃） 横長

A346 浅野縫殿他年寄連署書翰
※家督・隠居御礼に付

9. 4 浅野縫殿・山田図書・堀江典膳
→浅野富之丞・上田主水

折紙

A346 尾張様之御儀ニ付殿様御用被蒙仰候扣 元文 4. 1 竪冊

A346 津山御城御請取事 元禄10.10 竪冊

A346 尾州様之御儀ニ付殿様御用被為蒙仰候節
之御趣岡本大蔵様今日御方様江も御出被
仰上候節御持せ被成候御書付弐通之扣
（1包〈2通〉）

元文 4. 1.29 一紙

A346 土岐信濃守殿御儀浅野家御衆御同様御取
扱被成置候旨申来候節之扣

文化 6. 4 竪冊

A346 石本大郷家内其儘海田市江住居之儀御駈
合之事

安政 4.11 竪冊

A346 御小人富蔵家督ニ付御奉行中へ駈合書類 安政 6.10 竪冊

A346 柏村久登家督ニ付町奉行中へ駈合書類
※以上3冊合綴

万延元. 5～ 竪冊

A346 〔用人共倹約心得〕 9 一紙

A346 〔知行村方へ申達書扣〕 未 竪冊

A346 〔開地・開作之地所〕御見分御廻村御役
之趣御受書付　豊田郡膳入寺村

慶応 3.11 庄屋市郎次他→桑原覚兵衛 一紙

A346 御行列附書試 横長

A346 〔行列書付〕 横長

A347・
348

御山奉行御代官贈答控 文政 4～5 竪冊

A349 日々雑誌 明治25. 5～12 総扱所 竪冊

A350 日々雑誌 明治27 総扱所 竪冊

A351 日誌 明治29 総扱所 竪冊

A352 日誌 明治30 総扱所 竪冊

A353 日誌 明治31 総扱所 竪冊

A354 御旧記呼出帳 文久元. 4 竪冊

A354 旧記抜書并口上書　大竹村 竪冊

A354 神崎下モ御船作事場御旧記写 竪冊

A354 御年寄衆御呼出之節御紙面扣　大寄合杉
田相模殿御呼寄被遊候御紙面類扣込

文化 8・文化 9／安政 2
／文久 2・文久 3

竪冊

A355 御戻米之控　年頭熨斗着用被仰出此御方
御家中茂右同断

寛政 5～安政 4 竪冊

A356・
357

御布令書 明治 5.11～明治 7.10 計要所 竪冊
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A358 安敦公小方江御越被遊度旨被仰込之御紙
面并奉状之御返事諸事扣

文久 3. 7.12 清書方 竪冊

A358 御金札御頂戴御清書帳　豊田郡下北方村 明治 2. 5.25 庄屋小三郎他 竪冊

A358 御金札御頂戴御受書附　奴可郡粟田村 明治 2. 5.21 庄屋宗七他 竪冊

A358 鳥帽子新開其外給米約メ人名扣　明治十
八年改メ

明治19. 1. 6 竪冊

A358 御給米渡扣 明治23. 1 総扱所

A358 毎年社寺御供物并ニ男女諸給金之扣・御
給米渡方扣

明治30. 1 竪冊

A358 将校并ニ兵卒賄帳 明治33. 6～7 竪冊

A358 年中行事録 明治42. 7 総扱所 竪冊

A358 〔寿光院様御下向之節一件扣〕 文政 5. 8 竪冊

A358 寿光院様爰元へ御下向之節御逗留之儀公
辺江御届方之儀孫左衛門様衆 尋来扣
※以上2冊合綴

竪冊

A358 支干御祝御料理御頂戴御家督御祝儀并着
服等之儀且御貸銀被仰出御直筆を以被仰
出追而御家督御祝御能御拝見御料理御頂
戴被遊壱巻他

文化 2.10.12他 御書方 竪冊

A359 〔江戸表両御屋敷御類焼ニ付御家中御借
米被仰付候扣〕

2 竪冊

A359 御借米被仰出之扣 文化 6 竪冊

A359 御借米ニ付諸役所より借用銀返納方御甘
メ之扣

文化 6～7 竪冊

A359 御家中御借米被仰出候扣 文化14. 8 竪冊

A359 御蔵米御戻不被下候に付省略筋之儀相守
候様被仰出候扣

文政 5. 8 竪冊

A359 〔上田家中勤役・給禄等諸達留〕
※以上6冊以上

（文化～安政） 竪冊

A359 〔補広島県十五等出仕辞令〕 明治 7. 8.17 広島県権参事白浜貫禮→上田重
遠

一紙

A359 〔御用坊主任免并衣服注文覚綴〕 文化 6～11他 綴

A359 〔三月勤役覚〕 3.17～24 横長

A360・
361

〔上田家知行地支配関係書付留〕 （安永 2～6頃） 竪冊

A362 於江戸御用聞泉屋市右衛門初而罷下御両
殿様江差上物仕御目見被仰付候一巻

寛政 5. 9. 9 竪冊

A362 松岡八兵衛罷下リ候節之扣 文化 7 竪冊

A362 松岡八兵衛御呼下ニ付同人并木津屋九兵
衛手代新兵衛罷下リ候節之扣

文政 5. 2 竪冊

A362 大坂ニおゐて泉屋次郎右衛門手代勘兵衛
罷越候ニ付御達之扣

天保 4. 2 竪冊

A362 於江戸御用聞泉屋市郎右衛門罷下差上物
仕御目見被仰付候扣

天保12. 9.16 竪冊

A362 於大坂泉屋次郎右衛門方之隠居礼太郎并
手代猪兵衛罷下リ候扣

嘉永 2. 4 竪冊

A362 於京都安井多嘉輔為御機嫌伺罷下リ候節
之扣
※以上7冊合綴

安政 2. 3 竪冊
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A362 安定公御鎧御召初御祝儀御目録類扣 文政 6.12.12 御書方 竪冊

A362 安虎公御前御五十御年賀ニ付御内祝之一
巻

寛政 5. 1 竪冊

A362 〔上田主水公方様江御目見他一巻〕 寛文 4～天和 3 竪冊

A362 年頭江戸上々様方へ御勤向　姫君様とも 文久 3～明治 2 竪冊

A363～
365

御代官贈答控 天保 9～11 竪冊

A366・
367

御代官贈答控 嘉永 2～ 竪冊

A368・
369

御境贈答控 文化 5～11 竪冊

A369・
370

御境贈答扣 文化12～文政 5 竪冊

A371 此御方様御屏風殿様御所望被遊候一件 文化 7. 8 竪冊

A371 御茶器殿様御覧被遊被差出候節之扣 文化11. 1～3 竪冊

A371 御使者有之節御送リ方之儀ニ付満田氏へ
申参ル扣

文政13.閏3 竪冊

A371 右近様江御使者野村織八罷越候之節御玄
関ニ而沢讃岐殿へ不作配之義有之節之扣

天保11. 8 竪冊

A371 沢讃岐殿江北村文太郎罷越応対仕度旨申
込候節之扣

天保11.12 竪冊

A371 上田豊之助様御年寄根尾文之進二男村井
春作爰元へ来候一件

嘉永 6. 4 竪冊

A371 国泰寺御尊霊様江御備之御花露地之者持
参之節於途中此御方様江行逢候処御先歩
行相押候ニ付大御目付中 之贈答扣

文久元.10 竪冊

A371 於倍様御鉄漿親御祝式於愛様御紐はなし
并御氏神祭礼御兼御祝ひ

明治 7.11. 6 竪冊

A371 水野市允殿家来鎗持之者下座一件 天保 8. 6.16 竪冊

A371 此御方様御通行之節町家之者御不敬筋在
之候付湊源太郎殿 贈答
※以上2冊合綴

嘉永 2. 7 竪冊

A371 義敷公御縁組・御婚礼御案紙帖 元文 4. 9.15 竪冊

A371 伝正院様弐百回御忌御法事無御滞相済候
付為御内祝御能被仰付候付御並様御登城
壱件

文化 7 竪冊

A1～3 御公私日記（11冊）（7月欠） 安永 3 横長

A4・5 御公私日記（9冊）（4・7月欠） 安永 4 横長

A6 御公私日記（4冊）（2月欠） 安永 5. 1～4 横長

A7・8 御公私日記（6冊）（1・6・4・7・10・12
月欠）

安永 6 横長

A9・10 御公私日記（7冊）（1・12月欠） 安永 7 横長

A11 〔御公私日記〕（4冊）（1・4・7・11月欠） 安永 9 横長

A12・13 御公私日記（8冊）（1・4・6・9月欠） 天明元 横長

A14・15 〔御公私日記〕（7冊）（1・4・6・7・10月
欠）

天明 2 横長

A16・17 御用向日記　但御公私一緒（4冊）（1・
3・4・7・10月欠）

天明 3 横長

A18・19 御公私日記（6冊）（8・9・10月欠） 天明 4 横長
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A20・21 御用向日記　但御公私一緒（6冊）（1・4
月欠）

天明 5 横長

A22 御公私日記 天明 6 横長

A23・24 御公私日記 天明 7 横長

A25 御用向日記 天明 9 横長

A26 御用向日記 寛政 2 横長

A27 御用向日記（12月欠） 寛政 3 横長

A28 御用向日記 寛政 5 横長

A29 御用向日記 寛政 6 横長

A30 御用向扣 寛政 9 横長

A31～33 御用向日記 寛政10 横長

A34～36 御用向日記（6冊）（4・8月欠） 寛政11 横長

A37～39 御用向日記（7冊） 寛政12 横長

A40 〔御私用日記〕 寛政12 横長

A41～44 御用向日記（4冊） 寛政13 横長

A45～48 御公用日記（4冊） 享和 2 横長

A49 御用向日記 享和 4. 2～3 横長

A50～53 御用人中日記（9冊）（1～3月欠） 文化元 横長

A54～58 御公私日記（11冊）（1月欠） 文化 2 横長

A59～61 御用向日記（11冊） 文化 3 横長

A62～64 御用向日記（9冊）（10～12月欠） 文化 4 横長

A65～67 御用向日記（9冊）（11月欠） 文化 5 横長

A68～70 御用向日記（8冊）（1・2月欠） 文化 8 横長

A71・72 御公用向日記（4冊） 文化 9 横長

A73・74 御用向日記（7冊）（1・2・4月欠） 文化10 横長

A75・76 御公用日記（4冊） 文化11 横長

A77～80 御内輪御用向日記（7冊） 文化11 横長

A81・82 御公用日記（4冊） 文化12 横長

A83～85 御内輪御用向日記（2冊） 文化12 横長

A86～88 御公用日記（3冊） 文化13 横長

A89～91 御内輪御用向日記（6冊） 文化13 横長

A92 御公用日記 文化15 横長

A93 御公用日記（4～6月欠） 文政 4 横長

A93 御用向日記 文政 4.10～12 横長

A94 御用向日記（7月欠） 文政 4. 1～8 横長

A95 〔御公用日記〕（8月欠） 文政 5. 7～12 横長

A95 御用向日記（2・3・5・6・9月欠） 文政 5. 1～10 横長

A96 御公用日記（2冊）（1・3・5・6・7月欠） 文政 6 横長

A97 御内輪御用向日記（1・3・5・6・7月欠） 文政 6 横長

A98 御公用日記 文政 7 横長
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A99・100 御内輪御用向日記（2冊） 文政 7 横長

A101～
104

御用向日記（6冊） 文政 7 横長

A105 御公用日記 文政 8 横長

A106 御内輪御用向日記（2冊） 文政 8 横長

A107・
108

御公用日記（2冊） 文政 9 横長

A109・
110

御内輪御用向日記（2冊） 文政10 横長

A111 御公用日記 文政11 横長

A112・
113

御内輪御用向日記（2冊） 文政11 横長

A114・
115

御用向日記（1月欠） 天保 5 横長

A116・
117

御公用日記（3冊） 天保 5. 6～11 横長

A118・
122

御公用帖（13冊） 天保 6 横長

A123～
126

御用向日記（6冊） 天保 6 横長

A127～
134

御公用日記（12冊） 天保 7 横長

A135～
141

御公用日記（6冊） 天保 8 横長

A142～
145

御内輪御用向日記（4冊）（1月欠） 天保 8 横長

A146～
150

御公用日記（5冊） 天保 9 横長

A151～
154

御用向日記（4冊） 天保 9 横長

A155～
158

御用向日記（5冊） 天保10 横長

A159～
163

御公用日記（5冊）（11月欠） 天保11 横長

A164～
167

御内輪御用向日記（5冊） 天保11 横長

A168～
172

御公用日記（13冊） 天保12 横長

A173～
175

御内輪御用向日記（3冊） 天保12 横長

A176～
179

御公用日記（12冊） 天保13 横長

A180～
182

御用向日記（6冊） 天保13 横長

A183～
187

御公用日記（7冊） 天保14 横長

A188～
191

御用向日記（7冊）（10月欠） 天保15 横長

A192～
194

御公用日記（6冊） 弘化 2 横長

A200～
203

御用向日記（4冊） 弘化 2 横長

A204～
207

御公用日記（4冊）（1・12月欠） 弘化 3 横長
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A207～
209

〔御用向日記〕（6冊）（6・9月欠） 弘化 3 横長

A210～
212

御用向日記（5冊）（6・9・11月欠） 弘化 4 横長

A213～
214

御公用日記（4冊）（2・5・8・11月欠） 嘉永元 横長

A215 御用向日記（2冊）（2・5月欠） 嘉永元. 1～7 横長

A216～
218

〔御公私日記〕（4冊） 嘉永 2 横長

A219～
221

御用向日記（11冊） 嘉永 2 横長

A222～
223

御用向日記（3冊） 嘉永 3 横長

A224～
226

御公私日記（3冊）（1・4・7・10月欠） 嘉永 4 横長

A227～
229

御公用日記（5冊）（1・2月欠） 嘉永 5 横長

A230～
232

御用向日記（4冊） 嘉永 5 横長

A223～
236

御公用日記（8冊） 嘉永 6 横長

A237・
238

御用向日記（3冊） 嘉永 6 横長

A239～
241

御公用日記（7冊）（11月欠） 嘉永 7 横長

A242・
243

御用向日記（4冊）（11月欠） 嘉永 7 横長

A244～
246

御公用日記（2冊）（5・8・11月欠） 安政 2 横長

A247 御用役手控 安政 2. 5 横長

A247 御用向日記（5月欠） 安政 2. 3～6 横長

A248・
249

〔御公私日記〕（3冊） 安政 3 横長

A250・
251

御公用日記　有格院様御逝去之事 安政 3. 7～9 横長

A251・
252

御用向日記（3冊）（1～6月欠） 安政 3 横長

A253～
255

〔御公用日記〕（5冊） 安政 4 横長

A256～
258

御用向日記（3冊）（12月欠） 安政 4 横長

A259～
263

〔御公用日記〕（3冊）（6月欠） 安政 5 横長

A264～
266

御用向日記（4冊） 安政 5 横長

A267～
269

〔御公用日記〕（3冊）（2月欠） 安政 6 横長

A270・
271

御用向日記（2冊） 安政 6 横長

A272・
273

御用向日記 安政 7 横長

A274～
276

御公用日記（2冊） 万延元 横長

A277・
278

御公用日記（2冊） 万延 2 横長
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A279・
280

御用向日記（2冊） 万延 2 横長

A281・
282

御公用日記（2冊） 文久 2 横長

A283・
284

〔御用向日記〕（3冊）（10～12月欠） 文久 2 横長

A285・
286

御公用日記（2冊） 文久 3 横長

A287・
288

御用向日記（5冊） 文久 3 横長

A289・
290

御公用日記 文久 4 横長

A291・
292

御用向日記（2冊） 文久 4 横長

A293・
294

御用向日記 元治 2 横長

A295 〔御公用日記〕（10月欠） 元治 2 横長

A296 御公用日記 慶応 2 横長

A297 〔御公用日記〕 慶応 3 横長

A297 ◦追々被仰出之寄帖 明治 2.10.11～
明治 2.11.18

横長

A298・
299

御公用日記（2冊） 慶応 4 横長

土地

A372 安北郡北庄東村地平帖　弐冊之内上 寛文 4. 2.21 近藤六兵衛他 竪冊

A373 村々御新開畝高御書付并御家司紙面添イ
御勘定奉行中江被差出候扣

享保元.11.25・
延享 2.閏12.29

竪冊

A373 延享弐年以後此方様御新開増高有之候哉
ト大御目付衆 御紙面取遣扣

宝暦10. 8.25 竪冊

A373 沼田郡八木村之内比原普請ニ付郡御奉行
衆江応対之書付扣

寛延 4. 3 竪冊

A373 小方村石之儀ニ付御奉行中 紙面取遣之
扣

宝暦 6. 1 竪冊

A373 佐伯郡宮内村串戸浜手江新開築願一巻 安永 2.閏3 竪冊

A373 此御方知行所之内闕所方之儀ニ付郡御奉
行龍神甚太夫殿へ駈合扣
※以上6冊合綴

寛政 3 竪冊

A373 小田村松笠山観音堂并ニ床裏普請書付郡
奉行中 申来候扣

文政 8. 9 竪冊

A373 近沢才介殿 近来米価高直ニ付而ハ地米
他所へ持出し候義紙面ニ而申来ル

天保 4. 8 竪冊

A373 田野浦村御年貢米入船被差免候一件 天保 6. 9 竪冊

A373 佐伯郡中道村当作皆損之儀ニ付郡御奉行
中 駈合之扣

天保 7.12～天保 8. 4 竪冊

A373 佐伯郡大竹村之内難渋之者江御仕向事ニ
付郡御奉行中 之駈合

天保 8. 1 竪冊

A373 玖波・小方・大竹三ケ村江為飯用御米積
下ケ之儀ニ付御勘定奉行中江駈合事

天保 8. 4 竪冊

A373 中村吉左衛門御扶持米取帰リ途中ニ而米
目付之者見当リ差留メ候儀ニ付幸丈右衛
門殿へ岡才兵衛 駈合

天保10. 7 竪冊
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A373 松笠観音堂所々損取繕之儀郡御奉行中よ
り申来候扣

嘉永元 竪冊

A373 御知行所峠村疑念筋有之候付草津村迄百
姓出浮候付郡御奉行中 申来

嘉永元 竪冊

A373 佐伯郡小方・玖波・黒川三ケ村飯糧差閊
ニ付米御貸下ケ一件

文久元. 8 竪冊

A373 松笠山観音堂取繕之儀ニ付郡奉行衆へ贈
答扣
※以上11冊合綴

文久元.11 竪冊

A373 村々新開畝高之覚 享保元.11.25 吉田瀬兵衛→服部金左衛門他 一紙

A374 佐伯郡大竹村新々開名寄帖 文化元. 3 庄屋要蔵他→中川惣右衛門他 竪冊

A374 青木潮土手跡御棹入畝数御改帖　大竹村 文化 6. 9 庄屋要蔵他→畑江八郎次 竪冊

A374 村内所々開地野取帳　佐伯郡宮内村 慶応 3.12 庄屋嘉一郎他→桑原覚兵衛 横長

A374 荒新開下築添新々開御竿入畝数御改帳　
大竹村

文化 3. 5 庄屋要蔵他→高橋平太 竪冊

A374 御建山御建藪之儀申上ル書付　高田郡深
瀬村

卯11 庄屋豊一郎他→桑原覚兵衛 一紙

A374 新土方仕度ニ付御拝借御願書附　木野村 申5 頭庄屋同格庄屋助右衛門他→組
合頭庄屋和田甚七→清水栄助他

一紙

A374 長百姓請込田畑山林直段附帖　大野村下
組

酉3 横長

A375 地券継年期御記入願　佐伯郡小方村 明治19. 5 小方村和田弘治他→佐伯郡長山
口光風

竪冊

A375 安芸国佐伯郡小方村之内烏帽子新開地券
申受一筆限帖

明治 6. 7 竪冊

A375 大野・熊野・小方・古江・東野村御持地
券面扣

明治17. 1 竪冊

A375 所々山間丁扣帳 明治18. 4 横長

A375 明治廿四年地押調査高修正　鳥帽子新開
残り

明治24 横長

A375 土地台帳　総扱所 明治33. 3 竪冊

A375 改正反別録　佐伯郡小方村烏帽子新開 竪冊

A375 鉄道用地反別等書抜　上田 一紙

租税

A376 御投あミ数扣 寛政 8. 4 横長

A376 大野村別符人別過不足書貫帖 寛政13. 3 庄屋利助他→武藤新八他 横長

A376 大野村下組浮地畝高書貫キ帳
※以上2冊合綴

寛政13. 3 庄屋利助他→武藤新八他 横長

A376 午未申三ケ年分御引米割賦帖　別符 酉3 庄屋利助他→武藤新八他 横長

A376 早稲中晩田共有米目録　戸坂村 天保 6. 8.19 庄屋留太郎他→松田百次郎他 竪冊

A376 高宮郡東野村稲作三田共有米目録帳 天保 6. 8.19 庄屋伝兵衛他→松田百次郎他 竪冊

A376 高田郡深瀬村三田毛上有米目録 天保 6. 8.22 庄屋源左衛門他→松田百次郎他 竪冊

A376 高田郡粟屋村三田毛上下見有米目録 天保 6. 8.21 庄屋太郎右衛門他→松田百次郎
他

竪冊

A376 三谿郡江田村中田・晩田有米帖 天保 6. 8.21 庄屋周右衛門他→松田百次郎他 竪冊

A376 世羅郡福田村三田毛上下見有米目録 天保 6. 8.22 頭庄屋同格庄屋七郎右衛門他→
松田百次郎他

竪冊
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A376 豊田郡善入寺村三田有米帳 天保 6. 8.24 庄屋幾治他→松田百次郎他 竪冊

A376 豊田郡下北方村三田野所段貫キ帳 天保 6. 8 当分庄屋留太郎他→松田百次郎
他

竪冊

A376 豊田郡田野浦村三田毛上下タ見帖 天保 6. 8 庄屋広助他→松田百次郎他 竪冊

A376 御新開方稲毛苅揚之義申上ル書附　豊田
郡田野浦村

天保 6. 8 庄屋広助他→村方役所 一紙

A376 三谿郡江田村御免割之内入置米欠算用帖
　嘉永七寅年分

安政 2. 2 組頭又次郎他→庄屋一郎→倉田
久馬允他

竪冊

A377 御入新開御免割下札 嘉永 7.10 横長

A377 見出古新開御免割下札 嘉永 7.10 横長

A377 御手入御新開御免割下札 嘉永 7.10 庄屋格与頭民之助他→庄屋隆左
衛門他

横長

A377 御手入新開諸入用寄帖　田野浦村 嘉永 7.11 横長

A377 御免割帳　奴可郡粟田村（2冊） 安政 3.11 頭庄屋同格庄屋宗七他→中村直
一他

竪冊

A377 御免割欠算帳　奴可郡粟田村　安政三辰
年分

安政 4. 6 頭庄屋同格庄屋宗七他→中村直
一他

竪冊

A377 諸取立銀払入銀足御仕法年限中受払御約
メ帖　豊田郡田野浦村

安政 4. 6 庄屋隆左衛門他→村上左一郎他 竪冊

A378 東西三拾八ケ村土免帖扣 明治 2. 5 深谷潜他→丸茂忠次郎他 竪冊

A378 明治元戊辰年御物成米帳 明治 2. 8. 3 村田勘太郎→丸茂忠次郎他 竪冊

A378 明治元戊辰歳分御物成諸請帖 明治 2. 8. 3 村田勘太郎→丸茂忠次郎他 竪冊

A378 御年貢米御蔵払上帖 嘉永 7. 9 横長

A378 御米取請払之覚 午8～未7 横長

A378 御売米代銀上納通　御蔵所 慶応 3. 8～明治 2.12 勘定所 横長

A378 〔関東筋并伊豆国川々御普請御手伝御用
ニ付書付控〕

天明 6 横長

A378 吉田武左衛門他二名書翰
※関東筋川々普請御用に付

（天明 6）5.15 →目加田新兵衛他 一紙

A378 濃州・勢州川々御普請御手伝御用被蒙仰
候壱巻

天保 7. 3～12 竪冊

A378 〔濃州・勢州川々御普請御手伝御用ニ付
書付控〕

（天保 7） 竪冊

A379 当村庄屋忠五郎手制手代之春酒御献上奉
差上候書附　浅原村

申5 庄屋吉左衛門他 一紙

A379 〔粟田村郡割・村入用等算用帳〕 横長

A379 今般被為仰出御慈悲之御趣意御請書付　
東野村

巳5 庄屋恒太郎他→村方役所 一紙

A379 〔村方難渋ニ付利安銀拝借願書断簡〕 巳10 与頭格年行司友七他→庄屋吉左
衛門他→村方役所

一紙

A379 〔借用証文〕覚　奴可郡粟田村 天保14.12 庄屋惣七他→市郎左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　中筋・古市村 卯12 庄屋香川富太郎他→概屋勘兵衛 一紙

A379 借用申銀子之事　実富村 天保13.12 庄屋卯作他→富士屋喜兵衛 一紙

A379 借用申銀札之事　実富村 天保13. 2 庄屋卯作他→秋町村林右衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　実富村 天保14.12 庄屋卯作他→ふじや喜兵衛 一紙

A379 〔借用証文〕覚　三上郡実富村 嘉永 3.12 庄屋卯作他→富士屋喜兵衛 一紙
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A379 〔借用証文〕覚 嘉永 3.12 庄屋伴右衛門他→双照院 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 天保11.12 庄屋広助他→米屋忠左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 天保12.11 庄屋泰助他→米屋忠左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 天保13 庄屋隆左衛門他→米屋忠左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 天保14.12 庄屋隆左衛門他→米屋忠左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 天保15.12 庄屋隆左衛門他→富士屋喜兵衛 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 嘉永 3.12 庄屋隆左衛門他→米屋忠左衛門 一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 嘉永 3.12 庄屋隆左衛門他→世並屋市郎左
衛門

一紙

A379 〔借用証文〕覚　田野浦村 嘉永 3.12 庄屋隆左衛門他→富士屋喜兵衛 一紙

A379 嘉永四亥年 安政二卯年迄五ケ年分村方
諸入役銀役人長百姓仕出帖之内都而不建
物并二重立書抜算用御約人別　豊田郡田
野浦村

安政 4. 6 庄屋隆左衛門他→村上左一郎他 横長

A380 〔御宮用三組割他〕別割帖 嘉永 7.10 横長

A380 〔御宮用三組入用割他〕別割帖 安政 2.10 横長

A380 去ル丑年分御公人様御宿賄入用仕出割入
方相除浮置銀米銀方取替御約帖　豊田郡
田野浦村

安政 4. 6 未銀方平右衛門→村上左一郎他 横長

A380 嘉永四亥 安政二卯迄五ケ年分諸入役仕
出之内立戻銀並葉田組未進共辻寄御仕法
御約帖　豊田郡田野浦村

安政 4. 6 庄屋隆左衛門他→村上左一郎他 竪冊

A380 葉田組当人別未進取立方并過上銀渡方共
年賦御仕法帖　田野浦村

安政 4. 6 庄屋隆左衛門他→村上左一郎他 横長

A380 当村百姓共人別印形帖　豊田郡田野浦村 安政 4. 6 竪冊

A380 廿四年船入村貢租諸費取立帳 明治24. 9 総扱所 横長

A380 船入村分明治二十八年度諸税繰替取立帳 明治28 総扱所 横長

A380 明治三十四年度船入村御所有地田畑諸税
取立帳

明治34. 9 横長

A380 明治二十八年度御菜園地料取立帳 （明治28） 総扱所 横長

A380 船入村分明治二十九年度諸税繰替金取立
帳

明治29 総扱所 横長

A380 明治廿九年度御菜園地料取立帳
※以上2冊合綴

明治29 総扱所 横長

A380 船入村分明治三十年度諸税繰替取立帳 明治30 総扱所 横長

A380 船入村分明治三十一年度諸税繰替取立帳 明治31 総扱所 横長

A380 明治三十三年度諸税繰替取立帖 明治33. 9 総扱所 横長

身分

A381 〔上田主水乗物御赦面願扣〕 天和 3. 5.13 浅野綱長→能勢惣十郎他 一紙

A381 〔上田主水乗物御赦面願扣〕 天和 3. 5.13 上田主水（重次）→能勢惣十郎
他

一紙

A381 〔与頭役就任ニ付〕乍恐奉申上口上〔断
簡〕　佐伯郡口谷尻村

与頭嘉平次 一紙

A381 〔庄屋同格〕御請書附　大竹村 巳5 大竹村芳之助→村方役所 一紙

A381 雇入口入証 明治23～25・明治27～30 綴

治安

A382 御知行所入用材木訴訟書付扣 元禄16～安永 9 竪冊
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A383 浅野内匠頭家来口上 横長

A383 三上郡実留村喜七溺死仕御弾書附帖 天明 2. 7 庄屋孫左衛門他→村方役所 竪冊

A383 福山領相方村百助・実留村百姓作右衛門
麻苧荷之儀指縺於庄原町御弾口上書扣

天明 2. 7 竪冊

A383 木本伊門嶋末勇蔵を及殺害候趣御年寄衆
被申上候扣

寛政 2 竪冊

A383 御境筋双方手越差縺之一件扣写 寛政 2. 7～9 竪冊

A384～
386

大竹村宮本毛保并礒差縺与三開土手切所
差縺一巻

寛政 3～5 竪冊

A387 戸坂村長百姓保平・新右衛門御しらへ一
件口上書

寛政 6. 2 竪冊

A387 戸坂村長百姓保平・新右衛門一件再御し
らへニ付口上書

寛政 6. 4 竪冊

A387 三上郡実留村百姓彦四郎目安訴状上候ニ
付御しらへ御問答帖写シ

寛政 6. 8 竪冊

A387 〔島方出火之節此御方様御仏詣被遊御途
中ニ而鑓奉行馬上乗違有之差縺候節先例
書抜〕

寛政 7 竪冊

A388・
389

〔御〕境差縺一件御境掛リ贈答扣 寛政 8～13 竪冊

A390 御境一件二川吉田贈答一巻 享和元. 8～10 竪冊

A390 岩国御境掛リ贈答并面会大竹村注進書扣 享和元.12～享和 2. 7 竪冊

A391 大竹脇積年之論地分方之示談追々相約リ
下方江表向為申渡同村江出張中諸扣

享和 2. 6 竪冊

A391 西御境筋御和談之上論所平穏相片付御普
請成就ニ付御使者御取遣ひ并殿様江御礼
被仰上候扣共壱巻

享和 3. 5～8 竪冊

A391 芸防御境論争平穏相成御年寄堀江典膳殿
御意被申参并ニ此御方様江新開地御附被
下候扣

享和 3. 7 竪冊

A391 西御境論争平穏ニ相片付候ニ付少将様江
御肴御差上被遊候扣
※2冊合綴

竪冊

A391 西御境悉皆相片付候ニ付殿様御相伴ニ而
御吸物御頂戴御鞍鎧御拝領被遊候一件

文化 4.11～12 竪冊

A391 御境一件相片候ニ付被遣物之扣
※2冊合綴

享和 3 竪冊

A391 西御境悉皆相片付候付岩国へ御内使者御
殿遣ひ并右ニ付殿様御相伴ニ而御吸物御
頂戴御鞍鎧御拝領被遊候一件

文化 4 竪冊

A392 実留村百姓藤次郎幸右衛門御しらへ一件
尋問帳

文化 6. 2 横長

A392 〔趣覚寺閉門中市川権内病死ニ付同寺へ
葬送之儀ニ付一件扣〕

文化11. 4. 5 竪冊

A392 実留村百姓共葛根掘一件口上書 文政 9. 3 実留村百姓倉松他→高橋平太 竪冊

A392 山中村葛根掘一件口上書 文政 9. 4 山中村百姓忠四郎他→高橋平太 竪冊

A392 塩原村葛根掘一件口上書 文政 9. 4 塩原村百姓和平次他→高橋平太 竪冊

A392 萩在大変聞書大略 （天保 2） 横長

A392 山口大佐居宅へ盗賊忍入盗取候付町奉行
中御達之扣

天保 9.12 竪冊
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A392 古市村ニおゐて吉村道順宅江盗賊忍入候
ニ付代官中江駈合一件

天保13.10 竪冊

A392 当村先庄屋新三郎借財一件ニ付御郡方
御吟味中諸入用辻借金取立銀主へ払入皆
済年賦帖　豊田郡田野浦村

安政 4. 6 庄屋隆左衛門他→村上左一郎他 横長

A392 〔脇村 越境ニ付差留願〕覚　大竹村 巳11.11 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 一紙

A392 五月廿八日向領小瀬村役人共迄此方小方
村七右衛門・次郎三郎・市郎左衛門応対
書写

巳5.28 木野村庄屋小方七右衛門他 竪冊

A392 〔五月廿八日向領小瀬村役人共 此方小
方村七右衛門・次郎三郎・市郎左衛門応
対書〕

巳5.28 木野村庄屋小方七右衛門他 竪冊

A392 〔大竹村磯人騒立一件ニ付書翰〕 6.12 畑口八郎次→中川彦右衛門 一紙

A392 去ル辰年五月岩国御境請御当所へ罷越シ
大竹村家作一件咄合以後掛合之次第口演
書壱巻御覧ニ差帰申候

中村直一 横長

A393 〔大竹村縺一件ニ付〕御伺申上候覚 4 高橋平太他→福山嘉内 横長

A393 〔芸州大竹村と防州関ケ浜村・瀬田村と
境立ニ付〕覚（1包〈2通〉）

文化 3.12. 3 仁田又兵衛他→井上愛次他 一紙

A393 〔脇村と大竹村境目論争ニ付〕奉差上御
請証文之事

文化 3 大竹村庄屋田熊要蔵他→中川惣
右衛門他

巻子

A393 〔防州小瀬村・関ケ浜村と芸州小方村木
野村・境目争論和談ニ付〕覚

文化 2.10. 3 高橋平太他→綿貫善左衛門他 一紙

A393 〔杭打場磁石方位定書〕覚　佐伯郡木野
村

（文化 2） 一紙

A393 〔防芸御境川筋の境目傍示所取繕仕方定
書〕覚

文化 2.10. 3 木野村割庄屋格庄屋橋本七右衛
門他→関ケ浜村庄屋林弥五七他

一紙

A393 〔杭打場磁石方位定書〕覚　防州岩国関
ケ浜村

文化 2.10. 3 瀬野村見廻り役末岡慶蔵他 一紙

A393 〔杭打場磁石方位定書〕覚　芸州佐伯郡
小方村（2通）

文化 2.10. 3 油見村社倉役松本久右衛門 一紙

A393 〔杭打場磁石方位定書〕覚　芸州佐伯郡
木野村（3通）

文化 2.10. 3 油見村社倉役松本久右衛門他 一紙

A393 〔杭打場磁石方位定書断簡〕 （文化 2）10. 3 油見村社倉役松本久右衛門他 一紙

A393 〔防芸御境川筋の境目傍示所取繕仕方定
書断簡〕

文化 2.10. 3 関ケ浜村庄屋林弥五七他→木野
村割庄屋格庄屋橋本七右衛門他

一紙

A393 〔防芸御境川筋傍示所取繕仕法定書〕覚 文化 2.10. 3 木野村割庄屋格庄屋橋本七右衛
門他→小瀬村庄屋嘉屋藤兵衛他

一紙

A393 〔防芸御境川筋傍示所取繕仕法定書〕覚 文化 2.10. 3 小瀬村庄屋嘉屋藤兵衛他→木野
村割庄屋格庄屋橋本七右衛門他

一紙

A393 〔防芸御境川筋傍示所取繕仕法定書〕覚 文化 2.10. 3 小瀬村庄屋嘉屋藤兵衛他→小方
村庄屋和田孫右衛門他

一紙

A393 〔防芸御境川筋傍示所取繕仕法定書〕覚 文化 2.10. 3 小方村庄屋和田孫右衛門他→小
瀬村庄屋嘉屋藤兵衛他

一紙

A394 〔境目争論和談ニ付請書断簡〕 享和 2. 6.21 和木村庄屋嘉屋仁左衛門他→綿
貫善左衛門他

一紙

A394 〔脇村・大竹村境目争論和談ニ付立合役
人証文〕覚

享和 2. 6.21 割庄屋玖波村半左衛門他→中川
惣左衛門他

一紙

A394 〔大竹村・和木村境目争論和談ニ付取交
証文〕覚

享和 2. 6.23 松平大膳太夫内三浦勘左衛門他
→松平安芸守内二川順二他

巻子

A394 〔大竹村・和木村境目争論和談ニ付〕奉差
上御請証文之事

享和 2. 6.21 和木村庄屋嘉屋仁左衛門他→綿
貫善左衛門他

巻子
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A394 〔脇村・大竹村境目争論和談ニ付〕奉差上
御請証文之事（2通）

享和 2. 6.21 大竹村庄屋田熊要蔵他→中川惣
右衛門他

一紙

A394 〔脇村・大竹村境目争論和談ニ付請証文
断簡〕

享和 2. 6.21 大竹村庄屋田熊要蔵他→中川惣
左衛門他

一紙

A394 〔大竹村・和木村境論取調一件〕覚 享和元 横長

A394 〔防芸村々境論和談ニ付請証文〕覚 明和 8. 9. 3 大竹村・木野村・小方村・大栗
林村・浅原村役人→山本武七郎
他

一紙

A394 〔防芸村々境論和談ニ付〕御請仕証文之
事

明和 8. 9. 3 和木村・瀬田村・関ケ浜村・小
瀬村・岸根村・百合谷村・黒沢
村・釜ケ原村役人→山本武七郎
他

一紙

A394 〔防芸村々境論和談ニ付請証文断簡〕 明和 8. 9. 3 和木村他7ヵ村役人→三浦弥兵
衛他→河北半左衛門他

一紙

A394 〔防芸村々境論和談ニ付〕御請仕証文事
（4通）

明和 8. 9. 3 大竹村他4ヵ村役人→河北半左
衛門他→三浦弥兵衛他

一紙

A395 佐伯郡小方村浅方神社御玉殿請負金差縺
レ一件ニ付治安戴判江御呼出シ事済書類
（1包〈2冊3通〉）

明治19. 3.24 大工河野為蔵 竪冊／
一紙

A395 於下ノ関長崎商人ヨリ承リ候書付写 辰7 竪冊

A395 異国船打払并御境警固之儀御公儀被仰出
候御駈合ニ付御手当御人数配被仰出

横長

A395 御出馬用并出火用稽古用御道具相渡控 竪冊

A395 御奥様御近火之節御立退御行列 横長

A395 〔大竹村磯人騒立ニ付書翰〕 6.12 畑口八郎次→中川彦右衛門他 一紙

A395 〔逼留者帰国ニ付〕口上之覚 3.18 吉村文哲→福山亘他 一紙

A395 〔田ノ浦村牛神社差縺一件ニ付〕態申遣
候

寅7 豊田郡役所→田ノ浦村庄屋茂兵
衛他

一紙

A395 実留村百姓作右衛門麻苧縺御しらへ面々
口上書上ケ候ニ付添書付

寅7 庄屋孫左衛門他→村方役所 一紙

A395 〔手配中の佐七聟喜七溺死ニ付注進〕覚 寅7.12 実留村庄屋孫左衛門他→村方役
所

一紙

A395 〔宝暦二年与三開繕普請差縺一巻〕 宝暦 2. 7～宝暦 6. 7 竪冊

A396 〔久芳村之内主水知行所百姓と下竹仁村
百姓山論ニ付口上覚・書翰〕（5通）

7.13他 一紙

A396 〔火事之節心得〕条々 明治 3. 4 一紙

A396 御三家様火事御総督被為蒙仰候一件并御
条目共扣

明治元.12～ 竪冊

A396 出火之節此方様銃卒之者鉄炮携可然哉伴
準助江尋出候扣
※2冊合綴

慶応 4. 6～ 竪冊

A396 〔世羅郡知行所百姓不届一件書付留〕 竪冊

A397 大竹村百姓平十郎并掛リ合之者吟味問答
帳

申8 竪冊

A397 巳六月六日七右衛門・次郎三郎・市郎左
衛門向領江駈合口上書写

巳6. 6 木野村庄屋七右衛門他 竪冊

A397 〔森嶋権介屋敷出火之節出張家来不届ニ
付書付〕

一紙

A397 〔目安訴状差上一件御尋ニ付〕申上ル覚
〔断簡〕

（大竹村平十郎） 一紙
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A397 〔松ケ原村と入草柴刈場山所出入ニ付〕口
上之覚　玖波村

申4.23 庄屋八郎右衛門他→宮内村庄屋
与右衛門他

一紙

A397 大野下組口谷尻村百姓七人御しらへニ附
口上書

竪冊

A397 〔御小人七内請人火付ニ付成敗一件〕覚
（3通）

4.29 一紙

A397 木本伊門吟味屋敷囲ひ抜出候ニ付御しら
へ一件

3.19～20 竪冊

A398 芸州佐伯郡大竹村・木野村・小方村・大
栗林村・浅原村百姓役人請証文

明和 8. 9. 3 大竹村他4ヵ村役人→河北半左
衛門他→三浦弥兵衛他

一紙

A398 木野・小方村与小瀬・関ケ浜村御境筋無
論之儀岩国 取受証文木野村江下置候扣

文化 2.10. 3 仁田又兵衛他→中川惣右衛門他
→頭庄屋格木野村庄屋七右衛門
他

一紙

A398 〔和木村・大竹村境目出入和解ニ付取替
証文〕覚

享和 2. 6 松平安芸守内高間小左衛門他→
松平大膳太夫内吉田八左衛門他

一紙

A398 〔岩国藩境一件〕 文久 4～慶応 4 竪冊

A399 〔大竹村宮本毛保并磯差縺・三田開土手
普請差縺一巻〕

寛政 3. 4～寛政 4. 5 竪冊

A399 〔藤次郎・美代次両人年貢上納不調法一
件〕口上之覚　但写シ

辰12. 7 本人藤次郎他 一紙

A399 三上郡実留村百姓作右衛門麻苧代之儀ニ
付笠岡問屋相改申候御注進書附

寅6 庄屋孫左衛門他→奴可・三上郡
役所

一紙

A399 三上郡実留村〔御年貢〕不埒百姓御しら
へ追願書付

巳1.19 組合頭庄屋弥右衛門 一紙

A399 〔三上郡実留村不埒百姓御吟味ニ付口上
書断簡〕

戌4 庄屋新右衛門他→高橋平太 一紙

A399 正徳四年宮本けほ懸合之儀旧記写　大竹
村

寛政 3写 竪冊

A399 〔大竹村百姓平十郎吟味一件書付留断簡〕 竪冊

凶荒・救恤

A381 〔庄屋困窮ニ付〕御歎キ奉申上書付　小
方村

申6 庄屋孫右衛門→下役中 一紙

A381 〔御墓守利兵衛居宅破損ニ付建立替願〕覚
　佐伯郡大野村

午2 庄屋利助他→中川彦右衛門他 一紙

A381 明治十九年九月十日午後三時より暴風ニ
付入費

明治19. 9.23 和田弘治代政本弥作他 横長

A381 〔真木兵左衛門知行所御蔵入ニ付〕御勘
定所ニ而被仰渡候御書付之写し并柴田氏
之手紙とも写し

9 勘定所→真木兵左衛門他 一紙

A381 〔私共困窮ニ付〕御救助奉歎願口上書 明治23. 8 真木直一他→上田様執事中 一紙

A381 御救助奉歎願口上書 明治 9. 4.19 願主真木直一他→上田様執事中 竪冊

A381 〔塩原村黒地山迄里程絵図〕 一紙

A381 福山書翰
※塩原村鑪再興に付

4.18 →菅長左衛門 一紙

A381 〔塩原村鑪場所手仕入ニ付〕口演頭書覚 4.23 一紙

A381 〔塩原村鑪場所手仕入ニ付口演断簡〕 4.23 一紙

A381 〔塩原村鑪場所一件〕態申遣ス 一紙

A381 〔塩原村鑪再興ニ付〕口演〔断簡〕 （文政 9）9 奴可・三上郡役所→割庄屋正二
他

一紙
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A381 奴可郡塩原村鑪打立申度追御願書附 （文政 9）9 庄屋茂一右衛門他→村方役所 一紙

A381 奴可郡塩原村鑪打立之義ニ付御郡方へ上
ル写し〔断簡〕

（文政 9）9 庄屋茂一右衛門他 一紙

A381 〔奴可郡塩原村鑪打立ニ付〕乍恐御歎申
上ル覚

（文政 9）9 庄屋茂一右衛門他→村方役所 一紙

土木・水利

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申銀子之
事

正徳元. 8 躰阿弥和泉他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申米之事 正徳元. 8 鈴木長四郎他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7.閏8 鈴木長四郎他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申米之事 宝永 7.閏8 鈴木長四郎他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7. 8 高井伊勢他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7. 8 安間源太夫他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7.閏8 瓦師与四郎→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7. 9 高井伊勢他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申米之事 宝永 7. 9 安間源太夫他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申金子之
事

宝永 7.10 安間源太夫他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申米之事 宝永 7.10 鈴木長四郎他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔吹上御添地御普請ニ付〕請取申銀子之
事

宝永 7.10 躰阿弥和泉他→山中喜兵衛他 一紙

A400 〔戸坂村大川筋普請入用杭木願書控〕 天明元. 8～12 安芸郡戸坂村→主水知行所 竪冊

A400 御明知村々往還筋松植場所丁数并松苗数
積帳写　玖波村

文化 5. 2 頭庄屋格半左衛門→高田左兵衛 竪冊

A400 佐伯郡玖波・黒川両村江新開築造事 慶応 3 中川慎太郎→郡奉行服部権右衛
門

竪冊

A400 開地開作之地所御尋之趣御受書　高田郡
秋町村

慶応 3.10 庄屋量左衛門他→桑原覚兵衛 一紙

A400 開地開作之地所御見分御廻村御約之趣御
受書付　高田郡深瀬村

一紙

A400 開地開作之地所為御見分御廻村御約之趣
御受書付　三谿郡江田村

慶応 3.11 庄屋一郎他→桑原覚兵衛 一紙

A400 開地開作所并荒所御見分御受書附　奴可
郡山中村

慶応 3.11 庄屋幾右衛門他→桑原覚兵衛 一紙

A400 改所開作所并ニ荒所御見分御請書附　奴
可郡塩原村

慶応 3.11 庄屋理三郎他→桑原覚兵衛 一紙

A400 三原和田沖開作一件ニ付右近様御用人久
野秀太郎より贈答扣

慶応 4. 8 竪冊

A400 串戸新開御約一条ニ付乍恐口上書附　宮
内村上組与頭共

亥12 上組庄屋格与頭柳助他→中川良
之助

一紙

A400 当三ケ村寄合用水井手床之儀ニ付可部町
通船差閊申出候旨御示談之趣御答申上
ル書付　高宮郡東の村

卯7 庄屋恒太郎他→年寄同格与合割
庄屋彦右衛門

一紙
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A400 当三ケ村寄合用水井手床之儀ニ付可部町
通船差閊之旨御願申上之趣御示談ニ付

御答申上ル書付　高宮郡東野村

辰6 庄屋恒太郎他→年寄同格割庄屋
彦右衛門他

一紙

A400 当村沼田郡中調子村・東原村寄合用水井
手床之儀ニ付申上ル書付　東野村

辰8 庄屋恒太郎他→村方役所 一紙

A400 当村沼田郡中調子村・東原村寄合用水井
手床堰方之儀ニ付御見分被遊御示談之趣
御答申上ル書付　高宮郡東野村

辰8 庄屋恒太郎他→年寄同格割庄屋
彦右衛門他

一紙

A400 〔新開築調拝借銀ニ付〕□□御歎奉申上
候口上書付

巳10 町長百姓中・組々役人中→庄屋・
与頭

一紙

A400 内土方築調度ニ付御貸米再御願書付　木
野邑

申8 庄屋助右衛門他→中川慎太郎様
下役中

一紙

A400 中津原沖内土手再々御願書付　木野村 申11 庄屋助右衛門他→下役中 一紙

A401 佐伯郡大竹村大堤御普請積帖 寛政 9.12 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 竪冊

A401 大竹村御普請ニ付出張中向方境掛り郡方
御境懸り共文通贈答扣

享和 2. 8～11 竪冊

A401 瀬土手南蛮樋積帳　大竹村 享和 3.12 庄屋要蔵他→畑江八郎治 竪冊

A401 新々開内地道水道積帳　大竹村 享和 3.12 庄屋要蔵他→畑江八郎治 竪冊

A401 当村沖潮土手増積帳　大竹村 享和 3.12 庄屋要蔵他→畑江八郎治 竪冊

A402 西御境川筋御普請所再御願書附　佐伯郡
小方村

丑1 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門
他

一紙

A402 西御境川筋再御願書付　木野村 丑2 庄屋孫右衛門他→村方役所 一紙

A402 瀬田村川縁り石垣相調候ニ付御注進書附
　大竹村

（文化 2）2. 6 庄屋要蔵他→中川惣右衛門他 一紙

A402 〔御境川筋普請赦面願〕覚　佐伯郡大栗
林村

戌11 庄屋幸七他→中川彦右衛門他 一紙

A402 〔大水ニ付損所普請免許願〕覚　大竹村 巳5.26 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 一紙

A402 〔沖合御見分之節別紙申上ニ付〕覚　大
竹村

巳5.24 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 一紙

A402 〔脇村礒人入込ニ付差止願〕覚　大竹村 巳6.12 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 一紙

A402 〔沖合御見分之上御片付方之儀ニ付〕覚
　大竹村

巳5.24 庄屋周蔵他→中川彦右衛門他 一紙

A402 川筋ゑら打損所御普請ニ取懸り御注進書
　大竹村

（文化 2）4. 8 庄屋要蔵他→中川惣右衛門他 一紙

A402 御境川筋御普請御願書付　小方村・木野
村

（文化 2）4 小方村庄屋孫右衛門他→中川惣
右衛門他

一紙

A402 川筋ゑら所普請取懸候儀ニ付御歎書　大
竹村

（文化 2）4 庄屋要蔵他→下村作右衛門様下
役中

一紙

A402 〔向領道普請一件安条組 申出候趣ニ付
某書翰〕

一紙

A402 向領深瀬組大池と申ス所石垣築候御注進
書付　佐伯郡小方村

（文化 2）5 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門 一紙

A402 洪水ニ付損所御注進書附　佐伯郡木野村 （文化 2）5 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

一紙

A402 〔御境川筋御普請免許願〕覚　小方村 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門
他

一紙

A402 〔御境川筋御普請免許〕乍恐御願奉申上
口上之覚

（文化 2）1.17 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

一紙

A402 〔御境川筋御普請免許〕覚 （文化 2）6 高間小左衛門他→割庄屋格木野
村庄屋七右衛門他→村方役所

一紙
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A402 〔御境川筋御普請免許注進〕覚　小方村 （文化 2）6.26 庄屋孫右衛門他→村方役所 一紙

A402 〔御境川筋普請免許ニ付〕態申遣ス （文化 2）6 高間小左衛門他→庄屋・御境見
廻り役・与頭共

一紙

A402 御境川筋切払相済候ニ付御注進書付　小
方村

（文化 2）8 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門
他

一紙

A402 藪所伐払御免許御注進書付　佐伯郡木野
村

（文化 2）7.15 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

一紙

A402 〔御境川筋普請所竹材伐払免許ニ付〕態
申遣ス

（文化 2）7 高間小左衛門他→小方・木野村
庄屋・見廻り役・与頭共

一紙

A402 向領御普請所縄張御注進書付　佐伯郡木
野村

（文化 2）7.15 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

一紙

A402 〔御境川筋御普請所向領縄張注進ニ付〕覚 （文化 2）7 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門
他

一紙

A402 藪所伐払出来御注進書付　佐伯郡木野村 （文化 2）8 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

一紙

A402 御境川筋杭〆積リ帳　佐伯郡木野村 文化 2. 8 頭庄屋格庄屋七右衛門他→村方
役所

竪冊

A402 御境川筋杭〆之場所積リ帖　小方村 文化 2. 8 庄屋孫右衛門他→中川惣右衛門
他

竪冊

A402 〔御境川筋絵図〕 一紙

A402 〔新々開沖潮土手大唐樋大損ニ付〕乍恐
御注進奉申上覚　大竹村

丑3 庄屋要蔵他→中川惣右衛門他 一紙

A402 〔御境川筋御普請所杭〆場所へ磁石方位
定方ニ付証文断簡〕

文化 2.10 芸州佐伯郡油見村社倉役松本久
右衛門他

竪冊

A402 〔213番地土蔵坪数書上〕 一紙

A402 〔公簿閲覧手数料領収書〕 明治36 広島市収入役横山亮一 一紙

A402 〔河原町198番地倉庫坪数書上〕 一紙

A402 〔広島市字河原町392番屋敷〕解崩届 明治36. 7 上田亀次郎→広島市長伴資健 一紙

A402 〔風損ニ付損所整備金〕請取証 明治17. 9.15 小方村和田吉左衛門代理後藤深
造他→青木真助他

一紙

A402 〔風損ニ付入用費〕請取証 明治17.10. 9 小方村和田吉左衛門代理後藤深
造他

一紙

A402 木野・小方両村御境川筋御普請之筋贈答
控

文化 2. 9.9～ 竪冊

A402 御境御普請鍬初御注進書付 丑10. 8 庄屋七右衛門他→村方役所 一紙

A403 当村御境川筋損所御普請積帖　大竹村 文化10. 6 庄屋要蔵他→中川惣右衛門他 竪冊

A403 西御境大竹村川筋損所取繕并同村青木唐
樋水禦悪敷相成候ニ付上之庄屋要蔵所へ
居替等御用聞職人積前仕様書付し

鋳物師屋巳之助他→佐伯郡役所 竪冊

A403 小方村新町沖築渡手初ニ付郡御奉行中へ
駈合之扣

嘉永元. 7 竪冊

A403 実留村百姓清蔵召捕□帰リ候一件郡御奉
行中 贈答
※以上2冊合綴

嘉永 6. 4 竪冊

A403 佐伯郡大竹村児嶋新開之儀ニ付御内願贈
答一巻

嘉永 2. 2 竪冊

A403 佐伯郡宮内村串戸沖新開并後質其外田畑
家財直段積帖

嘉永 5.11 中川良之助他 横長

A404 船屋敷座上建具畳数扣 元治元.12 竪冊
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A404 小方御屋形建具帖 元治 2. 3 竪冊

A404 小方御長屋并ニ御残御馬洗場共建具帖 元治 2. 3 竪冊

A404 北より壱ノ御多門 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 北より三御門番 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 北 四ノ御多門 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 北より五ノ御多門 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 南 壱番小方屋敷帖 元治 2. 3 作業所 竪冊

A404 南 三番小方屋敷帖 元治 2. 3 作業所 竪冊

A404 南ヨリ三番小方屋敷帖 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 小方屋鋪帖 元治 2. 3 竪冊

A404 北より二ノ御多門 元治 2. 3 勘定所 竪冊

A404 御座船御造替一件 安永 8 竪冊

A404 御座船御上ヶ御修覆之儀ニ付青木弥太夫
殿へ駈合之一件

文化 9. 8 竪冊

A404 御座船御修覆之一巻 寛政 7. 4 竪冊

A404 御座船御修覆之一巻 文政 2. 4 竪冊

A404 拾五端御船御修覆之扣
※以上5冊合綴

竪冊

A405 広島県管轄佐伯郡小方村烏帽子新開普請
調不足諸入用積帖

明治 5. 5 竪冊

A405 小方村烏帽子新開御普請銀受帖 明治 5.11 竪冊

A405 〔大畠沖新開築調出銀帳面ニ付願〕記 明治 7. 2 大竹村二階堂栄次郎→計要所 竪冊

A404 烏帽子新開急場防禦費見積簿 明治19. 9 横長

A405 烏帽子新開防禦加勢人別簿 明治19. 9 横長

A405 烏帽子新開急場人夫及実費計算帖 明治24. 9 御用掛 横長

A404 烏帽子新開諸入費賦課帖 明治25年度 横長

A405 明治廿五年度尋常修繕見積帳　烏帽子新
開

横長

A405 烏帽子新開急場人夫其他人費帖 明治26.10 横長

A404 明治廿六年度烏帽子新開諸入費賦課帖 明治27. 1 横長

A405 〔堤防修繕請負〕定約書 明治27. 3.12 岡心助他→田中雄八郎 一紙

A405 埋灘皮修繕見積予算書 明治25. 2.23 佐伯郡小方村鳥帽子新開掛→上
田家御用掛

竪冊

A405 〔烏帽子新開修覆一件書類綴〕 明治25～26 綴

A406 廿八年度烏帽子新開費用総割帖 明治28.12 和田弘治他 横長

A406 烏帽子新開南肌合修繕下土雛形見積帳 明治29. 4 鳥帽子新開掛り 横長

A406 烏帽子新開腰石築増工事見積書 明治29. 9 和田弘治他 横長

A406 烏帽子新開腰石垣築増修繕見積書 明治29. 9 横長

A406 烏帽子新開土方仕度修繕及腰石垣巻上修
繕共見積帖

明治28. 2.22 横長

A406 明治廿八年度修繕決算帳　佐伯郡小方村
烏帽子新開

明治28. 9 和田弘治他 横長

A406 明治廿八年度破損ケ所仕戻シ見積帳　佐
伯郡小方村鳥帽子新開
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A406 烏帽子新開大堤防服付抜ケ穴土方修繕見
積帖
※以上3冊合綴

明治28. 9 和田弘治他 横長

A406 小方村出張日誌 明治31. 6～7 雄八郎 横半

A406 〔地租領収并ニ納入証書等綴〕 明治19 戸長←→上田譲翁 綴

A406 〔地押取調高増額〕記 明治26. 3 鳥帽子新開御用掛→上田家惣扱
所

一紙

A406 〔算用〕記（2通） 一紙

A406 〔腰垣築直シ・内樋修繕等見積〕記 一紙

A406 〔烏帽子新開御用算用〕記 1. 6 佐伯郡小方村和田弘治→御用掛 一紙

A406 〔壮本力松受負分算用〕記 一紙

A406 〔新開腰石等普請算用帳〕 横長

A406 〔堤防絵図〕 一紙

A406 〔洪水凌方坪調仕様賃米見積書〕 木野邑 一紙

A406 〔烏帽子新開大畠尻悪水路ホリ上ケ人夫
仕出〕記

明治23. 7.18 大木丈次郎他→上田家内御用掛 一紙

A406 〔堤防修繕事業請負〕御請書 明治21. 8.10 小方村向島六兵衛他→小方村鳥
帽子新開御用掛

一紙

A406 〔修繕費受取〕証 明治20.10. 5 佐伯郡小方村和田弘治他→鳥帽
子新開上田家御用掛

一紙

A406 〔堤防修繕費受取書綴〕 明治20 →鳥帽子新開御用掛 綴

A406 〔烏帽子新開灘波樋破損ニ付〕技士御差
向方上申

明治31. 4 佐伯郡小方村長柴田等助→県知
事

一紙

A406 〔烏帽子新開修繕受負〕定約証（2通） 明治20 小方村壮本力松・谷岡坂次郎他
→鳥帽子新開御用掛

一紙

農林業

A407 烏帽子新開御取立中諸払扣 明治18.11～ 横長

A407 上田家所有地烏帽子新開毛上取調簿 明治19.11 御用掛 横長

A407 烏帽子新開作得米取立打分帳 明治19.12 和田弘作代政本弥作他 横長

A407 明治十九年戌秋取立帳　佐伯郡小方村烏
帽子新開

横長

A408 明治弐拾壱年子秋取立帳　佐伯郡小方村
烏帽子新開

横長

A408 明治廿六年度船入村小作麦取立帳 総扱所 横長

A408 明治三十年船入村小作麦取立帳 総扱所 横長

A408 明治三十三年度小作麦取立帳 総扱所 横長

A408 明治三十四年度小作麦取立帳 横長

A408 記　明治廿五年ト分御勘定 明治26. 1 田川与太郎→総扱所 一紙

A408 耕地小作之証 明治23.12 借主三木恵津一郎他→地主代理
福山藤作

一紙

A408 六町目御蔵屋鋪御茶屋之藪へ猪獅子参り
之一件　但仙石隼人殿 之手紙并返報共
扣

寛政12. 7 竪冊

A408 佐伯郡村々ニ而作り立候菜種を以燈油手
絞被仰付度御勘定奉行・郡奉行衆江贈答
控

慶応元. 5 竪冊
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A408 奴可・三上郡之内此方様御知行所之者不
埒筋有之咎方御有罪之御趣意を以申渡方
相済候段郡御奉行中 申来
※以上2冊合綴

慶応元. 8 竪冊

A408 〔明治二十六年決算記綴〕 明治27. 1.23 政本米蔵・大木種松→田中雄八
郎

綴

A408 〔明治二十年度大堤防土方工夫賃等勘定
記綴〕

明治22. 9 小方村政本米蔵他 綴

金融・貸借

A409 御下ケ模相之事ニ付鳥井九郎兵衛殿へ応
対書写し

宝暦14 竪冊

A409 奴可郡塩原村寸志銀指上申人別帖 明和 4. 2 庄屋藤三郎他→中川代右衛門他 横長

A409 奴可郡始終村寸志銀指上申人別帖 明和 4. 2 庄屋平二郎他→中川代右衛門他 横長

A409 奴可郡粟田村寸志銀差上申人別帖 明和 4. 2 庄屋甚次郎他→中川代右衛門他 横長

A409 寸志銀人名帳　大竹村 明和 4. 2 庄屋孫八他→中川代右衛門他 横長

A409 高田郡粟屋村寸志銀人別帖 明和 4. 2 庄屋庄左衛門他→中川代右衛門 横長

A409 高田郡秋町村寸志銀人別帖 明和 4. 2 庄屋庄左衛門他→中川代右衛門
他

横長

A409 〔田部多八仕切御用ニて登坂ニ付口上控〕 明和 9.10.晦 横長

A409 七帖之内　寺方
※以上8冊合綴

横長

A409 安永七戊戌年広嶋御用銀并寸志銀差上申
候人別帳

安永 7 横長

A409 広嶋御用銀・寸志銀請取書扣・割符書扣・
其外書付　三右衛門扣

安永 9. 1. 6 竪冊

A410 御借用銀御返納之趣申参候ニ付而御甘メ
并御掛模相之儀共小林十次郎殿江角馬応
対之一巻

寛政10. 4～ 竪冊

A410 北小路右京権大夫様 御無心筋有之御家
来井深主殿被差越候一件

天保12.12 竪冊

A410 北小路右京権大夫様より御無心筋有之御
家来井深市正被差越候一件

天保14.12 竪冊

A410 此度内裏御遷幸ニ付甘露寺様 御助勢之
儀申来候控
※以上3冊合綴

竪冊

A410 諸取替方へ払入銀口々御仕法年限并受払
御約帖

安政 4. 6 庄屋権左衛門他→村上左一郎他 竪冊

A410 御蔵払帳　明治元戊辰年分 明治 2. 8. 3 村田勘太郎→丸茂忠次郎他 竪冊

A411 大坂御借財帖 安政 2. 3～ 竪冊

A412 大坂御証文扣帳 嘉永 4. 8～明治元.11 切米方 竪冊

A412 公儀掛り御証文扣帖 嘉永 4. 8～明治 2. 6 竪冊

A413 大坂御屋□江御紙方勤番被仰付扣 文政 9～天保 2 横長

A412 古家頂戴物被仰付候衆中 文化 2. 9.22 横長

A413 〔家中支配ニ付諸達控〕 正徳5～享保 3 横長

A414 御一新ニ付御賞扣帖 明治 2 横長

A414 高歳鰥寡孤独孝子義民取約帖　佐伯郡 （明治 2） 横長

A414 東方孝子鰥寡孤独孝子義民取約メ帳 （明治 2） 横長

A414 長歳之者御目見控帳 明治元.12 横長
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A415 奴可郡粟田村御用銀人別帖〔断簡〕 享保13.11 庄屋平兵衛 竪冊

A415 高宮郡中筋・古市村寸志銀□□人別帳 明和 4. 2 庄屋小兵衛他→中川代右衛門他 竪冊

A415 関東筋川御普請御手伝御用ニ附組合村々
御用銀人別御請判形帖　佐伯郡割庄屋宮
内村与右衛門組合

明和 4. 4 割庄屋宮内村与右衛門→湯川市
右衛門他

竪冊

A415 関東川々御普請御手伝御用寸志銀人名帳
　大野・口谷尻村

明和 4. 2 庄屋三郎左衛門他→中川代右衛
門他

竪冊

A415 当村串戸新開築調入用村借書抜帳　佐伯
郡宮内村

嘉永 5.11 庄屋頼二他→中川良之助他 横長

A415 奴可郡山中村寸志銀差上申人別帖 明和 4. 2 庄屋平兵衛他→中川代右衛門他 横長

A415 三谷郡江田村寸志銀人別帖 明和 4. 2 庄屋九左衛門他→中川代右衛門
他

横長

A415 高田郡深瀬村寸志銀人別帖 明和 4. 2 庄屋幸七→中川代右衛門他 横長

A415 上田様調達銀御証書写并ニ総計 明治 5.11 泉屋芳兵衛 竪冊

A415 御証文之写 明治 5. 1 雑喉屋三郎右衛門 竪冊

A415 御証文写 吉野屋奥三郎 竪冊

A415 書上ケ御証文勘定書写 油屋新助 竪冊

A415 御証文写
※以上4冊合綴

吉屋富四郎 竪冊

A415 御証文写并勘定書共 明治元.11 泉屋次郎右衛門 竪冊

A415 御証文写
※以上2冊合綴

明治 5. 1.20 木津屋虎蔵→小方様役所 竪冊

A416・
417

〔借用金勘定帳〕 （明治） 横半

A418 古借済口事許 明治 8. 2～明治26.12 竪冊

A418 御邸内御貸家帖 明治17. 1～ 竪冊

A418 金銀請払帳 明治 5. 1～ 竪冊

A419 米金雑品受払惣勘定帖　明治十三年分 明治14.12 永田三代平他→計要所 竪冊

A419 明治十三年中金受払惣勘定帳 明治14 桑原覚兵衛他→計要所 竪冊

A419 明治十五年三月分御入費書貫帖 明治15. 4. 2 永田三代平他→計要所 竪冊

A419 明治十六年十一月分御歳入費書貫帖 明治16.12 永田三代平他→計要所 竪冊

A419 明治十八年十月分金受払勘定帳　諸用方
頭取

明治19. 9 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 八月分受払勘定帳　御作事掛 明治19. 9 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 八月分受払勘定帖　勘定方 明治19. 9.15 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 一月分受払勘定帳　勘定方 明治20. 2 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 十二月分金受払勘定帳 明治20. 1 桑原覚兵衛他→計要所 竪冊

A419 七月分金請払勘定帖 明治21. 8 桑原覚兵衛他→計要所 竪冊

A419 七月分受払勘定帳　勘定方 明治21. 8 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 九月分受払勘定帖　勘定方 明治21.10 新見岩蔵他→計要所 竪冊

A419 明治二十二年二月分勘定帳 明治22. 2 桑原覚兵衛他→計要所 竪冊

A419 金差引帖 明治22.10.19～ 竪冊

A419 八月分金受払勘定帖 明治21. 9 桑原覚兵衛他 竪冊

A420 神崎御旧邸地料家賃厚帳 明治30.10 総扱所 竪冊
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A420 御邸内貸地反別及該地料之控
※以上2冊合綴

明治29. 9 総扱所 竪冊

A420 家賃地料収入簿 明治36. 1 総扱所 竪冊

A420 〔請払帳〕 （明治40代初頭） 竪冊

A420 鳥目請払帳 竪冊

A420 〔借用証文〕（15通） 元禄16～元文元 一紙

A420 〔炭・紙先納銀請取証文〕（19通） 元禄13～正徳3 一紙

A420 〔用銀預り証文〕（22通） 元禄16～明治11 一紙

A420 御書判　御本書　明治二十三年十二月
廿日此書類返上ス〔原田伝十郎才覚銀上
納・扶持方頂戴書類他〕（1包〈1綴10通〉）

綴

A420 〔金・納米・銀札等預・居借・借用証文〕
（7通）

文政11・明治18他 一紙

A420 〔銀子預り・借用証文〕（9通） 正徳3～元文 3 一紙

A420 〔広島市水道公債引受申込承諾通知書他
証券関係書類・借家約束証書〕（14通）

明治11～30 一紙

A421 嘉永四年十二月当村串戸新開諸入用御郡 嘉永 4.12 庄屋儀兵衛他→口川良之助 一紙

A421 〔銀子預り・借用証文・米渡し切手〕（59
通）

元禄16～明治11 横長

A421 〔寸志銀米献納願書〕（6通） 一紙

A421 永納銀証文之事（3通） 天明 4・天明 8・文政 6 →雑喉屋・木津屋 一紙

A421 〔米渡し切手〕覚（2通） 文政12.12 岡才兵衛他→田坂左門他 一紙

A421 〔借銀証文〕覚 戌6. 5 ゑひや久左衛門 一紙

A421 〔米渡し切手〕（73通） 明治元.10～明治 2. 6 →桃井保衛他 一紙

A421 〔年貢米蔵納切手〕覚（20通） 辰10～12 福山均他→桃井保衛 一紙

A421 〔調達金下附一件綴〕 明治26 綴

商業・売買

A381 御召銀払扣帳 寛政12. 1～ 横長

A381 三上郡実留村百姓作右衛門麻苧御公料甲
奴郡亀ケ谷村利兵衛江売渡シ代銀滞候ニ
付口上書

寅7 百姓作右衛門他→庄屋孫左衛門
他→割庄屋嘉右衛門他

一紙

A381 口述書 明治10.12 一紙

A381 地所売渡交換定約証 明治13.10 山崎嘉平他→上田亀次郎 一紙

A381 定約書証（2通） 明治13. 9.24 山崎太四郎他→ 一紙

A381 地所売渡証 明治13.10 山崎嘉平他→上田亀次郎 一紙

A381 定約書証 明治13. 9 山崎嘉兵衛→桑原覚兵衛他 一紙

A381 定約証 明治24. 3.29 政本米蔵→上田亀次郎 一紙

A381 取為替定約証 明治24.11.13 宗盛庄三郎他→広島市河原町上
田亀次郎

竪冊

交通・運輸

A422 江戸 御関所御手形被建扣 寛文13. 1.20 竪冊

A422 無人嶋 今度便船ニ而帰着口書 （元文 4頃） 竪冊

A422 神崎下モ御船作事場御旧記写 元文 4・明和 6～7 竪冊
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A422 甲斐様御船奉行野崎嘉平太江安井群兵衛
返答申遺候案文也　但彼御方様御船作
事相済候段御案内之紙面来候付

寛延 4 竪冊

A422 来辰ノ年朝鮮人来聘ニ付御書通扣 延享 4. 9 竪冊

A422 〔御船板取曖ニ付扣〕 宝暦 3. 2～3 竪冊

A422 吉村文哲門人長崎表へ用事ニ付差遺候付
人馬継立之儀町御奉行中へ申立候節之扣

文政 5. 5 竪冊

A423 〔播州赤穂郡加里屋村野津屋長之助船光
塩丸遭難一件〕

安政 5～6 横長

A423 御使者ニ付福山久馬殿江戸表江被罷越道
中往来船中諸入用勘定帳

安政 6. 2 寺川清次郎→勘定所 竪冊

A423 〔岡山へ海路御越被遊候者御船之転漕之
儀舟手之もの共宿泊願書〕

1 一紙

A423 〔御船手若輩之もの共申答書〕 一紙

A423 日野様・北小路様江□□御見廻被進物其
外惣而霜月十五日御目付之分此度御飛脚
御差立ニ付御飛脚心得書

天明 4 竪冊

A423 〔東野村并沼田郡中調子村・東原村と寄
入用水井手床鼻堰方之義ニ付可部通船之
ものより願上一件行成り申上〕覚

巳5 庄屋恒太郎他→村方役所 一紙

A423 道中宿々上田主水定宿江之状 8 福山政義他→今次・川村林右衛
門他

一紙

A423 往還筋並木松植付之儀ニ附急御窺書附　
豊田郡下北方村

巳2. 6 庄屋和五郎他→中川惣右衛門他 一紙

A423 〔松平安芸守家来之者下仕女関書通行手
形申請ニ付〕覚

承応 2. 6.12 松平安芸守内近藤文右衛門他→
曽我丹波守他→人留役所

一紙

A423 〔往還筋並木植渡請書〕覚　佐伯郡大野
村

巳2.28 庄屋利助他 一紙

A423 〔路銀書付〕 9. 4～10. 8 一紙

A423 〔川越賃銭請取証文〕（7通） 巳9.12～9.29 一紙

A423 〔松平丹後守参勤途中安芸守御領分ニテ
御馳走ニ預候ニ付礼状〕

10.21 松平丹後守→安芸守 一紙

A423 〔大坂 江戸迄之路程及び定宿覚〕 横半

A423 〔川越賃銭并旅籠料請取証文〕（19通） 巳9. 4～11 一紙

寺社・宗教

A424 高橋平太福寿院江祈祷相頼候壱巻 竪冊

A424 〔高橋平太福寿院へ祈祷相頼申候儀ニ付〕
口演覚

辰3 満松院 竪冊

A424 〔厳島神社大鳥居再建ニ付御家中より寄
附壱巻

元文 3.12～元文 4. 6 竪冊

A425 厳嶋経堂修鋪銀寄□□ 寛延 2 竪冊

A425 厳嶋大鳥居建立 天明 2 竪冊

A425 厳島大鳥居再建ニ付御家中 寄附銀割合
帳

万延元. 5 竪冊

A425 厳嶋大鳥居再建事 安政 5. 6 竪冊

A425 厳嶋大鳥居寄進交名帖 万延元.11 竪冊

A426 此度不動尊之経像開眼之儀西福院江御頼
之一件

天明 8.10 竪冊
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A426 饒津大明神御勧請二葉山江御遷宮之一巻 天保 7. 5 竪冊

A426 御先祖様其外御方々様御神霊を御勧請壱
巻

明治 2.11 竪冊

A426 興正寺御門跡御内衆 御知行所玖波村道
場大等儀ニ付来状右御返趣扣

寛政元. 4 竪冊

A426 白神社宮司野上市佑 口演書差出シ候節
之扣

文政11. 2 竪冊

A426 白神社神主野上陸奥守五ケ寺並被仰付候
付御社参之節御作配振リ之扣
※以上2冊合綴

天保 7. 1 竪冊

A426 高野山於泰雲院御法号附之写　泰雲院
之状写し

寛政 7 竪冊

A426 高野山泰雲院へ御供并文通扣 延享 2～文政 7 竪冊

A426 高野山泰雲院焼失ニ付来状 慶応元. 3 竪冊

A427 神道事務分局下附書・達書扣 明治11. 9～明治12. 9 竪冊

A427 神社境内成願 明治18.12 広島区船入村持主上田譲翁代理
他→県令千田貞暁

綴

A427 正月廿五日禅林寺江御参詣被遊候節浅野
縫殿忍賀籠ニ而乗違被申候ニ付贈答扣　
但此乗違発端也

享和 3. 1 竪冊

A427 摂社成願 佐伯郡小方村浅方神社信徒総代
政木藤左衛門他→広島県令

竪冊

A427 明細書　広島県管下安芸国佐伯郡小方村
字烏帽子新開浅方神社

竪冊

A427 浅方神社御祭日記 明治36.10.21 横長

A427 神社創立ノ儀ニ付再願 明治19 浅方神社信徒惣代政木藤左衛門
他→広島県知事千代貞暁

一紙

A427 経堂御寄進銀請取壱通　大願寺 巳11.18 厳嶋大願寺 一紙

A427 厳島大明神大鳥居再興造立交名帖序 安政 5. 6 芸州厳島社本願大願寺現在亮学 一紙

A427 厳島大鳥居再建ニ付寄附 5.21 吉田半兵衛他→近木清三郎 一紙

A427 〔御宮へ御石焼籠被為遊ニ付御見分相済
之〕覚

7.11 庄屋要蔵他→武藤宇平次 一紙

A427 〔上田主水家頼宗門改〕覚（9通） 安永 3～天明 2 上田主水内吉田武太夫→ 一紙

A427 饒津神社之領収書入（1袋〈2通〉） 明治30 一紙

A427 〔明治三十三年分饒津神社々入社費決算
書〕

明治34. 3. 5 二葉山社務所 竪冊

A427 〔明治三十四年分饒津神社々入社費決算
書〕

明治35. 2. 5 二葉山社務所 竪冊

A427 野上唯人書翰
※御神田奉納麦代金受取ニ付

8.26 →上田 一紙

A427 〔明治三十一年分饒津神社々入金・社費
決算書〕

明治32. 2 二葉山社務所 竪冊

A428 〔祠堂銀預り〕覚 嘉永 5.12 倉田久馬允他→双照院不染主 一紙

A428 〔金受取〕証 明治11. 2.28 田野浦村双照院住職田坂大雄→
上田亀次郎

一紙

A428 〔預ケ金証書覚〕 一紙

A428 〔別顕銀御返却受取〕証 明治11. 2.28 田野浦村双照院他→上田亀次郎 一紙

A428 〔起請文〕（72通） 元禄 6～文久 3 一紙
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A428 〔預り銀〕覚 文政13.12 高橋平太他→東野村庄屋伝兵衛
他

一紙

A428 青龍院院家ニ被仰付寂場院之宝御預ニ付
書状御到来之扣

文政 6 竪冊

A428 青龍院御走飾御隠居後往被低出書状御到
来之扣
※以上2冊合綴

弘化 3. 1 竪冊

A428 厳嶋経堂就修補寄附 11.16 林丹次他→伴惣兵衛 一紙

A428 御墓所設計〔関係書類〕　其他御供物控
（1袋〈2冊5通〉）

明治40. 2 袋

習俗・行楽

A429 御巻様御縁組御婚礼 享保19. 2～享保20. 6 竪冊

A429 温恵院様御逝去之一巻 天保 7. 7.12～ 竪冊

A429 ◦御一家様方江之御返書 （天保 7）

A429 ◦御家中へ之御返書 （天保 7）

A429 浅野主計殿方ニ而安定公御実方之御妹女
御病死ニ付半減之御服忌被為請候付御達
書付并御忌明御返礼之口上書等扣

文政13.閏3 御書方 横長

A429 全寿院殿・了諦院殿御位牌之儀ニ付津田
様衆へ尋参り候扣

文政12. 7 竪冊

A429 新庄山江御登後藤松眠宅江御腰被懸候節
被下物等之扣

文政 5. 4 竪冊

A429 国泰寺江御拝参之節法嗣御返り不申上候
付手紙を以聞合させ候事

文政 2.11 竪冊

A429 殿様御掛物御覧被遊候一件 文政元. 5.18 竪冊

A429 御膳椀殿様御覧被遊候事 文化11. 6～ 竪冊

A429 御前奥一学殿庭為御見物御立寄被遊候扣 文政 3. 5 竪冊

A429 己斐村小川恭意を別荘江御前御出被遊候
扣
※以上2冊合綴

文化 9～12 竪冊

A430～
432

温恵院様御逝去一巻・御一周忌御法事扣 天保 7. 7～天保 8. 7 竪冊

A433 少将様御船屋鋪江御成之扣　二帖之内 文化 5. 8～文化 9. 3 竪冊

A433 御掛物右京様御内覧被遊候事 文化 3. 5 竪冊

A433 少将様神崎御船屋鋪江御立寄被遊候壱巻
　弐帖之内

文化元～4 竪冊

A434 御掛物御内々殿様御覧ニ被差出候扣　尚
翌正月雪村之龍一箱被差出候一巻

寛政13.12～寛政14. 1 竪冊

A434 御泉水御庭従少将様此御方様御両殿様讃
岐様御拝見被仰付候節一巻

寛政12.10 竪冊

A434 此御方様御泉水江被召候一件 文化15. 4 竪冊

A434 少将様ヨリ御泉水江被為召御前御出被遊
候壱巻
※以上3冊合綴

文化 2. 9 竪冊

A435 幾三郎様御前髪被為執候一巻 寛政 6.11.15 竪冊

A435 幾三郎様御前髪被為執候節之御目録扣 竪冊

A435 松平近江守様水内為御入浴此許江被成御
座度御願済爰元御年寄衆 御連手紙　壱
巻

天明 6. 8.26 竪冊
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A435 若殿様御元服一巻・御前髪一巻 天明 9. 1～5 竪冊

A435 若殿様月次五節句御出仕御伺并御袖留被
遊候一巻

天明 8.12・天明 9. 1 竪冊

A435 外守様御病気御全快之御祈祷厳嶋所仲良
へ御頼被遊并白神陸奥守江茂御頼被遊候
扣

天明 5. 1. 4 竪冊

A435 外守様御病死ニ付此御方様半減之御忌服
御請被遊依之御達事并御用番御頼被遊御
音信御使者御使等被遣候扣
※以上2冊合綴

天明 5. 2～3 竪冊

A435 於多喜様厳嶋御渡海被遊候節之扣 天明 3. 6 竪冊

A435 厳嶋御社参被遊候之節諸事取計事　但御
公用者別帳ニ有之

天明 3. 4 竪冊

A435 厳嶋御神社参御公用之分 天明 3. 4 竪冊

A436 御師匠中死去之節御香奠被遣候扣 明和 9～慶応 3 竪冊

A436 大野村江御墓参之扣 明和 2. 5～ 竪冊

A436 浅野蔵人様・浅野内記様御病死ニ付御半
減之御服忌被為請被仰達其外扣とも

宝暦10.10～11 竪冊

A436 大通院様拾三回御忌御法事ニ付江戸表江
之御香奠浅野蔵人様江御頼之扣

宝暦 6. 9 竪冊

A436 大通院様五拾回御忌被為当候付御内々御
香奠御備被遊右ニ付青山ニ而松村与右衛
門殿父子江御頼被遣候扣

寛政 5. 7 竪冊

A436 近江守様御先祖泰潤院様御廟所江大雲院
様御在世中御石燈籠御献備被置候処江
戸大火ニ而焼失ニ付沖種左衛門殿 申参
又々御献備候事
※以上3冊合綴

嘉永 3. 8 竪冊

A436 義珍公御逝去被遊候節扣　御遣物被遊并
御返礼等一巻

宝暦 5. 8.19 竪冊

A437 有馬中務太輔様厳嶋御社参ニ付此方様御
加子之者御雇之儀申参返答共扣

元文 4. 5 竪冊

A437 御鎧之御祝ひ被下候儀御家中江御触廻状
其外覚書之扣

享保 2～3 竪冊

A437 今早朝厳嶋江御社参行烈御持鎗御長柄御
竪笠対御挾箱御供方

元禄12. 4.27 竪冊

A437 中嶋周意書翰 3.18 →福山嘉内 一紙

A437 〔中嶋周意老御招事献立〕 一紙

A437 〔御結納受取并に初立御道具受取ニ付書
付控〕

横長

A437 〔先祖大祭神事執行一件〕 竪冊

A437 染付御水指殿様御覧被遊候扣 竪冊

A437 御奥様御平常本御供建 横長

A437 此度方様江上々様方御代香之衆忍駕籠ニ
而御行違被申上候様之儀御取計振豊後様
衆江尋参候扣

文久元. 9 横長

A437 御能御見物一巻 寛政 5～天保15 御書方 一紙

A437 〔相撲作法書〕 一紙

A437 御服沙御膳三汁七草御献立 一紙

A438 於新御屋敷御囲御会席 10.28 一紙
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A438 〔年中着服書付〕 一紙

A438 〔装束目録〕覚 午2 御納戸→御用所 一紙

A438 〔馬并馬具御下ケ被為遣ニ付請書〕覚 辰11.19 頭庄屋中筋村・古市村伴右衛門
→高田佐兵衛

一紙

A438 〔馬并馬具御下ケ被為遣ニ付請書〕覚 6. 1 頭庄屋大野村利助→武藤弁二 一紙

A438 〔紋服図〕 一紙

A438 西東相撲取大集　一 安永 3. 5 竪冊

A438 長谷部国信小脇差拵目録 一紙

A438 〔大刀拵目録〕覚 一紙

A438 〔軸物目録〕 一紙

A438 覚八郎へ相渡〔小道具〕覚 一紙

A438 〔衣類注文〕覚 辰8 納戸方→御用所 一紙

A438 〔婚礼道具目録〕覚 横長

A438 〔衣類注文〕覚 子9 納戸方→御用所 一紙

A438 〔御嗜用御注文〕覚 巳8 納戸方→御用所 一紙

A438 〔衣類注文〕覚（1包〈3通〉） 午春 一紙

A438 〔衣類注文〕覚 明和 9. 8 納戸方→御用所 一紙

A438 〔結納・贈答目録〕覚 一紙

A438 〔御満様婚礼道具目録〕覚 享保14 一紙

A438 某書翰
※御細工一覧に付

4.15 →上田主水 一紙

A438 御酌其外諸式御伺書 大橋良治 竪冊

A439 御初立御道具入組目録帖 横長

A439 御露地御蔵御能装束并小道具・御鞠装束
并御鞠

天保 3.10 御納戸 竪冊

A439 御香道具類・御書物類 寛政10. 5 竪冊

A439 御手道具類 寛政10. 5 竪冊

A439 衣装道具帳 竪冊

A439 〔御婚礼御当日并御五日目迄〕御床餝 横長

A439 御祝用御夜具帳　御役所扣 横長

A439 御祝用御夜具帖 横長

A439 御召物・御夜具・御道具入組扣　扣之分 横長

A439 焼物類部〔目録〕 横長

A439 夏冬御召物扣 明和 6. 7 横長

A439 御端物帖　古帳 明和 3. 6 竪冊

A440 節山様御逝去扣 明和 5. 8 竪冊

A440 御行列写 横長

A440 〔葬儀行列書上帳〕 横長

A440 〔葬儀役割書上帳〕 2.14 横長

A440 遠江様之御奥様三原におゐて御逝去被遊
候節書類扣

安政 5. 9.17 竪冊
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A440 此御方様并他国御一門様方御年回之節御
備物覚書　御吉事ニ付同断

安政 5. 7 竪冊

A440 御並様御乗馬於御泉水殿様御覧被遊候控 弘化 3. 5.25 竪冊

A440 於新様・於倍様厳嶋江御渡海之書類 弘化 3. 9 竪冊

A441 於三穂様御出立御行列書 横長

A441 萩ニ而於三穂様御入輿御行列 横長

A441 御入輿之節御行列書 横長

A441 御婚礼御規式御仕組帳 12.15 横長

A441 於倍様御引越御当日御規式并御膝直し御
出被遊御聟入之節御規式帖

横長

A441 長浜御着 御三ツ目迄之頭書 横長

A441 〔結納祝儀に付日向守様他江口上覚〕 宝暦12. 8.26 一紙

A441 某書翰
※妹縁組に付

10. 3 →伊木豊後他 一紙

A441 上田主水書翰
※御祝儀進贈に付

9.28 →多胡篤之助 一紙

A441 上田主水書翰
※右京様御女子と縁組に付

2.12 →今北保左衛門 一紙

A442 於倍様御義浅野大和様御縁組一巻 天保15. 8～弘化 3. 9 竪冊

A442 〔町新開并近在之内角力辻能其外見物所
有之節目付類見廻ニ付書付控〕

戌10 竪冊

A442 〔家中処罰申渡控〕
※以上3冊合綴

文化 6. 3～文化11.11 竪冊

A443 承応弐年重次公御妹女様石州浜田江御婚
礼之事・古備前守様後御奥様之御事

享保14 竪冊

A443 於順様御出船前日以後共諸事覚帖　山下
様供罷越被申留守中覚扣

文化 5. 8 高嶋源次郎 横長

A443 一条右大臣様諸事中 此御方様御名ニ而
殿様江御縁組御頼事申来候御来状御返報
之扣

文化 4～5 竪冊

A443 〔若殿様御縁組御結納ニ付一巻〕 天明 8～寛政元 竪冊

A443 多喜姫様御縁組御婚礼御整被遊候壱巻 天保 4. 4～10 竪冊

A443 御用人安井百右衛門殿御供御頼之御目録
相調候扣
※以上2冊合綴

天明 4.10 竪冊

A444 〔備後表他代金勘定帳断簡〕 横長

A444 〔脇差他勘定帳断簡〕 文政 4.12～文政 5. 1 横長

A444 芍薬直段付 11.11 植木屋清兵衛 横長

A444 〔茶道具控〕 横長

A444 御能組 一紙

A444 御猟方渡網類数帳 享和 2.10～ 横長

A444 北小路様之御簾中様御附女中岩瀬讃州金
毘羅江社参爰元へ罷越御屋形江茂罷出候
節之扣

寛政13. 2 竪冊

A444 〔衣服注文〕覚 午8 納戸方→御用所 一紙

A444 〔衣服注文〕覚 亥3 納戸方→御用所 一紙

A444 〔衣服注文下書〕覚 未2 納戸方→御用所 一紙
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A444 〔木綿馬木請取〕覚 6. 1 厨→村方役所 一紙

A444 〔衣服注文下書〕覚 午8 納戸方→御用所 一紙

A444 〔調度注文書下書〕覚 午8 納戸方→役所 一紙

A444 〔衣服注文下書〕覚（1包〈2通〉） 明和 4.閏9 納戸方→役所 一紙

A444 〔衣服注文下書〕覚（1包〈2通〉） 明和 8. 5.17 納戸（方）→御用所 一紙

A444 〔衣服注文〕覚 子9 納戸（方）→御用所 一紙

A444 〔衣服他注文写〕覚 子3 納戸（方）→御用所 一紙

A444 〔衣服注文〕覚（2通） 巳8 納戸（方）→御用所 一紙

A444 〔献上・拝領覚〕 4.27 一紙

A444 〔雲次刀等拵目録〕覚 一紙

A444 〔高田刀拵目録〕覚 一紙

A444 〔刀拵目録〕覚 一紙

A444 〔摺上高田拵目録〕覚 一紙

A444 〔雲重刀拵目録〕覚 一紙

A444 〔備前雲生刀拵目録〕覚 一紙

A444 〔信国小脇差拵目録〕覚 一紙

A444 信国小脇差拵目録 一紙

A444 長州安吉小脇差拵目録 一紙

A444 〔小脇差拵目録〕覚 一紙

A444 芍薬上々新花類　花形付・直段付 丑10 横長

A444 上方牡丹名寄帳 竪冊

A444 〔能番組〕 一紙

A444 此御方様御能面殿様御覧被遊候一件 文化11. 8 竪冊

A444 久野弘殿横田又兵衛殿御数寄屋へ御招御
茶事之一件

文政 3. 2 一紙

A444 茶〔短歌〕 一紙

A444 〔茶会道具目録〕 一紙

A444 御茶道諸品諸請取通 文久元.12～ 吟味役・勘定所 横長

A445 安定公厳島石風呂へ御入浴御達其外共扣 天保15. 3 竪冊

A445 御聟入之節御祝盃之御次第・御膝直し 横長

A445 御当座御法事頭書 横長

A445 遠江様之御奥様於三原御逝去被遊候節御
返礼

安政 5.10 横長

A445 中根様ニ而教信院様御逝去一巻 弘化 2. 8 竪冊

A445 石州多胡様之御奥様御逝去之節書類控 文化15. 2～ 御書方 竪冊

A445 浅野蔵人殿御死去ニ付御達振り等之控 宝暦10.10.14～ 竪冊

A445 義珍公御逝去被遊候節扣 宝暦 5. 8.19 竪冊

A445 権現様御百年忌通御祭礼行列記 正徳 5. 9.17 横長

A446 神崎御屋形江堀氏・鳥居氏・西川氏・西
村氏御招被遊候一件

安永 3. 4.23 竪冊

A446 明治三庚午年頭御礼帖 明治 3 横長

258



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 三原市／三原市立図書館（上田家文書）（P04�4–1）

A446 お満様御縁組事ニ付要人 御贈物御目録
扣

横長

A446 四月二十六日松平加賀守亭江被為成被下
物献上物之覚

4.26 横長

A446 〔婚礼祝儀目録控〕 上田主水 横長

A446 〔目録〕 一紙

A446 〔吉井柄刀拵目録〕覚 一紙

A446 御文通之節御目録扣 天明 4. 7 上田主水安虎 一紙

A446 お順様直船御歓従甲斐様来ル目録 文化 5 一紙

A446 安敦公御家督ニ付御祝物〔目録〕 安政 4. 3 一紙

A446 〔目録〕（2通） 一紙

A446 〔御目見之節進上目録〕 寛政 6. 2. 3 上田幾三郎安世 一紙

A446 〔目録〕 丑2.17 上田主水安世 一紙

A446 木阿弥光通書翰
※西条枝柿進上に付

1.19 →上田主水 折紙

A446 福山嘉内・吉田半兵衛連名書翰 →森脇平兵衛他 折紙

A446 安敦公御家続之節御答礼之御状 安政 4. 5.20 長江刑部 一紙

A446 福山嘉内・吉田半兵衛連署書翰（3通）
※寒中見舞

寛政12.12. 7・
寛政11.12.15・
寛政11.12.10

→森脇平兵衛他 一紙

A446 桜井清兵衛・福山嘉内連署書翰（3通）
※寒気見舞

文化 6.12.11・
文化 6.12.26・
享和 3.12.15

折紙

A446 桜井清兵衛・福山嘉内連署書翰
※暑気見舞

6.21 →目加田新兵衛他 一紙

A446 〔代替御暇拝領御礼献上ニ付口上控〕 →土屋相模守他 一紙

A446 〔御暇拝領ニ付〕覚 一紙

A446 弓削主馬書翰
※改年祝詞

1.12 →上田主水 一紙

A446 〔衣服型紙〕 一紙

A447 御向御茶湯道具類 竪冊

A447 〔道具類行列〕 横長

A447 辻並次書翰
※婚礼後酒宴招待状

1.25 →岸本弥平次 一紙

A447 〔蒲団柄下絵〕 一紙

A447 〔御召用の丹後嶋等納入期限ニ付〕覚 巳10.15 藤井喜太夫→三柄屋勘兵衛 一紙

A447 〔衣服注文〕覚 丑2 納戸方→御用所 一紙

A447 上田主水書翰
※新陽祝詞礼状

1. 4 →吉川監物 一紙

A447 〔三棚小道具入組書上〕 一紙

A447 〔唐桑木地箱入組道具書上〕 一紙

A447 〔御品料目録〕（8包） 一紙

A447 御心易キ先々江御勤事 明治 5. 1～9 竪冊

A447 御両家様江御勤事 明治 5. 1～8 竪冊
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A447 御由緒先江御勤事
※以上3冊合綴

明治 5. 1～ 竪冊

A447 御前御病気ニ付御届書扣并ニ小書付入
〔包紙のみ〕

明治 9. 8 一紙

A447 岩国厳島辺江御出被遊候間御出帰諸入用
帳

明治12. 5 竪冊

A447 〔将校御賄予定表〕 6.29～7. 8 竪冊

A447 御二代重政公二百五十年祭略記 明治32. 3 横長

A447 第五師団宿舎営ニ付諸買物記 明治33. 7.27～
明治33. 7.24

横長

A447 有格院御五十年祭御執行控 明治38. 7. 1 横長

A447 道具取調仮控帳 明治42. 9 総扱所 横長

A447 明治三十二年五月七日上田家ニ於テ流租
宗固翁追福之茶事

横長

A447 奉納謡番組 明治28. 6. 1 一紙

A447 〔第五師団勝生隊第二中隊〕宿泊賄 明治33. 7. 8 上田亀次郎執事田中雄八郎 竪冊

A448 於喜美様御延生御次第 明治14. 8 横長

A448 御前道后温泉御出被遊候ニ付御入費日記
受取証書入（1袋〈1冊8通〉）

明治23. 5.21 林俊造 袋

A448 温泉道中日記 明治23. 5.21～
明治23. 6. 2

手控林俊造 横半

A448 西京へ御出御入費支払受取証一巻 明治24.10 御供主位林俊造 綴

A448 上々様御上京御入費日記 明治24. 9～10 横半

A448 御奥様御快気御祝及ヒ浜子様御髪置御祝
御次第扣

明治25. 6 横長

A448 御隠居様御年賀御祝御次第 明治13. 3 横長

A448 故譲翁様五年忌祭御次第書 明治25.11 横長

A448 安節公四十年祭略記 明治28. 6 横長

A448 奉納謡番組 明治28. 6. 1 一紙

A448 清涼公弐百五拾年正当法事ニ付禅林寺ニ
於参詣ノ人名帖

明治32.11.30 横長

A448 安虎公百年祭・義敷公百五十年祭合併祭
記

明治35. 5.25 横長

A448 重安公二百五十年祭ニ付同集会員来集人
名帳

明治32. 5. 1 横長

A448 御先祖様二百五十年御正当ニ付御茶会之
記

明治32. 5. 7 横長

A448 第二師団工兵大二隊第三中隊舎営賄献立
控

明治37. 2.21 総扱所 横長

学芸・医療

A449 極位書図　六匁玉四尺五寸及筒 天文23.11.24 佐々木少輔治郎義国→稲留相模
守

一紙

A449 〔大坪流馬術秘術皆伝書〕 文化 8. 9 大坪式部大夫他 一紙

A449 小屋相図流星手鑑　定法全
※嘉永 4年8月写

竪冊

A449 分割星積 天文23.11.24 佐々木少輔治郎義国→稲留相模
守

一紙
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A449 〔的照準覚書〕 一紙

A449 〔ためし極置候書〕 一紙

A449 三十二相筒かための書 慶長10. 2 稲留一声理斎 一紙

A449 此度鉄炮師横田平次御鉄炮組御抱新筒御
張せ被遊并御家中之輩 申付候節共鉄炮
宗旨改奉行中江駈合扣

寛政 8. 5 竪冊

A449 昼夜号相図火術ノ要 竪冊

A449 江州愛智郡畑田村上田宗古城跡之覚書 享保 6. 1 横長

A449 甕城図 一紙

A449 射場入之次第 横長

A449 〔行列次第〕定 一紙

A450 出陣前惣軍江出相図之定 竪冊

A450 此方様御入組殿様御覧被遊度思召ニ付御
差出被成候様大御目付野村権介殿 被申
上候ニ付同廿一日八島外守殿へ山村静登
持参被仰付候扣

元治元. 8 一紙

A450 惣御備組略図 文久 2. 6 一紙

A450 〔御出陣〕留守警固 一紙

A450 螺太鼓相図次第書 一紙

A450 〔御備組図面〕（3枚）
※以上2通3枚袋入

一紙

A450 御前甲州流軍学御入門事書類 安政 3.11 竪冊

A450 軍法密書 竪冊

A450 佐嶋流小具足着法弁 一紙

A450 加藤清政公対馬 朝鮮目当之図 一紙

A451 諸役所御武器出入控帳 慶応 3. 1～ 武具役所 竪冊

A451 向武具蔵武器目録帳 慶応 2. 5 武具役所 竪冊

A451 六町目武具蔵武器目録帳 慶応 2. 5 武具役所 竪冊

A452 御武具修覆并新出来納置覚扣 寛政 5. 6.26 竪冊

A452 御軍用御道具一巻帳 竪冊

A452 御向御蔵御軍用御道具帖　二階下タ之分 竪冊

A452 六丁目御武具蔵御軍用御道具帳　二階北
南

竪冊

A453 御向御蔵御軍用御道具帖　二階之分 竪冊

A453 御猟道具類 竪冊

A453 御猟道具類 寛政10. 5 竪冊

A453 御箪司入組 竪冊

A454 御馬具改帳 卯11 竪冊

A454 御馬具受取通 慶応 3.11 武具役所 横長

A454 御馬具帳 慶応 3.11 竪冊

A454 御馬具類 寛政10. 5 竪冊

A454 本帳之内書抜　御馬屋・御小納戸江出し
置御馬具手扣帳

寛政 5. 4 竪冊
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A454 御改革御役々差物
※慶応 3年1月17日写

竪冊

A454 御旗極意伝書 竪冊

A454 御旗法・御竿法・御道具類 竪冊

A454 御旗伝書 竪冊

A454 御旗差形相図書 竪冊

A454 十番ヨリ十三番迄御甲帖 天保13. 5 竪冊

A455 一番ヨリ九番御具足帖 天保13. 5 竪冊

A455 西洋武器目録帳 慶応 2. 5 武具役所 竪冊

A455 御弓類・御矢并御箆 寛政10. 5 竪冊

A455 馬之進様御腰物御拵附帖 天保 6. 1 御附小納戸 竪冊

A455 御直調御大小類 寛政10. 5 竪冊

A455 御成之節御刀御拵控
※宝暦 9年3月写

竪冊

A455 末ノ包永御刀折紙 貞享 4. 7. 3 本阿 折紙

A455 〔則房刀購入〕覚 竪冊

A456 石州邑智郡築瀬村尾原玄隆と申者吉村文
哲門人ニ相成医術修行仕度由三ケ年之間
同人方逗留仕せ度依之文哲 願ひ之趣ニ
付大御目付中へ駈合扣并御代官中江之駈
合共

享和 2. 9～安政 5. 2 竪冊

A457 年々改正年表一覧 文久 4 群玉堂 刊

A457 古韻〔連歌〕 一紙

A457 吉益主馬書翰
※金瘡の書書写に付

2. 5 →上田主水 一紙

A457 〔薬調合〕聞書方 竪冊

A457 若殿様御疱瘡一巻 安永 7.12.15～
安永 8. 1.24

竪冊

A457 〔後藤祐乗家系図〕 一紙

A457 〔天皇即位寿文〕 一紙

A457 〔松平定信和歌之一軸由来〕 文化10. 2 頼惟完 一紙

A457 〔屏風之色紙短冊配置図説〕 竪冊

A457 須磨景略図 一紙

A457 新居之渡ヨリ富士山ヲ望ミ候図 一紙

A457 〔三井寺并瀬田より琵琶湖眺望図〕 明治 2. 8.20 一紙

A457 〔時計図〕 一紙

A457 〔安節言帰諱名〕考証 嘉永 6.12 山口直方 一紙

A457 〔累乗計算用表〕 安政 5. 1.21 一紙

A457 陰陽気候 一紙

A457 玉光集　春香随筆 春香 竪冊

A457 〔源氏物語　かがり火之巻 竪冊

A457 〔和歌〕（8枚） 一紙

A457 〔俳諧短冊〕（29枚） 一紙

262



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 三原市／三原市立図書館（上田家文書）（P04�4–1）

A457 〔和歌短冊〕（89枚） 一紙

A458 〔和歌集〕 天保11.10～天保12. 9 横長

A458 詠草　小野源道香点 源安敦 横長

A458 白亀詞篇 嘉永 2.12 三宅春齢 竪冊

A458 写詠 竪冊

A458 御詠 寛文 7～10 竪冊

A459 詠草 春香 竪冊

A459 詠草
※以上2冊合綴

春の香 竪冊

A459 浅野右近忠敬詠草写 横長

A459 日野様江歌道入門之扣 天明 4 竪冊

A460 〔書状案文集〕 横長

A460 用文章草案 直道（直方写） 横長

A460 御書物目録帖　二之巻 竪冊

A461 告志篇
※天保13年仲秋写

野村貞固写 竪冊

A461 厚総問答　全 文化13. 3.21 沼田逸平次 竪冊

A461 介右記仁・義・礼・信（4冊） 安永10. 3 竪冊

A462 南郭先生文集三編巻之三 服元喬子遷 竪冊

A462 〔漢詩詠草〕（26枚） 一紙

A462 漫筆 横長

A462 温泉紀行 明治20 横長

家

A463 都而御達書江御開届之寄せ 明治 5. 3～明治 7. 3 竪冊

A463 〔御当地へ鴻地善右衛門父子罷下候一巻 享保14. 9～閏9 竪冊

A463 御当地江播磨屋十左衛門・広嶋屋八兵衛
罷下候一巻

宝暦元. 6 竪冊

A463 江戸御役者高安彦太郎御当地へ罷越候節
之扣

宝暦 7 竪冊

A463 江川庄左衛門罷下御並様方御答礼扣 明和 3. 6 竪冊

A463 鴻地善右衛門御当地江罷下り候壱巻 明和 6. 9～10 竪冊

A463 鴻地善右衛門此度御当地江罷下リ候ニ付
此方様之御数寄屋拝見仕度段願出候ニ付
御見せ被成候節鴻

竪冊

A463 此度京都町人河井十右衛門御当地江罷下
り候ニ付御勤向甲斐様衆御聞合

明和 6.12 竪冊

A463 長崎町人中尾久右衛門御玄関江罷出候節
之御扣

明和 7. 2・天明 6. 2 竪冊

A463 大坂御屋敷御名代大坂惣町年寄江川庄左
衛門罷下候ニ付先例之通ニ此御方様も罷
出候様并石州大森御用聞川北弥右衛門同
人忰潤右衛門罷越候ニ付是又此御方様江
罷出候扣共

天保11. 3 竪冊

A463 石州大森御用聞町人川北弥右衛門同人忰
潤右衛門此度爰許江罷越候ニ付此御方様
江も罷出候扣

天保11. 3 竪冊
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A463 長崎町人江崎卯三郎御用聞被仰付御玄関
江罷出候節之扣
※以上11冊合綴

弘化 5. 3 竪冊

A464 紀伊守様衆先祖書 元禄 4～5 竪冊

A464 浅野三左衛門組先祖書 元禄 4 竪冊

A464 元禄 4 竪冊

A464 岡田右右衛門組先祖書 元禄 4 竪冊

A465 騎馬弓高田三郎左衛門組〔先祖書〕 元禄 4 竪冊

A465 原新助組小姓組〔先祖書〕 （元禄 4） 竪冊

A465 勘定所取集中小姓先祖書 元禄 4 竪冊

A465 伴十郎兵衛組先祖書 元禄 5. 8 竪冊

A465 岡本修理組先祖書 元禄 4 竪冊

A465 〔寺西勝佐組先祖書〕
※以上2冊合綴

元禄13 竪冊

A465 尾州宮本陣森田八郎右衛門居宅類焼御仕
向扣

宝暦 4. 2 竪冊

A465 〔上田譲翁〕御履歴并御家政概略扣 竪冊

A466 御間銀之内払扣 寛政11. 5.12 津嶋弥助他 横長

A466 御遊猟諸品請取物扣帳 文政 7. 1 小納所 横長

A466 月勘定帖 安政 4. 3 御台所 横長

A466 御家老職御廃止准一級被為蒙仰候扣 明治 2.10 竪冊

A466 御家中駕籠願御差免御達一巻　附被仰出
御聞合等之扣

正徳4～明和 3 竪冊

A467 諸品請取帳　諸用方 明治 4. 5 横長

A468・
469

右京様御召被遊竹御丸江御前御宇衛様御
出被遊扣

天保 5. 2～ 竪冊

A469 於江戸御同家様衆 此御方之御系譜之内
廉々尋合申来候一件

弘化 3 竪冊

A470 御到来金銀請帖 嘉永 4. 6～安政 7 竪冊

A470 御奥向御供付〔人数等書上〕 ～宝暦13. 4.26 竪冊

A470 〔中根求馬〕親類書 巻子

A470 中根様 来ル親類書 横長

A470 〔政務ニ付申上ル書付〕 9. 8 山口直養 巻子

A470 〔御屋形廻り等ニ付乍恐心附廉御側衆迄
奉申上候書付〕

文化 8. 5 中村登弥 横長

A470 往還並木松植付之義ニ付御内意并御用懸
り役人共 内意触書共写シ

1.27 彦七他 一紙

A471 北小路様御勝手向之義ニ付日野様衆 御
無心事扣

文政 7. 1 岸本弥太夫他→石井右衛門尉他 竪冊

A471 御本屋鋪御銀蔵江金銀鳥目納帖 嘉永 4. 9～明治 2 用人横関新兵衛他・勘定奉行丹
羽正司他

竪冊

A471 於信様御引越被遊候ニ付御取引振大屋善
右衛門江中村五郎右衛門 駈合頭書之書
試

横長

A471 御引越之節凡御次第之廉々　於貞様予州
大洲江御婚礼ニ付御打合之廉草稿

天保 8 横長
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A471 西来院様・弥吉様其外御子様方御花畠江
御引越被成候節扣

享保11 竪冊

A472 御道具目録帖　御台所 慶応 3.10 竪冊

A472 於艶様御召物類入組帳 竪冊

A473 御蔵ニ出居候御道具 寛政10. 5 竪冊

A473 御向御蔵御能装束并小道具・御鞠御装束
并御鞠

寛政10. 5 竪冊

A473 御向御蔵諸事御道具類 寛政10. 5 竪冊

A473 御露地御蔵小道具類 天保 3.10 竪冊

A474 〔馬術書物・碁目録〕 竪冊

A474 〔御道具帖〕 寛政13 小納戸 竪冊

A474 御道具帳 竪冊

A475 於君様御婚儀ニ付臨時御入費支払帳 明治28. 9 竪冊

A475 於君様御婚儀ニ付臨時御入費領収書綴込 明治28. 9 惣扱所 竪冊

A475 於君様御縁組一巻之扣
※以上3冊袋入

明治28 竪冊

A476 浅野内記様之御養子浅野舎人様於江戸御
病気御養生御叶不被成御死去壱巻

宝暦 7. 9. 7 竪冊

A476 六月廿二日御結納御祝儀御出来被成候付
御一門様方江御吹聴被仰進候控

竪冊

A476 今般御縁組之儀今日首尾能被仰出御同前
忝儀思召候幾久敷御取繕可被成与御大慶
思召候右御吹調以御使者被仰進候

11 竪冊

A476 今般御婚姻次第書 明治18.11 横長

A476 御婚儀ニ付御臨時金受帳 明治21. 9 御用掛 横長

A476 定義様御延生御次第書 明治11. 5 横長

A476 先年正賢院様御服権六殿御姓ニ而被召出
其子息縫殿殿御腰之節之訳合天野重次郎
殿 内尋有之一件

文化 3 竪冊

A476 於君様山田殿エ御入嫁御祝用記 明治41. 2.28 横長

A476 池田右膳書翰
※婚姻祝儀に付

4.15 →上田主水 折紙

A476 大野庸祇・中野吉教書翰
※後室様御遠行に付

11.19 →大野隆平他 折紙

A476 〔婚姻祝儀進上ニ付〕口上 2 吉田十兵衛 一紙

A476 〔結納進贈ニ付〕口上 11 一紙

A476 〔小脇差注文〕覚 一紙

A476 木村数馬他書翰
※北小路家借用依頼

10.20 →吉田武左衛門他 一紙

A476 上田安定書翰
※家督祝儀に付

閏9.13 →長江刑部 折紙

A476 〔結納一件断簡〕 竪冊

A477 御前御隠居龍之助様江御家督御願被遊候
御次第

横長

A477 故譲翁様御三年祭之扣 明治23.11 横長

A477 量宏様御延生御次第 明治12. 9 横長
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A477 故譲翁様御十年祭略記 明治30.11 横長

A477 此度殿様御供ニ而定府中嶋周意を爰許江
被相越候節之扣

寛政 7. 5 竪冊

A477 此度殿様御供ニ而中嶋周意を爰許被罷越
候節之扣
※以上2冊合綴

寛政12 竪冊

A477 安世公御家督初而小方江御越被仰込御発
駕并御帰館被遊少将様江御内々御指上物
扣

文化 4～5 竪冊

A477 北小路様御内滝川要人 於京都浅尾弥四
郎此御方様江御用聞之儀頼来候扣

文政 6.10 竪冊

A478～
480

都而御誕生・御七夜・御宮参御祝儀扣 享保 2. 6～文久 2. 3 竪冊

A481 御両家様其外贈答扣 明治 9. 2～明治19. 3 竪冊

A482 御両家様其他贈答扣 明治23. 1～明治43. 2 総扱所 竪冊

A483 御親類様始御家来其外江御土産物覚 横長

A483 御五ツ目御献立 横長

A483 安敦公御養子之御弟亀之助様御養子ニ被
遊度御内意御伺之一巻

番組方 竪冊

A483 御巻様御縁組御婚礼扣下書 享保19. 2～明治20. 4 御書方 竪冊

A483 多喜姫様御縁組御婚礼御整被遊付御一家
様方 御歓申参リ候御返書扣

天明 4. 7～天明 5. 2 竪冊

A483 幾三郎様御縁談之儀ニ付日野様衆江御
内々御駈合　但御年寄浅野帯刀殿江御聞
詰之事

寛政 2. 9～ 竪冊

A483 京都日野中納言様御内伊藤石見より御縁
談申来候事

文政13. 9 竪冊

A484 幾三郎様御婚礼壱巻 寛政 8 竪冊

A483 一条右大臣様諸大夫中 此御方様御一名
ニ而大守様御姫様御所望申来候壱巻

文化 5. 7.10 竪冊

A484 〔主水妹縁組ニ付書翰綴〕（3綴〈2通〉） 文化 5 →上田主水他 一紙

A484 上田義茂書翰綴 文化 6 綴

A485 於貞様御縁組御内約済以来扣 文化 9. 6 御書方 横長

A485 多胡真方書翰（6通）
※婚姻他

文化 9～10 →上田主水 折紙

A485 上田主水書翰
※妹婚姻に付

7.28 →多胡真方 折紙

A485 於信様御出輿前御道中津和野表諸事仮控
日記

文化11. 1～ 竪冊

A485 此御方様江右京様御女子於富様御縁組一
巻

天保 4. 1～ 横長

A485 妙寿院御仕向一巻 天保 4. 3～5 竪冊

A485 於富様御婚儀御道具帳写 天保 5. 7 竪冊
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P04
4–2 桜山文庫

支配

C7 浅野忠密記書抄 浅野忠→小鷹狩元凱 竪冊

B1 浅野誌伝・浅野忠略記・維新前後の三原・
村上義弘勤王事歴〔稿本合綴〕

竪冊

C1 諸旧記帖 嘉永 4～慶応元 堀内太仲 竪冊

A3～7 青枯集一～五（5冊） 竪冊

A1 芸藩事蹟　上・中・下（3冊）
※巻一～七，大正 4年写本

宝暦年間 広島勘定所支配役三宅儀右衛門 竪冊

C2 革田共江之触示し 津田久五郎・寺田源蔵→割庄屋
武右衛門他

竪冊

C2 〔質素節倹之義ニ付御触写〕 竪冊

C2 □□御触御節倹御書付写 竪冊

C2 安永九年申聞せ覚書 安永 9. 6 宇都宮龍蔵他→割庄屋・村々庄
屋他

竪冊

C3 御蔵入村々御入役取縮申付頭書　御調・
甲怒郡御代官所

宝暦 8. 6 小見山源右衛門他→御蔵入村々
役人共

竪冊

C4 〔三原浅野家〕御本高新開帳 文政 2. 5 竪冊

村

C6 御給地方弐拾参村宗旨御改判形従当年於
三原町御見届被仰出候ニ付前後一件書留

文化 7. 8 割庄屋田中保右衛門 竪冊

治安

C5 夷蛮漂流帰国録 文化 2 竪冊

C5 木谷浦稲若丸漂流記 文化 2～4 竪冊

A9 甲奴郡割庄屋稲草村庄屋十次郎問訊帖　
扣

嘉永 4. 4.14 竪冊

A8・9 都市庶民騒擾日誌 明治 4. 8 竪冊

学芸

A14 佐藤直方破門事情 享保 2 上田玄櫛 竪冊

A28 大学発蒙 天明 5春 平賀晋民房父 竪冊

A18 日新堂集　一之二・三之五・大尾（3冊） 平賀晋民房父 竪冊

A19・20 日新堂集　三之五・六・七之八・九之十
（4冊）

平賀晋民房父 竪冊

A30 祖君遺事　全 寛政11 山口西園 竪冊

A21 宇都宮龍山格致抄説 嘉永元. 7 宇都宮龍山 竪冊

A25 竹雪山房詩鈔　乾・坤（2冊） 宇都宮龍山 竪冊

A22・23 読我書樓遺稿　一～四（4冊） 明治15刊 吉村秋陽（吉村晋麗明） 竪冊

A10 武意小録　付勇士常心記・見覚集 岩室伝蔵他 竪冊

A10 幼学式　全 寛政 5初秋 芸州倉橋藤邑昌嘉 竪冊

A10 本学四科論 松本長兵衛（良遠）・森島新太 竪冊

A26 師談録
※大正 4年写本

天保13 土生玄碩談話・会津医水野慶善
筆録

竪冊

A16・17 臨川全集一～六（5冊） 寛保元 芸陽広陵臨川田革 刊

A21 勝島遺文 寛政 3序 伊藤弘美 竪冊
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A29 三原誹諧備後砂　澄心軒　全
※昭和12年写本

元禄 8. 5 澄心軒草也撰 竪冊

A13 とこしへのうめ　芭蕉翁百回忌 寛政 6 西備三原合歓弊社中 刊

A13 とこしへのうめ 寛政 6 刊

A26 篤老園自撰句帖初編　乾〔春之部〕・誹
文部（2冊）

文政 2刊 坂井積撰 刊

A32～38 やまかつら（14冊） 文政 2・文政 5～13，
天保 5，安政 5～7

多賀庵風律他 竪冊

A24 萍日記〔一編・二編〕（2冊） 文政 5・文政 6刊 多賀庵玄蛙 刊

A12 老梅園筆記　全
※大正 5年写本

天保11.10 北川素白 竪冊

A21 雲律老人木海発句集 安政 3. 1 岡田陶然編 刊

A27 狂歌西都紀行　上巻・下巻（2冊） 文化元 吉備后州山南邑含笑舎抱臍 竪冊

A14 学信和尚行状記 文政 4 安芸国厳島白毫庵僧敏両・厳島
光明院慧満

刊

A14 本教闡幽　完 備中　小寺清先 竪冊

A10 幽権録 明治16. 3 安芸国竹原高原興孝 刊

A15 ちりづか　乾・坤（2冊） 寛政 3 妹尾稲井 竪冊

A11 行余紀聞　前編 勝島維恭 竪冊

C7 広嶋根元録　全 竪冊

A31 広島独案内 竪冊

D1 日注雑記　1号 明治 4.12～ 刊

D2 広島新聞　7・9・14・28・29号 明治 5. 7～9／
明治 6. 6～7

承流舎 刊

P04
4–3 川口氏寄贈文書

支配他

A10 諸国酒造出造出稼御停止ニ相成并是迄株
与唱替被仰出候御触書写　西町年寄所

天保15. 1 西町年寄所 竪冊

A10 〔酒造之義ニ付〕写 巳 →備後八郡代官中 一紙

A10 〔酒造之義ニ付〕御廻状写し 町役所→両町年寄中 一紙

A10 〔御条目覚〕 一紙

A10 〔御城下万覚書〕 横長

A10 〔村々人改〕 一紙

学芸

A8 吟句草稿集　七巻 元文 2 竪冊

A9 歳旦　備のみはら　西□□ 延享 2 横半

A6 乾坤録 宝暦 9 三好倚松 竪冊

A7 誹諧口聞抄 三好倚松他 竪冊

A9 名所雪 宝暦13 西州亭興行 竪冊

A4 その行脚　上 宝暦13 諸九尼他 竪冊

A2 梨陰老人追善集 寛政 8. 9 竪冊
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A9 庚申集 伝月舎松羅 竪冊

A2 因径庵花の会 寛政 竪冊

A3 厳嶋奉納集　三編 文政 8 飯田篤老 刊

A4 ゆうかほ集 文政13 莚史 刊

A5 ねむの夜ものかたり 竪冊

A5 いはひ草 天保 2 多賀庵玄蛙編 竪冊

A1 やまかつら（3冊） 天保 3・天保 4・天保 8 竪冊

P04
4–4 天野氏寄贈文書

A1 平日心得方之事 天保 8. 8 天野甫助政敏 竪冊

A1 歳旦　広島 安永 3 広島春草堂 竪冊

A1 歳旦 安永10 竪冊

A1 さかつき合 文政元 花屋らう星　大黒庵 刊

A1 庚申春帖　黄備三原 刊

A1 〔何笠先生ヨリ見セ来候都芸能等母〕 竪冊

P04
4–5 斎藤氏寄贈文書

A1 〔御見取米御取立方之儀ニ付〕御内々申
上候口上之覚

辰8 正三郎他 竪冊

A1 〔座頭・盲女取扱之義ニ付〕覚 午3 綾谷勾当→諸郡座頭・組頭共 一紙

A1 〔田野浦川掘さらへ町夫浜夫雇ヒニ付〕覚 寛延 2. 4 一紙

A1 瀬違御普請去巳年残り銀引渡シ目録壱通
并銀預り手形壱通　浜用所

寛延 3. 3. 7 浜庄屋要左衛門→町庄屋正三郎 一紙

A1 年賦建リ御書出之写 宝暦 9. 5 竪冊

A1 〔御用銀之内請取〕覚 丑5.18 賀茂郡役所→下市村庄屋正三郎
方

一紙

A1 家督有銀改永代帖 元文 4.12 角屋正三郎 竪冊

A1 〔当家系譜并他家関り合いニ付〕頭書覚 竪冊

A1 賀茂郡竹原下市村本川絵図 一紙

A1 〔頼春風・春水・杏坪書簡〕（8通） 一紙

A1 秋風詩巻 竪冊

A1 〔和歌〕 文化 4.10 竪冊

P04
4–6 楢崎氏寄贈文書

A1 鳳節　無名庵 明和 5 浪華無名庵 竪冊

A1 樗庵草結 明和頃 （麦水） 竪冊
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P04
4–7 井上氏寄贈文書

A1 緑牆館　全 宝暦13 浅忠晨 竪冊

P04
4–8 村上氏寄贈文書

A1 きさらぎ集 白市大文字屋 竪冊

P04
4–9 梅坪文庫（富田氏寄贈文書）

A1 狂歌楽屋の友抜書　三原部 寛政 竪冊

P04
4–10 児玉氏寄贈文書

A1 御裁許御書下し写 享保14.12. 6 竪冊

P04
4–11 沖氏寄贈文書

A1 格物騰議・大橋討論書・吉村弁復書　合
巻

吉村晋・大橋順 竪冊

C1 広嶋調法記 弘化 4. 3 井上氏伝西村屋 竪冊

A1 西埜擷芳　第一集 明治26. 6 仙台岡千仭 竪冊

P04
4–12 安田氏寄贈文書

A1・2 検地書類六冊　安田蔵書（1包〈6冊〉）

A1・2 ◦検地之一巻 竪冊

A1・2 ◦地こふり之節申渡書附并誓詞之書附 竪冊

A1・2 ◦地こふり当時作略之一巻　三 竪冊

A1・2 ◦頭取方心得之廉々并土考之一巻

A1・2 ◦傍示之一巻　五 竪冊

A1・2 御地概傍示方心得頭書　六 竪冊

P04
4–13 館蔵図書

A1～8 広島県布達指令全報　1号～42号（16・
17・18・20欠）

明治12.11～明治16. 4 要報社 刊

A9～18 広島県布達指令訓示全報　43号～74号 明治16. 5～明治18.12 要報社 刊

A19 広島県布達指令全報　75・76号 明治19. 1～2 要報社 刊

A19・20 広島県布達指令訓示全報　77号～81号 明治19. 3～7 要報社 刊
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A21～27 広島県権令訓令告示指令全報　82号～
110号（84欠）

明治19. 8～明治21.12 要報社 刊

A28 興芸社規則 明治14. 6 刊

A28 御調郡小学校明細帳〔抄〕 刊

A28 岡山県地主録　四巻　浅口郡・小田郡・
後月郡

明治24. 4 北村長太郎 刊

B1・2 三原城趾払下書類綴 明治22～25 竪冊

B3 昭和十三年米統計速報 昭和14. 3 広島県 刊

D1 昭和十四年夏秋蚕統計速報 昭和 5. 7 広島県 刊

B4 昭和十三年耕地面積統計速報 昭和14.10 広島県 刊

D1 昭和十四年耕地面積統計速報 広島県 刊

B5 広島県学事要覧 昭和13年度 広島県 刊

D1 広島県学事要覧 昭和14年度 広島県 刊

P04
4–14 その他

C2 御倹約被仰出候ニ付示筋規則帖 天保13. 5 竪冊

C2 四辻殿　先触 子3 四辻殿内山岡内記他→伏見以下
75宿々問屋・役人中

竪冊

C 社倉之儀ニ付下方江示教書 竪冊

A1 講学編　上・下（2冊） 安永 9 唐崎彦明 刊

C1 心覚 矢野万太郎写 竪冊

P04
5 糸崎神社文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

C1 小早川氏奉行人連署制札（1号） 6.18 井上忠春 竪冊

C1 福島正則扶持方給与状（2号） 元和 3.12.25 福島正則→間島美作守 折紙

C1 浅野長晟扶持方等給与状 元和 5.12 浅野長晟→浅野日向守 折紙

C1 三原糸崎八幡宮建立奉加米証文 元和10. 3. 1 多左衛門尉→福田一郎右衛門 切紙

C1 糸崎八幡宮神宮寺住持某書翰 元和 8. 8.15 糸崎八幡宮神宮寺住持某→宗左
衛門他

折紙

C1 亀田高綱書翰 5.16 亀田高綱→糸崎神宮寺他 折紙

C1 亀田高綱書翰 6.30 亀田高綱→糸崎神宮寺他 折紙

C1 亀田高綱書翰 元和 5. 9. 7 亀田高綱→糸崎神宮寺他 折紙

C1 亀田高綱書翰 6.30 亀田高綱→糸崎神宮寺他 折紙

C1 亀田高綱書翰 10. 6 亀田高綱→糸崎神宮寺他 折紙

C1 甕鉄斎書翰 11.13 甕鉄斎→糸崎神宮寺他 折紙

C1 竹本外記書翰 6.24 竹本外記→糸崎神宮寺他 折紙
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P04
6 西福寺文書

C1 〔倉敷代官所へ豊田郡生口嶋之内原村と
懸り合ニ付〕公儀御評定所三百六拾ヶ条

安永 7.11. 御歩目附才木弥三太・豊田郡生
口嶋割庄屋林村丈助他

竪冊

C3 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　三原御
城下茅町

文政 2. 8. 竪冊

C1 〔書簡故実〕 竪冊

C2 戸籍調心得 竪冊

C2 地価修正請願書 御調郡向島西村中本猪太郎他 竪冊

C3 指出シ帳　東町 安永 2.11. 竪冊

C4 所御用書留 安政 2～3 （御調郡吉田村）庄屋仲作 竪冊

C5 村方覚書 元禄13. 生駒助右衛門 竪冊

C5 御領地新開免目録写 元禄13. 生駒助右衛門 竪冊

C5 御領知之内五ヶ村・小田村・矢口村卅
七ヶ村ヲ除四拾五ヶ村ニテ生駒助右衛
門・都□与一郎江差出書付写

元禄12.10. 生駒助右衛門 竪冊

C6 〔安政五年日記〕 （安政 5）. 3.28～12.晦 竪冊

P04
7 宗光寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

C1 真木嶋昭光奉書状（1号） 12.14 真木島昭光→小早川隆景 折紙

C1 小早川隆景書状（2号） 1.15 小早川隆景→桂景信 折紙

C1 小早川隆景捻文（3号） 9. 3 小早川隆景 竪紙

C1 福島正則書状 6.22 福島正則→宗光寺 切紙

C1 福島正則書状 1.24 福島正則→宗光寺 切紙

C1 福島正則書状 11.29 福島正則→宗光寺 切紙

C1 福島正則書状 4.17 福島正則→宗光寺 切紙

C1 福島忠清書状 12.19 福島忠清→ 切紙

C1 福島忠清書状 12. 5 福島忠清→ 折紙

C1 福島忠清書状 12.15 福島忠清→ 切紙

C1 福島忠清書状 6. 3 福島忠清→宗光寺 切紙

C1 福島正次書状 11.27 福島正次→宗光寺 切紙

C1 福島正則寄進状 慶長7.10.26 福島正則→宗光寺 折紙

C1 福島氏奉行人連署書状 10. 8 尾関吉治他→宗光寺 折紙

C1 福島氏奉行人連署制札 慶長12.12.16 尾関吉治他→宗光寺 折紙

C1 浅野出羽守奉行人連署書状 12. 8 岡修理他→浅野甲斐守 折紙

C1 中川太左衛門書状 閏7.12 中川太左衛門→宗光寺 折紙
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P04
8 永井家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 関東御教書（1号） 嘉禎4. 6.20 北条泰時他→たかへの二郎入道 竪紙

A1 関東御教書（2号） 仁治元.閏10. 5 北条泰時→宇都宮四郎判官 竪紙

P04
9 仏通寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 愚中周及禁制（2号） 応永13. 9.27 愚中周及 板刻

A1 愚中周及書状（4号） （応永15）12.15 愚中周及→沼田小早川氏政所 巻子

A1 一笑禅慶他二名連署向上寺条々規式（20
号）

文安 4.12.23 一笑禅慶他 巻子

A1 千畝周竹長松院規式（21号） 康正 3. 9.16 千畝周竹 板刻

A1 一笑禅慶書状写 7. 5 一笑禅慶→肯心禅主監 切紙

A1 蓮行次郎右衛門拘分散田坪付同作人帳
（29号）

明応 5. 2.15 一番納所元喜→仏通寺住持継曇 竪紙

A1 蓮華寺真正書状（33号） 享禄 5. 1.19 蓮華寺真正→仏通寺 竪紙

A1 小早川隆景制札（38号） 永禄 3. 7. 5 小早川隆景→ 竪紙

A1 小早川隆景書状（42号） 永禄 9. 5. 1 小早川隆景→仏通寺門派中 竪紙

A3 仏通禅寺住持記　法（住持記上） 応永30. 3.14～
永正18. 9

竪冊

A3 仏通禅寺住持記　報（住持記下） 大永 2～享保元 竪冊

A4 仏通禅寺住持記　応 享保 2～寛政12. 7 竪冊

A4 住持記 享和元. 1～安政 4. 7 竪冊

A4 一笑禅師語録〔写〕
※享保17年写

宝徳 4. 8 慧明（写） 竪冊

A4 一笑禅師伝記〔写〕 永正18春 比丘真庵（閑隠東陽） 竪冊

A5 旧記 嘉永 5. 1.23 竪冊

A5 愚中周及頂相自賛 愚中周及 巻子

A5 愚中周及偈 （応永14）4. 1 愚中周及 巻子

A5 国郡志御用ニ付下弾帖　豊田郡仏通寺 竪紙

A6 宗綱恵統書状（15号） 3.24 宗綱恵統→機公上人 切紙

A6 小早川氏奉行人連署書状（40号） 永禄 5. 5. 5 真田景久他→仏通寺塔頭 竪冊

A6 大通禅師真筆梵綱経奥書 永禄13. 1 肯心院祖継 巻子

A6 小早川隆景絵像 慶長13. 6.12

A2 仏通寺文書（東大影写本）（文書32点）

A2 後小松天皇綸旨写（5号） 応永16. 3.28 →仏通寺僧衆中

A2 宜鋪書状（6号） 応永21. 4.15 宜鋪→仏通寺方丈

A2 小早川常嘉禁制状（7号） 応永23. 6.15 小早川常嘉→仏通寺典座禅師

A2 小早川持平書状（8号） 6.21 小早川持平→侍者
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A2 清唯外三名連署規式（3通）（9～11号） 応永30. 3.14 清唯外3名

A2 小早川常嘉書状（12号） 応永31. 2.15 小早川常嘉→一笑和尚含暉方丈

A2 清唯外三名連署禁制（13号） 応永34. 1 清唯他

A2 管領細川持之奉書（17号） 嘉吉元.12.12 細川持之→仏通寺住持

A2 管領畠山持国奉書（18号） 文安元.12.26 畠山持国→仏通寺住持

A2 小早川元平書状（27号） 文明10.11. 2 小早山元平→納所禅師

A2 小早川家政所奉書（28号） 文明10.11. 2 真田頼平→仏通寺納所禅師

A2 御許山仏通寺制札（31号） 大永 5. 8. 6 仏通寺住持瑞永他

A2 真田敬賀制札添状（32号） 8. 6 真田敬賀→仏通寺納所禅師

A2 毛利元就禁制（34号） 天文17.10.17 毛利元就→

A2 小早川隆景制札（36号） 弘治 3. 2. 9 小早川隆景→

A2 浩雲周養書状（37号） 永禄 2.11.20 浩雲周養→

A2 浩雲周養書状（39号） 永禄 3. 7. 7 浩雲周養→仏通寺納所禅師

A2 小早川隆景書状（41号） 永禄 9. 4.25 小早川隆景→日名内慶丘他

A2 仏通寺珪岳書状（43号） 皓26 仏通寺珪岳→小早川隆景

P04
11 米山寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 小早川隆景自筆書状（1号） （天正17）7.18 小早川隆景 巻子

A1 小早川隆景書状（2号） 11.29 小早川隆景→長井就安 切紙

A1 毛利氏奉行人連署寄進状（3号） 3.18 榎本元吉他→米山寺当住 切紙

A1 某書状（4号）
※以上3通1巻

竪紙

A1 警固番帳（5号） （慶長2）6. 1 巻子

A1 泰雲様位牌免田給付状（6号） （慶長2）10.15 包久景相→ 竪紙

A1 米山寺大寺分打渡坪付（7号）
※以上2通1巻

慶長6.11 田弥七他 竪紙

A1 東盧山米山寺由来書 巻子

A1 小早川家系属図 巻子

A1 小早川歴代没年等注文 宝永元11.15 日光坊 継

A1 米山寺伽藍墓所宝物見取図 横半

A2 米山寺書記 竪冊

P04
12 法常寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

C1 毛利氏奉行人連署奉書（1号） 元亀2. 7. 3 井上就重他→龍文寺 切紙

C1 小早川氏奉行人連署書状（2号） 文禄 2.11.17 井上春忠他→法常寺 折紙
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P04
14 宮地三保松氏旧蔵文書

A1 宮地三保松氏所蔵文書（東大影写本）（文
書7点）

戦国～江戸初期

P04
15 楢崎憲蔵氏旧蔵文書（三原城城壁文書）

A1 楢崎憲蔵氏所蔵文書〔旧三原城城壁下張
古文書〕（東大影写本）（文書22点）
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尾道市

P05
1 尾道市役所旧栗原支所文書

A1～3 備後国御調郡栗原村御地詰帳 寛永15. 9 清水忠兵衛他 竪冊

A4 〔御調郡栗原村諸樋・石橋書上帳〕 戌3 庄屋延右衛門他 竪冊

A4 御調郡栗原村古雨池・内堀・同土手築添
等普請夫積帖

文久元. 9 庄屋祐四郎他→御調郡役所 竪冊

A4 御調郡栗原村雨池弐拾ケ所普請夫積帖扣
〔抄〕

文久 2. 3 竪冊

A5 御用年誌帖　第七小区栗原村〔抄〕 明治 6. 6～ 竪冊

P05
2 尾道市立図書館収蔵資料

–1 渋谷家所蔵文書
–2 栗田家（金屋）文書
–3 館蔵筆写資料
–4 館蔵図書

P05
2–1 渋谷家所蔵文書

A1～8 渋谷家所蔵文書　全 竪冊

P05
2–2 栗田家（金屋）文書

A4 惣算用扣之日記 元禄16～享保12 金屋八三郎 横長

A3 太福帳 享保15～寛保 3 横半

A2 万古貸扣帳 元文 6（元文 3～天明 3） 横半

A1 永代算用帖 寛保 2 金屋基珍 横半

A4 永代算用帖〔抄〕 宝暦 9（宝暦11～13） 横半

A4 荒米勘定 天明 8～寛政 3 横半

A4 酒造売買相始申候ニ付入用一巻 寛政 4. 1 横半

A4 酒方勘定控　壱番〔抄〕 文化元～文政 7 吉郎右衛門 横半

P05
2–3 館蔵筆写資料

A1 安芸領塩田記録　合本
※大正 7年写本

宝暦 2～寛政 2 竪冊
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A2 富浜開基以来万覚書帳
※大正 7年写本

文化12 富浜市兵衛 竪冊

A3・4 富浜開地覚書
※昭和 3年写本

元禄15 竪冊

P05
2–4 館蔵図書

B1 普通教育ニ関スル施設一班 明治45. 2 広島県内務部学務課 刊

B1 普通教育ニ関スル施設一班 大正元.12 広島県内務部学務課 刊

B2 広島県立商船学校十五週年史 大正 4. 5 広島県商船学校 刊

B3 広島県教育概要 大正 6. 3 広島県内務部学務兵事課 刊

B4 全国学校名鑑　大正15年版〔抄〕 帝国地方行政学会 刊

B5 広島県学事一覧 明治43. 1 広島県内務部学務課 一紙

P05
3 青木茂氏旧蔵文書

新修尾道市史の執筆者青木茂氏が収集した尾道町関係文書（支配・土地・租税・町村〈十四日町年誌帳等〉・商業売
買・交通運輸・近代資料）

※原本を所蔵。仮目録を文書館ウェブサイトに掲載。

支配

A65 尾道町御奉行所 被仰付候御条目年寄甚
七控

正徳 6. 6.19 氏野喜太夫他→尾道町年寄・組
頭

竪冊

A65 尾道勤番所格式帖 享保 7. 1.26 新藤久兵衛 竪冊

A59 御触書覚 文政 5～天保 8 竪冊

A59 御触書写 天保13. 4 横半

A80 御巡見様御止宿之刻役割帖写シ　御調郡
尾道町

天保 9. 4 竪冊

A80 御巡見様御止宿之刻覚書 天保 9. 6 横半

A85 〔捷神隊・神機隊・正心隊入隊願并入隊請
書〕（62通）

慶応 4～明治 2 →捷神隊・神機隊・正心隊役所
他

一紙

A85 〔此度入隊ニ付〕放証文之事 明治 2. 3.30 御調郡三原西町真宗正明寺 一紙

土地

A74 〔尾道町地詰帳〕 （寛永15） 竪冊

A78 尾道浜手御払地坪数寄帳 寛保元. 9 平山角左衛門→岡本大蔵他 竪冊

A77 〔芸藩村々石高帳　附海田市之事〕 横半

租税

A76 尾道町地子米加子銀高改之帖　土堂町金
屋八三郎組

宝永 3.11 年寄善右衛門他 竪冊

A76 尾道町地子米加子銀高改之帖　土堂町嶋
屋兵右衛門組

宝永 3.11 年寄善右衛門他 竪冊

A76 尾道町地子米加子銀高改之帖　土堂町灰
屋三郎左衛門組

宝永 3.11 年寄善右衛門他 竪冊

A76 尾道町地子米水主銀高改之帳　木頃屋清
九郎組〔附水主銀新改之分〕

正徳 5.10（享保13.11） 年寄徳右衛門他 竪冊
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A76 新地御築出御地代銘々銀子取立帖 寛保 2.12 竪冊

A75 尾道町家屋鋪地子米・水主銀間数帖　久
保町分

弘化 4. 9 町年寄上席頭取亀山元助他 竪冊

A76 尾道町地子銀・水主銀・諸出銀諸払算用
差引帖控

慶応 2.12 年番町年寄栗田始太郎他 竪冊

A84 御年貢米下札　西野村宮沖組 明治 5.11 六小区用掛 一紙

町村

A1 元禄五壬申年誌帖 元禄 5 年寄善右衛門 竪冊

A2 〔年誌〕 宝永 2 竪冊

A2 〔年誌〕 正徳元～宝暦11 伊和志屋三郎右衛門 竪冊

A4 〔年誌〕 元文 2. 1～5 竪冊

A4 元文六年誌 元文 6 年寄三郎右衛門 竪冊

A6 寛保三年分年誌当分ひかへ 寛保 3～4 竪冊

A5 十四日町役方年誌 延享 4 尾道町年寄三郎右衛門 竪冊

A6 〔年誌〕 寛延 2 尾道町年寄三郎右衛門 竪冊

A52 役務諸用記 宝永 3 伊和志屋久次郎 竪冊

A53 役務諸用記　上・下（2冊） 宝永 5 竪冊

A54 役務諸用記 宝永 6. 1～9 竪冊

A55 役務諸用記 宝永 7. 4～12 竪冊

A56 役務諸用記 享保 2 竪冊

A49 役用歳誌帳 宝暦11. 1～宝暦14. 4 尾道十四日町年寄三郎右衛門 竪冊

A49 役用年誌帖 天明 5. 2～天明 6.12 拾肆日町年寄住屋平右衛門 竪冊

A7 年誌帳 天明 7 町年寄平右衛門 竪冊

A8 年誌帖 天明 8 町年寄平右衛門 竪冊

A9 年誌簿 天明 9 竪冊

A11 年誌簿 寛政 2～3 町年寄平右衛門 竪冊

A12 年誌簿 寛政 4 町年寄平右衛門 竪冊

A13 年誌簿 寛政 5～10 町年寄寿見屋平右衛門 竪冊

A14 年誌簿 寛政11 町年寄寿美屋平右衛門 竪冊

A14 年誌帖 寛政12. 3～寛政13. 4 町年寄鰯屋敬助 竪冊

A15 年誌簿 享和元. 4～12 町年寄本助 竪冊

A16 年誌簿 文化 2. 8～文化 4. 3 十四日町年寄彦左衛門 竪冊

A17 年誌帖 文化 6～10 十四日町年寄藤三郎 竪冊

A50・51 役用控 天明 2. 1～寛政元.12 竪冊

A10 年誌 寛政 2～5 灰屋吉兵衛 竪冊

A14 年誌 寛政 9～文化 2 灰屋吉兵衛 竪冊

A16 年誌 文化 2～8 灰屋吉兵衛 竪冊

A17 年誌 文化 9～天保 6 竪冊

A48 年誌 明治 6. 2～明治 8. 9 橋本三郎助 竪冊

A18 十四日町役方年誌 文化11. 3～文化12.10 町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A19 十四日町役方年誌 文化12.10～文化13. 4 町年寄筆頭亀山本助 竪冊
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A20 十四日町役方年誌 文化13. 4～文化14. 9 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A20 十四日町役方年誌 文化14. 9～文化15. 4 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A21 十四日町役方年誌 文化15. 5～12 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A22 十四日町役方年誌 文政元. 5.12～文政 2. 8 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A22 拾四日町役方年誌 文政 2. 9～文政 3. 4 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A23 拾四日町役方年誌 文政 3. 4～9 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A23 拾四日町役方年誌 文政 3.10～文政 4. 7 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A24 拾四日町役方年誌 文政 4. 7～文政 5. 6 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A25 十四日町役方年誌 文政 5. 6～10 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A25 拾四日町役方年誌 文政 5.11～文政 6. 5 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A26 拾四日町役方年誌 文政 6. 6～文政 7. 7 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A26 拾四日町役方年誌 文政 8. 6～文政 9. 2 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A27 十四日町役方年誌 文政 9. 2～文政10. 3 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A28 拾四日町役方年誌 文政10. 2～11 尾道町年寄筆頭亀山本助 竪冊

A28 拾四日町役方年誌 文政10.11～文政11. 9 尾道町年寄亀山正右衛門 竪冊

A29 拾四日町役方年誌 文政11. 9～文政12. 9 尾道町年寄亀山正右衛門 竪冊

A30 拾四日町役方年誌 文政12. 9～文政14. 8 尾道町年寄亀山元助 竪冊

A31 十四日町役方年誌 文政13. 4～文政14. 8 尾道町年寄亀山元助 竪冊

A32 拾四日町役方年誌 天保 2. 8～天保 3.12 尾道町年寄亀山元助 竪冊

A33 十四日町役方年誌 天保 5. 2～天保 6. 8 尾道町年寄亀山元助 竪冊

A34 拾肆日町役方年誌 天保 6. 9～天保 7. 6 尾道町年寄亀山元助 竪冊

A35 拾肆日町役方年誌 天保 7. 6～天保 8. 2 町年寄亀山元助 竪冊

A36 拾肆日町役方年誌帖 天保 8. 1～6 町年寄亀山元助 竪冊

A36 拾肆日町役方誌 天保 8. 6～天保 9.閏4 町年寄御内用聞亀山元助 竪冊

A37 拾肆日町役方年誌 天保 9.閏4～12 町年寄上席亀山元助 竪冊

A37 拾肆日町役方年誌帖 天保 9.12～天保10. 8 町年寄上席亀山元助 竪冊

A38 拾肆日町役方年誌帳 天保12. 2～天保13. 8 町年寄上席亀山元助 竪冊

A39 拾肆日町役方年誌 天保13. 7～天保15. 1 町年寄上席亀山元助 竪冊

A40 拾肆日町役方年誌 弘化 3. 9～弘化 4. 4 町年寄上席亀山元助 竪冊

A41 拾肆日町役方年誌 弘化 4. 4～弘化 5. 2 竪冊

A42 拾肆日町役方年誌 弘化 5. 2～嘉永元.12 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊

A43 拾肆日町役方年誌 嘉永元.12～嘉永 2. 8 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊

A44 拾四日町役方年誌 嘉永 2. 8～嘉永 3. 4 町年寄上席頭取亀山元輔 竪冊

A45 拾四日町役方年誌 嘉永 3. 5～嘉永 4. 4 町年寄上席頭取亀山元助 竪冊

A46 拾肆日町役方年誌 嘉永 4. 4～嘉永 5. 4 町年寄上席頭取亀山元助 竪冊

A47 拾肆日町役方年誌 嘉永 5. 5～嘉永 6. 2 町年寄上席頭取元助 竪冊

A71 寺社町方諸願 享和元. 4～享和 3.12 十四日町年寄油屋本助 竪冊

A72 寺社町方諸願 享和 3. 6～文化 4. 2 尾道十四日町年寄亀山本助 竪冊

A73 寺社町方諸願 文化 4. 3～文化11. 5 尾道十四日町年寄吉井藤三郎 竪冊

A66 寺社町方諸願扣 天明 5～天明 7. 4 竪冊
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A67 寺社町方諸願扣 天明 7. 4～寛政 2.10 竪冊

A68 寺社町方諸願扣 寛政 4 町年寄住屋平右衛門 竪冊

A69 寺社町方諸願扣 寛政 5. 1～寛政12. 7 町年寄住屋平右衛門 竪冊

A70 寺社町方諸願扣 寛政12. 3～享和元. 3 町年寄圭助 竪冊

A57 年誌通覧抜萃 正徳3～文政10 尾道東屋 横半

A57 年誌通覧抜萃 正徳4～文政11 尾道東屋 横半

A57 年誌通覧抜萃 寛政14～文化11 尾道東屋 横半

A57 年誌通覧抜萃 享保12～文政10 尾道東屋 横半

A60 諸控 嘉永 2～4 本東屋 竪冊

A61 諸控 嘉永 5～6 本東屋 竪冊

A62・63 諸控 嘉永 7～文久 2 本ひかし屋 竪冊

A64 諸控 明治 3～4 本東屋 竪冊

A58 〔年誌〕 午 竪冊

A58 〔日記〕 丑1～2 竪冊

A86 備忘録 嘉永元.10～嘉永 2.閏4 横半

A86 備忘録 嘉永 4. 4～ 横半

A58 仲間年誌帖 天明 2 町年寄五郎右衛門他 竪冊

A58 永代年中日記 享和 2. 9～12 永井和泉守正直 竪冊

A58 問屋役場出勤帖 天保15. 7 横長

A65 町役所書帖面并櫃物之内夫々小内書留帖 文化11. 5 横長

A85 〔尾道町住居願ニ付手形〕（2通） 明治元.12 沼田郡中須村役人→尾道役人衆
中

一紙

治安

A82 □□山之儀山中村 論□□廿三日迄応答
之一件書留　御調郡本庄村

安永 8. 5 竪冊

A82 当村坂谷貞元山山中村与指縺一件書留　
御調郡本庄村

安永 9. 4～5 竪冊

商業・売買

A78 問屋預り証文之事 文政 6.12 借主三木屋儀八郎他→灰屋次郎
右衛門

一紙

A84 〔干鰯中買渡世ニ付〕乍恐奉歎上口上之
覚

天保 8. 8 千鰯中買惣代東屋半次郎他→問
屋中買頭伝右衛門他

一紙

A78 〔竹原町播磨屋借銀返済滞候ニ付〕乍恐
奉願上口上書之覚

弘化 3.12.14 富吉分政兵衛→町年寄上席亀山
元助他

一紙

A78 〔米買入方直段ニ付〕乍恐奉願上口上書
之覚（2通）

嘉永 4. 6 米仲買・小売屋中→問屋座御場
所

一紙

A84 米仲買并小売屋人名 横長

A84 申年本勘定下書 横長

A85 〔諸証文〕（100通） 文化 3～明治 3 一紙

交通・運輸

A83 船法儀
※天和年間写

貞往2. 3.16 兵庫辻村新兵衛・土佐浦戸篠原
孫左衛門他

一紙

A83 論船願書之控 享和元. 5～文久元. 7 イワシヤ 竪冊

A81 久保町逗留願扣 文化15～文政13 久保町組頭徳平 竪冊
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A79 旅人滞留願控 文政15～天保13 久保町組頭役伝右衛門 竪冊

その他

A78 南柯〔諸書留〕 横長

A78 三番洲切り通し 竪冊

A84 林春三書翰 2.14 →天野永五郎 一紙

A84 奉賀天野子敬 天保10初冬 林会識 一紙

近代資料

B1 〔小野組負債処分ニツキ〕奉歎願候書附
〔控〕

明治 9.10. 4 小野善助総代理小野善右衛門他
→勘査局

B1 〔小野組負債処分ニツキ〕北村泰一殿説
論書写

明治 9.11.17 勘査局御用掛大蔵少丞北村泰一
→広島県令藤井勉三

B1 〔小野組負債処分ニツキ〕答書案文 明治 9.12.12 天野嘉四郎他

B1 諸品会社規則

B2 資本金減少証書 明治19.12.15 尾道第六十六国立銀行 刊

B3 〔尾道貯蓄銀行〕営業報告書　第1期・第
6期・第9期

明治28・明治31・明治32 尾道貯蓄銀行 刊

B4 尾道米穀取引所定款　附喜取引所法・勅
令・省令

刊

B4 尾道諸品株式会社定款 明治32. 7.29 尾道諸品株式会社 刊

P05
4 円広寺文書

A1 大般若経奥書（第11～595巻） 永久 6. 4.8～
文安 3. 7.18

折本

P05
5 西郷寺文書

A1 〔尾道西郷寺由緒書〕 竪冊

A1 尾道西郷寺掟書 元禄 7. 2. 5 竪紙

A1 西江寺扁額名 木札

P05
8 西国寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 沙門宥尊西国寺三重塔婆建立勧進帳（1
号）

永享元. 3 沙門宥尊 巻子

A1 西国寺建立寄進施主帳（2号） 折本

A1 西国寺再興寄附帳（3号） 折本

A1 西国寺不断経修行勧進并上銭帳（4号） 文明 3. 6.16 折本

A1 大般若波羅密多経巻奥書（第1,600巻） 応永 9. 6. 8 折本

A1 伝光明皇后筆経典切 天平12. 5. 1 巻子

A1 花園天皇綸旨 正和元. 2. 2 花園天皇→西国寺 巻子
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A1 花園天皇綸旨 正和 3. 2. 2 花園天皇→西国寺 巻子

A1 西国寺不断経修行之記写（5号） 天仁元. 7. 7 綴

A1 西国寺記 明治26. 5 丘千仭 巻子

A2 西国寺由来記（東大影写本）

P05
9 渋谷家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 毛利輝元捻文（1号） （天正13）12.28 毛利輝元→栗屋木工允 竪紙

A1 毛利輝元書状（2号） 3.28 毛利輝元→兼重元宣 折紙

A1 毛利輝元捻文（3号） 5.13 毛利輝元→門田元貞 竪紙

A1 〔渋谷与右衛門尉給地文書〕 天正19.閏1.28～
慶長5. 4.22

巻子

A1 〔毛利輝元文書〕（12～27号） 天正10. 5.11～
天正18. 4. 3

巻子

A2 御打渡写帳 慶長5. 2.24 竹内平兵衛→渋谷与右衛門尉 巻子

A2 御調郡尾道町渋谷庄兵衛同弥太郎同弥次
郎先祖書

元禄 3.12.11 竪紙

A2 代々元祖書識 貞享 5. 7 継

P05
11 浄土寺文書

A1 観世音法楽和歌（1号） 建武3. 5. 5 足利尊氏・直義他 巻子

A1 後醍醐天皇綸旨（2～7号） 元弘3. 4.9～建武2. 3.15 後醍醐天皇 巻子

A1 光明真言会願文尊道法親王御写（8号） 康安 2. 5. 尊道法親王 巻子

A1 足利家御越之御教書（9～18号） 建武3. 2.18～
永亨12.11. 9

巻子

A1 椙原伯耆守殿制状等（19～32号） 暦応 2.12. 7～
康暦元. 9.30

巻子

A1 世尊寺定成卿（33～35号） 元徳元.10.～
康永 4. 3.16

巻子

A1 鎮西探題今川了俊国牘（36号） 応安 5. 4. 2 今川了俊 掛軸

A1 小早川隆景国牘（37号） .12.17 小早川隆景 掛軸

A1 管領武蔵守高師直殿利生塔造営書（38
号）

貞和 2. 6.16 高師直→椙原親光 掛軸

A2 〔浄土寺領因島地頭方年貢注文〕（39号） 建武4.10. 巻子

A2 当寺相続名珠之秀頼公礼状（40号） . 8. 2 安威摂津守 巻子

A2 法寄進む善法寺等（41～46号） 観応 3. 4.16～
長亨3.11. 8

巻子

A2 当寺領樻田村之事（47～50号） 文明15. 7.28～
同 17.閏3.10

巻子

A2 浄土寺領之巻（57～74号） 建武3. 3.4～
天正 6. 1.25

巻子
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A2 高野山根本大塔領之事（75～82号） 嘉元4.10. 6～
応安 4. 7.16

巻子

A3 大学頭殿造営警固之状（83～95号） 暦応 2.10.28～
永徳元. 5. 2

巻子

A3 上山三ヶ村田畑引付之事（96～98号） 文明元.10.～同12. 9. 巻子

A4 寄進東寺及雑々古文書（99～114号） 建武5. 1.10～
永亨12. 4.23

巻子

A4 足利直義公仏舎利安置証書（115号） 暦応 3. 1. 1 足利直義 巻子

A4 〔浄土寺五重塔婆再興勧進状〕（116号） 明応 3.11. 沙門定宗 巻子

A4 〔定証起請文〕（117号） 嘉元4.10.18 定証 巻子

A4 〔定証起請文案〕（118号） 嘉元4.10.18 定証 巻子

A4 〔了信今高野多宝塔建立敬白文〕（119号） 元亨3.10.23 了信 巻子

A4 弘法大師御座薦并縄寄附証書（120号） 元徳 3. 3.21 了信 巻子

A4 〔弘法大師八祖相伝連系袈裟寄附証書〕
（121号）

元徳 3. 3.21 了信 巻子

A4 弘法大師御筆阿字相伝証書〕（122号） 嘉暦 4. 7.21 了忍 巻子

A4 和智豊広寄進状（123号） 天文元. 9. 3 和智豊広 切紙

A4 康重寄進状写（124号） 永正14. 6.18 康重 切紙

A5 叡尊置文（125号） 建冶4. 2.27 切紙

A5 〔蓮如聖人六字名号由緒書〕 巻子

A5 〔山林寄附ニ付覚〕 元弘2. 1. 浄土寺執事→万多羅寺 切紙

A5 高雄明恵上人御筆〔断簡〕 一紙

A5 光明皇后御筆〔断簡〕 一紙

A5 尊氏将軍省像 掛軸

A5 備後州尾道轉法輪山大乗院荘厳浄土寺伽
藍境内図

宝暦 7. 8. 舗

A5 浄土寺観音堂棟札 嘉暦 2. 4.11

A5 無量義経奥書 嘉暦 2. 7.28 切紙

A5 妙法蓮華経奥書 嘉暦 2. 6.24 切紙

A5 斎戒道空施入袈裟箱内面墨書銘 延文 3. 4.13

A5 転法輪山二諦叢〔抄〕 竪冊

A5 仏涅槃図軸木墨書銘 文永11. 7.10 随覚

A5 鰐口陰刻銘 貞和 5. 4.18 阿部房綱

A5 文殊像宝龕床板墨書銘 永和 4. 7. 8

A5 浄土寺奉納絵馬墨書銘 天正 5. 3.13 石井与次兵衛尉

A5 浄土寺胎蔵界曼荼羅軸木書銘 文保元. 2. 4 斎戒益円

A6 荘厳浄土寺縁由実録　上 義存 竪冊

A7 荘厳浄土寺縁由実録　下 義存 竪冊

A8 荘厳浄土律寺官私真俗諸緝録（年誌） 寛保 3～宝暦 2 義存 竪冊

A8 輪法輪山二諦叢〔抄〕 竪冊

A8 輪法輪山二諦叢　続〔抄〕 竪冊

A8 観音像版木（2枚） 元応 2.12.18

283



尾道市／堀田家文書（P05�15） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

P05
12 善勝寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 歓喜山中台院由来記（1号） 文明 5. 8. 1 継

P05
13 天寧寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 足利尊氏御判御教書（1号） 文和 2. 7. 8 足利尊氏→園城寺衆徒 巻子

A1 天寧寺什宝記 安永 4.10.29 天寧晦堂 巻子

P05
14 松本快蔵氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 松本文書（東大影写本）（1～8号）（文書
8点）

戦国期～慶長8.12.18

P05
15 堀田家文書

敦厚舎教員堀田敬次郎関係文書（明治6年家塾願之事，明治7年小学私塾開業願之事等）

A1 家塾願之事 明治 6. 2.25 堀田敬次郎→伊達権令 竪冊

A1 小学私塾開業願之事 明治 7. 4 堀田敬次郎→広島権令伊達宗興 竪冊

A1 小学下等第七級授業法 堀田敬次郎 竪冊

A1 教則 竪冊

A1 階級試験表・第級生徒尋常試験表 一紙

A1 小学教則 竪冊

A1 〔広島県立師範学校入校願〕 明治 9. 5 竪冊

A1 〔小中学校分合ニ付〕説明 竪冊

A1 初等科卒業試験選題表・問題　中等科卒
業試験問題

竪冊

A2 正則小学私塾開業願 明治12. 5.12 竪冊

A2 正則私学開業追願 明治12 堀田敬次郎 竪冊

A6 官庁ヨリ達シタル書類　官庁エ差出シタ
ル書類〔抄〕

明治 6 竪冊

A4 敦厚舎下等第八級卒業生徒姓名録 明治 8.10 敦厚舎教師堀田敬次郎→学区取
締

竪冊

A4 敦厚舎下等第七級卒業生徒姓名録 明治 8.10 堀田敬次郎→学区取締 竪冊

A5 入門簿　金蘭舎　明治十二年九月六日開
業

横長
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A7 〔受取証〕 明治 8. 8.14 堀田敬次郎→一小区正副戸長 竪冊

A7 〔原東平敦厚舎助教ニ雇入ニ付御届〕 明治 8. 8 堀田敬次郎→学区取締 一紙

A7 回章 敦厚舎教員堀田敬次郎 一紙

A7 〔堀田敬次郎辞令〕 明治13. 3.24 御調郡役所 一紙

A7 〔堀田敬次郎履歴書〕 一紙

A7 〔堀田敬次郎証書・辞令・感謝状〕（38点） 一紙

A3 大瀧小学校備附諸品引継目録 明治20. 6.24 作間楢斎→堀田敬次郎 竪冊

A3 〔時間割〕 一紙

A3 小学校則 広島県 竪冊

A3 広島県布達第357号
※学資金下渡に関する件

明治 6. 9 広島県権令伊達宗興 竪冊

A3 広島県師範学校校則舎則 明治10. 3 竪冊

A4 広島県公立小学校教則 明治11. 9 竪冊

A4 尋常小学校教授細目草案 竪冊

A4 〔御調郡羽倉尋常小学校〕管理規定 竪冊

A4 御調郡栗原尋常小学校第四学年作文科教
授細目

竪冊

P05
16 村田氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 松平陸奥守捻文 4.23 松平陸奥守→ 竪紙

A1 毛利輝元書状（2号） 12.28 毛利輝元→秀学院 竪紙

A1 毛利元就感状（1号） 永禄 7. 3.20 毛利元就→井上新三郎 竪紙

A1 某書状 3.18 某→ 竪紙

A1 某印判状 8. 8 某→ 竪紙

A1 某書状 7.18 某→ 竪紙

A1 豊臣秀吉朱印状 8. 3 豊臣秀吉→ 竪紙
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因島市

P06
1 因島市教育委員会収蔵文書

–1 宮地家文書
–2 村上家文書
–3 中庄村役場文書
–4 村上家文書

P06
1–1 宮地家文書

御調郡三庄村で割庄屋・庄屋を勤めた宮地家に伝来した文書（宝暦14～天保4年御用年誌帳，寛永20年浦島の廻

船取締ニ付船奉行書付写等）

A1 御用年誌帖 宝暦14～明和 4 竪冊

A1 御用年誌帖　三庄村 明和 5 竪冊

A2 御用年誌帖 安永 4 割庄屋惣次郎 竪冊

A3 歳誌帖 天明 2 割庄屋惣次郎 竪冊

A4 御用年誌帳 文化 3 年寄格割庄屋宮地想治郎 竪冊

A5・6 御用年誌帳 文化 5 割庄屋宮地宗次郎 竪冊

A7・8 御用年誌帳 文化 6 割庄屋宮地宗次郎 竪冊

A9～11 御用年誌帳 文化10 割庄屋宮地宗次郎 竪冊

A12 御用年誌帖 文政 4 割庄屋宮地宗次郎 竪冊

A13・14 御用年誌帳 文政 9 割庄屋宮地宗次郎他 竪冊

A15・16 御用年誌帳 文政10 割庄屋宮路宗次郎他 竪冊

A17 御用年誌帳 文政12 廻船方頭取三庄村庄屋宮地甚右
衛門

竪冊

A18～21 御用年誌帳 文政13 割庄屋宮地宗次郎他 竪冊

A22 御用年誌帳 天保 4 割庄屋見習三庄村庄屋甚右衛門 竪冊

A23 覚〔浦島の廻船取締りニ付船奉行書付写〕 寛永20. 8.10 植木小右衛門→瀬戸田浦庄屋他 一紙

A23 覚〔城米船改めニ付浦触写〕 正徳 4. 1 植木野右衛門他→瀬戸田浦年寄
他

一紙

A23 覚〔諸廻船取締ニ付浦法度写〕 享保 4. 1.26 植木野右衛門他→生口嶋瀬戸田
町庄屋他

一紙

A23 覚〔浦島の船持心得条目写〕 延享元. 4 植木野右衛門→瀬戸田浦庄屋他 一紙

A23 覚〔幕府渡海船御用勤方ニ付浦触写〕 延享元. 4 植木野右衛門→瀬戸田浦庄屋他 一紙

A23 覚〔廻状送届け作法ニ付触書写〕 延享元. 4 植木野右衛門→瀬戸田浦庄屋他 一紙

A23 覚〔大坂滞船・殿様御上下之節心得ニ付
浦触写〕

延享元. 4 植木小右衛門 一紙

A23 〔諸廻船・城米船取締リニ付高札写〕 辰8 一紙
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A23 〔他国船の取締りニ付浦触写〕 亥1. 6 植木小右衛門→生口島瀬戸田町
庄屋他

一紙

A23 覚〔御調郡岩子島村年貢土免状〕 文政11. 6 西山造酒→庄屋宗次郎他 一紙

A23 〔直実申状等写〕 寿永 3. 3.8他 丹治直実→伊賀平内左衛門 一紙

P06
1–2 村上家文書

A1 御用御触書写帳　御調郡大浜村 慶応 2 横長

A2 御用御触書写帳　御調郡大浜村 慶応 3 横長

A2 御用御触書写帳　御調郡大浜村 明治 2 横長

A2 御用御触書写帳　御調郡大浜村 明治 3 横長

A3 御用御触書写帳　御調郡大浜村 明治 4 横長

A3 御用御触書写帳　御調郡大浜村 明治 5 横長

P06
1–3 中庄村役場文書

支配

A4 態申遣ス
※因島・向嶋へ砲台築調のため役方入
郡に付申達書

亥6. 8 御調郡役所→割庄屋与三兵衛他 一紙

A4 彦吉書翰
※鉄炮・玉薬・砲台築調に付

6. 8 →与三兵衛 一紙

A4 〔砲台築調普請ニ付申達書〕 6 →割庄屋与三兵衛 一紙

A4 態申遣
※砲台築調勤番所普請大工頭取申付に
付

亥7. 4 御調郡役所→割庄屋与三兵衛他 一紙

A4 態申遣ス
※大崎島・因島・向島へ砲台築調見分
のため役方入郡ニ付示達書

亥7.12 御調郡役所→割庄屋与三兵衛他 一紙

A4 渡部惣蔵内仁宮豊三書翰
※農兵稽古場所に付出浮依頼

6.24 →割庄屋与三兵衛 一紙

A4 態申遣ス
※西洋船乗覚の者出頭申達書

亥6 御調郡役所 一紙

A4 〔異船乗込差止ニ付申達書〕 7 御調郡番組→割庄屋与三兵衛 一紙

A4 〔鉄炮・猟師筒・玉薬・兵粮米員数調査ニ
付申達書〕

6. 5 桑原正右衛門→割庄屋与三兵衛 一紙

A4 〔重井・大浜・向西・立花四ケ村差出人数
賄代・船賃ニ付申達書〕

6.20 金子哲之助→割庄屋与三兵衛他 一紙

土地

A2 御調郡因嶋中庄村田畠小怦之帖 慶安 4. 3.19 中庄村庄屋又左衛門他→菅野八
太夫

竪冊

A1 御調郡中ノ庄村畠怦書替 延宝 5. 9 竪冊

A2 御調郡中庄村山御改帖 享保10.10 庄屋半助他 竪冊

A4 御建才崎山開地ニ仕度御願書付　御調郡
中庄村

（嘉永元）11 庄屋与三兵衛他→御調郡役所 一紙

A4 当村磯辺掻上ケ畑御願書付　御調郡向嶋
西村

午3 庄屋恒次郎・助太郎他→御調郡
役所

一紙
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A5 御建書類扣
※御建才崎山開地一件書類扣

弘化 4.11～万延元. 4 宮地与三兵衛 竪冊

A4 御建泉水岩山・才崎山略図・御調郡大浜
村

一紙

A4 御植付桐畑作地計ニ仕度願書控 庄屋与三兵衛他→御調郡役所 一紙

租税

A3 御調郡中庄村御免割帳 明和 9.10 竪冊

村

A4 御調郡中庄村差出帖 享保11. 1 庄屋半十郎他→佐々九左衛門他 竪冊

A4 〔御調郡中庄村明細差出帳〕 午3 庄屋・与頭 竪冊

A4 国郡志御用ニ付下しらへ書出帳　御調郡
大浜村

竪冊

A4 備後国御調郡中庄村明細帳 明治 5. 8 竪冊

A3・4 村立リ実録帳　御調郡因嶋御蔵入田熊村 宝暦 5. 5 横半

A3 村建リ実録帖控　御調郡因嶋御蔵入大浜
村

安永 3 横半

A5 旧例差上書類控 安政 3 三庄村庄屋与三兵衛 竪冊

A5 御調郡三庄村有米目録 安政 3. 9 庄屋与三兵衛他→小幡多蔵他

A5 差上書類扣帳　中庄村 文久 4 庄屋与三兵衛 竪冊

A4 当村方難渋ニ付因講興行御願書付　御調
郡椋之浦

酉5 長百姓七郎兵衛他→庄屋雅四郎
他→御調郡番組衆中

一紙

A3 御官庫帳簿取調願　広島県御調郡大浜村 明治11.11.18 大浜村総代人村上林之助他 綴

治安・難船

A4 中庄村油屋新開地地主下作差縺済口下作
惣代之者共口上書写　御調郡大浜村用

弘化 4.11 油屋新開下作惣代中庄村・外之
浦・大浜村→割庄屋四三郎

一紙

A4 〔田熊村政太郎廻船帆柱伐崩し及差縺候
一件ニ付〕口上之覚

嘉永 3. 5 中庄村種蔵他→出役三郎丸村庄
屋六右衛門他

一紙

A3 〔中庄村通りや山腰林之内へ重井村百姓
切畑仕候ニ付〕口上

辰5 庄屋半十郎 一紙

A3 返答口上書
※御調郡重井村小田浦山中庄村と論所
に付返答書付

辰6. 8 頭庄屋重井村長右衛門 一紙

A4 〔五島ニて破船仕候能見島二津屋所持廻
船帆柱を筑州姫嶋浦船より因嶋椋之浦へ
預ケ置候一件証文写〕

嘉永 2 横長

A3 〔予州松山領風早郡興居嶋村団助船久吉
丸観音崎にて難船一件ニ付〕口上之覚

慶応 3. 9 久吉丸沖船頭長太郎他→大浜村
庄屋常太郎他

一紙

A4 〔大坂勝長丸当浦宗川沖にて難船一件ニ
付〕口上書

明治 5.10. 1 松江県内勝長丸船頭金六→大浜
村組合惣代麓修兵衛

一紙

A4 〔酒・石炭仕切〕 寅3.11 平戸福島里正松田弥左衛門→加
福丸理吉

一紙

その他

A4 〔因島村々氏宮・小社返遷宮所ニ付〕口上 安永 8.11 明徳寺九世智鏡→割庄屋宮地惣
次郎

一紙

A4 〔尾道町藤七先祖書〕 元禄 3.12.16 藤七→尾道町年寄孫右衛門 一紙

A4 〔御調郡田嶋東村庄屋藤兵衛先祖書〕 享保 6. 1 藤兵衛→牧村喜兵太他 一紙
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P06
1–4 村上家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 歴代証書　壱之巻（1～31号） 貞応元.11.11～
宝永 9. 4.12

巻子

A2 歴代証書　二之巻（32～42号） 戦国期～江戸初期 巻子

A2 歴代証書　参之巻（43～51号） 天文13. 7.3～
天正10. 9.23

巻子
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福山市

P07
1 義倉文書

A1～13 義倉録　一～七番（7冊） 文化元～明治11 竪冊

A13 義倉記録 明治 7～13 竪冊

A14・15 義倉一件帳 文化元～慶応 3 竪冊

A16 窮民御救永代御備銀勘定帳 天保 8～明治 3 義倉方 竪冊

A16 義倉銀出入勘定年々控 文化 2～4 横長

A16 義倉銀当丑年分出入帳 文化 2 横長

A16 義倉銀当丑年分出入帳 文化 3 横長

A17 義倉銀卯年出入勘定帳 文化 4 横長

A17 義倉銀辰年出入勘定帳 文化 5 横長

A17 義倉銀巳年出入勘定帳 文化 6 横長

A17 義倉銀午年出入勘定帳 文化 7 横長

A17 義倉銀未年出入勘定帳 文化 8 横長

A17 義倉銀申年出入勘定帳 文化 9 横長

A17 義倉銀酉年出入勘定帳 文化10 横長

A17 義倉銀戌年出入勘定帳 文化11 横長

A17 義倉銀亥年出入勘定帳 文化12 横長

A17 義倉銀当子年分出入勘定帳 文化13 横長

A17 義倉銀当丑年分出入勘定帳 文化14 横長

A18 義倉銀当寅年分出入勘定帳 文政元 横長

A18 義倉銀当卯年分出入勘定帳 文政 2 横長

A18 義倉銀当辰年分出入勘定帳 文政 3 横長

A18 義倉銀当巳年分出入勘定帳 文政 4 横長

A18 義倉銀当子午年分出入勘定帳 文政 5 横長

A18 義倉銀当未年分出入勘定帳 文政 6 横長

A19 義倉銀当申冬分出入勘定帳 文政 7 横長

A20 義倉銀当酉年分出入勘定帳 文政 8 横長

A20 義倉銀当戌歳分出入勘定帳 文政 9 横長

A20 義倉銀亥年出入勘定帳 文政10 横長

A21 義倉銀出入帳 天保11 横長

A21 義倉金銀出入帳 天保12 横長

A21 義倉金銀出入帳 天保13 横長

A21 金銀出入帳 天保14 横長
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A22 金銀出入帳 嘉永 3 横長

A22 金銀出入帳 嘉永 4 横長

A22 金銀出入帳 嘉永 6 横長

A23 義倉方金銀出入帳 嘉永 7 横長

A23 義倉金銀出入帳 安政 2 横長

A23 義倉金銀出入帳 安政 3 横長

A24 金銀出入帳 安政 4 横長

A24 金銀出入帳 安政 5 横長

A25 義倉金銀出入帳 万延 2 横長

A25 義倉金銀出入帳 文久 2 横長

A26 金銀出入帳 文久 4 横長

A26 義倉金銀出入帳 元治 2 横長

A27 義倉金銀出入帳 慶応 2 横長

A27 義倉御銀大勘定 慶応 3 横長

A27 義倉金銀出入帳 慶応 3 横長

A28 義倉金銀出入帳 慶応 4 横長

A28 義倉金銀出入帳 明治 2 横長

A29 義倉金銀出入帳 明治 3 横長

A29 義倉金銀出入帳 明治 4 横長

A30 義倉金銀出入帳 明治 5 横長

A30 義倉御銀大勘定 弘化 2 横長

A31 義倉銀勘定年々控 文化 2～文化 4 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 2 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 3 竪冊

A31 義倉銀勘定帳 文化 4 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 5 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 6 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 7 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 8 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化 9 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化10 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化11 竪冊

A31 義倉勘定帳 文化12 竪冊

A32 義倉勘定帳 文化13 竪冊

A32 義倉勘定帳 文化14 竪冊

A32 義倉勘定帳 文政元 竪冊

A32 義倉勘定帳 文政 2 竪冊

A32 義倉勘定帳 文政 3 竪冊

A32 義倉勘定帳 文政 4 竪冊

A32 義倉勘定帳 文政 5 竪冊
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A33 義倉勘定帳 文政 6 竪冊

A33 義倉勘定帳 文政 7 竪冊

A33 義倉銀勘定帳 文政 8 竪冊

A33 義倉勘定帳 文政 9 竪冊

A33 義倉勘定帳 文政10 竪冊

A34 義倉勘定帳 文政11 竪冊

A34 義倉勘定帳 文政12 竪冊

A35 義倉勘定帳 文政13 竪冊

A35 義倉勘定帳 天保 2 竪冊

A36 義倉勘定帳 天保 3 竪冊

A36 義倉勘定帳 天保 4 竪冊

A37 義倉勘定帳 天保 5 竪冊

A37 義倉勘定帳 天保 6 竪冊

A38 義倉勘定帳 天保 7 竪冊

A38 義倉勘定帳 天保 8 竪冊

A39 義倉勘定帳 天保 9 竪冊

A39 義倉勘定帳 天保10 竪冊

A40 義倉勘定帳 天保11 竪冊

A40 義倉勘定帳 天保12 竪冊

A40 義倉勘定帳 天保13 竪冊

A41 義倉勘定帳 天保14 竪冊

A41 義倉勘定帳 天保15 竪冊

A41 義倉勘定帳 弘化 2 竪冊

A42 義倉勘定帳 弘化 3 竪冊

A42 義倉勘定帳 弘化 4 竪冊

A42 義倉勘定帳 嘉永元 竪冊

A43 義倉勘定帳 嘉永 2 竪冊

A43 義倉勘定帳 嘉永 3 竪冊

A44 義倉勘定帳（控共2冊） 嘉永 4 竪冊

A45 義倉勘定帳 嘉永 5 竪冊

A46 義倉勘定帳（2冊） 嘉永 6 竪冊

A47 義倉勘定帳（控共2冊） 安政 2 竪冊

A48 義倉勘定帳（控共2冊） 安政 3 竪冊

A49 義倉勘定帳 安政 4 竪冊

A50 義倉勘定帳（2冊） 安政 5 竪冊

A51・52 義倉勘定帳（3冊） 安政 6 竪冊

A53・54 義倉勘定帳（控共4冊） 万延元 竪冊

A55 義倉勘定帳 文久元 竪冊

A55 義倉勘定帳（2冊） 文久 2 竪冊

A55 義倉勘定帳控 文久 3 竪冊
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A56 義倉勘定帳（2冊） 元治元 竪冊

A57 義倉勘定帳 慶応元 竪冊

A57 義倉勘定帳控 慶応 2 竪冊

A57 義倉勘定帳控 慶応 3 竪冊

A58 義倉勘定帳控 明治元 竪冊

A58 義倉勘定帳控 明治 2 竪冊

A59 義倉勘定帳（2冊） 明治 3 竪冊

A60 義倉勘定帳 明治 4 竪冊

A60 義倉米銀勘定帳控 明治 5 竪冊

A60 壬申義倉勘定帳 明治 6. 3 竪冊

A60 明治七年中備後国府中町義倉金穀出納勘
定帳

明治 8. 8 義倉掛 竪冊

A60 明治七年義倉米金勘定帳 明治 8 竪冊

A60 義倉金穀出納勘定帳　明治八年分 明治 9.11 竪冊

A60 義倉金穀出納勘定帳　明治九年分 明治10.10 竪冊

A60 明治九年義倉金穀出納勘定帳 明治 9 竪冊

A60 義倉金穀出納勘定帳（2冊） 明治11. 2 竪冊

A61・62 大早魃并御救米記（1袋〈8冊1綴〉） 嘉永 6 義倉方 袋

A61・62 ◦義倉御救米割渡シ帳　御城下惣町 嘉永 6.12 横長

A61・62 ◦御領分中難渋者江御救米仕分帳 嘉永 6.12 義倉方 横長

A61・62 ◦村々地利米取納并御救米渡方村分帳 嘉永 6.12 横長

A61・62 ◦新御蔵ニ而御救米渡方小訳帳 嘉永 6.12 義倉方 横長

A61・62 ◦義倉御米相渡名面書上帳 嘉永 6.12 横長

A61・62 ◦大早魃難渋御救米記 嘉永 6.12 義倉方 横長

A61・62 ◦大早魃難渋御救米仕組帳 嘉永 6.12 義倉方 横長

A61・62 ◦旱損違作ニ付難渋小作人江別段御仕向
米仕出シ

嘉永 6 横長

A61・62 ◦〔安那・神石郡下御救米之覚〕 綴

A63・64 米穀高直ニ付御救米帳（1袋〈4袋〉） 万延 2. 3 義倉方 袋

A63・64 ◦米穀高直難渋者御救米割賦帳 万延 2. 2 義倉方 横長

A63・64 ◦御救米諸記録当座帳 万延 2. 2 義倉方 横長

A63・64 ◦去申歳大凶作米穀高直ニ付難渋者御救
米記

万延 2. 2 義倉方 横長

A63・64 ◦御救米渡方小訳帳 万延 2. 2 義倉方 横長

A65・66 御救米諸帳面入（1袋〈9冊〉） 嘉永 2.12 義倉方 袋

A65・66 ◦御救米記録 嘉永 2.12 横長

A65・66 ◦当酉六郡并御城下鞆津人別寄帳 嘉永 2.11 横長

A65・66 ◦極難渋者家数并人数書帳 嘉永 2.12 横長

A65・66 ◦御救米渡方小訳帳 嘉永 2 義倉方 横長

A65・66 ◦御救米渡村々仕分帳　山手村ニ而 嘉永 2.12 横長

A65・66 ◦御救米渡村々仕分帳　森脇村ニ而 嘉永 2.12 横長
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A65・66 ◦御領分中御救米仕組帳 嘉永 2.12 義倉方 横長

A65・66 ◦御領分中難渋者御救米仕分帳控 嘉永 2.12 義倉方 横長

A65・66 ◦義倉田当秋違作難渋小作人共別段仕向
米

嘉永 2.12 横長

A67 御救米諸帳面入（1袋〈5冊1綴〉） 嘉永 3.12 義倉方 袋

A67 ◦御救米記録 嘉永 3.12 義倉方 横長

A67 ◦〔福山領〕村々難渋小面御救米帳
※深津・安那，芦品・品治，沼隈・
分郡

嘉永 3 義倉方 綴

A67 御領分中御救米仕組帳 嘉永 3.12 義倉方 横長

A67 ◦御領分中難渋者江御救米仕入帳 嘉永 3.12 義倉方 横長

A67 ◦義倉御救米難渋者江相渡名面之帳　分
郡鞆町

嘉永 3.12 横長

A67 ◦義倉田当秋違作難渋小作人共へ別段御
仕向米

嘉永 3.12 横長

P07
2 鞆鉄道株式会社所蔵文書

A1 〔軽便鉄道敷設営業〕免許状 明治43. 9. 5 内閣総理大臣→鞆鉄道株式会社
発起人

一紙

A1 免許願書・定款・免許状并ニ命令書 明治42～43 鞆鉄道株式会社 竪冊

A2 株主総会ニ関スル書類 明治43～大正元 鞆軽便鉄道株式会社 竪冊

A3～5 株主総会書類 大正13～15 鞆軽便鉄道株式会社 竪冊

A6 登記書類綴 明治43.11～昭和 6.11 鞆軽便鉄道株式会社 竪冊

P07
3 広島県立福山誠之館高等学校所蔵文書

A1 〔文武教育の御諭書〕 嘉永 7 阿部正弘 継

A1 誠之館之記 文久元. 3 江木鰐水 巻子

A2 福山教育義会財団史 竪冊

A3 福山教育義会第一回年表 明治21. 2 山田徹之・三浦義建・岡田吉顕
→福山教育義会々長阿部正桓

竪冊

A4・5 福山中学校第一年報～第八年報 明治12～19 竪冊

A6 尋常中学福山誠之館第一年報 明治20 竪冊

A6 広島県尋常中学福山誠之館第二年報 明治21 竪冊

A6 福山誠之館附属書籍館年報 明治21 竪冊

A6 尋常中学福山誠之館第三年報 明治22 竪冊

A7 福山尋常中学校第六年報・第十五〔七ヵ〕
年報

明治25・明治26 竪冊

A7 広島県福山尋常中学校第十六〔八ヵ〕年
報・第九年報

明治27・明治28 竪冊

A7 福山尋常中学校第十年報 明治29 竪冊

A8 広島県第二尋常中学校第十一年報・第十
二年報

明治30・明治31 竪冊
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A9 広島県第二中学校第十三年報・第十四年
報

明治32・明治33 竪冊

A10～12 広島県立福山中学校第十五年報～第二十
四年報〔二十三欠〕

明治34～43 竪冊

A13・14 日誌〔抄〕 明治20～38 福山誠之館 竪冊

B1 福山中学校寄宿舎規定 竪冊

B2 〔広島県福山中学校〕監督日誌 大正 5. 4～大正 6. 3 竪冊

B3・4 福山教育義会　重要書類 明治18～26 竪冊

B3・4 ◦〔広島県中学校改革意見書〕 明治18. 5 竪冊

B3・4 ◦福山教育義会　勧告分・諸規則 明治18.10 刊

B3・4 ◦福山教育義会正副幹事各位ニ示ス演舌 明治18.12.25 福山教育義会幹事三浦義建 刊

B3・4 ◦県立福山中学校維持之義ニ付願〔およ
び関係書類〕

明治19.10.30 福山教育義会会長阿部正桓→広
島県知事千田貞暁

竪冊

B3・4 ◦尋常中学福山誠之館維持ノ義ニ付稟請 明治25. 3. 2 芦田品治神石甲奴郡長斉藤次
郎・深津沼隈安那郡長岡田吉顕
→広島県知事鍋島幹

竪冊

B3・4 ◦その他

B5 広島県管内全図 明治11. 3.22 桑原信 一紙

B5 太平洋戦争前の軍域の変遷図 一紙

P07
4 広島大学附属福山中・高等学校得能文庫

C1 備後五郡人民誓詞締盟録　県会議員退職
者一件

明治14 竪冊

P07
10 福山市役所加茂支所広瀬分所所蔵文書

C1 町村制市制講究会筆記 明治21 刊

C2 町村制実施書類 明治21～22 広瀬村役場（北山村外一ヵ村戸
長役場

竪冊

P07
11 福山市立坪生小学校所蔵文書

A1 沿革史附録学制綴込〔抄〕 明治 4～ 坪生村立坪生尋常小学校 竪冊

A2 坪生学校沿革誌 竪冊

P07
14 福山城博物館附属鏡櫓文書館収蔵文書

–1 小場家文書 –7 中井家文庫
–2 三谷家文書 –8 得能文庫
–3 下宮家文書 –9 土肥文庫
–4 福田家文書 –10 福山市史編纂会筆写資料
–5 合併町村役場文書 –11 岡本家文書
–6 鶴賓文庫 –12 御検地水帳関係文書
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P07
14–1 小場家文書

水野家家中小場家に伝来した文書（水野家家譜系図・福山藩水水野家・結城藩水野家・藩政・小場家）

水野家（家譜・系図）

A6 水野家御代々御法名　小場氏（2冊） 竪冊

A6 水野家御代々御法号帳　小場 竪冊

A6 水野家御代々御法号御同姓御親類書　小
場

横半

A7 水野成章氏之家系　附水野家御庶流各家
之氏名　小場

竪冊

A7 水野勝成寿碑文　小場利貞 竪冊

A4 水野記　巻一・二，三・四，七・八，九・
十（4冊）

竪冊

水野家（福山藩）

A1 水野勝成書翰（2通） 9.29・（寛永18）10.23 →小場兵左衛門他 折紙

A1 水野勝成・勝重書翰
※当年日損に付来年耕作

（寛永16）12. 8 →鈴木大膳・今枝勘右衛門他 折紙

A1 水野勝重（勝俊）書翰（65通） 寛永16～天保 3 一紙

A1 水野勝重覚書
※備中松山町仕置に付

（寛永18）12. 6 水野勝重→中山将監・中山壱岐・
神谷治部

折紙

A1 〔知行ニ付〕定 寛永19. 9.27 水野勝重→神谷治部・小場兵左
衛門

一紙

A1 裏判之定 寛永21. 5.17 水野美作守（勝重）→神谷治部・
小場兵左衛門

一紙

A2 水野勝俊（勝重）書翰（34通） 正保 3～慶応 3 一紙

A2 御奉書之写
※きりしたん宗門改・異国船警衛に付

（慶安元）2.26 阿部重次・阿部忠秋・松平信綱
→水野勝俊

折紙

A2 水野勝貞書翰（9通） 慶安元.～正保 3 折紙

A2 水野備前守書翰 7.13 →小場兵左衛門 一紙

A2 水野民部勝慶書翰（7通） 折紙

A2 水野美作勝慶（勝種）書翰（18通） 折紙

A2 水野美作勝種（勝慶）書翰（6通） 折紙

A2 小場兵左衛門へ書付 →小場兵左衛門 一紙

A2 勝慶公の御下知書
※鎌田与七左衛門に付

8.13 →小場兵左衛門 一紙

A2 美作書翰（3通） 一紙

A2 老中連署下知状写
※肥後国の船内御預けに付

（寛永15）9.23 青山幸成・内藤忠重・稲葉正勝・
永井尚政・酒井忠勝・土居利勝
→水野勝成

折紙

水野家（結城藩他）

A3 松平大蔵少輔書翰 →水野日向守 一紙

A3 佐渡書翰
※来邸案内

3.11 →日向 一紙

A3 松平忠吉書翰
※年頭祝詞に対する返礼

2. 7 →水野日向守 一紙

A3 加藤明陳書翰
※年頭祝詞

1. 1 →水野日向守 一紙
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A3 榊原政岑書翰（2通） 6.晦・12.26 →水野兵四郎 一紙

A3 水野出羽守忠成書翰
※叙位祝儀に対する返礼

1.29 →水日向守 一紙

A3 山城守書翰
※俳句に付

7.28 下野守 一紙

A2 水野日向守書翰
※水戸大学頭近習千葉五助に付

3. 9 →当□寺 一紙

A2 水野勝長黒印状 元禄16.10 →鈴木半之丞・光岡十右衛門・
水野織部

竪冊

A2 水野勝長書翰
※新知拝領の祝詞に対し礼状

（元禄11）8.21 →小場兵左衛門 一紙

A3 加藤伊勢守書翰
※姉婚礼祝詞に対する返礼

1.27 →水野日向守 一紙

A3 松平忠喬書翰
※年始祝詞に対する返礼

2. 3 →水野下野守 一紙

A3 公唯書翰
※年頭祝詞に対する返礼

3.24 →水野日向守 一紙

A3 瀧本坊乗証書翰
※武運長久祈祷執行に付

5 →水野日向守 一紙

A3 小笠原長貴書翰
※年始祝詞

1. 7 →水野日向守 一紙

A3 伊賀守書翰
※消息

→水野下野守 一紙

A3 水野忠邦書翰
※昇進祝詞に対する返礼

12.14 →水野日向守 一紙

A3 内藤山城守書翰
※消息

→水野日向守 一紙

藩政（福山・結城）

A12 水野家福山在城時代諸臣分限帳　所持者
小場利定

横長

A14 大坂御陣御人数附覚　小場利尚 横長

A14 大坂御人数附 横半

A3 稲熊三右衛門外四名自殺之節理由陳述書 （寛文） 一紙

A3 井上曽我右衛門仕置一件書翰 （元禄 4）閏8. 1 一紙

A15～17 苅屋ヨリ福山時代結城藩事蹟補遺資料綴
　第一号ノ一　昭和七年八月ヨリ　小場
氏蔵

竪冊

A18 定積 元禄 8. 7 竪冊

A13・14 〔結城藩士家督之覚〕 横半

A3 〔役人共勤方出精・倹約方ニ付直書写〕 12. 7 一紙

A3 〔青屋用人共へ書付〕
※明後日参詣に付

12 一紙

A3 〔起請文〕 元禄13. 2.21・
元禄13. 4.6・
元禄13. 4.15

岡友右衛門他→佐野助右衛門 一紙

小場家（福山・結城）

A7 〔小場氏〕家系 竪冊

A7 利昌殿御手記小場家系譜 横半

A7 小場家系〔佐野大和守―小場利之〕 一紙
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A7 〔小場家系図　小場利之―豊之助〕 一紙

A7 小場家系〔佐野大和守―小場利章〕 一紙

A7 本家佐野氏之系図・分家小場氏之系図 綴

A8 小場家系譜〔并雑記〕　附記御遺書二通
の写他

竪冊

A8 ◦〔小場兵馬利昌履歴〕

A8 ◦小場兵馬詳伝編纂資料

A8 ◦兵馬家老在職中処理シタル三重大事件
　其ノ一財政整理・其ノ二元治元年筑
波軍事件

A8 ◦結城藩佐幕党之首謀三人之略歴　小場

A8 ◦小場兵馬略伝

A9 小場家記録綴　第三号 竪冊

A9 ◦宗休様御出語　全

A9 ◦勝成公之慈愛　小場

A9 ◦崇徳秘記　時方所持

A9 ◦聰敏様御誕生御支干御祝儀帳・御家中
古今之譜

文化元. 3.25

A10 〔小場兵馬略伝〕 竪冊

A10 小場兵馬伝 竪冊

A11 古記抜書 横半

A11 諸事扣帳　小場氏 横半

A3 中助六郎書翰
※贈物に対し礼状

（元和）7.20 →小場兵左衛門 一紙

A3 口上之覚控
※家督の節加増分辞退に付

貞享 3. 2.15 小場兵左衛門→水野玄蕃・上田
勘解由・中山外記

一紙

A3 〔加増辞退ニ付覚〕 貞享 3. 2.15 小場兵左衛門→小場兵十郎 一紙

A3 口上之覚
※家督の節加増分辞退に付

貞享 3. 2.15 小場兵左衛門→水野玄蕃・上田
勘解由・中山外記

一紙

A3 御加増被仰付候節御断申上候覚 貞享 3. 2.15 小場兵左衛門 一紙

A3 酒井忠挙書翰
※家中鎮静方に付

（元禄11）5. 6 →水野玄蕃・小場兵左衛門 一紙

A3 水野玄蕃・小場兵左衛門書翰
※家中路銀の配分に付

（元禄11）6. 1 →中山外記・上田四郎左衛門 一紙

A18 福山時代小場家第三代小場兵左衛門利長
殿君家ヨリ下賜品御扣帳　小場氏蔵

竪冊

A3 〔源左衛門・源五右衛門忰扶持方ニ付覚〕 →小場兵左衛門 一紙

A3 〔高岡尉左衛門養子ニ付覚〕 一紙

A3 〔婚姻忌日ニ付書類〕（1包〈4通〉） 一紙

A3 〔かたくりニ付覚〕 10.10 一紙

A19 分曲集 竪冊

A19 長恨歌并序・琵琶行并序・野間台序　小
場氏蔵

刊

A19 明訓一班抄　巻之上 竪冊

A14 三河後風土記抜書集 竪冊
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A19 坤輿図識抜書　不許他見　誠意館 安政 2. 6 横半

P07
14–2 三谷家文書

沼隈郡山手村で庄屋・戸長を勤めた三谷家に伝来した文書（支配法規〈御用状控帳等〉・村・戸口・凶荒救恤・産業
商業・教育他・日記）

支配・法規

A1 辰願書扣帳 天明 4 横長

A6～15 通例願書按文並旅人送出・変死書類控　
分郡山手村

文化14～明治 4 横長

A2 御用書留帖 天明 4. 4～9 横長

A3～5 御用書留帖 天明 6 横長

A16～20 御用状留帳 文政 4 横長

A21～24 御用状留帳 天保10 横長

A25～31 〔御用状留帳〕 天保11 横長

A32～38 〔御用状願書控帳〕 天保12 横長

A39～47 御用状願書控帳 天保13 横長

A48～54 御用状願書控帳 天保14 横長

A55～59 御用状願書控帳 天保15 横長

A60～65 御用状願書控帳 弘化 3 横長

A66～71 御用状願書控帳 弘化 5 横長

A72～78 御用状願書控帳 嘉永 3 横長

A79～86 御用状願書控帳 嘉永 4 横長

A87～94 御用状願書控帳 嘉永 5 横長

A95～
101

御用状願書扣帳 嘉永 6 横長

A102～
108

御用状願書帳 嘉永 7 横長

A109～
115

〔御用状願書控帳〕 安政 2 横長

A116～
122

御用状願書帳 安政 3 横長

A123～
129

御用状控帳 安政 4 横長

A130～
135

御用状控帳 安政 5 横長

A136～
143

〔御用状控帖〕 安政 7 横長

A144 御用状願書控帳 万延元 三谷忠悠 横長

A145～
151

御用状控帳 万延 2 横長

A152 御用状願書控え帳分郡山手村 文久 2.12～文久 3. 1 横長

A153～
159

御用状扣帳 文久 2 横長

A160～
166

御用状控帳 文久 3 横長
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A167～
173

御用状控帳 文久 4 横長

A174 御用状控帳　山手邨役場 慶応元.12 横長

A175～
180

〔御用状控帳〕 慶応元. 3～慶応 2. 1 横長

A181・
182

御用状控帳 慶応 2. 9～12 横長

A183～
189

御用状控帳 慶応 2 横長

A190～
197

御用状控帳 慶応 3 横長

A198～
211

御用状控帳 慶応 4 横長

A212 御用状控帳　弐番 明治元.12 三谷氏 横長

A213～
225

御用状控帳 明治 2. 1～10 横長

A226～
229

御用状留帳 明治 2.10～12 横長

A230～
244

御用状控帳 明治 3 横長

A245 御用状控帳　山手村役場 明治 3.12～明治 4. 1 横長

A246～
251

〔御用状控帳〕 明治 4. 2～11 横長

A252 〔御用状控帳〕 明治 4～5 横長

A289 寺社廻文写帳　安政七年庚申二月 文久 2. 9～慶応 2.10 横長

A298 御布告留　第三大区沼隈郡〔抄〕 明治 7 竪冊

A294 御布告留　第三大区小二区事務取扱所
〔抄〕

明治 8. 4～8 竪冊

A293 御布告留〔抄〕 明治 8.10～ 竪冊

A291 御布告留　沼隈郡小二区〔抄〕 明治 9 竪冊

A294 布達書　第十六大区一小区〔抄〕 明治10 竪冊

A298 布達書　第拾七大区一小区〔抄〕 明治10 竪冊

A293 御布達　土木係〔抄〕 明治10 竪冊

A291 布達留　第一事務所〔抄〕 明治11 竪冊

A293 諸願届控〔抄〕 明治 7. 4～明治 8.12 竪冊

A293 諸願伺届留簿　第三大区小二区事務取扱
所〔抄〕

明治 8 竪冊

A293 諸願伺届留簿　第三大区小二区事務取扱
所〔抄〕

明治 8 竪冊

A295 諸願伺届控　第十七大区壱小区 明治 9.10 竪冊

A293 願伺届簿〔抄〕 明治 8～9 竪冊

A298 小前ヨリ願書差出綴　第十七大区一小区
〔抄〕

明治10 竪冊

A295 壬申四月十二日一区一名深津県へ御呼出
シ被仰出書類写　三谷氏

明治 5. 4 横長

村

A290 沼隈郡之内分郡山手村差出帳 宝永 8. 4 竪冊

A290 下御領村絶屋敷間引改帳 元禄 5. 8 竪冊
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A290 御支配割入用書上帳 申10 横長

A291 貢米十ケ年平均一村限取調帳扣　沼隈郡
山手村

明治 5.10 戸長三谷敬一郎他 竪冊

A297 小田県管轄第三大区小二区地理書上帖　
備後国山手村・郷分村

明治 5.11 第三大区小二区戸長三谷敬一郎
他

綴

戸口

A296 宗門御改帳　穢多共　沼隈郡□□村 明治 4. 1 竪冊

A290 御倹約被仰付候ニ付御百姓格式改人別判
形帳　安那郡下御領村

寛保 2. 7 横長

凶荒・救恤

A291 乍恐以書附奉願上候事
※施米歎願のこと

（明治 4）3 山手村庄屋三谷敬一郎他 竪冊

A292 乍恐以書附奉願上候事
※穢多施米歎願のこと

（明治 4）3 山手村庄屋三谷敬一郎他 竪冊

治安

A290 津野郷村俄山金ケ左古ニ而山手村桂蔵口
論御検使一件帳　分郡山手村

文化13. 8.11 横長

A290 〔津野郷俄山金ケ左古ニ而山手村と山論
ニ付〕乍恐以書付奉願上候御事

文化13. 6 山手村庄屋他→代官 一紙

A290 〔津野郷俄山金ケ左古ニ而山手村と山論
ニ付〕乍恐以書付奉願上候御事

文化14. 7 津野郷村庄屋五郎右衛門他→代
官

一紙

A290 〔津野郷俄山金ケ左古ニ而山手村と山論
ニ付〕乍恐以書付奉願上候御事

文化14. 7 山手村庄屋庄右衛門他→代官 一紙

A290 〔津野郷俄谷山論一件控〕 文化 9～文化11 横長

A290 〔県庁にて吟味中の6名村預リニ付願書〕 明治 5.10 山手村戸長三谷敬一郎他→県庁
伝達所

竪冊

産業・商業

A290 商ひ物直段下書上帳　分郡山手村 天保14. 1 横長

A290 御用木〔雛型〕 三州鷲塚久岡屋治左衛門他 木

A291 回章〔牧畜会社ノ件ニ付〕 明治 6. 2 竪冊

教育他

A294 書籍控帳　小学校 明治 6. 5 竪冊

A297 〔山手村学校概況〕 明治 6. 9 山手村戸長三谷敬一郎他→矢野
光儀

綴

A294 下等小学教則 明治 7.11 広島県公立師範学校 刊

A294 学校綴込　壱小区 明治10. 6～11 綴

A297 〔第十七大区一小区学校概況〕 明治10. 9 戸長兼学区取締補助三谷敬一郎 綴

A294 〔瀬谷学校・山手学校・津之郷学校経営
費明細綴〕

明治10 綴

A294 〔児童就学人数表並びに教員名簿〕 明治10 綴

A294 〔教訓改正通達・広島県公立小学校則・広
島県公立小学校教則〕

明治11. 9 綴

A297 啓蒙社周旋方〔抄〕 綴

A297 学校御扶助金米払 綴

A297 学校組合方法 綴

A295 種痘定日 明治11. 4 一小区ニ小区受持種痘医藤井誠
之助他

竪冊
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日記

A293～
288

日記（27冊） 天保14～明治 3 横半

P07
14–3 下宮家文書

福山藩家中下宮家に伝来した文書（阿部家・藩政〈法制・軍役家中・財政・治安維持・その他〉・下宮家）

阿部家

A1 正方公御家督筆記 文久元. 6～文久 2. 7 横長

A3 〔阿部家知行地ニ付〕覚 一紙

A11～15 江戸由緒書抜書一～五（5冊） （～文政13） 横半

藩政（法制）

A6 〔巡見使下向ニ付書付〕（17通） 享保元他 一紙

A6 寛延四未年四月四日御巡見御道法 一紙

A3 〔兄弟数多有之候者相続方ニ付板倉佐渡
守御達〕

宝暦 4. 6 一紙

A3 〔御上洛之御供ニ付公義 被仰出候写〕 明和 3. 2.23 一紙

A3 〔城下出火之節家中出動心得覚〕 享保 8.12 横長

A4 〔歳暮・年頭〕御規式帳　御在府年 寛延元.12.13～
寛延 2. 1.28

横半

A3 刎首ヲ死罪与御改之一条 安永 7. 4.27 町奉行・郡奉行・寺社奉行・大
目付

一紙

A3 〔享保十八年時疫流行之節薬法ニ付町奉
行所 板行被仰付御料所村々江被下候書
付写〕

天明 4 一紙

A2 御仕置定式　自一至二　全 寛政 2.11.11 内藤角右衛門他 横半

A3 臨時式諸御礼御定之内 寛政 7.12.24 一紙

A3 〔家中人気不穏ニ付取計方注進を命ずる
藩主書付〕

文化 5. 5.16 阿部正精 一紙

A5 御用状并伺書扣 文化10・文化13・
嘉永 4～6・安政 4

横半

A4 御用番 通用有之扣 文化15. 5～文政 6. 2 横長

A3 〔家中の表詰所・台所方〕掟（2通） 文政 6. 8.27 一紙

A4 御在城中帯釼・着服等之定 横長

A3 〔在陣ニ付条々〕 一紙

A3 〔大砲之義ニ付申達書〕 一紙

A3 〔甥之家督を相続いたし候節服忌令撰注
分釈書抜〕

一紙

A3 無足人已下養子御定式請服忌御書付 一紙

A3 〔家中御触ニ付旧記吟方覚〕 一紙

A3 仕舞之飛脚ニ返書申遣候扣（2通）
※本陣旗小屋印，先年差進候絵図面之
内武器数等に付

文化 5. 2.13 総連名→三人衆 一紙

A3 大目付中達一役一人相揃候旨 一紙
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A3 〔玄米村夫ニ為搗申度ニ付村夫差出方伺
書〕

一紙

A3 〔目安箱設置ニ付〕定 11 一紙

A3 〔三月火事場当番覚〕 一紙

A20 〔小荷駄奉行・出火之節御届入候覚・阿
部伊勢守屋敷之覚・知行高ニ応下人召連
候人別・起請文前書之事・仕置之儀ニ付
諸達・唐船漂着之節人数小割〕（2通）

一紙

藩政（軍役・家中

A7 高拾万石之御役積り 慶安元.12 竪冊

C1 〔慶安元年高拾万石之御役積り帳写〕 一紙

C1 〔寛文四年惣給人御印帳写〕
※寛政13年1月写

一紙

C1 〔慶安元年五組之割帳写〕 一紙

A7 辰年惣給人御印帳
※寛文13年1月写

寛文 4.11 竪冊

A7 〔惣給人御印帳抜書〕 寛文 6.11・寛文 9.閏10 一紙

A7 酉之年惣給人御印帳〔付寛文拾年惣給人
御印帳・寛文十一年惣人帳書抜〕

寛文 9.閏10 竪冊

A7 〔長生院様御代正徳四年甲午度歳御人帳
之内江戸分・大殿様御代元文二丁巳歳御
人帳之内江戸分写〕

竪冊

A7 長生院様御代正徳四午年江戸福山御家中
御宛行大旨帳

竪冊

A7 御当代明和元申年江戸福山御家中御宛行
大旨帳

明和元.12 竪冊

A7 江戸・福山御家中渡り高壱年分大旨 一紙

A8 旅御用半知半渡軍役人連帳 横長

A9 福山御役人帳〔付福山・大坂御合力〕 （嘉永 5）4.17 下宮氏 横半

A10 福山御家中年齢・御勝手方仮役 （文久 2） 横半

C1 〔軍政改革漸進・急進之法〕 一紙

C1 〔軍政改革ニ付〕覚 2.10 一紙

C1 〔具足箱持人足人数等ニ付覚〕 一紙

C1 〔延享五年三郎右衛門・角右衛門御出府
之節御人連ニ付〕覚

11 一紙

A8 年番供連并貫目積之覚 横長

A8 出仕着類覚 横半

C1 〔家中出仕方規則改正ニ付建言書〕 一紙

C1 〔等暮被召出方ニ付御規則案〕 一紙

C1 〔家中心得方ニ付〕安永二巳八月被仰出
段

一紙

A3 〔家中風俗改方ニ付建白〕覚 5.21 一紙

A3 〔御家中借財上ニ而御取扱之義ニ付書付〕（幕末） 一紙

C1 〔御内規矩之事他覚〕 一紙

C1 〔御家中寄々談之覚〕 安政 4.12.17・安政 6.
7.11

一紙
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C1 〔寄々談之覚〕 文久 2.12. 7・文久 3. 3.
7

一紙

C1 〔御家中寄々談之覚〕 安政 4. 5.11 一紙

A3 〔三代勤方ニ付〕覚 嘉永 3. 6 大平弥一兵衛 一紙

A4 粟田私記秘録 竪冊

藩政（財政）

A16 壱ケ年御銀米大旨積帳〔宝暦三年分〕 （宝暦 3）2 竪冊

A16 戌春御銀大旨仕分帳〔宝暦四年分〕 宝暦 4.閏2 竪冊

A16 戌春御銀大旨仕分帳〔宝暦四年分〕 宝暦 4.閏2 竪冊

A16 亥春御銀大旨仕分帳〔宝暦五年分〕 宝暦 4.閏2 竪冊

A16 一ケ年御米銀大旨積帳〔明和元年分〕 （明和元）9 竪冊

A16 亥暮御借用取曖積帳〔安永八年分〕 安永 8. 8 竪冊

A16 亥九月 同十二月迄御米銀大旨積帳〔安
永八年分〕

安永 8. 8 竪冊

A16 子正月 同八月迄御銀大旨積帳〔安永九
年分〕

安永 8. 8 竪冊

A16 未正月 八月迄御銀大旨積帳〔天明七年
分〕

（天明 6暮頃） 竪冊

A17 用金控帳 （弘化 3～明治 2） 横半

A18 御銀方年賦銀勘定帳 安永 8. 3 田中彦兵衛他 横長

A18 押物代并年賦残銀勘定帳 安永 8. 3 田中彦兵衛他 横長

A18 御銀方年賦銀勘定帳 安永 9. 3 田中彦兵衛他 横長

A18 押物代并年賦残銀勘定帳 安永 9. 3 田中彦兵衛他 横長

A18 三郎右衛門殿御預御要用銀御勘定帳 文化13. 3 岡田六蔵他 横長

A18 三郎右衛門殿御預御要用銀御勘定帳 文化14. 2 横長

A18 三郎右衛門殿御預寅年分御要用銀御勘定
帳

文政 2. 2 岡田六蔵他 横長

A18 下宮三郎右衛門殿御預り巳歳分御要用銀
御勘定帳

文政 5. 2 岡田六蔵他 横長

A18 覚書 巳4 横半

A18 覚書 横半

A18 勘定帳 天保 5.12 御普請掛合共 横長

A19 三拾人御扶持方帳 嘉永 2.12～安政 7.閏3 横半

A20 札銀出入帳 嘉永 2.12～安政 7. 4 三拾人御扶持方 横長

A21・22 御普請銀扣帳 天保 4.12 横長

C1 〔正徳元年町場・在中へ申渡定書条々之
内奉公人・旅人条目抜書〕

一紙

C1 〔郡中・町場の御用金調達，諸役場入用
筋差扣ニ付申渡写〕

文政11. 9 一紙

C1 〔吟味口入大連判金家中借用金ニ付申渡〕 9 一紙

C1 〔時勢危急ニ付家中一同半知半之渡リ方
被仰出候覚〕

一紙

藩政（治安・維新）

A25 胡町大願寺小路ニ而川崎喜助被切候一件
諸書付継〕

未11～申8 一紙
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A25 〔天明六年百姓一揆ニ付阿部三郎右衛門
等書翰〕

天明 6.12.16～20 阿部三郎右衛門・吉田三郎兵衛・
三浦平十郎・関惣右衛門・村上
半蔵・田村忠兵衛

一紙

A25 下宮三郎右衛門廻状
※□□村非人体之者ニ付

12. 4 →角右衛門他 一紙

A25 〔御内用□式ニ付書付〕 一紙

A25 〔岡崎久右衛門・田所源八意趣有之喧嘩
一件ニ付当番吉左衛門書付〕

元禄 9. 1.12 一紙

A25 大坂表今木や安兵衛方ニ而小右衛門材木
相調候内高砂浦釣や甚吉船江安兵衛 為
積組候処難船仕流木ニ付姫路様御役人取
曖一件（2冊）

天保 5. 2～3 竪冊

C1 〔七右衛門手扣・作右衛門書翰等写〕 文久 3～4 一紙

A24 御上京御道中御行列帳 文久 3. 4 横長

A24 御出張御行列 横長

A24 出陣規式・帰陣規式 横長

A24 〔大坂出陣日記〕 慶応 4. 8.21～
慶応 4.10.23

横半

A24 〔有事之節家中取計方心得ニ付申渡・役
所諸願達伺事等の処理ニ付御触〕覚

元治元.10.17 一紙

A24 〔征長ニ付留守中諸事取計方〕覚 元治元.11. 3 一紙

A24 〔征長ニ付御供・留主之用人・番頭以下諸
士へ申渡す藩主書付〕

元治元.10 阿部正方 一紙

A24 〔益田表戦争之節都束之儀有之ニ付書付〕
（2通）

一紙

A24 〔征長人夫具足・夜具等入物代銀ニ付書
付〕

一紙

A24 〔出陣之節大将・従者諸道具ニ付書付〕 一紙

A24 〔征長ニ付兵糧・諸道具広島迄船廻シ方
等ニ付覚〕

一紙

A24 〔諸役加勢・仮役役人覚〕 一紙

A24 〔諸関門等取締方ニ付書付〕 一紙

A24 〔御供之御用人等へ被仰出候書付〕 一紙

藩政（その他）

A23 〔癸酉五月朔日 同十日迄御用番三郎右
衛門御用向書付継〕

文化10 一紙

C1 〔辛酉二月朔日 同十日迄御用番頼母御
用向書付〕

一紙

C2 〔御用向書付継〕 5 一紙

C2 〔御用向書付継〕 5 一紙

C2 〔御用向書付継〕 6 一紙

C2 〔御用向書付継〕 9 一紙

C2 〔御用向書付継〕 安政 4. 9 一紙

C2 〔御用向書付継〕 6 一紙

C2 〔御用向書付継〕 6 一紙

C2 〔御用向書付継〕 6 一紙

C2 〔御用向書付継〕 9 一紙
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A5 所々御門張紙扣帳 安永 9 横半

A4 巳歳御検見目録 天明 5.12 横半

A5 奥御取次手扣 （文政） 横半

A5 備後国福山領分中御尋ケ条御答書 天保 3. 4 横半

A5 〔分郡25ケ村書上〕 一紙

A3 御国替之覚 （嘉永） 一紙

A3 〔帰府御目見之儀ニ付書付〕 一紙

C1 〔諸向御門前ニ而御責馬之節書付〕 一紙

A34 御領分中絵図面 安政 5 一紙

下宮家

A35 御家老心得 横半

A27 隠居心覚　尤上方江参候事茂認有 弘化 3 横長

A28 隠居心覚 弘化 4. 1～7 横長

A29・30 〔下宮家覚書〕 延宝9～寛政12 横長

A31 〔下宮家代々家督之節御日記抜書〕 横長

A31 下宮・内藤両家席順享和元七月朔日被仰
出候書抜，享保三御家督ニ付出府日記書
抜，文化六年席順古来之通被仰出候書抜

竪冊

A32 出府ニ付諸事扣帳 安永 9. 8 横長

A32 御道中金銀請取通 安永 9. 8 松本茂兵衛 横半

A32 御道中勘定帳 天明 6.11 横長

A32 金子請取帳 天明 6. 9 小池民右衛門 横半

A32 〔東海道中旅行日記〕 子8.15～21 一紙

A32 道中記 備後福山下宮氏 横半

C1 〔佐原又作征長ニ至候迄下宮三郎右衛門
へ御預ケ之儀被仰出候一件写〕

延享 5. 5.19 一紙

A23 御拝借仕銀子之事 嘉永元.12 吉津村中間利助→下宮様内御役
様衆中

一紙

A33 下宮治右衛門様御難渋ニ付他借御取替并
出入帳

嘉永 3.11～ 横半

A3 〔下宮三郎右衛門・内藤角右衛門下屋敷
差上方ニ付申渡

文久 3. 1.15 一紙

A33 〔下宮三郎右衛門安那郡下加茂村受山ニ
付証文〕覚

明治 2. 8 佐野幹五郎→山林役衆中 一紙

A33 家録奉還願 明治 7. 6.27 深津村士族下宮三郎右衛門→小
田県権令矢野光儀

竪冊

A34 御扣　川越文之進・新居昌太郎・佐藤延
三郎・下宮保之進（4通）

一紙

A34 象戯抄 竪冊

A34 課業〔付毎暮為御褒美被成下候成〕 一紙

A34 即席御好（2通） 一紙
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P07
14–4 福田家文書

A1 嘆願書　砲兵共
※箱館出兵賞典を砲兵に分配の件

竪冊

A1 日記 明和 7～9 竪冊

A1 安永七年戊戌正月 日記 安永 7～寛政元 竪冊

A1 日記 寛政元.12～寛政12 竪冊

A1 日記 寛政 3. 2 竪冊

A1 日記 文政 7～天保12 竪冊

A2～6 誠之館一件帳 安政 6～文久元 竪冊

A7～12 誠之館一件帳 文久 2～慶応 2 竪冊

A13～15 福山文学　第一輯　藩君為政并詞藻 大正11. 3 竪冊

A13～15 ◦阿部藩君御下書 寛政元.文政 7

A13～15 ◦福山城下新橋御高札写 天和 2～天保 8

A13～15 ◦藩政取扱一件 天明 6～安政 3

A13～15 ◦訴訟文 万延元.12 鞆津鍛冶町甚兵衛

A13～15 ◦正教公御上下道中仕組帳 万延 2. 3

A13～15 ◦門田堯佑建白書 文化 3. 1

A13～15 ◦江木繁太郎建白書 元治元. 6. 8

A13～15 ◦窪田次郎建策・小島敬蔵建案 明治 4. 3.20

A13～15 ◦杉山新十郎建白書

A13～15 ◦軍務学事ヲ以建議之趣旨書 明治元. 8.15 杉山新十郎

A13～15 ◦水野家歴代詞藻　附綴　立圃作福山之
記

A13～15 ◦阿部家歴代詞藻

A13～15 ◦正方公御詠

A13～15 ◦三好之春　藤陰詠

A13～15 ◦阿部正方公御略歴其他

A16～18 福山文学　第二輯　郷賢詞藻　弘道館以
前ニ於ける私学時代

大正11. 3 竪冊

A16～18 ◦藤井希孝講義筆記他

A19・20 福山文学　第三輯　弘道館・誠之館并師
範学校・中学校・小学校

大正11. 3 竪冊

A19・20 ◦阿部藩君名

A19・20 ◦福山文学校舎沿革録

A19・20 ◦福山私学時代弘道館時代文学職員録

A19・20 ◦弘道館時代文科受賞録

A19・20 ◦誠之館雑録

A19・20 ◦郷賢録　再稿

A19・20 ◦文士雅号録

A19・20 ◦武術達人録　受賞共

A19・20 ◦平川鴨里翁作福山病院外
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A19・20 ◦藩士受賞録　文武以外

A19・20 ◦仏人逸話録

A19・20 ◦藩中家々歴名録

A21～26 福山文学　第四集　郷賢詞藻　弘道館時
代其一

大正11. 3 竪冊

A21～26 ◦道学正要 明和 4 有木吉

A21～26 ◦備陽六郡志 宮原直倁
A21～26 ◦三迫但之詩

A21～26 ◦伊藤梅宇詩文　外ニ伊藤家歴代文詩

A21～26 ◦斎木文弼垣窠詩文　外ニ自筆伊勢宮游
記及雑詩一巻

A21～26 ◦備後賀島記

A21～26 ◦天海波東詩集

A21～26 ◦狂歌角力草序 寛政 2.12 桑田抱臍

A21～26 ◦狂歌阿付兎土産 天明 7 含笑舎桑田抱臍

A21～26 ◦三月庵集 菅樗平

A21～26 ◦菅茶山詩文

A21～26 ◦菅太中存寄書・菅太中塾田趣法帳他

A21～26 ◦三原梅見の記

A21～26 ◦茶山遺稿大和行日記 西備新聞社

A21～26 ◦菅三閘詩文

A21～26 ◦菅惟縄詩

A21～26 ◦木村雅衛詩文

A21～26 ◦太田全斎歌文

A21～26 ◦立教詳義 太田方述

A21～26 ◦格非編 太田方述

A21～26 ◦頼桜颸山陽の茶山蔵管
A21～26 ◦北条霞亭先生百年祭記念 大正11. 6.17

A21～26 ◦薇山三観・帰省詩嚢・嵯峨樵歌 北条霞亭

A21～26 ◦俚諺漫録　一名黄薇談語 坂本才助魯翁

A21～26 ◦順礼日記

A21～26 ◦真野竹亭詞藻

A21～26 ◦島田靏村手記　能書相伝世尊寺日記
A21～26 ◦本間蓉溪詩稿

A21～26 ◦山岡次隆機外詩稿

A27～32 福山文学　第五輯　郷賢詩藻　弘道館時
代其二・誠之館時代其一

大正11. 3

A27～32 ◦勇鷹神社造営献頌録

A27～32 ◦阿部神社奉額誹諧連歌

A27～32 ◦阿部神社献金芳名録

A27～32 ◦福藩詩稿 浅川勝周
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A27～32 ◦藤井忠之詩稿外歌合

A27～32 ◦今村蓮坡詩集

A27～32 ◦教論弁　外雑作 衣川吉蔵

A27～32 ◦文政頃遂鹿詩巻

A27～32 ◦福藩詩稿 文政10. 1

A27～32 ◦備中名勝考序 文化12 土持乗承

A27～32 ◦淡海紀行 倉井雪舫

A27～32 ◦未開牡丹詩抜抄

A27～32 ◦蕉屋吟稿

A27～32 ◦不染庵主詩稿

A27～32 ◦東門大夫送別詩巻

A27～32 ◦浪華往来日記

A27～32 ◦松本良遠歌集

A27～32 ◦風間年繁歌

A27～32 ◦安藤定孝歌

A27～32 ◦蜷川親方歌

A27～32 ◦今川長禄歌

A27～32 ◦山岡八十郎詩

A27～32 ◦福藩名家詩艸

A27～32 ◦阿部正醇詩集

A27～32 ◦乙丑三月楽信寮詩文

A27～32 ◦焼遺鈔 三好良済

A27～32 ◦尺度考証 森春雄

A27～32 ◦小島敬蔵文

A27～32 ◦門田朴斎詩

A27～32 ◦本間貞文詩集

A27～32 ◦大黒隆正集

A27～32 ◦伊勢諸日記

A27～32 ◦芳野行日記

A33～41 ◦福山文学　第六輯　郷賢詩藻　誠之館
時代其ニ・外ニ其以後

A33～41 ◦福山風雅集稿本　江木鰐水翁選

A33～41 ◦驪歌集

A33～41 ◦東游記程　江木鰐水翁撰

A33～41 ◦藤陰詞藻

A33～41 ◦鋸山游簿　糸井蕃山撰

A33～41 ◦斎藤乗春外詠艸

A33～41 ◦関根蛇山詩稿

A33～41 ◦三宅春涯詩稿

A33～41 ◦八木花顛舎詩稿
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A33～41 ◦葦川遺稿

A33～41 ◦落涙餘痕 明治26. 5 後藤虎吉

A33～41 ◦蘆堤遺稿　第一編 明治25. 9

A33～41 ◦片山鼎州詩歌

A33～41 ◦矢島森豫詩

A33～41 ◦矢島竹崖詩集

A33～41 ◦近藤藺圃詩稿

A33～41 ◦月圃氏文

A33～41 ◦出雲紀行外　後藤此桂撰

A33～41 ◦平戸熊東詩歌集

A33～41 ◦岡本蘆東文

A33～41 ◦就池密雄詩

A33～41 ◦杉東詩文

A33～41 ◦刑部恭詩文

A33～41 ◦門田道斎文集

A33～41 ◦富張音弥詩文

A33～41 ◦友松詩稿

A33～41 ◦餘哀集 吉田雨亭

A33～41 ◦雑録

A33～41 ◦辱知遺歌集 大正11.12

A33～41 ◦郷香餘芬 明治31. 2. 7 天地哲雄・三条祐教

A33～41 ◦故高田桃蹊氏小伝 大正12. 7 小高田嘉助氏紀念建碑会

A33～41 ◦懐旧餘滴　附桃蹊遺稿 大正11.10.25 国頭第三郎

A33～41 ◦病中漫吟 大正11.12.12 国頭第三郎

A33～41 桂香　藤井蘇堂翁略伝 大正11.10.30 藤井蘇堂翁追悼会

A42～51 福山文学　第七輯　郷賢過去録・墓文
集・伝記集

竪冊

A42～51 ◦郷賢過去録

A42～51 ◦郷賢墓文
※水野勝成・阿部正桓他の墓誌・墓
文

A42～51 ◦家康起請文

A42～51 ◦佐分利猪之助覚書

A42～51 ◦佐分利猪之助感状

A42～51 ◦人丸像并由来記

A42～51 ◦瀬尾有斎伝并染詩

A42～51 ◦佐藤直方先生伝
※「福山学生会雑誌」41号～50号附
録

和田英松

A42～51 ◦福田村野村鄂氏より本居三四右衛門氏
へノ書状写し

A42～51 ◦伊藤梅宇先生略伝 伊藤顕也

A42～51 ◦昔時録抜萃
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A42～51 ◦伊藤梅宇外官辺履歴

A42～51 ◦伊沢蘭軒・棒軒・柏軒・棠軒略伝

A42～51 ◦石川元亮の日記

A42～51 ◦森養竹略伝

A42～51 ◦正弘公より百々忠右衛門への御手紙

A42～51 ◦正弘公より津山・良碩・岡西三人への
御手紙

A42～51 ◦小寺清之の伝
※「福山学生会雑誌」51号附録

五弓安二郎

A42～51 ◦正方公より百々忠右衛門への御手紙

A42～51 ◦鈴木三尺坊略伝并免状

A42～51 ◦天文家石坂碌平事歴 大正 7. 2.25 寺尾　寿

A42～51 ◦内藤権五郎伝記

A42～51 ◦平佐帯刀と鈴鹿 五弓安二郎

A42～51 ◦落合泉助君数学免許写

A42～51 ◦川村九十九・重秀号子山ノ伝記

A42～51 ◦谷川慎吾略伝

A42～51 ◦小川家略譜

A42～51 ◦今福友親略伝

A42～51 ◦坂氏長槍記 大正 2. 1 大和近殷

A42～51 ◦坂氏昇階子背旗記

A42～51 ◦正桓公より坂茂左衛門への手紙

A42～51 ◦秋元鰐太郎略伝 大正 2.12.20 水野紫軒

A42～51 ◦内田養三略伝 平川鴨里

A42～51 ◦牧村弥三郎伝記

A42～51 ◦井手猪之助略伝

A42～51 ◦鵜川・柴山二氏略伝

A42～51 ◦藤井松林伝并画集序

A42～51 ◦吉田東里先生小伝

A42～51 ◦北條退略歴

A42～51 ◦門田朴斎離縁ノ件

A42～51 ◦門田朴斎略伝

A42～51 ◦杉東先生行状 門田新六

A42～51 ◦故吉田豊文略歴

A42～51 ◦井手猪之助談片　二十五人脱走

A42～51 ◦藤井葦川逸話

A42～51 ◦福山藩士雑話

A42～51 ◦名越日厳略伝

A42～51 ◦物外和尚逸話 明治37. 1.15 高田道見

A42～51 ◦雪爪鴻翁碑銘

A42～51 ◦宇都宮真名介先生小伝 大正 4. 8. 7 小田豊登
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A42～51 ◦芸備先哲著書目録　広島県教育品展覧
会

大正 4. 5. 5 玉井源作

A52～62 福山誌　第一集　水野・松平・阿部家譜
　福山城外諸雑録

大正11. 3 竪冊

A52～62 ◦福山開基之由来

A52～62 ◦水野家法号

A52～62 ◦水野家系図

A52～62 ◦水野勝成小伝

A52～62 聡敏神社記 大正 7. 2.16 西井徳

A52～62 ◦水野家古文書

A52～62 ◦水野勝種時代領分内家数人数記

A52～62 ◦福山城引渡覚書 元禄11. 8

A52～62 ◦水野浪人覚書 正徳5

A52～62 ◦水野家中分限帳

A52～62 ◦聡敏神社注連柱覚書 大正 3

A52～62 ◦松平家系図記

A52～62 ◦阿部氏歴代並親族法号書

A52～62 ◦阿部家家伝記

A52～62 ◦阿部家略伝

A52～62 ◦阿部家法号記

A52～62 ◦阿部家略伝

A52～62 ◦阿部三家
※「福山学生会雑誌」49号

真田鶴松

A52～62 ◦福山旧藩主列伝
※「福山学生会雑誌」41・42号

A52～62 ◦仰高芳蹟（阿部正弘公御行蹟）
※「福山学生会雑誌」38号

A52～62 ◦贈位の御沙汰
※「福山学生会雑誌」48号

A52～62 ◦阿部勢州公の銅像建築に関し所感あり 真田鶴松

A52～62 ◦阿部家先代臣下名

A52～62 ◦故幕府閣老阿部伊勢守事蹟要領 大正 3. 5. 3

A52～62 ◦正弘公御贈位奉祝献詠集 大正 5

A52～62 ◦奥筐録

A52～62 ◦畳表献上ノ件

A52～62 ◦横浜覚書　阿部正弘記事抜抄 安政 3. 2

A52～62 ◦仰高芳蹟　阿部正弘公御行実 明治44. 1.15 岡田吉顕

A52～62 ◦阿部家雑話

A52～62 ◦福山諸雑記

A52～62 ◦啓蒙社大意・藩庁職制等

A52～62 ◦福山藩諸役順・藩士家禄

A52～62 ◦義倉社・招魂社等雑記
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A52～62 ◦福山旧城図記 大正 2.11 水野紫軒

A52～62 ◦神辺等ノ詩文

A52～62 ◦正桓公御入婿記

A52～62 ◦江戸屋敷雑記

A52～62 ◦福山市近来地図 大正 6. 4. 5

A52～62 ◦福山城及寺院記

A52～62 ◦祇園社外郷土史料

A52～62 ◦福山御役人帳 寛政 5. 9. 8

A52～62 ◦福山藩士禄高帳

A63・64 福山誌　第二集　福山藩五軍記 大正11. 3 竪冊

A63・64 ◦島原騒動

A63・64 ◦芸州出張

A63・64 ◦石州戦争

A63・64 ◦石州紀行図記　鰐水翁撰

A63・64 ◦再征録・途説録　藤野氏撰

A63・64 ◦正月九日之件

A63・64 ◦函館戦争

A65～68 御達控帳 万延 2～ 竪冊

A69・70 〔郷賢遺墨集〕

A71～73 郷賢遺諸　一

A71～73 勝成勝俊と立圃　明専寺主と立圃

A71～73 ◦太白克酔詩集

A71～73 ◦雪窓録

A74・75 郷賢遺諸　ニ 竪冊

A74・75 ◦道学正要 有木吉元

A74・75 ◦天海静窠詩文集
A74・75 ◦狂歌角力草・西都紀行 寛政 2 桑田抱臍

A74・75 ◦太田全斎伝 亀田次郎

A74・75 ◦勇鷹神社造営頌賀詩集

A76～78 郷賢遺諸　三 竪冊

A76～78 ◦伊藤長英外各家詩集

A76～78 ◦真野竹亭詩集

A76～78 ◦浅川棟軒詩集

A76～78 ◦福藩詩稿

A76～78 ◦逐鹿詩巻

A76～78 ◦福藩名家詩草

A76～78 ◦凝翠軒詩会草

A76～78 ◦蕉屋吟稿

A79～81 郷賢遺諸　四 竪冊

A79～81 ◦福山語伝記
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A79～81 ◦阿部家諸士昔事録

A79～81 ◦阿部野童子問

A82・83 郷賢遺諸　五 竪冊

A82・83 ◦俚諺漫録 坂本狸麿

A82・83 ◦順礼路記 坂本狸麿

A84～87 郷賢遺諸　六 竪冊

A84～87 ◦三月庵集・廉塾記

A84～87 ◦三原梅見の記　茶山外

A84～87 ◦大和行日記 菅茶山

A84～87 ◦冬の日影 菅茶山

A84～87 ◦冬の暄 菅茶山

A84～87 ◦花月吟 菅茶山

A84～87 ◦廉塾附田畑并年貢記・菅太中存寄書

A84～87 ◦嵯峨樵歌 霞亭山人

A84～87 ◦田中織之丞辞郷書柬集

A88・89 郷賢遺諸　七 竪冊

A88・89 ◦藕風居詩集

A90・91 郷賢遺諸　八 竪冊

A90・91 ◦芳野行日記 杉野怡雲

A90・91 ◦伊勢詣日記 杉野怡雲

A92・93 郷賢遺諸　九 竪冊

A92・93 ◦山岡機外詩集

A92・93 ◦本間蓉溪詩集

A92・93 ◦本間貞文詩集

A92・93 ◦阿部正醇詩集

A94 郷賢遺諸　十 竪冊

A94 ◦教諭弁 衣川吉蔵

A94 ◦啓蒙所設立其他　福山藩

A94 ◦百姓騒動　明治四年

A95～97 郷賢遺諸　十一 竪冊

A95～97 ◦山室汲古詩稿

A95～97 ◦竹崖詩集 矢島槌六郎

A95～97 ◦糸井簫山詩文集

A95～97 ◦小畠直耕詩文稿　郷分村

A95～97 ◦小島敬蔵詩文集

A95～97 ◦楽信寮文集

A95～97 ◦阿半乃藻塩 松本良遠

A95～97 ◦四家詩歌集　寺地舟里・田辺熾郷・中
山北隍・諸木蔀山

A95～97 ◦遊晃残夢 田辺熾郷
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A95～97 ◦近藤藺圃詩集 近藤一二

A95～97 ◦水野西湖詩集

A95～97 ◦弾雨余滴集 川崎宗則

A95～97 ◦鳥居春帆詩文集

A95～97 ◦川村敬事集

P07
14–5 合併町村役場文書

神村役場・瀬戸村役場・今津村役場・本郷村役場文書

A1 村会決議書〔抄〕
※明治25年分のみ抄録

明治22～25 神村役場 竪冊

A1 村会決議書〔抄〕
※教育費関係部分のみ抄録

明治26～29 神村役場 竪冊

A1 村会決議書〔抄〕
※教育費・学校財産関係のみ抄録

明治35～39 神村役場 竪冊

A1 村会決議書〔抄〕
※教育費関係部分のみ抄録

明治40～44 神村役場 竪冊

A1 村会決議書〔抄〕
※神村学校基本財産蓄積条例のみ抄録

大正元～3 神村役場 竪冊

A2 雑書綴　神村長〔抄〕
※尾三鉄道請願書類および次の刊本の
み抄録

昭和 2 竪冊

A2 〔広島県農工銀行〕営業報告書　第58期 昭和 2 刊

A2 部落会関係綴〔抄〕 昭和21 神村役場 竪冊

A3・4 大政翼賛会冊子綴〔抄〕 大政翼賛会神村支部 竪冊

A3・4 第四回広島県協力会議会議録〔抄〕 昭和17. 7

A3・4 第五回県協力会議速記録〔抄〕 昭和18. 1 大翼賛会広島県支部 刊

A5 翼賛会関係綴〔抄〕 昭和16～17 神村役場 竪冊

A5 名をぞ惜しめ　町内会部落会指導資料第
6輯

昭和19.11 広島県地方課 刊

A5 軍需資源の愛護と廃品回収（昭和十四年
七月十六日ラジオ放送要旨）

広島県知事飯沼一省 刊

A6 庶務関係書綴〔抄〕 昭和17 神村役場 竪冊

A6 勧業ニ関スル綴〔抄〕
※経済統制関係のみ抄録

昭和15～16 神村役場 竪冊

A6 勧業関係書綴〔抄〕
※経済統制関係のみ抄録

昭和17 神村役場 竪冊

A6 百二十億貯蓄書綴〔抄〕 昭和15 神村役場 竪冊

A6 国民貯蓄表彰録 昭和16 広島県 刊

A7 大政翼賛会関係綴〔抄〕 昭和17～18 神村役場 竪冊

A7 常会必携　部落会・町内会指導資料第3
輯〔抄〕

広島県 刊

A7 市部町内会隣組運営強化要網　町村常会
部落会査察指導要網　町内会・部落会指
導資料第5輯

広島県 刊
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A8 郡訓令及照会書類綴〔抄〕
※福山教育義会関係のみ抄録

明治24 瀬戸村役場 竪冊

A8 郡訓令及告示録〔抄〕 明治37 瀬戸村役場 竪冊

A8 郡訓令及び告示録〔抄〕 明治38 瀬戸村役場 竪冊

A8 郡訓令及び告示録〔抄〕
※学校・青年会・神社合祠関係抄録

明治40～41 瀬戸村役場 竪冊

A8 訓示録〔抄〕
※明治45年分のみ抄録

明治45～大正 3 瀬戸村役場 竪冊

A9 例規綴〔抄〕 昭和11～16 山手村郷分村組合役場 竪冊

A10 庶務ニ関スル書類〔抄〕
※第二回広島県町村長会同状況報告の
み抄録

大正 9 今津村役場 竪冊

A10 下達書類〔抄〕 大正13 今津村役場 竪冊

A10 内務省訓令綴
※昭和 9年広島県訓令第11号・湯沢広
島県知事告示要旨のみ抄録

昭和 9 今津村役場 竪冊

A10 大政翼賛会一件〔抄〕 昭和18. 4～昭和19 今津村役場 竪冊

A11 参考文書〔抄〕 昭和 9～13 本郷村役場 竪冊

A11 〔芸備銀行〕営業報告書　第37期 昭和13 刊

A11 庶務綴〔抄〕 昭和18 本郷村役場 竪冊

A11 庶務関係綴〔抄〕 昭和20 本郷村役場 竪冊

P07
14–6 鶴賓文庫

郷土史家濱本鶴賓旧蔵の文書（編著類・水野家記録文書類・阿部家他記録文書類・濱本鶴賓自録蒐集資料）

編著類

A1 福山開基之由来　一本水野記 竪冊

A2 鞆浦さすらひの記　附荻家記
※浜本写本

慶安 4・宝永 8. 3 荻野重富（野々口立圃・跋）・荻
野重祐

竪冊

A3 福山藩阿部家年譜　耕古書院浜本蔵 享禄元～寛政12 横半

A4 福山御城下悉知　一名商工案内 横半

A5・6 福山領内寺院由緒抜書　一・二 文化 2 横半

A25 安芸国風俗一乱実録
※一名安芸門徒騒動記

文化14. 8. 5 横半

A2 名士の見たる鞆の浦〔抄〕 大正14 刊

A2 備後賀島誌（賀島詩巻・序共） 宝暦10. 3 長藩文学滝長愷弥八 刊

A7 見聞日記狂歌集 寛政11 小山邑賞月舎流川 竪冊

A7 狂哥阿伏兎土産　全 天明 7 沼隈郡山南村桑田抱臍 竪冊

A7 誹諧密語橋集　全 宝暦12 如介・貫千・東歩撰 刊

A7 福山風羅堂同人素浅達士由均芦島俳諧集 竪冊

A7 牛頭天王暦神弁 平田篤胤 刊

B1 〔福山学生会雑誌目次〕

B2～16 福山学生会雑誌　41号～95号（47・62・
73欠）〔抄〕

大正 2～昭和18 福山学生会事務所（東京） 刊
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記録文書類（水野家）

A8 水野勝岑代家中分限帳
※浜本写本

元禄11 竪冊

記録文書類（阿部家他）

A26 正倫公御意書 安永元.11.12 竪冊

A26 阿部備中守正倫公追書御意書 安永 7. 5 竪冊

A3 阿部正弘家督相続扣 天保 7 城代家老佐原作右衛門 横半

A3 阿部正弘福山城初入扣 天保 8 城代家老佐原作右衛門 横半

A26 正弘公御初入日記 天保 8 横半

A9 阿部正春御陣代中寛文八年家中人数帳 寛文 8. 1 横半

A10 福山藩家中分限帳簿 折本

A11 御家中之覚 （延享元以前） 横半

A11 福山御役人帳 宝暦 5. 1.13 横半

A10 福山御家中附 宝暦 7. 4 横長

A10 福山御役人帳 （天明～文政） 横半

A9 御足軽共名面 （天保～安政） 横半

A12 町郡御人帳 （天保） 横半

A9 阿部家中分限帳　文化年中江戸之部〔江
戸御家中席順役高并年齢帳〕
※嘉永 2年写本

文政 4. 1.11 横半

A13 備後国深津郡吉津村御検地水帳 元禄13. 5 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

横半

A14 沼隈郡之内分郡草戸村差出帳
※弘化 4年写本

宝永 8. 4 草戸村庄屋甚左衛門他 竪冊

A14 分ケ郡之内沼隈郡神嶋村万差出帳　ひか
へ帳

宝永 8. 4 神嶋村庄屋半六他 竪冊

A14 沼隈郡神嶋村山藪差出シ帳　ひかへ 宝永 8. 4 神嶋村庄屋半六他→林弥次兵衛
他

竪冊

A14 沼隈郡神嶋村御普請場所帳　ひかへ　分
ケ郡神嶋村

宝永 8. 4 神嶋村庄屋半六他 竪冊

A14 御公儀様御普請場所書上ケ帳　分郡神嶋
村
※以上4冊合綴

享保 4. 4 神嶋村庄屋甚右衛門他 竪冊

A15 法令・町奉行・郡奉行・大目附掌故　福
山藩

安永 6 竪冊

A16 福山藩覚書百拾三箇条〔惣町間数歩高覚
　安政五写本〕

竪冊

A17～23 藩庁日記　政用新故事（3冊） 寛政 2～享保 3 横半

C1～3 郷中覚帳 横半

A15 福山藩正月行事 横半

A15 孝心奇特者　安永・天明・寛政・享和年
間　福山藩

（安永～享和） 横半

A25 亥正月 同十二月迄御米銀請払御積帳　
福山藩

文化12. 1 竪冊

A4 御城下八ケ郷江被下置御褒美請書猶願書
追々右一件控記写帳

元和 6. 5～寛政 9.10 深津郡木之庄村岡本久三郎 竪冊

A26 旧福山藩財政始末書 （天明～明治 9） 吉田豊文他 竪冊
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A14 神島町畳表旧記　町役所 （宝暦 3～嘉永 4） 竪冊

A11 福山藩官録　全 （明治初） 折本

A11 福山藩官録　江戸部 （明治初） 折本

A25 備忘誌 明治 3. 2～5 横半

A24 〔福山県租税ニ付〕演説書之写　元福山
県歳入掛

明治 5. 3 元福山県歳入掛→深津県 竪冊

B17 啓蒙社及啓蒙所設置並に沿革　明治三・
四年

大正12 竪冊

記録文書類（小田・広島県）

A27 小田県藩札価格比較表 明治 6. 3 小田県権令矢野光儀他 竪冊

A27 深津医会規則及認可書 明治27 深津医会長児玉語一広島県知事
鍋島幹

竪冊

A27 深津医会規則 明治37. 2 深津医会会長阿部朝五郎他 刊

浜本鶴賓自録蒐集の資料

A28 郷土史資料集　一〔抄〕 竪冊

A28 ◦阿部家秘録

A28 郷土史資料集　四〔抄〕 竪冊

A28 ◦御領分家数并に人数之覚 貞享元春

A28 ◦明治五申改福山六郡戸数人員之覚

A28 ◦文政二年福山城下屋敷坪数及調査委員
会

A28 郷土史資料集　五〔抄〕 竪冊

A28 ◦正徳元年触出条々 正徳元. 9 郡奉行

A28 郷土史資料集　八〔抄〕 竪冊

A28 ◦〔誠之館御下ケ金ニ付書翰〕 9. 5

A28 郷土史資料集　九〔抄〕 竪冊

A28 ◦福山藩海上操練法 天明 7. 9 大橋源総兵衛他

A28 備後誌料採訪録　二〔抄〕 竪冊

A28 ◦町方明細記　抄 正徳元. 9 郡奉行

A28 ◦覚　百姓一揆ニツキ 宝暦 3. 3.14 郡役所

A28 ◦六郡村々願箇条申渡覚・同日被仰渡候
趣

明和 7. 9 郡役所

A28 備後誌料採訪録　三〔抄〕 竪冊

A28 ◦郡中・町方明細記　抄 （享保）

A28 ◦郡中観細録　抄 天明 3

P07
14–7 中井家文庫

A1 〔江戸・福山掟書〕 正徳 2. 5.19・
正徳 5. 7. 7

横半

A1 大坂御城内御番所勤方大格 延享 2.12 内藤氏写 竪冊

A2 万覚書 （享保） 横半

A2 ◦物成切米并御宛害物覚定式 （享保）
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A2 ◦旅御用万御借金一巻

A2 ◦類焼并新屋鋪拝借家作御借金一巻

A2 ◦旅御用其外人連

A2 ◦寺社江被下物類一巻

A3 万覚書 （安永元～天明 8頃） 広田守英 横長

A4 服忌令 安永 2 中井俊三良光 横半

A4 年々見分書口書覚　変死一件覚書 天明元. 6 広田才太守英 横半

A5 物成・俵数・御切米・大扶持之割合覚帳 宝暦13～ 広田氏 横半

A6 〔掟書〕 寛政 2～5 横半

A6 御倹約帳 寛政 9～安政 5 横半

A6 御仕置定式　上 寛政 2.11.11 内藤角右衛門他 横半

A7 御定　上下并追加 寛政 2.11.11 内藤角右衛門他・中井良光写 横半

A7 ◦御仕置定式　下

A7 ◦御仕置定式追加 寛政 2～11 中井俊三良光写之

A8 江戸・大阪・鞆津右御用手扣　公私繹 文化 3～天保 3 中井俊三 横半

A8 ◦公私弁 文化 3.12～ 中井

A8 ◦御献上御畳御用手扣 天保 2. 8～ 中井俊三

A8 ◦鞆津祇園祭礼手扣 天保 3. 6～ 中井俊三

A9 郡中諸見分覚書 文化 6 広田守訓 横半

A10 内覚書 文化 8春 広田守訓 横半

A11・12 大扶持方割合覚書 安永 2～文化14 広田守訓 横半

A13 大扶持方割合覚書 文化15～天保 6 広田守訓 横半

A14 御金方勘定仕組覚書 天保 4. 8 広田守訓 横半

C1 水府公論書他・人道之書・〔閑斎先生〕教
諭弁・町方教諭弁

竪冊

A14 壱番手・二番手・三番手御人数押并鳴物
定書

横長

A14 防禦策存寄書 嘉永 7. 1.11 江川太郎左衛門（藤原延雄写） 竪冊

A14 江木繁太郎御備之儀ニ付心附之趣意申出
候義深議仕申上候書付

嘉永 7 竪冊

A15 御勘定方へ相用イ　日払并通用扣帳 嘉永 7 横半

A16 御勘定方江相用イ　御擣屋勘定吟帳 嘉永 7 横半

A16 〔切腹作法〕 横半

A16 〔禁令・掟書綴〕 元治元 竪冊

A17 長防御征伐覚書 元治元 藤原延雄 竪冊

A17 触扣 明治 4 竪冊

A18・19 手控 明治 4. 7～12 竪冊

A20 御直書之写 明治 4 阿部正桓 竪冊

A20 〔借知〕覚書 横半

A21 六郡高井畝歩覚書 横半

A21 領分中取計方之大概 横半
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A21 〔仕置法〕 横半

P07
14–8 得能文庫

D1～6 福山商工彙報　1号～59号 明治44. 1～大正 4. 5 福山商工会 刊

B1 福山商工案内　大正二年 福山商工会 刊

C1 備後国・安芸国著名之区景況取調書　広
島県

竪冊

C1 広島県器械製絲同業組合状況 大正15. 5 竪冊

P07
14–9 土肥文庫

A1 綿一件書付写 天明 5. 8 竪冊

A1 〔面御趣法替ニ付問屋書翰〕 一紙

A1 〔弘化二年御触書写　抄〕 横半

P07
14–10 福山市史編纂会筆写資料

A1 〔福山市史編纂会筆写資料〕
※寛政年中福山藩御触書集，昭和34年

6月写

竪冊

A2 〔福山市史編纂会筆写資料〕
※自正徳元年至宝暦二年諸事書留帳　
全　昭和31年12月写

竪冊

P07
14–11 岡本家文書

備後国深津郡木之庄村で庄屋を勤めた岡本家に伝来した文書（支配・土地租税検地帳・町村政・治安救恤交通・金
融商業・社寺・家制等）

支配

A16 阿部御家分限記録帳 木野庄村岡本弥次兵衛 横長

A5 阿部家諸役人中御役替 （明和 5～安永 2） 横半

A19 覚〔米銀賃借の利足等に関する御定〕 天和 2. 2. 中山外記他→神谷九郎兵衛他 一紙

A19 覚〔従来の旅人病気の節取扱い方につき
達〕

貞享元. 7. 上田四郎左衛門他→鈴置郷右衛
門他

一紙

A14 請取申鉄砲合せ札之事 貞享 3.12.13 三吉村他12ケ村庄屋共 一紙

A13 仕一札之事〔生類憐みの令遵守の請書〕 貞享 4. 1.10 与左衛門他→庄屋久三郎他 一紙

A19 覚〔福山代官領内廻村につき接待方等心
得の触〕

（元禄11）. 9.13. 山木与惣左衛門→西法成寺以下
木庄村迄13ヶ村

一紙

A14 覚〔生類憐みの令遵守を申渡す触并請書〕 元禄15.11.17 岡本久太夫他→村々不残廻状木
ノ庄村利平衛他

一紙

A13 〔大川筋へ不浄物を捨てることを禁止す
る書付〕

元禄16. 6.20 木庄村釣頭次郎右衛門他 一紙
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A14 差上ケ申証文之事〔商売枡改めについて
の請証文〕

宝永 7.閏8. 木野庄村庄屋五郎七他→森川甚
助他

一紙

A19 仕証文之事〔山方取締に関する請証文〕 宝永 8. 1.11 利兵衛他→木ノ庄村庄屋五郎七
他

一紙

A19 仕上ル一札之事〔年貢納入につき木之庄
村百姓等連署の請書〕

正徳 2. 9. 4 木庄村利平衛他→庄屋・組頭衆
中

一紙

A19 乍恐以書付奉願御事〔御家中屋敷番人足
賃割賦を引村は免除の願書〕

（正徳3）.閏5. 木の庄村庄屋仁右衛門他 一紙

A19 覚〔領内寒造り酒造高を制限し来春二月
より売出しを申付る覚書〕

（正徳5）.10. 一紙

A19 〔従公儀酒造りの御書付支配門前の者に
申伝える廻状〕

.12. 5 家田権兵衛他→分郡村々寺社中 一紙

A6 〔年貢米俵拵えを念入りにすべき旨の触
并請書〕

享保 2. 8.29 木野庄村百姓久蔵他・釣頭 横長

A19 覚〔郷中への貸出銀の利息を免除する
触〕

酉. 8. 一紙

A9 覚〔百姓騒動につき村方への説諭書請
書〕

（享保 3）. 1.25 久兵衛他 一紙

A13 新金銀を以当戌より通用可仕覚 享保 3. 一紙

A19 起請文前書之事〔案紙〕 午. 3.24 一紙

A13 請取申藺札之事 享保 2. 6. 木之庄村庄屋仁右衛門他→藤田
五左衛門

一紙

A13 請取申藺札之事 享保 2. 6. 木之庄村庄屋仁右衛門他→藤田
五左衛門

一紙

A13 請取申藺商売札之事 享保 6. 7. 分ケ郡木之庄村庄屋仁右衛門他
→千種七右衛門

一紙

A13 〔藺商売札御名伴に書かへ〕 享保 9. 6. 一紙

A13 〔藺商売札御加印について〕 享保 9. 6. 一紙

A13 請取申藺商売札之事 享保15. 7.12 分ケ郡木之庄村庄屋仁右衛門他
→深町弥右衛門

一紙

土地・租税・検地帳

A17 備後国深津郡木野庄村抨地詰帳 寛文11. 6. 竪冊

A1 備後国深津郡木野庄村新開抨地詰帳 寛文11. 6. 豊田九郎左衛門・神谷九郎兵衛 竪冊

A1 備後国深津郡木ノ庄村新開抨地詰帳 寛文13. 8. 榎本八郎兵衛 竪冊

A1 備後国深津郡木野庄村新開地詰帳 延宝 7. 1. 吉田弥惣右衛門 竪冊

A1 備後国深津郡木野庄村新開地詰帳 貞享 3. 3. 吉田弥惣右衛門 竪冊

A1 備後国深津郡木之庄村新開地詰帳 元禄 4. 9. 榎本八郎兵衛 竪冊

A1 備後国深津郡木之庄村畠ケ田帳 元禄 6. 9. 榎本八郎兵衛 竪冊

A19 検地に関する達・願書 元禄12. 継紙

　 ◦〔木之庄村検地案内の者名書上〕 （元禄12）. 4.11 木之庄村庄屋七兵衛

　 ◦起請文前書〔検地案内百姓の誓紙〕 （元禄12. 6.9）

　 ◦覚〔検地実施につき畝並帳名物類書
付を差出すよう達〕

（元禄12）. 4.18 曲淵市郎右衛門他→村々庄屋・
組頭

　 ◦覚〔検地役人接待方心得につき備前
役人通達〕

（元禄12）. 4.29

　 ◦〔村人足人馬等の準備につき代官添
書〕

（元禄12）. 5. 4 山本与惣左衛門他→深津郡村々
庄屋・組頭
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　 ◦覚〔畝並帳の提出催促および近々検
地実施につき代官通達〕

元禄12. 5.18. 山本与惣左衛門他→福山領深津
郡村々庄屋・組頭

　 ◦乍恐奉願口上覚〔田畑反歩位役人に
相談の上決定するよう願書〕

元禄12. 5.29. 深津郡木の庄村→検地方役人衆
中

　 ◦覚〔検地実施につき村方心得の代官
触〕

元禄12. 6. 1 宍倉与兵衛他→深津郡村々庄
屋・組頭

　 ◦乍恐奉願口之上覚〔田畑反歩位役人
に相談の上決定するよう願書〕

元禄12. 6.

A18 田方地作・出作分名寄帖　深津郡木之庄
村

元禄11.10. 竪冊

A5 〔郷村畝高帳〕
※阿部家諸役人中御役替等と合綴

元禄 8. 横半

A2 丑諸割符高帳 元禄10.11. 横川半助他→武藤吉兵衛 竪冊

A4 備後国福山領御検地新高古高帳 元禄13. 8. 分ケ郡木野庄村庄屋七兵衛 横半

A15 深津郡村々畝高覚帳 元禄13.11. 木の庄村五郎七 横長

A5 深津郡ノ内・沼隅郡ノ内村々畝高覚帳 元禄14. 8.20 横半

A19 〔御紙漉屋敷元の地主へ差戻す達〕 （元禄11）. 1. 4 横川半助他→武藤平三郎 一紙

A14 覚〔御紙漉屋敷元差戻しの替地の年貢に
ついての断書〕

（元禄11）. 2. 3 木ノ庄村庄屋七兵衛他→武藤平
三郎

一紙

A19 覚〔鈴木五兵衛下屋敷御紙漉屋敷御用地
先地主へ渡す届〕

.12. 8 深津郡木ノ庄村庄屋七兵衛他→
代官役人衆中

一紙

A8 深津郡木之庄村新土取場古検反歩帳 元禄12. 8. 3 庄屋七兵衛他→代官役人衆中 横長

A8 深津郡木之庄村新土取場古検反歩帳　ひ
かへ

元禄12. 8. 3 庄屋七兵衛他→代官役人衆中 横長

A12 〔社地御除地および支配書上書〕 正徳 4. 9. 木ノ庄村庄屋仁右衛門他 一紙

A8 先生御用土取跡荒地新開帳　分ケ郡木野
庄村

享保 2. 1. 庄屋仁右衛門他 横長

A8 御用古土取場之内立帰ニ奉願候小面帳　
分ケ郡木野庄村　扣

享保13. 4. 庄屋弥次兵衛他 横長

A9 寺院堂田畑藪山林除地并御引高分書上帳
ひかへ　分ケ郡木野庄村

天明元. 7. 庄屋茂三郎他 横長

A9 寺院堂田畑藪山林除地之分書上帳ひかへ
　分ケ郡木野庄村

天明元. 7. 庄屋茂三郎他 横長

A19 覚〔御立山の内にて赤土事山奉行衆迄御
断申上の達〕

文政 6. 3.18 青木玄蕃内蔵田籐七→木ノ庄村
庄屋弥次兵衛他

一紙

A1 備後国深津郡木之庄村藪改帳 貞享 3.10. 榎本八郎兵衛 竪冊

A8 備後国深津郡木之庄村藪帳 元禄12.10. 7. 庄屋七兵衛他→松平伊代守内検
地役人中

横長

A8 備後国深津郡木之庄村山御検地帳　松浦
覚之丞

元禄12.10.18. 庄屋七兵衛他→松平伊代守内検
地役人中

横長

A8 木之庄村御百姓藪竹数書付帳 元禄15.10.25. 木ノ庄村庄屋五郎七→宇佐見七
兵衛他

横長

A19 深津郡木之庄村御年貢可納割付之事 寛文12.10. 豊田九郎左衛門他→木ノ庄村庄
屋・惣百姓

一紙

A19 寅御検見辻目録 元禄11. 9. 木ノ庄村七兵衛他→代官役人衆
中

一紙

A19 寅年深津郡上岩成村可納御年貢割付之事 元禄11.11. 宍倉与兵衛他→上岩成村庄屋・
惣百姓

一紙

A1 辰御物成納目録 元禄13.12.27 庄屋五郎七他→桜井藤左衛門 竪冊
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A1 辰之御免下割目録　深津郡木之庄村 元禄13.12. 9 木之庄村庄屋五郎七他 竪冊

A4 年貢例年引分記録 庄屋弥次兵衛 竪冊

A1 午之御免割目録　木之庄村 元禄15.12. 7 釣頭長三郎 竪冊

A1 深津郡木之庄村午之御年貢中勘定目録 元禄15.12.22 庄屋五郎七他→豊田九郎左衛
門・岡本久大夫

竪冊

A1 午之御年貢納払方御算用帳 元禄16. 5.18 庄屋五郎七他→豊田九郎左衛
門・岡本久大夫

竪冊

A1 未之御免割目録　木ノ庄村 元禄16.12. 組頭孫三郎他 竪冊

A19 未之御免割目録 一紙

A19 酉年免定之事 享保 2.11. 家田権兵衛他→木之庄村庄屋・
惣百姓

一紙

A4 戌御年貢中勘定帳　ひかへ　分ケ郡木野
庄村

文政 9.11. 木之庄村庄屋弥次兵衛他 竪冊

A4 小面御年貢相対算用下札仕組御案文帳 寛政 5. 2. 横長

A13 〔龍興寺新田水入難儀につき地普請願〕
口上覚

未.11. 本庄村庄屋小十郎・木之庄村庄
屋七兵衛→武藤平三郎

一紙

A13 覚〔ゑんせう蔵下悪水抜そこ桶繕願書〕 元禄 5. 7.25 木之庄村庄屋七兵衛→武藤平三
郎

一紙

A7 深津郡木之庄村御普請場所書上ケ帳 宝永 8. 4. 木之庄村庄屋五郎七他 横長

A19 覚〔水車場悪水抜願書〕 （正徳2）.10.13 近江屋佐兵衛 一紙

A1 御公儀様御普請場所書上ケ帳　分ケ郡木
野庄村　ひかへ

享保 4. 4. 庄屋仁右衛門他 竪冊

A1 御公儀様御普請場所書上ケ帳　扣　分ケ
郡木野庄村

享保 8. 3. 庄屋仁右衛門他 竪冊

A13 乍恐以書付奉願上候御事〔御水道溜池小
土手従御上御普請被成下度願書〕

文政12. 4. 木野庄村庄屋和平他→代官 一紙

A13 乍恐以書付奉願上候御事〔御水道溜池小
土手従御上御普請被成下度願書〕

文政12. 4. 木野庄村庄屋和平他→代官 一紙

A13 〔御水道溜池小土手普請につき御普請方
より庄屋呼出状〕

（文政13）. 2.20 普請方→木野庄村庄屋 一紙

町村政

A6 覚帳 元禄13. 9 竪冊

A5 深津郡木之庄村万覚書 宝永元.10. 木庄村五郎七他 横半

A1 深津郡木之庄村覚書 宝永 7. 4. 庄屋五郎七他→林川甚助・出岡
惣太夫

竪冊

A4 〔御巡見様〕御通り筋村々高免万覚書 宝永 7. 7. 木ノ庄村庄屋五郎七 横半

A13 覚〔韜光寺山東吉津村・木之庄村境改め
の事〕

享保 4. 9. 木ノ庄村韜光寺雪伝→吉津村庄
屋八郎兵衛他

一紙

A19 覚〔韜光寺山東吉津村・木之庄村境改め
の事〕

享保 4. 9. 吉津村庄屋八郎兵衛他・木ノ庄
村庄屋仁右衛門他→木ノ庄村韜
光寺雪伝

一紙

A5 御巡見様御案内手日記 寛政元.閏6. 木野庄村岡本弥次兵衛 横半

　 ◦御巡見様御用日記合帳 寛政元.閏6. 分ケ郡木野庄村岡本弥次兵衛

　 ◦御巡見様御用御窺書上候品々御附札
ニ而被仰付候覚書　分ケ郡

寛政元.閏6.

A2 公用諸色日記 木野庄村岡本弥次兵衛 竪冊

　 ◦由緒書上控帳　深津郡木野庄村 文化 2. 7. 木野庄村庄屋五郎三郎他
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　 ◦郷村委細書上帳　ひかへ　深津郡木
野庄村

文化 4. 1. 木野庄村庄屋五郎三郎他

　 ◦新古井家畝数牛馬新畑并寺役相納不
来訳書上帳ひかへ　分ケ郡木野庄村

文化13.12. 庄屋宗七他

A6 諸給米所定り物諸役目写帳 寛保 3. 4. 横長

A19 伝来日記ヲ見立左ヲ記 一紙

A2 御城下八ヶ村郷江被下置御褒美請書猶願
書控帳

元和 6. 9. 深津郡木之庄村岡本久三郎 竪冊

　　〔御普代百姓につき村腰夫役諸懸り物御
救免願書〕

寛永19. 2. 4

　　足役并諸色御免村々義ニ付願書控写帳
　深津郡木之庄村

元禄10.11.

　　〔引村被仰付旨八ヶ村連署届書〕 元禄14. 2.10

　　〔前々通り引村被仰付度八ヶ村連署願
書〕

元禄14. 8. 8

　　〔前々通り引村水主浦被仰付度十六ヶ村
連署願書〕

元禄15.11.11

　　〔先年朝鮮人来朝之節諸色御用向書上帳
控写〕

宝永 8. 5. 村々連判・月番川口村庄屋惣左衛門

A19 差上ケ申一札之事〔村役人見廻りの節人
集めの詫と内済願書および請人小面面々
添書〕

享和 3. 2. 2 木之庄村甚三郎他→庄屋五郎三
郎他

一紙

A3 ヨロヅヒカエ 岡本弥次兵衛 竪冊

A3 御城下八ヶ村郷江被下置御褒美請書猶願
書追々右一件控記写帳

寛政 9.10. 深津郡木之庄村岡本久三郎 竪冊

A3 御城下八ヶ村郷江被下置御褒美請書猶願
書控帳

享保 7. 2写 岡本久三郎 竪冊

A13 仕申証文之事〔走り嶋・田嶋漁場出入内
済田嶋側証文〕

元禄17. 2.15 田嶋村庄屋五右衛門他→野上村
庄屋七郎兵衛他

一紙

A13 仕申証文之事〔走り嶋・田嶋漁場出入内
済走り嶋側証文〕

元禄17. 2.15 走り嶋庄屋久右衛門他→野上村
庄屋七郎兵衛他

一紙

A13 覚〔田嶋側の内済証文につき走り嶋側受
取証文〕

宝永元. 7.29 走り嶋庄屋久右衛門他→野上村
庄屋七郎兵衛他

一紙

A13 覚〔走り嶋側の内済証文につき田嶋側受
取証文〕

宝永元. 7.29 田嶋村庄屋五右衛門他→木野庄
村庄屋五郎七他

一紙

A13 〔応插趣法の割戻し銀払延期に関する達〕 文化 8.閏2.25 一紙

　　閏二月廿六日集会申合の覚

　　後役へ引き継ぎ渡すべき村方諸帳面覚

A13 龍興寺頼母子銀判仕進申候ひかへ 元禄 6.10.13 四番目当人龍興寺他→御連中 一紙

A13 同寺頼母子銀判仕進申候 元禄 7.10.20 六番目当人龍興寺他→御連中 一紙

A19 覚〔村入用小日記の仕組みに関する触請
書〕

正徳 3. 5. 2 木庄村百姓善六他 一紙

A19 乍恐以書付申上ル御事〔町作年貢につき
町宿老願書に対する村方存寄申上書〕

（正徳3）.閏5. 木之庄村庄屋仁右衛門他6ヶ村
庄屋共

一紙

A7 巳之八月 十一月迄村入用小日記帳　木
之庄村

正徳 3.11. 庄屋仁右衛門他 横長

A19 乍恐以書付奉願上候御事〔庄屋弥次兵衛
村かつぎに仕願書〕

（元文 5）.11. 与頭与兵衛他 一紙

A7 酉之年 村借り米銀割賦小面帳　木之庄
村

寛保元.12. 庄屋弥次兵衛他 横長
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A7 酉之かり銀口々九月 十二月迄利払 寛保 2. 横長

A7 戌之年村入用小日記　分ケ郡木之庄村 寛保 2.11. 庄屋弥次兵衛他 横長

A7 戌十二月 亥二月迄御役目米小帳　分ケ
郡木之庄村

寛保 3. 3. 庄屋弥次兵衛他 横長

A7 戌十二月 亥七月迄村入用小日記　分ケ
郡木之庄村

寛保 3. 7. 庄屋弥次兵衛他 横長

A4 被仰出候御趣意并御請書写帳 寛政元. 8. 竪冊

　　〔村方算用帳仕組みの適正を申渡し請書
を求める触〕

　　〔筆役給扶持并庄屋宅ニ而役人年中算用
寄合賄扶持方月小日記仕組方費目によ
り年定額を立て村入用帳の整理を申付
ける書付〕

　　被仰出候御趣意請書

A6 村地趣法銀貸附小面書上帳　分ケ郡木野
庄村

文政 5. 5. 横長

A14 巳ノ年分諸帳面御吟書附入（一包〈一
通〉）

（文政 5）. 9. 川合保平他→木野庄村庄屋弥次
兵衛

一紙

A13 趣法銀受取并村地囉〔請連判〕一札之事 文政11. 6. 木野庄村判頭忠次郎他→役場→
代官

一紙

A14 〔大勢夫喰願書〕
※前欠

（天保元）. 3. 木野庄村庄屋和平他→代官 一紙

A19 覚〔熊野権現三宝荒神観音堂除山立ち木
枯木伐役人立会札入〕

明治元.12. 木野庄村惣代上組・下組・宮組
他→御山方

一紙

A13 仕請状之事〔安右衛門入百姓について誓
詞請人請証文〕

元禄 5. 4. 3 安佐衛門他→木野庄村庄屋七兵
衛他

一紙

A19 年切奉公人請状之事 元禄 8.12. 甲山奉公おや助市他→備後岩成
村八郎右衛門

一紙

A19 宗旨手形 元禄 8.12.23. 世羅郡西上原極楽寺 一紙

A13 仕請状之事〔権四郎即入百姓について誓
詞請人請証文〕

享保 6. 3. 深津郡吉津村入百姓買主権四郎
事喜助他→木野庄村庄屋引受仁
右衛門他

一紙

A14 仕請状之事〔六兵衛入村について誓詞請
人請証文〕

天明 2. 8. 沼隅郡柳津村東組六兵衛他→分
ケ郡木野庄村清助

一紙

A19 〔勇蔵宗門につき〕仕ル一冊之事 寛政 8.12. 木之庄村又重郎 一紙

治安・救恤・交通

A14 差上ケ申一札之事〔老女行倒始末届出
書〕

享和 2. 1.14 □□□村非人番五右衛門→宮本
徳次郎他

一紙

A14 覚〔甚吉水死の節処理の記録〕 一紙

A14 指上ケ申一札之事〔本蔵が政吉に傷を負
わす件について関係者聞取調書〕

文化 8. 2. 3 政助・本蔵他→矢守又助他 一紙

A9 〔市村・吉田村・引之村と木野庄村水論
につき訴状〕

嘉永 6. 7. 木之庄村惣百姓共→郡奉行・大
目附・郡代官

竪冊

A13 覚〔大風の被害届書〕 元禄 6. 7.20 木之庄村庄屋七兵衛他→武藤平
三郎

一紙

A13 覚〔大風の被害届書〕 元禄 6. 7.20 木之庄村庄屋七兵衛他→武藤平
三郎

一紙

A6 御山并伊勢参り同中日記 文政10. 7. 木野庄村岡本和平 竪冊
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金融・商業

A13 覚〔観音寺質物立地観音寺寄進につき今
迄通りの扱いを願い出る案紙〕

正徳 6. 7. 庄屋・組頭→明王院 一紙

A13 覚〔観音寺質物立地観音寺寄進につき今
迄通りの扱いを願い出る願書〕

享保元. 7. 木之庄村仁右衛門他→明王院 一紙

A13 田畑質物ニ書入請取申講銀之事 天明 2.12. 森脇村藤蔵→講方御連中 一紙

A13 借用申銀子之事 文政 6.11. 木之庄村宗七他 一紙

A19 借用仕銀子之事 天保 6.12. 木之庄村紋右衛門他→仁右衛門 一紙

A19 口上之覚〔久助に帰村をすすめる努力と
同様代官への願書〕

天和 2. 3.14 木之庄村与頭庄兵衛他 一紙

A13 口上書物之事〔久助帰村の意思のない事
の届書〕

天和 2. 4.13 木庄村五人釣頭源右衛門他→木
之庄村庄屋久三郎

一紙

A13 木庄村久助家屋敷田畠書物 天和 2. 4.13 木之庄村庄屋久三郎→石町三原
屋庄兵衛

一紙

A13 仕ル請状之事案紙〔庄兵衛入百姓につい
て誓紙請人請証文〕

天和 2. 4.13 石町三原屋庄兵衛→木之庄村庄
屋久三郎他

一紙

A13 永代売上申屋敷所畠并小林山之事 天和 2.10.29 木庄村彦左衛門他→上田四郎左
衛門内渡辺助左衛門

一紙

A13 永代ニ売上申藪之事 元禄 7. 2.23 木庄村太郎兵衛他→伊立平兵衛
他

一紙

A13 売渡申山屋敷之事 元禄11. 7. 9 上田四郎左衛門内伊立平兵衛他
→綿屋八郎兵衛

一紙

A13 売渡申田畑家屋鋪之事 元禄13. 7. 6 木野庄村桂建右衛門→弘宗寺御
納所中

一紙

A13 売渡シ申家屋敷畠之事 元禄14.12.12 一紙

A13 売渡申畑之事 正徳 3.10.24 木之庄村長助他→同村林秀 一紙

A13 覚〔田畑購入につき名寄帳面附換願書〕 正徳 4. 4. 1 木ノ庄村分北村安兵衛→仁右衛
門

一紙

A13 売渡シ申畠之事 享保17. 3. 8 庄屋弥次兵衛他→世話取熊右衛
門他

一紙

A13 〔田畑屋敷藪共〕譲り渡申証文之事 寛政 5.12. 喜多村為左衛門他→木之庄村茂
三郎事七郎兵衛

一紙

A13 桂助家内共闕所他参被仰付候ニ付御払ひ
田地之事
※前欠

文化 7. 3. 木野庄村桂助男子勝太郎組合判
頭義助他→同村惣助他

一紙

　 ◦桂助家内共闕所他参被仰付候ニ付御
払ひ家屋鋪畑并藪畝之事

文化 7. 3. 木野庄村桂助男子勝太郎組合判
頭義助他→同村宗助他

A13 仕一冊之事〔佐吉畑村地分四郎分畑入替
の一札〕

文化12.11. 上米屋町永谷屋佐吉他→木之庄
村庄屋宗七他

一紙

A13 売預申田地之事 文政 4.12. 忠助他→龍興寺 一紙

A13 仕一冊之事〔畑質物書入れの奥書印形願
一札〕

文政 5.12. 木の庄村源右衛門他→庄屋弥次
兵衛他

一紙

A13 仕渡申一冊之事〔畑并受けの上は九文田
新池水の儀につき迷惑をかけない旨一
札〕

文政 6. 6. 木野庄村与八→同村丈右衛門 一紙

A13 売預ケ申田畑証文之事 弘化 3.12. 木野庄村久三郎他→御城下胡町
帯屋喜七郎他

一紙

A12 永代売口申氏神座之事〔永代渡部助左衛
門に譲り渡す氏神座譲り証文〕

延宝 7.12.20 木之庄村吉左衛門他→上田四郎
左衛門内渡辺助左衛門

一紙
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A12 仕ル一札之事〔神主権右衛門より伝吉へ
氏神座神主ゆずり証文〕

天明 9. 1.17 木野庄村権右衛門→伝吉 一紙

A12 仕リ申一冊之事〔神主役宮座共伝吉へ譲
る証文〕

天明 9. 1.17 木之庄村権右衛門→同村伝吉 一紙

A12 仕申一札之事〔神主役宮座共伝吉へ譲る
証文〕

天明 9. 1.17 木之庄村権右衛門→同村伝吉 一紙

A12 覚〔宮座証文武平次に進する添証文〕 寛政 9. 1. 木野庄村禅宗韜光寺→武平次 一紙

A12 宗門放手形之事〔宮座証文譲り受けたく
権蔵宗門放ち被下札一札〕

寛政 9. 1. 御城下龍興寺→韜光寺 一紙

A12 □□□宮座之事〔弥次兵衛より宮座幸助
に譲る証文〕

寛政 9. 6.20 木野庄村弥次兵衛→同村幸助他 一紙

A12 覚〔清八先祖に売渡す宮座証文写清八に
渡す〕（2通）

寛政 9. 7.12 木之庄村弥次兵衛→同村清八 一紙

A12 譲り申宮座証文之事 寛政 9. 7.20 木之庄村譲り主次右衛門→同村
佐七

一紙

社寺

A12 覚〔福山城下龍興寺由記〕 元禄11. 8. 龍興寺→山下十蔵他 一紙

A12 覚〔福山城下龍興寺由記〕 元禄11. 8. 龍興寺→林只右衛門他 一紙

A9 福山御城下禅宗曹洞派慈雲山龍興寺由記 元禄13.12. 龍興寺→村越四郎左衛門他 一紙

A12 乍恐以書付奉願上御事〔八幡宮社家津之
丞継目為宮位上京仕度願書〕

（享保13）.10.26 木之庄村氏子共惣代吉郎兵衛
他・庄屋孫次兵衛他

一紙

A12 乍恐以書附御願奉申上候事〔八幡社東西
神主論談につき西神主の訴状〕

（文化 7）. 9. 木野庄村百姓源右衛門 一紙

A12 乍恐以書付奉願上候御事〔氏八幡宮祭礼
神事執行期日変更願書〕

寛保 2. 7.26 木野庄村百姓惣代権四郎・庄屋
弥次兵衛他→代官

一紙

A11 西ノ迫法成山正定寺・荒神社出米寄并ニ
神楽諸日記

安永 9.11. 分ケ郡木之庄町当番善四郎 横長

A11 三光山三津木寺荒神社出米寄并ニ神楽諸
日記帳

天明 4.11. 分ケ郡木之庄町当番宅八 横長

A11 西ノ迫法成山正定寺荒神社出米寄并神楽
諸日記帳

天明 8.11. 9 分ケ郡木之庄町当番忠兵衛 横長

A11 三光山三津木寺荒神社神楽諸日記帳 寛政 4. 9.23 分ケ郡木之庄町当番十兵衛 横長

A15 三光山三津木寺荒神社神楽諸日記帳 寛政12. 9. 3 分ケ郡木之庄町当番惣兵衛 横長

A15 三光山三津木寺荒神社神楽諸日記帳 文化 5. 9.15 分ケ郡木之庄町当番伝七 横長

A12 乍恐以書付奉願上候御事〔禰宜氏子論談
和談につき願取り下げの願書〕

天明 8. 7. 木之庄村氏子惣代・庄屋五郎三
郎他→代官

一紙

A15 韜光寺此度諸入用覚帳 天保 6.11. 横長

A12 一札之事〔韜光寺境内で軽業芝居興行仕
度勧進元願書〕

文化 5. 3. 勧進元福徳町本庄屋庄助他→木
野庄村韜光寺・庄屋五郎三郎他

一紙

A19 乍恐以書付奉願上候御事〔韜光寺観音開
帳賑として稽古相撲興行願書〕

（天保元）. 2. 木野庄村庄屋和平他→代官 一紙

A19 乍恐以書付奉願上候〔韜光寺観音開帳賑
として稽古相撲興行願書〕

（天保元）. 2. 木野庄村韜光寺→寺社奉行所 一紙

A15 八幡社御宮修覆諸日記帳 寛政12. 8. 分ケ郡木之庄村惣氏子 横長

A19 申上ル口上之覚〔三津木の堂修覆教可を
堂番に入れたく願書〕

未. 3.12 木ノ庄村庄屋七兵衛他→武藤平
三郎

一紙

A19 乍恐以奉御請文之事〔大地蔵建立のため
御用地借用請証文〕

享和 3.12. 木野庄村庄屋五郎三郎他→代官 一紙
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A19 覚〔当国宗縁中僧侶の定書〕 寛政 4. 2. 京都明暗寺配下備後州宗門取締
役円山→福山領分村々役場

一紙

家制

A19 御尋ニ附〔先祖〕諸上申口上覚 寛文 6. 2. 4 木野庄村庄屋仁右衛門他→長原
源右衛門他

一紙

A9 八幡宮祭り座直り人数由緒釣引書上帳　
御城下木之庄村扣

寛文11. 6. 木之庄村庄屋座頭久三郎他→郡
方役所

竪冊

A9 八幡宮祭り座直り人数由緒釣引書上帳　
御城下木之庄村扣写

寛文11. 6. 木之庄村庄屋座頭久三郎他→郡
方役所

竪冊

A10 〔八幡宮祭り座直り人数由緒釣引書上帳〕 文政 6. 5写 深津郡木之庄村庄屋岡本弥次兵
衛写

竪冊

A12 口上覚〔九十郎宮座に差出す口上書〕 寛政10. 5.17 木野庄村藤蔵→宮座中間中 一紙

A12 〔宮座譲り証文添証文〕覚 寛政10. 5.17 木之庄村弥次兵衛他→同村藤蔵
他

一紙

A12 覚〔九十郎に親子契約宮座に出席方通知
契約および礼書〕

寛政10. 5.17 木之庄村弥次兵衛他→同村藤蔵
他

一紙

A12 乍恐以書附御窺奉申上候事〔宮座差縺差
留めにつき取計ひ方窺書〕

文化12. 8. 木野庄村庄屋宗七・組頭→代官 一紙

A12 乍恐以書附奉願上候御事〔宮座差留め御
免被成下度願書〕

文政 2. 8. 与兵衛他・庄屋・組頭→代官 一紙

A10 八幡社神座名免書上帳　ひかへ　分ケ郡
木野庄村

文政 6. 5. 木之庄村弥次兵衛 横長

A12 乍恐以書附奉申上候〔宮座の儀につき呼
出し存寄申上書〕

（文政 6）.12. 木之庄村弥次兵衛 一紙

A12 乍恐以書附奉申上候御事〔宮座一件につ
き存寄申上書〕

文化 8.12. 一紙

　 ◦乍恐以書附奉申上候御事〔宮座一件
につき存寄申上書〕
※裏文書

A19 覚〔宮座次第心得として書記すこと〕 文政12. 1. 庄屋弥次兵衛 一紙

A10 八幡宮祇座直り手控書 元禄 3. 8. 木之庄村庄屋岡本七兵衛安貞 横長

A10 八幡宮御神田并当番組合諸色書写帳 寛保 5. 8. 分ケ郡木之庄村組頭弥次兵衛・
神主組頭丈助他

横長

A15 氏神当番組合連帳 寛政 9. 7.23 東惣氏子→庄屋中・役人中 横長

A15 八幡社神事当番諸日記 寛政 9. 8. 木野庄村当番岡本安恭 横長

A15 熊野権現・牛頭天王・八幡宮御祭り酒造
込并諸色控記

文化 3. 9.15／文化 4.
6.14／文化 4. 8.15

木野庄村当番岡本次兵衛他 横長

A12 本当番定メ覚帳 慶応 2. 8. 横長

A4 公用書写〔年中行事〕分郡木野庄村 文化15. 4. 竪冊

補遺

A1 〔村中江御立山御林藪等猥ニ無之様〕差
上申証文之事

元禄17. 1. 竪冊

A11 三津寺観音堂屋根替稲藁穢多合力銀割 享和元. 8. 横長

A12 当番覚帳 慶応 3. 8. 1 横長

A12 八幡宮当番覚帳 慶応 3. 6. 横長

A12 〔三津木御先代土取場引ノ内絵図〕 文化10. 5. 　→岡本藤左衛門他 舗

A13 〔売券状断簡〕 元禄11. 2. 3 木野庄村伝三郎他→浦部善次郎 一紙

A19 〔借地今度差替ニ付書翰〕 .10.27 日比仁太夫→龍興寺 一紙
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A19 御所替之時もめんはしノ町方御高札ノ下
ノ方ニ御高札御立被為遊候写シ

宝永 8. 3. 石丸数馬他 一紙

A19 〔村方難渋ニ付拝借等銀之儀〕乍恐以書
附奉願上候御事

辰. 1. 惣代・釣頭・組頭・庄屋→代官 一紙

A19 〔村方難渋ニ付拝借等銀之儀〕乍恐以書
附奉願上候御事

百姓惣代・釣頭・組頭・庄屋→
代官

一紙

P07
14–12 御検地水帳関係文書

A1 備後国沼隅郡鞆原町御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負 竪冊

A3 備後国沼隅郡鞆関町御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A2 備後国沼隅郡鞆江浦町御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A4 備後国沼隅郡鞆道越町御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A5 備後国沼隅郡鞆石井町屋敷御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A6 備後国沼隅郡鞆築出屋敷抨地詰帳 寛文11. 6. 豊田九郎左衛門・神谷九郎兵衛 竪冊

A6 備後国沼隅郡鞆町屋敷新開地詰帳 寛文13. 4. 榎本弥右衛門 竪冊

A6 備後国沼隅郡鞆町屋敷新開地詰帳 貞享 3.11. 榎本八郎兵衛 竪冊

A6 備後国沼隅郡鞆町屋敷高之内例年引帳 寛文11. 6. 豊田九郎左衛門・神谷九郎兵衛 竪冊

A6 備後国福山領沼隅郡鞆町新畑縄帳 享保 2. 5. 喜多村九右衛門他 竪冊

A6 備後国福山領深津・沼隅分郡鞆町新畑縄
帳

文化12. 5. 高嶋良助他 竪冊

A6 備後国福山領沼隅郡鞆町新屋鋪斗代上帳 享保 2. 5. 喜多村九右衛門他 竪冊

A6 備後国福山領深津・沼隅分郡鞆町新屋鋪
斗代上帳

安永 3. 5. 堀内丈助他 竪冊

A6 備後国福山領深津・沼隅分郡鞆町新屋鋪
斗代上帳

文化12. 5. 高嶋良助他 竪冊

A6 斗代違新発覚帳　元禄十三年辰ノ年　
年々書上ケ　原町

享保16. 3.18 竪冊

A6 新町新涯斗代止り 竪冊

A6 新発地御書下ケ之写　鞆原町 文政13～ 竪冊

A6 備後国福山領沼隅郡鞆町新屋鋪縄帳 享保16. 9. 木村惣助他 竪冊

A6 備後国福山領深津・沼隅分郡鞆町新屋鋪
縄帳

宝暦10. 9. 樋口彦右衛門他 竪冊

A6 備後国福山領深津・沼隅分郡鞆町新屋鋪
縄帳

安永 3. 5. 堀内丈助他 竪冊

C1 拝借御銀祇園宮永代神納敬重銀仕構帳 寛政 5.11. 惣町宿先保　国屋吉兵衛他 竪冊

A7～A9 万書留 明治 4. 1.～ 戸籍御掛御在所 竪冊

A10・A11 備後国沼隅郡田尻村御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊代守家来惣奉行池田靱負 竪冊

A11 備後国福山領沼隅郡田尻村新田畑縄帳 享保 2. 5. 喜多村九右衛門他 竪冊

A12～
A18

田畑畝高名寄帳　田尻村 天保15.11. 横長
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A22 分郡水呑村高并家内書上帳　百姓位帳　
御上書上控

享保 2. 2. 横長

A19 備後国福山領深津郡千田村新屋鋪縄帳 安永 3. 5. 堀内丈助他 竪冊

A19 備後国福山領深津郡千田村新畑縄帳 宝暦10. 9. 樋口彦右衛門他 竪冊

A19 備後国福山領深津郡千田村新田畑縄帳 享保 2. 5. 木崎孫八他 竪冊

A19 備後国福山領深津郡千田村新畑縄帳 享保16. 9. 木崎惣助他 竪冊

A39 諸願書控帳　千田村 嘉永 2. 横長

A40・A41 諸願書控帳 嘉永 4. 横長

A42～44 諸願書控帳 嘉永 5・6. 横長

A46 諸願書記録 慶応 2. 1.～ 横長

A45 諸願書記録〔抄〕 慶応 3. 2.～7. 横長

A23 御用状留帳　千田村役場 文化11. 横長

A24 御用状留帳 文化12. 横長

A25 御用状留帳 文化12. 7.～文化13. 6. 横長

A26 御用状留帳 文政 4. 横長

A27 御用状留帳　千田村役場 文政10. 横長

A32・33 御用状留帳　千田村 嘉永 4. 横長

A34 御用状留帳 嘉永 5. 横長

A35・36 御用状留帳 嘉永 6. 横長

A37・38 御用状留帳　千田村役場 嘉永 7. 横長

A28 御用状留帳　千田村 弘化 3. 横長

A29 〔御用廻状扣〕　役場 嘉永元. 横長

A30 御用廻状扣 嘉永 3. 1～6. 横長

A31 〔御用廻状扣〕　千田村役場 嘉永 3. 6～12. 横長

A19 備後国福山領深津郡坂田村新田縄帳 享保16. 9. 木村惣助他 竪冊

P07
15 福山市立山野小学校所蔵文書

※「A1」は現在，山野民俗資料館に移管されている。

A1 村之調査

A2 山野村基本調査 昭和 3 殿川尋常高等小学校 竪冊

A3 学校沿革誌 殿川尋常高等小学校（のち山野
小学校）

竪冊

P07
16 安国寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 善光寺如来造立勧進帳（1号） 継

A1 かくしょう置文〔断簡〕（2号） かくしょう 切紙

A1 善光寺如来胎内奉納仏説阿弥陀経奥書 文永11. 3. 6 空如房寛鑁 巻子
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A1 善光寺如来胎内奉納阿弥陀経奥書 文永11. 1.29 空如房寛鑁 巻子

A1 仁王般若経奥書　上・下巻 折本

A1 南無阿弥陀仏書写奉納状 竪紙

A1 仏眼真言等書写奉納状 建治元.12.18 覚心 切紙

A1 安国寺法燈国師像修造奉加状 寛文 4. 3.15 切紙

P07
18 医王寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 医王寺本堂再興勧進帳（1号） 天文 2. 6 巻子

A1 某袖判置文 弘安 2. 7 竪紙

P07
19 岡田氏所蔵資料

※福山市議河合ニ一郎（如山）の手稿

B1 市政回顧録 河合如山 竪冊

B2・3 福山市政外史師範学校編 河合如山 竪冊

B4 広島県三部経済制度廃止の経緯 河合如山 竪冊

B4 三部制経過資料

B4 広島県三部制度撤廃の必要を論じて県民
の奮起を促す

大正15.12 広島県長村長会 刊

B4 三部制度廃止期成同盟会経過並事務報告 昭和 6. 4. 7 広島県三部制廃止期成同盟会 一紙

B5 阿部正弘公銅像と福山市公会堂 河合如三 竪冊

B6 〔福山市会〕議案集　大正11年度・12年
度・13年度

竪冊

B7・8 福山市上水道目論見書 竪冊

B9 〔水道関係資料〕 竪冊

B10・11 福山港湾修築一件書類 昭和 8 河合 竪冊

B12 入江問題 竪冊

B13 鞆鉄道一件 河合ニ一郎 竪冊

B14 小学校備品調各市吏員給与調外・陳情招
集日程関係他

竪冊

B14 広島市の三部制必要論を駁す 昭和 2. 2 広島県三部制廃止期成同盟会本
部

刊

B14 国民思想刷新ニ関スル建議書 大正12. 8.16 惟神労働会代表沖孝→内務大臣
水野錬太郎

一紙

D15 福山市政回顧録　他福山市政新聞記事切
抜き

P07
21 光照寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号
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A1 本願寺光教書状（1号） （天文 7）3.19 本願寺光教→蓬雲軒 切紙

A1 本願寺坊官下間光頼書状（2号） （天文 7）7.21 下間光頼→光照寺 切紙

A1 祐恵書状（3号） （天正元）11. 5 祐恵→桑田源五郎 切紙

A1 本願寺光佐書状（4号） 5.23 本願寺光佐→備後国坊主衆中・
門徒中

切紙

A1 本願寺光寿書状（5号） （天正 8）9.28 本願寺光寿→光照寺 切紙

A1 本願寺坊官下間頼廉書状（6号） （天正13）8.20 下間頼廉→備後国坊主衆中・惣
門徒中

切紙

A1 本願寺印書（7号） （天正13）8.20 本願寺光教→備後国坊主衆中・
惣門徒中

切紙

A1 本願寺坊官下間頼廉書状（8号） 2.15 下間頼廉→光照寺・惣坊主衆中・
惣門徒中

切紙

A1 本願寺印書（11号） 8.14 本願寺光佐→光照寺 切紙

A1 本願寺光昭書状写（12号） 3.28 本願寺光昭→西国坊主衆中・惣
門徒衆中

竪紙

A1 本行寺准悟書状（14号） 寛永 8. 2.13 本行寺准悟→光照寺 切紙

A1 本願寺印書（15号） 寛永 8. 2.13 本願寺光円→光照寺他 竪紙

A1 本行寺（17号） 寛永 8. 2.16 本行寺→宝光寺他 竪紙

A1 一流相承系図 嘉暦元. 5 （存覚） 巻子

A2 親鸞聖人伝絵裏面墨書銘 建武5 （存覚） 巻子

A2 黒谷聖人伝絵裏面墨書銘 建武5. 1 （存覚） 巻子

A2 〔切支丹邪宗門取調ノ印形ニ付願書〕 寅9 光照寺→上下役所 継

A2 切支丹邪宗門御改御請印形　専教寺 文政13 竪冊

A2 別記同盟 文政13. 5 光照寺他 竪冊

A2 書翰写綴 横長

A2 自行同盟 文政13. 5 光照寺他 竪冊

P07
22 小林家文書

A12 田畑小作定米記載帳 明治18. 3 横長

A12 明治二十五年度貢租米取立帳 横長

A7 沼隈製糸合資会社契約書 明治29. 5 小林儀一郎 竪冊

A1 明治二十九年度支出簿 沼隈製糸会社 竪冊

A1 明治二十九年度収入簿 沼隈製糸合資会社 竪冊

A1 明治二十九年度計算書 沼隈製糸会社 竪冊

A2 明治三十年度計算事業略 沼隈製糸会社 竪冊

A2 明治三十一年度決算利益金配当表并事業
概略

竪冊

A2 明治三十二年度決算金額支払表 明治33. 5 沼隈製糸会社 竪冊

A2 明治三十三年度決算金額支払簿 明治34. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A2 明治三十四年度計算金員支払帳 明治35. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A2 明治三十五年度計算書并事業成績書 沼隈製糸会社 竪冊
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A3 明治三十五年度収支明細簿 沼隈製糸合資会社 竪冊

A4 明治三十六年度計算書 明治37. 4 沼隈製糸合資会社 竪冊

A4 明治三十七年度計算書 明治38. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A5 明治三十八年度計算書 明治39. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A5 明治三十九年度計算書 明治40. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A5 明治四十年度計算書 明治41. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A5 明治四十一年度計算書 明治42. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 明治四十二年度事業成績 明治43. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 明治四十三年度計算書 明治44. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 明治四十四年度計算書 明治45. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 明治四十五年度計算書 大正 2. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 大正二年度計算書 大正 3. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A6 大正四年度計算書 大正 5. 5 沼隈製糸合資会社 竪冊

A7 神村大谷池規約書 明治29.12 沼隈製糸合資会社社員小林儀一
郎

竪冊

A7 繭買入精算表 竪冊

A7 備後本口畳表業組合規約 竪冊

A7 沼隈製糸合資会社設立登記陳述書 小林儀一郎他 竪冊

A7 水道敷設ノ義御許可願 明治30 小林儀一郎→広島県知事山田春
三

竪冊

A8 願届録 明治33. 5～明治38. 4 沼隈製糸合資会社 竪冊

A9 願届録 明治38. 5～明治45. 5 沼隈製糸社 竪冊

A10 現業日誌　明治三十年六月 明治29～30 沼隈製糸現業場 竪冊

A11 明治三十五年度日誌 明治35. 6～明治36. 4 沼隈製糸会社 竪冊

P07
23 佐原家文書

福山藩（阿部氏）の城代家老を務めた佐原氏に伝来した武家文書。江戸後期から明治初期の文書を含む。城
代家老としての記録等も若干あるが，文書の大部分は江戸後期の書状類で，その大半は城代家老であった阿
部了翁と佐原作右衛門が受け取ったものである。また，了翁と作右衛門から出した書状の控も多い。書状の
差出人として多く見えるのは，阿部正邦以下の阿部氏歴代の当主で，他に山岡治左衛門・山岡衛士・吉田助
右衛門・安藤大蔵等からの書状もある。なお，佐原氏とは直接関係のない書状（藤井氏と上杉氏に宛てられたも
の）もある。
福山城博物館友の会より古文書調査記録の内として『佐原家文書』3冊が刊行され，主な文書の印影・翻刻・
解説がなされている。他に藩主書状の一部が『広島県史』近世資料編IIに収録されている。

典拠：福山城博物館友の会編『古文書調査記録　第二・三・九集　佐原家文書（一）（二）（三）』

A1 御当家先祖御法名 応永13～寛永 7 継

A1 山野歩行試出勤之節心得書 弘化 3・弘化 4 冊

A1 御忌掛 冊

A1 〔御城代以下の序順の覚〕 横半

A2 〔佐原作右衛門家督に付一件覚〕 横長

A2 御即位次第 延享 4. 9.21 継

A2 佐原作右衛門書翰 2 佐原作右衛門 折紙
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A2 寿光院書翰 →阿部了翁 綴

A2 こと書翰 後15 →さく 切紙

A2 こと書翰 5.23 →さく 継

A2 寿光院書翰 7.25 →阿部了翁 継

A3 〔家中古格の乱れを戒むる藩主書付〕 切紙

A3 〔御書付返却の覚〕 12.24 折紙

A3 〔藩主書付〕 6. 9 継

A3 常燈供養の覚 切紙

A3 こと書翰 後15 →さく 継

A3 〔呉服注文出来の覚〕 観藍舎高清 切紙

A3 某書翰草案 継

A3 梅里先生墓誌 綴

A3 中村内書翰 →三島おかみ 切紙

A3 佐原作右衛門書翰控 延享 3.11. 4 佐原作右衛門 継

A3 雉子・塩鮎送り状 6 切紙

A3 西湖書翰
※茶会案内の断り

4.20 西湖 切紙

A3 北山鉄三書翰 12.15 →林老台 継

A3 〔楠正成の語の覚〕 継

A3 某書翰 2.25 →儀右衛門 切紙

A3 静翁書翰 閏5. 6 静翁 継

A3 〔狂歌書付〕 切紙

A3 佐原氏系図 寛保 3. 5 継

A3 〔狂歌書付〕 西肥寿骨山人 折紙

A3 斎藤貞兵衛他書翰 天保12. 1. 8 →佐原作右衛門 切紙

A3 〔舞楽番組〕 文化13・文化14 継

A3 山岡治左衛門書翰 8.28 →佐原作右衛門 継

A3 阿部正邦書翰 （宝永 7）閏8.23 →三浦左膳 継

A3 三富甚左衛門他書翰 1. 8 →佐原作右衛門 切紙

A3 序中江被仰候御直書 切紙

A3 佐原作右衛門書翰控 4.24 →内藤角右衛門他 切紙

A3 阿部了翁書翰〔控〕 寛延 3. 8. 2 切紙

A3 佐原作右衛門書翰案 延享 3. 3.20 切紙

A3 〔藩知事任命につき藩主正桓の書付〕 （明治 2. 6） 阿部正桓 継

A4 〔福山領内覚書〕 （明治 2. 6） 阿部正桓 横半

A4 諸御役人御席順附 横半

A4 御運上御礼銀諸掛物并掛り合町人名面帳 寛政 9. 5 横半

A4 阿部正力書翰 1. 3 →佐原作右衛門 折紙

A4 〔和歌書付〕 切紙

A4 阿部正邦書翰 （宝永 7）10.21 →三浦左膳 綴
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A4 〔福山城廓の覚〕 継

阿部正右公書状

A5 阿部正右書翰 延享 3. 3.28 →佐原作右衛門（阿部了翁） 折紙

A5 阿部正福書翰 1. 3 →阿部了翁 継

A5 阿部正右書翰 （延享 3）2.18 →佐原作右衛門 折紙

A5 佐原作右衛門書翰草案〔別紙あり〕 延享 3. 3. 7 →（阿部正右） 継

A5 阿部正右書翰 （寛延 2）5.28 →阿部了翁 折紙

A5 〔阿部了翁〕書翰控 （寛延 2）6.23 →（阿部正右） 切紙

A5 阿部正右書翰 （寛延 2）3. 6 →阿部了翁 折紙

A5 〔阿部了翁〕書翰 （寛延 2）3.21 →（阿部正右） 継

A5 〔西山拙斎等の詩文〕 継

A5 〔松亭等連歌〕 10. 5 松亭 切紙

A5 阿部正右書翰 （寛延 3）3. 9 →阿部了翁 折紙

A5 阿部正右書翰 （寛延元）3.19 →阿部了翁 継

A5 〔阿部了翁〕書翰 （寛延元. 4） →（阿部正右） 継

A6 阿部正右書翰 （寛延 2）5. 4 →阿部了翁 折紙

A6 阿部正右書翰 （寛延 2）6.13 →阿部了翁 折紙

A6 〔阿部了翁〕書翰草案 （寛延 2）6.27 →（阿部正右） 継

A6 阿部正右書翰 （延享 3）7.18 →佐原作右衛門 継

A6 佐原作右衛門書翰控 （延享 3）8. 4 →（阿部正右） 継

A6 阿部正右書翰 （寛延元）10.10 →阿部了翁 折紙

A6 〔阿部了翁〕書翰控 （寛延元）10.15 →（阿部正右） 継

A6 阿部正右書翰 （寛延元）閏10.16 →阿部了翁 折紙

A6 〔阿部了翁〕書翰控 （寛延元）閏10.29 継

A6 〔阿部了翁〕書翰控 （寛延元）閏10.30 →（阿部正右） 継

A6 〔阿部正右発句〕 切紙

A6 〔阿部了翁〕書翰草案 1 継

A6 〔某書翰控ヵ〕 1.22 切紙

A6 阿部正右書翰 （寛延元）11.晦 →阿部了翁 切紙

A6 阿部正右書翰 （寛延 2）12. 8 →阿部了翁 折紙

A6 三浦左膳書翰控 （享保20）12.27 折紙

A6 三浦左膳書翰 5. 9 折紙

阿部正倫公書状

A7 阿部正倫書翰 （安永 5）12.13 →佐原作右衛門 継

A7 佐原作右衛門書翰 （安永 6）1.13 →阿部正倫 継

A7 阿部正倫書翰 （安永 7）1.28 →佐原作右衛門 折紙

A7 阿部正倫書翰 （安永 9）1.28 →佐原作右衛門 折紙

A7 阿部正倫書翰 10. 7 →佐原作右衛門 継

A7 阿部正倫書翰 （安永10）2. 6 →佐原作右衛門 折紙

A7 佐原作右衛門書翰 （安永10）3. 6 →（阿部正倫） 折紙
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A7 阿部正倫書翰 （安永10）4.17 →佐原作右衛門 継

A7 阿部正倫書翰 （天明 2）2. 6 →佐原作右衛門 折紙

A7 阿部正倫書翰 （天明 3）1.26 →佐原作右衛門 折紙

A7 佐原作右衛門書翰 （天明 3）2.27 →阿部正倫 継

A7 阿部正倫書翰 （天明 5）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A7 阿部正倫書翰 （天明 5）9. 8 →佐原作右衛門 折紙

A7 阿部正倫書翰 （天明 6）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A7 佐原作右衛門書翰控 （天明 6）2.10 →阿部正倫 継

A7 阿部正倫書翰 （寛政12）6.28 →佐原作右衛門・内藤角右衛門 切紙

A7 〔三浦平十郎小児減知につき書付〕 （寛政12）6 切紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政 4）1. 9 →佐原作右衛門 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政 5）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰 （寛政 5）2 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政 3）3.18 →佐原作右衛門 継

A8 阿部正倫書翰 （寛政 7）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰 （寛政 7）2. 9 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政 8）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰 （寛政 8）2 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政 9）2.18 →佐原作右衛門 一紙

A8 佐原作右衛門書翰〔写とも2通〕 （寛政 9）3.19 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （安永 4）閏12. 8 →佐原作右衛門 継

A8 佐原作右衛門書翰控 2.23 →（阿部正倫ヵ） 切紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政11）1.19 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰控 （寛政11）2.13 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政13）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰控 （寛政13）2.13 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰 （寛政12）1.22 →佐原作右衛門 折紙

A8 佐原作右衛門書翰控 （寛政12）2.11 →（阿部正倫） 折紙

A8 阿部正倫書翰〔別紙あり〕 （寛政12）3.23 →佐原作右衛門他 継

A8 阿部正倫書翰
※小児減の事

（寛政12）6. 8 →佐原作右衛門他 継

A9 阿部正倫書翰〔別紙書付2通あり〕
※小児減の事

（寛政12）6.28 →佐原作右衛門他 切紙

A9 阿部正倫書翰〔別紙書付2通あり〕 （寛政12）8.25 →佐原作右衛門・内藤角右衛門 継

A9 阿部正倫書翰 （寛政12）8.25 →佐原作右衛門他 継

A9 阿部正倫書翰 （寛政12）9. 8 →佐原作右衛門・内藤角右衛門 継

A9 阿部正倫書翰 （寛政12）10.28 →内藤角右衛門 継

A9 佐原作右衛門書翰 （文政13）1.29 →（阿部正寧ヵ） 折紙

A9 阿部正倫書翰〔別紙書付あり〕 （寛政12）10.28 →佐原作右衛門他 切紙

A9 阿部正倫書翰 9.10 →三浦勘解由・川田木工 継

A9 阿部正倫書翰 （寛政13）1.21 →佐原作右衛門他 切紙
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A9 内藤角右衛門・佐原作右衛門書翰控 （寛政13）2.13 →（阿部正倫） 継

A9 阿部正倫書翰 （享和 3）1.25 →佐原作右衛門 折紙

A9 佐原作右衛門書翰〔写とも2通〕 （享和 3）閏1 →（阿部正倫） 切紙

A9 阿部正倫書翰 （安永 5）7.16 →三浦勘解由・川田木工 継

阿部了翁宛書状

A10 阿部正福書翰 1. 2 →阿部了翁 綴

A10 〔阿部正意口上〕 （寛延 2）12.20 →阿部了翁 切紙

A10 〔阿部了翁〕書翰控（2通） 1 →（阿部正福） 継

A10 近藤五郎左衛門書翰 5.28 →阿部了翁 切紙

A10 阿部正福書翰 1.27 →阿部了翁 綴

A10 阿部正福書翰 1.27 →阿部了翁 折紙

A10 阿部正福書翰 1.27 →阿部了翁 折紙

A10 阿部正福書翰 1.27 →阿部了翁 折紙

A10 一ヵ年中毎年如此遣し有之書付覚　〔江
戸へ差登す品の目録〕

1 継

A10 御質物金之御書付 3.晦 →阿部了翁 継

A10 〔阿部了翁ヵ〕書翰控 切紙

A10 〔当暮注文の羽子板目録〕 折紙

A11 阿部正福書翰 （延享 4）5.29 →阿部了翁 綴

A11 阿部正福書翰〔別紙〕 （延享 4）5.29 →阿部了翁 継

A11 阿部正意書翰 （寛延 2）7.18 →阿部了翁 継

A11 阿部正意書翰 （寛延 2）7.19 →阿部了翁 継

A12 阿部正意書翰 （寛延 2）8.20 →阿部了翁 綴

A12 阿部了翁書翰控（2通） （寛延 2）9.22 →（阿部正意） 継

A12 阿部正意書翰 9.15 →阿部了翁 継

A12 阿部正意書翰 （寛延 2）9.29 →阿部了翁 綴

A13 阿部正意書翰〔別紙あり〕 （寛延元）10.22 →阿部了翁 継

A13 阿部了翁書翰控 （寛延元.閏10） →阿部正意 継

A13 阿部正意書翰 （寛延元）11.19 →阿部了翁 継

A13 阿部正龑書翰 12. 1 →阿部了翁 折紙

A13 阿部正意書翰〔別紙あり〕 （寛延 2）12.20 →阿部了翁 継

A13 阿部正意書翰 （寛延 2）12.20 →阿部了翁 継

A13 阿部正意書翰 （寛延 3）1 →阿部了翁 継

A14 阿部正意書翰 （寛延 2）12.20 →阿部了翁 綴

A14 阿部正龑書翰 （延享 3）2.29 →佐原作右衛門 折紙

A14 佐原作右衛門書翰控 （延享 3）3. 7 →阿部正龑 継

A14 阿部正龑書翰 12. 4 →阿部作右衛門 折紙

A14 佐原作右衛門書翰控 12.18 折紙

A14 阿部正龑書翰 （延享 2）11.17 →三浦左膳 折紙

A14 〔江戸勝手方逼迫につき書付（2通）〕 切紙
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A14 〔阿部了翁〕書翰控
※「大殿様江上ル書付一通」

（寛延 2. 8） →（阿部正意） 継

A14 〔阿部了翁〕書翰控
※「殿様江御請一通」

（寛延 2. 8） →（阿部正右） 継

A14 〔阿部了翁〕書翰断簡 切紙

A14 〔家中難渋につき借米戻しを願う書付〕 継

A14 阿部了翁書翰控 3 →阿部正意 継

A14 〔阿部了翁〕書翰控 7 継

A14 酒井忠雄書翰 1. 9 →佐原作右衛門 折紙

A14 阿部了翁書翰控 （寛延 2）8.23 →阿部正意 継

A14 阿部了翁書翰控 （寛延 2）8 →（阿部正意） 継

A15 阿部正右書翰 （寛延 3）1. 9 →阿部了翁 折紙

A15 阿部正右発句 切紙

A15 阿部正右書翰 2.19 →阿部了翁 折紙

A15 阿部正右書翰 3.27 継

A15 阿部正右書翰〔別紙あり〕 （寛延 2）12. 2 →阿部了翁 折紙

A15 阿部正右書翰 （延享 3）12.28 →佐原作右衛門 折紙

A15 佐原作右衛門書翰控 （延享 3）1 →阿部正右 継

A15 〔合戦仕掛の心得書付〕 切紙

A15 〔攘夷決定につき阿部正方申渡書写〕 （文久 3）1 阿部正方 継

A15 関東 之御答御状（1包） 包

A15 ◦岩永一野右衛門・斎藤三郎左衛門書翰 （寛延 2）6.21 →阿部了翁 折紙

A15 ◦山口今平書翰 （寛延 2）6.28 →阿部了翁 折紙

A15 ◦浜口牧太書翰 （寛延 2）6.28 →阿部了翁 折紙

A15 ◦近藤五郎左衛門書翰 （寛延 2）6.29 →佐原作右衛門 折紙

A15 ◦祝所半兵衛書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦大野条右衛門書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦萩原伝蔵書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦近藤五郎左衛門書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦高滝左仲書翰 （寛延 2）6.29 →佐原作右衛門 折紙

A15 ◦高滝左仲書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦高滝左仲・近藤五郎左衛門書翰 （寛延 2）6.29 →佐原作右衛門 折紙

A15 ◦高滝左仲・近藤五郎左衛門書翰 （寛延 2）6.29 →阿部了翁 折紙

A15 ◦百々八左衛門・伊木市左衛門書翰（2
通）

（寛延 2）7.18 →阿部了翁 折紙

A15 ◦永尾書翰（2通） （寛延 2）7.18 →阿部了翁 折紙

A15 ◦山口今平書翰 （寛延 2）7.18 →阿部了翁 折紙

A15 ◦祝所半兵衛書翰 （寛延 2）7.19 →阿部了翁 折紙

A15 阿部正意書翰 2.19 →阿部了翁 綴

A15 阿部正意書翰 （寛延 3）3. 9 →阿部了翁 綴

A16 阿部正意書翰 6. 2 →阿部了翁 綴
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A16 阿部正意書翰 6.21 →阿部了翁 綴

A16 御意之趣 （三浦左膳） 切紙

A16 阿部正意書翰 7. 9 →阿部了翁 綴

A16 阿部正意書翰 7.21 →阿部了翁 継

A16 阿部正意書翰 （寛延 2）8. 1 →阿部了翁 綴

A17 阿部正意書翰 （寛延 2）8. 5 →阿部了翁 綴

A17 阿部正意書翰 8.10 →阿部了翁 継

A17 阿部正意書翰 8.18 →阿部了翁 綴

A17 阿部正意書翰 （寛延 2）9. 9 →阿部了翁 綴

A17 阿部正意書翰 9.18 →阿部了翁 綴

A18 阿部正右書翰 （寛延 2）9.28 →阿部了翁 折紙

A18 阿部正龑書翰 （延享 2）11. 1 →佐原作右衛門 折紙

A18 〔江戸扶持米等の金子につき書付〕 切紙

A18 吉田助右衛門書翰〔別紙有り〕 （寛延元）11.25 →阿部了翁 継

A18 吉田助右衛門書翰〔別紙有り〕 （寛延元）11.25 →阿部了翁 継

A18 三ケ角兵衛書翰 2.15 →阿部了翁 継

A18 安藤大蔵書翰 （寛延元）11.19 →阿部了翁 継

A18 安藤大蔵書翰 （寛延元）11.12 →阿部了翁 継

A18 安藤大蔵書翰 （寛延元）11. 2 →阿部了翁 継

A18 安藤大蔵書翰 （寛延元）11. 2 →阿部了翁 継

A19 阿部了翁書翰控〔別紙2枚あり〕 （寛延 3）2 →（阿部正意） 継

A19 阿部了翁書翰控 2 継

A19 阿部了翁書翰控 2 継

A19 阿部了翁書翰控〔別紙あり〕 （寛延 2）12.16 継

A19 阿部了翁書翰控 （寛延 2）10.15 →（阿部正意） 継

A19 佐原作右衛門書翰（2通） （延享 2）9 →阿部正右 継

A19 阿部正右書翰 （延享 2）8.18 →佐原作右衛門 折紙

A19 梶山此右衛門書翰 8.22 →味尾勝左衛門・戸村八蔵 切紙

A19 阿部正右書翰 （寛延 2）1.14 →阿部了翁 折紙

A19 阿部正右書翰 （寛延元）12.12 →阿部了翁 折紙

A19 阿部正右書翰 （寛延 2）7. 6 →阿部了翁 折紙

正精公御書

A20 阿部正精書翰 （享和 3）12.15 →佐原作右衛門 継

A20 〔内藤角右衛門家督その他につき覚〕 （享和 3.12.28） 佐原作右衛門 継

A20 佐原作右衛門書翰控 （享和 3）12.21 →阿部正精 継

A20 阿部正精書翰 文化 3. 7.23 →佐原作右衛門 継

A20 佐原作右衛門書翰 （文化 3）8.19 →阿部正精 継

A20 阿部正精書翰
※安藤内蔵隠居蟄居のこと

文化 5.11. 8 →佐原作右衛門 継

A20 書取壱通 （文化 5）11.15 切紙
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A20 佐原作右衛門書翰 （文化 5）11.29 →阿部正精 継

A20 阿部正精書翰〔別紙あり〕
※三浦平十郎を家老並に申付けること

文化 6. 4.25 →佐原作右衛門他 継

A20 佐原作右衛門他書翰控 （文化 6）5.11 →阿部正精 継

A20 阿部正精書翰 6.18 →佐原作右衛門 継

A20 佐原作右衛門他書翰 （文化 9）1.25 →（阿部正精） 継

A20 阿部正精書翰
※三浦遠江御役御用捨のこと

（文化10）8.27 →佐原作右衛門 継

A20 佐原作右衛門書翰控 （文化10）9.29 →阿部正精 継

A20 阿部正精書翰 （文政 6）7.18 →佐原作右衛門 継

A20 佐原作右衛門書翰控 （文政 6）8. 5 →阿部正精 継

A21 阿部正精書翰 （文政 9）1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A21 佐原作右衛門書翰控 （文政 9）1.29 →阿部正精 折紙

A21 佐原作右衛門書翰控 6.29 継

A21 阿部正寧書翰〔別紙2通あり〕 7.28 →佐原作右衛門 継

A21 阿部正精書翰〔別紙あり〕 9.28 →佐原作右衛門 継

A21 佐原作右衛門書翰控 （8） →（阿部正寧） 継

A21 〔佐原作右衛門〕書翰控 継

A21 〔大坂表大昔の取計方につき〕書取〔写
とも〕

5 継

正寧公御書

A22 阿部正寧書翰 10.19 →佐原作右衛門 切紙

A22 阿部正寧書翰 1. 7 →佐原作右衛門 切紙

A22 阿部正寧書翰 10.10 →佐原作右衛門 継

A22 佐原作右衛門書翰控 10.10 →（佐原正寧） 継

A22 阿部正寧書翰 10.11 →（佐原作右衛門） 継

A22 阿部正寧書翰 10.12 →佐原作右衛門 継

A22 佐原作右衛門書翰控 10.15 →佐原正寧 切紙

A22 佐原作右衛門書翰控 10.12 →佐原正寧 切紙

A22 阿部正寧書翰 10.13 →佐原作右衛門 継

A22 阿部正寧書翰 10.15 →（佐原作右衛門） 継

A22 阿部正寧書翰 10.21 →佐原作右衛門 継

A22 佐原作右衛門書翰控 10.21 →（佐原正寧） 継

A23 阿部正寧書翰 （文政13）1. 8 →佐原作右衛門 継

A23 佐原作右衛門書翰控 （文政13）1.29 →佐原正寧 継

A23 阿部正寧書翰 12.25 →佐原作右衛門 継

A23 阿部正寧書翰 （文政12）12.25 →佐原作右衛門 継

A23 佐原作右衛門書翰控 （文政13）1.15 →佐原正寧 継

A23 内藤角右衛門・佐原作右衛門書翰控 12.27 →佐原正寧 切紙

A23 阿部正寧書翰 12.28 →内藤角右衛門・佐原作右衛門 切紙

A23 内藤角右衛門・佐原作右衛門書翰 12.29 →佐原正寧 継

340



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 福山市／佐原家文書（P07�23）

A23 阿部正寧書翰 3.23 継

A23 阿部正寧書翰 （文政13）4.18 →佐原作右衛門 継

A23 〔松平〕和泉守殿書取 （文政13）4. 8 松平乗寛 切紙

A23 〔脇坂〕中務添書 （文政13）4. 8 脇坂安董 継

A23 阿部正寧書翰 4. 8 →佐原作右衛門 継

A23 阿部正寧書翰〔別紙あり〕 （天保 3）1.24 →佐原作右衛門 継

A23 阿部正寧書翰 3.13 →佐原作右衛門 継

A23 阿部正寧書翰 1. 7 →佐原作右衛門 継

雑の部

A24 実検之巻〔実検真之巻・実検草之巻・実
検切紙〕三巻

継

A24 某書翰 2.20 →三浦左膳 切紙

A24 斎藤貞兵衛他書翰 1. 8 斎藤貞兵衛他→佐原作右衛門 継

A24 〔大納言様御茶の覚〕 継

A24 勘右衛門書翰 11.13 →（佐原）作右衛門 継

A24 阿部正福書翰
※年中徳川へ献上品御用品之書付

4.15 →阿部了翁 綴

A24 某書翰 12.29 →三浦左膳 継

A24 従正春様正盛様江被進候御書付之写 寛文12. 3.15 阿部正春→阿部正盛（正邦） 横半

A24 阿部正容書翰 11.20 →佐原作右衛門 折紙

山岡書状

A25 山岡治左衛門書翰 寛文 9.11. 9 →佐原作右衛門 継

A25 山岡衛士書翰 享和 4. 1.23 →佐原作右衛門 継

A25 山岡衛士書翰 文化 2.10.28 →佐原作右衛門 継

A25 山岡衛士書翰 文化 2.11.27 →佐原作右衛門 継

A25 山岡治左衛門書翰 文化11.10.20 →佐原作右衛門 継

A25 山岡治左衛門書翰 文化11.10.21 →佐原作右衛門 継

A25 山岡治左衛門書翰 文化11.11.21 →佐原作右衛門 継

A26 山岡治左衛門書翰 文化10. 9.28 →佐原作右衛門他 継

A26 山岡治左衛門書翰 文化14. 5.28 →佐原作右衛門 継

A26 山岡治左衛門書翰 文政 6. 8.28 →佐原作右衛門 継

A26 山岡衛士書翰 1. 3 →佐原作右衛門 折紙

A26 山岡衛士書翰（2通） 1. 9 →佐原作右衛門 継

A26 山岡衛士書翰 12.18 →佐原作右衛門 折紙

A26 山岡衛士書翰 3. 5 →佐原作右衛門 継

A26 山岡衛士書翰 3.28 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰 4.19 →佐原作右衛門 継

A27 山岡衛士書翰 5.18 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰（2通） 7. 5 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰 8.14 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰 8.14 →佐原作右衛門 継
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A27 山岡治左衛門書翰 10. 4 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰 11.28 →佐原作右衛門 継

A27 山岡治左衛門書翰 12.25 →佐原作右衛門 継

A27 山岡郁之丞書翰 12.18 →佐原作右衛門 折紙

A27 山岡帰山書翰 12. 9 →佐原作右衛門 継

吉田書状

A28 佐原作右衛門他書翰 （寛政12）12. 3 →（阿部正倫） 継

A28 吉田助右衛門書翰 （享和元）8. 9 →佐原作右衛門 継

A28 吉田助右衛門書翰 （享和 3）7.10 →佐原作右衛門・内藤角右衛門 継

A28 吉田助右衛門書翰（2通） （享和 3）7.18 →佐原作右衛門 継

A28 吉田助右衛門書翰 （享和 4）1. 8 →佐原作右衛門 継

A28 吉田助右衛門書翰 6.21 →佐原作右衛門 継

A29 吉田助右衛門書翰〔別紙あり〕 （享和 4）1.23 →佐原作右衛門 継

A29 吉田助右衛門書翰 （享和 4）1.23 →佐原作右衛門 継

A29 吉田助右衛門書翰 （享和 4）2.15 →佐原作右衛門 継

A29 吉田助右衛門書翰〔別紙あり〕 （享和 4）2.18 →佐原作右衛門 継

A29 吉田助右衛門書翰 （文化元）4. 1 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰 （文化元）4.28 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰 （文化元）3.29 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰 （文化元）6.22 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰 （文化元）7.18 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰 （文化元）8.28 →佐原作右衛門 継

A30 吉田助右衛門書翰（3通） （文化元）9.18 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文化元）9.28 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文化元）10. 1 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文化 3）6.25 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （享和 4）1. 8 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰〔別紙あり〕 （文化 5）6. 8 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文政11）2.18 →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文政11） →佐原作右衛門 継

A31 吉田助右衛門書翰 （文政11）3.27 →佐原作右衛門 切紙

A31 吉田助右衛門書翰 （文政11）4.28 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 （文政11）4.28 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 （文政11）5.28 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 10.20 →佐原作右衛門 切紙

A32 吉田助右衛門書翰 3. 8 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 2.16 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 3.29 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 6. 8 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 3. 8 →佐原作右衛門 継
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A32 吉田助右衛門書翰 4.18 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 12.18 →佐原作右衛門 継

A32 吉田助右衛門書翰 11. 1 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 9.16 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 11.15 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 11.18 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 8.14 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 12.10 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 1. 3 →佐原作右衛門 切紙

A33 吉田助右衛門書翰 6.21 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 4.19 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 9.16 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 閏3.15 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰（2通） 6.28 →佐原作右衛門 継

A33 吉田助右衛門書翰 8.28 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 8. 8 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰〔前欠〕 1. 3 →佐原作右衛門 継

A34 〔吉田助右衛門書翰〕 10. 6 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 10.16 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 1.15 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 1. 8 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 5.28 →佐原作右衛門 継

A34 吉田助右衛門書翰 8.12 →佐原作右衛門・内藤角右衛門 継

A35 吉田助右衛門書翰 11. 8 →佐原蓮成院 継

A35 吉田助右衛門書翰 5.28 →佐原蓮成院 継

A35 某書翰 7. 2 継

A35 吉田助右衛門書翰 継

A35 吉田助右衛門書翰 3. 5 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 3. 8 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 4.18 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 6. 3 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 6. 8 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 6.14 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 9. 5 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 10.15 →吉田勝介 継

A35 吉田助右衛門書翰 11.21 →吉田勝介 継

A35 安藤外記書翰 9.28 →佐原作右衛門 継

A35 佐原作右衛門書翰控 （延享 3）4.25 →（阿部正右ヵ） 継

A35 〔（阿部正右）使者口上〕 継
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A35 〔大阪・京都の銀主についての噂書・そ
の他書付（4点）〕

正右関係

A36 延享元年十月 十二月迄之若殿様御書十
通（1包）

包

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）10.25 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）11. 4 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）11. 8 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）11.18 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）11.26 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰〔別紙追書あり〕 （延享元）11.28 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）12. 4 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）12. 8 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰 （延享元）12.18 →佐原作右衛門 折紙

A36 ◦阿部正右書翰（2枚） （延享元）12.28 →佐原作右衛門 折紙

A37 延享二丑年正月 閏十二月迄　若殿様御
書拾二通　御請扣入（1包）

包

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）2.28 →阿部了翁 折紙

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）2. 8 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）8（30） →（阿部正右） 継

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）2.24 →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）3. 8 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）4 →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）4. 8 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰 （延享 2. 5） →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）5. 8 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）6. 4 →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰（3枚） （延享 2）9.18 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）10.13 →阿部正右 継

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）9 →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）10.11 →佐原作右衛門 継

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）11（3） →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）10.28 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）11（22） →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 2）10.24 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）11（10） →阿部正右 継

A37 ◦阿部正右書翰 （延享 4）6.18 →佐原作右衛門 折紙

A37 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）7 →阿部正右 継

A38 延享二丑年正月 閏十二月迄　若殿様御
書拾二通　御請扣共ニ（1包）

包

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）1.11 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）2. 1 →阿部正右 切紙
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A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）1.28 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）2（24） →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）2.28 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）7. 8 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）7（23） →阿部正右 継

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）3.21 →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）3.28 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2） →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）4.18 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）5. 9 →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）4.28 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）6（13） →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）5.18 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）6.13 →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）6. 8 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）7（5） →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）6.21 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）7.13 →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）5.28 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）6.26 →阿部正右 継

A38 ◦阿部正右書翰 （延享 2）7. 2 →佐原作右衛門 折紙

A38 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）7.20 →阿部正右 継

A39 延享三寅年　若殿様御書　六通御請扣共
ニ入（1包）

包

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 3）3. 8 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 3）4. 6 →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 3）3.25 →阿部了翁 折紙

A39 ◦阿部了翁書翰控 （延享 3）4（14） →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 3）4.15 →阿部了翁 折紙

A39 ◦阿部了翁書翰控 （延享 3. 5） →阿部正右 切紙

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 3）4.21 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 3）5（14） →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰〔別紙あり〕 （延享 3）5.28 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控〔別紙あり〕 （延享 3）6（14） →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 2.26 →阿部了翁 折紙

A39 ◦阿部了翁書翰控 3 →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 8.21 →阿部了翁・安藤大蔵 折紙

A39 ◦阿部正右書翰 10.24 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦阿部正右書翰 （寛延元ヵ）11.24 →阿部正右 折紙

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）3.18 →佐原作右衛門 折紙
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A39 ◦阿部了翁書翰控 （延享 4）4.15 →阿部正右 継

A39 ◦阿部了翁書翰控 （延享 4）2. 4 →（阿部正右） 継

A39 〔阿部正右関係書翰〕（1包） 包

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 2）2.18 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 2）3. 4 →阿部正右 継

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）2. 4 →（阿部正右） 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）1.18 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）2. 8 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）3（6） →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）4. 8 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）4.27 →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）4.28 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）6 →阿部正右 継

A39 ◦阿部正右書翰 （延享 4）5.28 →佐原作右衛門 折紙

A39 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）6（26） →阿部正右 継

A40 延享四卯年　若殿様御書　九通（1包） 包

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）2.28 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）3 →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）7. 8 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）7 →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）8. 8 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）9 →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）8.18 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）9.19 →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）8.28 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）10（5） →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）9. 8 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）10（5） →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）9.18 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）10（5） →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）11. 8 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 4）11.29 →阿部正右 継

A40 ◦阿部正右書翰 （延享 4）12.17 →佐原作右衛門 折紙

A40 ◦佐原作右衛門書翰控 （延享 5）1.12 →阿部正右 継

正倫関係

A40 〔阿部正倫書翰〕（1袋） 袋

A40 ◦阿部正倫書翰 3.18 →佐原作右衛門 継

A40 ◦阿部正倫書翰 6.16 →新居頼母・佐原作右衛門 継

A40 ◦阿部正倫書翰 7.29 →佐原作右衛門 継
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正弘関係

A41 〔阿部正弘関係書翰〕（1袋） 袋

A41 ◦阿部正弘書翰 （天保14）1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦阿部正弘書翰 （弘化 2）1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦阿部正弘書翰 1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦阿部正弘書翰 （天保12）1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦阿部正弘書翰（2通） （弘化 4）1. 7 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 （天保12）1.29 →阿部正弘 折紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 1.29 →（阿部正弘） 折紙

A41 ◦〔天保13年阿部正弘年頭祝詞の御書に
ついての覚〕

（佐原作右衛門） 切紙

A41 ◦吉沢五郎右衛門他四名書翰
※阿部正弘書翰の添状

（天保13）1. 8 →佐原作右衛門 継

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 1.29 →阿部正弘 折紙

A41 ◦安政二年年頭祝詞御書包紙 （安政 2） 切紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 1.29 →（阿部正弘） 折紙

A41 ◦手島七兵衛他三名書翰
※阿部正弘書翰の添状

（安政 3）1. 8 →佐原作右衛門 継

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 1.29 →（阿部正弘） 折紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 （天保 9）6.25 →（阿部正弘） 継

A41 ◦吉原五郎右衛門他六名書翰
※阿部正弘書翰への添状

（天保 9）5.18 →佐原作右衛門 切紙

A41 ◦阿部正弘書翰 （天保 8）5. 8 →佐原作右衛門 折紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 （天保 8）5. 8 →阿部正弘 切紙

A41 ◦佐原作右衛門書翰控 5.29 →（阿部正弘） 継

家臣（藤井関係）

A41 小川作右衛門書翰 6.16 →藤井喜右衛門 継

A41 綱五郎書翰 天保13. 2.12 →藤井喜右衛門 継

A41 〔書籍買入の覚〕 切紙

A41 〔借銀の覚〕 切紙

A41 〔各所へ支払の覚〕 折紙

A41 某書翰 切紙

A41 綱五郎書翰 6.10 →藤井喜右衛門 竪紙

A41 〔金札指引の覚〕 9.15 →藤井喜右衛門 継

A41 三谷阿心書翰 23 →藤井喜右衛門 切紙

A41 津川右弓書翰 7.26 →藤井喜右衛門 切紙

A41 馬屋原善三郎書翰 12.13 →藤井喜右衛門 継

A41 多村厚造書翰 5.27 →藤井喜右衛門 継

A41 小川作右衛門書翰 6.14 →藤井喜右衛門 継

A41 〔初冠奉賀状〕 →藤井某 竪紙

A41 菅波譲書翰 3.21 →藤井 造・藤井喜右衛門 継

A41 〔天札受取の覚〕 8. 9 →藤井喜右衛門 切紙
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A41 土門隼人書翰 7.25 →今津屋藤井喜右衛門 継

A41 □吉郎書翰 12.29 →玉渕 継

A41 津川右弓書翰 7.24 →藤井喜右衛門 切紙

A41 津川右弓書翰 9.15 →藤井喜右衛門 切紙

A41 津川右弓書翰 8.20 →藤井喜右衛門 継

家臣（上杉関係）

A42 岡田伊兵衛書翰 11.24 →上杉宗三郎・岡崎国蔵 継

A42 宮崎宗竜書翰 3. 2 →上杉平左衛門 切紙

A42 宮崎宗竜書翰 2. 3 →上杉平左衛門 継

A42 森寺長門守書翰 7.17 →上杉平左衛門 折紙

A42 栗田彦治郎書翰〔別紙あり〕 12. 5 →上杉平左衛門 切紙

A42 青方書翰 20 →上杉 切紙

A42 浜野徳蔵書翰 11.26 →上杉宗三郎 切紙

A42 浜野徳蔵書翰 11.25 →近江屋五郎八・上杉宗三郎 切紙

A42 立原助大夫書翰 11.晦 →大坂屋平左衛門 切紙

A42 津川右弓書翰 8. 3 →藤井喜右衛門 切紙

A42 浜野徳蔵書翰 12.27 →上杉宗三郎 切紙

A42 福山北浜隠居書翰 6.20 →上杉閑鴎・同積治郎 継

A42 井上孫一郎書翰 12.25 →上杉宗三郎 切紙

A42 好書翰 10.11 →上杉 継

A42 津川右弓書翰 20 →藤井喜右衛門 切紙

A42 か川長門介書翰 4. 9 →上すきおりと・おきぬ 継

A42 〔上杉宗三郎ヵ〕書翰控 12.26 →浜野老人（徳蔵） 継

A42 亀山清太郎書翰 12.23 →上杉宗三郎 切紙

A42 〔中村八十八退役願口上覚〕 明治 3. 1 →上杉宗三郎 切紙

A42 〔景二詠歌一首〕 景二 切紙

A42 一瀬円明書翰 9. 5 →上杉御隠居・同平左衛門 継

A42 白舟庵宗一書翰 12. 6 →対潭楼御主人 継

A42 〔平民帯刀につき触〕 12.27 →米屋幸七 切紙

A42 〔不入斎詠歌二首〕 嘉永元. 4 不入斎 切紙

A42 脱羂書翰 12. 5 →不入斎 継

42 □寿書翰 8. 6 →上杉平左衛門 継

A42 青方書翰 10.20 →上杉 折紙

家臣（その他）

A42 原在謙書翰 9.19 →藤井福右衛門 切紙

A42 平田玉藻書翰〔別紙あり〕 3. 1 →今津屋御うもし 切紙

A42 原在謙書翰 9.20 →藤井福右衛門 切紙

A42 原在謙書翰 9. 9 →藤井福右衛門 切紙

A42 平田玉藻書翰 1. 6 →藤井喜右衛門 折紙

A42 平田玉藻書翰 5.24 →今津屋喜右衛門 折紙
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A42 原在謙書翰 9.20 →小林熊右衛門 切紙

A42 某書翰 6.23 切紙

A42 〔平田玉藻ヵ〕書翰 7.27 →藤井御隠居 切紙

A42 英俊書翰 4.17 →玉渕亭 切紙

A42 翠嵐書翰 1.16 →玉渕亭 切紙

A42 昔斎書翰 2. 8 →玉渕亭 切紙

A42 廉左書翰 2.18 →格七 切紙

A42 三谷書翰 2.17 →玉渕 切紙

A42 花月新浮斎書翰 4.14 →玉渕亭景甫 切紙

A42 透悟書翰 2.18 →玉渕亭 継

A42 白舟屋宗一書翰 12.10 →上杉 継

A42 立甫庵書翰 4. 2 →玉渕亭 切紙

A42 佐原九八郎書翰 9. 3 →佐原又作 折紙

A42 〔御宮地かための歌〕 切紙

A42 酒井織部書翰 1.11 →佐原作右衛門 折紙

A42 〔去巳年七月分上ケ金の覚〕 6 切紙

A42 〔当年七月分上ケ金の覚〕 6.13 切紙

A42 すすかの秀満書翰 →藤井忠房 折紙

A42 造酒助書翰 11.18 →佐原作右衛門 継

A42 下宮三郎右衛門他書翰 10. 3 折紙

A42 〔備後木原にて詠める歌その他〕 継

A42 大はし三穂書翰 →下宮 切紙

A42 佐原栄書翰 →下宮たき右衛門 切紙

A42 〔公儀定書写〕 継

A42 〔戸長副役任命書〕 明治 4. 7 →藤井喜右衛門 折紙

A42 服部玄蕃・竹内久右衛門書翰 4.26 →下宮三郎右衛門・内藤角右衛
門

折紙

A42 〔鐙の図〕 竪紙

A42 〔阿部正桓説論書（写）〕 明治 4.10 阿部正桓 継

その他

A36 阿部対馬守（正邦ヵ）書翰 7.11 →三浦作右衛門 折紙

A36 〔郡奉行連印家中借用証文・掛屋預り手
形など証文数十通，正木与右衛門へ相渡
す旨の覚〕

3.10 継

A36 〔切米代・扶持米の取極めに関する覚〕 切紙

A36 〔扶持米代金上げの覚〕 6.26 切紙

A36 〔大坂へ遣す御内用銀についての覚〕 切紙

A36 阿部了翁書翰控 7. 6 継

A36 阿部了翁書翰控 7.29 →了殿様（阿部正意・正右ヵ） 継

A36 阿部了翁書翰控 2 継

A36 阿部了翁書翰控 5 継
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A36 某書翰草案（2通） 継

P07
24 沢村家文書

鞆津の船宿老沢村家（深津屋）に伝来した文書（慶応元年勘定帳，惣町廻船帆数名代并趣法書扣，鞆船株改帳，筑前よ
り之手紙30通等）

A2 勘定帳 慶応元. 5～ 西町役場 横半

A10 勘定帳 西町 横半

A2 銀預ケ帳 慶応元. 5～ 西町役場 横半

A3 寄銀帳 慶応元. 5～明治 3. 2 西町役場 横半

A4 壱厘銀繋帳 慶応 2. 6 世話方 横半

A2 後栄銀取立帳 慶応 2.12～明治 4. 2 西町役場 横半

A1 御年貢中勘取立帳 明治 3.11 西町役場 横長

A1 〔不足銀書上帳〕 横長

A1 有銀控 明治 4. 2 横長

A1 〔祇園社趣法銀預帳〕 天保11. 1 竪冊

A1 〔祇園社趣法〕預り申銀子之事（3通） 弘化 2. 1・弘化 3. 1・嘉
永 5. 2

→御趣法銀預り中村吉兵衛他 一紙

A6 渡海船規定書 慶応 2.10 船持頭江ノ浦町新屋茂七他 竪冊

A5 惣町廻船帆数名代并趣法書扣（2冊） 文化 5.11 船宿老忠七 竪冊

A6 惣町廻船帆数名代并趣法書扣（2冊） 文政 4.11 船宿老素平 竪冊

A7 惣町船株名前帳 弘化 2. 6 船宿老武兵衛 竪冊

A7 〔鞆船株改帳〕 文久 2. 3 船宿老寛三郎 竪冊

A7 〔鞆船株改帳〕 船宿老深津屋猪兵衛 竪冊

A8 船留帳 慶応 3. 1 竪冊

A8 船持名面覚〔付渡海船之定〕 慶応 3. 9 竪冊

A8 船持名面覚 慶応 3. 9 竪冊

A9 船株改名面控録 明治 2. 1 鞆津船役所 横長

A9 〔鞆船株改帳〕 明治 2. 1 竪冊

A9 鞆船株改帳 明治 2. 9 船宿老播磨屋卓三郎 竪冊

A9 鞆船株改帳 明治 3. 3 船宿老鼠屋和三郎 竪冊

A9 鞆船株改帳 明治 3.10 竪冊

A10 毎月取立帳 慶応 3. 9 船会所 横半

A11 浜日記 文久元. 8 □洋屋文兵衛 横半

A11 〔鰡入札控・漁師他諸賃銀控帳〕 明治 4～6 町役所 竪冊

A11 筑前 之手紙三十通 袋

A11 ◦〔算用〕覚 9. 8 嘉右衛門→菅谷・沢村 一紙

A11 ◦松尾惣市書翰
※福岡藩御船方用向引受に付

3. 5 深津屋伊兵衛 一紙

A11 ◦松尾惣市書翰
※贈答品礼状

3.15 →深津屋猪兵衛 一紙
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A11 ◦〔博多屋客出銀請取〕覚 卯11.18 町番所→大坂屋宗三郎 一紙

A11 ◦某書翰ニ伸
※鉄碇買立役任命に付

一紙

A11 ◦〔年賦銀請取〕覚 文化 6.12 甲田定右衛門→大坂屋宗三郎代
弥助

一紙

A11 ◦〔博多・秋月旅館船宿申付書〕 11.17 →関町大坂屋宗三郎 一紙

A11 ◦筑州御船方上杉作右衛門・岩崎吉太
夫・吉本市蔵等書翰（31通）
※御船方入用品買付に付

11.17 →深津屋猪兵衛 一紙

A11 ◦〔入用品買付申達書〕覚 11・閏5. 8 （船方）役所→高砂丸梶取岩依
吉八他

一紙

A11 ◦船方役所書翰
※買付残り山田莚に付

4.10 →深津屋猪兵衛 一紙

A11 ◦筑州船方役所附役青柳丈惣書翰
※碇地鉄買付に付

8.18 →深津屋猪兵衛 一紙

A11 ◦沢村伍平書翰 12.14 →友人衆中 一紙

A11 ◦〔保印酒〕請取 2. 8 竹中彦太夫内内海久平 一紙

A11 ◦筑前博多釘屋岩平手船三社丸久平 一紙

A11 ◦沢村友造書翰 3.24 →沢村格之助 一紙

P07
25 島津家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 島津政忠軍忠状（1号） 永徳 2. 4 島津政忠→足利氏満 竪紙

A1 島津直忠軍忠状（2号） 応永 3. 6 島津直忠→足利満兼 竪紙

A1 足利持氏御判御教書（3号） 応永30. 5.28 足利持氏→小曽戸（島津）直忠 竪紙

A1 佐野昌綱作人高割坪付（4号） 永禄 7. 6. 9 佐野昌綱→小曽戸（島津）泰忠 竪紙

A1 佐野氏忠朱印状（5号） 天正16.12.20 佐野氏忠→小曽戸（島津）丹後
守

竪紙

A1 佐野氏忠朱印状（6号） 天正17.10.15 佐野氏忠→小曽戸丹後守 竪紙

A1 小曽戸家書類写一巻（7～16号） （永禄 2）6. 4～天正
16.12.20

巻子

A1 釆女正知行方目録 切紙

A1 小曽戸家〔由緒覚〕 竪冊

A1 島津家系図 巻子

P07
27 承天寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 青蓮院尊応親王書状（1号） 5.24 青蓮院尊応親王→伶都聞禅師 竪紙

A1 細川尹賢書状（2号） 5.27 細川尹賢→上原神五郎 切紙

A1 北條氏康書状（3号） 3.21 北條氏康→細川兵部大輔 切紙

A1 北條氏政書状（4号） 10. 7 北條氏政→一漚軒 切紙
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A1 武田信豊書状（5号） 11. 7 武田信豊→木村左衛門尉 切紙

A1 三好長慶書状（6号） 5.30 三好長慶→権少輔 切紙

A1 豊臣秀吉掟書（7号） 慶長2. 3. 7 石田三成他→宮木長次郎 竪紙

P07
28 杉原家文書

沼隈郡山手村神主杉原家に伝来した文書（八幡社・荒神社・その他）

八幡社

A2 杉原家由来并ニ由緒之事 明治 3.10 山手村神主杉原忠左衛門 竪冊

A1 御八幡宮様御祭礼折祷帳（2冊） 延宝 4. 8 山手村庄屋七郎兵衛他→神主市
右衛門

横長

A4 八幡社当番定メ扣へ帳 延宝4・貞享元・宝暦12・
慶応 3

横長

A4 八幡宮祭礼当番献立扣へ帳
※以上2冊合綴

文久 2. 7.16 忠左衛門 横長

A4 八幡社再建立書附帳 元禄10. 3 竪冊

A4 〔座帳定〕 元禄10. 8.10 山手村庄屋高橋権左衛門→神主
市右衛門

一紙

A2 八幡宮諸事扣へ帳 宝暦 9・明和 3・寛政 5・
寛政11・寛政12

竪冊

A4 〔座帳定〕 明和 2. 8 庄屋高橋定五郎→神主忠左衛門 一紙

A3 八幡社差縺扣書之事 ～安政 5. 3 竪冊

A3 山手村八幡社差縺一件為取替規定書 明治 3. 4 竪冊

A3 山手村八幡社差縺一件為取替規定書写 明治 3. 4 竪冊

A4 八幡社当番入費趣法帳 明治12. 1. 1 山手郡当番中 竪冊

A4 八幡社当番諸入費覚帳 明治16. 8.15 当番杉原忠左衛門 横長

A4 八幡神社当番諸入用帳 明治44. 8.15 横長

荒神社

A1 畑谷荒神社定之帳 宝暦14・明和 7・寛政11・
文政14・12・嘉永元・7・
安政 2・6・明治32

神主杉原忠左衛門 竪冊

A1 申荒神舞仕置帳 （明和元）11.22 世良尼→講中衆中 横長

A1 子年荒神様仕置帳 明和 5.11 横長

A1 佐古川荒神様仕置覚帳
※以上3冊合綴

安永 9.11.22 横長

A4 地租村入用取かへ記帳　荒神社 明治19・明治20 横長

A4 荒神社・十二神社諸収入及費用勘定帳　
奥講中

旧明治43.11.12 横長

A4 荒神社収支勘定帳 大正10 横長

その他

A2 差縺村々宿喰口見舞扣へ帳 弘化 3. 7. 4 横長

A2 差縺扣へ
※以上2冊合綴

嘉永 7. 7.19 横長

A2 当村太夫始末扣へ ～慶応元. 8 竪冊
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A2 奉差上請書之御事
※両郡尊躰引取に付

明治 2. 4. 9 山手村神主杉原忠左衛門・同村
役人孫助→福山役所

一紙

A1 上下両講弐年ニ付キ縺之事 明治32.11.15他 綴

P07
29 津田家文書

糸井荒神社取立津田家に伝来した文書（天正16年荒神社由来書之事等）

A1 荒神社由来書之事 天正16.11.28 荒神社取立惣左衛門 一紙

A1 糸井荒神地問〔座帳定〕 慶長10. 7 山手村庄屋門田彦太郎→津田惣
左衛門

一紙

A1 糸井荒神社座帳〔定〕（2通） 元禄 7.11.28 山手村庄屋高橋権左衛門→講頭
惣左衛門

一紙

A1 〔座帳定〕 元禄10. 8.10 山手村庄屋高橋権左衛門→神主
市右衛門

一紙

A1 糸井荒神御神楽〔算用帳〕 慶長14. 7. 7 庄屋門田彦太郎・当番津田惣左
衛門

横長

A1 糸井荒神米寄せ帳 寛永元 庄屋七郎兵衛・当番惣左衛門 横長

A1 荒神社当番出入覚帳 天明 4. 2 横長

A1 荒神社入用覚帳 天明 4. 2 横長

A1 辰荒神舞仕置帳
※以上5冊合綴

天明 4. 2 横長

A1 〔荒神社入用覚帳〕 文政 5.11 津田惣左衛門 横長

A1 糸井荒神社入用覚帳 文政 9.11.24 当番徳平 横長

A1 糸井荒神社入用覚帳 文政12.11.18 当番又七 横長

A1 糸井荒神社入用覚帳
※以上4冊合綴

天保 5. 9.27 当番甚十郎 横長

A1 糸井荒神社指引長 明治 8 横長

A1 糸井荒神社林長 明治 9.11. 3 当番又吉 横長

A1 糸井荒神社指引覚長 明治 9.12 三拾弐人講中世和方高橋保五郎
他

横長

A1 御神楽休入用長 明治10.11.10 本当又三郎 横長

A1 糸井荒神社指引長 明治10.12 横長

A1 糸井荒神社やねふきひかへ長 明治11. 9 津田惣左衛門 横長

A1 糸井荒神社ふしんニ付勘定帳 明治11. 5 横長

A1 糸井荒神御神楽入用長 明治11. 9.23 本当番津田倉治 横長

A1 糸井荒神社指引覚長 明治11.12 世和方津田宗左衛門他 横長

A1 糸井荒神銀子貸附覚帳 明治元.12 三十二人講中世和人定太郎他 横長

A1 糸井三拾弐人荒神社神楽休帳 明治 2.11 当番三平 横長

A1 糸井荒神社やねふきひかへ長 明治 5. 9.22～23 三拾弐人・拾四人講中 横長

P07
30 土屋家文書

備後国深津郡市村の豪農で深津村他諸村の庄屋を勤めた土屋家に伝来した文書（宝暦9～明治19年土屋豊武・武
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雅等の日記，天保14～明治6年万寄帳等）

日記

C1 万永代覚日記帳　市村 天明 5. 1. 横半

C2 万祝儀諸入用日記覚帳 宝暦 9～文化 3 横長

C4 御役用日記 文政 6. 4.22～文政 7. 1. 横半

C5 御役用日記 天保 6. 2.～天保 7. 1. 横半

A1 〔日記〕 文化元. 7.2～
文化 3. 1. 7

土屋豊武 横半

C3 記録 文化 4. 9.26～
文化 6.12.29

土屋豊武 横半

A2・3 記録 文化 7. 1.1～
文化 8.12.30

土屋豊武 横半

A4・5 記録 文化 9. 1.1～
文化11.12.30

土屋豊武 横半

A6・7 記録 文化12. 1.1～
文化14.12.29

土屋豊武 横半

A8・9 記録 文化15. 1.1～
文政 2.12.29

土屋豊武 横半

A10・11 記録 文政 3. 1.1～
文政 5. 6.30

土屋豊武 横半

A12・13 記録 文政 5. 7.1～
文政 7.12.30

土屋豊武 横半

A14 〔記録〕 文政 8. 1.17～
文政 9.12.29

土屋豊武 横半

A15・16 記録 文政10. 1.1～
文政12.12.30

土屋豊武 横半

A17 記録 文政13. 1.1～
文政13. 8.20

土屋豊武 横半

A18 日記 天保11. 1.1～
天保12.12. 7

土屋武雅 横半

A19・A20 日記 天保13. 1.1～
天保14.12.29

土屋武雅 横半

A21・A22 日記 天保15. 1.1～
弘化 2.10.10

土屋武雅 横半

A23・A24 日記 弘化 2.10.11～
弘化 4. 4.26

土屋武雅 横半

A25・A26 日記 弘化 4. 5.1～
弘化 5. 9.18

土屋武雅 横半

A27・A28 日記 嘉永元. 9.21～
嘉永 3. 5.12

土屋武雅 横半

A29・A30 日記 嘉永 3. 5.14～
嘉永 4. 9.30

土屋武雅 横半

A31 日記 嘉永 4.10. 1～
嘉永 5.12.29

土屋武雅 横半

A32・A33 日記 嘉永 6. 1.1～
嘉永 7. 4.14

土屋武雅 横半

A34～36 日記 嘉永 7. 4.15～
安政 2.11.30

土屋武雅 横半
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A37～39 日記 安政 2.12. 1～
安政 4.閏5. 4

土屋武雅 横半

C6・7 日記 安政 4.閏5. 5～
安政 5. 9.30

土屋武雅 横半

C8・9 日記 安政 5.10. 1～
安政 7.閏3.30

土屋武雅 横半

C10・11 日記 万延元. 4.1～
文久元.12.31

土屋武雅 横半

C12・13 日記 文久 2. 1.1～
文久 3. 9.27

土屋武雅 横半

A40・A41 日記 文久 3. 9.28～
元治元.11.30

土屋武雅 横半

A42・43 日記 元治元.12. 1～
慶応 2. 8.30

土屋武雅 横半

A44・45 日記 慶応 2. 9.1～
慶応 4. 2.30

土屋武雅 横半

A46・47 日記 慶応 4. 3.1～
明治 2. 5. 8

土屋武雅 横半

A48～50 日記 明治 3. 8.1～
明治 4. 9.30

土屋武雅 横半

A51～53 日記 明治 4.10. 1～
明治 6. 2.28

土屋武雅 横半

A54～56 日記 明治 6. 3.1～
明治 7. 9.15

土屋武雅 横半

A57～59 日記 明治 7. 9.15～
明治 9. 1.25

土屋武雅 横半

A60～62 日記 明治 9. 1.26～
明治10. 8.14

土屋武雅 横半

C14・15 日記 明治10. 8.15～
明治11.11.21

土屋武雅 横半

C16・17 日記 明治 9. 1.26～
明治11. 3.29

土屋武真 横半

C18・19 〔日記〕 明治11. 4.1～
明治12.12.31

土屋武真 横半

C20・21 日記 明治11.12. 4～
明治13. 4.30

土屋豊雅 横半

A63・64 日記 明治13. 5.1～
明治13.12.30

土屋豊雅 横半

A65～67 日記 明治13. 1.1～
明治14.10.11

土屋豊真 横半

C22・23 日記 明治14.10.12～
明治16. 5.31

土屋豊真 横半

C24 日記 明治18. 4.～明治19. 横半

家（経営）

C25 年々家事勘定帳 天保14～嘉永元 横長

C26 歳々家事勘定帖 文久 3～慶応 3 土屋武雅 横長

C27 万寄帳 天保14. 1. 横長

C28・29 万寄帳 弘化 2. 1. 横長

C30・31 万寄帳 弘化 5. 1. 横長
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C32・33 万寄帳 嘉永 4. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 嘉永 6. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 嘉永 7. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 嘉永 8（安政 2）. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 安政 3. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 安政 5. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 安政 6. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 安政 7. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 万延 2. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 文久 2. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 文久 3. 1. 横長

C34・35 万寄帳 文久 4. 1. 横長

C36・37 万寄帳 慶応 2. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 慶応 3. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 慶応 4. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 明治 2. 1. 横長

C40 万寄帳〔抄〕 明治 3. 1. 横長

C38・39 万寄帳〔抄〕 明治 6. 1. 横長

C41・42 恒産万代録 明治 5～10 横長

C43・44 〔恒産万代録〕 明治11～15 横長

C45・46 恒産万代録 明治20～22 横長

C37 万日雇寄帳 明治 6. 1. 横長

その他

C37 行倒者検使之節書類控　深津郡吉田村 明治 3. 8. 横長

C47 〔安芸・宇津厳島二社へ賽スノ記〕 明治 5. 5. 8 竪冊

C47 〔漢詩文書綴〕 竪冊

P07
31 得能氏旧蔵文書

B1・2 福山商工会第一年報～第五年報 明治34～37・明治42 福山商工会 刊

B3 福山商工会明治四十二年報 明治43. 4 福山商工会 刊

C1 実業漫録 霞村農夫得能正通 竪冊

C2・3 俚諺漫録　一名黄微談録　上・中・下合
巻

坂下の狸万品 竪冊

P07
32 中村家文書

鞆津の保命酒屋中村家（保命酒屋）に伝来した文書（日記記録〈正保3～文久3年日記等〉・保命酒・船座製陶漁業・学

芸・その他）
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日記・記録

A1 日記 正保 3～享保 7 竪冊

A2・3 日記 享保 8～宝暦10 竪冊

A4・5 日記 宝暦11～安永 8 竪冊

A6・7 日記 安永 9～享和 3 竪冊

A8 日記 享和 4～文化10 竪冊

A9 日記 文化11～文政 8 竪冊

A10 〔日記〕 文政 9～13 竪冊

A10 〔日記〕 文政 9 綴

A10 〔日記〕 文政10 綴

A11・12 日記 天保 2 竪冊

A13・14 諸記 天保 6 中村政顕 竪冊

A15 諸記 天保 7 中村政顕 竪冊

A16 諸日記 天保 9 竪冊

A17・18 諸事記 天保10 中村政顕 竪冊

A19 諸日記 天保15～弘化 4 中村政顕 竪冊

A20 雑記 天保15～弘化 2 松窓主人 竪冊

A20 〔日記〕 （弘化 2） 竪冊

A21 諸記 弘化 5 竪冊

A22 斉家趣法日記 嘉永元 横半

A23～25 〔斉家趣法日記〕 嘉永 2 横半

A26・27 斉家趣法〔日記〕 嘉永 3 横半

A28～30 〔日記〕 嘉永 4 横半

A31 〔日記〕 嘉永 5. 1～4 横半

A31 〔日記〕 嘉永 6. 4～12 横半

A31 〔日記〕 横半

A31 〔日記〕 嘉永 6. 1.1～13 横半

A32・33 〔日記〕 嘉永 7 横半

A34 〔日記〕 安政 2.11～ 横半

A34 日記 文久 2. 4～文久 3. 2 竪冊

A35 上京諸雑記 天保12. 3.12～天保12.
5. 1

政顕 横半

A35 〔上京紀〕 安政 2.11・安政 2.12 横半

A36 自好庵一条遺忘 竪冊

A36 遺忘録 安政 3. 7～安政 7.10 竪冊

A37 斉家録 中村政顕 竪冊

A37 万事留　明和三年之頃 仕申候 宝永 7～安永 4 竪冊

A37 〔日記〕 文政11 竪冊

A41 壮上紺珠 文化10 横半

A41 〔壮上紺珠〕 （文化14） 横半
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A42 壮上紺珠 （文化期） 横半

A42 〔壮上紺珠〕 （文政 8） 横半

A43 〔壮上紺珠〕 （天保 3） 横半

A43 〔壮上紺珠〕 （天保 6） 横半

A43 壮上紺珠　十 横半

A52 趣法録 （弘化頃） 竪冊

A52 茶録 弘化 4～5 竪冊

保名酒（醸造・商業）

A45・46 家醸密控 天保11～慶応 2 中村政顕ヨリ政蕃・政長 横半

A55 〔名酒仕込〕覚帳 11. 7～12.21 横長

A55 私家薬種造名酒之義旧記御尋被為遊候ニ
付乍恐奉申上候口上之覚

酉2 中村吉兵衛 一紙

A55 □つめりしゆつくり 横半

A55 乍恐奉願口上之覚
※名酒値段に付

天明 3. 1 保命酒屋吉兵衛→番所役人衆中 一紙

A55 乍恐奉願口上之覚
※名酒値段に付願書案

寛政 4. 1 保命酒屋吉兵衛・政善→ 一紙

A55 乍恐奉願口上之覚
※名酒値段に付願書

文化 7. 5 一紙

A55 乍恐奉願口上之覚
※名酒等売値段に付

未1 保命酒屋吉兵衛→番所役人衆中 一紙

A55 奉願上口上之覚
※名酒値下に付願書

丑3 保命酒屋宿老佐野右衛門 一紙

A55 乍恐奉願上候口上之覚
※紛敷名酒商売差止に付願書案

明和 4. 5 保命酒屋吉兵衛→番所役人衆中 一紙

A55 乍恐奉願上候口上之覚
※紛敷名酒商売差止に付願書

明和 4. 5 保命酒屋吉兵衛→番所役人衆中 一紙

A55 乍恐奉願上口上之覚
※以前当家日雇の兵六他所にて酒造差
止に付願書

文化 3.11 中村吉兵衛→月番宿老宗三郎 一紙

A55 乍恐奉願上口上之覚
※以前当家日雇の兵六他所にて酒造差
止に付願書

文化 4. 3 中村吉兵衛→月番宿老市右衛門 一紙

A55 乍恐御願奉申上候口上之覚
※包名酒直段差置に付願書

文政 2. 9 中村吉兵衛→上杉平左衛門 一紙

A55 乍恐奉願上候口上之覚
※当町津国屋甚四郎借銀返済遅滞に付

（文政 3）4 中村吉兵衛→上杉平左衛門 一紙

A55 乍恐奉申上候口上之覚
※御用の保命酒甘味薄く思召され候に
付

酉6 保命酒屋吉兵衛 一紙

A55 乍恐口上之覚
※御用名酒高直の値段にて請取候に付

2.23 保命酒屋吉兵衛→御買方 一紙

A55 名酒直段之覚 卯1 保命酒屋吉兵衛 一紙

A55 名酒直段覚 亥1 保命酒屋吉兵衛 一紙

A55 御薬酒直段附 今橋筋天王寺屋小兵衛 一紙

A55 御札座銀預り証文之事 天明 5. 7 鞆津西町保命酒屋吉兵衛他→福
山札座支配藤右衛門他

一紙

A55 〔名酒代銀受取方御吟味一件書類写〕 文政 5. 7 保命酒屋吉兵衛 一紙
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A55 指入申一札之事
※櫓細工場借用料他

安政 4. 1 深津屋武兵衛→中村吉兵衛 一紙

A49・50 税用諸事控 文政 7～嘉永元 中村氏 横半

A47・48 金銀貸借元帳 （安政 7） 横半

A55 〔昨年差引勘定間違ニ付引合依頼書〕（2
通）

酉7・酉8. 1 延藤岩松→中村吉兵衛 一紙

A55 千種殿家加納逸記書翰
※禁中へ保命酒進献に付

5.11 →中村吉兵衛 一紙

A55 植田甚三郎書翰
※名酒代算用に付

7. 9 →中村吉兵衛 一紙

船座・製陶・漁業

A38 御船座諸事記 天保 2. 1～嘉永元. 1 支配中村吉兵衛 竪冊

A38 船座万録 天保 2. 1～天保12. 6 保命酒屋吉兵衛 竪冊

A39 平村之内南之浜手製陶器皿山記録　釜元
生玉堂

元治 2. 5～12 竪冊

A40 扇浦皿山筆記　生玉堂知足狂史 慶応 2. 1～12 竪冊

A37 海岸村之漁猟一条ニ付井上新右衛門様
御尋之ケ条御答書

竪冊

A55 〔沼隈郡村々船数・漁業ニ付覚書〕 （文政以降） 一紙

学芸

A53 俳諧腰掛集 明和 9. 4 竪冊

A54 〔仙醸詩集巻之二〕 天保 8 竪冊

A52 家醸詩文集 中村氏 竪冊

A52 推敲 竪冊

A52 詠草　一番 正蕃 竪冊

A53 かゝみの集　全 竪冊

A54 竹葉集　芳醸竹の葉草紙 竪冊

A55 詩文・歌（7通） 大受・安平・敬義・清光・摂観 一紙

A55 〔江都諸家需鞆浦中村氏醸酒詩文〕 一紙

その他

A38 〔御用状願書諸控綴〕 文化11.10～天保 4. 8 綴

A37 〔天保四年異国船一条〕 天保 4 竪冊

A51 〔物品売渡明細帳〕　第壱番 明治17. 8 竪冊

A44 仏事牒 文化15～天保12 中村氏 横半

A55 延藤書翰
※北野天満宮参詣者に付

2.17 →蛯子寛三 一紙

A55 口上
※昨日の入来に付礼状

12.30 広瀬→中村 一紙

A55 田むら書翰
※年頭祝詞

2 →御うもし 一紙

A55 〔鞆町絵図〕 一紙
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P07
34 沼名前神社文書

A1 牛頭天王社御輿造立棟札 嘉元4. 5.12 木札

A1 祇園社御輿造立棟札 応永31 木札

A1 祇園社御輿再興棟札 永正14. 6. 6 木札

A1 祇園社御輿修造棟札 宝暦 6. 2. 7 木札

P07
35 備後護国神社所蔵文書

備後護国神社に合祀されている阿部神社に寄進された阿部氏関係の文書・記録。大目付に宛てた阿部氏歴代
の書状が大部分であるが，他に「阿部家伝」，「阿部家系」，「福山町中家数坪数之覚」，「阿部神社由来記」な
どの諸記録が含まれる。年代は江戸後期から幕末に及ぶ。
福山城博物館友の会より古文書調査記録の内として『阿部神社文書』2冊が刊行され，主な文書の印影・翻
刻・解説がなされている。他に藩主書状の一部が『広島県史』近世資料編IIに収録されている。

典拠：福山城博物館友の会編『古文書調査記録　第十四・十五集　阿部神社文書（一）（二）』

A1 正倫公御書十通（1袋） 袋

A1 ◦阿部正倫書翰 3. 8 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）12. 9 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 8. 8 →大目付 継

A1 ◦阿部正倫書翰 2.28 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 1. 9 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 8. 8 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 （安永 4）閏12. 8 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 2.18 →大目付共 継

A1 ◦阿部正倫書翰 （天明 7）2.28 →大目付共 継

A1 正右様御書四通（1袋） 袋

A1 ◦阿部正右書翰 12. 8 →大目付共 折紙

A1 ◦阿部正右書翰 3.25 →安藤瀬兵衛・井上八左衛門・
三浦清左衛門

折紙

A1 ◦阿部正右書翰 （寛延 2）3.19 →大目付共 継

A1 ◦〔阿部正右ヵ〕書翰 7. 3 →当番大目付 切紙

A1 正精公御書壱通（1袋） 袋

A1 ◦阿部正精書翰 （文政 7）8.21 →大目付 切紙

A1 正桓公御書壱通（1袋） 袋

A1 ◦元次郎〔阿部正桓〕書翰 慶応 4. 7.28 →大目付 継

A1 正邦様御書四通（1袋） 袋

A1 ◦阿部正邦書翰 1.25 →軽部半左衛門・井上八左衛門・
三好七衛門

折紙

A1 ◦阿部正邦書翰 7. 5 →井上八左衛門・軽部半左衛門・
三好七衛門

折紙

A1 ◦阿部正邦書翰 6.24 →新居九左衛門・軽部半左衛門 折紙
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A2 正弘公御書七通（1袋） 袋

A2 ◦阿部正弘書翰 5. 7 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 （嘉永 2）閏4. 5 継

A2 ◦阿部正倫書翰 7. 8 →大目付共 切紙

A2 ◦阿部正倫書翰 10. 9 →町奉行共 継

A2 ◦阿部正弘書翰 5 →町奉行共 継

A2 ◦阿部正弘書翰 （天保13）9.17 継

A2 ◦阿部正弘書翰 （嘉永 6）5.12 継

A2 正弘公御書九通（1袋） 袋

A2 ◦阿部正弘書翰 （弘化 2. 2.5） 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 5.28 →大目付共 継

A2 ◦篠崎平右衛門他三名書翰控 6.23 →阿部正弘 継

A2 ◦阿部正倫書翰 11.18 →大目付共 継

A2 ◦阿部正弘書翰 1. 7 →大目付共 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 7.27 →大目付共 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 （天保15）2.18 →本間源兵衛 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 4.28 →大目付共 継

A2 ◦阿部正弘書翰 （天保15）5.25 →本間源兵衛 継

A2 ◦阿部正弘書翰 5.28 切紙

A2 ◦阿部正弘書翰 9.17 →大目付共 継

A2 〔軍政につき阿部正弘書付〕 巻子

A2 〔畳列座作の試法その他〕
※講武所文庫の印あり

巻子

A2 〔家中節倹につき阿部正精書付（写とも）〕 文政 7. 6 阿部正精 竪冊

A3 阿部家伝 竪冊

A4 阿部家系 竪冊

A4 〔福山〕町中家数坪数之覚 竪冊

A4 〔文武引立につき阿部正弘書付〕 嘉永 5. 6 阿部正弘 巻子

A5 阿部神社由来記扣
※明治28年写

明治10 安藤藤斎 竪冊

A6 正倫公御書　明和六年一通　明和七年五
通（1袋）

袋

A6 ◦阿部正倫書翰 （明和 7）閏6. 9 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 （明和 7）1.25 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 （明和 7）9.11 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 （明和 6）10.28 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 （明和 7）9. 4 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 6. 9 →大目付共 継

A6 明和八年　正倫公御書八通（1袋） 袋

A6 ◦阿部正倫書翰 10. 6 →大目付共 切紙

A6 ◦阿部正倫書翰 12. 7 →大目付共 継
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A6 ◦阿部正倫書翰 3.18 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 7.29 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 8.24 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 11. 8 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 4.14 →大目付共 継

A6 ◦阿部正倫書翰 2.24 →大目付共 継

A7 明和九年　正倫公御書三通（1袋） 袋

A7 ◦阿部正倫書翰 1.29 →大目付共 継

A7 ◦阿部正倫書翰 9.11 →大目付共 継

A7 ◦阿部正倫書翰 8.16 →大目付共 継

A7 正倫公御書〔安永 2～8年〕（1袋） 袋

A7 ◦阿部正倫書翰 1.25 →大目付 切紙

A7 ◦阿部正倫書翰 1.14 →大目付共 継

A7 ◦阿部正倫書翰 継

A7 ◦阿部正倫書翰 12.24 →大目付 継

A7 安永度其外　正倫公御書八通（1袋） 袋

A7 ◦阿部正倫書翰 （安永 5）5.28 →町奉行 継

A7 ◦阿部正倫書翰 （安永 4）閏12.27 →町奉行 継

A7 ◦阿部正倫書翰 11. 8 →町奉行 切紙

A7 ◦阿部正倫書翰 9.11 →町奉行共 継

A7 ◦阿部正倫書翰 6. 8 →町奉行 継

A7 ◦阿部正倫書翰 酉10 →町奉行 切紙

A7 ◦阿部正倫書翰 2.14 →町奉行 継

A7 ◦阿部正倫書翰 6. 8 →町奉行共 継

A8 正倫公御書　天明二壬寅年（1袋） 袋

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 2）7.28 →大目付共 継

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 2）12. 5 →大目付共 継

A8 正倫公御書　天明四年（1袋） 袋

A8 ◦阿部正倫書翰 11. 8 →大目付共 継

A8 ◦座間与右衛門他三名書翰〔控〕 12. 5 →阿部正倫 切紙

A8 正倫公御書　天明五年分（1袋） 袋

A8 ◦阿部正倫書翰 11.20 →大目付共 継

A8 正倫公御書　天明七年（1袋） 袋

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 7）1. 7 →大目付共 継

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 7）2.25 →大目付共 継

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 7）2.16 →大目付 継

A8 ◦阿部正倫書翰 （天明 7）2.18 →大目付共 継

A9 正倫公御書　寛政元・二年（1袋） 袋

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政元）3.21 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政元）閏6.18 →大目付共 継
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A9 ◦阿部正倫書翰 6.20 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 3.18 →大目付共 継

A9 正倫公御書　寛政三年（1袋） 袋

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 3）5. 7 →今村左橘方 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 3）12. 8 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 3）12. 8 →今村左橘方 継

A9 ◦阿部正倫書翰 8. 6 →鞆奉行 継

A9 正倫公御書　寛政四年（1袋） 袋

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）3.18 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）8.29 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）1. 9 →今村左橘方 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）12. 9 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 7. 8 →今村左橘方 継

A9 ◦阿部正倫書翰 8.29 →今村左橘方 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）11. 8 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）2.18 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）1. 9 →大目付共 継

A9 ◦阿部正倫書翰 （寛政 4）4.18 →大目付共 継

A10 正倫公御書　寛政五年（1袋） 袋

A10 ◦阿部正倫書翰 8. 9 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 12.11 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 6. 8 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 2. 8 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 9.18 →大目付共 継

A10 正倫公御書　寛政六年（1袋） 袋

A10 ◦阿部正倫書翰 10. 8 →大目付 継

A10 ◦阿部正倫書翰 12. 9 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 2.18 →大目付共 継

A10 正倫公御書　寛政七年（1袋） 袋

A10 ◦阿部正倫書翰 5. 9 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 8.18 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 1.18 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 9.25 →大目付共 継

A10 正倫公御書　寛政八年（1袋） 袋

A10 ◦阿部正倫書翰 9.19 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 12. 5 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 4. 9 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 1.18 →大目付共 継

A10 正倫公御書　寛政九年（1袋） 袋
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A10 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 12. 5 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 5.18 →大目付共 継

A10 ◦阿部正倫書翰 2.18 →大目付共 継

A11 正倫公御書　寛政十年（1袋） 袋

A11 ◦阿部正倫書翰 5.22 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 11.晦 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 1.18 →大目付共 継

A11 正倫公御書　寛政十一年（1袋） 袋

A11 ◦阿部正倫書翰 12.10 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 1.19 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 8.18 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 7.28 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 4.28 →大目付共 継

A11 正倫公御書　寛政十二・十三年（1袋） 袋

A11 ◦阿部正倫書翰 12.22 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 （寛政12）8.25 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 （寛政12）12.18 →大目付共 継

A11 ◦阿部正倫書翰 6. 8 →大目付共 継

A12 正倫公御書　享和元・二・三年（1袋） 袋

A12 ◦阿部正倫書翰 1.25 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 1. 9 →町奉行共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 10. 9 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 8. 6 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰〔別紙あり〕 4. 8 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 8.27 →大目付共 継

A12 ◦阿部正倫書翰 6. 6 →大目付共 継

A12 阿部正倫書翰 7.19 →大目付共 継

A12 阿部正倫書翰 9.11 →大目付共 継

A12 阿部正倫書翰 2. 6 →大目付共 継

A12 阿部正倫書翰 5.28 →大目付 継

A12 阿部正倫書翰 3.11 →大目付 継

A13 阿部正倫書翰 6.21 →大目付 継

A13 阿部正倫書翰 11.25 →大目付共 継

A13 阿部正倫書翰 8.19 →大目付共 継

A13 阿部正倫書翰 5.10 →大目付共 継

A13 阿部正倫書翰 1. 9 →大目付共 継
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A13 〔阿部正倫ヵ〕書翰 1 →江戸・福山大目付共 継

A13 阿部正倫書翰 7.18 →大目付共 継

A13 正倫公御書（1袋） 袋

A13 ◦阿部正倫書翰 7.18 →吉村宇右衛門方 継

A13 ◦阿部正倫書翰 2.14 →鞆奉行 継

A13 ◦阿部正倫書翰 （安永 4）閏12.27 →鞆奉行 継

A13 ◦阿部正倫書翰 （安永 5）5.28 →鞆奉行 継

A13 ◦阿部正倫書翰 12、24 →宇津野清記 継

P07
36 村田静太郎文書

※村田家所蔵。資料の大部分は福山城鏡櫓文書館に寄託されている。

先憂会

A1～51 まこと　1巻1号～45巻12号 明治45. 7～昭和35.12 先憂会 刊

A130 先憂講演集 明治45. 1.15 先憂会 刊

B58 補助金請願ニ関スル関係書類 大正 4～5 先憂会 竪冊

B29 修養団・先憂会主催天幕講習会記 大正 9. 8 竪冊

B28 天幕講習日誌（6冊） 大正 9. 8.28～31 竪冊

B27 熊ケ峯天幕日報　1号～7号 大正 9. 8.28～31 刊

B26 〔天幕講習会所感集〕 大正 9. 9 橘高茂一他 竪冊

B22 清き集ひの迹　大正九年十月〔一夜講習
会報告〕

大正 9.11. 2 田内・坂本 竪冊

B25 第二回天幕講習会関係書類 大正10 先憂会 竪冊

B30 第三回天幕講習書類 大正11. 8.1～4 先憂会 竪冊

B23 第三回天幕講習会記録帳 大正11 先憂会 竪冊

B61・62 先憂会事蹟概要 大正13～昭和19 村田静太郎 竪冊

B55 若葉の薫　2号 大正14. 9. 8 先憂会 刊

B21 〔第九回中堅青年処女講習会関係書類〕 大正15.10 先憂会 竪冊

B20 〔第九回中堅青年処女〕講習会感想録 大正15.10 先憂会 竪冊

B19 第十回中堅青年講習会記念一事慣行誓約 先憂会

B47 特志青年講習会感想録 昭和 2. 8 先憂会 竪冊

B39 台所改造講習会関係書類 昭和 3～4 先憂会 竪冊

B17・18 中堅青年処女〔講習会〕感想録 昭和 3. 8.29～
昭和 3. 9. 2

先憂会 竪冊

B37 教化総動員関係書 昭和 4 村田静太郎 竪冊

B16 〔中堅女子青年講習会記録簿・会計簿・感
想録〕

昭和 5. 9.27～28 先憂会 竪冊

B15 第二二回中堅女子青年講習会〔感想録〕 昭和 6. 2.22 先憂会 竪冊

B14 〔中堅青年幹部講習会・自力更生興村講
習会〕

昭和 7. 8～9 先憂会 竪冊

B24 中堅処女講習会講演要項（其一） 先憂会 竪冊

365



福山市／村田静太郎文書（P07�36） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

B56 第二十九回先憂会主催中堅処女懇談会タ
イムス

刊

教化団体・社会事業

B31 修養団沼隈郡支部向上日日誌 大正 8～9 竪冊

A125 禁酒のすゝめ 大正 9. 3. 1 沼隈郡禁酒会 刊

B48 熱塊 大正10頃 修養団沼隈郡支部 竪冊

B49 大正十年度事業計画・大正九年度事業概
要

修養団沼隈郡支部 竪冊

A89 社会事業雑誌　1巻1号 大正11.11. 1 広島県社会事業聯合会 刊

B53 農村振興俗謡集 大正13. 4 刊

B51 〔沼隈郡田島村報徳会事蹟概要〕〔控〕 大正15. 3.12 田島村長→沼隈郡役所村田静太
郎→報徳会総務所花田

竪冊

A104 分会報　1号・3号・4号 昭和 2. 5.24～
昭和 3. 2.24

帝国在郷軍人会金江村分会 刊

B38 沼隈郡○○村結婚改善聯盟規程 刊

A65 修養団広島支部報　1号・9号～67号 昭和 5. 5～昭和10. 1 修養団広島市支部 刊

A65 大慈の光　62号 昭和 9. 9 大慈の光社（岡山市） 刊

A90 共鳴　47号 昭和10.10 広島県共鳴会 刊

A80 広島社会事業新聞　1号～4号 昭和24. 1.15～
昭和24. 4.15

広島県社会事業協会 刊

A81 広島遺族新聞　1号～12号（7・8・10欠） 昭和25. 2.15～
昭和26.11.25

県遺族厚生連盟 刊

青年団

B59 会則附会員名簿 明治42 大冨少年会 竪冊

A132 佐伯時報　第二回青年大会紀念号 明治43.10 佐伯郡青年会 刊

A123 沼隈郡青年団概要 大正 6. 8.15 広島県沼隈郡青年団 刊

A92 常盤の友　2号 大正 8. 3 広島県沼隈郡松永町青年団・処
女会

刊

A73 広島県青年団指導研究会記録（芸備教育
臨時号）

大正 9. 5.10 広島県教育会 刊

A93 あづま新報 大正10.10 東村青年団文芸部 刊

B44 熊野村処女会々則〔事業概要　大正11年
度～昭和 4年度〕

刊

B54 あづま新報 大正13. 7 東村青年団文芸部 刊

A82 鏡之光　大正15年2月号・7月号，昭和
7年4月号

大正15. 2.14～
昭和 7. 4.10

神村青年団文芸部 刊

A97 金江少年団誌　自伸　2巻 大正15. 4 刊

A94 横島村処女会誌　12月号 大正15.12 刊

A95 あづま新報　3号 大正15 〔今津村青年団〕 刊

A101 団報　曙光　1号 昭和 3. 1 広島県神石郡青年団 刊

B40 向上 昭和 3 山波村女子青年団 刊

A64 瀬戸村青年団史 昭和 5. 1 広島県沼隈郡瀬戸村青年団 刊

B43 昭和四年度高島処女会報 昭和 5 刊

A83 光　11巻1号・15巻1号 昭和 6. 5.20・
昭和10. 6. 1

広島県沼隈郡赤坂村青年団 刊
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A96 栗原青年　7号 昭和 6. 6 栗原町青年団文芸部 刊

B35 神石郡高光村女子青年団概要 昭和 6. 7

B35 ◦高光村外一箇村組合村勢一覧 一紙

B35 ◦女青指導の蹟 昭和 6. 5 横山ミ子 刊

B35 ◦女青の栞　第5号 昭和 6. 5 高光組合女青 刊

B36 〔県下男女青年団長会関係資料〕 昭和 6.11.21 刊

B46 女子青年団々則 昭和 7.10. 8 広島県沼隈郡郷分村女子青年団 刊

A98 郷頭の華　創刊号 昭和 7 大津野村女子青年団 刊

B63 農村を語る青年座談会記 昭和 8. 2.26 広島県沼隈郡青年団実務部 刊

A102 うた　1号 昭和 9. 9.30 柳津村青年団 刊

A102 パンフレット　5号 昭和 9.11. 5 柳津村青年団文芸部 刊

A102 文芸ニュース　2号・2巻1号 昭和 9.11.10・
昭和10. 1.10

柳津村青年団文芸部 刊

A99 黎明　6号 昭和10. 1 浦崎村青年団文芸部 刊

B41 柳津村青年団（昭和十年度） 昭和10 刊

A77 山手村青年団史 昭和12. 3 広島県沼隈郡山手村青年団 刊

A100 山南村青年団機関誌　創刊号 昭和21. 5 山南村青年団文芸部員 刊

B42 沼隈郡今津町女子青年団々則 刊

B45 広島県沼隈郡山手村青年団団則 山手村青年団 刊

学校

A66 卒業生に与ふる書 大正 6. 5.15 広島県沼隈郡神村尋常小学校 刊

A114 橘香　6号・7号 大正13. 7・大正13. 8 向島西実業補習学校 刊

A115 自伸　3号 大正14. 8.26 神村実業補習学校 刊

B52 民衆娯楽・思想善導　農村の歌謡 大正13.11 向島西実業補習学校 刊

A52 愛郷　2巻7号　21・23・27・31・35・
32・48・50・55・56・91号

昭和 2. 7～昭和 8.12 津之郷村農業補習学校（のち津
之郷村農業補習学校校友会）

刊

A117 自彊　4号・6号 昭和 7. 5・昭和 8. 3 広島県沼隈郡山手村実業補習学
校文芸部

刊

A111 暁　4号・6号 昭和 8.11 今津補習学校 刊

A112 出征兵士慰問号 昭和12.11.26 浦崎尋常高等小学校 刊

B64 タチバナ　事変綴方・詩特輯 沼隈郡柳津尋常高等小学校 刊

A119 油農時報　1号 昭和14.12 広島県立油木農学校 刊

B8 高須校報　創刊号 刊

A71 沼隈郡小学校沿革史 大正11 沼隈郡内各小学校→沼隈郡史編
纂委員

竪冊

B50 町村長小学校長会同協議事項 大正12. 9. 6 刊

B50 指示事項　於町村長小学校長会同 大正12.12. 8 刊

B10 本校施設経営案 大正14. 7 広島県沼隈郡西村尋常高等小学
校

刊

B3 御大礼記念教育会館の建設 昭和 3 広島県教育会 刊

A116 沼隈郡松永商工専修学校 昭和 4. 6 刊

B34 教練指導研究会 昭和 8. 5. 7 教練指導沼隈郡聯合会・沼隈郡
柳津村実業補習学校

刊
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B9 学校を中心とせる社会教育 熊野校 刊

A127 沿革史 昭和 8.10.19 広島県立松永高等女学校 刊

B32 広島県立沼南実業学校一覧　昭和九年四
月三十日現在

刊

B50 指示注意事項並協議題　沼隈郡校長会 昭和10. 1.29 刊

B33 沼隈郡青年学校聯合野外演習規定 昭和11. 3. 7 沼隈郡青年学校研究会 刊

B33 指導案・発表要項綴 昭和11. 3. 8 柳津村立青年学校 刊

B50 指示並注意事項　沼隈郡小学校長会 昭和11. 4.30 刊

B32 広島県沼隈郡松永町立青年学校教育概要 昭和12. 2 刊

B33 沼隈郡青年学校聯合野外演習規定 昭和12.11. 3 沼隈郡青年学校研究会 刊

B32 昭和十一年度入学案内 広島県立沼南実業学校 刊

B32 広島県沼南実業学校一覧　昭和十五年四
月三十日現在

刊

B32 沼隈郡立高等実業補習学校学則 刊

B32 広島県沼隈郡実科高等女学校学則 刊

B50 指示並注意事項・協議題　沼隈郡小学校
長会

昭和15. 5. 7 刊

B50 指示注意事項並ニ協議題　沼隈郡校長会 昭和16. 1.27 刊

B4 広島県第四部中等教育歴史科研究会要項 昭和16. 2. 3 広島県立松永高等女学校 刊

B6 敵機空襲時ノ避難規定 今津尋常高等小学校 刊

郷土雑誌・文芸誌・伝記

A131 桜ばな（さくら花）　1巻1号～2巻4号 明治35. 5～明治36. 7 沼南同窓会 刊

A133 青年　1巻3号～7号，2巻1号～10号，3
巻1号・2号

明治41. 8～明治43. 2 青年雑誌社 刊

B60 青年沿革史 明治41～43 青年雑誌社 竪冊

A67・68 中陽　11号～13号・16号・18号・21号
～26号（24欠）・29号・32号～34号

大正 3. 2～大正 4.11 中陽社 刊

A84 新潮　1巻6号 大正 4. 9 新潮社（芦品軍岩谷村） 刊

A56 井上角五郎君略伝 大正 8.11 井上角五郎君功労表彰会 刊

A85 ともしび2巻3号 大正10. 3 ともしび社

A59・60 児童文集　心の花　第1輯～第7輯 大正11. 7～大正15. 9 沼隈郡第二部練習会国語研究部 刊

B57 郷土タイムス　1巻1号・3号，4巻10月
号・11月号

大正11. 8.13～
大正14.11.10

郷土タイムス社（沼隈郡田島村） 刊

B57・58 郷土　1巻8号～2巻12号・3巻7号・4巻
1号～4号

大正12. 8 深安郡啓蒙会 刊

A124 親と月夜 大正14. 7 山本瀧之助 刊

A62 三遊随筆 大正14.11 前田三遊 刊

A106 道しるべ　2巻4号 大正15. 4 自修会（深安郡千田村） 刊

A105 流れ星　2号 昭和 2.11 流星編輯部（沼隈郡松永町） 刊

B11 独学のすゝめ 昭和 3. 1 川崎義夫 刊

A87 あしな　1巻1号 昭和 3. 1 芦名案内社（芦名郡福相村） 刊

A76 望月圭介 昭和 4. 2 望月会 刊

A109 神聖　1巻1号 昭和 4. 8 作谷梅花（沼隈郡高須村） 刊
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A103 あけぼ乃　1巻1号・2号，6巻1号・4号 昭和 5. 5～昭和 6.10 あけぼ乃（沼隈郡柳津村） 刊

A110 青桐　3輯 昭和 6. 1 大村長治郎 刊

A88 学校と家庭　1号 昭和 6.11 学校と家庭社（呉市） 刊

A107 篝火　創刊号 昭和 6 誠熊会文芸部 刊

A86 家の新聞　1巻1号 昭和 7. 4 家の新聞（豊田郡河内町） 刊

A122 進深安　1巻1号・10号・11号，2巻2号 昭和 8. 1～昭和 9. 3 深安社（深安郡下竹田村） 刊

A53～55 青むしろ　1号～37号（29欠） 昭和 8. 9～昭和11.11 青むしろ社（沼隈郡今津町） 刊

A63 青年団物語　山本瀧之助遺稿 昭和 8.10 山本高三 刊

A121 子供週刊（芸備日日新聞附録）1号～27
号（7～9・11・21欠）

昭和 8.11～昭和 9. 6 早速社 刊

A78 山本瀧之助先生言行録 昭和 9.12.26 山本瀧之助先生頌徳会

A108 若鷹　8号 昭和10. 1 青年育成会（沼隈郡千年村） 刊

A75 広島評論　419号～431号・425号～427
号・430号～432号

昭和14. 2～昭和15. 3 広島評論社 刊

A118 諸君　44号～50号（46欠） 昭和14. 5～昭和14.12 諸君の新聞社（福山市） 刊

A120 広島だより　75号～77号 昭和14. 9.3～昭和14.11 日本生命保険株式会社広島支店 刊

A113 会誌 積善会 刊

地方自治

B65～82 沼隈郡報　1号～67号，1号～74号（14・
21・22・32・42欠）

明治41. 4～大正 8. 3 沼隈郡役所 刊

B82・83 沼隈郡年報　大正 9年・10年 大正10. 2.20・
大正13. 4. 2

広島県沼隈郡役所 刊

A74 広島県町村治績概 明治38. 3 広島県 刊

B82・83 大正九年度沼隈郡及各種団体収支予算書 大正 9. 7. 1 広島県沼隈郡役所 刊

A69 町村之自治　農学士山崎延吉先生述 大正 2. 9 広島県沼隈郡役所 刊

B2 郡内風俗ニ関スル調査 大正 2. 9 沼隈郡役所学務係 竪冊

A126 郡治綱要 大正 9. 7 広島県沼隈郡役所 刊

A61 産業調査書　広島県沼隈郡 大正10. 2 広島県沼隈郡役所 刊

A128 沼隈郡農会報 大正11.11. 6 広島県沼隈郡農会 刊

B12 民力涵養ニ関スル実行要目 広島県 刊

B13 民力涵用事績概要〔抄〕 大正12. 3 広島県内務部 刊

A91 事業要覧 大正13. 5～大正14. 5 福山市立職業紹介所 刊

B1 広島県社会事業要覧 大正13. 6 広島県内務部社会課 刊

A74 優良町村事績概要 大正15. 5 広島県地方課 刊

A70 沼隈郡熊野村農村保健衛生状態実地調査
報告

大正15. 6 広島県衛生課 刊

A72 広島県社会事業要覧 大正15.10 広島県学務部社会課 刊

A72 広島県社会事業要覧 昭和 4. 8 広島県学務部社会課 刊

A129 町村主要産業指導計画書 昭和 4. 9 広島県沼隈郡農会 刊

B7 村報　16号 昭和12. 9.15 瀬戸村役場 刊

B7 瀬戸村綴　22号 昭和13. 7. 7 瀬戸村役場 刊

B5 弔詞及焼香順序・村葬式場図 刊
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A79 広島民生時報　9号～11号・15号～33号
（16・22欠

昭和23. 9～昭和26. 4 広島県民生部 刊

P07
39 横山家文書

※『広島県史』古代中世資料編IVに全文収載

A1 〔横山家文書〕（1～8号） 天文17.12.15～
天正12. 8.23
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府中市

P08
4 中戸家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 宮元盛寄進状（1号） 永享12. 1.16 宮元盛→正覚院 竪紙

A1 尼明聚寄進状（2号） 永享12.12.13 尼明聚→中興寺正覚院 竪紙

A1 宮政盛一行（3号） 明応 8. 7.12 宮政盛→妙阿首座禅師 竪紙

A1 宮政盛制札（4号） 永正14. 8.17 宮政盛→中興寺納所禅師 竪紙

A1 備後一宮由緒書 寛永10. 4. 3 別当有木小次郎他→老中 継

A1 阿部正倫書館 1.25 阿部正倫→川田杢他 切紙
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三次市

P09
1 三次市立図書館所蔵文書

A1 重要書類〔抄〕 大正11 三次町役場 竪冊

P09
2 熊野神社文書

A1 若一王子権現古証記 8 小原和泉進義棟 竪冊

A2 熊野神社社殿再興棟札写
※寛永16年写

暦応 2. 8 社司丹後守 木札

A1 熊野神社社殿葺替等棟札 天正 8. 7 木札

A2 某棟札 天文18. 4 木札

A2 木造阿弥陀如来坐像台座裏墨書銘 天文 4. 9

A2 熊野神社銅板柱金具陰刻銘（2点） 弘治 2. 2 木札

A2 藤原隆亮王子社参詣掛札 天正 2. 9 木札

A2 厳島弥山聞持祈祷札 天正13. 8 木札

P09
3 後藤家文書

A1 備後国三谷郡吉斜内辻村御検地御帳 慶長6. 8. 加藤甚右衛門 竪冊

P09
4 武田家文書

A1 高杉村田畠水帳 延享 4. 3. 高杉村庄屋小田幸村松屋藤兵衛
他

竪冊

A2 御留山野山腰林帳　ひかゑ　三谿郡高杉
村

享保元. 7.25 庄屋与三郎他→和田孫三郎 竪冊

A2 三谿郡高杉村御留山野山腰林帖　扣 享保10.10.（安政 4. 5写） 庄屋与三郎他→御山方（庄屋信
助他写）

竪冊

A2 三谿郡高杉村御山帖　扣 享保19. 3. 庄屋甚兵衛他 竪冊

A2 三谿郡高杉村惣人数御改帖 明和 5. 1. 庄屋林兵衛他→神尾源十郎他 竪冊

A2 三谿郡高杉村惣人数御改帖 安永 9. 1. 庄屋善太郎他→矢部甚蔵他 竪冊

A2 三谿郡高杉村惣人数御改帖 天明 6. 1. 庄屋才助他→木村半蔵他 竪冊

A2 三谿郡高杉村惣人数御改帖 寛政10. 1. 庄屋吉右衛門他→□□新三郎他 竪冊

A2 三谿郡高杉村諸色御改帳　 元禄12. 8. 庄屋与三郎他 横長

A2 三谿郡高杉村指出帖　ひかへ 延享 3. 8. 庄屋藤兵衛他→小川保左衛門 横長
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A2 指出帖　高杉村 宝暦 9. 5. 庄屋喜一郎他 横長

A2 御巡見様御通行ニ付三谿郡高杉村諸品書
出帖

天明 7. 5. 庄屋才助他→世羅・三谿郡役所 竪冊

A2 三谿郡高杉村差出帖 天明 8.11. 庄屋喜太郎他 横半

A2 〔高杉村普請所書上帳〕 （文政 7）. 2. 庄屋常蔵 竪冊

A2 三谿郡高杉村御普請所御免許御書写し帳
※以上2冊合綴

文政 7. 2. 庄屋常蔵 竪冊

P09
5 中村氏所蔵文書（中村家文書）

高田郡粟屋村で割庄屋を勤めた中村家に伝来した文書（支配・土地・御用留・村政・戸口・治安・凶荒救恤・土木建
築・産業職業〈瓦・楮〉・農林業〈船材一件・山論・水論〉・工鉱業〈鉄穴・小鉄・鍛冶職・鉄流通〉・金融貸借・交通運輸・

宗教・講・家等）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

支配

A1 毛利輝元捻文（1号） 天正 4. 6. 8 毛利輝元→粟屋内蔵丞 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署奉書（2号） 天正 4.12.12 粟屋元種他→福泉坊 折紙

A1 毛利輝元高麗渡海留守居条々写（3号） 天正19. 1.11 毛利輝元→佐世与三左衛門（元
嘉）

竪紙

A3 〔巡見使通行入用ニ付〕三次郡原町組庄
屋林右衛門 申参候儀御窺書付　高田郡
粟屋村

戌. 2. 庄屋・組頭→高田郡番組衆中 一紙

A3 〔巡見使通行入用ニ付〕高田郡粟屋村寄
特寸志之儀奉申上候書付ひかへ

戌. 5. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A3 〔高田郡粟屋村年齢九拾歳以上之〕者御
尋ニ付申上ル書付扣

戌. 2. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A6 〔不風俗之仕形改方ニ付触書請書案断簡〕
※前欠

子. 9.23 庄屋与十郎他→組合割庄屋元右
衛門

一紙

A49 申附ル倹約頭書　革田共へ 一紙

A50 御条目之覚〔給人法〕 天保12.閏1. 一紙

C12 〔魚鳥かたき売ニ付〕態触遣ス 丑. 2.19. 高田郡役所→三田村他村々役人
中

一紙

C12 申渡覚 天保 9. 一紙

C12 〔郡中風儀取締方ニ付〕申渡 文化 8. 6. 芦田次郎太夫他 一紙

C12 〔百姓共願筋計方等ニ付役人へ内密〕口
演書

文化 8. 6. 一紙

C12 〔倹約筋等ニ付〕御条目之覚 弘化 3. 9. 高田郡役所→年寄他 一紙

C12 〔郡中風儀取締方ニ付〕申渡ス 文化 8. 6. 芦田次郎太夫他 一紙

C12 〔質素節約等ニ付〕御条目之覚 弘化 5. 3. 三上勘六他→年寄他 一紙

C12 工事出入取計方之儀御教訓御口演書御請
書附　高田郡粟屋村役人

文政 2.閏4. 庄屋恒右衛門他→高田郡番組衆
中

一紙

C12 〔給人法〕定 天保 9. 8. 小笠原主馬→粟屋村給庄屋丈作 一紙

C12 〔給人法〕定 文政 3. 7. 進藤喜和馬→給庄屋共 一紙

C12 〔百姓共跡式相続并家督人等之儀ニ付申
達書受書〕

安永 6. 6. 粟屋村百庄勘三郎他 一紙
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C12 〔百姓共日用新米取扱方ニ付触書廻状〕 酉（文政頃）. 8. 郡奉行・勘定奉行→高田郡役所
→三田村他村々年寄共

一紙

C12 〔百姓共日用新米取扱方ニ付触書〕 申. 8. 郡奉行・勘定奉行 一紙

C12 〔廻状〕 申. 8.15 高田郡役所→三田村他村々年寄
共

一紙

C12 〔百姓共日用新米取扱方ニ付触書〕 . 8. 郡奉行・勘定奉行 一紙

C13 〔郡中革田職分ニ付触書請証文〕覚 安永 7.閏7. □□・□□・□□革田連印→役
人衆中

一紙

C13 〔三次郡原地村盗難一件盗賊取逃ニ付〕奉
申上口上之覚

酉.10. □□村革田景蔵他→庄屋・与頭 一紙

C13 〔三次郡原地村盗難一件盗賊取逃ニ付〕奉
申上口上之覚

酉10. 粟屋村庄屋他→服部太八郎他 一紙

C13 〔革田帯刀禁止ニ付申渡書〕 明治 4.11.13. 戸籍係→高田郡勤番割庄屋 一紙

C14 〔米価高値ニ付米取扱方申達書〕 戌. 6. 年寄同格割庄屋柳助他 一紙

C13 〔革田頭預り申付〕態申遣 巳. 高田郡役所→庄屋・与頭他 一紙

C16 〔防州室積ニ而米入札払と昌富鬮入興行
相始候様風聞有之候ニ付他国取締方廻
状〕態触遣ス

亥. 4. 高田郡役所→三田村他町村年寄
他

一紙

C16 〔余分貯居候米融通方ニ付触書〕 . 6. 一紙

土地

A3 永代替地証文之事 文化 2. 4. 貞四郎他→弁蔵 一紙

A3 永主付証文之事 寛政 9. 4. 庄屋義右衛門他→忠四郎 一紙

A3 〔うきたへ段々切荒し候一件差縺ニ付〕済
口証文之事

文化 6. 8. 次兵衛→市左衛門・長百姓中 一紙

A3 高田郡粟屋村新開御見取所御尋ニ付申上
ル書付控

亥. 4. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A3 田畠掛口人別之覚 明和 5.10. 小文村五郎八→粟屋村文蔵 一紙

A3 田畠分り覚 享保20. 3.19 加兵衛他→善兵衛 一紙

A6 〔買取田地上銀不足分納方ニ付一札〕覚 寛政11. 2. 紋四郎→証人甚七他→上田秀助 一紙

A12 〔与十郎より丸屋へ渡し方田地作江米ニ
付〕恒右衛門書翰

. 3.22 　→あわや村幸右衛門 一紙

C14 高切戻し御受申上ル覚 文化 3. 4. 8 十蔵他→出役深瀬村庄屋茂右衛
門他→粟屋村庄屋儀右衛門他

一紙

C15 水帳写し　高路恒吉 一紙

土地（売券）

A3 〔借用米銀銭証文〕（8通） 宝暦 3～文化 3 一紙

A3 〔永代田畑山地売切証文〕（6通） 享保 9～寛政元 一紙

A3・4 〔永代田畑・屋敷・山林売切証文〕（83通） 享保16～明治 6 一紙

A6 永代売切渡し証文之事 文化 3. 2. 茂十郎他→三右衛門 一紙

A34 五年切ニ売切渡ス田之事 延享 4.12. 四郎兵衛他→今手屋忠次郎 一紙

A34 拾歳切売切渡田之事 明治 3.春. 伝十郎他→勘太郎他 一紙

A34 永代売切証文之事　浮地左中分 天明 6.12. 庄屋平蔵他→弁蔵 一紙

土地（明・給地）

A5 堀場様ろ四番三石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

A5 堀場様い壱番拾石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙
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A5 〔いノ六番拾石帳〕覚 丑. 3. 庄屋準助他 一紙

A5 堀場様ろ弐番三石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

A5 〔ろ十二番拾石帳〕覚　粟屋村 丑. 3. 庄屋準助他 一紙

A5 はした　御明知方（2通） 丑. 3. 庄屋準助他 一紙

A5 堀場様ろ三番三石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

A5 堀場様は帳五斗九升四合　御明知方御分
　高田郡粟屋村

辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

A5 〔残鬮下遣シニ付〕態申遣ス 辰. 5. 高田郡役所→粟屋村当分庄屋友
三郎他

一紙

A5 〔れ印拾五石帳〕覚 未. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔り印八石八斗帳〕覚 未. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔な印三石三斗八升三合帳〕覚 戌. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔拾七番五拾石帳〕覚 戌. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔拾六番五拾石帳〕覚 戌. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔弐拾八番五拾石帳〕覚 戌. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔弐拾番五拾石帳〕覚 戌. 4. 庄屋準助他 一紙

A5 〔残鬮下ケ遣シニ付〕態申遣ス 辰. 5. 高田郡役所→粟屋村当分庄屋友
三郎他

一紙

A5 〔残り鬮下ケ遣ニ付〕態申遣ス（2通） 丑. 5. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔鬮取帳差出ニ付〕態申遣ス（2通） 丑. 2. 中嶋右馬介他→庄屋準助他 一紙

A5 〔鬮取帳差出ニ付〕態申遣ス（1包〈1通〉） 未. 3. 川崎益見他→庄屋準助他 一紙

A5 〔鬮取帳差出ニ付〕態申遣ス 午. 3. 三上勘六他→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔弐ツ五歩成上米心得方ニ付〕態申遣ス 午.10. 高田郡役所→粟屋村準助他 一紙

A5 〔残り鬮下遣シニ付〕態申遣ス 未. 6. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔鬮取帖差出ニ付〕態申遣ス 未. 3. 三上勘六他→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔種元米貸替差閊ニ付〕態申遣ス 寅. 8. 高田郡役所→年寄格割庄屋玉井
恒右衛門

一紙

A5 〔残り鬮下遣シニ付〕態申遣ス 寅. 5. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔残り鬮下遣シニ付〕態申遣ス 巳. 5. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 〔残り鬮下遣シニ付〕態申遣ス 卯. 6. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A5 御給割ニ付池下致浮地足米之儀御願申上
候

丑. 1. 権七他→庄屋小十郎他 一紙

A5 〔去年明知・給知御免概シニ付差上候書
付〕
※前欠

申. 2. 庄屋庄左衛門他→高田・高宮郡
番組衆中

一紙

A6 高田郡粟屋村近藤大弐様御知行所鬮取差
上申候書付

亥. 4. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A6 九番拾石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

A14 〔粟屋村之内高八拾九石五斗明知ニ相成
候ニ付〕態申遣

卯. 3. 4 川上雄之進他→庄屋林右衛門他 一紙

A34 〔明石市兵衛給知高・斗代〕覚 寛政 2. 4. 給庄屋直助他→渕本屋弁蔵 一紙

A50 〔弐十三印高五石帳　進藤喜和馬様御分〕
覚　高田郡粟屋村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔九印高八拾石割帳〕覚　高田郡粟屋村 辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙
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A50 〔二十二印高九石帳　添田伊内様御分〕
覚　高田郡粟屋村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔拾八印高七石割帳〕覚　高田郡粟屋村 辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔二十五印高八石帳　林三郎様御分〕覚
　高田郡粟屋村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔拾印高八拾石割帳〕覚　高田郡粟屋村 辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔六印高九拾石割帳〕覚　高田郡粟屋村 辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔拾壱印高八拾石割帳〕覚　高田郡粟屋
村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔拾七印高七拾石割帳〕覚　高田郡粟屋
村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔三印高百石割帳〕覚　高田郡粟屋村 辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔三拾二印高六拾三石三斗八升三合引残
御明知帳〕覚　高田郡粟屋村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 御給知割員数申上ル書附　ひかへ　高田
郡粟屋村

辰. 4. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A50 〔粟屋村之内八拾石帖・五石帳御渡ニ付〕 . 6. 高田郡代官所→進藤喜和馬 一紙

C1 高田郡粟屋村御給知割鬮取帖目録 寅. 3. 庄屋準助他→高田郡役所 一紙

C1 弐番五石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

C1 三番三石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

C1 拾七番拾石帳　高田郡粟屋村 辰. 4. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

租税

A3 〔不足作徳米納所期限ニ付〕申上口上覚 天保 2.12.29 杢兵他→庄屋貞治郎他 一紙

A6 〔当年貢米米入仕切ニ付〕請合証文之事 文化 2. 9. 岡長次郎他→安谷与右衛門他 一紙

A6 御年貢請合一札之覚 文化11.12. 丸山九蔵忰三太郎他→与頭吉左
衛門

一紙

A6 御年貢銀借用証文之事 文化13.12.27 植草井村杢兵他→海渡村伴五郎 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録ヒ
カエ

天保 2.12.12 庄屋・組頭・取立役→川上雄之
進他

一紙

A6 〔病気ニ而年貢上納難ニ付田畠山林等組
方へ差出し証文〕覚

天保 6. 9. 百姓才吉他→組頭周右衛門他 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録控
　天保七申年分

天保 7.12. 庄屋幸右衛門他→佐藤権六他 一紙

A6 揚書一札之事 天保 8.12. 岩吉他→与頭丈作他 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録ひ
かへ

戌.11. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A6 亥年御免割立無主地足米 . 7.15 幸八→庄左衛門 一紙

A6 〔当年貢方不納ニ付家屋敷・田畠等組方
へ差出し証文〕覚

安永 8.12. 2 六兵衛他→組頭忠左衛門他 一紙

A6 〔年貢払方不埒ニ付田畠等差出し証文〕覚 安永 6.12.24 惣右衛門→組頭忠左衛門他庄屋
与十郎

一紙

A6 六月算用下ケ 亥. 6. 庄屋与十郎→組頭市左衛門 一紙

A6 高田郡粟屋村御上納方御約合ニ付申上ル
書附ヒカヘ

酉.12. 庄屋・組頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 〔こんちん米売代銀ニ付覚〕 午. 6. 5 要吉→丈作 一紙

A6 〔粟屋村年貢米中宿引受仕度繰出方ニ付
証文〕覚

戌. 9. 桜屋吉右衛門→粟屋村庄屋準助
他

一紙
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A6 〔粟屋村津出米寄辻出方ニ付証文〕覚　
高田郡粟屋村

戌.11. 9 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村差次御願書附 戌.10. 庄屋準助他→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 津出米寄辻出方申上ル書付ひかへ　高田
郡粟屋村

戌.11. 6 庄屋・組頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 〔御免上リ詰・下リ詰ニ付〕覚 申. 2. 庄屋庄左衛門他→高田・高宮郡
番組衆中

一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米所津出し切之儀申
上ル書付ひかへ

戌.10. 庄屋準助他→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村所払銀不納仕候ニ付御歎書
付ひかへ

酉.11. 庄屋・組頭→割庄屋半之助 一紙

A6 高田郡粟屋村差次御願書付ひかへ 戌.10. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村米納所津出切り申上ル書付
ひかへ

戌.11. 9 準助他→年寄格割庄屋恒右衛門 一紙

A6 高田郡粟屋村御上納方御約メニ付申上ル
ひかへ

酉.12.16 庄屋・組頭・長百姓→割庄屋恒
右衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方目録控 天保 9.10.23 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録控 天保 9.12. 庄屋・与頭→三上勘六他 一紙

A6 〔去年分年貢米皆済及当年免ニ付〕覚 弘化 3. 1. 遠藤佐兵衛→給庄屋助右衛門 一紙

A6 〔当年貢米受取〕覚 申.12. 森来助内品川茂平治→給庄屋幸
右衛門

一紙

A6 御給主様年貢米之内御拝借 酉. 4. 　→恒右衛門 一紙

A6 〔銀札受取〕覚 未. 4.29 下甲立村今屋吉次郎→明見甚七
他

一紙

A6 高田郡粟屋村御見取所下見帖出方之儀御
歎書

申. 9. 庄屋準助他→末田来蔵 一紙

A6 〔取立米勘定之間違有之ニ付〕態申遣ス . 2. 5 小笠原内松山善右衛門→給庄屋
丈作

一紙

A6 〔年貢米蔵払ニ付〕請合証文之事 文化 2. 9. 岡長次郎他→かめ谷与右衛門他 一紙

A6 〔「御絵伝様」質入ニ付証文〕覚 天保 8. 2. 庄屋幸右衛門→専徳寺 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録ひ
かへ　文政七申年分ひかへ

文政 7.11. 庄屋林右衛門→一場武助他 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録控
　天保五午年分

天保 5.12. 庄屋幸右衛門→佐藤権六他 一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢払方御勘定目録控 申.12. 給庄屋幸右衛門→大駄保人内三
宅甚兵衛

一紙

A6 〔年貢米皆済目録〕覚　高田郡粟屋村 天保 7.12. 坂本半助→給庄屋要右衛門 一紙

A6 〔年貢米皆済目録〕覚　高田郡粟屋村 天保 8.12. 沖次郎兵衛内河野来次→給庄屋
市左衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村御勘定御日限御受書ひかへ 酉.12.16 庄屋準助他→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録 酉.11.15 庄屋準助他→高田郡役所 一紙

A6 〔当年貢米受取〕覚 酉.12. 木村来助内品川茂平次→給庄屋
幸右衛門

一紙

A6 高田郡粟屋村御年貢米払方目録控　天保
八年分

天保 8.10.25 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙
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A6 高田郡粟屋村御年貢米払方御勘定目録　
控

天保 8.12. 庄屋準助他→三上勘六他 一紙

A6 〔御給知方種押米ニ付書付〕 一紙

A6 〔酉年分年貢米銀指引算用書〕 植草井村杢兵他→海渡村伴五郎 一紙

A12 揚書一札之事 文政13. 2. 長蔵親久蔵他→組頭周右衛門他 一紙

A12 〔申年納米組違ニ而上岡組帖面ニ書付申
候一件ニ付書付〕

一紙

A12 〔年貢免状〕覚　高田郡粟屋村 一紙

A12 〔年貢不納ニ付主付田地村方へ渡し方証
文〕覚

天明 8.12.15 庄兵衛他→庄屋幸八 一紙

A13 〔当年貢不納ニ付揚書一札〕覚 安永 4.12. あわや平四郎後家他→組頭文蔵
他

一紙

A13 〔給知年貢減免ニ付〕御願申上口上覚 辰. 2. 惣百姓代六兵衛他→給庄屋平蔵
→大野木治太夫内服部数右衛門

一紙

A14 〔年貢米納書方ニ付〕高田郡番組中野幸
次書翰

卯. 8.11 　→粟屋村組庄屋要右衛門 一紙

A19 〔年貢方未進銀等相重ミ候ニ付揚証文〕覚 文政 2.12. 忠三郎他→与頭市左衛門他 一紙

A19 〔年貢方未進銀等相重候ニ付揚証文〕覚 文政 4.12. 格之助後家他→組頭市左衛門他 一紙

A20 〔年貢方不納ニ付揚証文〕覚 文政 6.12. 権右衛門他→組頭儀右衛門他 一紙

A26 〔年貢不納勘右衛門死去ニ付同人田地等
引渡シ証文〕覚

安永 9.12. 与右衛門他→組頭忠左衛門他 一紙

A33 〔年貢不納ニ而家屋敷惣田地山林共組方
へ指出ニ付上ケ証文〕覚

天明 6.12. 十助他→組頭忠左衛門他 一紙

A33 〔年貢不納ニ而家屋敷田畠山林共組方へ
指出ニ付上ケ証文〕覚

天明 8. 1.22 孫四郎他→組頭忠左衛門他 一紙

A33 〔年貢不納ニ而家屋敷家財惣田地山林共
組方へ指出ニ付上ケ証文〕覚

天明 4.12.12 吉兵衛他→組頭忠左衛門他 一紙

A33 〔年貢不納ニ而田畠山林家家財等差出ニ
付上ケ証文〕覚

文政 3.12. 3 金蔵他→組頭市左衛門他 一紙

A33 〔年貢差閊ニ付田畠草山共永代売証文ひ
かへ〕覚

卯.12.29 忠左衛門→新左衛門他 一紙

A33 〔年貢銀拝借返納ニ付田畠山林家財指出
ニ付差縺一件済口受書〕覚

天保 9. 6. 三十郎他→丈作他 一紙

A35 高田郡粟屋村津出し米吉田町迄百姓所持
之作船ニ而積登せ仕度願書ひかへ

文化10. 9. 長百姓庄右衛門他→庄屋・与頭
→組合割庄屋元右衛門

一紙

A35 〔当村下蔵書津出し米ニ付馬方と船登し
と懸り相一件〕

未.10. 百姓庄右衛門他→庄屋山田量左
衛門他

一紙

A39 〔年貢不納仕候ニ付〕奉誤候一札之事 文化 6.12. 垰田金次郎他→庄屋与十郎他 一紙

A39 〔久蔵年貢不納一件御約ニ付口上〕覚 文政 4. 1. 元四郎→与頭幸右衛門他 一紙

C5 津出し米通寄せ帖 天保11.11. 横長

C5 津出し駄賃算用帖　庄屋元 万延元.11. 横長

C5 津出し駄賃米算用帖　庄屋元 慶応元.11. 横長

C6 下蔵津出馬子控帳 嘉永 3. 9. 横長

C6 下蔵所津出シ馬子控帳 嘉永 4. 9. 横長

C6 下蔵馬子津出し帖 文久 2.閏8. 横長

C6 下蔵処津出馬子帖 文久 3. 8. 横長
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C6 下蔵所津出し馬子帖 慶応 3. 9. 横長

C7 中原所津出し馬子控帳 嘉永 4. 9. 横長

C7 中原所津出馬子帳 元治元. 9. 横長

C7 中原処津出シ馬子帖 慶応元. 8. 横長

C7 中原所津出し馬子帖 慶応 3. 9. 横長

C7 上蔵津出し馬子控帳 嘉永 3. 9. 横長

C7 上蔵所津出シ馬子控帳 嘉永 4. 9. 横長

C8 上蔵馬子津出し帖 文久元. 9. 6 横長

C8 上蔵所津出馬子帖 文久 3. 8. 横長

C8 上蔵所津出馬子帖 慶応元. 8. 横長

C8 上蔵所津出し馬子帖 慶応 3. 9. 横長

C9 下蔵算揚入用帳 嘉永 3. 9. 横長

C9 下蔵処算揚□ 文久 3. 8. 横長

C9 下蔵処算揚帖 元治元. 9. 横長

C9 下蔵処算揚帖 慶応元. 8. 横長

C9 下蔵所算揚并入用帖 慶応 3. 9. 横長

C10 上蔵算揚入用控帳 嘉永 3. 9. 横長

C10 上蔵所葺藁取立帖　預り組 慶応 4. 3. 横長

C10 上蔵所算揚入用控帳 嘉永 4. 9. 横長

C10 上蔵所算揚帖 文久 2.閏8. 横長

C10 上蔵所算揚帳 万延元. 8. 横長

C10 上蔵所算揚帖 慶応元. 8. 横長

C10 上蔵所算揚并入用帖 慶応 3. 9. 横長

C11 中原所算揚入用控帖 嘉永 3. 9. 横長

C11 中原所算揚入用控帳 嘉永 4. 9. 横長

C11 中原処算揚帖 慶応元. 8. 横長

C11 中原所算用并入用控帖 慶応 3. 9. 横長

C11 御勘定銀請払帳 天保 9.12. 良作 横長

C11 駄賃取書出し帖　下□組 未.11. 横長

C14 〔給知方年貢米納メ之儀ニ付縺合一件〕済
口之覚

慶応 3. 9. 粟屋村米入周三郎他→出役上甲
立村庄屋和三郎他→粟屋村役人
中

一紙

C14 〔給知方年貢米納之儀ニ付縺合一件〕済
書之覚

慶応 3. 9. 粟屋村佐一郎他→出役上甲立村
庄屋和三郎他→粟屋村役人中

一紙

C14 〔和助分年貢米引受ニ付一札〕覚 天保 5. 9. 利平他→粟屋村役人中 一紙

C14 〔和助分年貢米〕引受請合之事 天保 6. 8. 利平他→粟屋村役人中 一紙

C14 〔年貢米長田筋へ繰出方願一件請書〕 （文政元）.10. 庄屋与十郎他→組合割庄屋恒右
衛門

一紙

C14 吉田奥村々津出し米之儀ニ付御歎書付写 文政元.10. 9 房後村他庄屋・与頭→割庄屋儀
兵衛他

一紙

C14 高田郡粟屋村御年貢津出米中筋出シ不仕
御受証文ひかへ

文化12. 9. 庄屋与十郎他→組合割庄屋元右
衛門

一紙
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C14 〔刎米等多ク損亡相成村方江助情之儀歎
出候一件願下ヶ口上書〕覚

午. 6. 粟屋村長百姓房右衛門他→中馬
村庄屋新兵衛他

一紙

C14 〔米入受合証文〕覚 文化 8. 9. 米入伊助他→組頭市左衛門他 一紙

C14 〔極難渋ニ付郡方年貢不納之筋差出し候
銀御下ヶ方〕乍恐追願奉申上候覚

（宝暦 8）. 4. 粟屋村百姓喜次朗→庄屋恒右衛
門他

一紙

C14 〔甲立へ繰出方ニ付〕覚 （明治初）. 3.19 引受衆→田中峯蔵 一紙

C14 津出し算用 （明治初） 一紙

C14 吉田出し （明治初）申. 2. 少長→峯蔵他 一紙

C14 吉田三原屋出し （明治初） 一紙

C14 〔米繰出しニ付算用〕覚 （明治初） 一紙

C14 〔米繰出し算用〕覚 （明治初） 一紙

A50・51 〔粟屋村免状〕覚（40通） 明和 8／安永 3・4・6～8／天明元～7／寛政元・2（2
通）　4～6／享和 3／文化 3・4／文政 5～7・10／天
保 2・3・6～9・11／文久元／慶応元・2・3（2通）／
年不詳（2通）

一紙

A51 〔年貢免札〕（27枚） 寛政元～12／享和元～3／文化元～6／文政 4～6／
天保 3・4・8

一紙

御用留

A7 諸書附ひかへ 天保10. 6.～天保11. 3. 庄屋元 竪冊

A7 諸書附控 天保11.10.～天保12.12. 惣庄屋元 竪冊

A7 諸書附控 天保13. 1.～天保13.12. 庄屋元 竪冊

A8 諸書附控 嘉永元.11.～嘉永 2.10. 竪冊

A8 諸書附控 嘉永 4. 2.～嘉永 5. 2. 庄屋丈作 竪冊

A9 書附控 弘化 3. 7.～弘化 3.11. 庄屋元 竪冊

A9 書附控 弘化 3.12.～弘化 4.10. 庄屋元 竪冊

A9 書附控 弘化 4.10.～嘉永元.12. 竪冊

A10 〔諸書附控〕 （天保 14）. 4.～（天保
15）. 8.

竪冊

A10・11 〔諸書附控〕 （安政 2）. 3.～
（安政 3）. 3.

竪冊

村（村政）

A12 〔郷蔵寺等去年以来差縺一件〕済口定書 元治元.10. 出役割庄屋格沼田郡大町村庄屋
素平→高田郡粟屋村役人中

一紙

A12 〔社倉蔵番ニ付〕御定書之覚 卯.11. 粟屋村千助他→村役人中 一紙

A12 〔可部町村宿ニ付〕あわや村幸右兵衛書
翰

未. 8. 　→米岡屋丈兵衛 一紙

A12 〔村々区々相調ニ付〕覚 秋町村庄屋文助他→代官 一紙

A12 〔粟屋村百姓両名年貢納方奇特ニ付〕覚 亥. 2. 庄屋・組頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A12 高田郡粟屋村田方植付仕御注進書付ひか
へ

文政 2. 5.22 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A12 御役印改判願書 文化13.11.17 粟屋村庄屋与十郎→高田郡役所 一紙

A12 御役儀〔赦免〕御歎申上書附（5通） 明治 5. 8. 第六大区八小区粟屋村小区用係
中村民助・吉岡健三郎→副戸長
日野又次郎他

一紙

A12 御役儀〔赦免〕御歎申上書附（4通） 明治 5. 8. 第六大区八少長伊藤序一郎他→
小区用係中村民助他

一紙
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A12 〔役儀赦免御願書付〕（10通） 明治 5. 8. 第六大区八少長伊藤序一郎他→
小区用係中村民助他

一紙

A12 〔下見帖送付ニ付〕量左衛門書翰 .24 　→民助 一紙

A12 高田郡粟屋村組頭周右衛門改名御願申上
ル書附

酉.11. 組頭周右衛門→庄屋準助他→年
寄格割庄屋恒右衛門→高田郡役
所

一紙

A12 御山方御用状送リ方振替之儀ニ付恐入申
上ル書附

未.10. 庄屋幸右衛門→山目付吉田村寛
十郎

一紙

A13 高田郡粟屋村植附相片付申候ニ付御注進
書付ひかへ

戌. 6. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A13 高田郡粟屋村晩田苗代はへ不申ニ付御注
進書附

酉. 5. 庄屋幸右衛門他→高田郡役所 一紙

A13 〔粟田村組頭役赦面願〕覚 寛政 2. 1. 忠左衛門→庄屋幸八他 一紙

A13 〔庄九郎へかり中内の者共言語道断の仕
方仕候一件ニ付誤証文〕覚

天明元.12.24 作次郎他→善立寺・役人忠左衛
門他

一紙

A13 〔御本帳他相渡申候ニ付〕覚 天和 2. 5.20 忠兵衛→庄屋太郎右衛門他 一紙

A13 〔御本帳他相渡申候ニ付〕覚 元禄 3. 7.26 太郎右衛門他→庄屋利兵衛他 一紙

A13 〔粟屋村払残りニ付入役等取縮被仰渡帳〕 安永元.12. 高田・高宮郡役所 横長

A13 〔小十・庄三 取立銀〕覚 一紙

A13 〔粟屋村先庄屋理右衛門家財等入札一件
書類〕（3通）

巳. 一紙

A13 〔給役之儀ニ付〕高田郡番組米村嘉門次
他書翰

. 8. 高田郡番組米村嘉門次他→粟屋
村役人中

一紙

A17 〔御用状受送りニ付〕覚 吉田村役人→下小原村五ヶ村役
人中

一紙

A49 集会規約 明治13.11. 1 粟屋村田山千代蔵他→ 竪冊

C11 指縺入用取人別　中原組 未.11. 横長

C12 高田郡粟屋村賄賂不正筋不仕御請証文ひ
かへ

文化 3. 3. 庄屋他→組合割庄屋善右衛門 一紙

C12 高田郡粟屋村不正筋取計御役ニ付申上ル
書付扣

文化 9.11. 庄屋与十郎他→ 一紙

C15 〔庄屋与十郎殿去暮銀拝借被致候一件ニ
付直訴一件居合取計方願書〕覚・奉歎口
上之覚

（文化14）. 2. 粟屋村長百姓広蔵他→割庄屋元
右衛門他
粟屋村長百姓・五人組惣代訴人
幸蔵他→割庄屋元右衛門

一紙

C15 〔当村百姓幸蔵・丈助直訴一件〕願下ヶ
書　役人分

丑. 2. 役人→割庄屋元右衛門他→番組
衆中

一紙

C15 〔村方拝借銀仕捌等之義ニ付及出候一件〕
御裁許御紙上入　役人・長百姓幸蔵・丈
助（4通）

文化14. 5.12 坂田吉太郎他→ 一紙

C15 〔村方才覚銀利足下ヶニ付出訴并目安訴
状差入候一件書類〕（3通）

子. 9. 2 中島右馬介他→粟屋村百姓要兵
衛

一紙

C16 〔村方御役前諸算用合疑念相生し御歎申
上候一件〕済口御受書　粟屋村百姓惣代

（明治 2）. 9. 粟屋村百姓惣代仙助他→出役割
庄屋格下入江村庄屋忠次郎他→
粟屋村庄屋岡左衛門

一紙

戸口

A6 〔三次郡内町組大工町鳶屋吉蔵送り手形〕
※前欠

明治 4.11. 年寄近藤幸八郎他→大年寄箕浦
龍八郎→高田郡割庄屋山田量左
衛門

一紙

A12 送り証文之事　船木村 文化14. 3. 庄屋喜六他→粟屋村役人中 一紙
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A14 〔粟屋村各組軒数調〕 一紙

A14 高田郡粟屋村竈数御尋ねニ付申上ル書付
ひかへ

文化 3. 1.13 庄屋幸八他→高田・高宮郡役所 一紙

A14 第何大区何小区何千何番屋敷　農何野誰
所持宅〔空家ニ当り候分番札模形〕

一紙

A14 宗門改一札之事 天保 2. 7. 房後村明泉寺→粟屋村役人中 一紙

A14 〔組家数報告ニ付〕惣代中村要二書翰 .12. 2 　→用係中村民助 一紙

A14 市九郎・新吉・弥四郎・作次郎帰住御願
不申段親類組合書類

寛政 8. 8. 市九郎母たつ他→庄屋幸八他 一紙

A14 高田郡粟屋村出奔者之様子并帰住奉願上
候書付

寛政 8. 8. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A14 広岡作次郎帰住願ニ付一家五人組合受合
証文

寛政 8. 8. 作次郎母ひな他→庄屋幸八他 一紙

A14 高田郡粟屋村出奔者之申上候様被仰附人
名申上ル書付　ひかへ

寛政 8. 2. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A14 〔作次郎出奔ニ付〕佐々木庄左衛門他書
翰

寛政12. 7. 　→粟屋村庄屋儀右衛門他 一紙

A14 作次郎出奔仕候ニ付外之儀御願申上ル書
付　高田郡粟屋村

寛政12. 6. 作次郎母ひな他→庄屋儀右衛門
他→高田郡役所

一紙

A14 作次郎出奔仕候ニ付外之儀御願申上ル書
付　御上へ上候書付之ひかへ　高田郡粟
屋村

寛政12. 6. 作次郎母ひな他→庄屋儀右衛門
他→高田郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村御下百姓四郎兵衛弟庄次郎
勘当書付　ひかへ

文化13. 4. 四郎兵衛他→庄屋与十郎他→高
田・高宮郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓忠蔵忰倉松村方帖面除
之儀御願書付

文化14. 5. 忠蔵他→庄屋与十郎他→高田郡
役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓茂七忰長松村方帖面除
ケ之儀御願書附

文政 4. 8.19 茂七他→庄屋繁蔵他→高田郡役
所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓茂七忰長松村方帖面除
ケ之儀御願書附

文政 4. 8.19 茂七他→庄屋繁蔵他→高田郡役
所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓茂七忰長松村方帖面除
ケ之儀御願書附

文政 4.10.26 茂七他→庄屋繁蔵他→高田郡役
所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓新四郎忰幸吉村方帖面
除ケ御願書　ひかへ

天保 2. 7. 新四郎他→庄屋林右衛門他→高
田郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓豊吉忰豊蔵帰住之儀御
願書付　同百姓新四郎忰幸吉帰住御願文
段同様

天保 6. 1. 豊吉他→庄屋幸右衛門他→年寄
格割庄屋恒右衛門

一紙

A14 高田郡粟屋村出奔帖外兵次郎帰住御願書
付

文政13.10. 兵次郎母りか他→庄屋林右衛門
他→組合割庄屋元右衛門

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓幸七儀備中之国 栗駄
送りニ而罷帰り候儀申上ル書附

申. 6. 庄屋幸右衛門他→役所 一紙

A14 高田郡粟屋村無願逗留喜太郎出奔仕候ニ
付御注進書付

卯.10. 当分庄屋友三郎他→小林六太郎
他

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓新四郎忰幸吉村方帖面
除ケ御願書

卯. 8. 新四郎他→庄屋林右衛門他→高
田郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓豊吉忰豊蔵村方帖面除
ケ御願書

辰. 5. 豊吉他→庄屋幸右衛門他→高田
郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓民助忰六兵衛村方帖面
除御願書

巳. 6. 民助他→庄屋幸右衛門他→高田
郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓りか忰兵次郎村方帖面
除ケ之儀御願書

丑. 7. りか他→庄屋幸右衛門他→高田
郡役所

一紙
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A14 高田郡粟屋村百姓武助忰六兵衛村方帖面
除御願書　ひかへ

巳. 6. 武助他→庄屋幸右衛門他→高田
郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村百姓作次郎帰住仕候ニ付御
注進書付　控

巳. 3. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A14 高田郡粟屋村百姓藤七郎忰藤次郎村方帖
面除ケ之儀御願書

丑. 7. 藤七他→庄屋幸右衛門他→高田
郡役所

一紙

A14 高田郡粟屋村出奔帖外者帰住之儀御尋ニ
付有無書付　ヒカヘ

文化14.12. 与十郎他→組合割庄屋元右衛門 一紙

A14 高田郡粟屋村御下百姓四郎兵衛弟庄次郎
勘当書附

子. 9. 四郎兵衛他→庄屋与十郎他→高
田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過権十郎・十左衛門村方
帖外御願書附

子. 2. 権十郎兄藤五郎他→庄屋準助他
→高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過増蔵除帖之儀御願書附 申. 9. 五人組合玉吉他→庄屋準助他→
高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓芳蔵忰兵三郎除帖御願
書附

辰. 2. 芳蔵他→庄屋丈作他→高田郡役
所

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓浅蔵忰豊蔵除帖之儀御
願書

丑. 7. 浅蔵他→庄屋準助他→高田郡役
所

一紙

A15 〔高田郡粟屋村出奔帖外兵次郎帰住御儀
願書附〕覚

文政13.10. 兵次郎母りか他→庄屋他→高田
郡番組衆中

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓権七忰藤五郎村方除帖
之儀御願書付

亥. 4. 権七他→庄屋準助他→高田郡役
所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過周助・浦次郎・岩蔵村
方除帖之儀御願書附

亥. 4. 与合新十郎他→庄屋準助他→高
田郡役所

一紙

A15 当村浮過とわ・長五郎・力蔵・さと除帖
御願書附　高田郡粟屋村

亥. 6. 五人組合茂七他→庄屋準助他→
高田郡役所

一紙

A15 御追放出奔帖外者有無申上ル書付　高田
郡粟屋村

享和 3.12. 庄屋・与頭→組合割庄屋市川村
吉左衛門

一紙

A15 〔弥兵衛証文之儀御尋ニ付返書〕儀七郎
書翰

.10. 9 　→庄屋儀右衛門 一紙

A15 地主平弥兵衛佐々部へ帰申候ニ付放手形
遣候ひかへ

享和元.10. 9 粟屋村庄屋儀右衛門他→佐々部
村庄屋与平次他

一紙

A15 高田郡粟屋村先達除帖申上候権十郎残家
内もの除帖之儀申上ル書付

亥. 9. 新類藤五郎他→庄屋準助他→高
田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓忠左衛門忰三次郎村方
帖面除ケ願書

酉. 9. 忠左衛門他→庄屋準助他→高田
郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過権十郎・十左衛門村方
帖外御願書

戌. 2. 権十郎兄藤五郎他→庄屋準助他
→高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村丈助村方帖面除ケ願書付　
ひかへ

戌. 2. 丈助新類丈吉他→庄屋準助他→
高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓れん忰浪蔵村方帖面除
ケ之義御願書　ひかへ

戌. 3. れん他→庄屋準助他→高田郡役
所

一紙

A15 高田郡粟屋村百姓れん忰浪蔵村方帖面除
ケ之義御願書

戌. 3. れん他→庄屋準助他→高田郡役
所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過権十郎・十左衛門村方
帖外御願書　ひかへ

天保 9. 2. 権十郎兄藤五郎他→庄屋準助他
→高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過嘉七村方帖面除ケ之儀
御願書　ひかへ

亥. 3. 喜七組与兵衛他→庄屋準助他→
高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村丈助村方帖面除御願書 戌. 2. 丈助新類丈吉他→庄屋準助他→
高田郡役所

一紙

A15 高田郡粟屋村浮過権十郎・十左衛門村方
帖外御願書

戌. 2. 権十郎兄藤五郎他→庄屋準助他
→高田郡役所

一紙
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A15 〔粟屋村百姓幸蔵忰松五郎市村へ養子引
越ニ付〕請手形之事

午. 2. 恵蘇郡市村庄屋善右衛門他→高
田郡粟屋村役人中

一紙

A15 放手形之事 天保 8. 3. 高田原村庄屋丈之助他→粟屋村
役人衆中

一紙

A15 人別引請手形之事 明治 3. 6. 三次郡□地村役人→粟屋村役人
中

一紙

A15 人柄受状之事（1包〔2通〕） 明治 3. 6.／明治 2.12. 三次郡西酒村役人→高田郡粟屋
村役人中

一紙

A15 〔送手形〕覚 明治 4.10. 横田村役人→粟屋村役人中 一紙

A15 人柄引請手形之事 明治 3. 4. 三次郡穴笠役人→高田郡粟屋村
役人中

一紙

A15 人柄放手形之事 明治 3. 9. 恵蘇郡水越村役人→高田郡粟屋
村役人中

一紙

A15 放手形一札之事 午. 3. 高田郡粟屋庄屋量左衛門他→三
次郡上布野村庄屋清右衛門他

一紙

A15 引請手形之事 天保15. 4. 三次郡青河村役人→高田郡粟屋
村役人中

一紙

A15 文化三寅年他国出帰書付　高田郡粟屋村
　ひかへ

文化 3.12. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A15 文化三寅年他国出帰書付　高田郡粟屋村 文化 3.12. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A15 高田郡粟屋村竈数人数并牛馬数申上ル書
付

卯. 4.11. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A48 〔茶筅関右衛門娘入縁ニ付人別放状取計
方依頼〕中津領神石郡□村庄屋江村芳右
衛門書翰

. 2.24 　→広島領高田郡□□村役人中 一紙

A48 人柄放手形一札之事 明治 4. 3. 三次郡日下村役人→高田郡粟屋
村庄屋中村民助他

一紙

A48 放状之事 天保13. 6. 高田郡糘地村庄屋藤助他→高田
郡粟屋村庄屋丈作他

一紙

A48 〔引越送手形〕覚　三次郡原地村（2通） 明治 4.11. 庄屋安井十郎次他→組合割庄屋
二宮雄右衛門→高田郡割庄屋山
田量左衛門

一紙

A48 宗門送り状之事 天保 7. 1. 三次郡香淀村庄屋繁左衛門他→
高田郡粟屋村役人中

一紙

A48 放手形之事 文久 3. 4. 三次郡東酒屋村役人→高田郡粟
屋村役人中

一紙

A48 〔日雇挊逗留ニ付願書〕覚 元治元. 9. 加計村庄屋三郎左衛門他→高田
郡粟屋村役人中

一紙

A48 人別引請手形之事 明治 3. 6. 三次郡原地村役人→高田郡粟屋
村役人中

一紙

C2 高田郡粟屋村惣人数并高改メ帖 天保11. 2. 庄屋準助他→三上勘六他 竪冊

C13 〔□□村革田人別〕覚 弘化 3. 7. □□寺→庄屋 一紙

C13 高田郡□□村革田清吉帖外御願書附 （文政元）. 2. 革田清吉兄清蔵他→庄屋・与頭
→高田郡役所

一紙

C13 〔革田帖外願認替ニ付申達書〕 . 3.16 高田郡番組→□□村庄屋・与頭 一紙

治安（猟師鉄炮）

A17 威鉄炮御改書付 宝暦10. 5. 庄屋忠左衛門他→高田郡役所 一紙

A17 〔威鉄炮所持不仕理由申上ル〕覚 宝暦10. 5. 鉄炮持主弥三右衛門孫八兵衛→
庄屋忠左衛門他

一紙
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A17 〔威鉄炮所持不仕理由申上ル〕覚 宝暦10. 5. 鉄炮持主新右衛門忰粟屋村新右
衛門他→庄屋忠左衛門他

一紙

A17 〔威鉄炮所持不仕理由申上ル〕覚 宝暦10. 5. 鉄炮持主彦左衛門孫多右衛門→
庄屋忠左衛門他

一紙

A17 〔威鉄炮所持不仕理由申上ル〕覚 宝暦10. 5. 鉄炮持主彦左衛門忰平七→庄屋
忠左衛門他

一紙

A17 〔威鉄炮持主改〕覚 宝暦10. 5.20 一紙

A17 〔威鉄炮持主改〕覚 横長

A17 〔猟師鉄炮持主六右衛門死去ニ付同鉄砲
庄屋利兵衛ニ預ケ方願書〕覚

元禄12.11. 六右衛門忰小右衛門→庄屋利兵
衛他→小嶋野右衛門他

一紙

C1 安芸国高田郡粟屋村猟師鉄炮持主九右衛
門年罷奇候ニ付甥兵蔵江請継御願書付扣
〔喜右衛門・三四郎分扣共〕

天明 3. 6. 猟師鉄炮持主九右衛門→庄屋庄
左衛門他→湯川市右衛門他　他

一紙

C1 安芸国高田郡粟屋村猟師鉄炮持主兵蔵歳
罷奇候ニ付甥伊三次江請継仕度御願書付
ヒカヘ　権右衛門忰幸助・貞四郎忰与四
郎願扣奥ニアリ

文政 5. 1. 猟師鉄炮持主兵蔵→庄屋繁蔵他
→一場武助他　他

一紙

C1 猟師権右衛門・兵蔵・貞四郎年罷奇候ニ
付受継御免許御紙上

文政 5. 4. 一場武助他→粟屋村庄屋繁蔵他 一紙

C1 〔猟師鉄炮請継之者受印形見留ヶニ付召
喚方申達書〕

. 6. 2 明本代蔵→粟屋村繁蔵他 一紙

C16 〔鉄炮札請取ニ付〕仕申一札之事 元禄 3. 4.23 札主六右衛門他→庄屋新左衛門
他

一紙

治安（田畑・家督差縺）

A3 〔善立寺谷畠へ石かき候一件〕済口証文
之事

延享 3.11.29 善立寺→半七→善兵衛 一紙

A12 〔繁蔵当村高受願出申候処故障一件〕済
口之覚

明治 3. 9. 本人繁蔵他→庄屋同格丈作他 一紙

A12 〔兄三之助と家財分ケ差縺ニ付〕済口証
文之事

文化 3. 2.18 清蔵他→庄屋儀右衛門他 一紙

A13 〔古屋垣内之奥小堀田壱ヶ書戻方之儀ニ
付差縺済口証文〕覚

嘉永 4. 6.26 綴

A17 〔喜多村多次郎跡相続ニ付差縺一件取計
方〕林右衛門・幸右衛門書翰

. 7.12 北村役人中 一紙

A18 太郎丸浮地船木村林助へ売申候処当村
〔粟屋村〕江戻シ呉候様申ニ付請合言状
入（1袋〈24通〉）

享和 2～文化13 一紙

A18 三次川風□助御家与いろは山□蔵と縺ニ
付両人口上書下書（口上書3通）

寛政13. 竪冊

A18 〔三次川風□助御家トいろは山□蔵ト差
縺ニ付〕乍恐申上口上之覚

寛政13. 3. いろは山□蔵→庄屋儀右衛門他 一紙

A18 〔受取通と引合不調法一件〕奉御口上之
事

亥.11.12 上甲立村浅平他→三谿台所嘉助 一紙

A18 〔近来不作ニ而親共世話方ニ付〕相渡シ申
候口上覚

文化13.11. 喜蔵忰杢兵衛→与頭茂助他 一紙

A18 〔田畠屋敷等借用ニ付〕相渡置手形之覚 天保 7. 1.27 隠居嶋太郎他→甚作 一紙

A18 〔引受田畑畝高文次郎へ引戻しニ付差縺
一件〕済口一札之覚

文化10. 1.28 新五兵衛他→庄屋与十郎他 一紙

A19 〔六郎谷田付草山へ豊吉悉く木樵り候ニ
付差縺一件〕済口書覚

弘化 5. 3. 熊吉→庄屋準助他 一紙

A19 〔土居のせと山ニ付政右衛門ト差縺一件〕
済口証文覚

文化 7. 3. 文次郎他→出役糘地村庄屋政次
郎他

一紙
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A19 粟屋村幸吉・船木村弥三次差縺一件御吟
味中相談内済ニ付御願下ケ書付ひかへ　
両村役人共

丑. 6. 両村役人惣代→山本寛兵衛 一紙

A19 粟屋村百姓佐吉・儀助差縺佐吉口上書
※関係書類写共

卯. 7. 粟屋村百姓佐吉→庄屋準助他→
年寄同格割庄屋友三郎

一紙

A19 文化四年卯七月太郎・権十郎与高縺済口
証文

文化 4. 7. 太郎他→庄屋儀右衛門他 一紙

A19 〔惣右衛門・要助代田山ニ而かうろん仕
候一件内済証文〕

天明 3. 4.26 惣右衛門他→いわいき講中他 一紙

A19 〔持地荒神田牛馬垣内ニ而木草樵り候一
件〕済口受書一札

安政 7. 2. 要右衛門→庄屋丈助他 一紙

A19 〔売渡地永代書年切等之心得違ニ付懸り
合一件〕済口頭書之事

天保 6. 4. 房右衛門他→庄屋幸右衛門他 一紙

A19 〔帰村ニ付相続田畠山林御組方へ受渡免
許ニ付揚証文〕覚

文政 5. 1.29 新五郎御家他→与頭市左衛門他 一紙

A19 〔太郎・権十郎高差縺一件〕済口一札之事 文化 4. 7. 権十郎他→庄屋儀右衛門他 一紙

A19 〔庄右衛門と私共両三人差縺出来ニ付〕乍
恐申上ル口上之覚

文政12. 3. 与右衛門他→庄屋林右衛門他 一紙

A19 高田郡粟屋村百姓庄右衛門と与右衛門・
栄蔵・金五郎差縺取次書　役人

丑. 4. 庄屋林右衛門他→組合割庄屋恒
右衛門

一紙

A19 〔庄右衛門と与右衛門等差縺関係絵図〕 舗

A19 三ツ町忠三郎付立覚 一紙

A19 〔持主出奔ニ付跡地処分方差縺一件〕済
口書覚

安政 3.10. 粟屋村与頭良作他→出役深瀬村
庄屋兼太郎→粟屋村役人中

一紙

A19 〔永代売渡候田畑戻し方之儀ニ付差縺一
件〕済口取交一札之事

慶応 2. 4. 粟屋村百姓為三郎他→割庄屋中
村又次郎他→粟屋村百姓藤兵衛

一紙

A19 〔永代売渡候田地戻し方之儀ニ付懸り合
一件〕済口之覚

慶応 2. 4. 増蔵他→庄屋丈作他 一紙

A39 文政八酉七月長五・小四郎・新四郎田畠
山林受戻し方之儀差縺済口

文政 8. 7. 小四郎他→庄屋幸右衛門他 一紙

A39 文政八酉七月長五郎・小四郎・新四郎田
畠山林受戻し方之儀差縺済口

文政 8. 7. 長五郎他→庄屋幸右衛門他 一紙

A40 荒神のまへ惣右衛門屋敷所之儀ニ付孫四
郎 出ス片付受証文

安永 8. 1.28 孫四郎他→庄屋庄左衛門他 一紙

A40 寛政十一年未春ひめ作致し候田草山差縺
済口証文

寛政11. 4. 5 権右衛門他→庄屋幸八他 一紙

A40 〔弟義助家督分方之儀願出懸り合一件済
口証文〕覚

天保 9.10. 粟屋村百姓丈次郎他→出役下甲
立村庄屋林右衛門他

一紙

A40 〔分家分り方不相応ニ付願出懸り合一件
済口証文〕覚

天保 9.10. 粟屋村百姓儀助他→出役下甲立
村庄屋林右衛門他

一紙

A40 〔丈次郎・儀助家督相続差縺一件内済ニ
付〕譲り書一札之事

天保 9.12. 本家兄丈次郎他→分家弟義助 一紙

A40 〔丈次郎・儀助家督相続差縺一件〕済口
取交書之覚

天保11. 8. 粟屋村丈次郎他→出役社倉支配
役次郎三郎他→儀助

一紙

A40 〔丈次郎・儀助家督相続差縺一件済口証
文〕覚

（天保 6）.閏7. 粟屋村丈次郎→出役下甲立村庄
屋林右衛門他

一紙

A40 〔丈次郎・儀助家督相続差縺一件済口受
書〕覚

（天保 6）. 7. 粟屋村義助他→出役下甲立村庄
屋林右衛門

一紙

C14 〔農道一件差縺ニ付〕済口御受書之 文久 2. 4. 粟屋村百姓要右衛門他→出役下
小原村庄屋準三郎他→粟屋村役
人中

一紙
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C14 〔直蔵御家畠へ麦蒔附ニ付懸ヶ合一件〕済
口書　粟屋村百庄石松

亥. 9 粟屋村百姓石松他→高野村庄屋
太郎兵衛他→粟屋村役人中

一紙

C14 〔仁後向池下タ論所一件〕済口一札之覚 文政 7. 4. 助五郎→林右衛門他 一紙

C14 〔別隠居差上メニ付不居り合一件済口証
文〕覚

文政 4. 8. 松安親伝助他→丈蔵 一紙

治安（一般差縺）

A3 〔差縺ニ付済口証文〕覚 文化 3. 1. 政右衛門他→庄屋儀右衛門他 一紙

A6 〔四年已前内済ニ及候差縺一件等閑ニ相
成候ニ付誤証文〕覚

亥. 2.21 粟屋喜三次他→出役長田村庄屋
治右衛門他

一紙

A12 高田郡粟屋村百姓千助・庄右衛門・常吉
御呼出し延引ニ付書付

辰. 1.30 庄屋準助他→吉田伊三郎 一紙

A13 〔粟屋村百姓娘懐胎仕候一件差縺〕済口
御受書

文久 3. 5. 粟屋村来助他→出役中馬村庄屋
永次郎他→粟屋村役人中

竪紙

A13 〔粟屋村百姓娘懐胎仕候一件差縺済口〕
御受書

文久 3. 5. 粟屋村仙助他→出役中馬村庄屋
永二郎他→粟屋村役人中

竪紙

A13 〔粟屋村百姓娘懐胎仕候一件差縺〕済口
御受書

文久 3. 5. 粟屋村佐市他→出役中馬村庄屋
永二郎他→粟屋村役人中

竪紙

A17 〔貞右衛門等差縺ニ付意見書〕某書翰 巳. 4. 一紙

A17 〔馬売買差縺ニ付〕奉申上口上書 酉. 8. 和智村助吉→口□屋旦那 一紙

A17 〔庄右衛門酒ニ酔不調法一件〕済口之一
札

天保 2. 6. 又次郎他→与頭周右衛門他 一紙

A17 〔周兵衛方ニ而慮外申上候一件并ニ社倉
麦之儀ニ付兎哉角申候一件〕奉誤入口上
之一札

文政 8.12. 市次郎他→割庄屋甚作 一紙

A17 〔万蔵 通路道へ牛馬除之垣并に辰之助
柳木伐り転シ候差縺一件〕

天保 9. 3. 万蔵・辰之助→組頭柳蔵他 一紙

A17 〔当村百姓伝蔵宅へ盗賊這入候処捨置一
件詫状〕

戌. 3. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A17 高田郡粟屋村百姓伝蔵御叱り合慎御注進
書付ひかへ

戌. 5. 庄屋準助他→高田郡役所 一紙

A17 〔米入之儀御相談ぶり折り合不申ニ付長
百姓中之内他方雇ひ被申候一件〕済口一
札之事

天保 9.10. 直蔵→与頭丈作他 一紙

A17 高田郡粟屋村百姓和三次土蔵へ盗賊這入
盗取候品御注進書付ひかへ

戌. 8. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A17 高田郡粟屋村百姓伝蔵宅へ盗賊這入候儀
申上ル書付ひかへ

戌. 2. 庄屋準助他→三次町役所 一紙

A17 〔隣家と差縺内済後心得違済口ニ合背き
候一件済口証文〕覚

亥. 2.21 粟屋村与右衛門他→出役長田村
庄屋治右衛門他

一紙

A17 〔乱心者うめ御奉公様へ弟助之儀ニ付申
上候一件口上書〕覚

子. 4.14 粟屋村庄屋孫十郎他→高田郡役
所

一紙

A17 〔乱心者うめ御奉公様へ弟助之儀ニ付申
上候一件御断取次願〕口上覚

子. 4.13 与市他→庄屋孫十郎他 一紙

A17 藤井久左衛門様御前へ当村百庄与一娘う
め罷出申付書付　高田郡粟屋村

子. 4.13 粟屋村庄屋新左衛門他→藤井久
右衛門

一紙

A17 〔盗難品目録〕覚（2通） 一紙

A17 〔盗儀左衛門吟味ニ付〕態申遣ス 午.12.13 高田郡役所→粟屋村庄屋幸右衛
門他

一紙

A17 〔長田差縺一件済口書送付ニ付〕貞兵衛
書翰

丑. 5.11. 　→与十郎 一紙
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A17 高田郡粟屋村百姓磯五郎忰柳次郎儀三次
郡四拾貫村ニおゐて盗難ニ逢ひ候儀御注
進書付

未. 8. 庄屋幸右衛門他→高田郡役所 一紙

A17 高田郡粟屋村百姓磯五郎忰柳次郎儀三次
郡四拾貫村江罷越無願滞留仕候儀恐入申
上書付

未. 8. 庄屋幸右衛門他→高田郡番組衆
中

一紙

A17 高田郡粟屋村百姓磯五郎忰柳次郎儀三次
郡四拾貫村ニおゐて盗難ニ逢候儀御注進
書付

未. 8. 庄屋幸右衛門他→高田郡役所 一紙

A17 高田郡□□村革田虎五郎儀追込ミ御免被
為仰付申上ル書付　ヒカへ

酉. 6. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A17 〔百姓源三郎忰市之助行方不知ニ付注進
書付〕覚

亥. 6. 庄屋孫十郎他→高田郡役所 一紙

A17 高田郡粟屋村百姓惣十郎後家盗難御注進
書付

申. 3. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A17 豊田郡小泉村・船木村捨子居申候ニ付有
無書付　ひかへ　高田郡粟屋村

酉. 6. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A17 豊田郡下河内村ニ而捨子居申候ニ付有無
申上ル書付　ひかへ　高田郡粟屋村

酉. 7. 庄屋準助他→割庄屋新八 一紙

A17 豊田郡下田野浦村ニ而相果候もの有之候
ニ付有無申上ル書付　ひかへ　高田郡粟
屋村

酉. 5. 庄屋準助他→高田郡役所 一紙

A17 大町田〔売買差縺〕去暮片付不申ニ付一
札　和泉

子. 2.16 和泉→庄屋孫十郎他 一紙

A17 〔病人飯用・死体番等諸入用請求〕覚 . 2.24 世羅郡小国村役人→高田郡あは
屋村役人中

一紙

A17 高田郡粟屋村□屋貞右衛門方他所者追払
書附

巳. 3. 庄屋準助他→年寄格割庄屋玉井
恒右衛門

一紙

A17 豊田郡林村ニ捨子御座候ニ付御尋無有申
上ル書付　ひかへ　高田郡粟屋村

戌. 4. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A17 世羅郡黒川村百姓要蔵灰屋ニ捨子有之候
趣御尋ニ付申上ル書付　ひかへ

戌. 3. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A17 〔盗賊周助住居之場所并ニ取用候不浄物
片付方ニ付〕奉恐候口上之覚

天保 8. 4. 一紙

A17 高田郡粟屋村盗人牽出し申上ル書附　ひ
かへ

天保 5. 8. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A19 〔雇人庄次郎儀ニ付差縺一件〕済口一札
之事

戌.10. 周三郎→与頭丈作他 一紙

A19 〔離縁致し候夫と再婚ニ付実兄と意見相
違ニ付直訴之途中翻意一件〕済口之覚

嘉永 3. 7. 粟屋村ひて他→割庄屋友三郎他
→粟屋村役人中

一紙

A19 〔家内不居合ニ付歎出一件〕済口一札覚 文政12. 7. 要右衛門→立合組頭周右衛門他 一紙

A19 〔未進其他借方引受幸蔵へ麁言申出候一
件懸り合ニ付〕済口一札

天保 8.12.17 仙蔵→庄屋準助 一紙

A19 〔洪水ニ而広岡ノ瀬戸抜落ち竹屋持地へ
大造流込候ニ付差縺一件御定請書〕

文化 8. 6. 専徳寺他→庄屋与十郎 一紙

A19 〔洪水ニ而広岡ノわき道闕落候処竹屋持
地へ砂大造流込候ニ付差縺一件〕済口之
覚

文化 8. 5. 弥助他→惣庄屋与十郎 一紙

A19 〔洪水ニ而広岡ノ脇道欠落ち竹屋持地へ
砂土流込候ニ付指縺一件〕済口之覚

文化 8. 5. 多助他→惣庄屋与十郎 一紙

A27 吉田町落書御座候者村方有之否御尋ニ付
申上ル書付　高田郡粟屋村

一紙
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A39 〔西木草山之儀半四郎与差縺ニ付講中
差出申書付〕覚　ひかへ

辰. 3. 上岡組源六他→新左衛門他 一紙

A39 〔与右衛門と数ヶ条差縺之件ニ付〕済口
書

巳. 5. 粟屋村百姓伝蔵→割庄屋恒右衛
門他→粟屋村役人中

一紙

A39 〔幸蔵・文次郎麻うむし之時分麁言等致
候一件〕済口証文之覚

文化 6. 7. 政右衛門他→庄屋茂右衛門他 一紙

A40 〔要助・佐太郎と庄五郎道上端溝堀さら
へ等之儀ニ付差縺一件〕済口之一札

文化10. 7. 要助他→庄屋幸右衛門他 一紙

A40 〔旭此返之儀近来何となく不居合一件〕
済口之覚

天保 2. 3. 久蔵他→庄屋幸右衛門他 一紙

A40 〔久保畠辺り垣根を貞右衛門伐り取牛馬
入込ミ作毛障ニ相成組内と差縺一件ニ
付〕済口之覚

天保 3. 4. 粟屋村与頭秀右衛門組内惣代長
百姓与助他→出役吉田村庄屋七
郎右衛門

一紙

A40 〔麦盗み一件詫証文〕口上覚 明治 3. 8. ひで他 一紙

A48 〔当村平五郎相手取京蔵差縺一件〕乍恐
奉申上口上之覚

寅. 3. □□村革田小頭台蔵他→役人衆
中

一紙

A48 〔三次鉄吉田村へ通船受通ひニ付仲間京
蔵寺と争論一件内済吟味願下ヶ免許ニ付
頭書〕覚

寅. 3. □□村革田十五郎他→□□村革
田亀三郎他→□□村役人衆中

一紙

A48 〔三次鉄吉田村江通船受通ひニ付争論一
件〕乍恐奉申上ル口上之覚

寅. 3. □□村革田京蔵他→□□村役人
衆中

一紙

A48 〔三次鉄吉田村江通船受通ひニ付争論一
件〕乍恐奉申上ル口上之覚

寅. 3. □□村革田十五郎他→□□村役
人衆中

一紙

A48 嘉永六丑正月□□・□□革田差縺御吟味
御裁許迄書類

嘉永 7. 6. □□村革田十五郎他→□□村役
人衆中

綴

A48 〔革田茶筅駆ヶ合一件ニ付〕友三郎書翰 . 5.15 一紙

A48 高田郡□□村革田共追込御赦面御注進書
付

寅. 6. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A48 高田郡□□村革田国五郎・京蔵・清五郎・
民平等□□内十五郎打擲仕候ニ付御願書
付

丑. 2. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋友三
郎

一紙

A48 高田郡□□村革田国五郎・京蔵・清五郎・
民平等□□内十五郎打擲仕ニ付御願書附
ヒカヘ

丑. 2. 庄屋・組頭→年寄格割庄屋友三
郎

一紙

A48 〔十五郎と差縺一件革田京蔵等追込御赦
免ニ付御注進書付〕覚　高田郡□□村

寅. 6. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

C1 予州松山浮穴郡恵原町村出生無宿道助与
申者於沼田郡浪藉致シ御吟味有之由之所
四五ヶ年以前□村革田共方へも罷越滞留
致シ候趣白状致し候由ニ付組合割庄屋恒
右衛門殿方江革田御呼出し御役メ書類

文政 5. 6. 庄屋 綴

C1 無願逗留無宿盗人林兵衛御仕置ニ付諸用
控

嘉永 7. 3. 庄屋丈作 横長

C1 盗難之義ニ付三次御役所江差上書附扣 嘉永 5. 竪冊

C13 高田郡粟屋村盗難之儀有懸り御注進申上
ル書付

辰. 2. 当分庄屋友三郎他→高田郡役所 一紙

C13 〔革田才兵衛呼出しニ付〕態申達ス . 3. 5 吉田伊三郎→□□村庄屋・与頭
中

一紙

C13 〔革田和助追込差免ニ付〕態申遣ス 酉. 5.19 坂田吉太郎→□□村庄屋・与頭
共

一紙

C13 〔非人常吉喧嘩花落命一件無宿辰蔵等へ
牢舎申付ニ付〕態申遣

寅. 3. 高田郡役所→□□村庄屋・与頭
共

一紙
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C13 〔□□村百姓・革田十五郎等付添吉田町
へ出浮方〕態申遣ス

卯. 5.12. 高田郡役所→庄屋・与頭共 一紙

C13 盗物御尋ニ付申上ル書付　高田郡粟屋村
役人

丑.10. 庄屋林右衛門他→三次町役所 一紙

C13 〔盗物御尋ニ付四ヶ年以前雇主〕口上書
　高田郡粟屋村百姓要蔵

丑.10. 百姓要蔵→庄屋林右衛門他 一紙

C13 〔盗物御尋ニ付〕口上書写し　高田郡□
□村革田共分

丑.10. 頭革田伝蔵他→庄屋・与頭共 一紙

C13 〔盗物御尋ニ付〕口上書　高田郡粟屋村
役人

丑.10. 庄屋林右衛門他→三次町役所 一紙

C13 〔盗人盗物白状致し候一件ニ付様子問尋
書〕

.10.12. 頼万四郎→粟屋村役人共 一紙

C13 〔革田小七郎問尋ニ付召連方申達書〕 .10.18 頼万四郎→□□村役人共 一紙

C15 高田郡粟屋村百姓伝蔵貞右衛門と差縺御
直訴仕候一件御願下ヶ書附

文政 2.10. 伝蔵他→出役原田村庄屋周助 一紙

C15 三上郡実留村百姓武平次一件ニ付同郡庄
原町へ御呼出し被仰付一件ニ付帰村御注
進書付

辰. 2. 秋町・あわや村庄屋準助 一紙

C15 御用ニ付粟屋村庄屋当村準助御呼出シ御
猶予御歎書付

辰. 2.24 秋町村庄屋組頭新吉→荒川柳右
衛門

一紙

C15 御用ニ附御呼出し御猶予御歎書附 辰. 2. 粟屋村庄屋準助→荒川柳右衛門 一紙

C15 高田郡粟屋村市兵衛御直訴罷出候ニ付御
歎書付

酉.12. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

C15 〔去冬直訴申上候〕新十郎義病気ニ付帰
村被為仰付候義御注進申上書付　高田郡
粟屋村

. 4. 庄屋・組頭→番組衆中 一紙

C15 〔分地一条故障之義ニ付常吉御直訴申上
候一件〕済書規定之一札之事

天保14. 2. 6 庄右衛門他→庄屋準助他 一紙

C13 〔禎蔵灰小屋ニおゐて無宿作蔵等非人常
吉と喧嘩いたし常吉落命一件裁許一件書
類〕（9通）

未.11. 三上勘六他→ 一紙

C16 〔浪人躰不審者取締方御触ニ付〕御受書
之覚

未. 4. 長百姓周三郎他 一紙

C16 防州高森市天神堂床下ニ盗賊盗取候品隠
き候ニ付有無書付ひかへ

文化10. 6. 庄屋・与頭→割庄屋本村元右衛
門

一紙

C16 〔密通筋相顕候一件誤証文〕覚 天保 5. 6. 倉次郎他→幸右衛門 一紙

C16 盗人秀吉・岩吉盗取候品革田共預り置候
ニ付御注進書附　ひかへ　高田郡□□村

子. 9. 庄屋・与頭→芥川栄三郎 一紙

C16 〔生涯連添候様竪ク申替候ニ違役一件〕
誤一札覚

嘉永 6. 9. 原田村広吉→粟屋村みつ他 一紙

C16 〔おみつ送り越し候一件ニ付書翰〕（3通） . 8.5／. 8.20／. 9.25 一紙

C16 〔新左衛門広島町借返済方不埒一件〕申
渡覚

辰.12. 小嶋富十郎他→粟屋村庄屋他 一紙

C16 〔高田郡粟屋村妻作木村伊平与申者連出
し候一件吟味願書〕覚　粟屋村

申. 1. 庄屋・与頭→割庄屋恒右衛門 一紙

治安（その他）

C49 □之丸様御直筆并御書下ヶ数々写 明治 4. 9. 中村丈作 竪冊

C49 御番所出一心隊并革田共日数書出帖　高
田郡□□村

慶応 2.11. 横長

C49 御番所出一心隊并革田共日数書出帖　高
田郡□□村

慶応 2.11. 庄屋・与頭→割庄屋中村又次郎 横長
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C50 〔武一騒動鎮撫ニ付県庁説諭書〕 （明治 4）. 8. 広島県庁 一紙

C1 鉄砲・剣術・鎌槍稽古仕候人数約メ帖 文久 3. 4. 庄屋丈作 横長

C14 高田郡粟屋村龍興寺梵鐘受書添書付ひか
へ

安政 3. 4. 庄屋準助他→年寄同格・割庄屋・
当村当分友三郎

一紙

C14 高田郡粟屋村善立寺梵鐘受書添書付ひか
へ

安政 3. 4. 庄屋準助他→年寄同格・割庄屋・
当村当分友三郎

一紙

C14 高田郡粟屋村専徳寺梵鐘請書添書付 安政 3. 4. 庄屋準助他→年寄同格・割庄屋・
当村当分友三郎

一紙

C14 〔梵鐘差出ニ付請書〕覚　写し 安政 3. 4. 粟屋村龍興寺就無住兼帯備後三
次鳳源寺→粟屋村役人中

一紙

凶荒・救恤

A12 〔作食下渡ニ付一札〕覚 酉. 4. 給庄屋→矢野様内藤井善兵衛 一紙

A12 高田郡粟屋村百姓拾三人之者共御拝借仕
度御願取次書

酉. 2. 庄屋幸右衛門→年寄格割庄屋恒
右衛門

一紙

A15 〔馬銀質付証文〕覚 安永 4. 3. 馬銀借主善七他→庄屋庄左衛
門・幸八

一紙

A20 高田郡粟屋村社倉麦当秋籾納メ御願書　
ひかへ

酉. 7. 庄屋準助他→年寄格割庄屋新八 一紙

A20 高田郡粟屋村旭辺百姓社倉御囲籾納不申
候ニ付御願書

戌.11. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A20 作食御拝借証文　高田郡粟屋村 酉. 4. 給庄屋要右衛門→八木半五郎内
田中久蔵

一紙

A20 高田郡粟屋村社倉穀御身分相済申候ニ付
申上ル書付　ひかへ

亥. 5. 庄屋・組頭→久志雄蔵 一紙

A20 御仕入銀受取書扣 天保 7.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

A20 〔作食銀拝借証文〕覚　高田郡粟屋村 酉. 5. 給庄屋要右衛門→原源五内石田
徳右衛門

一紙

A20 御拝借御貸し下ケ書附　高田郡粟屋村 申.12. 庄屋幸右衛門→満田九郎左衛門
内永井小右衛門他

一紙

A20 御年貢払不足御貸下書附　高田郡粟屋村 申.12. 給庄屋市左衛門他→沖次郎兵衛
内角田熊八

一紙

A20 御拝借証文　高田郡粟屋村　ひかへ 天保 8.12. 庄屋準助他→高田郡役所 一紙

A20 〔凶作ニ付銀札御拝借証文〕覚　高田郡
粟屋村

天保 7.12. 給庄屋要右衛門→八木半五郎内
田中久蔵

一紙

A20 〔洪水ニ付御拝借銀貸下げ願書〕覚　粟
屋村

申. 4. 庄屋・与頭→恒右衛門 一紙

A20 高田郡粟屋村五月十日洪水ニ付御注進書
付　ひかへ

文政 2. 5.12 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

A20 高田郡粟屋村難渋者へ当り御下ケ銀御歎
申上ル書附ヒカへ・高田郡粟屋村御拝借
御返上方之義御歎申上ル書附ヒカヘ

酉.11. 庄屋・組頭→割庄屋恒右衛門 一紙

A20 高田郡粟屋村社倉穀取立算用帖　ヒカエ 文政 6. 6. 庄屋・頭取・与頭→社倉支配役 竪冊

A20 高田郡粟屋村難渋者へ助情銀内密申上ル
書附

午. 5. 庄屋→年寄格割庄屋恒右衛門 一紙

A20 〔粟屋村貯銀預り証文〕覚 宝暦 5.12. 七右衛門他→庄屋孫十郎他→高
田郡役所

一紙

A20 高田郡粟屋村御囲籾之内挽出御勘定目録
　文政六未年分ヒカエ

文政 6.12. 1 庄屋林右衛門他→一場武助 一紙

A20 社倉穀算用書附御受書控　高田郡粟屋村 庄屋林右衛門他→ 一紙
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A33 〔馬銀拝借証文雛型〕 安永 4. 3. 馬銀借主他→庄屋庄左衛門・幸
八

一紙

A34 藤四郎馬銀貸附証文 安永 4. 3. 藤四郎他→庄屋庄左衛門他 一紙

C14 高田郡粟屋馬料銀御拝借証文　控 文化10.10. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

C14 高田郡粟屋馬料銀返上方浮儲けニ上納之
儀申上ル書付

文化10.閏11. 与十郎他→元右衛門→高田郡番
組衆中

一紙

C15 〔津出し馬仕替ニ付証文〕覚 安永 5. 9. 3 馬主六右衛門他→庄屋庄左衛門
他

一紙

C15 高田郡粟屋馬料銀御願申上書付　ひかへ
　百姓惣代

巳. 2. 惣代広蔵他→庄屋・与頭 一紙

C15 高田郡粟屋村御年貢米津出馬銀之儀ニ付
御歎書付扣

午.11. 粟屋村庄屋庄左衛門他→高田郡
番組衆中

一紙

C15 高田郡粟屋村馬料銀御拝借証文　扣 文政 7. 6. 庄屋林右衛門他→高田郡役所 一紙

C15 〔馬料銀拝借ニ付馬特中間申定〕覚　高
田郡粟屋村
※後欠

一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付畠書入証文〕覚 安永 4. 3. 次助他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付田山書入証文〕覚 安永 4. 3. 甚六他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付畠書入証文〕覚 安永 4. 3. 八郎右衛門他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付田書入証文〕覚 安永 4. 3. 庄次郎他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付畠書入証文〕覚 安永 4. 3. 久蔵他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬銀拝借ニ付畠書入証文〕覚 安永 4. 3. 助次郎他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 〔馬料銀拝借願免許ニ付〕態申遣ス 申. 4. 高田郡役所→粟屋村庄屋林右衛
門他

一紙

C15 〔馬料銀拝借願免許ニ付〕申渡ス 未. 3. 小嶋富十郎他→庄屋庄左衛門他 一紙

C15 高田郡粟屋村駒子生シ申候御注進書付ひ
かへ

文化11. 5. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

C15 高田郡粟屋村駒子員数持主人名申上ル書
附ヒカヘ

文政 2. 9. 庄屋・与頭→恵美市右衛門他 一紙

C16 午銀借用差上置一札之事 天保 7. 3.21 勘作他→助右衛門 一紙

C16 〔熊子米借用証文〕覚 明和 3. 2. 新左衛門他→原忠左衛門 一紙

C16 高田郡粟屋村場地流行病ニて死人相煩居
申候者申上ル書付　ひかへ

戌. 4. 庄屋準助→年寄格割庄屋恒右衛
門

一紙

C16 高田郡粟屋村場地死失人数去七月 此節
迄之処申上ル書付　ひかへ

戌. 4. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

C16 高田郡粟屋村流行疫病煩申候有無申上ル
書付

子. 5.14 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

土木・建築

A13 高田郡粟屋村下蔵建替普請御願書付 亥.12. 庄屋準助他→三上勘六他 一紙

A20 高田郡粟屋村百姓栄蔵居家柱替御願書付 卯. 6. 百姓栄蔵他→庄屋準助他→三上
勘六他

一紙

A20 〔新雨池定法〕御請書覚 文化12. 3. 水受惣代五人組二兵衛他→庄屋
与十郎他

一紙

A20 高田郡粟屋村百姓庄右衛門居家焼失仕御
注進書付　ひかへ

寅. 5. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A20 〔百姓茂三郎居家柱替願書〕 戌. 2. 茂三郎他→庄屋・組頭→高田郡
役所

一紙
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A20 高田郡粟屋村百姓友次郎土蔵〔普請〕願
書

戌. 2. 友次郎他→庄屋・与頭→三上勘
六他

一紙

A20 高田郡粟屋村百姓茂三郎居家柱替願書附 戌. 2. 茂三郎他→庄屋準助→高田郡役
所

一紙

A20 高田郡粟屋村百姓紋三郎居家柱替仕度御
願書附

寅. 2. 紋三郎他→庄屋林右衛門→三上
雄之進他

一紙

A20 家数御尋申上ル書付　高田郡粟屋村 戌. 5. 一紙

A20 高田郡粟屋村百姓友次郎土蔵願書附 戌. 2. 友次郎他→庄屋準助→高田郡役
所

一紙

A20 高田郡粟屋村百姓健蔵居家柱替仕度御願
書　ひかへ

天保10. 2. 健蔵他→村役人→三上勘六他 一紙

A23 高田郡粟屋村百姓勘四郎肥置場普請仕度
御願書

寅. 2. 勘四郎他→庄屋林右衛門→川上
雄之進他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓政右衛門土蔵建テ申度
材木御願書

文政 6. 1. 政右衛門他→庄屋繁蔵他→一場
武助他

一紙

A23 高田郡粟屋村上田様御下タ医師寿軒木古
屋材木願書

文政 6. 2. 寿軒他→庄屋繁蔵他→一場武助
他

一紙

A23 高田郡粟屋村真宗善立寺堂再建材木御願
書付

文政 5.11. 善立寺香厳他→庄屋繁蔵他→一
場武助他→庄屋繁蔵他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓六兵衛・四郎兵衛牛馬
屋柱替仕度足し材木御願書

文政 5.閏1. 六兵衛他→庄屋繁蔵他→一場武
助他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓新兵衛・保右衛門居宅
柱替仕度材木願書

文政 5. 2. 新兵衛他→庄屋繁蔵他→一場武
助他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓市郎右衛門・三右衛門
居宅柱替仕度御願書　ヒカヘ

文政 4. 2. 市郎右衛門他→庄屋恒右衛門他
→一場武助他

一紙

A23 高田郡粟屋村組頭要蔵牛馬屋柱替足材木
願書　ひかへ

文化 9.12. 要蔵他→庄屋与十郎他→芦田次
郎太夫

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓松右衛門居家柱替御願
書付

寅. 1. 松右衛門→庄屋準助他→年寄格
割庄屋友三郎他→高田郡役所

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓平八居家柱替仕度足シ
御願書

文政 6. 1. 平八他→庄屋繁蔵他→一場武助
他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓十蔵牛馬屋柱替仕度足
し材木御願書

文政 6. 1. 十蔵他→庄屋繁蔵他→一場武助
他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓作兵衛・市兵衛居家柱
替仕度願書

午. 1.15. 作兵衛・市兵衛他→茂右衛門他
→芦田次郎太夫

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓源兵衛・幸右衛門家柱
替足材木奉願書附

巳. 1. 源兵衛・幸右衛門他→庄屋幸八
他→森左門他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓金兵衛土蔵材木御願書
付

寅. 1. 金兵衛他→庄屋準助他→三上勘
六他

一紙

A26 高田郡粟屋村百姓利兵衛居宅柱替仕度願
書

文政 9. 2. 庄屋林右衛門他→大藤源七郎他 一紙

C11 下蔵屋根替葺草割賦人別帳　中原組 天保.10. 8. 横長

産業・職業（瓦）

A12 高田郡粟屋村瓦職喜太郎病死仕御注進申
上ル書付ヒカヘ

酉. 6. 庄屋・組頭→割庄屋新八 一紙

A22 高田郡粟屋村歩一銀御上納書付ひかへ 文化14.12. 庄屋与十郎他→山目付狩留家村
十五郎

一紙

A22 瓦屋多兵衛・二五谷人別重広河原開地縺
済書

天保. 7. 4 徳蔵他→庄屋幸右衛門他
瓦屋多兵衛→役人中他

一紙
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A22 〔多兵衛所持之庄原町瓦焼小屋ニて博奕
取扱候一件ニ付申渡状他書類〕（1包〈3
通〉）

亥. 2. 一紙

A22 高田郡粟屋村瓦屋多兵衛焼草歩一銀之儀
申上ル書付

卯. 5. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A22 高田郡粟屋村久松せがれ多兵衛瓦職仕度
後願書付

寅. 2. 多兵衛→庄屋儀右衛門他→高田
郡役所

一紙

A22 〔無願瓦職差留ニ付〕態申遣ス（2通） .11. 3 高田郡役所→割庄屋吉左衛門 一紙

A22 〔粟屋村多七瓦売捌差留一件・私方瓦職
由緒ニ付〕庄原町年寄ぬめりや三右衛門
書翰

.11. 3 　→粟屋村庄屋儀右衛門 一紙

A22 高田郡粟屋村瓦焼試申度御願申上候ニ付
同人父久松御役メ書付多兵衛父久松口上
書ひかへ

文化 3. 9. 久松→庄屋儀右衛門他 一紙

A22 瓦屋多七場所替ニ付約メ相済人別受書写
し

文化 2. 6. 次助他→与頭庄右衛門他 一紙

A22 高田郡粟屋村多兵衛瓦焼試申度御願申上
候ニ付山之儀御役ニ付書付　久松忰多兵
衛口上扣

文化 3. 9. 多兵衛→庄屋儀右衛門他 一紙

A22 高田郡粟屋村瓦焼御願申上候ニ付役人共
御役書付ひかへ

文化 3. 9. 庄屋儀右衛門他→山目附坂村栄
助

一紙

A22 高田郡粟屋村久松忰多兵衛瓦焼仕度願書
付ひかへ

文化 3. 4. 多兵衛→庄屋儀右衛門他→組合
割庄屋吉左衛門→高田郡役所

一紙

A22 〔高田郡粟屋村百姓喜太郎瓦職仕度願書
及免許書〕（8通）

文化 9～10 一紙

A22 文化八未極月藤屋貞右衛門方ニ而約ニ付
岩脇辺百姓中請書

文化 8.12. 五人頭長吉他→庄屋与十郎他 一紙

A22 瓦師多兵衛義ニ付指縺口上書　百姓喜太
郎

文化 9. 3. 粟屋村百姓喜太郎→百姓庄屋与
十郎他

一紙

A22 高田郡粟屋村瓦屋多兵衛居家柱替仕度御
願書付

文化 9. 6. かわらや多兵衛他→庄屋・与頭
→芦田次郎太夫他

一紙

A22 〔瓦職場法橋畑中原組へ所替ニ付御定
条々請書〕覚

文化14. 8. 道垣内喜太郎他→庄屋与十郎他 一紙

A22 〔道垣内喜太郎瓦職開業ニ付御定条々請
書〕覚

文化 9. 6. 道垣内喜太郎他→庄屋与十郎他 一紙

A22 高田郡粟屋村多兵衛瓦焼試申度御願申上
候ニ付近郷百姓御役書付　ひかへ

文化 3. 9. 隣郷百姓貞右衛門他→庄屋儀右
衛門他

一紙

A22 〔瓦師太兵衛牛家普請及麻干場等〕村内
差縺相済不申口上書差添書附　粟屋村役
人ひかへ

文化11. 9. 庄屋与十郎他→組合割庄屋元右
衛門

一紙

A22 高田郡粟屋村久松忰多兵衛瓦焼試度御願
書付ひかへ

寅. 4. 多兵衛→庄屋儀右衛門他→高田
郡役所

一紙

A22 高田郡粟屋村多兵衛瓦焼試申度御願書付
申上げニ付山之儀御役メ貞右衛門書付　
ふし屋貞右衛門口上書ひかへ

文化 3. 9. 当時地主百姓貞右衛門→庄屋儀
右衛門他

一紙

A22 高田郡粟屋村久松忰多兵衛瓦焼試之儀追
願申上ル書付ひかへ

文化 3. 5. 庄屋・与頭→役所 一紙

A22 〔同職喜太郎と子分ニ付差縺一件〕多兵
衛済口証文

文化 9. 6. 瓦師多兵衛他→庄屋与十郎他 一紙

A22 〔弟道垣内喜太郎瓦職開業ニ付〕親類受
合書

文化 9. 6. 兄金屋庄右衛門他→庄屋与十郎
他

一紙

A22 〔同職多兵衛と子分ニ付差縺一件〕喜太
郎済口証文

文化 9. 6. 喜太郎他→庄屋与十郎他 一紙
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A22 〔職人中引石米立落一件済口証文他書類〕
（3通）

文化14. 9. 大工・木挽・瓦師→貞兵衛他→
惣庄屋与十郎

一紙

A22 〔瓦屋歩一銀上納〕算用書 文政 2. 4.29 一紙

A22 高田郡粟屋村瓦焼多兵衛・喜太郎焼草薪
願書

卯. 2. 瓦師多兵衛・喜太郎→庄屋・与
頭→高田郡役所

一紙

A23 高田郡粟屋村瓦焼草売払仕度元伐り願書
附（2通）

文政 4.11. 山持主勘十郎→庄屋恒右衛門→
一場武助他→庄屋恒右衛門

一紙

A23 高田郡粟屋村瓦焼草売払元伐願書付 卯. 2. 山持主勘十郎→庄屋恒右衛門→
一場武助他→庄屋恒右衛門

一紙

A48 高田郡粟屋村久松忰太兵衛瓦焼職仕度追
願書
※破損

文化 4. 2. 2 一紙

A48 〔豊田郡仏通寺本堂再建一件堂屋根瓦焼
出し之儀御受合ニ付注進書〕覚　高田郡
粟屋村

文化 4.11. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A48 〔瓦焼職免許ニ付受書〕覚 文化 8.12. 瓦師道垣内喜太郎他→庄屋与十
郎他

一紙

A48 高田郡粟屋村瓦焼多兵衛御運上銀御願書
付

文化 4. 5. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A48 〔瓦焼職免許ニ付〕態申遣ス 卯. 2.12. 高田郡役所→庄屋儀右衛門他 一紙

A48 〔瓦焼職免許等ニ付〕態申遣ス 卯. 2.12. 佐々木庄左衛門他→庄屋儀右衛
門他

一紙

産業・職業（楮）

A21 高田郡粟屋村楮歩合劣り候ニ付御嘆申上
ル書付ひかへ

申.12. 庄屋・与頭→岸代次郎他 一紙

A21 高田郡粟屋村楮歩追勘定目録ヒカエ 天保15.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

A21 立楮御身分之儀御延引被成シ遣候様御願
書　高田郡粟屋村・同船木村

文化 9.10. 粟屋村・船木村庄屋他→紙楮支
配役割庄屋小山村半六

一紙

A21 高田郡粟屋村楮勘定差引 戌.11. 紙蔵→庄屋準助他 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御身分御役メ御受書附　
高田郡粟屋村ひかへ

酉.10. 庄屋準助他→檜垣半次 一紙

A21 高田郡粟屋村楮不足之儀〔ニ付銀返上願
書付〕

戌. 2. 庄屋準助他→紙蔵 一紙

A21 〔当立楮生立ニ付様子申上ル〕覚 申.10. 粟屋村・船木村庄屋他→紙楮支
配役割庄屋小山村半六

一紙

A21 楮場所村方へ御入込御身分之儀御延引き
被為遣候様願書ひかへ　高田郡粟屋村・
戸嶋村・房後村

丑.11. 粟屋村・戸嶋村・房後村庄屋→
北槌之助

一紙

A21 高田郡粟屋村楮増減見込書付扣へ 文化14.11. 7 庄屋与十郎→紙楮支配役次右衛
門

一紙

A21 高田郡粟屋村大雪ニ付楮切蒸方之儀願上
侯書付（2通）

巳.12. 庄屋準助他→年寄格割庄屋玉井
恒右衛門

一紙

A21 楮代受取ひかへ 天保 8.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

A21 〔御仕入銀受取書控〕覚　高田郡粟屋村 天保 6.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

A21 〔御仕入銀受取書控〕覚　高田郡粟屋村 子.12. 庄屋林右衛門他→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御勘定銀内借受取書 天保11.12. 庄屋準助他→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村出来立楮歩合見込書附ひか
へ

未. 9. 庄屋幸右衛門他→神保弥太郎他 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御勘定銀内借奉願上侯書
付

天保11.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

395



三次市／中村氏所蔵文書（中村家文書）（P09�5） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A21 高田郡粟屋村出来楮見込書付　ひかへ 寅.10. 庄屋恒右衛門他→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御勘定目録ひかへ 天保 7.12. 庄屋・与頭→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村楮勘定差引 丑.12.22. 紙蔵→庄屋与十郎他 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御勘定目録 文化14.12. 庄屋与十郎→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村御用楮御勘定目録 文化11.12. 庄屋与十郎→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村楮御勘定前不足御歎書付ひ
かへ

戌.12. 庄屋準助他→紙蔵 一紙

A21 高田郡粟屋村楮不足之儀奉歎上ル書付ひ
かへ

戌. 2. 庄屋・与頭→楮支配役新八他 一紙

A21 高田郡粟屋村楮出来歩合之儀申上ル書付
ひかへ

戌.11. 庄屋・与頭→紙楮支配役坂村新
八

一紙

A21 高田郡粟屋村楮勘定差引 （文化11）.12.18 紙蔵→庄屋与十郎他 一紙

A31 〔楮仕入銀受取証文〕覚　高田郡粟屋村 亥.11. 庄屋幸八→紙蔵 一紙

C3 御用楮請取帖　庄屋元 万延元.11. 横長

C3 御用楮受取帳　庄屋元 文久 3.11. 横長

C3 楮算用　中原組 亥.12. 横長

C4 過不足人別約メ帳　中原組 天保 7.12. 横長

C4 楮算用　中原組 酉.12. 横長

C4 仕出し覚 横長

C4 御用楮請取帖　庄屋元 元治元.11. 横長

C4 楮算用　中原組 横長

C4 御用楮受取帖　庄屋元 文久 2.11. 一紙

C16 〔楮伐蒸念入方・楮紙直段〕急廻文写し （明治 4）.11. 石井勘之助他→高田郡紙楮支配
役科中
広島県庁→高田郡紙楮支配役共

一紙

産業・職業（その他）

A3 奉公人請状之事 安永 4.11. 東坂屋小三郎他→粟屋村文蔵 一紙

A16 木挽消印并跡職受継御免許 文政 5. 4. 一場武助他→庄屋繁蔵他 一紙

A16 高田郡あわや村木挽新平年罷寄消印御願
書付ひかえ〔并跡職請継申度御願書ひか
へ〕

文政 5.閏1. 一紙

A16 高田郡粟屋村百姓久次郎木挽職御願書 戌. 2. 久次郎→庄屋準助他→年寄格割
庄屋恒右衛門

一紙

A16 高田郡粟屋村木挽職助御左衛門病死ニ付
受継願書付ひかへ

戌. 2. 庄屋準助他→年寄格割庄屋恒右
衛門

一紙

A16 高田郡粟屋村百姓久次郎木挽職御願書 戌. 2. 久次郎→庄屋準助他→年寄格割
庄屋恒右衛門

一紙

A16 〔木挽職聞届ニ付〕態申遣ス 寅. 8. 高田郡役所→庄屋準助他 一紙

A16 〔木挽三十郎挽出ししいたし侯様取計方
申達書〕

.10.19 藤井完一→粟屋村役人中 一紙

A16 〔平原山御場所木挽御用ニ付木挽差出方
申達書〕

.11. 5 山本阿兵衛→粟屋村役人中 一紙

A16 〔平原山御場所へ罷出不申木挽ニ付相約
方申達書〕

.11.11 山目付完十郎→粟屋村役人中 一紙

A16 〔当村木挽受細工日夜銀割残方之義懸り
合一件済口ニ付〕覚

亥.11. 粟屋村木挽職新右衛門他→下小
原村庄屋与之助他

一紙
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A16 高田郡粟屋村百姓石松藁葺屋根屋職御願
書附

午. 3. 石松→庄屋量左衛門他→高田郡
司郡出張所

一紙

A16 高田郡粟屋村百姓石松藁葺屋根屋職御願
書附

午. 3. 石松→庄屋量左衛門他→高田郡
司郡出張所

一紙

A16 高田郡粟屋村百姓長五郎大工職水役運上
御願書

巳. 2. 長五郎→庄屋・与頭→組合割庄
屋恒右衛門

一紙

A16 〔和助大工職免許受申度儀ニ付差縺一件〕
済口一札之覚

文化 8.閏2. 恵秀他→当分庄屋茂右衛門他 一紙

A16 高田郡粟屋村大工職水役御運上願書 亥. 1. 大工吉右衛門→庄屋林右衛門他
→高田郡役所

一紙

A16 高田郡粟屋村大工職水役御運上願書 亥. 1. 大工吉右衛門→庄屋林右衛門他
→高田郡役所

一紙

A16 高田郡粟屋村大工吉右衛門と三次大工徳
右衛門弟子丈七水役御願申上度願出ニ付
小内熟と不仕御建合之儀御窺書付ひかへ

寅. 7. 庄屋恒右衛門→高田郡番組衆中 一紙

A16 〔和助御運上差上ヶ御帳付ニ相成申度ニ
付願出差縺一件〕済口一札之覚

文化 8.閏2. 大工吉右衛門他→当分庄屋茂右
衛門他

一紙

A16 〔和助御運上銀差上ヶ御帖付ニ相成申度
ニ付差縺一件〕済口一札之覚

文化 8.閏2. 和助他→当分庄屋茂右衛門他 一紙

A16 師匠吉右衛門へ誤り書下タ書 文化 8.閏2. 和助他→師道大工吉右衛門他 一紙

A16 奉公人受状之事 文化14.11. 給米借主海渡村長平後家他→糸
井村喜蔵

一紙

A16 〔奉公先借用銀返済ニ付差縺一件〕済口
証文之事

文化 2. 4. 9 三之助→庄屋儀右衛門他 一紙

A22 〔吉田村御建山板挽出し方ニ付申達書〕 .10.25 藤井益人→粟屋村役人中 一紙

A22 高田郡粟屋村船板木歩銀上納書付ヒカエ 文政 6. 8. 林右衛門他→山目付有留村武右
衛門

一紙

A22 高田郡粟屋村百姓久次郎木挽職御願書付
ひかへ

戌. 2. 庄屋・与頭→年寄格割庄屋繁右
衛門

一紙

A22 〔坂村御山方御場所へ粟屋村木挽職出方
ニ付〕態申達ス

.10.21 田原完六→粟屋村役人中 一紙

A22 〔木挽助右衛門弟子作料銀割符ニ付疑惑
一件済口受書〕覚　助右衛門・清助

文政10. 5. 助右衛門・清助他→出役下小原
村庄屋与平衛他

一紙

A22 〔木挽助右衛門弟子作料銀割符ニ付疑惑
一件済口受書〕覚　甚三郎・丈兵衛

文政10. 5. 甚三郎・丈兵衛他→出役下小原
村庄屋与平衛他

一紙

A22 〔皮革角取引算用書綴〕 丑. 綴

A31 〔坂村吉坂山御場所江粟屋村木挽職出職
方ニ付申達書廻状〕（2通）

戌.10. 6 坂村谷坂山御場所→粟屋村役人
共

一紙

A48 〔三次御屋敷様御遊猟被遊侯節私共投打
等仕侯一件〕奉誤入侯口上之覚

弘化 3. 9. □□村革田吉五郎他→村役人衆
中

一紙

C13 〔中筋鮎取之儀ニ付〕八月十一日幸蔵・源
内聞書キ

一紙

C16 〔甘薦作り侯者有無注進書〕覚　高田郡
あわや村

文政 2. 1. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

C16 〔甘薦作り侯有無等注進書断簡〕
※前欠

（文政 2）. 1. あわや村役人連名→高田郡役所 一紙

C16 〔麻干場河原之儀ニ付差縺一件〕済口一
札之覚

文化14. 6. 5 良七他→庄屋与十郎他 一紙

C16 〔川筋之内鮎猟之儀〕乍恐奉願上候御事
　高田郡粟屋村

寅. 6.25 百姓幸蔵→庄屋恒右衛門他→組
合割庄屋高田原村恒右衛門

一紙
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C16 高田郡粟屋村山まゆ之儀申上書付ひかへ 文政 3. 6. 庄屋恒右衛門他→高田郡役所 一紙

農林業

A12 高田郡粟屋村百姓次左衛門・伝九郎居家
柱替材木願書

子. 1. 上田様下百姓次左衛門他→庄屋
林右衛門→奥田升之助他

一紙

A22 売薪歩一銀御上納御受書付ひかへ　高田
郡あわや村

文化. 2.4.29 庄屋・与頭→山目附狩留家村十
五郎

一紙

A23 本国御留山伐候跡御身分一件書類（3通） 文政 4. 4. 一紙

A23 〔御山方裏書印紙もの三通下渡書〕 寅. 6. 高田郡役所→粟屋村庄屋林右衛
門他

一紙

A23 高田郡あわや村ちないの木御尋ニ付申上
ル書付　ひかへ

文政 3. 6. 庄屋恒右衛門他→山目付狩留家
村十五郎

一紙

A23 〔高田郡粟屋村百姓与三兵衛持分腰林ニ
て松元伐候跡歩銀上納御身分御請書付〕
覚

申. 9. 庄屋他→山目付完十郎 一紙

A23 高田郡粟屋村百姓与三兵衛売薪御願書附 未.12. 与三兵衛→庄屋準助他→三上勘
六他→庄屋準助他

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓喜三次売薪元伐り御願
書付

申.12. 喜三次→庄屋準助他→中島馬介
他→庄屋準助他

一紙

A23 坂田吉左衛門様御出郡之節夫方并百姓罷
出賃米員数申上ル書付　高田郡粟屋村

文化10. 9.28 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A23 高田郡粟屋村御留山端松壱本御下ヶ被遣
候様願書扣へ

文化10. 6. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A23 高田郡粟屋村御留山端松壱本御下ヶ被遣
候様願書ひかへ

文化10. 2. 庄屋・与頭→山目附入江村三郎
兵衛

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓与右衛門売薪御願書 丑. 6. 与右衛門→庄屋林右衛門他→川
上雄之進他→庄屋林右衛門他

一紙

A23 高田郡粟屋村御山所麁抹儀不仕候様受合
証文

寛政10. 3. 庄屋幸八他→新見幸之丞他 一紙

A23 高田郡粟屋村御薪所手之儀御願申上ル書
付

享和. 3. 9 庄屋・与頭 一紙

A23 高田郡粟屋村元国御留山下樵り奉願上候
書付　ひかへ

文化元. 8. 庄屋・与頭→佐々木庄左衛門他 一紙

A23 高田郡粟屋村御留山丁間違之儀申上ル書
付ヒカヘ

文政 2. 7. 庄屋恒右衛門他→山目附狩留家
村十五郎

一紙

A23 高田郡粟屋村百姓与右衛門肥し焼草并売
薪用雑木元伐御願書書附

安政 5. 1. 庄屋準助他→川崎益見他→庄屋
準助他

一紙

A23 〔御山方裏書印紙物下渡書〕 寅.12. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A23 高田郡粟屋村百姓甚松肥し焼草并ニ売薪
用雑木元伐御願書付

申. 1. 庄屋準助他→石井惣兵衛他→庄
屋準助他

一紙

農林業（船材一件）

A24 高田郡粟屋村中渡り渡船造替入用類積願
書付

天明元. 1. 庄屋庄左衛門他→高田郡役所 一紙

A24 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造替材木願書
付

丑. 3. 庄屋幸八他→小畠清次右衛門他 一紙

A24 高田郡粟屋村中渡り渡し船造り替入用銀
積り願書付ひかへ

享和 4. 2. 庄屋・与頭→伊藤半右衛門他 一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付

寛政 2. 3. 庄屋幸八他→宮田織人他→庄屋
幸八他

一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積願書付 寛政 2. 3. 庄屋幸八他→高間源大夫他 一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
り御願書附

寛政11. 2. 庄屋幸八他→佐々木庄左衛門他
→庄屋幸八他

一紙
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A24 高田郡粟屋村落岩渡船造り替申度諸入用
積り御願書付

享和 2. 8. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他→庄屋儀右衛門他

一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積願書付 享和 2. 3. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他

一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積り願書
付

文化 3. 3. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他

一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木願書
付

文化 3. 3. 庄屋儀右衛門他→伊藤半右衛門
他

一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
附

文化 2.10. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他

一紙

A24 高田郡粟屋村中渡渡船造替伐木願書付　
扣

辰.11. 当分庄屋茂右衛門他→佐々木庄
左衛門他

一紙

A24 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造り替材木願
書付

文化 3. 9. 庄屋儀右衛門他→伊藤半右衛門
他

一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替仕度材木奉願
書付　ひかへ

文化 4.11. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他

一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
り御願書附　ひかへ

文化 4.11. 庄屋儀右衛門他→佐々木他 一紙

A24 高田郡粟屋村中渡り渡し船造替入用銀積
り願書付　ひかへ

文化 3. 9. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A24 〔高田郡粟屋村雨引横渡新船壱艘入用銀
積書〕覚

卯. 9.12 船大工伊右衛門→儀右衛門 一紙

A24 〔高田郡粟屋村村本横渡シ新船壱艘入用
銀積書〕覚

文化 4. 9.12 船大工伊右衛門→儀右衛門 一紙

A24 〔高田郡粟屋村岩脇横渡シ新船壱艘入用
銀積書〕覚

文化 4. 9.12 船大工伊右衛門→儀右衛門 一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渉船造替申度入用積り
御願書付

文化 4.11. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他→庄屋儀右衛門他

一紙

A24 高田郡粟屋村中渡渡船造替入用銀積願書
付

文化 5.11. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A24 高田郡粟屋村中渡渡船造替入用銀積願書
付　ひかへ

文化 5.11. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
附

文化 9.12. 庄屋与十郎他→芦田次郎太夫他
→庄屋与十郎他

一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付

文化10. 1.25 庄屋与十郎他→堀半右衛門他 一紙

A24 高田郡粟屋村本瀬渡シ船造替入用積り願
書附

文化10. 1.25 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
り御願書付

文化 9.12. 庄屋与十郎他→芦田次郎大夫他
→庄屋与十郎他

一紙

A24 高田郡粟屋村中渉渡り船造替財木願書付 文化 9. 1.10 当分庄屋茂右衛門他→宮田織人 一紙

A24 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造替入用銀積
り願書付

文化 8. 8.10 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A24 高田郡粟屋村中渡渡シ船造替入用銀積り
願書付　扣へ

文化 8. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A24 高田郡あわや村中渉渡り船造替財木願書
付　ひかへ

文化 8. 8.10 当分庄屋茂右衛門他→宮田織人 一紙

A24 高田郡粟屋村落岩渉船造替申度入用積御
願書付

文化 7. 1.25 当分庄屋茂右衛門他→芦田次郎
太夫他

一紙

A24 〔高田郡粟屋村渡船造替願ニ付延期方申
達書〕

文化 8.11. 7 高田郡番組→粟屋村庄屋与十郎
他

一紙
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A24 高田郡粟屋村本瀬渡シ船造替入用積り願
書付

文化 6. 2. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A24 高田郡粟屋村横渡し船造替願書添書付　
ひかへ

文化 5. 2. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A25 〔御山方裏書免許下渡書〕 丑.11. 8. 高田郡役所→高田郡粟屋村庄屋
儀右衛門他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡り横渡し船御免許之儀
追願書付　ひかへ

文化 6. 1. 当分庄屋茂右衛門他→高田郡役
所

一紙

A25 高田郡粟屋村中渉渡し船造替入用銀積り
願書

文化14. 3. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村中渡船造替材木願書附 文化14. 3. 庄屋与十郎他→佐々木庄左衛門
他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡船造替材木願書附ひか
へ

文化14. 3. 庄屋与十郎他→佐々木庄左衛門
他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡渉船造替入用銀積り願
書　ひかへ

文化14. 3. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡あわや村本瀬渡船造替入用材木御
願書附　ひかへ

文化13. 1. 庄屋・組頭→佐々木庄左衛門他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
御願書附

文化12.11. 庄屋与十郎他→坂田吉太郎他→
庄屋与十郎他

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付

文化13. 1. 庄屋与十郎他→佐々木庄左衛門
他

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積り願書
附

文化13. 1. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
附

文化12.11. 庄屋与十郎他→坂田吉太郎他 一紙

A25 高田郡粟屋村中渉渡シ船造替入用銀積願
書付

文化11. 8. 庄屋与十郎他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
御願書付　ひかへ

辰. 2. 庄屋幸八他→大森良蔵他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
付ひかへ

辰. 2. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木願書
付

巳. 2. 当分庄屋茂右衛門他→芦田次郎
太夫他

一紙

A25 〔御山方裏書免許下渡書〕 寅. 4. 高田郡役所→高田郡粟屋村庄屋
儀右衛門他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡り渡し船造り替材木願
書付

子. 2. 庄屋儀右衛門他→伊藤半右衛門
他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡渡船造替財木願書付 辰.11. 当分庄屋茂右衛門他→佐々木庄
左衛門他

一紙

A25 高田郡粟屋村中渡渡船造替入用銀積り願
書附

申. 4. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村中渡渡船造替材木願書附 巳. 3. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造替入用銀積
り願書付

丑. 3. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造替入用銀積
り願書付　扣

子.10. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A25 高田郡粟屋村中渡り渡シ船造替材木願書
付　ひかへ

子.10. 庄屋幸八他→高間源大夫他 一紙

A25 〔御山方裏書免許下渡書〕 寅.10.18 高田郡役所→粟屋村庄屋幸八他 一紙
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A25 〔高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用銀積り
願免許書〕覚

午. 3. 佐々木庄左衛門他→粟屋村庄屋
幸八他

一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
付

丑. 2. 庄屋幸八他→小畠清次右衛門他
→庄屋幸八

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付　扣

寅. 8. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付

午. 2. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渉船造替申度材木奉願
書付

午. 1. 当分庄屋茂右衛門他→芦田次郎
太夫他

一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渉船造替仕度材木奉願
書付

卯.11. 庄屋儀右衛門他→佐々木庄左衛
門他

一紙

A25 〔御山方裏書免許下渡書〕 . 5.13 高田郡役所→当分庄屋茂右衛門
他

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積願書付 寅. 8. 庄屋幸八他→大藤良蔵他→庄屋
幸八他

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用材木御願
書付

寅. 8. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
附

辰. 2. 庄屋幸八他→森左門他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
御願書付

丑. 2. 庄屋幸八他→大藤良蔵他→庄屋
幸八他

一紙

A25 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積願書付
ひかへ

午. 2. 庄屋幸八他→佐々木庄左衛門他 一紙

A25 〔御山方裏書免許下渡書〕 未. 4. 高田郡役所→粟屋村庄屋幸八他 一紙

A25 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度材木願書
附

酉. 3. 庄屋幸八他→高間源大夫他 一紙

A35 三ヶ所渉船造替目録 天保 5. 4.17 大工伊右衛門→幸右衛門 一紙

A35 高田郡あわや村落岩渡船造替申度入用積
り御願書付ひかへ

文化 7. 1.25 茂右衛門他・庄屋他→芦田次郎
太夫他

一紙

A35 〔本瀬横渡し船造替諸入用銀当面割免許
ニ付申達〕覚

戌. 1. 佐々木庄左衛門他→粟屋村庄屋
儀右衛門・与頭共

一紙

A35 高田郡粟屋村本瀬横渡り船造替諸入用積
り願書ひかへ

文政 5.11. 庄屋繁蔵他→高田郡役所 一紙

A35 高田郡粟屋村落岩渡船造替申度諸入用積
御願書付

酉. 3. 庄屋幸八他→服部平助他→庄屋
幸八他

一紙

A35 高田郡粟屋村本瀬渡船造替入用積り願書
附ひかへ

文化13. 1. 庄屋・組頭→高田郡役所 一紙

A35 〔中渡り渡船造替願御免許取計方ニ付差
上侯諸付〕

. 3. 1 　→高田・高宮組番組衆中 一紙

A35 〔中渡り渡し船造替願出ニ付申達書〕 . 2.29 桑原幸次郎他→粟屋村庄屋儀右
衛門

一紙

A35 〔渡船造替入用ニ付申達書〕 文化10. 1. 一紙

A35 三ヶ所横渡船御免許入
※袋のみ

文化 9～10 袋

農林業（山論）

A3 〔山境目立一件差縺ニ付〕済口証文之事 文化 2. 3. 庄次郎他→組付与頭市左衛門他 一紙

A26 〔山境差縺ニ付要助済口証文〕口上之覚 寛政 5. 6.10 要助他→庄屋儀右衛門・与頭中 一紙

A26 〔山境伐り込侯一件差縺ニ付裁許請書〕覚 寛政 5. 4. 9 長八他→役人中・幸蔵 一紙
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A26 〔屋敷地境并山境之儀ニ付懸り合一件〕済
口証文之事

寛政 5. 4. 9 出入主幸蔵・長八他→庄屋儀右
衛門他

一紙

A26 〔腰林山買戻し方差縺ニ付済口証文〕覚 寛政 9. 1.27 幸蔵他→出役勝助他 一紙

A26 〔腰林山境差縺ニ付〕済口証文之事 享和 2.10. 佐助他→庄屋儀右衛門他 一紙

A26 〔山之義并農道之儀差縺ニ付〕済口証文
之覚

安永 4. 5.12 惣兵衛他→庄屋庄左衛門他 一紙

A26 〔御山方裏書下渡書〕 申. 4. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A26 〔御山方裏書下渡書〕 丑.11. 高田郡役所→粟屋村庄屋準助他 一紙

A26 〔持分之山休ミ岩草苅被申候一件差縺ニ
付済口証文〕覚

寛政 8. 7. 喜左衛門他→庄屋幸八他 一紙

A26 〔草山松大木伐荒し候一件差縺ニ付済口
証文〕覚

寛政12. 3.13 権右衛門他→庄屋儀右衛門他 一紙

A26 〔腰林山買戻し方差縺ニ付済口証文〕覚 寛政 9. 1.27 小右衛門他→出役勝助他 一紙

A26 中垣内之内叶谷山境済口書 文政11. 3. 小四郎他→庄屋幸右衛門他 一紙

A26 〔草山之儀差縺ニ付〕済口之一札 文政13. 4. 小兵衛・文次郎他→与頭市左衛
門他

一紙

A26 〔山境并竹藪境差縺ニ付〕済口証文之事 文化元. 9.28 懸り合長八他→庄屋儀右衛門他 一紙

A26 〔本家分家田畑山林分ヶ目差縺ニ付済口
証文〕覚

文政11. 3. 兄伝十郎・弟伴蔵他→庄屋幸右
衛門他

一紙

A26 〔先養子方売渡ス腰林山之儀差縺一件内
済方願ニ付一札〕覚

文化11. 4. 5 忠八他→組頭市左衛門他 一紙

A26 〔質入山草売払方之儀差縺ニ付〕御願申
上口上之覚

子. 9. 百庄伝十郎他→庄屋林右衛門他 一紙

A26 〔腰林山・田地境論ニ付〕済口之覚 文政 4. 8.11 茂七他→与頭幸右衛門他 一紙

A26 〔数ヶ所差縺ニ付〕済口一札之覚 文政 2.10. 伝蔵他→出役原田村庄屋周助他 一紙

A26 〔元国御留山雑木下タ苅之儀差縺ニ付済
口証文〕覚

文化 3. 2. 6 貞右衛門他→庄屋儀右衛門他 一紙

A26 文次郎浮地山水谷草山毛上樵取申候ニ付
しらへ済口書

文化 7. 3. 文次郎他→出役糘地村庄屋政次
郎他

一紙

A26 長畑新開原辺草山樵苅懸り相済口書　旭
郷

天保 4. 2. 百庄茂十郎他→割庄屋高田原村
恒右衛門他

一紙

A26 中垣内之内叶井谷山境縺済口 文政11. 3. 金兵衛他→庄屋幸右衛門他 一紙

A26 〔山境縺ニ付〕済口書　粟屋村千代蔵 安政 3.10. 粟屋村千代蔵他→出役深瀬村庄
屋兼太郎他→粟屋村役人中

一紙

A26 〔山境縺ニ付〕済口書　粟屋村要四郎 安政 3.10. 粟屋村要四郎他→出役深瀬村庄
屋兼太郎他→粟屋村役人中

一紙

A26 高田郡粟屋村百庄貞右衛門・伝蔵〔建木
伐採〕差縺一件書類〔済口証文〕
※前欠

寛政11. 4. 5 一紙

A26 〔文政六年済口五通御渡ニ付〕幸右衛門
書翰

. 5. 1 　→出役両所 一紙

A26 〔畑境差縺済口ニ付覚〕 未. 8. 一紙

A26 〔道往来・藪所畠境差縺ニ付済口証文受
書〕口上之覚

文政 6. 8. 粟屋村百姓庄右衛門他→割庄屋
恒右衛門他

一紙

A26 〔道往来・藪所畠境差縺ニ付済口証文受
書〕口上之覚

文政 6. 8. 粟屋村百姓庄伝蔵他→割庄屋恒
右衛門他

一紙

A26 安国辺と山縺ニ付高路辺済口書 文化 9. 8. 7 要八他→庄屋与十郎他 一紙

A26 高路辺と山縺ニ付安国辺済口書 文化 9. 8. 7 与七他→庄屋与十郎他 一紙
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A26 竹添・安国・高路・光広平原辺何角〆り
合当分取計頭書

文化 9. 8. 要八他→組頭要蔵他 一紙

A27 〔請山口論一件〕済口之一札 文化12. 8.28 長兵衛他→与頭市左衛門他 一紙

A27 忠四郎・甚三郎屋敷ノうへたん所ロ山差
縺済口〔証文〕

文化14. 6.18 忠四郎他→庄屋与十郎他 一紙

A27 〔伝蔵と貞右衛門近来差縺数々出来ニ付〕
申上口上之覚

辰. 9.20 長百姓貞右衛門→長田村庄屋治
右衛門

一紙

A27 〔伝蔵と貞右衛門近来差縺数々出来ニ付〕
申上口上之覚

辰. 9.20 百姓伝蔵→長田村庄屋治右衛門 一紙

A27 〔親売渡シ候鮓谷草山私方へ守護仕候様
約束一件差縺ニ付〕奉恐済口之覚

天保12. 4. 勘次郎忰清五郎他→立会役人・
長百姓

一紙

A27 〔山入質受戻し方ニ付差縺一件〕済口之
覚

戌. 3. 粟屋村周五郎他→出役深瀬村庄
屋理一郎他→粟屋村役人中

一紙

A27 〔伝蔵と数ヶ所差縺内済後更ニ同人御直
訴一件〕済口一札之覚

卯.10. 貞右衛門他→出役原田村庄屋周
助他

一紙

A27 〔金蔵持山毛上売払ニ付境引付方残木商
ひ之儀差縺一件〕済口之覚

天保15. 7. 金蔵他→庄屋丈作他 一紙

A27 〔千次郎持地に新兵衛持本山毛上木枝差
掛候一件〕済口一札之事

文久元. 4. 千次郎・新兵衛→庄屋丈作他 一紙

A27 〔休ミ岩草苅差縺一件済口証文〕覚 辰. 7. 三十郎他→庄屋幸八他 一紙

A27 地主平万屋田ノうへ山伐り荒し申ニ付粟
屋村山県や 出ル口上書

子. 7. 山県屋庄兵衛→粟屋村庄屋庄左
衛門他

一紙

A27 〔熊吉負取りニ付指縺一件〕済口書一札 弘化 5. 3. 豊吉他→庄屋準助 一紙

A27 〔外方田植相片付不申内 草山ニて苅取
申候ニ付差縺一件済口受書〕覚

巳. 2. 粟屋村長百姓幸蔵他→割庄屋恒
右衛門他

一紙

A27 〔くる見か谷頭論書一件〕済口一札之覚 弘化 4. 2. 三兵衛→庄屋丈作他 一紙

A27 〔徳松買受候草山建山ニハ不相成旨証文
へ書入方ニ付差縺一件〕済口之覚

嘉永 4.11. 講中惣代茂三郎他→出役甲立村
庄屋準二他→粟屋村役人中

一紙

A27 〔草山入込ミと申立毛上等伐し取候ニ付
差縺一件〕済口一札之事

弘化 4. 2. 吟兵衛他→庄屋丈作他 一紙

A27 〔村山周五郎 私方江入質仕候山戻し方
差縺一件〕済口之覚

戌. 3. 粟屋村伊助他→出役深瀬村庄屋
理一郎他→粟屋村役人中

一紙

A27 〔徳松買受候草山建山ニハ不相成旨証文
へ書入方ニ付差縺一件〕済口之覚

嘉永 4.11. 徳松他→出役上甲立村庄屋準二
他→粟屋村役人中

一紙

A27 〔山境目指縺一件〕済口一札 文久 3. 4. 五三郎他→庄屋丈作他 一紙

A27 長田・雨ヶ原・馬行谷山論済口〔2通〕写 慶応元. 8. 粟屋村百姓政蔵・百姓三十郎他
→割庄屋藤助他

一紙

A27 〔黄幡社神殿再建入用杉伐採ニ付差縺一
件済口書〕覚

天保13. 4. 粟屋村百姓三十郎他→社蔵支配
役下小原村与平衛他→

一紙

A27 〔草山境目故障一件〕済口書一札之事 天保12. 8. 丈兵衛他→庄屋丈作他 一紙

A27 〔長谷山入込之内うめの木かうつ谷道
南かねくそ平にて論山一件済口請合証
文〕覚

亥. 4.18 平蔵他→庄屋孫十郎他 一紙

A27 〔長谷山論山一件口上書〕覚 亥.10. あらせ惣百姓共→庄屋孫十郎他 一紙

A27 〔私草山堺・中原山さかへ差縺一件〕奉
願上口上書之覚

慶応 3. 6. 粟屋村百姓貞右衛門→庄屋豊左
衛門他

一紙

A27 〔長畠新開原辺山田地草山之分芝草刈ニ
付差縺一件済口請書〕覚

（天保 4）. 2. 粟屋村百姓茂十郎他→割庄屋恒
右衛門他

一紙

A27 〔長畠新開原辺山田地草山分之芝草刈ニ
付差縺一件済口請書〕覚

天保 4. 2. 茂十郎他→割庄屋恒右衛門他 一紙
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A27 〔山所貸附返済方渋滞ニ付差縺一件〕済
口之事

天保 4. 8. 粟屋村百姓伝十郎他→吉田村庄
屋七郎右衛門他→粟屋村役人中

一紙

A27 〔田平草山之儀差縺一件〕済口御請書之
覚

慶応 3. 6. 粟屋村中之村百姓惣代弥三次他
→出役国司村庄屋吉兵衛他→粟
屋村役人中

一紙

A27 〔高谷山之内田平草山之儀差縺一件〕済
口御受奉申上書付

慶応 3. 6. □□村□□革田惣代初五郎他→
出役衆中→役人中

一紙

A30 〔山分ヶ口継之儀ニ付〕山論済口御請書 明治 8. 9. 長岡桑三郎他→服戸長木本源之
進

一紙

A40 明治九年辰正月地主平庄兵衛山縺口上書
付

明治 9. 1.27 百姓半四郎→庄屋新左衛門他 一紙

C15 〔長田百姓と萩原山差縺一件〕済口証文
之覚

文化 6. 3. 百姓久右衛門他→割庄屋深瀬村
茂右衛門→庄屋儀右衛門他

一紙

農林業（水論）

A18 用水差縺口上書取次書付　高田郡粟屋村
役人扣へ

文化12. 6. 与十郎他→組合割庄屋元左衛門 一紙

A19 〔悪水捨テ場并高谷七歩三分ヶ用水溝筋
之儀ニ付懸り合一件〕済口一札之事

天保 9. 8. 千代蔵他→庄屋代勤与頭丈作他 一紙

A19 〔屋敷替仕其跡を田地ニ仕戻候所水引方
故障ニ付差縺一件〕済口之覚

安政 2. 4. 百姓滝蔵他→出役高田原庄屋理
一郎他→粟屋村役人中

一紙

A19 〔惣兵衛と水論境并等差縺ニ付〕済口書
　あわや村良介

天保13. 5. 粟屋村百姓良助他→割庄屋格下
小原村庄屋与平衛

一紙

A27 〔用水・悪水溝田地障りニ相成差縺ニ及
候一件済口書〕覚

天保13. 5. 粟屋村百姓三十郎→割庄屋格下
小原村庄屋与平衛→粟屋村役人
衆中

一紙

A28 〔笹山鉄穴用水へ谷水引受候ニ付不作申
立用水溝切落し候一件〕済口之一札

天保15. 1. 新吉→庄屋準助他 一紙

A28 〔関屋と新助後家と水論ニ付〕済口御受
書之覚

万延元.閏3. 粟屋村新助後家他→出役深瀬村
庄屋兼太郎他

一紙

A28 〔関屋と新助後家と水論ニ付〕済口御受
書之覚

万延元.閏3. 粟屋村関屋他→出役深瀬村庄屋
兼太郎他

一紙

A28 粟屋村貞右衛門・新兵衛水論済口書 文久 2. 5. 粟屋村百姓貞右衛門他→出役下
小原村庄屋準三郎他

一紙

A28 中ノ村用水大分ヶ済口〔証文〕 文久 3. 6. 惣代弥三郎他→庄屋丈作 一紙

A28 〔中ノ村用と申郷用水差閊ニ付約メ方願
書〕覚　アハや村

申. 5. 庄屋・与頭→恒右衛門 一紙

A28 〔道ヶ迫筋田地用水引方差縺ニ付済口請
書〕覚

未. 8. 粟屋村百姓庄右衛門他→出没下
甲立村百姓林右衛門他

一紙

A28 〔新開用水掛合一件ニ付約メ方〕奉願上
口上書覚

子. 6. 百姓五三郎他→庄屋準助他 一紙

A28 〔石町雨池水之儀ニ付〕伝蔵済口証文 寛政 4. 6. 伝蔵他→与頭儀七郎他 一紙

A28 〔垰田用水水論之儀ニ付〕孫四郎済口証
文

寛政 4. 7.10 孫四郎他→幸八他 一紙

A28 〔垰田用水水論之儀ニ付〕喜四郎済口証
文

寛政 4. 7.10 喜四郎他→庄屋幸八他 一紙

A28 〔谷川日走り井手水之儀ニ付〕藤吉・多助
水出入済口証文

寛政 4. 7. 半十郎他→庄屋幸八他 一紙

A28 〔谷川日走り井手水之儀ニ付〕多助・藤吉
水出入済口証文

寛政 4. 7. 多助他→庄屋幸八他 一紙

A28 〔流田へ悪水抜キ被致差縺ニ相成候一件〕
甚九郎済口証文

寛政 4. 7.11 甚九郎他→庄屋幸八他 一紙
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A28 竹松・次左衛門水縺済口証文 寛政 6. 7.23 竹松・次左衛門他→惣庄屋儀右
衛門他

一紙

A28 四兵衛・弥四郎水論差縺済口証文 寛政 9. 7. 四兵衛・弥四郎他→庄屋儀右衛
門他

一紙

A28 〔下市場前田地〕用水差縺済口証文 寛政10. 6. 兵次郎後見五郎松他→庄屋幸八
他

一紙

A28 〔畠ものへ水打破申用水障ニ相成候一件〕
済口証文之事

寛政11. 7. 文三郎他→庄屋幸八他 一紙

A28 〔畠ものへ水打破申用水障ニ相成候一件〕
済口証文之事

寛政11. 7. 貞右衛門他→庄屋幸八他 一紙

A28 下岡組要助分 甚四郎地所へ分水済口証
文

享和 3. 4. 7 要助他→庄屋与十郎他 一紙

A28 〔用水相論一件〕済口証文ノ事 文化 2. 8. 4 与七他→長百姓甚七 一紙

A28 不谷用水溝悪水之事差縺済口証文 文化 2.閏8.13 久兵衛他→庄屋儀右衛門他 一紙

A28 〔下丸迫用水指縺一件〕済口証文之事 文化 7. 7. 久蔵他→与頭市左衛門他 一紙

A28 〔下丸迫用水指縺一件〕済口証文之事 文化 7. 7. 吉五郎他→与頭市左衛門他 一紙

A28 〔下丸迫田地用水差縺一件〕済口証文之
一札

文化 7. 7.13 久蔵他→庄屋与十郎他 一紙

A28 〔苗代水ニ付差縺一件〕済口一札之覚 文化 9. 6.26 源蔵他→庄屋与十郎他 一紙

A28 〔用水差縺一件〕済口一札之覚 文化 9. 6.19 伝蔵他→庄屋与十郎他 一紙

A28 〔用水差縺済口ニ付横分木ニ居へ替受書〕
覚

文化10. 6. 市左衛門他→庄屋与十郎他 一紙

A28 〔田地水不自由ニ付雨地壱ヶ所普請願書〕
覚

文化12. 2. 五人頭忠蔵他→組頭幸右衛門 一紙

A28 〔用水差縺一件〕済口一証文之事 文化13. 4.12 百姓甚三郎他→出役横田村庄屋
茂左衛門他

一紙

A29 〔用水差縺一件〕済口一証文之事 文化13. 4.12 百姓辰之助他→出役横田村庄屋
茂左衛門他

一紙

A29 〔用水差縺一件〕済口一証文之事 文化13. 4. 百姓平次郎他→出役横田村庄屋
茂左衛門他

一紙

A29 〔呑水之儀ニ付差縺一件〕済口之覚 文化13.閏8. 新五他→庄屋与十郎他 一紙

A29 喜反田堤用水差縺九右衛門済口〔証文〕 文化13. 4. 九右衛門他→出役横田村庄屋茂
左衛門他

一紙

A29 喜反田堤水分水畝数改 文化13. 4. 一紙

A29 〔喜反田堤用水差縺一件〕済口証文 文化13. 4. 8 百姓平蔵他→出役横田村庄屋茂
左衛門他

一紙

A29 〔勝ふか谷悪水差縺一件〕済口一札之覚 文化15. 3.20 金四郎他→庄屋与十郎他 一紙

A29 〔勝ふか谷悪水差縺ニ付〕済口一札之覚 文化15. 3.20 金四郎他→庄屋与十郎他 一紙

A29 〔悪水除ヶ方之儀ニ付差縺一件〕済口一
札之覚

文政 2. 6. 7 久兵衛他→与頭市左衛門他 一紙

A29 亀谷沖水論済口〔証文〕　徳右衛門後家 文政 6. 8. 粟屋村徳右衛門後家→割庄屋恒
右衛門他

一紙

A29 亀谷沖水論済口〔証文〕　与右衛門後家 文政 6. 8. 粟屋村百姓与右衛門他→割庄屋
恒右衛門他

一紙

A29 亀谷沖水論済口〔証文〕　庄右衛門後家 文政 6. 8. 粟屋村百姓高路庄右衛門他→割
庄屋恒右衛門他

一紙

A29 呑水之儀縺済口〔証文〕　専徳寺 文政 6. 8. 粟屋村専徳寺他→割庄屋恒右衛
門他

一紙
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A29 呑水并用水縺済口〔証文〕　粟屋村百姓
伝蔵

文政 6. 8. 粟屋村百姓伝蔵他→割庄屋恒右
衛門他

一紙

A29 粟屋村貞右衛門・伝蔵〔田畠悪水抜堀浚
等〕差縺済書　伝蔵

文政 8. 9. 粟屋村百姓伝蔵他→割庄屋同格
房後村庄兵衛→庄屋林右衛門他

一紙

A29 粟屋村貞右衛門・伝蔵〔田畠悪水抜堀浚
等〕差縺済書　貞右衛門

文政 8. 9. 粟屋村百姓貞右衛門他→割庄屋
同格房後村庄兵衛→庄屋林右衛
門他

一紙

A29 佐太郎・庄五郎〔悪水抜溝堀浚等〕縺済
書　庄五郎

文政10. 7. 庄五郎他→庄屋幸右衛門他 一紙

A29 〔為長水分ヶ〕覚 一紙

A29 〔為長用水懸り田畠絵図〕 一紙

A29 為長用水済書 文政11. 3. 粟屋村百姓文次郎他→北山村庄
屋半之助他

一紙

A29 〔金次郎と中ノ村田地水受弐十八人と用
水相論一件済口請書〕覚

天保 7.10. 粟屋村中ノ村田地惣代茂三郎他
→糘地村庄屋友三郎他

一紙

A40 貞右衛門・伝蔵差縺一件書類入（1袋〈7
通・1綴〉）

文政 6. 6.12 あわや村庄屋元 袋

　 ◦貞右衛門と用水差縺村方ニ而相片付
不申候ニ付口上書　高田郡あわや村
百姓伝蔵　ひかへ

（文政 6）. 6. 百姓伝蔵→繁蔵他 一紙

　 ◦伝蔵与用水差縺村方ニ而相片付不申
ニ付口上書　高田郡粟屋村百姓貞右
衛門　控

（文政 6）. 6. 貞右衛門→庄屋繁蔵他 一紙

　 ◦高田郡粟屋村百姓貞右衛門・伝蔵差
縺口上書取次添書附　ひかへ

（文政 6）. 6. 庄屋繁蔵他→組合割庄屋恒右衛
門

一紙

　 ◦〔貞右衛門・伝蔵差縺一件取計方願
ニ付〕庄屋林右衛門書翰

（文政 6）. 6.25 　→庄屋幸右衛門 一紙

　 ◦〔貞右衛門・伝蔵差縺一件取計方　
願ニ付〕幸右衛門書翰

. 8.11 　→恒右衛門 一紙

　 ◦〔貞右衛門・伝蔵差縺一件関係書類
持参方ニ付〕繁蔵書翰

. 6.26 繁蔵→庄屋林右衛門他 一紙

　 ◦〔貞右衛門・伝蔵田地用水差縺一件
ニ付口上書〕覚

文政 6. 6.18 亀松→村役人中・長百姓中 一紙

　 ◦〔貞右衛門・伝蔵差縺一件書翰綴 . 6.15～. 6.21 綴

工鉱業（鉄穴）

A12 寛文以前新穴御尋ニ而申上ル書付ひかへ
　高田郡粟屋村

申.12. 庄屋・与頭→恒右衛門 一紙

A30 高田郡あわや村丸山・道垣内支払銀御拝
借証文　扣　受取書ヒカヘヲクニアリ

文政. 5. 5 鉄穴頭取清助・庄屋清助→鉄方
役所

一紙

A30 高田郡粟屋村御直仕入之儀御願御請書附
　ひかへ

天保 9. 7. 庄屋準助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村中垣内・笹山鉄穴取溜メ小
鉄御買上ケ之儀御歎書附　ひかへ

未. 4. 鉄穴頭取信右衛門→庄屋繁蔵他
→鉄方役所

一紙

A30 高田郡粟屋村中垣内・畑ヶ迫・丸山三ケ
所鉄穴之儀御注進書

戌. 5. 庄屋準助他→番組衆中 一紙

A30 高田郡粟屋村鉄穴之儀ニ付奉願上候書付
　ヒカエ

丑.12. 庄屋・与頭→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村鉄穴御普請書御身分御受書
付

丑.12. 庄屋・与頭 一紙

A30 高田郡粟屋村中垣内・笹山鉄穴仕払銀御
貸下ケ被遣候様願書　ひかへ

文政 6. 6. 鉄穴頭取信右衛門→鉄方役所 一紙
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A30 高田郡あわや村中垣内・笹山仕払銀御拝
借証文　ひかへ　受取ひかへも此奥ニ有
之

文政 6. 6. 鉄穴頭取信右衛門・庄屋繁蔵他
→鉄方役所

一紙

A30 〔鉄穴流飯用米配当ニ付〕覚 慶応元.11. 粟屋村百姓惣代千助他→出役吉
田町年寄正兵衛他→粟屋村役人
中

一紙

A30 高田郡あわや村丸山鉄穴山替仕度仕明銀
御拝借願書　控

文政 5.12. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡あわや村中垣内鉄穴山替仕度普請
仕用書　願書ヒカヘ内ニ有り

文政 4. 9. 鉄穴頭取甚蔵→鉄方役所 一紙

A30 〔鉄穴借り受流し之儀ニ付受証文〕覚 酉. 1.28 鉄穴引受又七他→庄屋庄左衛門
他

一紙

A30 高田郡粟屋村御手鉄穴毛損銀御請書附 丑.12. 庄屋・与頭→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村丸山・道垣内鉄穴仕払銀御
貸下ケ被遣候様願書　下タ書

文政 5. 5. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村鉄穴流申候ニ付冥加銭之儀
御尋ニ付申上ル書付

酉.12. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A30 高田郡あわや村中垣内鉄穴普請銀御拝借
証文

文政. 4.12. 竪冊

A30 水越・中垣内差縺済口証文一件 寛政10.12. 伝蔵他→庄屋幸八 一紙

A30 高田郡あわや村笹山鉄穴普請銀御拝借証
文　控

文政 6.12. 借主鉄穴頭取信右衛門→鉄方役
所

一紙

A30 〔鉄穴出入ニ付〕粟屋村庄屋準助書翰 .12. 　→松ヶ瀬御場所引受太右衛門 一紙

A30 〔梨ノ木・中山鉄穴普請銀拝借方聞届ニ
付〕木本□助書翰

酉.10.25 　→庄屋丈助 一紙

A30 高田郡粟屋村鉄穴所口々有小鉄代御内借
願書

未.11. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村中垣内・笹山仕払銀御拝借
証文

未. 6. 鉄穴頭取信右衛門→鉄方役所 一紙

A30 御鉄方 被仰付候御趣意鉄穴師共一統へ
申談受書

天保 7. 4. 七郎他→庄屋幸右衛門他 一紙

A30 〔笹山鉄穴用水溝切落シ掛ケ合ニ付〕済
口之一札　写し

天保15. 1. 金次郎→庄屋準助他 一紙

A30 〔笹山鉄穴用水溝切落掛り合ニ付〕済口
一札之事

天保15. 1.29 金次郎→庄屋準助他 一紙

A30 〔丸山鉄穴用水溝切落一件ニ付〕済口一
札之事

天保15. 1. 新吉→庄屋準助他 一紙

A30 高田郡粟屋村丸山・道垣内有小鉄代先銀
御拝借願書　ヒカヘ

文政 5.12. 鉄穴頭取清助・庄屋繁蔵→鉄方
役所

一紙

A30 山県郡大塚辺鉄穴之儀ニ付御歎書ヒカエ
　高田郡粟屋村

巳. 2. 庄屋準助他→割庄屋衆中 一紙

A30 中垣内鉄穴儀はじかみ水之儀ニ付流し子
のものより願書付

亥.12. 鉄穴頭取久右衛門他→庄屋幸八
他

一紙

A30 鉄穴済口書 嘉永 5.閏2. 粟屋村百姓丈兵衛他→出役上甲
立村庄屋準二他→粟屋村役人中

一紙

A30 高田郡粟屋村大草山鉄穴新堀明普請夫積
仕様書仕明銀御拝借願書　控

文政10.12. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 〔中山鉄穴溝筋なしの木田地損料ニ付定
書受書〕覚

天保 3. 4. 粟屋村百姓兵五郎他→出役下小
原村庄屋与兵衛他

一紙

A30 〔丸山鉄穴溝普請銀拝借願取次ニ付〕与
頭要右衛門書翰

戌.12. 8 　→庄屋幸右衛門 一紙
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A30 高田郡粟屋村丸山之内畑ケ迫仕明銀御願
書付　ひかへ

文政 9.12. 鉄穴頭取信右衛門→鉄方役所 一紙

A30 〔黒石池尻り 下モ田山溝迄溝筋等〕普
請積書　高田郡粟屋村

文政 9.12. 一紙

A30 高田郡粟屋村畠ケ迫山鉄穴古口仕明銀御
拝借願書

文政 8.11. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村中垣内・笹山鉄穴仕払銀御
貸下ケ被遣候様願書

未. 6. 鉄穴頭取信右衛門→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村丸山・道垣内鉄穴仕込銀御
内貸証文　ひかへ

文政 8.11.／天保 2.10 鉄穴頭取信右衛門・清助→鉄方
役所

一紙

A30 高田郡粟屋村大平山仕明ケ銀御拝借証文 未.12.23 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 高田郡粟屋村鉄穴之儀ニ付御願書付 丑.12. 庄屋準助他→年寄格割庄屋友三
郎

一紙

A30 〔鉄穴有小鉄代銀拝借願〕覚 酉.12. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A30 〔御鉄方役所 御下ケ銀受取証文〕覚 寅.10.26 広蔵他→丈作 一紙

A31 高田郡粟屋村中山鉄穴普請銀御拝借証文 文政11.12. 借主鉄穴頭取信右衛門→鉄方役
所

一紙

A31 〔御鉄方中山・大草両鉄穴御手鉄穴ニ被
成度ニ付水并地所懸り損所等居合受印証
文〕覚

天保15. 9. 庄右衛門他→組頭鳶蔵→惣庄屋
丈作

一紙

A31 高田郡粟屋村御印証銀辺上方之儀申上書
付

申. 3. 庄屋準助他→年寄格割庄屋友三
郎

一紙

A31 高田郡粟屋村中垣内鉧替ニ付御拝借願書 辰.12. 鉄穴頭取信右衛門→鉄方役所 一紙

A31 高田郡粟屋村鉄穴関々御免許奉願書附 元治元.12. 関持本人与十郎他→惣庄屋丈作
→鉄方役所

一紙

A31 〔御鉄方御手鉄穴丸山・笹山鉄穴井手溝
切り落シ一件約方ニ付申達書〕

. 1.10 鉄方帖元→粟屋村庄屋丈作他 一紙

A31 〔中垣内・畑ケ迫・丸山鉄穴御鉄方役所
直仕入ニ被為成遣候一件〕鉄穴之儀御注
進書付ひかへ

戌. 5. 庄屋・与頭→番組衆中 一紙

A31 高田郡粟屋村鉄穴願書御附代之儀申上ル
書付

戌. 8. 庄屋準助他→番組衆中 一紙

A31 御鉄方江御受米奉願上書附　高田郡粟屋
村

巳. 9. 庄屋他→鉄方役所 一紙

A31 高田郡粟屋村中垣内・畑ヶ迫・丸山三ケ
所鉄穴之儀御願書写し

戌. 4. 鉄穴頭取清助→庄屋準助→鉄方
役所

一紙

A31 高田郡粟屋村鉄穴願書御付代之儀申上ル
書付ひかへ

戌. 8. 庄屋・与頭→番組衆中 一紙

A31 〔鍵穴儀永年御鉄方直仕入一件御免許ニ
付受書〕覚

天保 9. 8. 清助他→役人衆中 一紙

A31 〔鍵穴頭取信右衛門臣洗場相調候ニ付懸
り合一件〕済口之覚

天保 4. 1. 中垣内場頭取信右衛門他→出役
有留村庄屋友三郎他

一紙

A31 高田郡粟屋村畠ケ迫普請銀御拝借証文ヒ
カヘ

酉.12. 清助他→鉄方役所 一紙

A31 高田郡あわや村丸山鉄穴溝筋附替仕度仕
明銀御願書

申. 1. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A31 高田郡アハヤ村丸山・畠ケ迫・道垣内鉄
穴不出来ニ付不足銀年賦願書

酉. 4. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A31 高田郡粟屋村丸山鉄穴普請銀御拝借証文
　ひかへ

文政 9.12. 借主鉄穴頭取信右衛門→鉄方役
所

一紙
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A31 高田郡粟屋村鉄穴新井手附かへ仕明銀御
拝借証文　ヒカヘ

文政 7. 1. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A31 〔畑ケ迫・丸山・大草鍵穴永年御鉄方直
仕入一件御願免許ニ付受書〕

天保 9. 7. 庄屋準助他→鉄方役所 一紙

A31 〔高田郡粟屋村中垣内・笹山・道垣内鉄
穴小鉄代〕清助分先銀願書ひかへ

文政10.12. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A31 高田郡粟屋村中垣内・笹山・道垣内・大
草仕込銀御内貸願書

申.12. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

A31 高田郡粟屋村鍋屋谷鉄穴所堀流願書付　
如此弐通上ル扣

未.12. 長百姓勘助他→庄屋儀右衛門他
→割庄屋高田原村丈助

一紙

A31 高田郡粟屋村流畝取直し所・小鉄堀明所
御身分廻流願書付

酉. 4. 庄屋・与頭→高田郡番組衆中 一紙

A31 〔山県郡口組村々鉄穴仕明ニ而迷惑勘弁
方神妙ニ付褒美銀目録〕

一紙

A31 〔御鉄方御手鉄穴丸山・笹山鉄穴井手溝
切り落シ一件約方ニ付申達書〕

. 1.18 鉄方帖元→粟屋村庄屋丈作他 一紙

A31 〔粉鉄売渡し一件役方ニ付申達書〕 . 5.23 帖元 一紙

A31 〔朝日胡ケ森大谷鉄穴井出筋人別不居合
一件取計方ニ付申達書〕

. 1.19 鞍掛要兵衛他→庄屋幸右衛門 一紙

A31 高田郡粟屋村御手鉄穴出来小鉄三次鉄蔵
江運送先銀御拝借書附

天保 9.12. 組頭要右衛門他→松ヶ瀬役所柳
次他

一紙

A31 〔朝日胡ケ森鉄穴一条ニ付御鉄方召喚状〕 . 2.11 要兵衛他→粟屋村庄屋幸右衛門 一紙

A31 〔粟屋村之内中垣鉄穴井出筋故障一件取
計方〕態申遣ス

卯.10.23 高田郡役所→割庄屋吉左衛門他 一紙

A31 〔中垣内鉄穴流筋溝代之儀差縺一件願下
ケニ付〕口上之覚

巳. 3. 粟屋村庄屋勘助他→井上半次他 一紙

A31 〔中垣内鉄穴堀流しニ付故障一件〕奉願
口書之覚

辰. 4. 村役人→組合割庄屋茂右衛門 一紙

A31 〔池書広め方ニ付書付〕 一紙

A31 〔名簿〕覚
※以上5通継文書

一紙

A31 〔笹山鉄穴普請銀貸付ニ付申達書〕 .12.16 要兵衛他→粟屋村役人中 一紙

A31 〔鍋屋谷鉄穴相流候儀ニ付故障筋申立一
件申達書〕

.11.17 要兵衛他→粟屋村役人中 一紙

A31 〔中山鉄穴出来粉鉄他売差留め方申達書〕 . 5. 3 原田兵太他→粟屋村役人中 一紙

A31 〔鍋屋谷新口鉄穴見分ニ付申達書〕 .閏8.23 豊田良助→粟屋村役人中 一紙

A31 〔中山鉄穴御鉄方御手当粉鉄抜売ニ付慎
方申達書〕

. 5.10 原田兵太他→粟屋村役人中 一紙

A31 〔鍋屋谷鉄穴流方之儀故障一件取計方申
達書〕

.10.29 鞍掛要兵衛→粟屋村役人中 一紙

A31 〔道垣内鉄穴井出筋普請取計方申達書〕 . 1. 9 鞍掛要兵衛→庄屋幸右衛門 一紙

A31 何郡何村鉄穴口々粉鉄代先銀拝借証文
〔雛形〕

一紙

A31 鍋屋鉄穴所先年流候節之儀御尋ニ付答書
付　高田郡粟屋村

酉. 7. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所番
組衆中

一紙

A31 粉鉄堀流仕度御願書付　高田郡粟屋村 酉. 1. 鉄穴頭取勝助他→庄屋儀右衛門
他→割庄屋高田原村丈助

一紙

A31 粉鉄堀流仕度御願書付　ひかへ　高田郡
粟屋村

酉. 1. 鉄穴頭取勝助他→庄屋儀右衛門
他→割庄屋高田原村丈助

一紙
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A31 高田郡粟屋村鉄穴口々御懸り受御手鉄穴
ニ被為行候ニ付向来締合証文ひかへ

嘉栄6. 8. 百姓惣代長百姓清兵衛他→鉄方
役所

一紙

A31 〔中山鉄穴流し筋流し方田地損料ニ付定
書受書〕覚

天保 3. 4. 粟屋村庄屋信右衛門他→出役下
小原村庄屋与兵衛

一紙

A31 〔中山鉄穴流し筋流し方田地損料ニ付定
書受書〕覚

天保 3. 4. 粟屋村長百姓権十郎他→出役下
小原村庄屋与兵衛

一紙

A32 〔当郡鉄穴師員数等約メ方ニ付申達書〕 文化15. 4.30 加藤五蔵他→割庄屋儀蔵他 一紙

A32 高田郡粟屋村鉄穴粉鉄之儀申上ル書附　
控

文化15. 5. 庄屋恒右衛門他→高木源三郎他 一紙

A32 高田郡粟屋村道垣内鉄穴仕明ケ銀御下ケ
残御下ケ被遣候様願書　ひかへ

文化 8. 8. 庄屋与十郎他→鉄方役所 一紙

A32 〔中垣内鉄穴普請銀〕御内貸銀御拝借証
文之事

文政 4.11. 鉄穴頭取甚蔵→鉄方役所 一紙

工鉱業（小鉄）

A32 高田郡粟屋村丸山・中山・中垣内・笹山・
道垣内・大草有小鉄代先銀之御内貸御願
書

寅.11. 鉄穴頭取信右衛門他→鉄方役所 一紙

A32 〔丸山・中山・中垣内・笹山・道垣内・大
草有小鉄代先銀御内貸拝借証文〕覚

寅.11. 信右衛門他→鉄方役所 一紙

A32 〔逗留免許ニ付〕乍恐奉願上口上書 申. 8. 先鉄方附富次郎→粟屋村用所 一紙

A32 高田郡粟屋村小鉄直段御上ケ被遣候様御
歎書附　扣へ

文政 5. 8. 鉄穴頭取清助→満志山・落合両
鈩所役人中

一紙

A32 御鉄山米御預り書附　高田郡粟屋村 明治 5. 2. 少長中村民助他→三次郡鉄方役
所

一紙

A32 高田郡粟屋村中垣内・笹山〔丸山・中山〕
先銀願書

文政 7.12.他 鉄穴頭取信右衛門他→鉄方役所 一紙

A32 高田郡粟屋村畑ケ迫・道垣内有小鉄代先
銀願書

一紙

A32 高田郡粟屋村丸山・中山〔中垣内・笹山・
畑ケ迫〕有小鉄代先銀願書ヒカヘ

文政13. 2.他 鉄穴頭取り信右衛門他→鉄方役
所

一紙

A32 〔貸下ケ銀〕請取証文　高田郡粟屋村 酉.12. 鉄穴頭取清助他→鉄方役所 一紙

A32 高田郡粟屋村丸山・中山有小鉄代先銀御
拝借証文　ヒカヘ

文政13. 2. 鉄穴頭取り信右衛門他→鉄方役
所

一紙

A32 御鉄方江御受米奉願上候書附　高田郡粟
屋村

巳. 9. 庄屋量左衛門→鉄方役所 一紙

A32 〔畑迫本郷鉄穴小鉄代取引一条差縺〕済
口之覚　粟屋村百姓拾弐人

嘉永 7. 8. 粟屋村百姓葉三郎他→出役上甲
立村庄屋準二他→粟屋村役人中

一紙

A32 〔畑迫本郷鉄穴小鉄代取引一条差縺〕済
口之覚　粟屋村長百姓幾蔵

嘉永 7. 8. 粟屋村百姓幾蔵他→出役上甲立
村庄屋準二他→粟屋村役人中

一紙

A32 〔小鉄代銀御内貸し拝借証文〕覚高田郡
粟屋村

辰.12. 鉄穴頭取清助他→鉄方役所 一紙

A32 高田郡粟屋村道垣内・丸山鉄穴有小鉄代
先銀拝借証文　ひかへ

文政 3.12. 鉄穴頭取リ清助→鉄方役所 一紙

A32 高田郡粟屋村当春流し越シ小鉄御目当テ
御内貸願書　ひかへ

文政 3.12. 清助他→鉄方役所 一紙

A32 〔小鉄積登せ運賃并入用等御内借証文〕覚
　高田郡粟屋村

亥. 5. 清助他→鉄方役所 一紙

A32 高田郡粟屋村丸山・道かいち小鉄運賃銀
御内借り願書　清助

文政12. 5. 鉄穴頭取清助→鉄方役所 一紙

410



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 三次市／中村氏所蔵文書（中村家文書）（P09�5）

工鉱業（鈩・鍛冶職）

A32 高田郡粟屋村鈩職願取次書附　役人 未. 3. 庄屋幸右衛門他→年寄格割庄屋
恒右衛門

一紙

A32 高田郡粟屋村鈩鍛冶屋職願取次書付　役
人

午. 1. 庄屋林右衛門他→組合割庄屋恒
右衛門

一紙

A32 高田郡粟屋村鈩鍛冶屋職願取次書附　役
人

午. 1. 庄屋林右衛門他→組合割庄屋恒
右衛門→高田郡番組衆中

一紙

A32 〔高田郡粟屋村鈩職願取次書付〕覚・〔当
村専徳寺旦家妻入帳ニ付駈合取次書付〕
覚

未. 3.／未. 4. 庄屋・与頭→恒右衛門 一紙

A32 高田郡粟屋村百姓幾次郎釘地鍛冶職仕度
御願書付

未. 5. 百姓幾次郎→庄屋幸右衛門他→
年寄格割庄屋恒右衛門

一紙

A32 荒せ鍛冶屋地代銀之儀済口 文化14. 9.28 粟屋村金次郎忰新蔵→組合割庄
屋本村元右衛門他

一紙

A32 高田郡粟屋村与頭良作釘地鍛冶屋職御願
書付

卯.12. 与頭良作→庄屋準助他→年寄格
割庄屋恒右衛門

一紙

A32 〔金子上納証文ニ付〕覚 子. 2.18 竹屋町増次郎他→粟屋村柳次 一紙

A32 柳谷附田畑山林鍛冶屋株之儀ニ付奉願上
書附

子. 3. 柳次→庄屋丈作 一紙

A32 〔高田郡粟屋村鍛冶屋職周三郎悪水通し
之儀ニ付金兵衛と差縺一件〕済口御受書
之事

万延元. 4. 粟屋村金兵衛他→出役深瀬村庄
屋兼太郎他

一紙

A32 〔高田郡粟屋村鍛冶屋職周三郎悪水通し
之儀ニ付金兵衛と差縺一件〕済口御受書
之事

万延元. 4. 粟屋村周三郎他→出役深瀬村庄
屋兼太郎他

一紙

A32 高田郡粟屋村百姓幾次郎釘地鍛冶屋職仕
度書附　ひかへ

天保 7. 1. 百姓幾次郎→庄屋幸右衛門他→
年寄格割庄屋恒右衛門

一紙

A32 〔荒瀬鍛冶屋地代差縺ニ付歎出候一件取
計方請書〕覚

文化14. 9.27 新蔵→組合割庄屋元右衛門他 一紙

A32 〔下鍛冶職聞届ニ付〕態申遣ス 午. 2. 三上勘六他→粟屋村庄屋準助他 一紙

A32 高田郡粟屋村困窮ニ付鈩所御附ケ被為遣
被下候様御歎申上ル書付ひかへ

一紙

A32 高田郡粟屋村困窮ニ付鈩所御附ケ被為遣
被下候様御歎申上ル書附

戌. 2. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

A32 高田郡粟屋村鈩鍛冶屋職願取次書ひかへ 午. 9. 庄屋林右衛門他→組合割庄屋恒
右衛門

一紙

A32 高田郡粟屋村鍛冶屋之儀御尋筋ニ付様子
申上ル書附

辰. 7. 庄屋準助他→高田郡番組衆中 一紙

工鉱業（鉄流通）

A32 〔広島隅田屋為三郎取計御場所ニ而御鉄
方仕入鍛冶行掛りニ付申達書〕

. 7. 3 高田郡番組→庄屋準助 一紙

A32 〔三次内町組西町籠屋真平郷川筋粉鉄類
引受売払一件ニ付面談方申達書〕

. 1.17 有田平蔵他→粟屋村役人中 一紙

A32 〔鉄山米繰出し方其外臨時駈ケ引ニ付小
内疑念一件〕済口御受書之事

明治 2. 1. 瓦屋太兵衛→庄屋丈作他 一紙

A32 〔鉄山米繰出し方其外臨時駈ケ引ニ付小
内疑念一件〕済口御受書之事

明治 2. 1. 惣代見三郎他→庄屋丈作 一紙

A32 〔粉鉄他売等禁止ニ付心得違之物へ示し
方申達書〕

. 3.12 鉄方帖元→粟屋村役人中 一紙

A32 〔江川船銑雑鉄類積登せ買受候儀ニ付様
子御注進方申達書〕

. 3. 有田平蔵他→粟屋村役人中 一紙
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A48 〔十五郎と国五郎等三次町 吉田鉄船通
ひ持ニ付口論一件〕乍恐奉願上口上之覚

丑. 1. 国五郎他→村役場 一紙

A48 〔十五郎と国五郎等三次町 吉田鉄船通
ひ持ニ付口論一件〕乍恐奉願上口上之覚

丑. 1. 十五郎他→村役場 一紙

金融・貸借

A6 〔国本方借銀片附候ニ付〕利八郎書翰 申. 3.26 　→粟屋村幸右衛門 一紙

A12 〔借家ニ付取極証文〕覚 天保11. 3. 糸井村甚作他→青河村佐兵衛 一紙

A20 〔田地永代売渡代銀元利仕払ニ付〕口上
之覚

卯. 1. 忠右衛門→給庄屋平蔵 一紙

A30 高田郡粟屋村銀札通用并正金銀ニ而買之
儀ニ付書付　ひかへ

亥. 4. 庄屋・与頭→割庄屋恒右衛門 一紙

A33 〔夫□蔵銀札百拾五匁受取〕覚 亥.10. 庄屋与十郎→与頭市左衛門 一紙

A33 〔夫平次郎銀札八拾目五分受取〕覚 文化12.11.18 与十郎→市左衛門 一紙

A33 〔永主銀添銀請証文三拾六通名簿〕覚 一紙

A33 国本地河田原吉田□屋へ引当テ地証文　
ひかへ

文政10. 6. あわや村与十郎→吉田□屋利八
郎

一紙

A33 〔拝借銀辺済不仕ニ付引当テ田畠作徳米
ヲ以元銀払込証文〕覚

文化10. 6. 粟屋村与十郎→吉田□屋利八郎 一紙

A33 〔借銀未返納ニ付返納方願書〕覚 子.11. 喜三郎→庄屋小十郎他 一紙

A33 〔銀算用書〕 一紙

A33 〔宮畠買受一件差縺ニ付済書〕覚 天保12.閏1. 幸蔵他→組方引受庄屋丈作他 一紙

C14 〔寸志銀取立ニ付懸ヶ合一件〕済口之覚 慶応 3. 2. 愛蔵他→庄屋丈作他 一紙

C14 高田郡粟屋村六会法懸ヶ銀御下ヶ被下候
様御願書付（2通）

巳.12. 庄屋準助他→割庄屋玉井恒右衛
門

一紙

C14 高田郡粟屋村懸り合一件内済仕候ニ付御
願下ヶ書付（2通）

巳.12. 庄屋準助他→割庄屋玉井恒右衛
門

一紙

金融・貸借（借用証文A）

A6 借証仕ル米之事 天明 2.12. 四郎兵衛他→政右衛門 一紙

A20 〔年貢差閊ニ付借銀証文〕覚 宝暦 4.12. 半七他→政右衛門 一紙

A33 〔借用米金銀証文〕（100通） 寛延 2～明治 5 一紙

金融・貸借（借用証文B）

A34 〔田畑・屋敷・山林永代売渡証文〕（42通） 享保14～明治 4 一紙

A34 酉ノ二月廿日九日竜興寺 宇兵衛殿へ渡
ル帰手形　ひかへ写

元文 6. 2.29 竜興寺→宇兵衛 一紙

金融・貸借（銀談）

A34 〔差縺一件〕済口証文之事 文化 2. 4. 政右衛門→勘助他 一紙

A34 〔掛け作定米払方差縺一件〕済書一札之
事

嘉永 6. 4. 多兵衛他→庄屋丈作他 一紙

A34 〔中原地下作証文〕覚 文化15. 1.16 新類孫次郎他→庄屋与十郎他→
市左衛門

一紙

A34 たはこや三兵衛取次銀談一件申上ル書附
ヒカエ　高田郡粟屋村

巳. 8. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

金融・貸借頼母子）

A34 〔三谿郡高杉村上大井参拾人講頼母子へ
掛ケ銀ニ付〕永代売切証文之事

文政 7.10. 頼母子取主多兵衛他→庄屋林右
衛門他

一紙

A34 頼母子願書 子.11. 頼母子連中→庄屋小十郎他 一紙
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A34 〔証文辺戻ニ付〕渕本屋弁蔵書翰 .11. 9 　→市左衛門他 一紙

A34 頼母子質入添証文之事 文化 9.11. 頼母子取り主渕本屋弁蔵他→若
狭屋理兵衛

一紙

A34 頼母子質入証文之事 文化 9.11. 頼母子銀借主糸井村弁蔵他→粟
屋村市左衛門

一紙

A34 〔頼母子引当テ質地掛ケ戻しニ付〕相渡
申候請合之一札

文化 9.11. 請人糸井村若狭屋理兵衛→粟屋
村市左衛門

一紙

A34 山本屋丈之助取立頼母子質附証文之事　
酉年二番落鬮

文久元.12. 取主又次郎他→頼母子連中 一紙

A34 山本屋丈之助取立頼母子質附証文之事　
酉年二番落鬮

文久元.12. 取主惣助他→頼母子連中 一紙

A34 〔宮本頼母子質入不仕合差縺済口証文〕 天保 2.11. 徳行吉郎兵衛他→庄屋幸右衛門 一紙

A34 〔岡頼母子質入証文〕覚 寛政 9.12. 忠三郎他→勘十郎他 一紙

C16 組請頼母子受込証文之事 文久 2.11. 取主新兵衛他→取立役嘉市郎 一紙

C16 組請頼母子証文之事 文久元.12. 取主久平他→取立役嘉市郎 一紙

交通・運輸

A13 〔相合村百姓等送手形願ニ付〕粟屋村庄
屋与十郎書翰

亥.12.10 　→相合村百姓庄屋六右衛門・
組頭中

一紙

A13 山県郡壬生村百庄良平与申者病気ニ付送
り出し御注進書付ひかへ

戌. 4. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

A35 往来一札 弘化 3. 3. 高田郡粟屋村真楽寺→国々関所
村々役人衆中

一紙

A35 往来之一札
※以上2通包入り

天保 8. 1. 高田郡粟屋村専徳寺→国々関
所・村役所

一紙

A35 往来手形之事 明治 3. 2. 高田郡粟屋村役人→所々役人中 一紙

A35 三ヶ所横渡船代積り書 文化13.10. 舟大工伊右衛門→庄屋喜四郎他 一紙

A35 〔三次御米吉田江通船差留一件宥免ニ付〕
御請書壱札

弘化 3. 1.22 通場宿吉蔵他→庄屋丈作他 一紙

A35 〔荷物捨置候一件ニ付〕誤入申候一札 亥.11. 水主伊右衛門他→三谿屋弁蔵 一紙

A35 〔川舟方船板調済ニ付〕三次町役所川舟
方役人書翰

酉.11.24 　→粟屋村役人中 一紙

A35 〔粟屋村国境等迄里程ニ付書付〕高田郡
粟屋村

一紙

A35 〔甲立ヨリ深川迄駄賃〕 一紙

A35 船場手形之事 天保 7.10. 8 与州松山波止町本田屋鶴蔵→
国々番所

一紙

A35 〔落岩舟渡し場ニ而賃米催促ニ付口論一
件〕済口之覚

慶応元. 8.15 佐々部村平四郎他→粟屋村庄屋
丈作他

一紙

A35 〔本瀬渡舟難船ニ付申達書〕 . 7.23 高田郡番組→粟屋村庄屋準助他 一紙

A35 〔雨引横屋船守り村方へ御取上ヶ一件差
留方願書差上ニ付〕議定書之事

明治 4.12. 初五郎他→村方役人衆中 一紙

A35 〔川筋丁間御尋上甲立初〕急御用触 . 2. 5 恒右衛門→上甲立村他役人中 一紙

A35 〔本瀬渡し舟難船一件御尋ニ付申上候口
上〕

一紙

A35 〔御米積登米麁略取扱候一件ニ付〕申達
書（4通）

丑. 1.11／丑. 1.12 三次川舟方役人・町役場→粟屋
村役人中

一紙

A35 高田郡粟屋村栄吉・亀蔵・亀吉渡舟之義
御願書付　控

寅. 8. 庄屋・与頭→三次町役所 一紙
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A35 高田郡粟屋村途中船及示談申上ル書附ひ
かへ

庄屋準助他→三次町役所 一紙

A35 高田郡粟屋村船頭・水主人名申上ル書附
ひかへ

丑. 1. 庄屋準助他→三次町役所 一紙

A35 〔三次御蔵所 吉田へ御米積登方改革ニ
付川船方御定法〕請書

丑. 1. 船頭吉蔵他→庄屋準助他 一紙

A35 高田郡粟屋村三ヶ所渡船并道橋所御尋ニ
付申上ル書附ひかへ

寅. 4. 庄屋幸八他→高田郡役所 一紙

A35 〔船荷積ニ付庄右衛門と差縺一件〕済口
之覚

丑. 8. 粟屋村庄屋与右衛門→割庄屋恒
右衛門他

一紙

A48 〔□□渉之儀ニ付同所革田共と渡シ料囉
ひ物之儀ニ付□□村常蔵と故障一件〕

文政 6.10. □□村新屋十蔵他→善立寺 一紙

A48 往来手形之事 明治 3. 1. 粟屋村役人中→所々役人中 一紙

A48 往来手形之事 明治 3. 1. 粟屋村役人中→所々役人中 一紙

A48 病人送り状 酉. 1.3～酉. 1. 5 上入江村役人→桂村→高野村→
川本村→山手村→常友村→吉田
村→下小原村→上甲立村→深瀬
村→秋町村→粟屋村役人中

継

A48 往来手形之事 明治 3. 1. 粟屋村役人→所々役人中 一紙

A48 〔病人国元へ継送りニ付〕奉願候口上 安永 2.閏3. 8 御調郡青屋村太兵衛他→幡州赤
穂郡陸村役人衆中→御調郡青屋
村迄順路村々役人衆中

一紙

C2 船賃覚帖 安政 4. 3. 横半

C16 高田郡粟屋村〔参宮〕他国出帰書附ひか
へ

文化 7.12. 庄屋・与頭→役所 一紙

C16 高田郡粟屋村百姓伝助母かん抜参宮仕継
送りニ而罷帰り候御注進書付（2通）

巳.閏3.20 庄屋庄左衛門他→高田郡役所 一紙

C16 〔高田郡粟屋村百姓伝助母かん相果申候
ニ付注進〕覚

巳.閏3. 庄屋・与頭→高田郡役所 一紙

C16 高田郡粟屋村百姓与五右衛門抜参宮仕候
病気附途中ニ而御世話ニ相成罷帰候ニ付
御注進書付　控

享和元. 5. 庄屋儀右衛門他→高田郡役所 一紙

商業・売買

A39 〔御村売米相談之儀御断りニ付〕安国屋
元五郎書翰

.11.16 　→林右衛門他 一紙

C16 荒苧代払申証文之事 文化10.12. 住屋源右衛門他→十蔵他 一紙

C16 高田郡粟屋村藤屋貞右衛門・十蔵両人荒
苧商ひ取引差縺ニ付奉願書附

文化11. 9. 広嶋屋伊兵衛他→十日市町組頭
筆屋周助

一紙

C16 〔貞右衛門・内十蔵と伊兵衛荒苧商ひ取
引差縺一件裁許〕申渡ス

（文化12）.10. 9 坂田吉太郎他→粟屋村庄屋与十
郎他

一紙

C16 〔貞右衛門・内十蔵と伊兵衛荒苧商ひ差
縺一件ニ付粟屋村庄屋与十郎・十日市町
組頭周助往復書翰〕（6通）

. 9.29／.10. 3／

.10.15
一紙

C16 〔多葉粉入札取極〕覚 亥. 9. 3 帝釈町煙草支配所 刊

宗教

A27 〔粟屋村内寺社絵図〕 （明治） 舗

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺法座願書 酉. 1. 真宗善立寺香厳→庄屋林右衛門
他→高田郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺へ房後村明泉寺
弟大礼引越御願書付

子. 2. 三次郡原町真宗覚善寺円嶺→庄
屋準助他→高田郡役所

一紙
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A36 高田郡粟屋村善立寺大礼儀ニ付御願申上
ル書付

寅. 3. 庄屋準助他→年寄格割庄屋友三
郎

一紙

A36 高田郡粟屋村□□寺大礼房後村□□寺へ
離縁御願書付

寅. 3. 粟屋村真宗□□寺→庄屋準助他
→年寄格割庄屋友三郎

一紙

A36 高田郡粟屋村善立寺法座執行仕度御願書 亥. 2. 善立寺正厳→庄屋準助他→高田
郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村善立寺病死ニ付真浄寺逗留
御願書

巳. 9. 庄屋準助他→年寄格割庄屋玉井
恒右衛門

一紙

A36 高田郡粟屋村善立寺まつの御直訴仕候儀
ニ付申上ル書付

巳.11. 庄屋準助他→三次町役所 一紙

A36 〔当村御勘定差閊ニ付質物ニ入候寺宝涅
槃像返納取計方願書〕覚

丑. 2. 竜興寺→庄屋小十郎他 一紙

A36 〔当村御勘定差閊ニ付質物ニ入候寺宝涅
槃像返納取計方願書〕覚

丑. 1.27 善立寺→庄屋新左衛門他 一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺住職御願書付
〔5通控〕

天保 7. 2. 粟屋村真宗善立寺香厳→庄屋幸
右衛門他　他

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗専徳寺同郡坂村円光寺
弟来順囉受後住ニ仕度職御願書附〔4通
控〕

嘉永 3. 2. 粟屋村真宗専徳寺恵順→庄屋準
助他　他

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺へ房後村明泉寺
弟大礼引越之儀御願書付ヒカエ

子. 2. 三次郡原町真宗覚善寺円嶺→村
役人→高田郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺江房後村明泉寺
弟大礼引越御願書付

子. 2. 三次郡原町真宗覚善寺円嶺→庄
屋準助他→高田郡役所

一紙

A36 高田郡坂村円光寺弟来順真宗専徳寺へ引
越御免許御願書付　坂村 出スヒカエ

戌. 1. 真宗円光寺宗鎧→当分庄屋半之
助他→高田郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗専徳寺江坂村円光寺弟
来順引越之儀御願書付　ヒカエ

戌. 2. 真宗専徳寺恵順→村役人中→高
田郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村寺院宗判ニ付寺組之儀御願
申上ル書附　ひかへ

丑.11. 粟屋村真宗専徳寺恵琳他→庄屋
与十郎他→組合割庄屋高田原村
恒右衛門

一紙

A36 〔印形ニ付〕善立寺書翰 . 6.12 　→与十郎 一紙

A36 〔宗旨改判形ニ付代判願一件書付〕 （文化14～文政元） 横長

A36 高田郡粟屋村専徳寺来順住職儀御願書
〔5通継〕

嘉永 5.閏2. 専徳寺恵順弟来順→庄屋準助他
　他

一紙

A36 〔善立寺住職宗旨改判形代判願書ニ付〕為
継書翰

. 7. 9 　→庄屋準助他 一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺江豊田郡造賀村
道場宝海弟秀貫引越御願書付

辰. 5. 上寺三次郡原町真宗覚善寺円嶺
→当分庄屋友三郎他→高田郡役
所

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺弟子諦厳三次郡
伊加和志村同宗蓮光寺へ引越直ニ住職之
儀御願書

酉. 9. 真宗善立寺香厳→庄屋林右衛門
他→高田郡役所

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗専徳寺来順住職御願書
ヒカエ〔5通控〕

嘉永 5.閏2. 専徳寺恵順弟来順→庄屋・与頭
　他

一紙

A36 善立寺仲条剃髪願書〔3通控〕 文化15. 2. 善立寺香厳忰仲条→庄屋・与頭
　他

一紙

A36 高田郡粟屋村真宗善立寺先住年廻ニ付法
座執行仕度御願書付

寅. 1. 真宗善立寺住持海全→庄屋幸八
他→大藤良蔵他

一紙

A36 高田郡粟屋村龍興寺病気ニ付代判同宗三
次郡上里村西江寺江被為仰付被下候様奉
願上候書附〔4通継〕

寛政 9. 8. 鳳源寺中彭→石田武右衛門他　
他

一紙

A36 〔高田郡粟屋村真宗善立寺前住海全弟子
誠諦住職願〕覚

卯.11. 三次郡原町真宗覚善寺霊静→粟
屋村庄屋儀右衛門→高田郡役所

一紙
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A37 三次郡伊加和志村真宗蓮光寺後任引越并
住職願書附〔3通継〕

文政 5. 1. 石州銀山領邑智郡上野村真宗高
善寺恵情→三次郡伊加和志村庄
屋良右衛門他　他

一紙

A37 三次鳳源寺病気ニ付代判恵蘇郡本郷円通
寺へ被仰付被下候様御願書付ひかへ

文化 3. 8. 三次鳳源寺中彭→八嶋雄八郎他
　他

一紙

A37 高田郡粟屋村禅宗龍興寺無住ニ付同寺先
住栴林弟子智証住職ニ奉願上書附〔5通
控〕

寛政 5. 7. 三次鳳源寺中彭→大藤良蔵他　
他

一紙

A37 三次鳳源寺代判願書ひかへ〔3通控〕 文化 2. 8. 三次鳳源寺中彭→河村民衛他　
他

一紙

A37 高田郡粟屋村真宗善立寺無住ニ付後住囉
請引越之儀願書付ひかへ

子. 2. 2 三次郡原町真宗覚善寺住持霊静
→粟屋村庄屋幸八他→高田郡役
所

一紙

A37 高田郡粟屋村龍興寺無住ニ付代判同宗三
次郡上里村西江寺江被為仰付被下候様奉
願上候書付〔4通控〕

寛政 4. 8. 三次鳳源寺中彭→河村民衛他　
他

一紙

A37 高田郡粟屋村真宗善立寺弟子諦厳引越追
願書ヒカヘ

文政 5. 6. 庄屋繁蔵他→高田郡役所 一紙

A37 高田郡粟屋村善立寺新発意諦厳引越之儀
御願書付ひかへ

文政 5.閏1. 真宗善立寺香厳→庄屋繁蔵他→
高田郡役所

一紙

A37 〔高田郡粟屋村真宗専徳寺隠居円嶺儀石
州迩磨郡天河内村満行寺住職願免許ニ付
申達書〕

寛政 5.12.27 大藤良蔵他→庄屋幸八他 一紙

A37 高田郡粟屋村禅宗龍興寺先住弟子子坤恵
蘇郡本郷村円通寺住職仕度ニ付引越之儀
願書附

寛政 8. 2. 5 龍興寺先住栴林弟子子坤→庄屋
幸八他　他

一紙

A37 高田郡粟屋村三次鳳源寺御建替ニ付材木
御尋ニ付しらへ書附ひかへ〔3通控〕

寛政 5.12. 庄屋幸八他→山目付三田村定右
衛門

一紙

A37 高田郡粟屋村龍興寺病気ニ付代判同宗恵
蘇郡本郷村円通寺へ被為仰付被下候様奉
願上候書附ひかへ〔4通控〕

享和元. 8. 三次鳳源寺中彭→佐武万五郎他
　他

一紙

A37 高田郡粟屋村禅宗龍興寺病気ニ付代判同
宗恵蘇郡本郷村円通寺へ被仰付被下候様
奉願上書附ひかへ〔4通控〕

文化 3. 8. 三次鳳源寺中彭→八嶋雄八郎他
　他

一紙

A37 三次郡上里村鳳源寺病気ニ付代判同宗高
田郡粟屋村龍興寺江被為仰付被下候様奉
願上候書附ひかへ〔2通控〕

寛政10. 8. 龍興寺知登→庄屋・与頭→河原
民衛他

一紙

A37 〔本山上納銀借用文〕覚 寛政 6.11.11 善立寺他→銀主衆中（庄屋幸八） 一紙

A37 〔荒瀬天皇宮盗賊這入入盗取申候品々ニ
付注進書〕覚

酉. 5. 一紙

A37 高田郡粟屋村氏神佃田大明神御戸開仕度
願書

戌. 2. 社人陸奥→庄屋・組頭→高田郡
役所

一紙

A37 龍興寺住職願御免許写シ 文政 4. 9. 一場武助→粟屋村庄屋繁蔵他 一紙

A37 当村真宗善立寺弟子大安并父法名難量母
親共山郡大塚村専徳寺江引越之儀御願書
　高田郡粟屋村

未. 6. 真宗善立寺香厳→庄屋・与頭→
高田郡役所

一紙

A37 高田郡粟屋村真宗専徳寺先々往年廻ニ付
読経法座仕度願書付

文化 3. 8. 真宗専徳寺恵建→庄屋儀右衛門
他→高田郡役所

一紙

A37 高田郡粟屋村真宗専徳寺同郡下根村光慶
寺弟恵念囉請後任ニ仕度御願書付〔6通
控〕

文化 7. 2. 真宗専徳寺恵達→当分庄屋茂右
衛門他　他

一紙

A37 高田郡粟屋村真宗専徳寺和教剃髪住職御
願書付　ヒカヘ〔5通継〕

天保12.11. 真宗専徳寺恵琳→庄屋準助他　
他

一紙
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A37 雲州嶋根郡花蔵寺弟子囉請弟子ニ仕度願
書　鳳源寺〔8通控〕

文政 4. 7. 鳳源寺邃厳→吉村孫三郎　他 一紙

A37 高田郡粟屋村真宗善立寺法座執行仕度御
願書付ひかへ

戌. 2. 善立寺正厳→庄屋・与頭→高田
郡役所

一紙

A37 三次郡上里村鳳源寺代判同宗高田郡粟屋
村龍興寺江被為仰付被下候様奉願上候書
附ひかへ〔3通控〕

享和 2. 8. 三次鳳源寺中彭→河村民衛他　
他

一紙

A37 〔三次郡上里村鳳源寺代判同宗高田郡粟
屋村龍興寺江被為仰付被下候様願書〕覚

享和 2. 8. 三次鳳源寺中彭→河村民衛他　
他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺無住ニ付三次郡
四拾貫村西福寺当住弟香厳囉受後任仕せ
度願書付　ひかへ〔3通控〕

文化 7. 4. 粟屋村真宗善立寺檀那惣代栄蔵
他→当分庄屋茂右衛門他　他

一紙

A38 〔上伝寺先々済忰多一郎出家願書〕覚〔3
通控〕

寛政 3. 9. 照林坊会下浄伝寺先々住儀存忰
多一郎→照林坊他

一紙

A38 〔御神木無断専徳寺伐り取申候一件ニ付
裁許願書〕口上

亥. 3. 社司和泉→庄屋孫十郎他 一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺無住ニ付三次郡
上里村浄伝寺弟子海全住職ニ奉願書附
〔4通控〕

寛政 4. 2. 上寺三次郡原町真宗覚善寺霊静
→庄屋幸八他　他

一紙

A38 善立寺主計・仲条・〔香厳忰〕辰之丞剃髪
願扣〔3通控〕

文化15. 2. 真宗善立寺香厳→庄屋・与頭　
他

一紙

A38 〔高田郡横田村真宗敬覚寺無住ニ付御調
郡後地村真宗福善寺乗円囉請度願書付〕
※端裏書は「御役所并草案として御
下ヶ被遣候願書写し　善立寺住職願
ニ入用（文化 6暮）

文化 3. 2. 真宗敬覚寺門徒惣啓助他→横た
村庄屋和三郎他　他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺秀貫住職御願書
控〔4通控〕

安政 4. 7. 真宗善立寺新発意秀貫→庄屋・
組頭　他

一紙

A38 〔高田郡粟屋村真宗専徳寺恵琳弟松之丞
同寺弟子仕出家仕せ度段願書〕覚〔3通
継〕

文化15. 1. 4 真宗専徳寺恵琳→庄屋与十郎他
　他

一紙

A38 〔石州迩磨郡天河内村満行寺無住ニ付高
田郡粟屋村専徳寺隠居招請一件〕天河内
村庄屋十兵衛書翰

.11.12 石州迩磨郡天河内村庄屋十兵衛
→粟屋村庄屋幸八他

一紙

A38 〔高田郡粟屋村善立寺忰仲条二男辰之丞
弟主計剃髪免許ニ付一札〕覚

文政元. 6. 善立寺→庄屋恒右衛門他 一紙

A38 高田郡粟屋村真宗専徳寺隠居円嶺石州迩
磨郡天河内村満行寺江罷越住職仕度ニ付
引越之儀御願書附　ひかへ

寛政元.10. 真宗専徳寺隠居円嶺→庄屋幸八
他　他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺忰同宿円証忰初
五郎剃髪仕度御願書附〔3通継〕

元治元. 2. 真宗善立寺秀貫→庄屋準助他　
他

一紙

A38 高田郡粟屋村禅宗龍興寺住職願書附ヒカ
ヘ〔4通控〕

文政11. 1. 鳳源寺邃厳→大藤源七郎他 一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺忰同宿円龍忰初
五郎剃髪仕度御願書附　ヒカヘ〔3通控〕

元治 2. 2. 真宗善立寺秀貫→庄屋準助他　
他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺忰同宿円龍忰初
五郎剃髪仕度御願書附〔3通継〕

元治 2. 2. 真宗善立寺秀貫→庄屋準助他　
他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗善立寺忰同宿難量忰本
蔵剃髪仕度御願書附　ヒカヘ〔4通継〕

文政 5. 1. 真宗善立寺香厳→庄屋繁蔵他　
他

一紙

A38 高田郡粟屋村真宗専徳寺来順住職御願書
〔5通継〕

嘉永 7. 2. 真宗専徳寺恵順→庄屋準助他　
他

一紙

A38 〔高田郡粟屋村真宗善立寺香厳弟主計出
家仕せ度願書〕覚〔3通控〕

文化15. 2. 真宗善立寺香厳→庄屋与十郎他
　他

一紙
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A38 高田郡粟屋村真宗善立寺香厳忰玉之丞剃
髪仕せ度御願書附〔3通控〕

天保 7. 2. 真宗善立寺香厳→庄屋・組頭　
他

一紙

講

A39 〔本瀬之渡シ共江示し方願ニ付〕善立寺
書翰

寅.12.17 善立寺→忠左衛門 一紙

A39 〔伝蔵儀同所貞平牛こけ申候節近所講中
参候処立会不破申貞平方と不居合一件〕
済口証文之事

文化 6. 8.17 幸蔵→庄屋与十郎他 一紙

A39 〔貞平牛こけ申候節近所講中参被申候処
一円不奉存指縺ニ相成候一件〕済口一札
之事

文化 6. 8.17 伝蔵→庄屋与十郎他 一紙

A39 〔三之助講中被相除講中不居合一件〕済
口証文之事

文化 6. 8.17 講中惣代文次郎→庄屋与十郎他 一紙

A39 〔講中被相除講中と不居合一件〕済口一
札之事

文化 6. 8.17 三之助他→庄屋与十郎他 一紙

A39 〔講中被相除候一件〕為長上ミ下タ講中
済口証文

文化 6. 7. 講中惣代平次郎→庄屋茂右衛門
他

一紙

A39 〔呑水等ニ付講中不和ニ相成候一件用水
利用等取極ニ付〕済口一札

文化 9. 6. 8 粟屋村幸助→組合割庄屋元右衛
門他

一紙

A39 〔講中之内幸蔵・幸助懸り合出来ニ付講
中不和一件一講戻り合証文〕覚

文化 9. 6. 8 粟屋村百姓平兵衛他→組合割庄
屋元右衛門他

一紙

A39 〔講中之内幸蔵・幸助懸り合出来ニ付講
中不和一件一講戻り合証文〕覚

文化 9. 6. 8 与頭市左衛門→組合割庄屋元右
衛門他

一紙

A39 〔講中と不和一件誤証文〕覚 文化 6. 9.晦 三之助他→与頭市左衛門他 一紙

A39 〔十蔵と惣講中不和一件〕済口一札之覚 文政 7. 4. 庄右衛門他→庄屋林右衛門他 一紙

A39 〔十蔵と惣講中不和一件〕済口一札之覚 文政 7. 4. 十蔵他→庄屋林右衛門他 一紙

A39 〔三次郎・直助・吉蔵除講一件再入講ニ付
受証文〕覚

文政10. 5. 百姓三次郎他→出役下小原村庄
屋与兵衛他

一紙

A40 文政七申閏八月喜平ニ普請并ニ吉右衛門
入講之義済書　喜平次

文政 7.閏8. 喜平次他→庄屋林右衛門他 一紙

A40 文政七申閏八月喜平ニ普請并ニ吉右衛門
入講之義済書　大工吉右衛門

文政 7.閏8.13 吉右衛門他→庄屋林右衛門他 一紙

家

A40 〔儀助子しけ蔵病気仕家内不居り合一件〕
済口一札之事

酉. 2. 5 親儀助他→庄屋丈作他 一紙

A40 〔世羅郡黒川村百姓佐兵衛 聟所望ニ付
赦面願書〕覚

戌. 6. 粟屋村百姓九右衛門→庄屋与十
郎他→高田郡役所

一紙

A40 〔作得米不足算用〕覚 午.12. 吉田町丸屋利八郎→粟屋村役人
衆中

一紙

A40 〔取かへ銀ニ付〕利八郎書翰 午.12. 8 　→粟屋村下岡幸右衛門 一紙

A41 当覚〔帳〕 寛政 7. 1. 横長

A41 万当座日記 文政 5. 1. 横長

A41 万当座日記帳 天保 8. 1. 中村嘉助 横長

A41 万当座日記帳 天保 9. 1. 嘉助 横長

A42 万覚帳 天保13. 1. 横長

A42 万日記帳 天保15. 1. 中村氏 横長

A43 万日記帳 嘉永 3. 1. 横長

A43 万当座覚帳　中原丈作 嘉永 4. 1. 中村忠吉 横長
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A43 万覚帳 嘉永 6. 1.17 中村氏 横長

A44 万当座日記帳 嘉永 6. 1. 横長

A44 万当座日記 嘉永 7. 1. 横長

A44 万当座日記帖 安政 4. 1. 横長

A45 万当座日記覚帖 安政 6. 1. 横長

A45 万当座日記帖 元治元. 1. 中原吾八 横長

A46 万当座日記帖 元治 2. 1. 横長

A46 万当座日記帖 慶応 4. 2.～ 中原丈作 横長

C2 毎日録 元治元. 3. 横半

C2 丈作庄屋役被仰付勧進物人別帖 安政 4. 1. 中原丈作 横半

近代

A3 地券之証 明治 5.11. 広島県令伊達宗興他→三次郡原
千村大村直兵衛

一紙

A12 〔郷社・村社申告ニ付申達書〕 明治 5. 2.12 戸籍係→高田郡勤番戸長共→
村々少長（中村民助）→中村知
則他

一紙

A12 〔当村諸帳面送リ申候ニ付〕中村民助書
翰

. 4. 4 　→戸長山村公 一紙

A30 山県鉄穴□賦課一件簿 明治16. 8. 7 竪冊

A33 〔上納銀三拾一円之受取書紛失ニ付一札〕
記

明治 6.12.31 小組月番堀田金次郎→大組惣代
中村信八

一紙

C2 通船稼御願之事 明治 6. 4. 1 粟屋村福光喜代蔵他→白浜権参
事

一紙

C2 通船稼御願之事 明治 6. 4. 1 粟屋村仁後新吉他→白浜権参事 一紙

C2 通船稼御願之事 明治 6. 3.11 粟屋村三待多次郎他→白浜権参
事

一紙

C2 川船通船書出之事 明治 6. 3.11 粟屋村上山初五郎他→白浜権参
事

一紙

C16 〔米請取〕記 明治 6. 2. 4 融通会社→小原彦六 一紙

C17 第二十一回営業報告書　芸備鉄道株式会
社

大正10.10. 1～
大正11. 3.31

取締役社長村上敬次郎他 刊

C17 〔旭神社氏子札〕 明治 6. 2.10 祠掌竹本節→高田郡粟屋村中村
吾八母うめ

板

C17 〔芸軍夫札〕 板

C17 〔粟屋停留場竣工式出欠ニ付葉書〕（8枚） 大正 5. 4. 　→中村序吉他 葉書

C17 〔粟屋停留場建築費当寄付金〕領収証 大正 5. 7.21 芸備鉄道株式会社支配人米山熊
次郎→高田郡粟屋村中村序吉他

一紙

C17 〔粟屋停留場建設工事資材〕請求書 大正 5. 4.13 粟屋停留所工事請負人中村序吉
他→芸備鉄道株式会社

一紙

地図・絵図

A47 標木建講申出　糘地・房後・船木・粟屋・
秋町（1袋〈5舗〉）

舗

P09
6 山田家文書

A1 備後国三次郡志和地村地平帳 明歴2. 7. 沖久右衛門他 竪冊
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A2 志和地村地平シ以来高指引之帳 元禄10. 竪冊

A2 三次郡下志和地村万差出之帖 享保18. 竪冊

A2 〔下志和地村山帳〕 享保12. 庄屋孫右衛門他→龍神甚大夫他 竪冊

A2 〔三次郡下〕志和地村山帖扣 享保19. 3. 庄屋与三郎他→三次・恵蘇郡役
所

竪冊

A2 〔上下志和地村井手水論ニ付〕乍恐奉願
上口上之覚　三次郡下志和地村

天明 6. 下志和地村百姓八右衛門他→寺
川十左衛門他

一紙

A2 村絵図扣　三次郡西志和地村 文化 9. 6. 上志和地村庄屋利右衛門・下志
和地村庄屋伊右衛門他

舗

A3 三次郡青河村人別腰林帖　扣 宝暦 3. 4. 庄屋・与頭→三次・恵蘇郡役所 竪冊

A3 三次郡青河村御給知割ニ付諸品改帖 宝暦 6. 4. 庄屋武七郎他→神尾半左衛門他 竪冊

A3 三次郡下志和地村御免割帖 明和 4.10. 庄屋素助他→小畠清次右衛門他 竪冊

A3 三次郡下志和地村丑年川成村𨵱キ小帖
※以上2冊合綴

明和 4.10. 庄屋素助他→小畠清次右衛門他 横半

A3 三次郡青河村人御免割帖 明和 4.10. 庄屋武七郎他→小畠清次右衛門
他

竪冊

A3 三次郡青河村酉亥両年分別取立帖
※以上2冊合綴

明和 5. 3. 庄屋武七郎他→三次・恵蘇郡役
所

竪冊

A3 三次郡□□村革田宗旨御改帳　控 弘化 4. 6. 竪冊

A3 御用控〔抄〕 嘉永 4. 9.～ 竪冊

A3 長野井手溝幅規則書 明治 4. 3. 志和地村庄屋村上是一郎他 竪冊

A3 吉田松陰書翰 巻子

P09
7 吉岡家文書

A1 国郡誌　三ヶ町之部　巻之壱 （明治33写） 竪冊

A2 国郡誌　三ヶ町之部　巻之弐 （明治33写） 竪冊

A3 国郡誌　上里ノ部　巻之参 （明治33写） 竪冊

A4 城主御続代記　系譜巻之肆
※城主三吉家系譜之写・浅野公御歴代
之写

竪冊

A4 三次旧地図 （明治32写） 舗
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庄原市

P10
1 円通寺文書

A1 備之後州恵蘇郡山之内地毗荘本郷村慈高
山円通寺禅寺記

巻子

A1 円通寺本堂修造棟札 天正 9. 9 木札

P10
2 上村八幡神社文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 備後国恵蘇郡西条上村八幡宮御祭御頭注
文（1号）

康正 3. 6. 1 栄義 竪紙

A1 山内豊通寄進状（2号） 永正 9. 4. 3 山内豊通→田辺源三左衛門尉 竪紙

A1 山内豊通寄進状（3号） 永正 9. 4. 3 山内豊通→田辺源三左衛門尉 竪紙

A1 備後国恵蘇郡上村田中八幡宮御当帖控 嘉永 5 松村遠江正吉孝 継

P10
3 児玉文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 備後国地毗荘内某社御祭御頭次第注文写 文保元.10.18 竪紙

A1 〔児玉家文書第1巻〕（2～8号） 応永12. 8.1～
慶長13. 2. 9

巻子

A1 〔児玉家文書第2巻〕（9～12号） 大永 2. 1.17～
天文17.12.14

巻子

A1 丑寅神主さねかね連署伊与村内神田日記
（13号）

天文14. 8. 7 竪紙

A1 丑寅大夫抱地坪付（14号） 慶長5. 4. 6 七郎右衛門尉他→ 竪紙

A1 伊与村紙祇大夫詫状写（15号） 慶長17. 4.26 神祇大夫→火矢廻千日大夫 竪紙

A1 備後国恵蘇郡西条上村山王社御当帳写
（16号）

文明 3. 3. 1 竪冊

A1 備後国恵蘇郡社家衆連署掟書 明暦元.10.26 児玉民部大夫他→火矢廻石見守 巻子

A1 恵蘇郡下上小黒八幡ノ注連大夫ニ付口上
覚

6. 6 高兵衛→丑寅石見守 竪紙

A1 〔諸村神楽等ニ付口上覚〕 正保 4.10 左近→丑寅大夫 竪紙

A1 〔恵蘇郡湯川村八幡宮遷宮ニ付口上覚〕 正保 4.10 左近→丑寅大夫 継

A1 恵蘇郡諸村神主等誓約状 明暦元.11. 1 井上板大夫他 竪紙

A1 児玉大和大夫書翰 享保17. 7. 8 児玉大和大夫→児玉参河守 切紙
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A1 注連頭丑寅大夫申状 享保17. 7. 6 注連頭丑寅大夫→児玉大和守他 竪紙

A1 丑寅神主児玉参河守書翰 正徳 3.10.14 児玉参河守→山中村助右衛門 竪紙

A1 〔山内首藤氏系図〕　付〔石原氏系図〕 巻子

A1 備後国恵蘇郡西条上村八幡宮御祭御頭注
文写

康正 3. 6. 1 継

P10
5 宝蔵寺文書

A1 山内元通坊主職預ケ状 天正 3. 8. 8 山内元通→乗智坊 巻子

P10
6 三玉氏所蔵文書

A1 毛利輝元書状 1.11 毛利輝元→楢崎三河守 切紙

A1 某朱印直書 10.18 某→本西美濃守 折紙

A1 毛利輝元書状写 9.23 てる元→楢崎 竪紙

A1 小早川隆景書状 1. 4 小早川隆景→楢崎三河守 切紙

P10
7 八谷家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A10 多賀山通信書状（1号） （天正16）閏5.15 多賀山通信 竪紙

A10 毛利隆元書状（2号） 10 毛利隆元→平佐源七郎・八谷善
三郎

竪紙

A10 毛利隆元書状（3号） 天文10. 1.22 毛利隆元→山内八郎左衛門尉 切紙

A10 山内隆通感状（4号） （天文10. 1）29 山内隆通→八谷善三郎 竪紙

A10 山内元資宛行状（5号） 文禄元. 6.17 山内元資→八谷善太郎 竪紙

A10 松禅院恵寛書状（6号） 天文 5. 9.22 松禅院恵寛→八谷木工頭 竪紙

A10 毛利隆元書状（7号） 天文19. 2.17 毛利隆元→八谷善三郎 切紙

A10 有木宗長書状 3. 1 有木宗長→某 切紙

A10 氏康感状 天文 7. 7.16 氏康→八谷善太夫 竪紙

A1 万心覚記録 文政 9 横半

A2 定格日記 天保11 横半

A3 歳々記録 弘化 2 角屋主人為正 横半

A4 〔諸記録〕 （明治 7） 横長

A4 〔銀差出〕覚 宝暦 2.10 湯川伝兵衛他 一紙

A4 〔市村百姓徒党加担之儀ニ付〕口上之覚 安政 2. 9 後土居亀吉他→八谷雄八郎他 一紙

A5 恵蘇郡山之内組酒屋下部并造高改帖 宝暦12. 2 竪冊

A5 恵蘇郡酒株之者共酒造減石帳 天保 2.11 善五郎他→高宮郡役所 横長

A5 酒造御請書 寛政 6. 5 市村庄屋市兵衛他 一紙

A5 恵蘇郡市村酒造人雄八郎当凶作ニ付御歎
書附

申9 市村角屋雄八郎→割庄屋益右衛
門他

一紙
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A5 恵蘇郡酒造家共奉願上書附 巳2 酒造人10名→割庄屋善五郎他 一紙

A5 酒造取締之儀奉願上書附 文政11. 1 酒造人10名→割庄屋善五郎他
→恵蘇郡役所

一紙

A5 郡中酒三次町方売差留之義ニ付奉願書付 天保 7. 8 三次郡・恵蘇郡酒造人18名→割
庄屋善五郎他

一紙

A5 酒造之義ニ付内密奉申上頭書扣 戌11 一紙

A5 酒造人江申渡頭書 午6 一紙

A5 〔酒株〕覚 天明 8. 9 庄屋源五郎他→横田九助他 一紙

A5 〔酒株〕覚 天明 8. 9 庄屋嘉七郎他→横田九助他 一紙

A5 〔酒造桶〕覚 天明 8. 9 庄屋嘉七郎他→横田九助他 一紙

A5 〔酒造高〕覚 酉2 市村庄屋善右衛門→割庄屋伊十
郎

一紙

A5 御紙上写 恵蘇郡役所 一紙

A5 〔酒造滅石ニ付酒造人集談ノ通知〕 新平 一紙

A6～8 〔庄屋・戸長関係書附類継〕
※進達状・覚・褒状等約250点を継い
だもの

近世～明治期 継
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大竹市

P11
1 大竹市役所所蔵文書

B3 議事一件 昭和 8 小方村 竪冊

B3 議事一件 昭和 7 小方村 竪冊

B3 議事一件 昭和 8 大竹町 竪冊

B21 大竹市総合調査書〔抄〕 昭和34 大竹市役所 刊

B22 大竹市工業の展望 昭和37. 9.10 大竹市役所 刊

B23 大竹市勢要覧 昭和32.11.15 大竹市役所 刊

B24 工場誘致契約書 昭和36.12. 1 広島県・大竹市・大日本化成株
式会社

B24 契約書 昭和37. 4. 7 大竹市・大竹紙業株式会社

B24 工場誘致契約書 昭和36.12. 1 広島県・大竹市・三井化学工業
株式会社

B24 工場誘致契約書 昭和36. 9. 7 広島県・大竹市・三井石油化学
工業株式会社・三井ポリケミカ
ル株式会社

B24 契約書 昭和33. 8.29 広島県・大竹市・日本紙業株式
会社

B24 工場誘致契約書 昭和33. 2. 6 広島県・大竹市・三菱レイヨン
株式会社

B25 昭和三十三年第五回大竹市議会臨時会会
議録

昭和33. 8.20 大竹市議会

P11
3 所家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 〔所家文書第1巻〕（1～16号） 建治 3. 5. 6 巻子

A1 当御社当家謂 慶長10.11以降 所吉左衛門尉 竪冊

A1 〔所家文書写〕 竪冊

A1 毛利輝元直書 6.28 毛利輝元→棚守左近将監 折紙

A1 所左守願書 文政 9. 6 継

A1 所助清譲状写 応永 9. 2.20 所兵衛→所三郎 竪紙

A1 神社所調書 所左守 竪冊

A1 所長徳家譲状 元禄17. 1 所長徳→所助之丞 竪紙

A1 〔所氏系図〕 横半

A1 所氏由緒覚并割庄屋積二添状 切紙

A1 割庄屋積二書翰控 5. 4 切紙
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A1 〔所家文書目録〕 文政 3. 8 継

A1 〔住吉社遷宮覚〕 寛政 5. 6.17 切紙

A1 〔所家社役ニ付覚〕 切紙

A2 厳島縁起等宝蔵預リ証文控 慶長10. 9 棚守左近→所左衛門 竪紙

A2 国郡志御取調ニ付差出覚控 文政 5. 7 庄屋貞久→国郡志役所 継

A2 所豊人差出旧記・系図等目録 文政11.12 所豊人→庄屋源左衛門他 竪紙

A2 所左守系図并旧書写 文政 3. 5 竪冊

A2 累系図 竪冊

A2 当御社当家謂写 享保 6. 1 所助之丞→庄屋平三郎 竪冊
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東広島市

P12
1 賀茂鶴酒造株式会社所蔵資料

A1 賀茂鶴酒造株式会社創立総会決議録・取
締役及ヒ監査役報告書・社長及ヒ専務取
締役互選録

大正 7. 8 刊

A1～3 営業報告書　第1回～第39回〔抄〕 大正 7～昭和32 賀茂鶴酒造株式会社 刊

P12
3 白牡丹酒造株式会社所蔵資料

A1 〔民部省布告〕
※酒造鑑札につき条々

明治 2 一紙

A1 酒類仕込帖 明治17～ 横半

A1 酒類仕込簿 明治19.11～ 横半

A1 酒類仕込帖 明治20.10～ 横半

P12
8 天野家文書

賀茂郡稲木村の給庄屋を勤めた天野家に伝来した文書（支配・戸口土地・村〈賀茂郡稲木村諸書附控等〉・金融貸借・
産業・交通・法令〈明治6・9・10年県布達〉・租税土地勧業・新聞その他〈芸備日報等〉）

支配

A5 御触要書写 天保 8 横半

A4 御役替御触書写　稲木村用所 弘化 2 横半

A6 御年貢御触示写帖　賀茂郡稲木村用所 弘化 2 横半

A6 御年貢方初都而諸上納方之義兼而規則御
触示書写帖　稲木村用所

嘉永 2 横半

A10 〔焼米・初穂米〕納方作法 亥12 武井徳之助内桜井弥三→稲木村
給庄屋保右衛門

一紙

戸口・土地

A1 賀茂郡稲木村人家牛馬御改帖 享保 5. 7. 4 庄屋孫十郎 竪冊

A1 賀茂郡稲木村御建山并御社山野山百姓腰
林御改帖

享保11. 2.25 庄屋孫十郎他→河原藤右衛門他 竪冊

村

A2 賀茂郡稲木村書附控 天保 3～6 竪冊

A2 賀茂郡稲木村諸書附控 天保 7 竪冊

A2 賀茂郡稲木村諸書附控 天保 8 竪冊

A3 賀茂郡稲木村諸書附控〔抄〕 天保 9 竪冊

A3 諸書附扣　賀茂郡稲木村〔抄〕 天保13 竪冊
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A3 諸書附控　賀茂郡稲木村〔抄〕 天保14 竪冊

A3 諸書附控　賀茂郡稲木村〔抄〕 天保15 竪冊

A5 諸書附控　稲木村用所〔抄〕 弘化 3 竪冊

A5 諸書附控　稲木村用所〔抄〕 弘化 4 竪冊

A5 諸書附控　賀茂郡稲木村〔抄〕 弘化 5 竪冊

A5 諸書附控　賀茂郡稲木村〔抄〕 嘉永 2 竪冊

A5 諸書附控　稲木村用所〔抄〕 嘉永 4 竪冊

A5 諸書附控　稲木村用所〔抄〕 嘉永 5 竪冊

A1 賀茂郡稲木村指出帖扣 寛政 4. 2 庄屋柳蔵他→松野久左衛門他 竪冊

A1 賀茂郡稲木村指出帳　村方ひかへ 寛政13. 2 庄屋惣次他 竪冊

A1 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　賀茂郡
稲木村〔抄〕

文政 2. 3 庄屋八兵衛他 竪冊

A3 先達而御示教ニ付村中一統睦鋪公事出入
無之様ニと申合候儀ニ付印形帳白市村

文化 8. 7 竪冊

A6 〔諸帖目録差出シ〕定 亥11.19 与頭秀蔵→庄屋源左衛門 横長

A3 諸役人成年暦役格等控帖　賀茂郡稲木村 嘉永 3. 3 竪冊

A10 賀茂郡役人苗字記 明治 4. 4 横長

A6 御頭書之内差閊候廉附紙ヲ以申上候条々
書抜帖　賀茂郡

明治 3. 1 割庄屋頭取竹内亮左衛門他→賀
茂郡役所

横長

A7 郡免割除外一件　明治二巳正月御本紙写 明治元.12 竪冊

A7 駅所吟味諸入用規則之部 竪冊

A7 差止ケ条之部　稲木村写 竪冊

A7 郡割規則之部 竪冊

A7 村割規則之部 竪冊

金融・貸借

A6 歩廻し銀拝借人別貸附証文控　稲木村用
所

文政12. 3 横長

A5 公料上下辺之者共 銀借受候儀停止之趣
御触書写帖　賀茂郡稲木村用所

嘉永 2. 2 横半

A5 賀茂郡稲木村御給人様方 御給米牛銀御
貸被為成候御拝借帖　ひかへ

享保18. 9.28 庄屋孫十郎→賀茂郡役所 竪冊

産業

A5 産物御改帳　賀茂郡稲木村 文政 8.12 庄屋八兵衛・組頭秀蔵 横半

A5 御領分諸色有無物帖御用ニ付産物御改帖
　賀茂郡高屋組

寛政 7. 8.19 横半

A7 木綿御印翰取約差上申候書附　賀茂郡稲
木村

巳11 庄屋久右衛門他→割庄屋毎太郎 一紙

交通

A6 村々申談頭受印帖〔長崎奉行人夫関係〕 文政 9. 8 竪冊

A6 長崎御奉行様御上下之刻人夫不埒筋聞約
中諸入用約帖

天保10.11 場所引受吉郷村庄屋柞平 横長

法令

A8 〔県布達　布136〕 明治 6. 1 伊達権令 竪冊

A8 〔第八大区戸長達〕〔県布達　布262〕 明治 6. 5～6 竪冊
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A8 〔県布達　布270・276・279・280・281・
292　太政官167・173・174・187・190・
192・198・199～201・203　大蔵省85・
88・90・91　正院達〕〔諸達〕

明治 6. 6～7 竪冊

A8 〔県布達　布274・275・278　太政官184
　大蔵省89・92〕

明治 6. 6 白浜権参事 竪冊

A8 〔県布達　布271〕〔諸達〕〔迂喬舎ヨリ学
務専任宛訳書配仕度伺〕

明治 6. 6～7 竪冊

A8 〔県布達　布286　太政官190・196・197〕
〔諸達〕

明治 6. 6～7 竪冊

A8 〔諸達〕 明治 6. 7 竪冊

A8 〔県布達　太政官210〕 明治 6. 7 伊達権令 竪冊

A8 〔県布達　布287・289・294・295　太政
官228〕

明治 6. 7 広島権令伊達宗興 竪冊

A8 〔県布達　布296・299　太政官239　文
部省86・94・98〕

明治 6. 7 広島権令伊達宗興 竪冊

A8 〔県布達　布305・306・308・312〕〔諸達〕 明治 6. 6～7 竪冊

A8 〔徴兵并国民軍取調ニツキ戸籍関係書類
ノ雛形

明治 6. 7.15～
明治 6. 8.12

広島権令伊達宗興→景山和三郎 竪冊

A8 〔県布達　布310～312〕〔諸達〕 明治 6. 8 竪冊

A8 〔県布達写　布317〕 明治 6. 8 広島権令伊達宗興 一紙

A8 〔県布達　布 320・325～327　太政官
285〕

明治 6. 8 広島権令伊達宗興 竪冊

A8 〔県布達　布339〕 明治 6. 9 広島権令伊達宗興 竪冊

A10 〔正副戸長ヨリ月番頭天野八十八へノ達
綴〕

明治 9 竪冊

A9 〔稲木村月番頭設置一件〕〔県布達県72・
91・93〕

明治 9. 5～7 竪冊

A9・10 〔県布達・地租改正関係書類合綴〕 明治 9～13 竪冊

A9・10 ◦〔県布達　太政官・大蔵省・陸軍省・海
軍省達等綴〕

明治 9～13 綴

A9・10 ◦地等組立議員心得

A9・10 ◦第八大区賀茂郡稲木村景況書

A9・10 ◦〔地価帳記載法〕

A9・10 ◦〔該大区比巡村ニ付答弁鈔景況書 明治11.12 稲木村議員天野八十八

A10 〔県布達　県甲173〕 明治10.12.11 広島県少書記官平山靖彦

村

A8 〔総戸長辞令〕〔医務取調ニツキ達〕 明治 6. 7 竪冊

A10 〔稲木村大組総代景山和三郎辞職願却下
一件〕

明治 7. 6.27 正副戸長→景山和三郎 竪冊

A10 総代人心得書　第八大区十三小区稲木村
　景山等

明治10. 7

A10 〔県布達　明治 9年県甲5太政130　明治
10年県丙26〕

明治 9～10 広島県令藤井勉三

A8 客年郡丙第十七号御達ニ基キ取調申出書
〔戸長役場・議員選挙権等〕

明治17. 2.25 稲木村・桧山村戸長景山等 竪冊

A8 〔模範村組合方ニ付出頭命令〕 明治10. 1. 6 正副戸長→稲木村議員中 一紙

A8 〔村会開設一件〕 明治12. 7 竪冊
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A8 〔稲木村々会規則・桧山村々会規則裁定
願・同指令〕

明治13～明治14. 1.31 桧山村・稲木村戸長景山等→広
島県令千田貞暁

竪冊

A8 〔賀茂郡八十七ヵ村聯合会規則写下付ノ
件〕

明治15. 5. 3 賀茂郡書記太田鏡太郎→稲木
村・大畠村・桧山村戸長役場

竪冊

A8 〔賀茂郡稲木村桧山村大畠村宮領村〕聯
合村会規則御裁定之義ニ付伺

明治16.10.30 宮領村大畠村戸長福村輔一・稲
木村桧村戸長景山等→広島県令
千田貞暁

竪冊

A10 〔表題不明文書〕〔抄〕 竪冊

A10 ◦水論嘆願書 明治 9. 8 水子総代天田広助→区長佐藤守
真

A10 ◦比選人届 明治12. 2. 1 天野保右衛門→賀茂郡長伴資健

A10 ◦学務委員選挙規則

A8 倹約執行ニ附定約証　賀茂郡稲木村 明治16. 3.22 景山等他 竪冊

A7 先善社規則 明治17. 2.19 景山等他 竪冊

A8 村民集合規約書　賀茂郡稲木村 明治20. 1.29 景山等他 竪冊

A8 村医之義ニ付村会決議上申 明治16.12.21 賀茂郡桧山村々会議員桧高篤一
他→戸長景山等

竪冊

A10 諸願伺并申報告書書扣　賀茂郡　第四十
五小学区

明治18 竪冊

租税・土地・勧業

A8 〔年貢米上納受書〕 明治 6.12 組合西岡清三郎他→総代景山和
三郎

一紙

A7 惣人別高帖　第八大区十三小区稲木村 明治 5.10 横長

A3 〔西山池水がかり反別帳〕 綴

A8 地所質入書入之義伺之事　第九大区 明治 6. 7. 8 戸長松浦唯次郎（長官宛） 竪冊

A8 〔山番樋守給米取調ニ付キ達〕 明治 6. 7.29 第八大区戸長深田信也 竪冊

A8 〔郷社材木運送依頼〕〔陸軍省築造局御用
材木流失ノ件〕

明治 6. 7・明治 8. 3 竪冊

A3 溜池原由取調帳　第八大区十三小区稲木
村

明治 9. 6 戸長吉田成一・副戸長今井寿之
助

竪冊

A3 墓地原由取調帳　第八大区十三小区稲木
村

明治 9. 7 副戸長今井寿之助 竪冊

A7 〔諸産物植付反別並石数書上　十三小区
稲木村〕

明治11. 2 用掛景山等→戸長今井兼綱他 竪冊

A7 〔村内産業形勢書上〕 一紙

A7 〔明治十一年普通物産表・特有物産表　
賀茂郡稲木村・桧山村

一紙

A7 明治十三年普通物産・特有物産・牧牛馬
共取調書

明治14. 3 稲木村・桧山村・大畠村戸長役
場

竪冊

A7 農商各民殊別取調原簿　稲木村・桧山
村・大畠村

明治14. 6 桧山村戸長景山等 竪冊

A7 〔人民余業取調書〕 明治15.12 稲木・桧山・大畠村戸長景山等
→賀茂郡長中尾正名

竪冊

A7 〔郡丙第百四十二号指示事項取調書〕〔抄〕
※チョウセン・ワセ綿

明治15.12. 3 稲木村外二ヵ村古調景山等→賀
茂郡長中御正名

竪冊

A8 起業公債金募集差出帖〔ほか起業公債金
一件〕

明治11. 7～明治12.12

A10 〔農事通信規則ニヨル所取調上申〕 明治17. 3. 6 稲木・桧山村戸長景山等→賀茂
郡長中尾正名

竪冊

429



東広島市／石井家文書（P12�10） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A10 煙草小売営業免許鑑札 一紙

A11 広島県勧業第一回年報 明治15. 6 勧業課 刊

A12 広島県勧業雑報　36・39～41・49～51号 明治16. 2～明治17. 5 広島県勧業課 刊

A13 農商工公報　18～20・22号 明治19. 8～明治19.12 農商務省 刊

土木

A7 〔里道一等相当道路中修繕之義ニ付補助
請願却下一件〕

明治16. 6.30～
明治16. 8. 7

桧山村田坂利代助他→広島県令
千田貞暁

竪冊

A7 〔堀坂梶峠改線起業負債焼却ノタメ因講
設立一件〕

明治15. 8.27 竪冊

A7 堀阪梶峠改線路寄附人名簿　世話係 明治13.10 竪冊

新聞その他

A14 広島新聞　明治12年6月15日 興風社 刊

A14 芸備日報　明治15年9月3日・28日，10
月1日・6日・7日・14日・20日・22日・
24日，11月16日・26日・28日，12月9
日・10日・12日，明治17年1月9日

芸備日報社 刊

A14 朝野新聞　明治16年8月18日 朝野新聞社 刊

A14 絵入自由新聞　明治18年5月10日・13
日・20日

絵入自由新聞社 刊

A10 〔厳島神社〕舞楽維持規則 一紙

A10 芸備立憲改進党趣意書 刊

P12
9 荒谷家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 小早川弘平預ケ状写（1号） 永正 2.12. 2 小早川弘平→荒谷彦三郎 竪紙

A1 小早川興景感状（2号） 天文 5. 4. 3 小早川興景→荒谷内蔵丞 竪紙

A1 小早川隆景宛行状（3号） 天文23.12.13 小早川隆景→荒谷内蔵丞 竪紙

A1 荒谷吉長同国長連署譲状（4号） 永緑7. 1. 5 荒谷吉長・同国長→善五郎 竪紙

A1 備中国賀陽郡妹尾庄内打渡坪付（5号） 天正 5. 5.20 井上盛貞他→荒谷善五郎

A1 山林払下ケ証文写 天正18. 3 荒谷善五郎→守近九郎右衛門他 竪紙

A1 〔荒谷氏系図〕 巻子

A1 〔田畠屋敷〕附渡シ覚 寛文 9. 5.20 本土居浄閑→又次郎 竪紙

A1 土居先祖并真分レ又分レ迄旧記改 安政 6春 礼助 竪冊

A1 系書并墓所玉垣之由来扣へ帖 安政 5春 礼助 竪紙

A1 〔賀茂郡国近・森近両村古証文御尋ニ付
書上〕覚

巳7.14 庄屋左吉→役所 竪紙

P12
10 石井家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔石井家文書第1巻〕（1～8号） 大永 7. 2.13～
天文23. 9. 2

巻子
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A1 周防国都濃郡検地打渡坪付（9号） 天正17. 5.15 児玉元信他→石井孫兵衛丞 巻子

A1 石井氏系図 巻子

P12
11 石井家文書

A1 毛利輝元捻文 元亀4. 5. 7 毛利輝元→石井弥三郎 竪紙

A1 某袖判安堵状写 天文 3. 6. 3 某→石井九郎三郎 竪紙

A1 大内義長袖判安堵状写 天文23 大内義長→石井蔵人 竪紙

A1 右忠判物 慶長7. 9. 8 右忠→橘藤右他 竪紙

A1 石井氏先祖覚 寛政元 竪紙

A1 石井氏所持文書ノ公義指上覚写 宝暦10 財間与一郎 継

A1 御感状目録　賀茂郡篠村・正力村・寺家
村・石堂村

横長

A1 石井氏系図書　四日市小倉屋 竪冊

P12
12 礒部家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 源頼忠寄進状（1号） 文和 3. 3.18 源頼忠→佐々村大明神 竪紙

A1 毛利元就同隆元連署願文（2号） 永緑3.12. 7 毛利元就・同隆元→西条新宮大
明神

竪紙

A1 毛利隆元願文〔断簡〕（3号） 永緑3.12 毛利隆元→西条小倉大明神 竪紙

A1 毛利隆元願文写
※享保 6年1月12日写

寺家村庄屋伊右衛門 折紙

A1 毛利隆元書状写（4号） 8. 7 毛利隆元→蔵田弥六 折紙

A1 村内所持判物并武家筋目ノ御尋ニ付書上
覚写

享保 6. 1.12 寺家村庄屋伊右衛門→蔵田弥六 折紙

A1 毛利輝元袖判同奉行人連署制札控（5号） 元亀3. 3.19 赤川十郎左衛門他 竪紙

A1 毛利輝元袖判賀茂郡西条諸神田坪付注文
写（6号）

天正 7. 2.10 竪紙

A1 毛利輝元官途書出写（7号） 天正 7. 2.10 毛利輝元→礒部宮太郎 切紙

A1 礒部家系図 継

P12
13 大宮神社文書

A1～10 大般若経奥書（第1～599巻） 正平20.10.11 折本

A11 大方広仏華厳経奥書（第1～58巻） 康応 2. 4.12～
明徳 2. 2.25

巻子

A11 前生文 天正15. 2. 7 横半

A11 手引之事 天文 3. 7 横半

A11 懸仏裏面墨書銘 大永元.12. 8
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P12
14 柏尾氏所蔵文書

A1 長尾山医王院長福寺縁起 巻子

A1 長福寺番僧常智坊ノ広島松栄寺末寺ニ付
願書

正徳 2. 3.22 長福寺番僧常智坊→寺家村庄屋
次兵衛他

継

A1 賀茂郡寺家村庄屋組頭連署吹挙状 正徳 2. 3.24 寺家村庄屋次兵衛他→井上孫七 継

A1 〔賀茂郡〕寺家村古寺長尾山長福寺由来 正徳 5. 4.28 庄屋次兵衛→井上孫七 継

A1 〔賀茂郡寺家村長福寺境内絵図〕 図

P12
15 西品寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 本願寺坊官連署書状（1号） 天正15. 3.23 粟津右近他→タカヤ専正房・同
門徒中

折紙

P12
17 田原氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 財満忠良散使四郎左衛門尉連署宛行状
（1号）

天正13. 3.21 財間忠良他→極楽ノ太郎次郎 竪紙

A1 財満忠良散使四郎左衛門尉連署宛行状
（2号）

天正13. 3.21 財間忠良他→極楽ノ太郎次郎 竪紙

A1 表国山福成寺縁起之事 竪紙

A1 毛利元□感状写 竪紙

P12
18 茶幡家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 平賀元相宛行状（1号） 天正20. 2.14 平賀元相→高木正勝 巻子

P12
19 日山氏所蔵文書

A1 毛利元秋宛行状写 天文 3. 2.12 毛利元秋→日山又左衛門 竪紙

A1 〔桧山氏系図〕 巻子

A1 診脉口伝集 天正 5. 5.21 一渓叟道三 横半

A1 賀茂郡造賀村書上帖抄写 文政 2. 4 竪冊

A1 賀茂郡造賀村書上帳 寛政13. 2 竪冊

432



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 東広島市／広島新生学園所蔵文書（P12�23）

P12
20 福成寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 後醍醐天皇綸旨（1号） 元弘3.12. 8 後醍醐天皇 竪紙

A1 後村上天皇綸旨（2号） 正平13.12. 8 後醍醐天皇 竪紙

A1 毛利弘元書状（3号） 3.21 毛利弘元→永上山別当 竪紙

A1 毛利輝元加判同奉行人連署制札（4号） 元亀3. 2. 9 赤川十郎左衛門他→

A1 毛利輝元書状（5号） 天正12. 6.25 毛利輝元→福成寺 竪紙

A1 小早川隆景書状（6号） 7. 1 小早川隆景→福成寺一山中 竪紙

A1 小早川隆景書状（7号） 10. 9 小早川隆景→福成寺 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署禁制（8号） 天正12. 6.25 赤川十郎左衛門尉他→東西条福
成寺

竪紙

A1 阿曽沼元秀捻文（9号） 慶長2. 5.10 阿曽沼豊後守 竪冊

A1 小柳九左衛門他連署書状 7.18 竪紙

A1 某書状 竪紙

A1 賀茂郡中村々福成寺初穂米覚 延享 4.12 割庄屋福本村又右衛門他→福成
寺

竪紙

A1 院家官等四箇条ニ付献上覚 卯11.23 失守左衛門権大尉→福成寺 竪紙

A1 神田道僖折紙 宝暦 3. 3 神田道僖→木原保右衛門 竪紙

A1 〔芸州下三永村福成寺得度助成金ニ付〕覚 安政 5.10.15 失守左衛門権大尉 切紙

A1 〔賀茂郡下三永村福成寺所蔵文書写〕 継

A1 安芸国福成寺縁起文 巻子

P12
23 広島新生学園所蔵文書

B1 現行所謂現員現給制の緊急なる合理化策
に就いて

昭和35 上栗頼登 刊

B2 月報旬報綴 昭和21. 5～昭和23. 3 広島新生学園 竪冊

B3 青少年不良化防止週間記念　佳作　如何
にしたら青少年の不良化は防げるか

昭和24. 4 冊

B4 引揚戦災浮浪児各種調査統計表 昭和21. 7.12 広島草津引揚民孤児収容所 竪冊

B4 引揚戦災浮浪児各種調査統計表 昭和21. 7.19 引揚民孤児収容所 竪冊

B5 夜警日誌　No.II 昭和23. 6.26～
昭和23. 7.31

広島新生学園 冊

B6 園長日誌 昭和23.12～ 広島新生学園 竪冊

B7 行事記録簿　昭和23年度 昭和23. 5～10 新生学園 竪冊

B8 保育日記 昭和20.12 引揚民孤児収容所 竪冊

B9 日誌 昭和21. 5.1～13 引揚民孤児収容所 竪冊

B10 日誌 昭和21. 9.25～
昭和22. 1. 2

梅田ヨシ 竪冊

B11 日誌〔年不明分含む〕 昭和21.11.26～
昭和22.12.26

長谷川 竪冊

B12 養護日誌 昭和32. 1～昭和33. 3 柚川保母 竪冊
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B13 養護日誌 岡崎保母 竪冊

B14 養護日誌 一柳保母 竪冊

B15 養護日誌 泉水保母 竪冊

B16 養護日誌　昭和28年度 昭和28. 4～昭和29. 3 梅田保母 竪冊

B17 養護日誌　昭和28年度 昭和28.12～昭和29. 3 蜂谷保母 竪冊

B18 養護日誌　昭和28年度 昭和28. 4～昭和29. 1 桑原指導員 竪冊

P12
23 飯田氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 毛利元就書状（3号） 4. 1 毛利元就 竪紙

A1 月待縁起 永緑13. 5.29 佐伯藤原清 横半

A1 申待縁起 元亀4. 4 佐伯氏 横半
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廿日市市

P22
1 廿日市市役所所蔵文書（宮内公民館収蔵）

–1 廿日市町役場文書 –4 平良村役場文書
–2 地御前村役場文書 –5 宮内村役場文書
–3 原村役場文書

P22
1–1 廿日市町役場文書

A1 佐伯郡廿日市火用心番組并火消道具帖　
扣

元禄13 庄屋治右衛門他→津田茂大夫他 竪冊

A1 佐伯郡廿日市諸給分并入役割ニ成候物書
出帳　ひかへ

正徳 2. 3.18 庄屋治右衛門他→阿部仁兵衛 竪冊

A1 佐伯郡廿日市御建御留御藪腰林御改帖 享保10.10 年寄伊右衛門他→御山方 竪冊

A1 国郡志御編纂下しらへ帖　佐伯郡廿日市 文政 2. 9 竪冊

A1 当所駅馬御拝借銀貸渡し人別帖　佐伯郡
廿日市

文政 7.12 人馬改平右衛門→役人 竪冊

B6・7 広島県三部制廃止期成同盟会関係書類 昭和 2～6 広島県三部制廃止期成同盟会佐
伯支部

竪冊

B4 国民義勇隊一件〔抄〕 昭和20 廿日市町 竪冊

B5 戦没軍人傷痍軍人関係書類 昭和20 竪冊

B1 庶務一件〔抄〕〔防空・戦災〕 昭和20 廿日市町役場 竪冊

B2 庶務一件〔抄〕〔公民館・行政整理〕 昭和21 廿日市町役場 竪冊

B2 庶務一件〔抄〕〔進駐軍・2. 1スト・婦人
会〕

昭和22 廿日市町役場 竪冊

B2 庶務一件〔抄〕〔生活改善連盟・広島平和
祭〕

昭和23 廿日市町役場 竪冊

B3 庶務関係書類〔抄〕〔未亡人会・同和事業
地区調査・婦人・社会教育調査・復員〕

昭和23 廿日市町 竪冊

B2 庶務一件〔抄〕〔文化活動〕 昭和24 廿日市町役場 竪冊

B2 庶務一件〔抄〕〔文化活動〕 昭和25 廿日市町役場 竪冊

C1 戦没者遺族名簿〔抄〕 昭和26. 3 廿日市遺族会 竪冊

P22
1–2 地御前村役場文書

A1 安芸国佐西郡地御前村地詰帳 寛永15.10 川崎多左衛門他 竪冊

A3 寛文拾年漁網代出入之節下浦 書付写シ
并上浦下浦双方取替之証文写シ他

寛文10・元禄 7／宝暦 5・
宝暦10

竪冊

A2 佐伯郡地御前浦家御改帳 享保13.12.10 山中権左衛門 竪冊

A2 佐伯郡地御前浦舟御改メ帖 文化10 竪冊
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A2 佐伯郡地御前浦船御改メ帳 文政 8. 9 庄屋小作→大野是助他 竪冊

A2 佐伯郡地御前浦船并帆数増シ欠リ指引帳 文政 8. 9 横長

A2 佐伯郡地御前浦船并帆数増欠差引帳 文政11. 9 横長

A3 榊原様御宿家別覚帖 慶応 2. 6.18 竪冊

A3 榊原様御宿残銀人別渡帳　佐伯郡地御前
村

慶応 2. 8.12 横長

C1 諸事控 明治 5～9 地御前村 竪冊

B1 海外渡航者注意一件 明治33 地御前村役場 竪冊

B2 戦時災害ニ関スル書類綴〔抄〕 昭和20. 4 地御前村役場 竪冊

B3 戦時災害代二十二条第二十三条申請者名
簿〔抄〕

昭和20.10.23 地御前村役場 竪冊

B4 戦時災害関係来翰発翰書類綴〔抄〕 昭和21 地御前村 竪冊

P22
1–3 原村役場文書

A1 佐伯郡原村諸事差出帖 宝永 6.11 庄屋茂兵衛他→松原次郎右衛門
他

竪冊

A1 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　佐伯郡
原村

文政 2. 8 庄屋与十郎他 竪冊

A1 佐伯郡原村明細帳 明治 5. 8 竪冊

P22
1–4 平良村役場文書

A1 佐伯郡上平良村明知御給知高引分帳 元禄12. 8 上平良村与頭仁兵衛他 竪冊

B1・2 諸事書附控 明治 5～8 下平良村 竪冊

B3 村治績 明治43. 6 平良村役場 竪冊

B4～6 広島県佐伯郡平良村是 大正15 平良村役場 竪冊

B7・8 広島県総動員　1号～53号（22・38・46・
49・52欠）

昭和14.11～昭和19. 3 広島県 刊

B9 死亡報告書纒〔抄〕 昭和20. 4 平良村役場 竪冊

B10 疎開関係書類〔抄〕 昭和20 平良村役場 竪冊

B11 庶務一件〔抄〕 昭和20 平良村役場 竪冊

B12 庶務一件〔抄〕〔引揚者・互助会・青年団
体・浮浪児・公民館・社会教育〕

昭和21 平良村役場 竪冊

P22
1–5 宮内村役場文書

A1 〔宮内村指出帖〕 正徳 4. 3 竪冊

A2 佐伯郡宮内村絵図書入帳　ひかへ 正徳 4. 3 竪冊

A1 佐伯郡宮内村指出帖 明和 8. 4 庄屋与右衛門他→中川彦右衛門
他

竪冊

A2 旧記録　宮内村 文政 2. 8 竪冊

A2 ◦国郡志御編集下しらべ書出帖　ひかへ
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A2 福嶋太夫様御検地差出し帳　宮内村 文政10. 1 竪冊

B1・2 布告諸達 明治 6 宮内村用係 竪冊

B3・4 諸達 明治 6 宮内村用係 竪冊

B5 無号郡達 明治12 宮内村戸長役場 竪冊

A3 兵事ニ関係布達諭達纒〔抄〕 明治17 宮内村戸長役場 竪冊

B6 諸達〔郡達〕 明治12. 1～6 宮内村戸長役場 竪冊

C1 郡達纒 明治13 宮内村戸長役場 竪冊

B7～9 無号郡達纒メ 明治15 宮内村戸長役場 竪冊

B10・11 郡甲丙丁第纒〔郡甲丙丁号達〕 明治15 宮内村戸長役場 竪冊

C2 本郡甲丙号達纒 明治16 宮内村戸長役場 竪冊

C3 県達纒　出納摘要〔郡達を含む〕 明治17 宮内村戸長役場 竪冊

C4 郡達 明治17 宮内村戸長役場 竪冊

C5・6 郡達纒 明治17 宮内村戸長役場 竪冊

C7 郡纒　租税・出納 明治18 宮内村戸長役場 竪冊

A8 郡庁各課庶達 明治21 宮内村戸長役場 竪冊

A3 照会通牒纒〔抄〕
※貯蓄奨励趣意書のみ抄録

明治27 宮内村役場 竪冊

A4 兵事一件編冊〔抄〕 明治37 宮内村役場 竪冊

A4 兵事一件編冊〔抄〕 明治38 宮内村役場 竪冊

A5 兵事一件編冊〔抄〕 明治39 宮内村役場 竪冊

A5 兵事一件編冊〔抄〕 明治40 宮内村役場 竪冊

B12 農業調査書 明治42. 2 宮内村役場 竪冊

B13 農業調査書 明治42 宮内村役場 竪冊

B14・15 宮内村治績調書 明治44. 4 宮内村役場 竪冊

B16 宮内村治績調書〔表紙には明治四十三年
以降　近代記録と記載〕

明治43. 6 宮内村役場 竪冊

B17 庶務一件〔抄〕〔教育関係〕 大正 2 宮内村役場 竪冊

B18 庶務一件〔抄〕〔教育関係〕 大正 5 宮内村役場 竪冊

B19 庶務一件〔抄〕〔教育・郡長訓示要旨・米
騒動〕

大正 6～7 宮内村役場 竪冊

B20 庶務一件〔抄〕〔教育関係〕 大正 8 宮内村役場 竪冊

B21 庶務一件〔抄〕〔教育・娯楽調査・部落改
善〕

大正 9 宮内村役場 竪冊

B22 庶務一件〔抄〕〔教育・漁村・民力涵養・
部落改善〕

大正10 宮内村役場 竪冊

B23 庶務一件〔抄〕〔教育・社会事業・地方改
善〕

大正11 宮内村役場 竪冊

B24 大正七年米価暴騰救済記録　附関係書類
綴

大正 7 宮内村 竪冊

B25 昭和十九年大東亜戦争戦傷病死者一件
〔抄〕

昭和19 宮内村 竪冊

B26 日誌〔抄〕 昭和20. 6 宮内村 竪冊

B28 戦災一件〔抄〕 宮内村 竪冊
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B27 宮内村国民義勇隊 昭和20. 5 竪冊

B29 隊員名簿 昭和20. 5 宮内村国民義勇隊 竪冊

B30 義勇隊出動名簿 昭和20. 8.6～
昭和20. 9. 2

宮内村国民義勇隊 竪冊

B31 罹災者収容給食調 昭和20. 8.6～
昭和20. 9. 3

宮内村役場 竪冊

B32 罹災者食糧特別配給帳 昭和20. 8.11～
昭和20. 9. 3

宮内村役場 竪冊

B33 罹災者収容諸件 昭和20. 8.6～
昭和20. 9. 3

宮内村 竪冊

B34 罹災者収容名簿 昭和20 宮内村役場 竪冊

B35 戦災者弔慰金見舞金支給報告 昭和20.10. 6.～
昭和21. 1.14

宮内村 竪冊

B36～39 広島県私立教育会雑誌　1号～15号 明治20.11～明治22. 1 広島県私立教育会 刊

P22
2 極楽寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 安芸楽音寺極楽寺古文書（1～21号） 応永 5. 6.17～
天文12. 6.21

手鑑

P22
3 洞雲寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 厳島社神主藤原宗親寄進状（1号） 明応 2. 3.23 藤原宗親→洞雲寺 竪紙

A1 厳島社神主藤原教文教親寄進状（2号） 永正元.12.15 藤原教文→洞雲寺 竪紙

A1 小幡興行請文（3号） 9.20 小幡興行→弘中興兼他 竪紙

A1 大内氏奉行人連署書状（4号） 永正17.10. 6 神代武総他→洞雲寺 竪紙

A1 大内義興安堵状（5号） 永正18. 3.11 大内義興→洞雲寺 竪紙

A1 胤貞書状（6号） 4.18 胤貞→洞雲寺 竪紙

A1 胤貞書状（7号） 5.21 胤貞→洞雲寺 竪紙

A1 大内義興書状（8号） 12.12 大内義興→洞雲寺 竪紙

A1 友田興藤寄進状（9号） 享緑2. 3.24 友田興藤→洞雲寺天庵宗春 竪紙

A1 友田興藤安堵状（10号） 享緑3. 2.10 友田興藤→洞雲寺天庵宗春 竪紙

A1 友田興藤一行（11号） 2.20 友田興藤→洞雲寺 竪紙

A1 友田広就安堵状（12号） 享緑3. 3. 1 友田広就→洞雲寺天庵宗春 竪紙

A1 友田興藤寄進状（13号） 天文 5. 8.10 友田興藤→洞雲寺天庵宗春 竪紙

A1 友田興藤寄進状（14号） 天文 6. 4.14 友田興藤→洞雲寺天庵宗春 竪紙

A1 吉見興滋書状（15号） 天文10. 8. 5 友田興滋→洞雲寺 切紙

A1 大内氏奉行人連署書状（16号） 天文10.12.27 吉見興滋他→洞雲寺 竪紙

A1 大内氏奉行人連署書状（17号） 天文11. 1.19 龍崎隆輔他→羽仁藤依 竪紙

A1 大内氏奉行人連署書状（18号） 5. 6 吉見興滋他→洞雲寺 竪紙
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A1 大内氏奉行人連署書状（19号） 4.24 吉見興滋他→洞雲寺 竪紙

A1 大内氏奉行人連署書状（20号） 5. 6 吉見興滋他→洞雲寺 竪紙

A1 己斐秀盛小幡行延連署書状（21号） 5. 9 己斐秀盛他→青景隆著他 竪紙

A1 桂元教書状（22号） 5.16 桂元教→洞雲寺 竪紙

A1 杉隆真書状（23号） 2.23 杉隆真→洞雲寺 竪紙

A1 厳島者神主杉景教書状（24号） 9. 3 杉景教→洞雲寺 竪紙

A1 永興寺知行分厳島仮屋付立（25号） 天文20. 8.23 役人次郎兵衛 竪紙

A1 陶晴賢安堵状（26号） 天文21. 6.18 陶晴賢→大休登懌 竪紙

A1 陶氏奉行人奉書（27号） 天文21. 6.18 江良房栄→洞雲寺登懌 竪紙

A1 陶晴賢安堵状（28号） 天文21.12. 8 陶晴賢→大応存隆 竪紙

A1 陶氏奉行人連署安堵状（29号） 4.14 江良房栄他→洞雲寺 竪紙

A1 毛利元就同隆元連署宛行状案（30号） 天文23. 5.22 毛利元就他→洞雲寺 竪紙

A1 吉川元春熊谷信直連署書状（31号） 天文23. 5.23 吉川元春他→洞雲寺 竪紙

A1 毛利隆元書状（33号） 8.11 毛利隆元→洞雲寺 竪紙

A1 新里元勝下地引渡証文（34号） 永禄11.12.13 新里元勝→棱巖寺住持宗須 竪紙

A1 毛利元就同輝元連署安堵状（35号） 元亀2. 4. 9 毛利輝元他→洞雲寺 竪紙

A1 穂田元清書状（36号） 天正 8. 2.29 穂田元清→洞雲寺梅庵賢達 竪紙

A1 毛利輝元安堵状（37号） 天正 8. 3. 6 毛利輝元→洞雲寺梅庵賢達 竪紙

A1 毛利輝元書状（38号） 3.10 毛利輝元→洞雲寺 竪紙

A1 穂田元清書状（39号） 天正 8.閏3.22 穂田元清→洞雲寺 切紙

A1 洞雲寺賢達寺領付立案（41号） 洞雲寺賢達→福原就次他

A1 毛利秀元書状（42号） 文禄元.12.18 毛利秀元 竪紙

A1 本尊點眼回向法語（43号） 竪紙

A1 洞雲寺登懌申状案（32号）

A2 〔正法眼蔵端書・奥書〕（巻1，3，4，5，6，
7，8，10，11，12，13，14，18）

永正 7. 5 金岡・昌桂

A2 国主領主判物之覚 享保 6. 4.19 継

A2 洞雲寺歴代住持過去帳 永正 2. 1.3～明治20. 8 竪冊

A2 二十三所観音像請入ニ付覚 嘉永 6 竪冊

A2 佐伯郡洞雲寺末六ケ寺々印ニ付覚 竪冊

A3 〔洞雲寺禅堂再興ニ付〕口上之覚控 卯2 洞雲寺→宮島役所 継

A3 洞雲寺結制音物等ニ付覚控 竪冊

A3 過去簿 弘化 2. 2.15 竪冊

P22
4 速谷神社文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IIIにおける文書番号

A1 大願寺所務帳（1号） 天文16.11 大願寺尊海 巻子

A1 速田社伝記 祝師久顒 竪冊

A1 平良村速田大明神御社御建立諸控 元禄11. 9 竪冊
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A1 陶晴賢奉書写 天文21.12.16 陶晴賢→奝義房 竪紙

A1 大内義隆寄進状写 天文10. 9.29 大内義隆→速谷大明神 竪紙

A1 毛利隆元書状写 6. 1 毛利隆元→棚守左近衛将監 竪紙

A1 大内義隆寄進状写 天文10. 3. 5 大内義隆→藪崎大明神 竪紙

A1 穂田元清平良荘内平楽寺領打渡坪付 天正20. 2.25 穂田元清→平楽寺 竪紙

A1 大内氏奉行人連署奉書写 天文21.12.16 江良房栄→平楽寺奝義僧 竪紙

A1 大内氏奉行人連署奉書写 3. 9 弘中正長他→棚守左近大夫 竪紙

A1 厳島社年中御供米雑掌等入目之書附 慶長 巻子

P22
6 山田家文書

A1 五龍王祭文 文明 9. 7.10 野渡路ノ与惣左衛門 巻子

A1 天刑星祭文 文明 9. 7 佐伯与惣左衛門 巻子

A1 竈神祭文 天文15.12 巻子

A2 御役儀御尋ニ付奉申上口上書附控 安政 2.11 竪冊

A2 山田家之過去控 竪冊

A2 山田家系譜 竪冊

P22
7 立善寺文書

寺家由緒

A1 当山歴代記 文化13.11 横半

A7 本末縁起　全 宝暦 4. 2～宝暦12 竪冊

A7 本願寺興正寺本来由 天明 8. 1

A7 興正寺由緒書 天明 6. 8

A7 興正寺由緒書 文化 2.冬 興正寺

三業惑乱

A2 古徳宗要記　全 寛政 9. 8.24 竪冊

A3 樹王論要略弁 竪冊

A3 ◦安心樹王論 寛政 9. 9.14

A3 ◦一心帰命要略弁 文化元. 3 芿園
A3 ◦安心発蒙 文化13. 4.14

A4 科節集　上 竪冊

A4 顕浄土真実教行証文類私記 大瀛

A5 科節集　下 竪冊

A5 ◦合科節 芿園
A26 論衡編　上 芿園 竪冊

A26 論衡編　中 芿園 竪冊

A26 論衡編　下 芿園 竪冊

A16 金剛錍附録　全 芿園（大瀛） 竪冊
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A16 金剛錍三難通釈 渧園（大瀛） 竪冊

A10 訂虚破異　全 竪冊

A11 諸表集 竪冊

A11 関東御裁許写 文化 3. 7.11

A11 官庭私記　完 享和 3. 7 竪冊

A12 官庁問対　完 文化元. 2.22～
文化元. 4. 6

竪冊

A9 芿園東都日次記　全 竪冊

A9 ◦惣国願書 享和 3. 3. 4

A9 ◦金剛錍縁起願 享和 3. 4

A9 宮内村専念寺智蔵書翰他 延享 2冬 虎洞振園 竪冊

A15 信明法主御書　全 文化 3.11・文化 5. 6. 1 本願寺本如 竪冊

A18 五種安心・芸洛傍観・自省弁・三条問難
書

竪冊

A18 ◦五種安心 道隠

A18 ◦芸洛傍観 道隠

A18 安心自督弁 寛政10. 6 興譲

A18 ◦壬戌六月就御書下問難書 享和 2. 7.晦

A17 為法対話対客茗話 文化 4. 9.14・
文化 5.10. 3

超円寺僧歓 竪冊

A17 安心四言得失弁　全 文化元.12 徳応寺智蔵 竪冊

A21 祈祷弁　全　附神棚弁 文化 8.10中旬 雲幢 竪冊

助正論争

A21 助正箋　附助正釈問 竪冊

A21 ◦助正箋 文化 5 道命

A21 ◦助正釈問 文化 2. 7 石泉（僧叡）

A24 助正釈問対弁　全 文化 3. 5 道命・道振 竪冊

A22 助正芟柞　上 文化 6 石泉（僧叡） 竪冊

A23 助正芟柞　下 文化 6 石泉（僧叡） 竪冊

A19 石泉真筆寒風夜話 石泉（僧叡） 竪冊

A19 寒風夜話 寛政 4. 5. 2 石泉（僧叡） 竪冊

A25 石泉雑録　全 文化13 石泉（僧叡） 竪冊

A25 ◦宗要試解

A25 ◦称名対賓 文化13 義海

A25 ◦助正芟柞　序分及後序 文化 6. 2.5・文化 6. 6.14
／文化 6. 6.18

石泉（僧叡）

A25 ◦答収駅問 文化13. 3

A25 ◦称名通釈 文化13. 3.19

A25 ◦答問答述意 12.24（文化13. 5.24） 義海

A25 ◦芟柞自督記

A25 ◦正信造意扁

A25 ◦経南三義扁
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A25 ◦顕行聴草

真宗教学

A19 陳善院坊主教戒
※寛延 2年11月28日写

延享 4.10 僧僕→慶徳寺内方 竪冊

A20 小児往生俚詮艸 安永 6.10.14 本了 竪冊

A3 仏身義林・略書録・浄土和讃録 竪冊

A3 ◦仏身義林 慧雲

A3 ◦浄土分類聚鈔講記　全 寛政 4. 5 慧雲

A3 ◦浄土和讃講録　全 寛政 5. 2 慧雲

A13 深諦遺稿
※文政 4年12月晦日写

慧雲

A20 護法稿　全 慧雲 竪冊

A8 何角壁訴訟　全 竪冊

A13 指要鈔思修義 僧叡（石泉） 竪冊

A23 大日経住心品文前略記 石泉 竪冊

A27 円頓章真伝決　全 石泉 竪冊

A28 円頓章随聞記　全 児溪浄眼 竪冊

A14 指要鈔講延取渧　全 児溪谷浄眼 竪冊

A6 金錍流祈願書 竪冊

A6 雑誌 竪冊

A14 五会讃随聞記 義龍 竪冊

A15 天台八教大意聞記 文化10.12. 6 天然 竪冊

P22
8 蓮教寺文書

寺家由緒・本末関係

C17 〔蓮教寺由緒ニ付〕覚〔控〕 文政 3. 1.26 蓮教寺大龍→年寄庄屋長右衛門
他

継

C17 廿日市真宗寺々覚〔写〕 延宝 2.15 蓮教寺正尊→上田弥太郎他 切紙

C17 廿日市真宗寺々覚〔写〕 寛政11. 9.12 蓮教寺正尊→牧村市郎右衛門他 切紙

C48 〔口達〕 継

C19 蓮教寺歴代由緒覚 元禄15. 2. 6 竪冊

C19 芸州佐伯郡廿日市護念山光明寺略縁起 竪紙

C19 蓮教寺跡式相談之次第 天和 3.12.21 蓮教寺旦那中→仏護寺様御内品
立寺他

一紙

C19 蓮教寺歴代由緒覚 延宝9 竪紙

C6 〔興正寺末離脱騒動記録〕 竪冊

C7 本願寺興正寺両寺ノ関係ニ付末寺返書
〔断簡〕

竪紙

C7 仏護寺・同町方直参末寺間ノ紛議ニ付訴
状

元禄15. 2 佐伯郡廿日市近在法中→平良村
割庄屋稙二

継

C16 原村甚助上平良村善兵衛引戻駈合之控 天保 9. 7 蓮教寺大潤→宗旨御用掛割庄屋
十次郎他

竪冊
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C17 〔蓮教寺旧記書出控〕 文政 2. 4.13 蓮教寺大龍→年寄庄屋長右衛門
他

継

C17 〔興正寺・本願寺不仲ノ件〕御尋ニ付差出
シ申候口上覚

寛政 3. 7 光明寺→品龍寺他 継

C18 蓮教寺大龍訴訟
※この一通は「法会御鉢米」の袋に入
る

蓮教寺大龍 竪紙

C19 蓮教寺門徒中本末口上控 蓮教寺門徒中→ 継

C19 蓮教寺光禅寺本末差縺訴状写 延宝 7.10. 8 蓮教寺→佐伯郡役所 継

C19 蓮教寺光禅寺本末差縺重訴状写 宝暦 7.10.13 蓮教寺 継

C17 〔末派目附加読役請文雛形〕 切紙

C17 〔触頭仏護寺門末紛議ニ付〕覚 午2 佐伯郡廿日市近在法中→割庄屋
稙二

継

C19 光照寺ノ我儘ニ付言上書 安永 7.10 良鎮寺了授→本願寺坊官下間少
進法眼

切紙

C5 本山表出訴控　但乱席ノ事 安楽寺法忍→仏興寺院主 竪冊

C5 御本山江御歎申上候演説覚〔写〕 文政 4. 2 竪冊

蓮教寺再建

C16 蓮教寺造建諷誦文 竪紙

C18 本堂柱替之為頼母子御免許願 嘉永 3. 8 蓮教寺大潤→宗旨御用掛割庄屋
十次郎他

継

C19 〔蓮教寺堂寄願書〕 元禄 7. 7.25 竪紙

蓮教寺大龍

C23 宝厳書翰
※蓮教寺大龍の死

12.14 宝厳→蓮教寺新発意 継

C23 〔蓮教寺新発意書翰〕
※蓮教寺大龍の死去に付謝礼

蓮教寺新発意→暁雲上座 切紙

C23 蓮教寺殿容躰書 12.15 岡田恒菴→池田源太郎 継

C23 蓮教寺殿容躰書 12.15 岡田恒菴→池田源太郎 切紙

願書

C7 蓮教寺大龍願上書
※肥前国の光教寺慈忍らが修行のため
逗留する

文化元.10.17 蓮教寺大龍→廿日市役人 切紙

C7 蓮教寺大龍願書　付光禅寺副状
※村方追放者立意兄弟の処分

天保10. 9 蓮教寺大龍→光善寺，光善寺→
新保彦兵衛他

竪冊

C16 専光寺貫錬口上覚 天保 9. 9 専光寺貫錬→本山奉行他 竪冊

C16 〔御歎口上之覚〕 切紙

C16 〔筑前国光円寺弟子大蔵逗留願〕 寛政12. 8 切紙

C7 賀茂郡広村百姓作衛門二男松次郎出家免
許状

亥7 松尾平馬他→広村庄屋千兵衛他 切紙

C16 〔蓮教寺寺内僧悴立意ノ所行ニ付覚〕 文政 5頃 竪冊

C17 〔広村百姓作左衛門二男松次郎出家届免
許状写〕

亥7 松尾平馬他→広村庄屋千兵衛他 継

C17 願泉寺昌道依頼状
※弟子龍言の引受依頼

天保 7. 8.29 願泉寺昌道→蓮教寺 切紙

三業惑乱（新義方）

C2 鶴殿演説記 寛政10. 8 竪冊

443



廿日市市／蓮教寺文書（P22�8） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

C3 閲閣対話并法話聞書　全 寛政10. 5. 7 竪冊

C3 能化浄教寺智洞ノ丁已歳夏安居学林講釈
ニ対スル問難ノ書

寛政10. 8.27 （浪華）善行寺正運 竪冊

C3 〔能化浄教寺智洞〕演説略記 享和元. 6.16 竪冊

C3 勝教寺僧聴へ申渡ス四失 浄教寺智洞 竪冊

C3 浄教寺智洞示門弟中安心自督六條ノ中
〔抄〕

竪冊

C3 御能化学林ニオイテ演説 〔浄教寺智洞〕 竪冊

C3 十八願成就文聴記 寛政10夏 魚染 竪冊

C3 下間御口達披露智洞能化説筆記 竪冊

C14 〔浄教寺智洞ノ新義非法ニ付〕口上覚写 享和 3. 4 諸国同志法中・門徒中 切紙

C15 〔在郷古義方書翰〕 4. 6 継

C15 宗意惑乱ニ付口上覚写 亥4 諸国〔古義方〕同志法中他 切紙

C15 学林ノ宗意違反ニ付口上覚并約定写 切紙

C16 〔横超直道金剛錍絶板願ニ付〕奉願上覚 竪紙

三業惑乱（安芸・備後）

C1 学林看護真空書翰
※芸備両国所化ノ不審書ニ付返書

寛政10. 9.21 看護所真空→芸備﨟上衆中 巻子

C1 金剛錍流布ニ付覚 寛政10. 3～享和 3. 2 巻子

C1 蓮教寺大龍書翰〔控〕
※能化智洞ノ侍者普済朱書写ノ副状

蓮教寺大龍→（常陸国）無量寿
寺

巻子

C1 能化智洞侍者普済朱書 寛政 9.11. 2 普済・道岳（大瀛）→恵遠（大
龍）

巻子

C1 大瀛書翰〔控〕
※能化浄教寺智洞の邪正を訴える

寛政11 巻子

C1 東都居家和南書翰
※三業惑乱の出訴

教和 3 巻子

C1 大瀛送辞 文化元. 5 大龍 巻子

C2 横超直道金剛錍〔抄〕 寛政12. 3 大瀛 刊

C4 十五日講自督講御書弐通 寛政 4.閏2.27／
寛政 3.11.29

竪冊

C4 金剛錍批判へノ答書 享和 3.閏1.26 寂忍 竪冊

C4 自督安心書　控 享和 3. 8 廓亮（大瀛） 竪冊

C4 自督安心書　控 享和 3. 8 廓亮（大瀛） 竪冊

C5 大瀛師京都町御奉行御召登宗意御問答尋
記録抜苹

享和 3 竪冊

C5 大行寺弘道心得所〔写〕 享和 3 竪冊

C5 三業惑乱騒動ニ付諸国古義方願書等写 享和 3 竪冊

C5 諸表集 享和 3 竪紙

C6 本願寺宗意惑乱ニ付寺社奉行裁許状 文化 3. 7 寺社奉行脇坂中務大夫→本願寺
末寺門徒中

竪冊

C6 病中容躰没後記 文化元 竪冊

C7 蓮教寺大龍京都逗留日延願控集 天保 6. 7～12 蓮教寺大龍→京都町奉行所 竪冊

C7 能化智洞侍者済朱書 寛政 9.11. 2 普済・道岳（大瀛）→恵遠（大
龍）

継
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C7 勝円寺廓亮書翰写 9.13 勝円寺廓亮→片山千太郎 竪冊

C8 護法一件記録 寛政11. 7以降 竪冊

C8 略記録（龍原山知事所記録） 寛政11. 4 龍原山（仏護寺）執事所 竪冊

C8 三業安心惑乱記 専念寺道岳 竪冊

C10 申二月指出願書写し 寛政12. 2 竪冊

C11 甲子夏諦忍書上 文化元. 4 諦忍 竪冊

C11 甲子夏安心書上 文化元初夏 諦忍 竪冊

C11 真宗論信本　全 廓源 竪冊

C12 正信念仏偈報恩記　上・下 道振 竪冊

C12 十不二門指要鈔随聞記 文政 7. 1 物外 竪冊

C13 〔金剛錍批判答釈〕 享和 3. 1.26 寂忍 竪冊

C13 諸表集 竪冊

C14 学林看護所真空書翰写 11.23 真空→芸備両国臈上惣代玉振・
大龍

切紙

C14 能化浄教寺智洞ノ新義弘通ニ付口上覚 継

C14 能化浄教寺智洞以下ノ進義方仕置ニ付口
上覚案写

在京諸国〔古義方〕惣代→仏護
寺輪番

継

C14 備後福山法中書翰写 4. 7 備後福山法中→仏護寺護証輪番 継

C14 普厳道岳連署書翰写 8.29 普厳・道岳→蓮教寺他 継

C14 学林問尋書控 寛政10. 5.29 僧歓他→学林知事役所 切紙

C15 恵歓書翰 4. 2 恵歓→備後惣法中・惣同行中 折紙

C15 龍原山看護所帳之内　皆遵守臈満掛合一
件

皆遵←→大瀛 竪冊

C16 三業ニ関スル件　書類　雑（23） 袋

C16 自督安心之事 天保 6. 2 真巧寺次弟愚海 竪紙

C16 蓮教寺大龍書翰案文 蓮教寺大龍→光明寺 折紙

C16 三業惑乱に関する重要書類（22）　雑 袋

C16 〔宗意惑乱ノ上京一件〕就御尋申上候口
演之覚

寅7. 7 切紙

C18 安芸廓亮師塔碑銘 文化 5.閏6 前田知雄他

三業惑乱（美濃・豊前他）

C3 亥四月廿一日美濃露遵公駈合之記〔写〕 竪冊

C4 濃州法中一国三領之同志御使僧西光寺殿
江願出所々願書写し

享和 3.10 竪冊

C14 美濃国〔古義方〕惣代書翰写 4. 4 美濃国〔古義方〕惣代→深朗首
座他

継

C16 某書翰〔断簡〕
※美濃国村々で西本願寺派の僧侶宗意
論争を行う

享和 2頃 切紙

C15 大千・深朗連署書翰写 5. 4 大千・深朗→道振・大龍 継

C7 豊前国小倉法中異解破斥願写 寛政11. 4 竪冊

C7 豊前国小倉中津両臈上異安心ニ付願書 両豊臈上→能化浄教寺智洞直弟 竪冊

C14 恵海臈後書翰返書写 4.18 豊前法中→長浄寺他 継

C14 豊前臈上中書翰 豊前臈上中→芸備諸臈上 継
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C14 豊前臈上書翰 3.23 豊前臈上→芸備諸臈上 継

C14 豊前臈上書翰写 4.29 豊前臈上→芸備臈上 継

C14 豊前臈上書翰写 5.12 豊前臈上→芸備臈上衆中 継

C15 豊前臈上書翰 4.18 豊前臈上→芸備諸臈上 切紙

C10 宗意安心心得違ニ付取調記録 安政 4 竪冊

宗意裁断書・教諭書

C4 越後国御門末江賜フ寂如上人御書 竪冊

C4 信明院殿御書 文政 9.10.27以降 本如 竪冊

C6 宗意惑乱判断 文化 3. 7.11 竪冊

C6 御裁断書　御教諭御書〔写〕
※天保 6年3月写

文化 3.11 本如→本願寺末寺惣坊主・惣門
徒

竪冊

C10 宗意安心異論ニ付判断願〔写〕　付浄蓮
寺書翰

寛政12.11 惣法中→仏護寺看護浄蓮寺→品
龍寺・浄満寺

竪冊

C13 本願寺本如三業惑乱裁断書等副状写 8.13 本願寺役人→安芸国惣末寺衆
中・同惣門徒衆中

切紙

C13 本願寺本如直命書写 切紙

C13 三業惑乱事件処罰者名等覚写 切紙

C14 宗意惑乱ノ門跡教諭ニ付風評覚 継

C14 〔宗意惑乱ニ付本願寺達〕写 享和 3. 4 下間少進法印→蓮教寺 切紙

C14 宗意惑乱処分帳写 文化 3. 7.20 円覚寺 継

C14 宗意惑乱ニ付裁断口上覚 継

C15 宗意惑乱ニ付教諭書〔断簡〕 切紙

C17 〔教諭書写〕 甲寅8 継

C17 御直命御趣意書 継

C17 〔本願寺広如消息写〕 明治 4. 1下旬 継

C18 宗意御裁断申明書写 文化 3.11 本願寺本如→ 切紙

C18 本願寺本如消息写 文化 3.11. 5 本願寺本如→惣坊主中・惣門徒
中

切紙

観経述義開板

C7 蓮教寺後住書翰草案 天保 7頃 蓮教寺後住→ 継

C14 横超直道金剛錍并観経述義ノ本山献上ニ
付覚

切紙

C14 道岳書翰写 12.12 道学→寂静寺（道振） 継

C15 大行房書翰写 8.10 大行房→大龍 切紙

C15 東光寺桑梁書翰写 閏10 東光寺桑梁→道振他 竪紙

C15 東光寺桑梁書翰 11. 1 東光寺桑梁→慈恩他 切紙

C18 観経述義上木就御免御冥加上納壱巻 文化13.12 蓮教寺大龍 横長

C18 東光寺桑梁返書 文化14. 1. 8 東光寺桑梁→蓮教寺大龍 切紙

C18 光林寺能成観経述義等受領返書 11. 1 東光寺能成→離芿園社中 切紙

C18 熊崎縫殿挨拶金受領返書 文化14. 1. 8 切紙

C18 観経述義開板免許状写 文化13. 7 本山御蔵板掛→永田調兵衛 切紙

C18 永田調兵衛返書
※旦那等の上京の世話を約束する

5.16 永田調兵衛→蓮教寺 切紙
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C18 道振書翰写
※観経述義上木の入用金につき協力を
依頼する

9.11 道振→普厳他 切紙

C18 観経述義上木入目覚 1.23 永田調兵衛→東光寺 切紙

C18 永田調兵衛書翰
※観経述義の板木に関する返事

4. 4 永田調兵衛→蓮教寺 切紙

C18 卜部武兵衛金子預リ証 文政 8. 8 卜部武兵衛→法承寺 継

真実院遺書

C2 真実院遺書之義ニ付坂西林寺江相答候処
之返書控

天保 7. 1.15 蓮教寺大龍→西林寺他 竪冊

C6 金剛輪宝摧破録 蓮教寺大龍 竪冊

C9 天保六乙未仲夏内願記録控 蓮教寺大龍 竪冊

C14 坂西林寺隠居普厳書翰
※真実院大瀛の書籍を一所に集める

7. 7 普厳→大龍 継

C14 坂西林寺隠居普厳書翰 閏9.20 普厳→大龍 継

C15 〔真実院遺書本山上納ニ付一件〕 天保 7. 1.15 竪冊

助正論争

C5 芟柞大意問答 竪冊

官途免許

C1 宗意惑乱ノ勲功ニ付口上覚写
※三業惑乱騒動の折りの大龍の働きに
付本願寺への返書

天保 6. 9 （蓮教寺大龍→本願寺役所 竪紙

C1 宗意惑乱ノ勲功ニ付口上覚
※三郷惑乱騒動の折りの大龍の働きに
付本願寺への返書

天保 6.11 蓮教寺大龍→〔本願寺〕役所 竪冊

C1 拝官御請御猶豫之儀御本山并御使僧妙順
寺殿江指出願書控

天保14. 6 蓮教寺大潤→本願寺役人・妙順
寺

竪冊

C1 宗意惑乱ノ勲功ニ付口上覚写 天保 6. 5 蓮教寺大龍→品龍寺他 竪冊

C7 大龍師記録 天保 6. 5 蓮教寺大龍→本願寺役所 竪冊

C7 蓮教寺大龍上申書〔写〕
※三業惑乱騒動の折りの大龍の働きに
付本願寺への返書

天保 6. 5 蓮教寺大龍→本願寺役所 竪冊

C7 慈恩山大龍三業之事件ニ付本山へノ願書
控

天保 6. 5 蓮教寺大龍→本願寺役所 竪冊

C7 宗意惑乱ノ勲功ニ付口上覚写
※三業惑乱騒動の大龍の勲功と褒賞

天保 6.11～12 蓮教寺大龍→本願寺役所 竪紙

C7 蓮教寺大龍書翰控
※三業惑乱騒動の折りの勲功に付，興
正寺に飛檐・餘間二官の拝官を申請

天保 6.12 蓮教寺大龍→興正寺役人 竪冊

C15 〔拝官猶予之儀ニ付口上覚案〕 天保14. 6 蓮教寺大潤→本願寺役人妙順寺 竪冊

C15 仏護寺書翰写
※宗意惑乱の折りの大龍の勲功副状

6 仏護寺→本山重役 折紙

C15 〔永代余間免許ニ付〕口演覚写 未7.13 光明寺→下間刑部卿 折紙

C15 〔永代飛檐・余間免許ニ付〕口上覚写 大龍 切紙

C15 〔本山官途免許状写〕〔断簡〕 5.24 下間大進法印→仏護寺 竪紙

C16 〔蓮教寺大龍永代余間免許〕奉願上候口
演之覚

長州光明寺→下間刑部卿 折紙
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講中

C17 〔講加入ニ付達〕 巳3.29 本山役者西福寺→芸州十四日講
法中・門徒中

切紙

C7 芸州十四日講再興願 文化10. 6 蓮教寺大龍→本山御用番役所 継

神棚降

C2 京都光隆寺智空口書写 宝暦 5. 2 竪冊

C9 記録　御触書之写帳 慶長18. 5～寛政12. 6 竪冊

C19 神官矢野大倉等ノ真宗破斥ニ付嘆願書 文化 8. 6 常念寺・蓮教寺他→品龍寺・浄
満寺・実相寺

継

C6 摂州乗雲歓化ニ付報専坊恵雲師 申上候
書記覚〔写〕

文化 7. 9.晦 報専坊恵雲 竪冊

本山冥加金

C2 御公儀御代替ニ付諸末寺 御本山江差上
申候血誓文并門徒請書一札之控

天明 8 竪冊

C17 御印書　芸州廿日市蓮教寺 袋

C17 ◦懇志請取状
※代5貫60文

寅7.12 本願寺門跡→廿日市法中・同行
中

竪紙

C17 ◦懇志請取状
※代360文

寅7.12 本願寺門跡→佐方村3人 竪紙

C17 〔御影堂修覆ニ付懇志依頼状〕 午4 切紙

C18 自剃御冥迦銀上納之義ニ付御請一札之事
写

文化14. 9 沼田郡正善寺他→本山御使植田
与左衛門

継

C19 佐伯・山県両郡本山返納銀口上覚写 文政 3. 6.27 正順寺→本山用掛上田与左衛門 継

C19 佐伯・山県両郡本山返納銀口上覚写 文政 3. 6.27 了円→京都役所 継

C19 佐伯・山県両郡本山返納銀口上覚 文政 3. 8 徳正寺・蓮教寺→佐伯・山県両
郡役所

継

C17 〔懇志上納ノ儀ニ付達〕 巳12 下間少進法印他→蓮教寺

C17 〔血誓上京ノ儀違犯ニ付達〕 1 沖野丈介他→蓮教寺 切紙

C16 蓮教寺大龍歎書控
※二代目安堵の冥加金

天保 6.10 折紙

C16 非常用金算用覚 元禄 6 切紙

C16 池永外記返書
※光乗寺玉静の副書の差出し

8.13 池永三裕→蓮教寺 切紙

C16 上田登里ニ付元利算用書類并歎書草案　
当寺仕方書類

袋

C16 蓮教寺某訴状案
※蓮教寺先住大龍拝官冥加金

折紙

C16 算用状 折紙

C16 非常用金算用覚 元禄 6 切紙

C16 算用覚 卯12 水口行八→蓮教寺 切紙

C16 算用覚 卯12.14 某→蓮教寺 切紙

C19 蓮教寺法物ノ裏書ニ付上申書 延宝 6. 2.28 蓮教寺祐戒→下間式部卿 竪紙

C17 書状　重要書類

C17 ◦〔公儀代替ニ付上京血誓ノ達〕 酉11 沖野丈介他→蓮教寺 切紙

C17 ◦〔公儀代替血誓ノ帖落寺ニ付〕口上覚 午5 光禅寺覚幢 折紙

C17 ◦〔原立善寺人別帖ニ付口上覚〕 5. 4 蓮教寺→原村庄屋伝三郎他 切紙
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C17 ◦〔寺院血誓之帖落寺ニ付〕口上覚草案 切紙

C17 ◦〔寺院出家山伏之人別ニ付〕触書 酉12～戌2.25 折紙

C17 ◦〔公儀代替上京血誓ニ付触書〕 酉11 佐伯郡役所・割庄屋 切紙

C17 ◦〔真宗東西両派ノ血誓ニ付達〕 切紙

C17 ◦〔廿日市蓮教寺上寺冥加銀定〕 天保 6.11 上田左冨太 切紙

C17 ◦〔山県佐伯両郡卯年返納銀請取〕覚 文政 3. 6.30 上田与左衛門→円立寺・蓮教寺・
徳正寺

切紙

改宗・宗門改

C18 庄八郎改宗ニ付覚 竪冊

C16 〔岩国善福寺他転派ニ関スル書翰写〕 天保10.11. 6以前 竪冊

C19 就三国屋庄松改宗申立往復記録 文化 4 竪冊

C16 〔切支丹吟味〕達書 下間少進法眼他→ 切紙

倹約令

C13 京都西役所与力前田広蔵判解趣意状々 天保13. 3.16 竪冊

C13 倹約御触書 天保 9.12 竪冊

C18 倹約御触書 天保 9.12 竪冊

医術

C23 阿蘭名医志伊慕黎伝方 横半

C23 嶋行仮控 天保 4. 1下旬 蓮教寺大龍 横半

C23 新宮治痢則　全
※弘化 3年8月14日写

新宮碩涼庭 竪冊

その他

C1 瑞華寂忍僧衆教諭 享和 2冬 巻子

C1 三昧耶偈 巻子

C4 〔乍恐竊ニ愚案申上候〕 3. 3 寂忍→道座 竪冊

C4 利益讃提要録　全 文政12. 6.14 竪冊

C5 安心答問 文化 9 竪冊

C7 教部省ヱ伺書写　御直諭書 明治 8. 6 黙雷→教部省 竪冊

C8 就宗名論従当宗諸山願書 竪冊

C9 行巻両重因縁記 安政 3.10 楞厳 竪冊

C10 龍谷聖廟繢彝 竺道宣大 刊

C10 和讃手爾波筆記 （予州）克譲 竪冊

C14 〔本願寺学林役所書状預り〕覚 未5.16 学林役所→真潤上座 竪紙

C15 聞信宗決ノ教諭覚 切紙

C15 三業タノミニ付覚 4. 5 切紙

C16 仏護寺殿使僧御代香浄宝寺　徳山御領主
勤日記

文政11. 4.23 竪冊

C16 某書翰写
※一向専修の宗風に対する違乱

竪冊

C16 某願書案 某→下間少進法印 切紙

C17 〔河之原医師元昌跡目ニ付覚〕 切紙

C18 中川氏就葬式駈合記録 文化10. 4.10 蓮教寺大龍 竪冊
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C13 中川氏就葬式駈合記録 文化10. 4.10 蓮教寺大龍 竪冊

C18 大日経具縁品　第一巻十四張左　偈 竪紙

C18 〔寺院ノ書附書札礼覚〕 竪冊

C19 布教教範釈義 竪冊

C22 〔雅俗要文〕 横半

書翰

C20 〔本願寺書翰集〕 竪冊

C16 蓮教寺大龍書翰案文 蓮教寺大龍→御用番下間少進法
印

折紙

C17 蓮教寺書翰
※光明寺妹の縁談

1.14 蓮教寺→□屋恵助 切紙

C14 西林寺普厳書翰 2. 9 普厳→蓮教寺隠居 切紙

C15 西林寺普厳書翰 1. 3 普厳→隠蓮教寺（大龍） 切紙

C15 西林寺普厳書翰 普厳→大龍 切紙

C15 西林寺普厳書翰 2.16 普厳→隠蓮教寺（大龍） 切紙

C15 浄眼書翰 6.15 浄眼→蓮教寺 切紙

C14 両忌書翰 両忌→大龍 継

C15 両忌書翰 6. 1 両忌→大龍 切紙

C15 両忌書翰 5.19 両忌→前蓮教寺 切紙

C15 両忌書翰 7.20 両忌→蓮教寺大龍 切紙

C15 両忌書翰 11.12 両忌→蓮教寺大龍 切紙

C15 道振書翰 5.13 道振→蓮教寺他 折紙

C7 某書翰控〔断簡〕
※光明寺妹の婚儀に付相談

継

C15 深朗書翰 1.29 深朗→大龍 切紙

C13 専念寺書翰 専念寺→前蓮教寺 切紙

C13 某書翰 12.14 某→蓮教寺 切紙

C13 治張書翰 10.12 治張→大龍 切紙

C13 光明寺書翰 5.13 光明寺→前蓮教寺 切紙

C13 雪振書翰 9.19 雪振→蓮教寺 切紙

C18 某清兵衛書翰 文政元. 6.14 清兵衛→蓮教寺大龍 切紙

C14 光宗寺書翰写 8. 9 宗明寺→前蓮教寺 切紙

C14 浄念寺玉僧書翰 5. 7 浄念寺玉僧→蓮教寺 切紙

C14 西向寺書翰追而書 5. 7 西向寺→蓮教寺 切紙

C14 永照寺西現書翰 1.24 永照寺西現→ 切紙

C14 竹々林庵書翰 5.17 竹々林庵→蓮教寺 切紙

C14 鳳潤書翰 5.17 鳳潤（京六条）→南洞縁満他 継

C14 正琳寺書翰 6.27 正琳寺→前蓮教寺 切紙

C14 円議書翰 4.13 円議→光尊師 切紙

C14 太安書翰 2.28 太安→隠蓮教寺 切紙

C14 宇野玄蕃頭晒首ニ付覚 切紙
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C14 □雲書翰 1.29 □雲→蓮教寺 切紙

C14 某書翰追而書 切紙

C14 維綱書翰写 4. 2 維綱→深朗他 切紙

C15 普忍・僧斐連署書翰 4.18 普忍・僧斐→大瀛侍者 切紙

C15 下間少進法印書翰写 4 下間少進法印→某 切紙

C15 古江ノ某書翰 11.18 某→蓮教寺 切紙

C15 諦観・普厳連署書翰写 3. 3 諦観・普厳→芿園留守居 切紙

C15 芿園輪番書翰写 3. 3 芿園輪番→蓮教寺 切紙

C15 道振書翰 10.24 道振→蓮教寺 切紙

C15 祐永書翰写 5.10 祐永→蓮教寺 折紙

C15 某書翰 切紙

C15 某書翰 11 折紙

C15 古江ノ某書翰 9.17 某→蓮教寺 切紙

C16 徳平書翰 3.18 徳平→蓮教寺 切紙

C16 某隠居書翰 11. 4 某隠居→蓮教寺 切紙

C16 某書翰草案 折紙

C16 某書翰 未6 切紙

C16 某書翰〔断簡〕 切紙

C16 某書翰 切紙

C16 蓮教寺隠居書翰案文 12.12 蓮教寺隠居→割庄屋甚助他 切紙

C16 某書翰 切紙

C16 某書翰案文 折紙

C16 某書翰案文 切紙

C16 蓮教寺隠居書翰案文 12.11 蓮教寺隠居→甚助他 切紙

C16 某書翰案文 享和 切紙

C16 万馬屋幸助書翰〔断簡〕 晦 万馬屋幸助→蓮教寺 切紙

C16 某書翰 申5 切紙

C16 某書翰 戌10 継

C18 大恵和尚書翰写 大恵→同母 継

C18 往来手形 天保 8. 2 二条氏 竪紙

C18 本寂消息写 本寂→安芸国法中衆中 竪紙

C18 某書翰 1. 4 某→春城上人 折紙

C18 某書翰 2.23 継

C18 僧鎧書翰 8.21 僧鎧→蓮教寺隠居 切紙

C23 某書翰 10.29 某→大泉 切紙

C23 光源寺道英書翰 6. 2 光源寺道英→蓮教寺 切紙

C23 某書翰 10.13 某→大泉 切紙

C23 某書翰 切紙

C23 某書翰 9.16 切紙

C23 某書翰 11. 7 切紙
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C23 某書翰 10.22 某→おりせ 切紙

C23 某書翰 亥2 切紙

C23 塩屋藤助書翰 10. 5 塩屋藤助→蓮教寺 切紙

C23 塩屋藤助書翰 11.17 塩屋藤助→蓮教寺 切紙

詩歌

C1 詩歌（13題） 巻子

C1 詩歌（10題） 巻子

C1 詩歌（12題） 巻子

C1 詩歌（2題） 巻子

C7 詩文写（3題） 継

C7 詩歌（8題） 継

C9 大龍老翁歌筆控 竪冊

C17 黄党書 袋

C17 春草池塘緑桜花雑説扣 切紙

C20 蝴蝶園歌集 竪冊

C20 雨夜友 竪冊

C20 宗像和歌集 竪冊

C21 奉納和歌百首 竪冊

C21 詠草集 弘化 4. 3 谷口知秀他 竪冊

C21 詠草　二 弘化 4～嘉永元 円乗庵慈均他 竪冊

C21 履善師狂詩 竪冊

C21 獣歌合 文化14. 9 藤光堂主 竪冊

C21 〔歌集〕 宝暦 3～5 竪冊

C22 草庵両吟百首和歌 文化13 竪冊
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安芸郡

《府中町》

P13
1 府中町歴史民俗資料館所蔵文書

–1 多家神社文書
–2 山田家文書
–3 竜仙寺文書

P13
1–1 多家神社文書

A1 国郡志御編集ニ付下しらへ書出し帖安芸
郡府中村
※明治42年写

文化12. 7 竪冊

A1 安芸郡府中村寺社堂古寺跡書出帳 正徳 2. 4・享保 4. 7・
文化 2. 3

竪冊

A1 当浅野但馬守様厳島社御判物之写 元和 5. 9 庁行司飯田直馬写 竪冊

A1 大己邦教書 竪冊

A1 位階奉願口上書 宝暦 2.10 大呑治部 竪冊

A1 惣社八幡差縺覚 安永 7 竪冊

A2 午年追願書 竪冊

A2 惣社旧記　二 天明 4. 2 竪冊

A2 田所社家旧記 竪冊

A2 国府惣社大明神御神名秘巻　埃宮 文政 4. 6. 5 神主大己官太夫 竪冊

A2 〔惣社々務職相続仕候事〕 明治 7. 8 大呑鈴男→浅野孫夫 竪冊

A2 〔惣社由来記〕 竪冊

A2 諭
※埃宮惣社由来

神祇大常伯家学頭源顕胤 一紙

P13
1–2 山田家文書

A1 参考トスヘキ年中行事 明治32～33 竪冊

A1 安芸郡会々議規則・同傍聴人取締規則 刊

A1 仁保島村海面訴訟一件 明治24.10 竪冊

A1 口伝〔松崎八幡別宮家系 大正14. 8 竪冊

A2 明治三十七年日露事件ニ関スル雑記　山
田

竪冊
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P13
1–3 竜仙寺文書

A1 襖文書　竜仙寺廃屋分

P13
2 マツダ株式会社所蔵文書

B1 洋光　89・98・115号〔抄〕 昭和34. 8.1～
昭和36.10. 5

東洋工業株式会社 刊

C1 〔東洋コルク工業〕営業報告書　第1期～
第15回

大正 9～昭和 2 東洋コルク工業株式会社 刊

C1～4 〔東洋工業〕営業報告書　第16回～第53
回

昭和 2～21 東洋工業株式会社 刊

P13
5 田所家文書

A1 田所文書　巻1
※安芸国衙領注進状

13世紀前半 巻子

A1 田所文書　巻2
※田所譲状

正応 2. 1.23 沙弥某 巻子

A1 田所文書　巻1裏花押 巻子

《海田町》

P14
1 海田町教育委員会所蔵文書

A1・2 郡方諸御用跡扣 寛政 6 割庄屋清左衛門 竪冊

A3・4 郡方諸御用跡扣 寛政 8 割庄屋清左衛門 竪冊

A5・6 郡方諸御用跡扣 寛政13 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A7・8 郡方諸御用跡扣 文政 2 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A9・10 郡方諸御用跡扣 文政 7 割庄屋中野村清左衛門 竪冊

A11 郡方諸御用跡控 嘉永元.12～嘉永 2. 1 竪冊

A12～14 郡方諸御用跡控 嘉永 7 割庄屋野間太兵衛 竪冊

A15・16 郡方諸御用跡扣 安政 2・安政 4.閏5 竪冊

A17 毛利家数度軍功抜写
※文化 7年写本

竪冊

A17 福嶋記　全 竪冊

P14
2 木村家文書

A1 武田元信感状 9.21 武田元信→木村大炊助 巻子

A1 武田元信袖判安堵状 明応 4. 8. 5 武田元信→木村大炊助国弘 巻子

A1 武田元信感状写 5.28 武田元信→木村五郎左衛門 額
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A1 某安堵状写 正永18. 6.28 額

P14
4 堂免家文書

安芸郡奥海田村で給庄屋を勤めた堂免家に伝来した文書

C1 鎮守堂免写記録 安政 7. 3. 一紙

C1 〔年貢皆済〕覚　安芸郡奥海田町 文政 2.12. 明石東太郎内田部茂右衛門→給
庄屋孫市

一紙

C1 〔年貢皆済〕覚 文化 2.12.28 明石虎次郎内田部茂兵衛→安芸
郡奥海田村給庄屋孫市

一紙

C1 定〔植田小三郎給人法〕 嘉永 4. 9. 植田小三郎→奥海田給庄屋孫市 一紙

C1 定〔植田小三郎給人法〕 弘化 3. 5. 植田小三郎→奥海田給庄屋伝兵
衛

一紙

C1 〔植田小三郎給人法〕 嘉永 4. 9. 植田小三郎内田中清右衛門→奥
海田給庄屋孫市

一紙

C1 〔植田小三郎給人法〕 弘化 3. 5. 植田小三郎内田中清右衛門→奥
海田給庄屋伝兵衛

一紙

C1 午高寄（他綴） （弘化 3）. 綴

C1 未高寄（他綴） （弘化 4）. 綴

C1 申高寄（他綴） （嘉永元）. 綴

C1 酉高寄（他綴） （嘉永 2）. 綴

C1 丑年高寄（他綴） （嘉永 6）. 綴

C1 巳年高寄（他綴） （安政 4）. 綴

C1 子年高寄（他綴） （元治元）. 綴

C2 御年貢米下札覚 弘化 3.11. 堂免伝兵衛 横半

C2 御年貢米下札控帖 弘化 4. 8. 横半

C2 上田様御年貢米下札控帖 嘉永 2.11. 横半

C2 当御免割人別下札扣 嘉永 3.11. 給与頭伝兵衛 横長

C2 当御免割人別下札 　孫市組 嘉永 7.11. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札 　孫市組 安政 3. 8. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札 　孫市組 安政 4. 8. 横長

C2 当御免割人別控帳　孫市組 安政 6. 8. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札控　孫市組 文久元. 8. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札控　孫市組 文久 3. 8. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札控　孫市組 元治元. 8. 横長

C2 植田清人様御分当御免割人別下札控　孫
市組

慶応元.11. 横長

C2 植田様御分当御免割人別下札控　孫市組 慶応 3. 8. 横長

C2 御年貢米受取通ひ 弘化 4. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋伝兵衛

横長

C2 御年貢米受取通ひ 嘉永元. 9. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋伝兵衛

横長
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C2 御年貢米受取通 嘉永 2. 8. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋伝兵衛

横長

C2 御年貢米受取通ひ 嘉永 3. 9. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋伝兵衛

横長

C2 御年貢米受取通ひ 安政 3. 9. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋孫市

横長

C2 御年貢米受取通ひ 安政 4. 9. 上田小三郎内田中清右衛門→奥
海田村給庄屋孫市

横長

C2 御年貢米受取通ひ 安政 5. 9. 上田小三郎内田中省右衛門→奥
海田村給庄屋孫市

横長

C2 御年貢米請取帖 文久元. 田中省右衛門→奥海田村給与頭
孫市

綴

C2 村方水役送番賃米　孫市組 （慶応元）.12. 用場→給与頭孫市 横長

C2 御年貢米請取通ひ
※以上1冊1綴合綴

慶応元. 9. 田中省右衛門→奥海田村給庄屋
孫市

綴

C3 御年貢米納り通ひ 嘉永 3.～明治元 　→給与頭伝兵衛・孫市 綴

C3 御年貢米納通ひ 戌. 8. 所蔵→給与頭伝兵衛 綴

C3 御年貢米納通ひ〔他綴〕 （嘉永 4）. 綴

C3 御年貢米納通ひ〔他綴〕 （安政 2）. 綴

C3 御年貢米納通ひ （安政 3）. 8. 所蔵→給与頭孫市 綴

C4 御年貢米人別通ひ覚帖　給与頭伝兵衛組 弘化 3. 8. 横長

C4 御年貢米人別通控帖　給与頭伝兵衛組 弘化 4. 8. 横長

C4 植田様御年貢米人別通扣 嘉永元. 8. 給与頭伝兵衛 横長

C4 植田様御年貢米人別通控帖 嘉永 2.11. 給組頭伝兵衛 横長

C4 御年貢米人別通扣　伝兵衛組 嘉永 3. 8. 横長

C4 御年貢米人別通 　孫市組 嘉永 7. 8. 横長

C4 植田様御分御年貢米人別通 　孫市組 安政 3. 8. 横長

C4 植田様御分御年貢米人別通 　孫市組 安政 4. 8. 横長

C4 植田様御分御年貢米人別通 　孫市組 文久元. 8. 横長

C5 植田様□□御年貢米人別通 　孫市組 文久 3. 8. 横長

C5 植田様御分御年貢米人別通ひ控　孫市組 元治元. 8. 横長

C5 御年貢米人別通控　孫市組 慶応元. 8. 横長

C5 植田清人様御分御年貢米人別通控　孫市
組

慶応 3. 8. 横長

C5 植田様清人様御分御年貢米人別通ひ控　
孫市組

明治元. 8. 横長

C6 馬高寄覚帳 弘化 3. 8. 横半

C6 御年貢米下札〔他綴〕 天保15. 綴

C6 植田小三郎様御分年分組之内諸入役米銀
小帖　孫市組

弘化 3.11.～
（明治元.12.）

横長

C6 植田様御屋鋪前年りんじ物帳
※以上2冊合綴

嘉永 4. 1. 8 横長

C6 麦田井手番水 安政 4. 6.15 横長

C6 刈谷池土手普請并二内堀田長方出格人別
帳
※以上2冊合綴

明治11. 4. 1 横長
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《熊野町》

P15
2 佐々木家文書

安芸国安南郡栃原村で庄屋を勤めた佐々木家に伝来した文書

A1 安芸国安南栃原村地詰帳写 正保 3. 2.21 武井十左衛門他 竪冊

A1 百姓特牛馬之儀ニ付御示シ御触書控　安
芸郡熊野村

天保12.11. 安芸郡番組→割庄屋清水利兵衛
他

竪冊

A1 郡方諸役口上書控 卯. 3. 栃原村庄屋豊三郎 竪冊

A1 覚〔郡中工事出入吟味諸入用につき〕 巳.11. 竪冊

A1 郡方附御役人様御役録 嘉永 4. 7. →芸州広島中本屋豊三郎 横長

A2 〔宇和島町奉行墨筆商売免許状〕 安政 3. 4. 7 一紙

A2 〔熊野村差出帳〕 宝永 6. 8. 庄屋新右衛門他→笹原源五右衛
門他

竪冊

A2 安芸郡熊野村指出帳 延享 2. 4.19 庄屋新右衛門他→安芸郡役所 横長

A2 安芸郡熊野村指出帖 明和 2. 9. 庄屋作十郎他 横長

A2 当村諸色書出し帳　安芸郡栃原村 明治 3. 2. 庄屋豊三郎他→割庄屋頭取久枝
与三兵衛他

竪冊

A2 覚〔板材木御切代銀につき〕 竪冊

A2 文化十三年従公儀被仰出候徒党強訴御法
度御触書写

文化13. 9. 1 安芸郡役所→割庄屋清左衛門他
→郡中村々役人中

竪冊

A2 一代筆記　前後書副 （安政 5.12.） 松葉軒寿梢 竪冊

A2 百姓共他出往来手形控　熊野村 弘化 2～4 竪冊

A2 起業公債加入人別帳 明治11. 7. 萩原募集掛中井久兵衛 竪冊

C1 安芸郡村々御山所之内苗物植場所見積り
帖ひかへ

文政13. 9. 山目付祖平次他 竪冊

C1 地権証書換願模形 （明治12）. 佐々木豊三郎 竪冊

C1 村用諸控帳 安政 7. 1. 栃原村庄屋豊三郎 竪冊

C1 御巡見様御通行御用出役被仰附御紙面写
し

寛政元. 横長

C1 覚〔光教坊住職仰付につき願〕 嘉永 5.閏2. 光教坊先住普観母りゑ→庄屋市
郎左衛門他

一紙

C1 覚〔光教坊住職仰付につき願〕 嘉永 5.閏2. 光教坊養僧蒼典→庄屋市郎左衛
門他

一紙

C1 覚〔光教坊住職仰付につき願〕 嘉永 5.閏2. 光教坊門徒総代豊三郎他→庄屋
市郎左衛門他

一紙

C1 〔光教坊住職蒼典に仰付られ度願〕 嘉永 5.閏2. 庄屋市郎左衛門他→熊谷文之進
他

一紙

C1 真宗本願寺下寺院并門徒共心得之儀御触
示之趣奉畏人別御請晩形帳　安芸郡熊野
村

申. 8. 与右衛門他 横長

C2 頼母子帖　控 天明 6. 8. 横半

C2 〔安芸郡諸村社倉麦算用〕 嘉永 7. 7. 竪冊
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C2 〔急病流行につき触書写〕 文久 2. 7. 竪冊

C2 安芸郡熊野村宜男改帳ひかへ 天保 5. 2. 庄屋千兵衛 横長

C2 観農・備考二物考 高野長英 竪冊

C2 御問訊手ひかへ〔世羅郡小国・黒川両村
掛り合一件〕

割庄屋代祖平次 竪冊

C2 御尋筋御答覚書」 寛政元. 台屋七蔵 竪冊

C3 御国法御定控帖　写 天保 6. 3写 平谷村与頭七蔵 横半

C3 御城下出廻村賄切手控帳 文化 2. 1. 安芸郡山目付恵兵衛 横長

C3 御駕籠跡郡限御附廻り者勤方 酉. 郡奉行所 竪冊

C3 諸入用控帳　蒲刈島御場所 文政 3. 9. 竪冊

C3 小学校建築之儀願 明治11. 7.30 萩原総代人高土四良兵衛他 綴

C4 仁保島内向灘浦七右衛門・徳次銀段差縺
一条聞約口上書控

慶応 4. 4. 割庄屋清左衛門他 竪冊

C4 豊田郡大崎島東野村百姓騒動仕候刻当村
道筋出張取計中諸入用帖　安芸郡熊野村

文化11.11. 庄屋秀太郎他→割庄屋上瀬野村
太右衛門

横長

C4 要蔵・半右衛門田地受戻し一件内済書附
控（ほか二件内済書附控）

天保15. 6. 庄屋祖平次他 竪冊

C4 御役所 被仰出候病人送出シ并継送り一
件御紙状写し

文政 3. 3. 熊野村用所 竪冊

C4 〔富札・博奕等につき触書〕 竪冊

　 ◦寛政3亥年被仰出候他国富札 并博
奕諸勝負等御触書写し

寛政 3. 6. 安芸郡役所→村々役人共

　 ◦享和元酉年博奕之儀ニ付又々従公儀
被仰出候御触書写

享和元. 安芸郡役所→割庄屋太郎右衛門
他→郡中村々役人中

C4 御上 廻国僧俗抜参宮人類病気之節送出
格式并虚無僧共前々 被仰出候処近来等
閉仕趣ニ付被為仰出御触書

天明 3. 8. 安芸郡役所→村々役人共 竪冊

P15
3 佐々木家文書

A1 永代日記帳　佐々木氏 文化 7～明治41 横半

A1 〔仁保島百姓宗七蛎屋売買代銀差縺につ
き代五郎等口上之覚写〕

寅. 3. 仁保島向灘浦百姓代五郎他→石
井恒之助

竪冊

A1 議会招集請求〔共同苗代強制の件につ
き〕

明治42. 2. 7 熊野村々会議員佐々木亮 一紙

A1 〔浪人者村々百姓に合力銭を乞うことそ
の他につき高札〕

板札

A2 〔永代日記帳〕 天保 7～万延 2 横半

A2 村用日記　用所 嘉永 7. 横半

《坂町》

P16
1 坂町役場所蔵文書

B1 昭和二十年八月　罹災患者名簿　収容所
小屋浦

昭和20 竪冊
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B1 昭和二十年八月十二日調　罹災患者名簿
収容場所坂国民学校〔2冊〕

昭和20 竪冊

B3 八月十一日　収容患者名簿 昭和20 竪冊

B4 八月十一日　収容患者名簿　横浜ノ部 昭和20 竪冊

B5 昭和二十年　罹災者名簿 昭和20 坂村役場 竪冊

B6 戦災給与金関係綴〔抄〕 昭和20.11～ 坂村役場 竪冊

B7 原爆関係戦没者調査表〔抄〕 昭和27. 1 竪冊

B8 原爆患者死亡者関係簿 昭和27. 7 坂町役場 竪冊

P16
2 坂町立横浜小学校所蔵文書

B1 学校日誌〔抄〕 昭和20 横浜国民学校 竪冊

P16
3 西林寺文書

三業惑乱

A4 浄教寺智洞奥書真宗教諭書 享和元. 2. 7 巻子

A3・4 論衡篇　上・下 享和 3.閏1 竪冊

A4 金剛錍三難通釈 寛政12. 5 竪冊

A4 金剛錍扶宗釈難 享和 3.閏1 竪冊

A5 芿園遺書目録　附寂静寺道振師御預リ証
文

竪冊

A5 芿園師直筆陳善院御消息 延享 4.10 真実院（写） 竪冊

A5 真実院真蹟一心帰命要略弁 道岳 竪冊

A6 三業一件（書）　一～五 享和 3. 7～文化元. 4 竪冊

A7 宗意三業願書記 文化元. 1～5 竪冊

A7 護法縁起 竪冊

A10・11 浄土真宗金剛錍　上・下 寛政 9.10 竪冊

A12 横超直道金剛錍　巻上 大瀛 竪冊

A13・14 浄土真宗金剛錍　巻中・下 寛政 9.10 大瀛 竪冊

A15～34 反正紀略　一～二十巻 天保15. 5 超然 竪冊

A4 真実院大瀛和上伝 大正 2. 9 前田慧雲・渓口簾造 刊

西林寺普厳

A1 対客夜話 （享和） 西林寺洞雲（普厳） 竪冊

A5 普厳師遺著検索記 西谷順誓 刊

A5 西林寺勧岳普厳ノ略歴 竪冊

A5 蒙御代講命上京諸事記帳 天保 3. 6 竪冊

A5 奉副講之命上京諸事記（含西林寺普厳書
翰写）

文政 9. 3（文政12） 森谷堂執事 竪冊

A8 日次記 文化元. 1.17～文化 4. 6 （西林寺普厳） 竪冊
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助正論争

A2 助正箋 文化 5夏 道命 竪冊

A2 読助正釈問（含助正釈門酬読） 文化 4冬 竪冊

その他

A1 〔諸論讃〕 明治 5～6頃 竪冊

A1 御教則講究篇 竪冊

A5 登門列名記 天保 6. 8 竪冊

詩歌

A9 風雲雑集巻一，第三，第四 文化元～天保 3 西林寺普厳 竪冊

A8 逍遙集 天明 2～5 竪冊

A8 竿水漫録 安永 6 竪冊

A8 天籟集 竪冊

A1 先徳詩章 慶安 5～明和 5 竪冊

《江田島町》

P17
1 江田島町役場所蔵文書

C1・2 本区達留メ 明治11. 4 第三大区第四事務所 竪冊

C3・4 本区達留メ 明治11. 7～明治12.12 第三大区第四事務所 竪冊

P17
2 久枝家文書

A1 御船手様御法度書写帖 寛永20～元文 5 竪冊

A2 御船手様御触状写　安芸郡江田嶋 宝暦 2 横長

A3・4 〔御触状写〕 文化 4～5 横長

A5 安芸郡江田嶋町御触状写 文化 9 横長

A6～8 御触書廻状控帖 元治元年～慶応 2 横長

A9・10 御触書廻状比嘉恵帖 慶応 3～4 横長

A11～13 郡中書附控 明治 2～4 竪冊

A14 御調郡旱魃之様子割庄屋宗次郎手元ニ而
内尋見聞覚他〔抄〕

横長

A15 〔歌集〕 竪冊

A15 〔歌集〕 一紙

A15 慈延歌　三首 一紙

B1 株式会社呉貯蓄銀行定款 明治29 刊

B2 〔呉貯蓄銀行〕営業報告書　第2期・第7
期

明治30・明治32 刊

B3 株式会社広島県農工銀行定款 明治30 刊

B4 株式会社美作銀行定款 刊

B5 株式会社関西興業銀行仮定款 明治34 刊
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B6 簡易生命保険会社保険規約 明治26 有限責任簡易生命保険会社 刊

B7・8 株式会社米綿取引所報告　第1～4回 明治26～28 刊

B9・10 中国紡績株式会社報告　第1・2・4・5・
7・9・11回

明治29～34 刊

B11 広島綿糸紡績会社定款 刊

B11 広島綿糸紡績会社旧経済処分及増株券発
行法案要旨

明治26. 2 刊

B11 広島綿糸紡績会社元資増募集並旧経済整
理方法手続

明治26 刊

B11 〔広島綿糸紡績株式会社〕考課状 明治28 刊

B12 広島製麻株式会社起業目論見書仮定款 明治29. 5 刊

B13 〔広島汽船株式会社〕決算報告書 明治30. 7 刊

B14 日本海員掖済会呉支部海員名簿 明治33. 8 刊

《倉橋町》

P19
1 倉橋町歴史民俗資料館所蔵倉橋町役場文書

安芸郡倉橋町役場に伝来した近世安南郡（のち安芸郡）倉橋島の庄屋文書。年代は近世初期から明治初期に及
ぶ。土地関係の台帳が多く，寛永15年（1638）の地詰帳（寛永地詰帳），延宝8年（1680）の地概帳を始め，元禄
から明治初年までの新開地詰帳等が含まれる。村関係では元禄16年（1703）と明和2年（1765）の倉橋島差出
帳がある。また，寛保4年（1744）から幕末まで断続的に続く諸書付・覚書（御用留）があるが，すべて部分撮
影のみである。その他船改・船作・船座に関する記録，幕末の農兵に関する記録，寛政10年（1798）に安芸
郡の浦方庄屋の提出した煎海鼠稼向に関する申上書などがある。

土地

A1・2 安芸国安南郡倉橋島地詰帳（2冊） 寛永15. 9.13 川崎多左衛門他 竪冊

A3～5 安芸郡倉橋町治抨帖控（2冊）
※寛文 6年写

延宝 8.閏8 竪冊

A6 安芸郡倉橋島新開地詰帳 元禄 8. 3. 5 近藤源八他 竪冊

A6 安芸郡倉橋島田畠新開改帖 正徳 4.12 竪冊

A6 安芸郡倉橋島古荒之内起地帖 正徳 4.12 竪冊

A6 安芸郡倉橋島田畠起地御改帳 正徳 4.12. 8 竪冊

A6 安芸郡倉橋島内重生村古荒之内起地帖 享保元. 8 庄屋幸右衛門他→野田藤左衛門 竪冊

A6 安芸郡倉橋島新御見取新開帳 享保 5.10 松田新七他→庄屋幸右衛門他 竪冊

A6 安芸郡倉橋島御見取新開下見帳 享保10. 9 竪冊

A6 安芸郡倉橋島御見取新開下見帖 享保11. 9 中尾源八→庄屋幸右衛門他 竪冊

A6 安芸国安芸郡倉橋島新開地詰帖〔写とも
2冊〕

享保14. 2.16 龍神甚大夫他→庄屋幸右衛門他 竪冊

A6 安芸郡倉橋島鹿老渡屋鋪・畠方御見取帖 安永 9. 9.15 田中権蔵他→庄屋幸右衛門他 竪冊

A6 安芸郡倉橋島鹿老渡筑屋敷・畠方御見取
米帖ひかへ

享和元. 8 庄屋伝左衛門他→割庄屋府中村
十兵衛

竪冊

A6 安芸国安芸郡倉橋島鹿老渡新開御地詰帳 天保13. 2. 9 木村幾三郎他→庄屋正之助他 竪冊

A7 安芸国安芸郡倉橋島之内新開御地詰帖 明治 2. 2.25 植木乙十郎→庄屋伝左衛門他 竪冊
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村

A7 安芸郡倉橋島差出シ之帖 元禄16.12.13 庄屋吉兵衛他→高尾五郎左衛門 竪冊

A7 安芸郡倉橋島差出シ帖扣 明和 2. 9 庄屋杢右衛門他 竪冊

A10 撮要記　除害増補　倉橋島 竪冊

A9 安芸郡倉橋島諸書付（控）〔抄〕 寛保 4 竪冊

A9 安芸郡倉橋島諸書付万覚書〔抄〕 寛延 4.11 庄屋与三兵衛 竪冊

A9 〔倉橋島〕万覚書〔抄〕 延享 2 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 宝暦 2 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 明和 3 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 安永 3 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 天明 7 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 天保 5 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 嘉永 2 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚書〔抄〕 天明 6 竪冊

A9 〔倉橋島覚書〕〔抄〕 天保14 竪冊

A9 〔倉橋島覚書〕〔抄〕 安永 7 竪冊

A9 〔倉橋島覚書〕〔抄〕 享和 2 竪冊

A9 〔倉橋島〕覚録〔抄〕 嘉永 7 竪冊

A9 〔倉橋島覚書〕〔抄〕 嘉永 4 竪冊

船改

A11 安芸郡倉橋島船御改帳扣 宝暦 3. 9 竪冊

A10 安芸郡倉橋島船御改帳ひかへ 明治元.10. 8 倉橋島庄屋伝左衛門他 竪冊

船作

A8 〔倉橋島船作事に関する定〕写
※万延元年9月写

元禄 7. 3. 2 庄屋吉郎兵衛 継

A8 〔船小繕ニ付定法書〕 継

A10 当所困窮ニ付船市立願書付控
※延享 3年の船板材木代および船市立
の願書を含む

延享 2.閏12 竪冊

A10 安芸郡倉橋島板材木船作事覚書ひかへ 延享 3. 1 竪冊

A11 入札一件諸書付控 寛永 2. 4～宝暦 5.12 竪冊

A8 本浦船大工共作料之儀願出筋聞約メ一件 文政 5 竪冊

船座

A11 船座御場所預銀根控 文久 3～明治 2 竪冊

水産業

A10 煎海鼠稼向之儀御問尋ニ付奉申上書付写 寛政10.11.20 安芸郡諸浦方庄屋 竪冊

訴訟

A8 本浦鹿老渡船大工指縺一件御裁許写し
〔抄〕

寛政 8. 8 竪冊

A11 対州国分孝右衛門 御調郡中ノ庄村貞七
船売払候義ニ付縺合有之候義船棟梁怒和
屋半三郎父子相約メ候書類一件

文政 6.10 竪冊

A8 八助一件〔海越浦当分逗留矢野村八助引
取之義ニ付浦内拒合一件口上書并片付書
類控〕

嘉永 4.10 竪冊
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普請

A7 安芸郡倉橋島御普請形御銀渡り・郡調・
村調根帖

宝暦元.12 庄屋与三兵衛→後藤金次右衛門
他

竪冊

農兵関係

A8 〔農兵人名書付〕 元治元. 3 庄屋千兵衛他 竪冊

A8 農兵之者共御受印形帖〔抄〕 元治元. 3 竪冊

A8 武芸入門帖 文久 3. 4 竪冊

近代史料

A7 倉橋島一覧表 竪冊

P19
2 桂浜神社文書

A1～6 大般若経奥書（第101～590巻） 応安 7. 1.1～
永和元. 7.25

折本

A6 大般若経櫃名

A6 桂浜神社由緒書 明治33 竪冊

A6 桂浜神社棟札 文明12. 6. 2 木札

《下蒲刈町》

P20
1 下蒲刈町教育委員会所蔵文書

A1・2 永代万覚書 天明 6～天保13 竪冊

A3 蒲刈嶋三之瀬覚書 寛政 2 竪冊

A4 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政 3 竪冊

A5 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政 4 竪冊

A6 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政 5 竪冊

A7 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政 6 竪冊

A8 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政 7 竪冊

A9 〔蒲刈嶋三之瀬町覚書〕 寛政 9 竪冊

A10 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政10 竪冊

A11 蒲刈嶋三之瀬町覚書 寛政11 竪冊

A12 蒲刈嶋三之瀬町覚書 享和元 竪冊

A13 嶋町覚書 享和 2 竪冊

A14・15 嶋町覚書 弘化 2 竪冊

A16・17 嶋町覚書 弘化 3 竪冊

A18・19 嶋町覚書 弘化 4 竪冊

A20・21 嶋町覚書 弘化 5 竪冊

A22・23 嶋町覚書 嘉永 2 竪冊

A24 嶋町覚書 嘉永 3 竪冊

A25 〔嶋町覚書〕 嘉永 4 竪冊
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A26・27 〔嶋町覚書〕 （嘉永 6） 竪冊

A28・29 嶋町覚書 嘉永 8（安政 2） 竪冊

A30・31 嶋町覚書 安政 7 竪冊

A32 安芸郡蒲刈嶋諸入用米銀年行司帳 天明 7. 1～10 横長

A32 安芸郡蒲刈嶋諸入用米銀年行司帳控 寛政 5. 1～ 横長

A32 安芸郡蒲刈嶋諸入用米銀年行司帳 寛政 5.11～寛政 6. 2 横長

A32 安芸郡三之瀬町御免割帳ひかへ 寛政 8.10 竪冊

A32 安芸郡三之瀬町御免割帳ひかへ 寛政10.12 竪冊

A33 御免割人別〔算用帳〕 安永 4.12 横長

A34・35 人別立合算用帖 寛政 3.12 横長

A36 朝鮮人来聘ニ付蒲刈ニ而諸役人帳附り諸
国御馳走場并蒲刈宿割事

正徳元. 8 備前屋清九郎 横長

A36 伊達遠江守様御領大坂御登米積船乗組之
者異変之儀ニ付於当所ニ召捕候一件入用
覚帖　蒲刈嶋三ノ瀬町

天明 8. 4 竪冊

A36 神谷新左衛門様雇ひ水主同船賃足銀并飛
脚賃仕出帳　安芸郡蒲刈嶋

文化12.10 竪冊

A36 伊豆国江漂着南京船長崎表へ御送御用御
通船ニ付神谷新左衛門様御雇ひ水主并船
賃飛脚賃銀仕出書付控

文化13. 4 竪冊

A36 伊豆国江漂着南京船長崎表へ御送候通船
御用ニ付神谷新左衛門様御雇水主并飛脚
船賃銀仕出し帳

文化13. 4 竪冊

A36 肥前唐津江公儀御役人衆御下向ニ付雇水
主并飛脚指遣帖

文化15. 1 竪冊

A37 午十月 当九月迄神谷平馬様御雇水主足
賃仕出帖ひかへ　安芸郡蒲刈嶋

文政 6.10 竪冊

A37 当春御下向細川越中守様・伊東修理太夫
様御馳走御用御雇水主・御飛脚・御借船
足賃銀仕出シ帳控　安芸郡蒲刈嶋

天保 9.10 竪冊

A37 四国・九州御巡見使様海上御下向之刻御
雇水主・御飛脚・御借船足賃銀仕出帳控
　安芸郡蒲刈嶋

天保 9.10 竪冊

A37 九州ヨリ御帰府之御巡見役様海上御登之
刻御雇水主・御借船・御飛脚足賃銀仕出
シ帖扣　安芸郡蒲刈嶋

天保 9.10 竪冊

A37 伊東修理大夫様海上御登被遊候刻御雇水
主・御借船・御飛脚足賃銀仕出帳

天保12.10 竪冊

A37 琉球之使者海上罷下候刻御雇水主・御借
船足賃銀仕出帳　安芸郡蒲刈嶋

天保14. 1 竪冊

A37 □□□□□様御雇水主御借船足賃銀 寅10 竪冊

A37 船床人別改帳　下嶋村 嘉永 5. 8 竪冊

A37 安芸郡蒲刈嶋人数御改帳ひかへ 安政 5. 1 竪冊

A38 長崎御勘定役様・御普請役様海上御登ニ
付水船漕船其外人別働帳

文化15. 4 竪冊

A38 長崎御奉行様海上御登ニ付人別働帖 文政 6.10 横長

A38 阿蘭陀献上物積船公儀御用日吉丸御通船
ニ付人別働帖

文政10. 5 横長

A38 長崎御奉行様御通船漕船・水船人別約帳 （文政11）10 横長
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A38 遠州榛原郡下吉田村漂着唐商船通船ニ付
諸入用帳

文政 9. 3～ 横長

A38 毛利甲斐守様御通之刻諸入用帳 文政11. 2 横長

A38 村々仕出し覚帳　大浦 文政 6.12 横長

A38 去酉十一月 当戌十月迄御雇水主・御借
船・御飛脚足賃銀仕出シ帖扣　安芸郡蒲
刈嶋

天保 9.10 竪冊

A38 去丑十一月 当寅十月迄御雇水主・御借
船足賃銀仕出帳

天保13.10 竪冊

A38 御廻浦御用ニ付御差遣船賃・加子賃・飯
米仕出し帳ひかへ　安芸郡蒲刈嶋

文久元. 8 竪冊

A38 伊東様御通船働人別并諸入用扣 天保 7. 5 横長

A39 御廻浦御用中諸差遣船賃加子賃覚帳 文久元. 6～7 横長

A39 長崎外国御奉行小栗豊後守様・御目附溝
口八十五郎様君沢形御船両艘ニ而大坂迄
御登被為遊候入用扣帳

文久元. 6 横長

A39 参府阿蘭陀人海上通之節水船人別算用帖 嘉永 3. 1 横長

A39 〔御雇水主飛脚賃飯米共仕出帳〕 竪冊

A39 未年中辻江仕出シ物帳　田戸浦 天保 6 与頭格和左衛門 横長

A39 御用舟難船諸入用夫方共人別帖　下嶋村 文政 9. 4.24 横長

A40 諸願達　蒲刈嶋 明治 6 竪冊

A41 町村制施行関係書類　下蒲刈町戸長役場 明治21. 8～明治24. 6 竪冊
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佐伯郡

《大野町》

P23
2 新田家文書

佐伯郡大野村・口谷尻村（現廿日市市）の庄屋文書。年代は江戸後期から幕末に及ぶ。本目録には掲載されて
いないが，慶長6年（1601）の大野村・同村内別府の検地帳（福島検地帳）が残されている。その他，佐伯郡玖
波村の国郡志下調の写が残されている。「公務細見」，「諸事扣」と題された簿冊は幕末の庄屋三郎左衛門の
記録で，御用留に類した資料である。

A1 豊助日録 文化 2～ 大野村・口谷尻村庄屋豊助（三
郎左衛門）

竪冊

A2 佐伯郡大野村差出帳 宝暦14. 5 庄屋三郎左衛門他 竪冊

A2 〔佐伯郡玖波村〕国郡志御用ニ付下しら
へ書出帖

文政 2. 8 庄屋半右衛門他 竪冊

A2 佐伯郡大野村深江新開地〔詰帳〕 宝永 2. 3.22 福山善兵衛→庄屋仁右衛門他 竪冊

A3 公務細見 弘化・嘉永 横半

A4～7 諸事扣（5冊） 嘉永 3～7 横長

《湯来町》

P24
1 大上氏所蔵文書

A1 源為継寄進状 正平9. 3. 8 源為継→熊野権現 竪紙

A1 永代売渡田地等ノ預リ証文 貞享 4. 3.10 神大夫他→次郎助 竪紙

P24
2 湯木町教育委員会収蔵文書

–1 旧砂谷村役場文書
–2 旧上水内村役場文書

P24
2–1 旧砂谷村役場文書

A1 旅人送り方御触書扣　下伏谷村 寛政11.11. 竪冊

A1 村方万附込覚帳　下伏谷村御役所 寛政11. 3. 竪冊

A1 国郡志御用ニ附下しらへ書出帳　佐伯郡
白砂村

寛政 2. 4. 庄屋甚九郎他 竪冊

A2 諸用書扣　下伏谷村役所 （天明～文政・元治） 竪冊
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A3 安芸郡佐西郡之内和田村地詰帳 寛永15. 9.13 川崎多左衛門他 竪冊

A3 安芸郡佐西郡ふし谷上村御検地帳 慶長6.11. 坂井信濃 竪冊

P24
2–2 旧上水内村役場文書

A1～3 安芸郡佐西郡ミのち内多田村御検地帳
（2冊）

慶長6.10. 斎藤武右衛門他 竪冊

P24
3 高橋家文書

A1 安芸郡佐西郡水内下村地詰帳 寛永15.10. 川崎多右衛門他 竪冊

A1 佐西郡下村諸色差出控帳 宝暦12. 1. 庄屋太郎左衛門他 竪冊

P24
4 吉見家文書

A1 〔佐西郡和田村〕御本長記録A 宝暦 2. 1.～ 竪冊

《佐伯町》

P25
1 佐伯町所蔵小田文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔小田文書第1巻〕（1～24号） 文久 3. 3.17～
元亀元. 9.17

巻子

A2 〔小田文書第2巻〕（25～61号） 宝治 3. 4.25～
元禄16. 1.19

巻子

A3 〔小田文書第3巻〕（62～63号） 慶長5.11. 8～元禄 6.10 巻子

P25
3 中本氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 宮法師丸修祓請文（1号） 明治 4. 3.27 宮法師丸 切紙

P25
4 八田家文書

佐伯郡玖島村の山林地主で衆議院・貴族院議員を勤めた八田家に伝来した文書（近世文書・土地〈安政2年田畠

山林券状帳等〉・選挙・第一次産業・第三次産業・兵事軍事・家）

※原本を所蔵。仮目録あり（文書館ウェブサイトに掲載）。

近世文書

A1 〔寸志銀受取〕覚 寛政 9. 8 薄田十郎右衛門他→玖島村百姓
新七

一紙
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A1 〔寸志銀受取〕覚 享和 2. 9 足立儀八郎他→玖島村百姓新七 一紙

A1 〔寸志銀受取〕覚 天保12. 2 山下右仲他→佐伯郡割庄屋格玖
島村百姓新七

一紙

A16・17 貸殖生計分限録 天保14～弘化元 横半

A1 此度京都へ御使ニ被差遣候節道中筋より
京都ニ至外聞仕候次第

文久 2. 5 桑原良兵衛 竪冊

A1 〔打毀ニヨリ紛失ノ品々書上〕覚 未10.11 →片山新太郎 竪紙

A2 戦争中勤振口演書 慶応 4. 9 和田吉左衛門 一紙

土地（近世）

A4 〔田畠山林券状帳〕 安政 2. 3 竪冊

A4 永原田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A4 川上田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A5 内野田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A5 大沢田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A5 中村田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A5 大町組山林田畠券状控 安政 2. 3 竪冊

A5 吉末組田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

A5 壱町田山林田畑券状帳 安政 2. 3 竪冊

A6 平谷組田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

A6 葛原村山林田畠券状控 安政 2. 3 竪冊

A6 奈良原田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A7 友田・河津原村田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

A7 峠村山林田畠帳控 安政 2. 3 竪冊

A7 白砂田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A8 宮内田畠山林券状帳 安政 2. 3 竪冊

A8 上平良・下平良村田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

A8 海辺村々・他郡田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

A8 原村山林田畠券状控 安政 2. 3 竪冊

A8 上伏谷・下伏谷村山林田畠券状控 安政 2. 3 竪冊

A8 水内筋村々田畠山林券状控 安政 2. 3 竪冊

選挙

A32 〔衆議院議員当選証書〕 明治23. 7.17 広島県知事鍋島幹→八田謹二郎 一紙

A32 〔貴族院議員叙任状〕 明治44. 9.29 内閣総理大臣西園寺公望→八田
徳三郎

一紙

第一次産業

A3 〔養豚振興ニ付〕定 明治 4.11 自成舎 一紙

A3 廻章〔自成舎解散ニ付集会召集〕 11.26 八田新七・三宅農夫一→徳田与
一郎他

一紙

A3 自成舎積金取戻シ請求之訴状 明治14.12.28 冨田治左衛門 竪冊

A3 裁判言渡書
※自成舎積金取戻し訴訟の件

明治15. 3.18 広島治安裁判所 綴

A3 惣計差引帖 明治 6.10 横長
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A3 上申書
※自成舎積金取戻し訴訟につき

明治14.12.10 八田儀十郎・三宅農夫一 綴

A3 上申書
※自成舎積金取戻し訴訟につき答弁

明治15. 1.11 八田・三宅 一紙

A3 巳十一月二十九日寺尾氏え両人応接答弁 一紙

A3 〔自成舎積金取戻し裁判関係書類〕（9点） 一紙

A9 森林経営成績書 明治43. 1.13 八田徳三郎 竪冊

A10 小作貸米取約帳　銀行質流　元主取分 明治44 竪冊

A11 小作貸米取約帳　奈良原・小山根・正ノ
原・吉末・壹丁田　四冊之内第一号

明治44.10 竪冊

A12 小作貸米取約帳　川上・大町・内野・平
谷・大沢・中村・永原・峠　四冊之内第
二号

明治44.10 竪冊

A13 小作貸米取約帳　友田・河津原・津田・
白砂・棡・葛原

明治44 竪冊

A14 小作貸米取約帳　多田・菅沢・和田・麦
谷・下村　四冊之内第四号

明治44 竪冊

第三次産業

A28・29 八田銀行諸規定 竪冊

A29 株式会社広島県農工銀行定款 明治32. 8 刊

B1～3 〔八田貯蓄銀行〕営業報告書　第20期～
第33期（32欠）

明治40～大正 2 株式会社八田貯蓄銀行 刊

A32 全国五十五万円以上資産家表（明治四十
四年六月三十日現在）
※時事新報附録

明治44. 7.24 刊

A32 〔新聞切抜　紙名・年月日不明〕
※全国五十万円以上の資産家名

刊

A17 八田徳三郎殿所有有価証券記入簿 竪冊

兵事・軍事

A32 野津道貫書翰
※戦況報告

明治27.10.31 →八田謹二郎 一紙

A31 明治二十七八年戦役中第五師団戦闘経歴 明治32. 9.15 第五師団長山口素臣 刊

家

A15 公益ニ関スル事項取調書・履歴取調書 明治27. 7 竪冊

A18・19 収入金仕訳帖（4冊） 明治34～37 横長

A20・21 経費総寄〔抄〕 横長

A21～26 経費仕訳帳（3冊） 明治34～36 横長

A27 経費仕訳帖〔抄〕 明治37 横長

A30 必要書類〔抄〕 明治42 竪冊

《宮島町》

P27
1 厳島神社文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IIにおける文書番号
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A1 〔厳島野坂文書1〕（1～100号） 戦国期

A2 〔厳島野坂文書2〕（101～200号） 戦国期

A3 〔厳島野坂文書3〕（201～300号） 戦国期

A4 〔厳島野坂文書4〕（301～400号） 戦国期

A5 〔厳島野坂文書5〕（401～500号） 戦国期

A6 〔厳島野坂文書6〕（501～600号） 戦国期

A7 〔厳島野坂文書7〕（601～700号） 戦国期

A8 〔厳島野坂文書8〕（701～800号） 戦国期

A9 〔厳島野坂文書9〕（801～900号） 戦国期～江戸期

A10 〔厳島野坂文書10〕（901～1000号） 戦国期

A11 〔厳島野坂文書11〕（1001～100号） 戦国期

A12 〔厳島野坂文書12〕（1101～1200号） 戦国期

A13 〔厳島野坂文書13〕（1201～1300号） 戦国期～江戸期

A14 〔厳島野坂文書14〕（1301～1400号） 戦国期～江戸期

A15 〔厳島野坂文書15〕（1401～1500号） 戦国期～江戸期

A16 〔厳島野坂文書16〕（1501～1600号） 平安期～江戸期

A17 〔厳島野坂文書17〕（1601～1651号） 戦国期～江戸期

A18 〔厳島野坂文書18〕（1651～1700号） 鎌倉期～江戸期

A19 〔厳島野坂文書19〕（1701～1800号） 平安期～江戸期

A20 〔厳島野坂文書20〕（1801～1850号） 平安期～江戸期

A21 〔厳島野坂文書21〕（1851～1900号） 平安期～江戸期

A22 〔厳島野坂文書22〕（1901～1925号） 戦国期～江戸期

A23 〔厳島野坂文書23〕（1926～1930号） 江戸期

A24 〔厳島野坂文書24〕（1931～1938号） 江戸期

A25 〔厳島野坂文書25〕（1939～1940号） 江戸期

A26 御判物帖（1～70号） 平安期～戦国期 手鑑

A27 〔巻子本厳島文書1〕（1～85号） 南北期～江戸期 巻子

A28 〔巻子本厳島文書2〕（86～138号） 戦国期～江戸期 巻子

A29 〔新出厳島文書1〕（1～52号） 平安期

A30 〔新出厳島文書2〕（53～90号） 平安期～戦国期

A31 〔新出厳島文書3〕（91～108号） 平安期～鎌倉期

A32 〔新出厳島文書4〕（109～117号） 平安期～鎌倉期

A33 〔新出厳島文書5〕（118～123号） 鎌倉期～戦国期

A34 〔新出厳島文書6〕（124～143号） 戦国期～江戸期

A35 〔新出厳島文書7〕

P27
2 大願寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IIIにおける文書番号
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A1 〔大願寺文書1〕（1～100号） 鎌倉期～戦国期

A2 〔大願寺文書2〕（101～200号） 戦国期

A3 〔大願寺文書3〕（201～300号） 戦国期～江戸期

A4 〔大願寺文書4〕（301～318号） 戦国期～江戸期

A9 毛利輝元書状（279号） 12. 8 毛利輝元→村上少輔五郎 巻子

A9 万部之帖　厳嶋大願寺 天正 5. 4. 3 円海→毛利輝元 竪冊

A7 〔厳嶋社堂所々棟札写〕 （永和 2～寛政 8） 綴

A8 社堂所々棟札控 （永享元～享保18） 横長

A6 諸社堂鳥居惣棟札扣 文政 2. 2
（天文18～明和 8）

大願寺手代二宮徳右衛門 横長

A8 厳嶋廻廊棟札写　古記録六 享保 3. 2 竪冊

A7 厳嶋社堂所々棟札写三十五枚 正徳 4. 9
（寛延 2～明和 8）

大願寺 横長

A6 厳嶋社本願大願寺〔諸棟札扣帳〕 （安永 3～8） 横長

A6 厳嶋社堂并弥山社堂棟札写三十四枚 安永 7. 6（安永 5～7） 大願寺大蔵坊了阿 横長

A6 諸々棟札扣帳 （文政 8～天保15） 横長

A10 御荒夷社法之事 慶長9. 1 十穀 一紙

A8 厳島社間数目録　古記録重一 慶安 3. 1 大願寺 竪冊

A10 厳嶋大明神ノ末社〔書上〕　府中村 慶安 3. 1 一紙

A10 〔厳嶋ノ神社大破ニ及ビ御建立ノ訴訟申
上度ニ付〕謹言上

慶安 3. 2 大願寺良仕他→奉行中 一紙

A10 〔東寺修覆ニ付勧進書三通写〕 寛文10. 3.25～26 法印・岳西院権僧正→安芸国真
言古義諸寺院中

一紙

A9 〔厳島之神廟再建ニ付〕謹奉言上 延宝6 一紙

A10 乍恐御訴訟申上鳥居之事 貞享 5. 9.15 外宮棚守飯田半之丞→青木弥太
夫

一紙

A10 諸事扣書覚〔抄〕 元禄16. 1 横半

A10 〔厳島明細覚〕
※元禄16年写

折紙

A9 宮島奉行今中新兵衛書翰綴 （宝永・正徳頃） 今中新兵衛→大願寺・数学 綴

A10 〔諸社堂他破損ケ所ニ付〕覚 （正徳4）1.15 大願寺→藤田新右衛門 一紙

A8 厳嶋諸堂本尊額寸尺并鐘銘写帳　古記録
伍

正徳 4. 9 大願寺 竪冊

A10 〔幕府寺社奉行交替ノ節社堂造営ニ付再
願書等写宮島奉行所へ差出候控〕

正徳 4.12.25 大願寺 横長

A9 厳嶋小工勤方之帖 正徳 5. 2 竪冊

A9 御作事所諸職人共相改控弐通（1包〈2
通〉）

正徳 6. 5 包

A9 ◦申渡口上之覚
※作事所職人相改候に付

正徳 6. 5 作事所 一紙

A9 ◦〔島内諸職人共町方雇之節作料ニ付〕態
申遣ス

酉12 役所→大工・小工共 一紙

A10 〔東方町 諸祈祷取次之儀御国法ニ背候
様被仰出ニ付〕

享保 9. 5.29 座主他→御牧三左衛門 一紙

471



佐伯郡／大願寺文書（P27�2） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A10 去ル八月注進書乍返答追而之儀束申渡ス
覚
※座主・棚守将監・大願寺共国法を犯
し候事不埒に付

（享保 9）5 厳嶋奉行→座主他 一紙

A9 御倹約被仰出ニ付寺社之面々江申達覚 享保12. 1.11 吉村平右衛門→座主代東泉坊他 一紙

A10 〔奉行人召抱ニ付〕町・新開江申付候書付 （享保12）閏1 吉村平右衛門→ 一紙

A10 〔付火・押込ニ付触〕覚 （享保12）閏1. 8 吉村平右衛門→座主代宝光院他 一紙

A10 嶋津家中知行高写 享保19. 1 一紙

A9 地御前鐘銘柿抜之御書附 宝暦 9.12 竪冊

A10 〔諸国寺号等公儀ヨリ御尋ノ件大願寺延
引ニ付上申書控〕

宝暦14. 2.19 大願寺→野路井大蔵卿他 一紙

A8 〔厳島・平良村・宮内村・大野村諸堂本尊
寸尺写帳〕古記録壱　文化年中ノ扣へ

（文化12） 座主・棚守将監・大願寺 竪冊

A10 地之御前社鳥居御建替之控 文政 8. 3 横長

A10 〔本寺泉光院住職ニ付願書二通写〕 文政 8. 8 大願寺院代金剛院→伊東半右衛
門

一紙

A9 〔藤田信任多聞天鎮額奉納祝文〕 天保 2. 1 一紙

A10 〔末寺金剛院儀嵯峨大覚寺御用ニ付〕往
来一札

天保13. 5 厳嶋大願寺→国々御関所御役衆
中

一紙

A10 朝廷被仰出両部神道之儀ニ付奉歎願言上
書之事

慶応 4. 5 厳嶋社別当座主他→佐藤源右衛
門他

一紙

A10 大願寺書翰控
※両部神道に付朝廷へ取成依頼

（明治初）9. 5 大願寺→野路井大蔵卿他 一紙

A9 当山先師名記 明治 4 一紙

A9 〔諸士倹約ニ付申達書〕 丑6.26 →諸士 一紙

A9 〔島廻執行之節心得条々〕覚 寅2.10 一紙

A10 〔諸社条目違反者ニ付幕府触書下達書〕 寅11.26 村田慶次→手代中 一紙

A9 〔年寄・手代中心得条々〕覚 亥7.10 治右衛門→年寄・手代中 一紙

A10 〔御家中奉公人給分等ニ付郡方へ申付候
触書〕覚

1 一紙

A10 〔御家中奉公人給分等ニ付申達〕覚 1 一紙

A9 堀江典膳書翰
※宮島寺院出家に付

4.12 →高槻半弥 一紙

A10 〔古格御替一件ニ付書付〕（2通） 一紙

A10 〔東泉坊・宝光院追込被申付候ニ付〕申上
候口上之覚

一紙

A10 〔此度御社辺騒動ニテ東町不敬ノ者共祈
祷差留一件ニ付棚守将監上申書控〕

綴

A10 〔大願寺衰微ニ付領郡配札許可ノ上祝札・
備物請納仕度願書案〕

芸州厳嶋大願寺現住祐尊 一紙

A10 〔嵯峨御所より呼登にて上京仕候ニ付正
金拝借願〕覚

巳4 大願寺→佐藤矩方 一紙

A10 〔大工役野坂太郎兵衛・大願寺勤仕書〕 綴

A10 〔大願寺釣鐘ニ付断書〕覚 9.晦 大願寺→松田加右衛門 一紙

A9 〔土州中平平蔵 鳥居材木として楠木指
上ケ申度ニ付願書添〕覚

卯12. 2 宿宮嶋伊予屋清三郎→大蔵坊 一紙

A9 〔大鳥居成就〕九月六日法楽御神事能 9. 6 一紙
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A10 〔経堂修覆ニ付日通寺等より献金請取〕覚 卯8.14 厳嶋大願寺 一紙

A10 重造厳嶋神廟華表記 一紙

A10 桜尾城神主事〔由来書付〕 一紙

A10 〔年中祭礼・祝者神子集会之規式断簡〕 7 金剛院 一紙

A9 厳嶋荒蛭子年中行事 一紙

A9 荒蛭子年中行事 金剛院 一紙

A10 〔鰐口釜荒蛭子社へ寄附ニ付〕覚 午8. 6 金剛院 一紙

P27
3 野坂家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IIIにおける文書番号

A1 〔野坂文書1〕（1～50号） 平安期～戦国期

A2 〔野坂文書2〕（51～76号） 戦国期

A3 〔野坂文書3〕（77～133号） 平安期～江戸期

A4 〔野坂文書4〕（134～185号） 戦国期

A4 〔野坂文書5〕（186～297号） 戦国期

A4 〔野坂文書6〕（298～340号） 平安期～戦国期

A4 〔野坂文書7〕（341～428号） 南北朝期～江戸期

A1 房顕覚書
※厳島神社文書の御判物帖と合綴

天正 8.閏3 棚守房顕 竪冊

A8 毛利輝元書状 9.晦 毛利輝元→棚守左近衛将監 切紙

A8 厳島社奉納腰物注文 慶長4.閏3.17 佐世元嘉→棚守元行 竪紙

A8 毛利氏奉行人連署捻文 7. 3 国司元相他→棚守左近将監 竪紙

A8 毛利煕元請文案 （宝徳2）5.20 毛利煕元→室町幕府 竪紙

A8 安国寺恵瓊捻文 9. 6 安国寺恵瓊→棚守元行 竪紙

A8 正親町天王綸旨写 天正 4.10 正親町天皇→棚守元行 竪紙

A8 聖護院道増書状 7.17 聖護院道増→棚守房顕 竪紙

A8 聖護院道増書状 4.晦 聖護院道増→棚守房顕 切紙

A8 毛利煕房書状案 永享10.12.15 毛利煕房（煕元）→小早川煕平 竪紙

A8 聖護院道増書状 4.15 聖護院道増→棚守房顕 切紙

A8 聖護院道増書状 6.23 聖護院道増→棚守房顕 切紙

A8 聖護院道増書状 聖護院道増→棚守房顕 切紙

A8 厳島社領之事　三通 継

A8 ◦祝師正久・同元久連署請文 （慶長6）11.23 祝師正久・同元久→棚守元行

A8 ◦飯田清直請文 （慶長6）11.23 飯田清直→

A8 ◦厳島社社官連署請文 （慶長6）11.23 上卿隼人介他→棚守元行

A8 ◦野坂兵庫請文 （慶長6）11.23 野坂兵庫→棚守元行

A8 ◦長久兵請文 （慶長6）11.23 長久兵→

A8 厳島社社官内侍連署請文 （慶長6）11.23 三浦雅楽・宮松内侍→

A8 ◦渡辺式部請文 （慶長6）11.23 渡辺式部→棚守元行
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A8 秀久申状案 天文10. 1.28 秀久→弘中正長 竪紙

A8 大内氏奉行人連署奉書 天文10. 7. 5 杉宗長他→棚守房顕 竪紙

A8 〔田兵衛尉ニ関スル覚書 継

A8 〔平安末期書翰綴〕 横長

A8 ◦藤原成範等連署書状写 4.15 藤原成範他→

A8 ◦藤原成範等連署書状追而書写 平安末期 藤原成範他→

A8 ◦藤原成範等連署書状追而書写 平安末期 藤原成範他→

A8 ◦藤原成範等連署書状追而書写 平安末期 藤原成範他→

A8 ◦散位藤原朝臣書状写 嘉慶3. 2.16 散位藤原朝臣他→

A8 ◦安芸国目代行蓮署状追而書写 （治承3.10.18） 行蓮→佐伯景弘

A8 ◦安芸国目代行蓮署状追而書写 行蓮→佐伯景弘

A8 ◦安芸国目代行蓮署状追而書写 行蓮→佐伯景弘

A8 ◦安芸国目代行蓮施行状写 （治承3）10.21 行蓮→安芸国留守所藤林

A8 毛利氏奉行人書状 慶長5. 3. 2 佐世元嘉→棚守元行 竪紙

A8 堅田元慶願書 慶長2. 3.23 堅田元慶→厳島神社 竪紙

A8 厳島神社家屋敷并地銭等付立 慶長5.11. 3 田木工允 継

A8 厳島御領検見野取帳 慶長4.10. 7 竪冊

A8 廿日市鋳物師山田氏免許状写 天福2. 3 継

A8 廿日市鋳物師山田氏免許状写副状 大永 5. 5 継

A8 卜部兼右神道諸行事伝授書 （元亀3） 卜部（吉田）兼右 巻子

A8 厳島社々家修理行事隼人佐屋敷賦付立 文禄 5. 3.29 飯田彦兵衛他 竪紙

A8 某願書断簡写 継

A8 某腰物金具注文写 3.23 飯田五兵衛→ 竪紙

A8 龍雲寺周胤難波源兵連署書状 12.24 龍雲寺周胤・難波源兵→ 折紙

A8 龍雲寺周胤書状 12.17 龍雲寺周胤・菊神忠藤 竪紙

A8 連歌発句脇第三書出写 戦国期 竪紙

A8 某連歌写 戦国期 竪冊

A8 毛利元清書状 天正19.閏1. 1 毛利元清→棚守元行 竪紙

A8 厳島社々家所孫四郎屋敷賦付立 文禄 5. 3.29 飯田彦兵衛他 竪紙

A8 厳島社惣政所奉書写 応永 5. 6 厳島社惣政所 竪紙
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山県郡

《加計町》

P31
1 加計町役場所蔵文書

A1 諸控帳　第五大区三小区加計村 明治 7～11 竪冊

A1 川船御検査印申受度願人別帳　第五大区
山県郡壱小区

明治 7.10 穴村戸長田中兵左衛門他 竪冊

A2 改租沿革類纂 明治12 加計村役場 竪冊

P31
2 井上家文書

山県郡加計村で庄屋・割庄屋を勤めた井上家に伝来した文書（支配〈御触書控帳等〉・村・産業商業・家・山県郡報）

支配

A23 正徳六年二月郡御奉行所江御書下写　一
巻
※郡中支配に付条々，弘化 2年写

浅野吉長 一紙

A21 御用触等扣 天明 8 横長

A21 諸駈引心得并諸書附法則写 天保 3 竪冊

A21 御倹約博奕之儀御紙面写し 享和元. 8 横長

A1・2 御触書控 文政 7～天保元 上殿河内村庄屋覚右衛門 横長

A3・4 〔御触書控〕 嘉永 3～6 横長

A5 御触書控帳 嘉永 7～安政 2 横長

A6 御触書控帳　割庄屋元 安政 5～6 横長

A7 御触書控帳　割庄屋元 文久 3 横長

A8～11 御触書控帳　加計村庄屋元（4冊） 元治 2～慶応 4 横長

A20 御変革被仰出写 （文久 2）閏8 竪冊

A20 御変革被仰出并京都来状之写 （文久 2）閏8 竪冊

A20 廻状并ニ江戸来状之写 （文久 2）閏8 竪冊

A18・19 御政事向御改革之儀追々被仰出御紙面写
　山県郡大田組

文久 2.10～文久 3. 8 竪冊

A20 御変革被為仰出御触書控 文久 3. 9～11 加計村庄屋与左衛門 竪冊

A22 組分定・御屋鋪近所出火之節御定書上・
中

竪冊

A23 〔村方仕置ニ付〕条目 辰 佐藤源右衛門他→割庄屋・村々
庄屋共

一紙

A25 所務役人頭庄屋郡邑受方記　全 竪冊
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A26 御当国御家中御役附　香草上野屋 文政13. 2 横半

A26 諸御役人御加増之事・御足軽御小人御扶
持録・町方御帳切之節座席図　香草上野
※天保14年1月写

横長

A26 〔家中役人帳〕 横半

A26 郡勤御役人帖 横半

A26 〔郡御役所例〕 （明治） 横半

土地

A27 旧記
※香草組高畝人別帳

貞享 3.10 竪冊

A28 〔加計村之内香草組名寄帳〕
※元禄15年10月写

竪冊

A29 加計村之内香草組名寄帳 享保 6. 4 竪冊

A30 加計村之内香草組名寄帳 元文 5.11 竪冊

A30 香草組荒井手掛田成人別帖 元文 5.11

A31 鹿草組百姓人別畝高帖　水谷山高貞有り 天明 3. 6 組頭丈右衛門 横長

A32 加計村香草組名寄帳 寛政 6. 6 竪冊

A33 加計村香草組名寄人別畝高横貫帳 天保 2. 9 横長

A34 寛永拾五年加計村香草本帳百姓人別畝高
書貫并畝寄帳

弘化 3. 8.22 井上三左衛門正英 横長

A34 寛永拾五年戌寅十月御地詰之節香草郷畝
高御帳受主百姓人別拾五人持成書貫弘化
五戌申之年迄年数弐百拾壱年之間子孫之
輩盛衰并分家等延宝七未・貞享三寅・元
禄拾五午・享保六丑・元文五申・寛政六
寅・天保弐卯七ケ度名寄帳改之節右子孫
者并立入リ新百姓等書貫郷中人別新古分
限帳

弘化 5. 3 井上三左衛門正英 竪冊

A35 名寄帖　辻ケ河原組 享保12. 1 竪冊

A35 加計村之内辻ケ河原組名寄帖 延享 4. 2 竪冊

A36 高下組名寄帳 天明 6. 6 竪冊

村

A12・13 諸書附控 文政 9～天保 7 竪冊

A14 定例諸書附控 嘉永 6.11～文久 3. 5 割庄屋三左衛門 竪冊

A14 三番諸書附控帳 万延元. 4～文久 3. 4 割庄屋三左衛門 竪冊

A15・16 加計村諸書附控 文久 2.閏8～慶応 2. 7 庄屋与左衛門 竪冊

A17 山県郡津浪村諸書附控 安政 5. 2～文久 2. 8 庄屋与左衛門 竪冊

A37 山県郡加計村去ル寛永拾五年御地詰切已
来諸色書上ケ方等万手控　香草弐丁目上
野屋

寛永15～天明 7 三左衛門 竪冊

A37 山県郡加計村畝高御免附・家数人馬数
改・諸給米并小内・小物成銀并小内・井
手拾四ケ所・川除拾ケ所控帳

延宝7 →西村為左衛門 竪冊

A38 山県郡寺社堂祠古城所滝巖崖名木名石寺
社諸墓塚森渕池石仏高山開基由来縁起棟
札宝物改寄帖

正徳 5. 4.21 川本六兵衛・河野茂左衛門・勝
浦小兵衛→郡役所

竪冊

A39 御用　高宮郡国郡志郡辻書出帳 文政 3. 3 御用懸り割庄屋狩留家村五右衛
門他

竪冊
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A39 国郡志御用ニ付下しらへ書出帳　山県郡
上殿河内村

文政 2. 4 庄屋八郎他 竪冊

A23 肝要手控録 天保 9. 6 横半

A24 諸事役方手鏡 嘉永 5. 9 井上氏 横半

A24 御役儀被仰付并御賞格式共年月取約メ帳
　山県郡加計村

明治 3. 5 竪冊

A26 組合村々〔役人録〕 安政 2 横長

産業・商業

A40 漆実元買并仕入方算用帳 元文元 上野屋角右衛門 横長

A40 漆実元買并仕入方算用帳 元文 2. 9 上野屋 横長

A40 生蝋打立帖 元文元.11 香草上野屋 竪冊

A41 青茶番茶鍋屋差出し通ひ 安政 3. 6 香草上野屋 横半

A41 御用青茶番茶送り通ひ 元治元. 5～元治 2. 3 加計村上野屋→矢蔵の下タ煙草
屋

横半

A41 竹屋町三国屋喜七より御用青茶番茶共代
銀受取不足并市ノ菅野屋 取茶代算用と
もひかへ

元治 2. 3～6 横半

A41 青茶番茶年々万覚帳 慶応元～明治 3 香草上野屋 横長

A41 青茶番茶麦麻栗賃銀万覚帳 明治 3～5 香草上野屋 横長

A42 御茶製方万覚帖 明治 4. 3 香草御茶製所 横長

A42 魚梁株覚 安政 6. 6 一紙

A43 御仕入干鰯村々貸渡控帳 文久 3. 1～4 加計村庄屋与左衛門 横長

A43 御仕入干鰯村々貸渡控帳 文久 4. 1～慶応元. 6 香草上野屋 横長

A44 去子年干か代不足取約メ帳 慶応元～3 上野屋 横半

A44 諸品干鰯買入方ニ付万手ひかへ帳 慶応 4. 4 上野屋 横長

A44 当家より干か并外とも引登し船賃渡控帖 慶応 4. 4 香草上野屋 横長

A44 御仕入干鰯代米銀算用帳 慶応 4. 8 香草上野屋 横長

A45 干鰯貸渡人別控 慶応 4. 8 香草上野屋 横半

A45 干鰯代村々 受取方算用帳 明治元. 8 横長

A45 干鰯俵数辻寄帖 明治 4 横半

A45 干鰯一条諸ひかゑ 明治 7. 6.7～ 中祖太郎右衛門 横半

A45 干鰯代取約メ万日記 明治 7. 6.7～ 井上与左衛門代中祖太郎右衛門 横半

A46 諸運賃積書・川筋艜船御改帳写 貞享 4. 1・元禄 4.10 竪冊

A47・48 諸切手裏判帖 延享 2. 1～延享 3.12 竪冊

家

A49 年代記 元禄15～寛保 3 横半

A50 年代記 寛政 7～嘉永 2 井上覚右衛門正泰 横半

A51 嘉永始続年代記 嘉永元～文久元 井上正澄 横半

A52 万歳々扣帳 享保15～宝暦 4 上野屋角右衛門 横半

A53 万覚帳 享保20～元文 5 上野屋角右衛門 横半

A54 万覚帳 宝暦 4～文政13 清水屋丈助 横半

A54 万覚帳 慶応 3～明治 3 上野屋与左右衛門 横半
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A55 永代見合帳 天保 9～文久 2 横半

A55 歳々諸普請・牛馬替小船方・諸買物方等
万控帳

天保14～明治 3 井上正澄 横半

A56 諸事新古見合筆記 弘化 5～明治29 香草上野屋 横半

A56 旧好録 嘉永元 井上正澄 横半

A56 年々ひかへ穂分稲野取覚帳 安政 5～文久 3 香草上野屋 横半

A56 明治二年巳二月十九日種籾かし覚 明治 2. 2.19 綴

A56 〔旅行入用帳〕 明治 5～6 横半

A56 万日記 明治 6. 9～11 竪冊

A56 〔今田良軒殿取引算用ひかへ〕 明治 7.12 横半

A57 〔井上家御縁付覚書〕 嘉永 7.11 井上正澄 横半

A57 井上家旧書記　壱巻・筒井山田家系　壱
巻・其外諸家記之

竪冊

A58 〔井上家由来ニ付浄喜置文〕 享保 6. 3 井上浄喜 一紙

A58 井上平七休好自筆
※此間正念寺殿何角と御申候由にて御
尋に付口上

8.22 井上休好→浄喜他 一紙

A58 井上三左右衛門浄喜自筆〔由来ニ付置文〕 享保 6. 3 浄喜 一紙

A58 勘解由副書
※系譜添書

慶長18. 8 井上勘解由政利 一紙

A58 井上与左衛門自筆〔由来書〕 元和 7. 8 井上与左衛門政知 一紙

A58 正徳三年持高書貫壱通写・享保三年家蔵
材木御願御免許状写三通

正徳 3. 9・享保 3. 1・
享保 4. 8.18

一紙

A58 〔香草田屋八代より十代家系〕 万延 2. 1.19 一紙

A58 〔諸証文・書翰巻子〕 貞享 5～天明 4 巻子

A58 〔諸証文・口上書・書翰綴〕 正保 2～安政 4 綴

A23 以ロ波番御答筋御案内手鑑 正澄 竪冊

A25 千載園随筆　二〔抄〕
※拾遺信長記抜・御城下新開并三都他
国御扶持方控

竪冊

山県郡報

B1～
3�C1～6

山県郡報　1号～65号（9・12・16・21・
30・33・60欠）

明治42. 5～大正 4. 4 山県郡役所 刊

《筒賀村》

P32
1 筒賀村役場所蔵文書

A1 国有林下戻ニ関スル書類　附行政裁判所
宣告書

明治32～35 竪冊

A2・3 広島県山県郡筒賀村有林施業成績書 大正 竪冊

《戸河内町》
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P33
1 実際寺文書

A1 大内殿御判物壱通雪舟判物壱通并地割判
形書物（1～3号）

永和元. 9.10～
応永35. 8.19

竪紙

A1 実際寺領与一野年貢帳〔写〕 貞治 5. 8. 3 黒田他→御寺納所 竪冊

A2 当山縁起并宝物披露目録 無為山知事 竪冊

A2 無為山実際寺略記之抜書 竪冊

A2 当寺開山雪舟和尚之因縁 折紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺領田畠山林等ニ
付〕申渡覚

天保12. 8 東庄屋七郎兵衛他→実際寺他 切紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺円光寺領長百姓
等請文〕

丑8 切紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺宗旨改ニ付〕口
上之覚

12.23 円光寺→庄屋保右衛門 切紙

A2 〔山県郡太田郷実際寺法用ニ付〕覚〔断
簡〕

竪紙

A2 家屋敷永代売渡証文 寛政10. 9 実際寺→辰見屋友平 切紙

A2 〔随林上田買得ニ付〕覚 寛政10. 9 惣右衛門→実際寺 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺住持職免許願〕 寛保元.10 敦主座→庄屋保右衛門他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺領売却ニ付〕申
渡覚

文久 3. 4 庄屋太左衛門他→実際寺他 切紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺円光寺領長百姓
等請文〕

亥4 実際寺他→庄屋太左衛門他 切紙

A2 〔下新屋次郎左衛門他田畠寄進状〕 元禄10.10 下新屋次郎左衛門他→実際寺 竪紙

A2 〔小野修年〕祠堂寄附状 文政 3. 2.18 小野修年→実際寺 竪紙

A2 〔実際寺并円光寺祠堂米郡中貸付ニ付〕乍
恐追願口上

申4 実際寺祖棟→庄屋七郎兵衛他 竪紙

A2 実際寺境目之覚 元禄15. 3.晦 次左衛門他 竪冊

A2 田地永代売渡証文 文政 2. 3 実際寺祖 →勇次郎 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺祠堂米預証文〕 寛延 3. 1 杉田新六他→禅林寺 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺山林ノ儀ニ付〕口
上

元文 2.12. 8 次郎左衛門他→真教寺他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺困窮ニ付口上案〕 未7 実際寺祖棟→庄屋七郎兵衛他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺梵鐘ニ付口上〕覚 巳閏5 円光寺→庄屋友兵衛他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村円光寺領ニ付〕乍恐願
申口上覚

天保10.12 実際寺祖棟→庄屋七郎兵衛他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺祠堂米預証文〕 寛延 3. 1 杉田新六→禅林寺 竪紙

A2 実際寺住持慈水置文案 竪紙

A2 開帳ニ付上り物惣目録 子4.28 切紙

A2 山県郡上筒賀村萬福寺棟札之文控 寛文 3. 2.13～享保 5. 3 継

A2 山県郡戸河内村実際寺寺山改 元禄10. 2 実際寺他→土居各々衆中 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺寺内境目ニ付口
上〕覚

卯12. 3 実際寺→庄屋友兵衛他 継

A2 洞済流ノ儀御尋ニ付奉申上ル書附 安政 4. 9 実際寺→組頭市平治他 竪紙

A2 色衣等願ニ付南堂鎮州両座元申渡之覚 壬寅10.19 妙心寺 継
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A2 〔山県郡戸河内村円光寺諸役ニ付〕奉申
上覚

天保12.10 実際寺祖棟→割庄屋三郎左衛門 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺印判改〕御願奉
申上覚

寛政 9. 3 実際寺→庄屋和兵衛他 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺由緒〕覚 宝永 7.閏8.27 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺因窮ニ付口上〕覚 午10 実際寺祖棟→禅林寺 竪紙

A2 〔山県郡村ノ実際寺并円光寺檀那宗旨判
形ニ付口上〕覚

天明 8. 8.22 禅林寺→河原民衛 竪紙

A2 〔山県郡檀那宗旨判形ニ付口上〕覚 天明 8. 8.23 実際寺・円光寺住持慎蔵主→戸
河内村庄屋和兵衛他

竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺并円光寺ノ郡村
旦那宗旨判形代判ニ付口上〕覚

天明 8. 8 戸河内村庄屋和兵衛他→河原民
衛他

竪紙

A2 〔山県郡戸河内村医師玄林円光寺病気証
文〕覚

天明 8. 8 医師玄林→戸河内村庄屋和兵衛
他

竪紙

A2 山県郡戸河内村円光寺病気証文副状案 申8 戸河内村庄屋和兵衛他→河原民
衛他

竪紙

A2 畠地永代売渡証文案 寛延元.12 実際寺→ 竪紙

A2 〔山県郡戸河内村実際寺并円光寺祠堂米
ニ付〕奉歎口上書〔断簡〕

竪紙

A2 無為山実際寺歴代略記 文化 5. 3 折本

《芸北町》

P34
1 芸北町役場所蔵文書

–1 雄鹿原支所旧蔵文書
–2 奥中原村文書
–3 八幡支所文書

P34
1–1 雄鹿原仕書旧蔵文書

A1 正保・寛文年代　藩政時代の書類第一号
　山県郡雄鹿原村役場

綴

A1 ◦安芸国山県郡雲耕村御地詰帳 正保 3. 4.18 藤田孫九良他 竪冊

A1 ◦安芸国山県郡宮地村御地詰帳 正保 3. 4.18 竪冊

A1 ◦安芸国山県郡中祖村御地詰帳 正保 3. 4.18 藤田孫九良他 竪冊

A1 ◦宮地村高ならし壱人別帳 正保 4.10 荒神原村庄屋・檜山村庄屋・惣
百姓中→五郎兵衛

竪冊

A1 ◦山県郡荒神原村山御改帖 寛文10.10.15 庄屋新右衛門他→坂原義兵衛 竪冊

A2 延宝・貞享年代　藩政時代の書類　第二
号　山県郡雄鹿原村役場

綴

A2 ◦山県郡雲耕村差出シ帖 延宝 7. 6.晦 庄屋作兵衛→西村為左衛門 竪冊

A2 ◦山県郡荒神原村差出シ帖 延宝 7. 6.晦 竪冊

A2 ◦山県郡宮地村家人牛馬改帳 貞享元. 4 庄屋四郎兵衛→林市兵衛他 竪冊

A2 ◦山県郡荒神原村村之内大原・宮内・馬
ノ原・水帳
※貞享 2年写

慶長6 竪冊
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A2 ◦証拠物ノ写書
※延宝七年政所村・宮地村差出帖，
享保十二年政所村野山腰林帖，享
保十年宮地村・野山腰林帖他

明治17.12. 8 山中正雄他 竪冊

A3 元禄・正徳年代　藩政時代の書類　第三
号　山県郡雄鹿原村役場

綴

A3 ◦山県郡荒神原村人別畝高之帳 元禄13. 2 庄屋庄兵衛→天野源左衛門 竪冊

A3 ◦山県郡荒神原村差出シ帖 元禄17. 2 庄屋庄兵衛→石川市右衛門 竪冊

A3 ◦山県郡雲耕村指出し帖 元禄17. 1.11 庄屋作兵衛→石川市右衛門 竪冊

A3 ◦山県郡荒神原村野山腰林人別帖 正徳 3.10 庄屋四郎兵衛 竪冊

A3 ◦山県郡中祖村腰林村人別帳 正徳 3.10 庄屋権四郎 竪冊

A3 ◦山県郡宮地村野山腰林人別帖ひかへ 正徳 4.11 竪冊

A4 享保年代　藩政時代の書類　第四号　山
県郡雄鹿原村役場

綴

A4 ◦野山腰□□帖　山県郡荒神原村 享保元. 7 →勝浦小兵衛 竪冊

A4 ◦□□野山腰林帳　山県郡橋山村 享保元 竪冊

A4 ◦山県郡中祖村家人牛馬御改帳 享保 5 庄屋四郎兵衛→富永新五右衛門 竪冊

A4 ◦山県郡荒神原村人家牛馬御改帳 享保 5 竪冊

A4 ◦山県郡宮地村家人牛馬御改帳 享保 5 竪冊

A4 ◦山県郡雲耕村・政所村・宮地村・荒神
原村・中祖村・橋山村薇こゑ草山焼帳

享保 8. 1 雲耕村庄屋作兵衛他→山田与一
左衛門他

竪冊

A4 ◦野山腰林之帖　山県郡雲耕村 享保10.10 庄屋作兵衛他→山田与一左衛門
他

竪冊

A4 ◦山県郡中祖村指出シ帖 享保12. 1 庄屋四郎兵衛→池谷杢右衛門他 横長

A4 ◦山県郡中祖村高畝石之帖 享保13. 1 庄屋四郎兵衛→池谷杢右衛門他 竪冊

A4 ◦〔中祖村差出シ帳〕 享保13. 7 庄屋四郎兵衛→寺西権六 竪冊

A4 ◦〔知行割ニ付給知村々へ申付候書付〕覚 享保13. 7 寺西権六 一紙

A5 宝暦年代　藩政時代の書類　第五号　山
県郡雄鹿原村役場

綴

A5 ◦山県郡雲耕村諸色差出シ帖 宝暦元.12 庄屋平四郎→林甚左衛門他 竪冊

A5 ◦山県郡宮地村諸色差出帖〕 宝暦元.12 庄屋好四郎→林甚左衛門他 竪冊

A5 ◦山県郡中祖村諸色指出し帖 宝暦元.12 庄屋藤三郎→林甚左衛門他 竪冊

A5 ◦安芸国山県郡高神原村威筒持主才助悴
権平鉄炮判形帳

宝暦 6.11 高神原村鉄砲持主権平→大橋久
左衛門他

竪冊

A5 ◦山県郡荒神原村水帖 宝暦 7. 3 庄屋好四郎他→浅野兵庫 竪冊

A5 ◦〔山県郡宮地村水帖〕 宝暦 7. 3 庄屋好四郎他→竹本出衛 竪冊

A5 ◦山県郡中祖村水帖 宝暦 7. 3 庄屋好四郎他→辻五郎太夫 竪冊

A5 ◦明知ニ付百姓人別約束証文〕覚 宝暦10. 3 宮地村百姓吉右衛門他→庄屋好
四郎

一紙

A5 ◦山県郡宮司村御鬮取帖 宝暦10. 3 庄屋好四郎 竪冊

A5 ◦山県郡宮地村御明知畝高人別帖 宝暦10. 8 竪冊

A5 ◦〔山県郡宮地村差出帳〕 宝暦11.12 庄屋好四郎→沢井五郎太夫他 竪冊

A5 ◦山県郡中祖村諸色差出シ帳 宝暦11.12 庄屋好四郎→沢井五郎太夫他 竪冊

A6 寛政年代　藩政時代の書類　第六号　山
県郡雄鹿原村役場

綴
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A6 ◦山県郡橋山村諸色指出シ帳 寛政 3.12 庄屋千之助他→宮田織人他 竪冊

A6 ◦山県郡荒神原村指出帳 寛政 4. 2 庄屋栄蔵他→宮田織人他 竪冊

A6 ◦山県郡中祖村諸色指出帳 寛政 4. 2 庄屋品右衛門他→宮田織人他 竪冊

A6 ◦山県郡宮地村諸色指出帳 寛政 4. 2 庄屋品右衛門他→宮田織人他 竪冊

A6 ◦山県郡雲耕村百姓并浮過人家牛馬御改
帖

寛政 6. 3～寛政 7. 3 庄屋品右衛門→宮田織人他 竪冊

A7 文政・天保・嘉永年代　藩政時代の書類
　第七号　山県郡雄鹿原村役場

綴

A7 ◦山県郡宮地村御知行所水帳 文政 3. 4 庄屋庄蔵→沢左仲 竪冊

A7 ◦山県郡中祖邑水帳 文政 3. 6 庄屋貞兵衛→小鷹狩勘解由 竪冊

A7 ◦山県郡荒神原村水帳 文政 3 →関蔵人 竪冊

A7 ◦山県郡中祖村諸普請所根帳 文政 7. 3 庄屋貞兵衛→役所 竪冊

A7 ◦政所村高人別帳 天保10. 5 新保彦兵衛他→庄屋栄蔵他 竪冊

A7 ◦山県郡雲耕村差出し帳 嘉永 3. 6 庄屋小作 竪冊

A7 ◦質素節倹筋之儀邑々江申談頭書政所村 嘉永 7. 6 横長

A8 死亡生産取調表　附明治十二年より同十
六年まで戸数人口取調

明治20. 1～明治26. 3 綴

A8 ◦山県郡雲耕村・宮地村・荒神原村・政
所村・中祖村・橋山村・小板松原戸数
仮貢額取調上申簿

明治12～16 竪冊

A8 ◦死亡生産表 明治20. 1～明治26. 3 竪冊

A9 明治二十二年町村制施行当初　村会議員
選挙原簿・選挙人名簿

竪冊

A9 ◦選挙原簿　山県郡雄鹿原村 明治22. 3 竪冊

A9 ◦〔衆議院議員選挙投票関係書類〕 明治25. 2 綴

A9 ◦選挙人名簿　第一級之部　山県郡雄鹿
原村

明治22. 3 竪冊

A9 ◦選挙人名簿　第二級之部　山県郡雄鹿
原村

明治22. 3 竪冊

A9 山林取調書出帳　第五大区五小区 明治 7. 1 竪冊

P34
1–2 奥中原村文書

支配

A1 〔給知村へ条目〕覚 宝暦 9.閏7. 2 貞月忠太内青木幸右衛門→川小
田村給庄屋茂兵衛

一紙

A1 御用状渋滞并無作法一件ニ付御請書　川
小田村

文政 9. 1 清八他→庄屋孫平 一紙

土地

A1 〔川小田・奥中原両村山出入ノ件〕 享保12.10 武井又十郎他→川小田村庄屋忠
左衛門・惣百姓共

一紙

A1 〔奥中原・苅屋形村両村山出入内済証文〕
覚

寛延 2. 5.22 奥中原村与頭作右衛門他→苅屋
形村庄屋善助他

一紙

A1 〔奥中原・苅屋形村両村山出入取噯ニ付
請書〕覚

寛政 7. 4 苅屋形村長百姓甚左衛門→割庄
屋茂左衛門→奥中原村庄屋伝三
郎他

一紙
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A1 田地売申一札之事 万治 3. 2.19 五郎兵衛他→甚右衛門 一紙

租税

C1 山県郡奥中原村御年貢諸入役人別算用帳 慶応元.12 横長

村

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
舞綱村

文政 2. 3 竪冊

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
田原村

文政 2. 3 竪冊

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
筏津村

文政 2. 3 竪冊

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
大塚村

文政 2. 3 竪冊

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帳　山県郡
大朝村

文政 2. 3 竪冊

C2 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
中山村

文政 2. 3 竪冊

C3 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
都志見村

文政 2. 3 竪冊

C3 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
戸谷村

文政 2. 3 竪冊

C3 国郡志御用ニ付下しらべ書出シ帖　山県
郡穴村

文政 2. 3 竪冊

C4 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
川戸村

文政 2. 3 竪冊

C4 国郡志御用ニ付下しらべ書出帳　山県郡
後有田村

文政 2. 3 竪冊

C4 国郡志御用ニ附下しらべ書出帖　山県郡
壬生村

文政 2. 3 竪冊

C4 国郡志御用ニ付下しらべ書出し帖　山県
郡南方村

文政 2. 3 竪冊

C4 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
本地村

文政 2. 3 竪冊

戸口

C5 山県郡新庄村人馬御改帖（1綴〈14冊〉） 寛延 2・寛政10・享和 4・
文化 7・文化13・文政 5・
文政11・天保 5・天保11・
弘化 3・嘉永 5・安政 5・
文久 4・明治 3

綴

C5 山県郡□□村宗旨御改帳 天保 2 竪冊

C5 山県郡新庄村超専寺某并ニ家内宗旨之帖 天保 2 竪冊

C5 山県郡新庄村導場白導某并ニ家内宗旨帖 天保 2 竪冊

C5 山県郡□□村革田宗旨御改帖
※以上4冊合綴

天保 2 竪冊

その他

A1 〔借用米銀利息払方ニ付証文〕覚 安永10. 3 仁平他→井手の原茂平 一紙

A1 〔鑪・割鉄鍛冶屋炭山御免許願〕覚 文化 6. 4 奥原村百姓惣代長百姓新四郎他
→庄屋孫平

一紙

A1 〔皮類御買上座方ニ付〕乍恐御歎奉申上
口上之覚

文久 4. 5 □□村革田寅右衛門他→村方役
場

一紙
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P34
1–3 八幡支所文書

支配

A8 〔御触書写〕 天保 3.12～天保 6. 1 横長

A6・7 〔御触書写〕 明治 5 横長

A5 頭書御廻達控え 明治 3 横長

A5 〔質素節倹ニ付〕態申遣ス 8. 6 山県郡司郡出張所→勤判割庄屋
共

一紙

土地

A1 山県郡奥山之内八幡原村本帳 （慶長6） 竪冊

A1 御地詰帳　西八幡原 正保 3. 4.18 藤田孫九郎他 竪冊

A1 山県郡東八幡原村差出帳
※以上2冊合綴

延宝 7. 1.晦 東八幡原村庄屋新左衛門他→西
村為左衛門他

竪冊

A3 山県郡西八幡村壱人別山境目帳 寛文10.11.10 組頭仁右衛門他・惣百姓→庄屋
三郎兵衛他

竪冊

A2 山県郡両八幡原村井手川除格式帖 正徳 4. 8.25 庄屋吉右衛門他→勝浦小兵衛 竪冊

A1 安芸国山県郡両八幡原新開地詰帳 享保14. 3.25 武井又十郎他→両八幡原村庄屋
吉右衛門他

竪冊

A1 山県郡東八幡原村古荒所起地高人別印形
帳

天保 4. 6.21 →庄屋房右衛門他 竪冊

A3 御建山野山腰林帖　両八幡原村ひかへ
（2冊）

享保元. 7 山持主田屋た甚兵衛他→勝浦小
兵衛

竪冊

租税

A5 山県郡西八幡原村御免割帳扣 嘉永 5.12 庄屋良三郎他→山県郡役所 竪冊

A5 山県郡西八幡原村諸入役書出帳
※以上2冊合綴

嘉永 5.12 庄屋良三郎→山県郡役所 竪冊

A5 山県郡両八幡原村御年貢諸役米差引算用
帳

明治 4.12 横長

村

A4 延宝七年差出し帖　西八幡原村 延宝 7. 6 西八幡原村利右衛門他→西村為
左衛門

竪冊

A4 東八幡原村差出し帳 延宝 7. 6.晦 東八幡原村庄屋新左衛門西村為
左衛門他

竪冊

A4 山県郡西八幡原村諸色指出帳 寛政 4. 2 庄屋栄蔵他→宮田織人 竪冊

A2 山県郡東八幡原村畝石帖 享保13. 1 竪冊

A2 山県郡西八幡原村畝石組分帖　伴三右衛
門様御知行所

享保13. 3 庄屋吉右衛門他 竪冊

A5 御殿様御廻在ニ附諸入銀諸取替物書抜覚
帖　村用所

文久 3. 8 竪冊

A5 〔年賦貸附米ニ付五郎左衛門廻達写〕 後見深井和右衛門→児玉鉄三郎 一紙

A5 〔御印鑑村々へ受取ニ付勤番友助廻達写〕 後見和右衛門→児玉鉄三郎 一紙

治安

A3 〔西八幡原村之内山所差縺一件書付〕 文政 5 竪冊

A5 〔橋山村長百姓小市郎より内密庄屋三兵
衛へ申出候一件ニ付問尋書〕

午 割庄屋五郎左衛門→小原村彦太
郎他

一紙

A5 後見和右衛門書翰
※村方不風義風間に付

12. 2 →社蔵支配役格西八幡原村庄屋
鉄三郎

一紙
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A5 中原村・川井村庄屋書翰
※当組百姓中頼筋あり，郡府より役人
入込に付

午12. 6 中原村庄屋権三郎他→八幡原村
庄屋鉄三郎他

一紙

A5 〔村方不穏之儀相聞候ニ付極内々ニ様子
申上候書付〕

12. 6 一紙

A5 〔当村百姓共不風義一件ニ付申渡〕御受
書　八幡原村役人

午12 八幡原村庄屋後見和右衛門他→
坂戸四郎平

一紙

A5 〔武一騒動・返納米ニ付申達書写〕 明治 4. 8.12 横長

A5 御取替米・作食米之内不納并取立米蔵積
等書上ケ帖　山県郡奥山組
※以上2冊合綴

明治 4.12 横長

商業・売買

A2 家田地山林売券状控帖 宝暦 3. 4～宝暦10. 3 庄屋文兵衛 竪冊

A2 御買証文扣 安永 6. 2 竪冊

その他

A5 山県郡東八幡原村百姓居宅取繕仕立御願
付

文政13. 2 百姓林吉他→庄屋房右衛門他→
佐藤源兵衛他

一紙

A5 山県郡西八幡原村水損普請御願帳 嘉永 2. 6 庄屋伊左衛門他→割庄屋菅右衛
門→山県郡役所→庄屋伊左衛門

竪冊

A5 後見和右衛門書翰
※返上米蔵積に付

12.14 →社蔵支配役庄屋鉄三郎 一紙

A5 〔米取替ニ付〕覚 午11.23 久次郎→鉄三郎 一紙

A5 〔人別米高書上〕覚（3通） 一紙

A5 聞書覚 一紙

A5 〔島根県那賀郡・美濃郡ヨリ高宮郡鈴張
村ニ至ル線路開鑿計画〕規約書

明治16.11.25 高宮郡鈴張村李幾四郎他 竪冊

P34
3 深井家文書

山県郡大利原村で割庄屋同格を勤めた深井家に伝来した文書（支配・土地・村〈文政2年国郡志御用ニ付下しらべ

書出帖帖等〉・治安・産業・商業売買・家等）

支配

A12 御新法御書出シ写 宝永 4. 9 竪冊

A9 〔馬口労鑑札ニ付〕御廻達并加計・今吉
田・本地 附紙共ニ写し

嘉永 2 横長

A12 今般諸事御切替御改革被為仰出附而者御
趣意改方之御頭書御紙面写帖　割庄屋元

嘉永 6. 4 横長

A12 御触写し覚日記 文久 3.11～文久 4.12 横半

A8・9 当形勢に付大急御用御触写 慶応 2. 6 横半

A20 御条目書写　山県郡大利原村 明治 2 柴田千太郎他→年寄他 竪冊

A20 御条目御布達 綴

A20 ◦御管内一般組合之法方御改正 明治 6. 1 竪冊

A20 ◦竪紙ニ而諸御触控 明治 5. 3～6 竪冊

A20 ◦質素節倹筋之儀ニ付申談頭書　割庄屋 嘉永 2. 3 竪冊

A20 ◦御布達控 明治 8. 6～ 竪冊
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A20 ◦御条目 文政12. 8 竪冊

A20 ◦郡中村々立直しニ付申渡ス条目〕 文化元. 8 高間小左衛門他→年寄他 一紙

土地

A17 山県郡之内南門原村御検地帳 慶長6.12.27 上月久三郎 竪冊

A13 山県郡名門原村御検地帳 慶長6.10.27 上月久三郎 竪冊

A13 山県郡南門原村水帳控　浅野監物様 宝暦 7. 3 庄屋孫三郎 竪冊

A13 安芸国山県郡南門原村新開地詰帖 享保14. 3.25 武井又十郎他→南門原村庄屋九
右衛門他

竪冊

A13 山県郡南門原村御役目高名寄帳 正保 3. 3.23 仁右衛門 竪冊

A13 山県郡南門原村御普請所根帖控
※以上5冊1通綴

安永 6. 6 庄屋茂十郎→高槻半弥他 竪冊

A10 奥原村両御給知畝高人別帳 享保17. 8 竪冊

租税

A10 奥筋村々高御免御物成津出所払分り覚帖 寛政 6. 1 横半

村

A13 山県郡南門原村差出し帖 延宝 7. 6 庄屋九右衛門→西村為左衛門他 竪冊

A4・5 芸州山県郡村々諸色覚帳 享保12 宮司村治助 横長

A15 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
苅屋形村

文政 2. 3 庄屋孫右衛門 竪冊

A15 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　山県郡
土橋村

文政 2. 3 庄屋万蔵 竪冊

A15 国郡志御編集ニ附書上帖出帳　山県郡新
庄村

文政 2. 3 懸持庄屋作左衛門→役所 竪冊

A15 国郡志御用ニ附下しらへ書出帖　山県郡
南門原村

文政 2. 3 庄屋孫右衛門 竪冊

A15 国郡志御用ニ付下しらべ書出帖　山県郡
大利原村

文政 2. 3 庄屋孫右衛門 竪冊

A15 国郡志郡辻寄記録 文政 2. 6 山県郡御用懸年寄格都志見村長
兵衛他→国郡志編集方役所

竪冊

A21 御通行筋村々諸色書上帳 文政13.閏3 大利原村組合 横半

A11 山県郡御役所往復文書　割庄屋 文化 2～10 竪冊

A1・2 旧記　役用方覚書 明暦 2～文化 7 横半

A8 役用手控帖 文久 3～慶応 4 大利原村嘉三郎 横半

A8 臨時御用向手控 元治元. 8～元治 2. 1 大利原村嘉三郎 横半

A18 集会之節役用手控 明治 3.12 割庄屋同格深井嘉三郎 横半

A18 諸事手控日記 明治21. 2 深井磐弘 横半

A19 中野村字大利原申値規約 明治22. 9 竪冊

A17 山県郡本地彦市殿書写置 安政 2. 3. 3 本地村彦市深井新一郎写 竪冊

戸口

A10 山県郡奥原村人家牛馬御改帖 享保 5. 7. 8 庄屋徳左衛門→井口金右衛門他 竪冊

A10 山県郡奥原村人馬御改帖 元文 3. 1 庄屋孫三郎→池谷三郎左衛門他 竪冊

A10 山県郡大暮村人馬御改帖 文化 7. 1 庄屋佐四郎→高間小左衛門他 竪冊

A10 山県郡大利原村組合人馬御改寄目録 文政11. 2 割庄屋孫右衛門→山県郡役所 竪冊

A10 山県郡大利原村組合人馬御改寄目録 天保 5. 2 割庄屋孫右衛門→山県郡役所 竪冊
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A14 〔山県郡大利原村他23ヵ村人馬改帳 天保 5. 2 横長

A10 山県郡大利原村組合人馬御改寄目録 天保11. 2 年寄同格割庄屋孫右衛門他→役
所

竪冊

A14 〔山県郡大利原村他23ヵ村人馬改帳〕 天保11. 2.19 横長

A10 山県郡草安村人馬御改帖 嘉永 5. 1 当分庄屋良三郎 竪冊

A10 人馬御改組合辻寄帖　大利原村組合 嘉永 5. 2 割庄屋菅右衛門→山県郡役所 竪冊

治安

A13 〔才乙村不調方之儀ニ付〕御断申上ル覚 明和 6. 7. 5 才乙村庄屋次郎他→南門原村庄
屋孫三郎他

一紙

A17 山県郡村々積年工事出入無御座分夫々寄
帖ひかへ

文化 5.12 山県郡割庄屋共→番組衆中 竪冊

A17 〔戸河内村之内柴木并両筒賀村騒動一件〕
乍恐村方居合申候様申上書附

慶応 3.10 高野村庄屋正三郎他→役所 一紙

A17 〔去年奥山組村々 故障申立候人別ニ付〕
記

明治 5. 5 奥原村百姓繁蔵他→少長藤井良
三郎

一紙

A19 〔論地和解に付〕契約書　山県郡荒神原
村・苅屋形村

明治15. 1.24 竪冊

A19 〔荒神原村・苅屋形村〕論山和解ニ付願 明治15. 2 綴

凶荒

A19 明治二年凶作・同五年地震災害一件 綴

A19 ◦大変作ニ付諸事申値覚 明治 2. 8 大利原村嘉三郎 横半

A19 ◦凶作ニ付諸事控帳 明治 2. 8 嘉三郎 横半

A19 ◦当年柄救済方一件手控帖 明治 2.12 御用掛割庄屋同格嘉三郎 横半

産業

A17 山県郡小原村野山引当同村鉄師産太郎割
鉄鍛冶屋壱軒願出書附并村方願書郡中惣
鉄師願書弐通写扣

嘉永 2 竪冊

A17 御年貢糀之義ニ付百姓浮過人別受書　移
原村・米沢村

文化10. 6 移原村長百姓藤四郎他→当分庄
屋逸右衛門

一紙

A17 濁リ酒并糀形被仰出御触書 天保 5 綴

A19 清酒売脚申値規則書 明治11. 6 穴村吉小斎東三郎他 竪冊

A17 漆之木御尋ニ附様子申上ル書附 酉5 庄屋八左衛門→割庄屋菅右衛門 一紙

A17 山県郡両八幡原村漆木有無申上書付 酉6 庄屋伊左衛門他→割庄屋菅右衛
門

一紙

A17 砂糖漆値付之義ニ付様子申上ル書付ひか
へ

卯3 割庄屋6名→役所 一紙

A17 〔櫨苗植付之儀御尋ニ付申上〕覚 酉4 割庄屋連名 一紙

A17 牛馬放生之儀ニ付御願申上書付 丑9 割庄屋同格奥原村庄屋永太郎→
山県郡番組衆中

一紙

商業・売買

A6 浜田逗留中諸入用覚帳 天保 8. 1 吉川良平 横長

A6 石州表買入穀類代銀并諸入用書出貫帖 天保 8. 1 尼子善平 横長

A6 石州表万買物并ニ入用算用書貫帖 天保 8. 1 横長

A6 八百屋麦村々江渡帳 天保 8. 2～ 尼子善平・吉川良平 横長

A6 浜田 上来原上り麦俵数覚帖 天保 8. 2 横長

A6 浜田 波佐上り麦俵数覚帖 天保 8. 2 横長
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A6 大麦俵数覚日記 天保 8. 1 吉川良平 横長

A6 浜田 七条上り麦俵数覚帖 天保 8. 2 横長

A6 石州買入米・大豆代銀算用村々割賦帖 天保 9. 8 横長

A6 石州浜田ニ而買入穀物諸雑用書貫帖 天保 9. 8 横長

A6 穀類買入諸入用之内渡シ高書貫帖 天保 9. 8 横長

A6 石州ニ而穀物買入代銀御拝借村々仕分帳
　手元六ケ村

天保 9. 8 横長

A6・7 大麦所々 村々江請取辻書出し帖　大利
原村組合

天保 9. 2 横長

A6・7 浜田買入麦村々取越引合帳 天保 9. 8 横長

A7 浜田買入干いも大豆米請払書分ケ帳 天保 9. 8 横長

A7 浜田買入麦所々繰上ケ引合帖 天保 9. 8 横長

A7 浜田買入大麦代銀并諸入用算用村々割賦
帳

天保 9. 8 横長

A7 石州ニ而穀物買入代銀御拝借村々仕分帳
　大利原村組合

天保 9. 8 横長

A7 浜田買入旱芋代銀并諸入用算用村々割賦
帳

天保 9. 8 横長

A7 〔石州買入穀類代村分ケ差出ニ付廻状〕 2. 7 中祖村小作→はし山佐市他 一紙

A14 店方万仕入覚帳 天保13. 9 横長

家

A14 万覚書 天保 5 横半

A16 家格并万覚日記 天保13 横半

A11 〔年中勝手万覚〕内証帳 天保15. 1 横半

A3 □証万覚書 横半

A16 江戸上下道中日記 文化11. 3～6 横半

A21 此元手作ニ付覚日記 明治40. 4 横長

その他

A16 田植哥拝守紙 明治 6. 2 宮地村藤井守之介 横半

A21 田植ニ付覚日記　土居 明治39. 6. 2 横長

A21 田植ニ付諸事覚 明治41. 6.2～3 横長

A12 芸備中米拾石建預り米品位附 明治 9. 9 広島県下米綿商社 刊

《大朝町》

P35
2 円立寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔円立寺文書第1巻〕（1～3号） 戦国期 巻子

A1 〔円立寺文書第2巻〕（4～10号） 戦国期 巻子
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《千代田町》

P36
1 井上家文書

山県郡壬生村神主井上家に伝来した文書（中世・支配・庶務・土地・租税・村・戸口・宗教・学校教育・祭祀・学芸等）

中世

C8 三柴三目分木之内 竪冊

C8 はなのさけ 竪冊

支配

C15 郡内廻村之節万覚帳 天保13 井上薩摩守 横半

C21 広島珍聞記　上・中・下（3冊） 文久 2～3 竪冊

C27 〔切支丹宗門改ニ付郡中庄屋・組頭・五人
組へ申達書〕

元文 5 八木治兵衛他 竪冊

C20 〔村入用ニ付〕態申遣ス 寅2 三谿郡役所→安田村庄屋割庄屋
為作他

一紙

C14 〔火の用心等申渡〕覚 一紙

C31 〔先達而宗対州 申来候今度朝鮮人来朝
之時持参物〕

2.29 一紙

庶務

C17 〔武一騒動後の混乱ニ付戸長等の役用書
上〕

横長

C17 〔武一騒動一件ニ付〕覚 明治 4. 8.10 割庄屋・庄屋・与頭→口廿ケ村
百姓中

一紙

C17 〔武一騒動一件ニ付寺院梵鐘当分の間差
留る〕急廻達

2.25 戸長青木重兵衛他→川井他村々
役人中

一紙

C17 〔博奕等制禁ニ付役所より廻達書〕 明治 4. 5 一紙

C17 〔博奕等禁止ニ付〕大急廻達 3.21 戸長所→壬生他村々少長中 一紙

C17 〔村々無地高等調査ニ付〕大急廻達 3.27 戸長所→有田村・本地村・石井
谷村少長中

一紙

C17 〔村々諸職人水役受候者調査ニ付〕大急
廻達

3 一紙

C17 〔盲人・年中病気ニ而床付者人数調査ニ
付〕急廻達

明治 5. 3.17 戸長所→壬生村他村々少長中 一紙

C17 〔八十八歳・百歳の老人名簿差出等ニ付〕
大急廻達

明治 5 一紙

C17 十人頭人撰覚 明治 5. 3 戸長細田儀兵衛→戸長副藤川五
右衛門

一紙

C17 〔井上宅にて説教あるにつき廻状〕 11. 4 小田理左衛門→古保利村他惣代
中

一紙

C17 〔御吟味入用帳差出ニ付〕大急命令 一紙

C37 穢多・非人等之称被廃行様御伺申上ル書
附　山県郡□□□□村々

明治 4.10 本地村庄屋田辺和一郎他→組合
割庄屋三宅貞右衛門他

一紙

C37 〔旧革田共屋敷地御高付地無高地等調査
ニ付〕大急廻達

明治 5. 3.15 戸長所→村々少長中 一紙

C37 〔旧革田共屋敷地高付等調査ニ付〕大急
廻達

明治 5. 3.15 戸長所→村々 一紙
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C37 〔旧革田屋敷地村地等調査ニ付〕大急廻
達

3.17 戸長所→村々少長中 一紙

土地

C33 〔太夫九郎分〕田地分覚 寛文11. 2.16 一紙

C33 田畠水帳 寛政11. 4 竪冊

C33 永代売渡申畠之事　案文 一紙

C34 柴原山買年々覚日記 享保20. 3～ 井上主膳正 横長

C23 御地概ニ付古保利村屋敷田方畠方畝高人
別名寄

元文元. 8 横長

C36 壬生村御給人七人様御知行所高附人別帖 宝暦 7. 4 庄屋与三郎 横長

租税

C26 山県郡壬生村御免割帳　ひかへ 宝暦 9.10 庄屋甚右衛門他→沢井五郎太夫
他

竪冊

C26 山県郡壬生村夫割帳
※以上2冊合綴

宝暦 9.10 庄屋甚右衛門他→沢井五郎太夫
他

竪冊

C26 山県郡壬生村御免割帳　ひかへ 宝暦 8.10 庄屋甚右衛門他→小嶋弥三他 竪冊

C26 山県郡壬生村夫割帳 宝暦 8.10 庄屋甚右衛門他→小嶋弥三他 竪冊

C26 山県郡壬生村御免割之内小帖・山県郡壬
生村夫割小帖
※以上3冊合綴

宝暦 8.10 庄屋甚右衛門他→小嶋弥三他 横長

C26 山県郡壬生村御免割帳　ひかへ 宝暦10.10 庄屋甚右衛門他→沢井五郎太夫
他

竪冊

C26 山県郡壬生村夫割帳 宝暦10.10 庄屋甚右衛門他→沢井五郎太夫
他

竪冊

C26 山県郡壬生村御免割之内小帖・山県郡壬
生村夫割小帖
※以上3冊合綴

宝暦10.10 庄屋甚右衛門他 横長

C26 山県郡古保利村御免割帳 元文 2.10 庄屋甚右衛門他→池谷三郎左衛
門他

竪冊

C28 壬生村諸入役米銀割賦根帖 宝暦 3.11 年行司彦右衛門他→庄屋与三郎
他

横長

C28 壬生村諸入役米銀割賦根帖 宝暦 4.12 年行司彦右衛門他→庄屋与三郎
他

横長

C28 壬生村諸入役米銀割賦根帖 宝暦 6.12 年行司四郎右衛門他→庄屋与三
郎他

横長

村

C9 国郡志御用ニ附下しらべ書出帳　山県郡
川井村

文政 2. 3 竪冊

C9 山県郡壬生村差出帳ひかへ 宝暦 2. 1 庄屋与三郎他→林甚左衛門他 竪冊

C10 山県郡古保利村指出之帳 貞享 5. 9 庄屋吉左衛門→高尾平助他 竪冊

戸口

C27 山県郡壬生村人馬御改帖 宝暦12. 1 庄屋甚右衛門→沢井五郎太夫他 竪冊

C27 山県郡壬生村宗旨御改帖 宝暦 5～8 庄屋与三郎他 竪冊

C27 山県郡壬生村教得寺某并家門宗旨之帳
※以上2冊合綴

宝暦 5～8 庄屋与三郎他 竪冊

C32 八幡神社・中野神社・山末神社氏子籍　
本地村

明治 6 竪冊

C32 広島県下第五大区九小区・十小区・十一
小区戸籍総計扣

明治 5. 6 竪冊
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金融

C31 宮島入札場所覚 亥3 刊

凶荒・救恤

C31 享保十六年飢人預書 一紙

宗教

C13 山県社寺銀 明治 5. 6 井上頼治良 横半

C13 郡中諸堂庵室明細帳 竪冊

C13 〔安芸国山県郡口筋東組十箇村御社寺帳
ニ不載処之諸社書上〕

竪冊

C13 郡中神社社家人別扣 享和 4. 3 井上主計頼定 横半

C14 壬生・市須恵美神災難始末記 竪冊

C14 最初の国恩祭ノ文書（1包〈5通〉） 都志見・本地・荒神原村庄屋他
→井上薩摩守

一紙

C14 〔御国恩祭由緒書〕 一紙

C14 善福寺改帳願書・御免許状并牛馬市願書
（1包〈6通〉）

延享 5. 4・元文 6. 1・
明和 2. 2他

一紙

C14 〔善福寺観音開帳相仕舞ニ付注進〕覚　
山県郡壬生村

宝暦14. 3 庄屋甚右衛門→役所 一紙

C14 〔善福寺古寺跡観音開帳并人形廻相仕舞
ニ付注進〕覚　山県郡壬生村

明和 2. 3 庄屋甚右衛門→役所 一紙

C14 〔諸作豊熟万民安全之御祈祷ニ付出浮依
頼廻達控〕

嘉永 3. 7.11 井上伊予守 一紙

C14 〔神職者困窮ニ付祈祷許可〕奉歎願口書
覚　ひかへ

一紙

C14 申談之条々 亥3 芸備社家郡会所→御城下社家中
他

一紙

C20 文化九年申極月廿三日東西真宗寺院江御
咎方書附写シ（2冊）

横長

C20 〔吉田家講談師滞留ニ付〕備後福山池田
大和守より野上氏江返写・御船奉行 御
水主三百人江之示教書付ヲ以御船手頭取
役迄申達候ひかへ

7. 6・文化 8. 5 池田大和守→野上陸奥守 一紙

C20 〔初夜法談禁止口達等扣〕 一紙

C20 〔真宗法談ニ付〕覚 申8 一紙

C20 徳正寺恐入誤之事間書 一紙

C20 〔困窮村祈祷入用ニ付〕態申遣ス 寅2 三谿郡役所→安田村庄屋・割庄
屋孝作他

一紙

C20 〔白神社社領ニ付〕覚 文化10. 4.21 →白神社神主野上陸奥守 一紙

C20 玉善秘書（1包〈9通〉） 一紙

C31 開眼供養作法 巻子

C13 高田郡土師村小祠合併注進書扣 明治 5. 3.15 竪冊

C16 〔神社合併ノ件等〕協議題 竪冊

C16 〔村々神社社祠取調・神仏混淆引分ケニ
付申達書・神社調へニ付申談頭書綴

明治 4. 2～3 横長

C16 〔村々神社社祠書上〕 横長

C16 〔壬生村林助跡目売受候趣ニ付〕記 明治 5. 4 少長金子忠右衛門→戸長副小田
理左衛門

一紙
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C16 講中一件ニ付御願申上候書附 明治 5. 4 講中斗田勇蔵他→少長副岡村幸
三郎他

竪冊

C16 〔壬生村林助跡居宅之儀ニ付〕記 明治 5. 4 少長金子七郎兵衛→戸長副小田
理左衛門

一紙

C16 〔壬生村林助跡居宅之儀ニ付〕覚 明治 5. 4 当村農庄七→少長副中川重三郎
他

一紙

C29 井上系図　当村田屋并米田屋由緒之事 文政 8. 5. 1 井上薩摩守源頼定 竪冊

C29 井上素系写 （光誉筆跡トアリ） 竪冊

C29 井上右衛門家筋願書写 文化10. 5 井上光誉 竪冊

C7 本家秘蔵御判物之写
※文化 9年写

文永 2～天正12 光誉写 竪冊

C7 福島正則書状・毛利輝之書状・大内義隆
書状（写）

折紙

C7 種光申状 永正14.閏10. 3 源義艦→因幡守他 竪冊

C7 井上党御成敗之事 一紙

C9 享保拾八癸丑年覚書也 宝永元～享保20 井上甚右衛門 竪冊

C14 〔田地下作ニ付〕覚 巳3. 9 作人幾七他→藤四郎 一紙

C24 〔道中日記〕 万延元. 4～文久 3. 4 横長

C24 頼定記 横半

C24 文化甲子録序 五徳稟奥田貞□ 一紙

C25 〔歴代天王〕 横半

C30 〔近況報告書状〕 6.25 井上織江→井上薩摩守 一紙

C30 〔約束ノ書類等ニ付井上織江へノ催促ヲ
依頼スル書状〕

6. 2 山県源之助→井上薩摩守 一紙

C30 〔約束ノ書類ノ遅レタルヲ詫ビ，城下ノ
僧ニ付シテ進上スルヲ約スル書状〕

2. 7 井上織江→井上薩摩守 一紙

C30 〔山県ノ一件ニ付大和七兵衛・湯浅仁兵
衛ニ問ウモ明ラカナラズ引キ続キ催促ス
ルコトニテ諒承ヲ求メル書状〕

8.22 山県源之助→井上薩摩守 一紙

C30 〔山県介為綱ノ元暦元年ノ勲功・山県五
郎為忠ノ元久元年壬生庄地等職ニ関スル
相論ニ付テ抜書〕

文化14. 7 山県源之助 一紙

C30 〔城山ノ名・合戦ノ場所・宗門・菩提寺等
ニ付尋ネル書状〕

8.22 山県源之助→井上薩摩守他 一紙

C30 〔初メテ大谷氏ヲ訪ネテ詠メル和歌一首〕 霊□→井上織衛 一紙

C30 〔起請文写〕 永世12. 6. 1 壬生源蔵人元泰→毛利少輔太郎 一紙

C30 〔合戦ノ場所・広島城下ヨリ吉田郡山并
壬生へノ里数等ニ付尋ネル書状〕

6. 6 山県（源之助）→井上他 一紙

C30 安芸国山県郡壬生村古城の主考 一紙

C30 高田郡北村惣三郎所持之旧記写ノ内写置
三通
※文政 5年写

慶長3・文禄 4・慶長17 継

C30 弘治二年小早川隆景ヨリ井上右衛門大夫
へ感状写

弘治元.12 小早川隆景→井上右衛門大夫 一紙

C30 長州萩井上宗女殿ヨリノ状二通・山県源
之介殿ヨリノ状在中

6. 5 一紙

C30 壬生古城蹟高峯山毘沙門天社出訳草案 一紙
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C30 高峯城主山県氏ニ関スル書類 袋

C30 山県源三郎書状
※毛利家素姓御通シ一件ニ付礼状

9. 5 →井上薩摩守 一紙

C30 〔小山八幡宮ノ濫觴〕 宝徳 3. 8.15 神主職村竹左衛門大夫寿久 一紙

C30 後奈良院綸旨写 天文 2.12.30 権左少弁惟房→吉田侍従 一紙

C30 足利将軍義晴公御教書 天文 3.11. 3 散位肥前→吉田雑掌 一紙

C30 〔山県氏ノ遠祖ノ出セル連署書状写〕
※文化14年写

一紙

C30 〔毛利元就ノ事蹟等ニ付テ〕 一紙

C30 〔毛利家督相続ニ付毛利家家臣連署書状〕 7.25 一紙

C30 弊之大事 一紙

C31 四方ノ覚 一紙

C31 古キ書類 文化 5 井上氏 一紙

C35 年々預ケ米覚帖 宝暦 4. 7 横長

学校教育

C18 〔訓解・試業・算数等進級表〕 万延 2 一紙

C18 〔学校関係徴収金書上〕 明治12 山県郡役所 一紙

C19 新林新報　一号～八号 明治 6. 2 綴

C22 山県郡連合教育会議案 明治18. 8.14 刊

C22 〔山県郡山県小学区今田簡易小学校〕沿
革史取調書
※以上2冊合綴

竪冊

医療

C22 売薬々方効能等書上帖控
※売薬分量効能并に元価低下売利等書
附他

明治 5. 6 竪冊

祭祀

C1 五形祭文 延徳元. 2.14 巻子

C1 山伏祭文 永世15. 6.14 式部 巻子

C1 山伏祭文 永世17. 3. 7 巻子

C1 山伏祭文 大永 2. 2 巻子

C1 山伏祭文 大永 5.11 巻子

C1 山伏祭文 天文 2. 5.11 貞慶 巻子

C1 山伏祭文 天文 6.10 藤原貞家・岡長大蔵太夫 巻子

C1 山伏祭文 天文10. 6. 9 三郎左衛門 巻子

C1 山伏祭文 天文13. 7 巻子

C1 土公祭文 天文14 巻子

C1 山伏祭文 天文15. 2.21 左衛門大夫 巻子

C1 五形祭文 天文19.12. 1 求持主麻生神左衛門尉 巻子

C2 八幡祭文 永禄 7.10. 2 晃誉 巻子

C2 荒平舞詞 天正16.11 巻子

C2 山伏祭文 天正16. 5 巻子

C2 日本六十余州神名帳 慶長2. 9 巻子
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C2 鷺大明神白紙祭文 寛永 9. 3 国司大弐入難波→壬生村神主井
上神右衛門尉

竪紙

C2 追立祭文 寛永 9. 3 国司大弐入難波→壬生村神主井
上神右衛門尉

一紙

C2 大土公神祭文 延宝 7. 3 巻子

C2 山伏祭文 竪冊

C2 山伏祭文 巻子

C2 山伏祭文 巻子

C3 神道神楽湯立行法 永禄 7. 1 権大僧都宗金→小三郎 切紙

C3 荒神六印大事行法 永禄 7. 1 権大僧都宗金→重吉 切紙

C3 呪咀返行法 永禄 7. 1 権大僧都宗金→小三郎 切紙

C3 諸大事行法写 永禄 7. 1 権大僧都宗金→小三郎 一紙

C3 日天看経行法 一得 切紙

C3 諸神呪符 元亀4. 6 一紙

C3 虚空蔵六印行法 天正11.11 学叶上人 切紙

C3 法者口伝秘書 文禄 5. 5. 5 佐々木式部貞家 竪冊

C3 愛染明王百符相伝秘書 竪冊

C3 六道開本書 明応 7.閏10 盧瀑 巻子

C3 腫物歯痛呪文 折紙

C4 玉泉流筭書 永正 9. 1.28 宗藤・龍慶 横半

C4 筭書 折本

C4 日取帳 天文 4. 9.25 井上左衛門尉 竪冊

C4 日取帳 天文 5.10.16 竪冊

C4 日取帳 元和 2.12 竪冊

C4 雑書日取之事 竪冊

C5 軍気書 元亀4立冬 巻子

C5 軍気書 慶長元. 2 賢長 巻子

C6 覚〔日次〕 竪冊

C6 舎利礼 一紙

C6 摩利支天兵□ 永禄 6 折本

学芸

C11 寿〔連歌集〕 竪冊

C11 加茂の落葉　柿能舎 竪冊

C11 病間童話　全 文久 3.12.10 重邨末田先生著 竪冊

C12 〔書籍目録他〕 文政 9. 7.16 竪冊

C12 八雲路日記　上・下 後藤夷臣 竪冊

C21 広島珍聞記　上・中・下（3冊） 文久 2～3 竪冊
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P36
2 円光寺文書

支配

A6 御殿様御養生不被為御叶ニ付書御触御穏
便ニ付御頭書御示し方渡し覚日記

安政 5.11. 丈次郎 竪冊

A6 倹約御触書写 寛政年中 竪冊

A6 〔郡中風儀立直方ニ付頭書〕 卯. 9. 一紙

戸口

A5 山県郡中山村人家牛馬御改帳 享保 5. 7. 4 庄屋作左衛門→井口金右衛門他 竪冊

A5 山県郡中山村豊吉帖外御願書附 文政12. 3. 三郎右衛門後家他→庄屋作右衛
門→山県郡役所

一紙

A5 〔家督一跡売捌ニ付証文〕覚 天保10. 4. 中山村百姓吉兵衛他→中原村こ
ん他

一紙

A5 当村浮過者帖外御願書附　帖外御願書付
不上りひかへ　山県郡中山村

天保14. 3. 周蔵他→庄屋周兵衛 一紙

A5 〔惣五郎と縁切〕口上 安政 2. 9. 小田→御村役人衆中 一紙

町・災害・救恤

C2 中山駅焼失ニ付町絵図　扣 文化12. 2.17 一紙

A7 山県郡中山駅焼家軒数小間帖 文化12. 2.17 庄屋作左衛門 横長

C2 当駅焼失ニ付様子申上ル書付　山県郡中
山村

文化12. 2. 庄屋作左衛門→役所 一紙

C2 当駅焼失ニ付様子申上ル書付　山県郡中
山村

（文化12）. 2.24 庄屋作左衛門→役所 一紙

C2 〔中山駅焼失ニ付焼家小屋かけ入用材木
并小間銀等拝借願書〕覚

文化12. 3. 庄屋作左衛門→山県郡役所 一紙

C2 〔中山駅難渋仕向銀貸付ニ付〕態申遣ス （文化12）. 4. 大野是助他→中山村庄屋作左衛
門

一紙

A7 山県郡中山村焼き家江御貸被遣小間銀小
内人別請印帖

文化12. 5. 借主伊八他→中山村庄屋作左衛
門

横長

A7 〔山県郡中山駅焼家拾七軒へ小屋掛入用
割賦并三郡割賦〕覚

文化12. 5.13 勘定所→大野是助他 一紙

A7 山県郡中山駅焼失ニ付小屋銀三郡割御下
ケ被為遣割賦人別請印帖

文化12.11. 庄屋作左衛門他 横長

A7 山県郡中山駅焼失ニ付小屋掛ケ銀御下被
為遣諸入用銀ニ差引割賦帖

文化12.11. 庄屋作左衛門他 横長

C2 山県郡中山村焼失難渋御嘆書附 文化13.11. 中山村六郎右衛門他→庄屋作左
衛門

一紙

A7 山県郡中山村百姓甚助家焼失仕御注進書
附

酉. 1. 1 庄屋作左衛門→山県郡役所 一紙

A3 当駅伝馬持困窮ニ付御仕向願書 文政 7. 3. 竪冊

C2 〔中山駅伝馬持極難渋ニ付仕向銀拝借歎
願口上〕覚

（文政 9）.11. 庄屋作左衛門・組合割庄屋長兵
衛→安藤孫兵衛

竪冊

C2 山県郡中山駅難渋御役メニ附口上書扣 文政 9.11. 庄屋作左衛門・割庄屋長兵衛→
安藤孫兵衛

竪冊

C2 〔中山駅仕向銀預り証文〕覚 （文政 9）.12. 山県郡役所→中山村庄屋作左衛
門他

一紙

A8 新庄村庄右衛門廻状〔社倉穀ニ付〕 . 8. 7 　→日野屋善右衛門他 一紙
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普請

A9 山県郡中山村御高札場御覆替并取繕ひ積
り帖

安永 2. 8. 庄屋善七→堀田勝之丞他 竪冊

治安

A7 〔猟師鉄砲譲渡ニ付注進〕覚 寛政 6. 4. 中山村太郎兵衛→組合割庄屋貞
兵衛他→川原民衛他

一紙

A7 〔酒宿仕り村方へ厄介装備候ニ付〕誤之
一札

天保 2.10. 嘉十郎他→隣家立合庄吉他 一紙

A7 〔山境筋年来差縺に及候一件内済ニ付〕取
交一札之事

嘉永 2. 4. 中山村庄屋丈三郎他→蔵迫村庄
屋恵平他

一紙

A7 吉松病死之後家財是有り候処差縺ニ付惣
兵衛并願出済書

嘉永 2. 6. 弥助他→役人中 一紙

A7 〔求馬御家と勝次郎居宅・田地交易ニ付
差縺一件〕御内済受書

（文久 2）. 9. 求馬御家他→有間村庄屋亀吉他
→勝次郎他

一紙

A7 〔隣家勝次郎と居宅・田地交易之儀差縺
一件ニ付〕御請書　求馬御家

（文久 2）.10. 求馬御家他→有間村庄屋亀吉他 一紙

A7 〔隣家求馬御家と居宅・田地交易之儀差
縺一件ニ付〕御請書　中山村勝次郎

文久 2.10. 中山村百姓勝次郎→有間村庄屋
亀吉他

一紙

A7 〔川戸村 草苅・井出水ニ付被申付候一
件ニ付願書〕

子. 6. 中山村頭百姓平八他→浅野帯刀 一紙

A7 〔惣森村万蔵田地作得米渋滞ニ付差縺一
件〕御請書

丑. 3. 中山村百姓吉五郎他→川戸村庄
屋仁左衛門他

一紙

C2 此度革田共義ニ付差出シ申ス一札 丑. 4. □□村役人→中山村役人衆中 一紙

A8 〔手錠御赦免一件願方ニ付申達書〕 .10.11 山内紋次→庄屋作左衛門 一紙

交通・商業

A8 〔中山村通行鉄荷ニ付規定〕覚 明暦 3. 7. 1 戸嶋安左衛門他→中山村庄屋四
郎右衛門他

一紙

A8 中山村鉄荷請引支配之事 享保17. 4. 組合割庄屋七左衛門→中山村鉄
荷問屋中・組合馬持中

一紙

C2 〔抜荷改〕御条目写シ　山県郡中山駅 文化 2. 2. 安芸（浅野斉賢） 一紙

C2 〔駄賃并人足賃銭〕定　中山村 慶応 2. 1. 奉行 一紙

A5 〔石州都賀沢筋証人扱苧抜荷一件ニ付〕別
紙見届吟味口上書

享保12.10. 7 中山村庄屋作右衛門→池谷杢右
衛門他

一紙

A5 〔中山村駅所伝馬資料持続方・抜荷差留
方ニ付〕乍恐歎申上候口上

享保12.10. 7 中山村作右衛門→池谷杢右衛門 一紙

A5 石州荷物之儀ニ付吉田・可部町 窺写 享保13. 2. 中山村作右衛門→池谷杢右衛門
他

一紙

A1 山県郡中山駅所荷留吟味口上之趣 寛延元.11. 竪冊

A1 〔石州阿須那村升屋久次郎本地村へ抜荷
仕候ニ付〕乍恐申上ル御注進覚

寛延 2. 1. 中山村庄屋作右衛門→藤川次右
衛門他

竪冊

A1 石州川本村通馬中山村ニ而指留申儀ニ付
御吟味書付　山県郡中山村

宝暦 4. 3. 竪冊

A1 石州川本村通馬中山村ニ而指留申儀ニ付
御吟味口上書扣　中山村扣

宝暦 4. 3. 竪冊

A1 川本村 閏付之儀ニ付訴状差上候ニ付御
尋并返答書同貫帳

宝暦 4. 3. 1 竪冊

A1 川本村 参候者共へ応対仕候覚書ひかへ 宝暦 4. 4.26 竪冊

A1 川本村 参候者共へ応対仕候覚書中山村
ひかへ

宝暦 4. 4.26 竪冊
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A1 石州川本村通シ馬之義ニ付出入双方役人
立合申合存寄書

宝暦 4. 4. 竪冊

A9 〔石州川本村附通馬荷物之義ニ付〕乍恐
以書付御訴訟

宝暦 4. 4. 石州邑智郡川本村年寄重郎兵衛
他→松平安芸守様役人中

一紙

C2 石州川本村 芸州山県郡中山村之駅所追
抜馬之儀ニ付内証申替証文之覚（2通）

宝暦 4. 5.20 中山村庄屋作右衛門→石州川本
村年寄重郎兵衛他

一紙

A4 石州河〔本村 追抜馬〕之儀ニ付山県郡
中山村駅所内証申替証文覚

宝暦 4. 5.20 石州川本村年寄重郎兵衛他→山
県郡中山村庄屋作右衛門他

一紙

A2 御公領石州川本村追抜馬荷物之義ニ付宝
永・享保・宝暦年中両三度中山駅ニ而荷
物差留及出入候刻一巻写帖　山県郡中山
村・本地村

安永 6. 8写 竪冊

A4 〔御用伝馬勤方ニ付〕乍恐御歎奉申上ル
覚

安永 6.12. 伝馬持主六郎右衛門他→庄屋幸
右衛門→組合割庄屋川戸貞兵衛
他→役所

一紙

A9 今度馬持共 新儀成儀願出申候儀ニ付返
答書

天明 2. 3. 問屋綿右衛門他→庄屋幸右衛門 一紙

A6 高田郡桑田村江石州浜田御領鱒渕村 荒
苧買取申ニ付掛合ニ相成諸事扣　中山駅

寛政 2. 7. 竪冊

A4・9 〔鉄荷物脇道通行差止ニ付〕態申遣ス（2
通）

寛政 4. 9. 宮田織人他→村々役人中 一紙

A9 〔高田郡生田村江吹屋荷物送りニ付駄別
銀極メ〕証文之覚

享和 2.12. 石州長田米屋常蔵他→中山村役
人衆中

一紙

A9 山県郡中山村江吹屋馬札之儀御尋被為成
候ニ付御注進書付

文化 2. 2. 中山村久右衛門他→作左衛門 一紙

A9 山県郡中山村江吹屋馬札之儀ニ付御伺書
附

文化 2. 4. 中山村長百姓庄蔵他→庄屋作左
衛門→山県郡役所

一紙

A2 石州嘉吉常蔵与申者此度鉄荷物駄別銀
ニ而高田郡生田村通可部出シ致候ニ付本
地村 荷主与縺合ニ相成候ニ付御役所
色々御尋ニ付諸類写シ書附 帖　山県郡
中山村

文化 2. 3 竪冊

A9 石州常蔵鉄荷物駄別ニ而生田村通し之儀
御窺書附　山県郡中山村に上り壱通扣

文化 4. 3. 中山村長百姓弥四郎他→割庄屋
大朝村祐平他

一紙

A2 唐物抜荷事ニ付書類写シ　山県郡新庄村 文化 4.11. 竪冊

A3 中山村嘉十郎・藍蔵・多左衛門・地蔵高
田郡生田村ニ而石州抜荷差留メ候義及差
縺候ニ付懸り合之者共吟味致候問尋帖

文化 5. 2. 懸持庄屋作左衛門 竪冊

A2 〔吹屋荷物高田郡生田村江通シ申ニ付駄
別銀之極メ〕証文之覚

文化10.10. 高田郡生田村多兵衛他→中山村
御伝馬持衆中

一紙

C1 御紙蔵御買上楮之由ニ而鶉木武助頼ニ付
石州楮新庄村武左衛門方并川戸村良兵衛
方右両人共中山宿仕変道江勝手ニ継送り
被申候ニ付駈合書類 　山県郡中山村

文化12. 1. 竪冊

A4 〔御紙蔵御買上楮荷物之儀ニ付〕御歎き
奉申上口上之覚　山県郡中山村

文化12. 1. 中山村伝馬持惣代兵衛他→庄屋
作左衛門

一紙

A4 〔御紙蔵御買上楮加計村迄附出ニ付取計
方〕態申遣ス

.12.22 松井徳次→新庄村庄屋作左衛門 一紙

A4 御紙蔵 楮直段定書 亥. 1. 紙蔵→割庄屋・楮支配役共 一紙

C1 石州荷物之儀ニ付駅用御趣意書 　山県
郡中山村分　享保年中以来之儀ヲ写シ置

文政 3. 1. 竪冊
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A3 高田郡桑田村江石州邑智郡阿須那宿屋山
蔵所 扱苧荷物買イ直キ取リ抜荷仕候ニ
付差留メ指縺駈合ニ付御上達　本地・中
山・桑田参ヶ所書付并書面取引写シ 帖
　中山村駅分

文政 3. 3. 竪冊

A3 石州扱苧桑田村直キ取ニ懸合広島御吟味
所江御呼出シ御役メ請答覚帖　中山駅

文政 3. 9. 竪冊

A3 高田郡桑田村京蔵抜荷并吉田町清右衛門
鬢附荷送リ方之儀ニ付本地駅并吉田駅馬
持并中宿壬生村□□衛門・柳蔵并荷主共
此度かべ町油屋ニ而御代官大藤源七郎様
御直役メニ付御呼出シ御趣意請答之一巻
　山県郡中山駅

文政 5.閏1. 竪冊

A4 〔商荷物生田村通り直ニ石州江附出候一
件差縺ニ付約定書〕

文政 5. 2. 高田郡吉田町増屋清右衛門→中
山駅儀七他
高田郡吉田町年寄助九郎他→中
山村庄屋作左衛門

一紙

A4 〔高田郡吉田町増屋清右衛門送り出し荷
物中山駅にて被差押候一件書付〕（6枚1
括）

一紙

C2 〔高田郡桑田村百姓石州扱苧受請直取仕
候ニ付中山駅ニ而差留一件〕取替せ一札
之事

文政 5. 2. 桑田村百姓半右衛門他→中山駅
儀七他
桑田村庄屋与右衛門他→中山村
庄屋作右衛門

一紙

C1 高田郡桑田村林助義鉄并扱苧抜荷差留メ
書附　中山村

文政 7. 9. 竪冊

A9 〔高田郡桑田村林助石州荷差留一件内済
ニ付〕一札之事

文政 8. 7. 高田郡桑田村林助他→中山駅伝
馬持中他

一紙

A4 〔多葉粉抜荷いたし候ニ付〕誤り書一札
之事

天保 8. 2. 桑田村丈右衛門他→中山駅伝馬
持中他

一紙

A6 牛馬皮直登郡中一統締合趣法帳 万延元. 5.上 高宮郡四日市村庄屋格組頭室屋
五郎兵衛他→山県郡割庄屋年寄
格佐六他

竪冊

C2 御用通伝馬之儀ニ付惣兵衛与懸り合一件
御取曖請書　中山駅伝馬中

文久 3. 3.14 中山駅伝馬持惣代嘉左衛門他→
出役新庄村庄屋兵左衛門

一紙

C2 〔御用通御伝馬之儀ニ付懸り合　一件〕御
取曖方御請書　中山駅惣兵衛

文久 3. 3.14 中山駅惣兵衛他→出役新庄村庄
屋兵左衛門他

一紙

C2 〔石州荷物抜荷一件ニ付吟味方嘆書〕 辰. 8. 本地・中山駅伝馬持惣代→割庄
屋格駅所引受役半右衛門他→与
合割庄屋彦四郎他

一紙

A8 〔石州邑智郡高見村大田屋 中山村嘉十
郎方へ預り鉄釼荷物留置一件ニ付〕態申
遣ス

巳.11. 佐伯郡番組→中山村庄屋作左衛
門

一紙

A9 〔鉄山荷物繰出方ニ付存念問尋書〕 午. 8. 山県郡役所→割庄屋祐平他 一紙

A4 〔本地・中山両駅伝馬持之者共藍玉荷物
差留置候一件差閊候ニ付〕態申遣ス

戌. 9. 山県郡役所→本地村庄屋彦一郎
他

一紙

A7 〔高田郡笹井村鉛石州銀御用之差札ニ而
差送り候処差縺出来ニ付〕此段申遣ス

. 1.19 山県郡役所→中山村庄屋作左衛
門

一紙

A4 〔中山村伝馬之者共 増駄賃之儀歎出候
ニ付申達書〕

. 6. 松村徳次他→紙楮支配役割庄屋
富四郎他

一紙

A4 〔松平周防守殿御通行ニ付〕態申付覚 宝暦10. 7. 沢井五郎太夫他→割庄屋好三郎
他

一紙

A4 松平右近将監様御通行ニ付御定格式書附
扣　山県郡中山駅

未. 5.17 庄屋丈次郎他→山県郡役所 一紙

A4 御用御先触持送り方受書付　山県郡中山
村ひかへ

万延元.11. 先触持周蔵他→新庄村庄屋兵左
衛門他→与合割庄屋友三郎

一紙

498



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 山県郡／立川家文書（P36�3）

A4 京都高松殿御用通行之儀御尋ニ付様子申
上候口上書　山県郡中山村

未. 2. 庄屋丈［　］→三次郡役所 一紙

C1 駅所諸入用規則之部 明治 2.12. 山県郡役所 竪冊

C1 御用状御用物迹払人足賃取調書　広島県
下中山駅

明治 4.12. 竪冊

宗教他

A8 平井主水書状〔太子七高僧良如御影像下
ニ付〕

元禄 6. 7. 平井主水→円光寺 折紙

A8 演説覚〔堂屋根普請并御宝物受戻寄付ニ
付〕

天明 5. 7. 円光寺大円→村々御役人衆中 竪冊

A5 勧請喜捨簿 文化12. 8. 山県郡中山村円光寺内円諦 竪冊

A5 御領分虚無僧合印 文化14. 1. 飯田亀次郎 刊

A9 異国船御防禦向ニ付梵鐘御引上今暫御猶
予御願申上ル書附

安政 3. 4. 円光寺→庄屋丈次郎→割庄屋友
三郎

一紙

A9 山県郡中山村新宗円光寺当住宣 忰左京
剃髪御願書附

文久 2. 2. 円光寺宣 →庄屋丈次郎→円光
寺忰左京→丈次郎

一紙

A9 一代中造営寄進物記録 中山村円光寺 竪冊

A5 伊勢外宮神宮駅路印鑑 一紙

A8 寄母子帳 文化 6.10. 竪冊

A7 〔家屋敷田地売払ニ付金子受取証文〕覚 天保 5. 4. 中山村林左衛門他→松右衛門他 一紙

A9 改正年代記 ～天保 横半

P36
3 立川家文書

山県郡有田村庄屋関係文書（支配〈文政12～慶応2年御触書写覚帳等〉・村〈国郡志御用ニ付下しらべ書出帳等〉・戸口・

治安・金融・産業・家〈家用万覚帳等〉等）

支配

A2 御触書写牒 文政12. 横長

A2 御触状写シ覚帳 天保10. 横長

A2 御触状写覚□ 天保12. 1.～天保12. 9. 横長

A3 御触状写覚帖 天保13～14 横長

A3 御触状写覚帳　有田邑 弘化 4. 横長

A4 御触状写覚帳　有田村 弘化 5. 横長

A4 御触書写覚帳 嘉永 2. 横長

A5 御触書写帳 嘉永 3. 横長

A6 御触書写覚帳 嘉永 4. 横長

A7 御触書写覚帳 嘉永 5. 横長

A8 御触書写覚帳 嘉永 6. 横長

A9 御触書写覚帳 嘉永 7. 横長

A10 御触書写覚帳 安政 3. 横長

A11 御触書写覚帳 慶応 2. 横長

A12 〔御触書写覚帳断簡〕　※質素節倹触書
他

（天保 9）. 横長
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A12 〔御触書写覚帳〕 （天保14.12.～
弘化 3.12.）

横長

A1 〔郡忠御法度之条々〕申渡ス覚 （寛政 8）. 8. 宮田織人他→割庄屋・村々庄屋 一紙

A1 〔郡忠御法度之条々〕申渡覚 （文化 4）. 8. 高間小左衛門他→割庄屋他 一紙

A1 〔郡忠御法度之条々〕申渡ス覚 （文政元）. 8. 佐々木庄左衛門他→年寄他 一紙

A1 〔従公儀被仰出候御法度〕申渡ス覚 （嘉永 6）. 加藤衛守他→割庄屋他 一紙

A1 〔従公儀被仰出候御法度〕申渡覚 嘉永 7. 7写 加藤衛守他→割庄屋他 一紙

A1 〔年貢勘定・郡割等に関する〕条目 （安政 3）.12. 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

A1 〔年貢勘定・郡割等に関する〕御条目　
写し

（安政 4）.12.26 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

A1 〔年貢勘定・郡割等に関する〕条目 安政 5.12. 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

A1 〔年貢勘定・郡割等に関する〕条目 辰.12. 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

A1 〔郡中村々百姓可相守条々〕覚 . 5. 3 池田佐平太→庄屋彦右衛門 一紙

A1 〔従公儀被仰付候御法度〕申渡ス覚 . 9. 湊権左衛門→村々惣役人共 一紙

A13 公儀定目之記　一乗司 宝暦 6. 竪冊

C5 山県郡有田村西ただ右衛門様御知行所諸
事控書　ひかへ

寛文 9. 4.21 八郎右衛門→山本徳右衛門他 竪冊

C12～18 年々臨時御役所上ケ并他郡内江送ル要用
書倹約御法度向年貢米納方村内百姓江申
談頭書其外組々 差出諸書印形等之小用
悉皆覚帳　壱番

嘉永 7～文久 3 有田村庄屋順三郎 横長

A1 安政五年午正月定メ・頭書（2通） （安政 5）. 一紙

C7 〔御廻在村々沿道絵図并御供衆中様御名〕 横半

A1 〔広島県内大区区長・副戸長名簿〕 . 5.14 一紙

A1 〔戸籍法関係之事相改候ニ付御改達写シ〕
記

明治 5.11. 伊達権令 一紙

A23 広島県一覧概表 明治 6.12. 刊

土地

A13 地下百姓中高附　八右衛門ひかへ 延宝 6.～延宝 7. 6. 横長

A25 有田村高附人別帖 天保 9. 9. 横長

C1 南方村高附人別帳 元治 2. 4. 横長

租税

C3 当郡御用聞次屋御治定之義御願申上ル書
附　山県郡口三組村々

亥.10. 三組村々庄屋→割庄屋二名 一紙

C3 〔年貢算用合ニ付〕御内密申上ル覚 　→沖野丈助 一紙

A17 諸運上物人別書 明治 5.11. 立川貫郎九 横半

村

C5 村中申定之覚 宝暦 4.12. 9 年行事・長百姓→庄屋助左衛門
他

横長

A15・16 〔領内出入・仕置方等規則帳〕 横半

A18 御役前御示談御掟之事　山県郡有田邑十
日市

安政 2. 6. 町中惣代清八郎・武一郎他→庄
屋順三郎

一紙

A14 国郡志御用ニ付下しらべ書出帳　山県郡
有田村

文政 2. 3. 庄屋来蔵 竪冊

A14 国郡志御用ニ付下しらへ書出帳　山県郡
川小田村

文政 2. 3. 庄屋孫平 竪冊
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A14 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　山県郡
小原村
※後欠

文政 2. 3. 竪冊

C2 〔山県郡七拾四ケ村明細帳〕 横半

C2 側量御用ニ付山県郡有田村諸色書上ケ帖 文化 8. 1. 有田村庄屋富右衛門 竪冊

A17 御尋筋御答覚書 寛政 3. 4. 郡奉行 横長

C5 今般御尋之廉書上ケ帳　山県郡有田村 文久元. 5. 庄屋順三郎→山県郡役所 竪冊

A14 組合村々役成并勲功人別書上帳　山県郡
西有田村組合

嘉永元.11. 割庄屋友三郎→山県郡役所 竪冊

C7 組合村々役人并勲功当□持高等書上ヶ帖
　山県郡西有田村組合

安政 2.10. 割庄屋友三郎→守下惣次郎 竪冊

A17 〔年貢算用疑念一件・殺牛一件ニ付〕内密
控

文久 3. 9. 横半

A14 当庄屋順三郎殿江帰役之義御歎キ書附 慶応 2.12. 有田村百姓惣代武一郎他→割庄
屋龍右衛門

一紙

A18 〔武一郎広島出浮一件ニ付〕極内密奉申
上候

（慶応 2）.12. 9 武一郎→一乗司 一紙

A17 役筋取計方手控 明治 2. 1. 貫郎九 横半

A18 山県郡七拾四ヶ村庄屋評落見立夢出写 文久 3. 1. 竪冊

C3 郡中村送之儀ニ付御答申上候書附　山県
郡割庄屋友三郎ひかへ

卯. 8. 割庄屋六人→守下惣次郎他 一紙

C4 大急御用（1包〈2通〉） 大利原孫一→筏津村他 包

　 ◦〔六会法加入ニ付廻状〕 . 5. 7 大利原孫一→筏津村他村々役人
中

一紙

　 ◦〔寺原村真宗西光寺雪端末派寺院自
刺刀其外掛り申付ニ付〕態申遣ス

卯. 3.23 山県郡役所→寺原村真宗西光寺
雪瑞

一紙

C4 有田村友三郎内密書翰
※長州戦争夫脱走・氏神祭礼等ニ付

（慶応 3）. 9. 8 　→田村盛之助 一紙

C5 〔町方附役方之方角郡中へ内密為御用被
相越候節賄払ニ付下問書他断簡〕（2枚）

. 5.24／寅. 6. 6 佐伯郡番組→割庄屋彦四郎他 一紙

戸口

A14 山県郡有田村人馬御改帖　上り二冊扣 弘化 3. 2. 庄屋友三郎→新保彦兵衛他 竪冊

A14 山県郡有田村人馬御改帖　上り二冊扣 嘉永 5. 1. 庄屋友之助→加藤衛守他 竪冊

A17 村中五人組合改人別覚帳　有田村八組 安政 6. 2. 横長

A1 当村革田共帖外御願申上候書附　山県郡
□□村

天保13.12. 百姓惣代惣左衛門他→庄屋→山
県郡役所

一紙

A1 当村革田共帖外御願申上候書附　山県郡
□□村

（天保13）.12. 百姓惣代惣左衛門他→庄屋→山
県郡役所

一紙

A3 与州松山野間郡波止浜住人和田知之介義
暫時逗留御願申上ル書付

亥. 4. 百姓峻之助→庄屋順三郎→役所 一紙

C7 加信一件覚書　有田村 天保 5. 7.23 一紙

C7 当村帖外加信儀古頃村 送り来り候ニ付
急御窺書附　山県郡有田村

午. 6. 6 庄屋友三郎→山県郡役所 一紙

C7 かしゆん村方帖外願 文化 6. 1. 河本新兵衛他→庄屋富右衛門 一紙

C7 恵蘇郡より〔有田村出生信右衛門〕 午. 6.29 古頃村庄屋助十郎他→所々御役
人中

一紙

C7 〔加信引受方ニ付申達書〕 . 7. 山県郡番組→有田村庄屋友三郎 一紙
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C7 〔可春名前心おぼえ〕
※以上6通一括

一紙

治安

C4 当村百姓八人御箱訴一件御吟味ニ付口上
書　山県郡有田村役人共

（文政 5）. 2. 庄屋来蔵→岸勇兵衛 一紙

C4 山県郡有田村百姓八人御箱訴一件御吟味
ニ付口上書

文政 5. 2. 有田村百姓和三太他→岸勇兵衛 一紙

C4 〔庄屋友三郎御手元疑念一件〕誤書一札
之覚

天保11. 6. 幸兵衛他→庄屋友三郎他 一紙

C4 〔庄屋友三郎御手元疑念一件〕誤書弐通
〔写〕清兵衛・保右衛門・五人頭

一紙

C4 〔村方騒動一件ニ付〕誤入可申一札之事 天保11. 6. 給役保右衛門他→庄屋友三郎他 一紙

C4 〔壬生村百姓多人数集結一件ニ付願書〕覚 未. 2. 順三郎他→役所 一紙

C4 〔壬生村百姓多人数集結一件ニ付願書〕覚 一紙

C4 〔此度高田郡百姓騒立ニ付加勢不致様〕申
渡ス覚

亥.12. 一紙

A1 〔尾道出生盗人竹蔵吟味ニ付革田禎吉呼
出シ一件ニ付〕口上覚（3通）

天保 8. 8. □□村革田頭・□□村革田庄蔵
他→□□村庄屋・役人中

一紙

（天保 8）. 8. 6 □□村役人惣代惣兵衛→末田来
蔵

一紙

（天保 8）. 8. 6 □□村革田禎吉 一紙

C5 〔木草盗切苅候ものかたい米定メ改ニ付〕
定書之覚　頼信組

弘化 2.12 太吉他 一紙

C5 〔年行司藤兵衛他辻山之木盗候一件ニ付〕
御歎申上ル覚

辰. 7. 有田村百姓恵助他→庄屋順三郎 一紙

C4 〔志路原村庄屋峯蔵大借一件不足米借替
ニ付〕御請書之覚

嘉永 6. 3. 長百姓庄平他→出役大塚村庄屋
龍右衛門他

一紙

C4 組内岩吉・柳吉両人 故障被願出済口御
請申上ル一札

嘉永 7. 2. 政国組年行事礼蔵→役人政太郎
他

一紙

C4 当組除講被致候ニ付御約メ済口御請書 嘉永 7. 3. 政国組柳吉→庄屋順三郎他 一紙

C4 当組除講被致候ニ付御約メ済口御請書 嘉永 7. 3. 政国組惣平→庄屋順三郎他 一紙

C4 当組之内惣平・岩吉・相兵衛・柳吉〆四
人除講一件御約メ済口御請書　政国組講
中

嘉永 7. 3. 政国組講中惣代富蔵→庄屋順三
郎他

一紙

C1 当六月受芝居跡取引差縺一件御和談御取
曖済口帳

文久 3. 9. 十日市勝左衛門・同連中惣代武
一郎他→庄屋順三郎

横長

C4 高田郡吉田村於御郡方御吟味被為在御約
メ之次第書抜覚書

明治 4. 9. 一乗司貫良九 竪冊

C4 山県郡有田村川筋曖所見出米縺ニ付願書
付

申. 4. 庄屋元右衛門他→割庄屋本地村
五郎右衛門他

一紙

C4 〔不作ニ而百姓難渋ニ付極内密書翰〕 .11. 　→中庄 一紙

C7 〔社倉穀出入一件尋問書〕 竪冊

A22 〔武一郎生家他写真〕 刊

金融

C5 〔郡中貸米銀宥免ニ付請印形帳〕 宝暦 4. 3.24 古保利村他10ヵ村役人→割庄
屋有田村助左衛門

横長

C7 御公領甲怒郡上下辺銀備請御法度書付写
シ

（安永10）. 2. 山県郡役所 横長
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C7 上下借受不申御請証文　山県郡有田村
※以上1冊1通合綴

安永10. 2. 庄屋貞兵衛他→山県郡役所 横長

C3 〔当年貢米売米繰渡シニ付廻達書〕 .10.18 割庄屋友三郎→川戸村庄屋三右
衛門他

一紙

C3 〔大坂表取引ニ付廻達書〕 . 7. 6 山県郡役所→割庄屋友三郎→中
山村他11ヵ村役人中

一紙

産業

A18 諸商売者之内町方他国へ売捌候類重立候
品員数一ケ月分凡しらへ書写し　山県郡
へ遣ス分

.閏5. 室や喜右衛門他 竪冊

A1 諸職人作料締合之儀ニ付御願申上ル書附
　口両組村々・〔両組村々庄屋集会申値
候趣〕頭書

午. 1.／午. 1. 有田村庄屋友三郎他→与合割庄
屋佐六他　両組村々→今吉田・
本地両大将

一紙

A17 〔干鰯直段高価ニ付〕御願申上ル覚 一紙

C3 〔銀札弱り候風聞・玉藍仕立売捌制禁ニ
付〕急御触書（1包〈1通〉）

寅. 8. 山県郡番組→有田村庄屋友三郎
→川戸村他11ヵ村役人

一紙

A17 干鰯御仕向之儀御願申上ル書付 寅. 9. 山県郡割庄屋友三郎他→生産方
役所

一紙

A17 大河浦浜本周蔵書翰〔干鰯一件歎願出浮
ニ付〕

. 9.17 　→山県郡有田村順三郎 一紙

C3 〔鉄荷物売買之義ニ付御願奉申上候下書〕 .11.10 有田村金満屋与市 一紙

C5 〔当郡奥筋粉鉄再興ニ付〕申付口演 丑. 9 佐々木庄左衛門他→割庄屋祐平
他→

横長

C5 牛馬儀附□□村革田共誤証文 寛政 4. 6. 丈蔵他→□□村役人中 一紙

C3 〔農家牛追々不自由高値ニ付〕御内密申
上ル書付

亥. 1. 割庄屋友三郎他→沖野丈介 一紙

C5 山県郡一郡仕法書手控〔牛皮大坂上せ一
件〕

安政 6. 1. 可部町勘兵衛・広島山中屋勘兵
衛

竪冊

A1 革田共馬口労御差留之儀ニ付御示談之趣
御受書　□□村百姓人別

元治元. 6. □□村百姓善平他連印→庄屋・
役人中

一紙

A1 革田共馬口労御差留之儀ニ付御受書 元治元. 6. □□村革田清右衛門→役人衆中 一紙

交通

A13 当村十日市へ牛馬仕立之儀御願書附　山
県郡有田村

文久 2. 3. 百姓惣代武一郎他→庄屋順三郎
→山県郡役所

一紙

A17 〔本地・中山両駅荷物ニ付〕御伺申上ル扣 寅. 1. 一紙

講中

A1 〔講中定法改定ニ付条々〕 嘉永 7. 3. 政国組講中政兵衛他→庄屋順三
郎他

一紙

A13 当講中火葬場一件ニ付根元 頭書覚書　
有田村十日市講中

天保14～慶応元 巻子

C5 当村十日市講火葬場之儀急御伺申上ル書
付　山県郡有田村

寅.12. 8 有田村役人→山県郡役所 竪冊

家

C2 諸色見聞覚日記 宝暦 2～安永 4 竪冊

A18 一乗司相続元右衛門 略演記条々 文化14. 5. 横長

A13 〔立川氏役成祝和歌二首〕 監水（武一） 巻子

A21 米請取万覚帳 弘化 4.11. 知之介 横長

A21 年中出入万覚帳 文政 7. 横長
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A22 家用万覚帳 弘化 4. 横長

A22 家用万覚帳 明治 7. 立川 横長

C19 家用万覚帳 明治16. 2. 8 立川 横長

C20 家用万覚帳 明治17. 1.28 有田村一乗司 横長

C21 家用万覚帳 明治18. 2.15 有田村一乗司 横長

A23 家用万覚帳 明治21. 2. 立川 横長

A24 家用万覚帳 明治29. 2.14 安芸有田村一乗司 横長

C22 家用万覚帳 明治32. 2.10 安芸有田村一乗司 横長

C23 家用万覚帳 明治33. 1.31 有田村一乗司 横長

C24 家用万覚帳 明治34. 2.19 有田村一乗司 横長

A19 預ケ年貢貸方万覚帳 文政 7. 横長

A20 預年貢并貸方万覚帳 弘化 4. 横長

A20 預年貢并米銀貸方覚帳 明治 7. 横長

A21 作得米并米金出入帳 明治21. 2. 立川 横長

C9 自下作作徳米請取誌帳 明治 7.10. 横半

C9 明治参拾弐歳度作得米ニ諸米并預り出納
当分記

明治32. 横半

C10 酒造方万記 明治 7. 立川貫郎九 竪冊

C10 〔酒仕込高等綴〕 明治 6. 7. 綴

C10 桑苗買入人別記 明治19. 4.10 横長

C10 桑葉摘立日記帳　附其他雑件 明治30. 5.11 有田村一乗司 横長

C11 蠶事万覚帳 明治28.11. 八重村一乗司 横長

C9 〔有田村預り作表〕 竪冊

宗教

A1 江戸従公義虚無僧御示シ書付写 午. 3. 山県郡役所 一紙

A23 安芸国惣門徒中江　御本山御使僧信光寺 寛延 2.10. 藤川寺右衛門他→割庄屋 竪冊

C3 〔有田村道場大福寺順常不法一件書翰綴〕 綴

C4 〔門徒帰参ニ付〕御願奉申上候書附覚　
西八幡原村

亥.12. 西八幡村庄屋好三郎→割庄屋友
三郎

一紙

C4 〔円立寺門徒騒動ニ付〕乍恐御願奉申上
候書附　西八幡原村

亥.12. 西八幡村庄屋好三郎→山県郡役
所

一紙

C5 〔西本願寺末流寺法糺ニ付申達書〕 丑. 8.29 庄屋来蔵→光明寺他 横長

災害・救恤

C5 当月七日夜大風ニ付村中風損怪我人死人
等之義御注進申上ル書付　有田村

戌. 8. 庄屋友三郎→山県郡役所 一紙

C5 当月七日夜大風ニ付風損御注進書付ひか
へ　山県郡有田村

戌. 8. 庄屋友三郎→山県郡役所 一紙

水利

C6 多兵衛 山枡之木田地水不自由旨申願出
一件

文化 9. 6. 横長

C6 当村百姓岩吉・柳吉用水争論一件御吟味
御願下之儀御歎申上ル書付　山有

安政 4. 7. 庄屋順三郎→組合割庄屋佐六 一紙

C6 用地用水之儀御定御請書 安政 4. 7. 有田村百姓岩吉他→今吉田村庄
屋東一郎他→百姓柳吉

一紙
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C6 〔用水絵図〕 安政 4. 7. 今吉田村庄屋東一郎他→有田村
役人中

舖

C6 大畝廻堤定書写 明治 2. 3. 大畝廻出水受方万兵衛他→庄屋
青木重兵衛・村方立会衆中

一紙

教育

C3 田並屋・隅屋書翰
※筆道先生当所へ引受方断りニ付

. 8. 9 　→児玉・一乗司 一紙

C8 山県郡第十九小学区公立有田小学校沿革
取調書〔下書共〕（2冊）

竪冊

C8 〔有田村十日市寺子屋沿革書〕 竪冊

その他

A25 広島新聞　第十二号 明治 5. 8. 承流舎 刊

C10 山県郡東部稲田除虫規約 明治19. 7. 山県郡22ヵ村戸長・勧業委員 竪冊

C9 稲作改良伝習法聞書 明治21. 1.18 立川貫郎九 横半

C9 山県米券倉庫一覧 刊

C9 山県全郡有志大懇親会協議決定録 （明治24. 2） 刊

P36
4 寺原八幡神社文書

A1 大般若経奥書（第71～550巻） 観応元. 8.28～永禄 9.
2.11

折本

P36
5 片山家文書

支配

C2 浪人・瞽女・座頭・山伏御示シ御紙面写
シ

安永 4. 横長

C6 革田共御示シ書附写し申聞帖　附り穢
多・非人江被仰出候共

安永 7.～ 横長

C2 申渡シ御書附写シ帖　八月被仰出并買女
御停止

天明 7. 8.～寛政元. 9. 横長

C2 広嶋開基由来記 天明 7. 3. 笹山茂兵衛助 竪冊

C3 地下百姓中高附 延宝 6.～延宝 7. 6. 横長

C3 地下中高付并寅辰以後川成地抨かつき小
帖

貞享元. 7. 助左衛門 横長

C3 有田村高附人別帖 文政 3. 8. 横長

C4 有田村高附人別帖　庄屋元 天保 5. 8. 横長

C5 有田村高附人別帳 文久元. 3. 横長

村

C1 山県郡有田村出入算用帳　延宝四年分 延宝 5. 2.13 有田村組頭八右衛門他→村組庄
屋衆中

竪冊

C1 山県郡有田村打物帳　延宝四年分 延宝 5. 有田村庄屋三郎兵衛他 竪冊

C1 有田村組頭割過目録 延宝 5. 8. 3 有田村庄屋与三兵衛他→西尾平
左衛門

竪冊

C6 〔村役人給等ニ付留控〕
※前欠

宝永元. 竪冊
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C2 〔年貢未進等ニ付あくとうを申候一件〕仕
ル一札がうさん之事

天和 2. 3.13 二郎兵衛他→組頭衆中 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕乍恐申上ル
一札之事

（天和 2）. 2. 9 有田村百姓中→林市兵衛他 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕乍恐申上一
札之事

一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕乍恐申上口
上之事

延宝 5. 2.11 惣百姓中与三兵衛他→林市兵衛
他

一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕返答書之事 延宝 5. 2.13 有田村組頭八右衛門他→村組庄
屋衆中

一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕返答書之事
　ひかへ

延宝 5. 2.13 有田村組頭八右衛門他→村組庄
屋衆中

一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合一件算用書断簡〕 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合ニ付〕返答之事 延宝 5. 3.16 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合出入一件〕仕上
ル一札

延宝 5. 3. 六右衛門他 一紙

C1 庄屋三郎兵衛取込〔口上書〕 延宝 5. 3. 八右衛門他 一紙

C1 〔庄屋三郎兵衛取込ニ付〕口上書 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合出入一件済口証
文〕仕上ル一札

延宝 5. 3.19 有田村与頭八右衛門他→本地村
庄屋九郎兵衛他

一紙

C6 〔庄屋三郎兵衛広島へ出候ニ付当作念入
方申達書請書〕覚

延宝 5. 3.29 孫右衛門他→庄屋三郎兵衛他 一紙

C1 〔年貢米并ニ銀米算用合出入一件〕乍恐
申上口上之事（2通）

延宝 5. 8. 3 有田村百姓与三兵衛他→林市兵
衛他

一紙

C1 〔庄屋三郎兵衛他跡方申付方請書〕覚 延宝 5.閏12. 5 林市兵衛他→有田村与頭八右衛
門他

一紙

C1 〔久兵衛等請取方申達書〕 . 2. 5 林市兵衛・宇賀平内 一紙

C2 〔本地村算用合一件ニ付〕申渡ス 　→庄屋順三郎 一紙

C2 〔忰順三郎不届ニ付〕申渡ス （慶応 3）. 5. 9 植木直之進→先々割庄屋友三郎 一紙

C2 〔順三郎平常示教筋不届ニ付友三郎申付
書〕

慶応 3. 5. 9 山県郡役所 一紙

C2 〔本地村算用合一件不埒ニ付〕申渡ス （慶応 3）. 5. 9 植木直之進→有田村医師有成 一紙

C2 〔本地村算用合一件不埒ニ付〕申渡ス （慶応 3）. 5. 9 植木直之進→有田村百姓多次郎 一紙

C2 〔御免ニ付〕態申遣ス （慶応 3）. 5.13 山県郡役所→（友三郎） 一紙

C2 〔郡追放順三郎郡役所へ出頭方〕態申遣
ス

（慶応 4）. 6. 1 山県郡役所→庄屋重兵衛 一紙

C2 〔朝廷御一新ニ付大赦申渡書〕 （慶応 4）. 6. 4 植木尾乙十郎他→（順三郎） 一紙

C2 〔朝廷御一新ニ付大赦申渡書写〕 （慶応 4）. 6. 4 植木尾乙十郎他→（順三郎） 一紙

C2 〔舞綱村当分庄屋申付方〕態申遣ス （明治元）.10. 6 宮田織人他→（有間小左衛門） 一紙

治安

C2 〔享保三年百姓騒動之節諸覚書〕 竪冊

C2 乍恐御国政方之義御願奉申上候口演書附
ひかへ

明治 3. 2. 山県郡有田村百姓武一郎→智郡
局役所

竪冊

宗教

C5 安芸国惣門徒中江〔寺法改ニ付心得触書〕 寛延 2. 9. 本山使僧信光寺 竪冊
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その他

C1 〔私米之儀御ゆるし被下候ニ付〕某書翰 .12.29 一紙

C1 預ケ申田地之事 延宝 4.11.12 地主九郎兵衛他→八右衛門他 一紙

C1 〔永代売切田地かいもとしニ付〕仕ル一
札之事

延宝 5.12. 6 有田村庄屋三郎兵衛他・与頭八
左衛門他

一紙

C1 〔御詰米元米・岡田半太夫様拝借銀組々
割符方ニ付一札〕覚
※以上4通合綴

天和元.11. 1 庄屋忠左衛門他→有田村与頭八
右衛門

一紙

P36
6 清水家文書

支配

C6 申渡覚 酉. 3. 小嶋富十郎→年寄他 一紙

C6 申渡覚 酉. 3. 小嶋富十郎→年寄他 一紙

C6 〔申渡覚断簡〕
※前欠

辰.11. 宮田織人他→割庄屋他 一紙

C6 申渡覚 未. 8. 宮田織人他→割庄屋他 一紙

C6 〔申渡覚断簡〕
※前欠

酉. 8. 宮田織人他→年寄格他 一紙

C6 申渡覚 寅. 8. 高間小左衛門他→割庄屋他 一紙

C6 申渡覚 巳. 8. 高間小左衛門他→割庄屋他 一紙

C6 〔申渡覚断簡〕
※前欠

巳.11.26 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

C6 条目 安永 4. 1. 佐藤源右衛門他→割庄屋共他 一紙

C6 〔申渡覚断簡〕
※前欠

未.12. 佐藤源右衛門他→割庄屋他 一紙

C6 申渡覚〔断簡〕
※後欠

一紙

C6 〔諸帳面差出方ニ付示達書〕覚 巳. 8. 一紙

C6 〔諸帳面差出方ニ付示達書〕覚 酉. 8. 一紙

C7 従公儀被仰出御書附写　後有田村 天保13. 7. 竪冊

C7 鉄山格合申附ル覚 享保 4. 5.24・明和 9. 1. 竪冊

C7 古キ御触状之内貫写　享保弐年ヨリ安永
八年迄凡六拾三年分

文政 2. 1. 貞四郎 横長

C7 大森御代官阿久沢修理様御通行本地村御
止宿諸事覚帖　彦四郎手覚

文政 2. 4.18 横長

C7 大森御代官大岡源右衛門様御通行本地村
御昼所諸事覚帖　後手帖

文政 9. 3.28 横長

土地

C3 御検地帖　後有田村 慶長6.11. 3 竪冊

C3 後有田村高附人別帖 宝暦 5. 9. 横半

C3 後有田村高附人別帖 宝暦 4. 9. 後半

C3 高附人別帖 宝暦 2. 9. 横半

C3 高附人別帖
※以上4冊合綴、後略

寛延 4. 9. 横半
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租税

C7 当郡割約亀監 明治 2.10. 伊太郎 横長

村

C2 山県郡後有田村壱岐行姿書上ケ帳 文久元. 5. 竪冊

C2 山県郡後有田村壱岐行姿書上ケ帳　ひか
へ

文久元. 5. 竪冊

C2 天保九年戌十月廿日村内惣立合申談覚 天保 9.10.20 綴

金融

C2 〔取次切手綴〕 亥. 8. 6 綴

C2 合鑑 木屋武助 一紙

C2 〔褒美銀渡札〕 備中講元 一紙

C2 〔畳表支配所改印札〕 畳表支配所 一紙

C2 〔講銀改札〕 一紙

家

C5 万貸覚日記 弘化 4.12.～弘化 5. 7. 横長

C5 重宝年代覚日記〔抄〕 安永10. 清水 横長

C4 永代記 文化 4～天保 3 清水 横長

C2 清水部屋分定書 天保13. 3. 竪冊

C2 香具屋七郎兵衛書翰〔年頭祝詞〕 . 1. 香具屋七郎兵衛→清水屋定四郎 一紙

C7 佐々木系図 巻子

宗教

C2 御印書　アキ　法専寺廿七講 文政10. 4. 1 一紙

C2 御印書　芸州廿七日講 文政13.11.25 肝煎貞四郎他 一紙

C2 御印書　芸州後有田村　貞四郎・彦四郎
之分（2通）

天保 5.11.25／
天保 5.11.24

貞四郎 一紙

C2 御印書　芸州川戸村 巳.11.26 一紙

C2 御印書　アキ　山県郡廿七日講中 未. 3.17 貞四郎 一紙

C2 御印書　アキ　後有田村　定四郎行 寅. 7.13 一紙

学芸医療

C1 広島七部集　下〔秋冬〕 天明元. 7. 後有田村橋野屋 竪冊

C1 後有田村おとりうた 横半

C1 郷里急救方 享和元. 芸州蘭江堂 刊
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高田郡

《吉田町》

P38
1 吉田郷土資料館所蔵文書

A1 吉川元春書状（1号） 11.21 吉川元春→庄原兵部丞 折紙

P38
2 男山神社文書

A1 八幡宮社殿造立棟札 元亀4. 8 木札

A1 木造獅子頭頭内墨書銘 元亀2. 6. 1

P38
3 清神社文書

A1 〔清神社棟札銘〕（7点） 明応 3.12～
天正11.11.24

神主粟屋元実他 一紙

A1 当社従先年度々造立覚并〔波多野主膳〕
抱之写之事

竪冊

A1 清神社本殿格子落書 天正 4.12 一紙

P38
5 宮崎神社文書

A1 〔宮崎神社棟札銘〕（2点） 文禄11.11.28～慶長5. 8 木札

P38
6 横田唯二氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 横田文書（東大影写本）（文書3点）

A1 ◦毛利輝元荷役并勘過免状（1号） 永禄11. 6. 1 毛利輝元→横田藤右衛門 竪紙

A1 ◦吉川元春・小早川隆景連署書状（2号）（永禄11）11. 6 吉川元春→小早川隆景→横田藤
右衛門

竪紙

A1 ◦小早川隆景捻文（3号） 2.29 小早川隆景→鵜飼元辰 竪紙

《高宮町》
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P41
1 永井家文書

A1・A2 安芸国高田郡佐々部村地概本帖　五冊之
内壱番之帖　式敷組

正徳 5. 4. 庄屋伝右衛門他→山田利兵衛他
→足立善右衛門他

竪冊

A3 安芸国高田郡佐々部村地概本帖　五冊之
内弐番之帖　野部組

正徳 5. 4. 庄屋伝右衛門他→山田利兵衛他
→足立善右衛門他

竪冊

A4 高田郡佐々部村地概本帖写　但五番帳之
〆り

正徳 5. 4.／（弘化 3写） 庄屋伝右衛門他→山田利兵衛他
→足立善右衛門他

竪冊

A4 万手鏡覚 明治 2. 1. 大畑啓蔵 横半

《甲田町》

P42
1 日野家文書

高田郡深瀬村で割庄屋・戸長等を勤めた日野家に伝来した文書（近世文書・法規・政治行政・租税・第一次産業・
第三次産業交通運輸・家等）

近世文書

A1 享徳院丁谿叟道三　連歌 天正16 一紙

A1 浅野幸長留守中申渡書
※塩津商人取締に付

9. 5 →植木小右衛門 折紙

A1 浅野長晟書翰
※道三御印の薬にて本復

8.16 →植木小右衛門 折紙

A1 浅野長政書翰
※幸長よりの進物到着

3.28 →植木小右衛門 折紙

A1 浅野長晟書翰
※江戸御普請の為国元の舟伊豆へ差廻
しに付

12. 2 →植木小右衛門他 折紙

A1 竹本外記書翰
※江戸御普請の為国元の舟伊豆へ差廻
しに付

→植木小右衛門他 折紙

A1 浅野光晟書翰
※歳暮の祝儀に付

12.29 →植木小右衛門 折紙

A1 浅野長晟申渡書
※舟加子切手に付

慶長18.12.15 →植木小右衛門 折紙

A3 済口御受書之事 元治 2. 3 国司村庄屋吉兵衛→割庄屋又次
郎

一紙

A3 覚〔下甲立村算用違関係綴〕 慶応 3. 4 竪冊

A3 覚〔下甲立村拝借銀捌方について〕 慶応 3.11 上小原村山県友三郎 一紙

A3 御請書之覚〔建違銀利息のこと〕 慶応 3.12 下甲立村庄屋彦五郎→吉田村庄
屋太右衛門他

一紙

A3 村方算用建落半銀建戻方御差図追願書附
　高田郡戸島村

慶応 4. 8～9 庄屋新平→割庄屋中村又次郎→
高田郡調役

一紙

A3 覚〔戸島村算用建落半銀建戻に付き願〕 明治元.10 割庄屋中村又次郎→高田郡役所 一紙

A3 済口御受書〔村方算用につき〕 下甲立村庄屋彦五郎 一紙

A4 諸願控帳〔抄〕 慶応 3. 8 竪冊

A4 諸願控役用帳〔抄〕 慶応 4. 3 竪冊

A5 郡中役名帳 文久 3. 6 割庄屋又次郎 横半
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A76 川根生田鉄山の件 慶応 2. 5 袋

法規

A2 諸達書〔抄〕 明治 3～7 竪冊

A2 達書 明治 5 竪冊

A2 諸達書控 明治 5.11～ 竪冊

A2 諸公達抜萃碌　甲申四月梅在之候　夜雨
敬人

竪冊

A2 諸達諸願伺届控 明治29～45 竪冊

A4 諸願控帳〔抄〕 明治 6. 2 竪冊

A4 達書並許可物〔抄〕 明治11. 2 竪冊

A4 諸件願届控〔抄〕 明治16. 4 竪冊

A4 諸願伺指令綴　甲申之夏製〔抄〕 明治17 竪冊

A4 諸願届控〔抄〕 明治19. 1 竪冊

A4 諸願飛嘉恵〔抄〕 明治21～22 竪冊

A4 諸達諸願伺届控〔抄〕 明治20 竪冊

A4 諸願届控〔抄〕 明治34 竪冊

政治・行政

A6 郡中村々役人并格式之者等苗字書上帖 明治 3.11 割庄屋頭取深瀬村日野又次郎 横半

A7 郡中区別役員帖 明治 5. 1 日野戸長 横半

A8 村々組合惣代人名記 明治 5. 9 日野基 横半

A9 少長副取約帖 明治 5. 2 高田郡南組 横半

A10 御紙上入（文書7点） 明治 5 袋

A11 諸用手秘嘉恵 明治 5. 1 日野戸長 横半

A12 諸書附控　高田郡〔抄〕 明治 5 竪冊

A13 書附扣　高田郡〔抄〕 竪冊

A77 筆記明治十六年八月十五日村会開設　高
田郡深瀬村

竪冊

A77 村会書記　高田郡深瀬邨 明治13. 6 竪冊

A77 聯合会討論記 竪冊

A77 村会決議記 竪冊

A77 町村制実施ニ付現在村々共有財産処分方
評議書

竪冊

A78 高田郡々会関係〔抄〕 明治32. 9 竪冊

A78 広島岡山県界非変更同盟ノ件〔抄〕 明治30 竪冊

B5 広島県高田郡報　4号・6号 明治43. 7・明治45. 5 高田郡役所 刊

A85 先憂　1号～14号〔抄〕 明治23 先憂社（三次郡三次町） 刊

B1～4 先憂　4・6・7・9～14号 明治23. 4～10 先憂社 刊

A70 十矢会誌　1号 大正 6. 3.10 十矢会事務所（高田郡秋越村） 刊

租税

A47 地価修正請願運動ノ件 明治24 袋

A47 地価修正願書類 明治24 竪冊
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第一次産業

A26 深瀬村田方懸帖 明治 3. 8 中村又次郎 横長

A27 深瀬村畠方懸帖 明治 3. 8 中村又次郎 横長

A28・29 深瀬村田畑係米算用帳 明治13.12 日野基 横長

A30・31 深瀬・両川立田畑係米計算帖 明治23～ 横長

A32 大字深瀬田畑宅地係米計算帖 明治33～ 日野洋曹 横長

A32 甲立村深瀬田畑宅地係米計算帳 明治43～ 横長

A34 甲立村深瀬田畑宅地係米計算帳 大正 9～ 日野易造 横長

A35 深瀬田畑宅地掛米取立帖 昭和 6～ 横長

A36 深瀬田畑宅地掛米取立帖 昭和16～ 横長

A48 地主ノ耕作者保護並会社的施設調査書 昭和 9.10 広島県内務部 刊

A49 小作米事件始末書 明治31 竪冊

A23 川地村大字上志和地下志和地田畑係米計
算帳

明治33.10 横長

A24 川地村大字上川立下川立田畑係米計算帳 明治33.10 横長

A25 粟屋村田畑宅地係米算用帳 明治33.10 横長

A50 北陸地方視察録 広島県地主会 刊

A51 林業関係産業調査書 竪冊

A51 広島県林業政策 竪冊

第三次産業

A1 〔酒造〕免許 明治 7.10 広島県庁→日野基 一紙

A1 水車営業鑑札 明治26. 4. 5 高田郡役所→日野洋曹 一紙

A1 醤油醸造商免許鑑札 明治11. 5 広島県庁→日野基 一紙

A1 醤油醸造営業免許鑑札 明治30. 9.27 広島県庁→日野洋曹 一紙

A71 実業会関係（全国実業会中央本部ヲ含
ム）

A71 前田正名君実業談話会出席人名録 明治32 刊

A71 全国各府県実業会相談会開催ノ件ニ付各
実業会ニ檄ス

明治32. 1 前田正名 刊

A52 創業二十年略誌　附録営業事項 大正 7. 9.15 株式会社広島県農工銀行 刊

A52 創業三十年略誌　附録営業事項 株式会社広島県農工銀行 刊

A53 株式会社広島県農工銀行設立に関する書
類

明治30 竪冊

A53 農工銀行定款参考案 刊

A53 株式会社広島県農工銀行定款 刊

A54 株式会社広島県農工銀行内規 明治40. 2 刊

A54 〔広島県農工銀行〕株主名簿 明治39.12 株式会社広島県農工銀行 刊

A54 株式会社広島県農工銀行定款 大正 3. 7 刊

A55 広島県農工銀行諸照会并報告綴 大正 3. 1～ 綴

A56 農工銀行ニ関スル書類綴 大正 9. 3～ 綴

A57 農工銀行ニ関スル書類綴　第一号 大正 9. 3～ 綴

A58 農工銀行ニ関スル書類綴　第二号〔統計
の部〕

大正15～昭和 3 日野易造 綴
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A59 農工銀行ニ関スル書類綴　第二号〔文書
の部〕

大正15～昭和 3 日野易造 綴

A60 広島県農工銀行関係書類　第三号 昭和 6. 2～昭和 7. 4 日野庶務部 綴

A61～68 〔広島県農工銀行〕営業報告書　第32期
～第77期（35・37・38・40・48欠）
※株主名簿含む

大正 3～昭和11 株式会社広島県農工銀行 刊

A69 広島県産業調査会ニ関スル書類入 大正14. 3 日野委員 袋

A69 ◦浜田知事演説要旨

A69 ◦産業調査要綱草案

A69 ◦産業調査会調査要綱私案（未定稿） 農林課

A72・73 〔広島銀行〕営業報告書　第39期～第44
期
※各期株主名簿含む

大正 5～7 株式会社広島銀行 刊

C1 広島商工会議所月報　19巻5号 昭和14. 5. 5 広島商工会議所 刊

C2 広島銀行行内彙報　1・8～10・46～49
〔抄〕

昭和 5・昭和 6・昭和11 刊

C1 全国貯蓄銀行預金利率一覧 昭和13.11.15 社団法人全国貯蓄銀行協会 刊

C1 不動産金融ニ関スル請願 昭和 2. 4. 5 全国農工銀行同盟会 刊

C1 ◦別冊第一号　不動産金融ニ関スル請願

C1 ◦別冊第二号　不動産金融ニ関スル請願
理由書

C1 金融之世界　昭和14年版〔抄〕 昭和14. 6 金融之世界社 刊

C1 金融之世界　昭和15年版〔抄〕 昭和15. 7 金融之世界社 刊

A79 道路一件諸願扣 明治16. 7～ 竪冊

A80 証明書取消上申書
※山陽道路の架橋位置に関して

明治20. 1 日野基地→内務大臣山県有朋 竪冊

A80 道路保存取締規則　高田郡深瀬村 明治20. 6 竪冊

A81 可愛川疏浚費に関す上願の件 明治17. 9 竪冊

A82 越身ケ原堤防一件書類入　高田郡深瀬村
人民惣代人司

明治21. 7 竪冊

A83 〔甲立村・川地村橋梁組合議案綴〕 大正 8 竪冊

A74 芸備鉄道株式会社関係

A74 芸備鉄道建設概要 大正 4. 5.18 芸備鉄道株式会社 刊

A75 〔芸備鉄道〕営業報告書　第1回・第9回
～12回

明治45・大正 4～6 芸備鉄道株式会社 刊

C2 広島倉庫運送株式会社ニ関スル書類綴 大正 9～15 日野易造 竪冊

C2 広島倉庫運送株式会社定款 刊

C2 〔広島倉庫運送〕営業報告書　第15・21・
22.26期

大正 9・大正12・大正14 広島倉庫運送株式会社 刊

教育

A84 広島高等学校設置要望の理由 刊

家

A14・15 万覚帳 明治14. 2～ 横長

A16・17 万覚帳 明治23. 1～ 横長
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A18・19 万覚帳 明治33. 3～ 横長

A20・21 万覚帳 明治43～ 横長

A22 諸事覚帳 大正 9. 3～ 横長

A37～39 諸取引算用帳 明治 3. 2 日野又二郎 横長

A40 旧貸帳 明治14～ 日野基 横半

A41・42 金穀貸帖 明治22～ 日野洋曹 横半

A43・44 金穀貸帳 明治33～ 横長

A45・46 万計算帳 明治33～ 横長
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賀茂郡

《黒瀬町》

P44
2 内田家文書

賀茂郡兼沢村戸長・村会議員を勤めた内田家に伝来した文書（租税・村・庶務・議会選挙・土地・産業・金融貸借・
教育・兵事・宗教・家等）

租税

A2 〔賀茂郡兼沢村御免割帳〕 延享元.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A2 〔賀茂郡兼沢村御免割帳〕 延享 2.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A2 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 延享 2.閏12 年行司善左衛門 横長

A2 賀茂郡兼沢村御免割帳 延享 3.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A2 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 延享 3.12 年行司善左衛門 横長

A2 賀茂郡兼沢村御免割帳 延享 4.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A2 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 延享 4.12 横長

A3 賀茂郡兼沢村御免割帖 寛延元.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A3 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 寛延元.12 横長

A3 賀茂郡兼沢村御免割帳 寛延 2.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A3 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 寛延 2.12 横長

A4 賀茂郡兼沢村御免割帖 寛延 3.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A4 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 寛延 3.12 横長

A4 賀茂郡兼沢村御免割帳 寛延 4.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A4 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 宝暦元.12 横長

A5 賀茂郡兼沢村御免割帳 宝暦 2.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A5 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 宝暦 2.12 横長

A5 賀茂郡兼沢村御免割帳 宝暦 3.10 庄屋保左衛門他 竪冊

A5 賀茂郡兼沢村入役米銀年行司小帖 宝暦 3.12 横長

A5 賀茂郡兼沢村御明知方御免割帖 宝暦 9.12 兼沢村庄屋保左衛門他 竪冊

村

A1 賀茂郡兼沢村差出し帖 宝永 3. 8 平蔵→堀田勘右衛門 竪冊

A1 賀茂郡兼沢村指出帖 安永 3. 2 庄屋保左衛門→小出次左衛門他 竪冊

庶務

A7 安芸国賀茂郡兼沢村諸願伺御指令 明治14～16 竪冊

A10 〔内田栄三郎戸長・村会議員等任命状〕
（13点）

明治15～33 兼沢村戸長役場・村役場→内田
栄三郎

一紙
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議会・選挙

A8 賀茂郡兼沢村臨時会成議案 明治16. 4 竪冊

A8 兼沢村々会議案　臨時会 明治16. 4 竪冊

A10 津江兼沢切田村三ケ村聯合会原案・議事
細則

明治17 綴

A10 賀茂郡津江兼沢村切田村聯合村会規則 綴

A10 〔大多昌三当選挨拶状〕 大正 4. 9.27 大多昌三→内田栄三郎 一紙

A10 〔山道襄一政見表明状〕（2通） 大正 4. 2 山道襄一→内田栄三郎 一紙

A10 〔山道襄一君推薦状〕 大正 4. 3 大隈重信・大浦兼武他 一紙

A10 有田温三君推薦状 大正 4. 3 大隈重信・尾崎行雄他 一紙

A10 〔有田温三君推薦状〕 大正 4. 2 広島県郡部有志者 一紙

A10 〔龍口了信立候補表明状〕 大正 4. 1.26 瀧口了信→内田栄三郎 一紙

土地

A1 郷原村与兼沢村与両山差縺ニ付奉願上書
付扣

嘉永 2. 6 庄屋亮三郎・多助 竪冊

A6 〔山論答書綴〕 明治16 竪冊

A7 証拠物之写 明治16. 4 兼沢村戸長土井敬左衛門 綴

A7 扣訴被告第壱答弁書 明治17. 1 原地藻右衛門 竪冊

A8 〔山論ニ付川普請入用関係文書借用ノ件
依頼〕

明治17. 5 兼沢村戸長土井敬左衛門 綴

A8 〔山論上告書類綴〕 明治18 綴

A9 〔山論ニ付近世文書借用ノ件照会〕 明治17. 5.14 兼沢村戸長土井敬左衛門→乃美
尾村戸長幡部正夫

綴

A9 〔山論ニ付近世文書借用ノ件照会〕 明治17. 5.13 兼沢村戸長土井敬左衛門→国近
森近村戸長木阪群次郎

綴

A9 〔山論関係絵図・測量図〕 明治17 綴

A9 〔山論訴状〕 明治20. 6.24 原地茂左衛門・内田栄三郎→大
阪控訴院長児島惟謙

竪冊

A9 裁判言渡書
※自成舎積金取戻し訴訟の件

明治19. 4. 7 大審院 竪冊

A9 入会山拒障解除一件審判願ニ対スル答弁
書

代言人善積順蔵他 綴

A9 証拠物之写 明治17 土井敬右衛門 綴

A9 十六年第四百五拾三号控訴被告口供 明治17. 5.16 綴

A14 地券（2点） 明治17. 6.12 広島県→内田栄三郎 一紙

産業

A10 〔酒造営業免許申請書〕 明治37 綴

A14 綿打篠差算用帖 明治25. 3 兼沢内田 横長

金融・貸借

A12 掛書抜帳 明治 2 兼沢村北土居 横半

A12 掛方書抜帳 明治 4 兼沢村内田 横半

A12 掛方書抜帳 明治 5 兼沢村内田 横半

A12 掛書抜帳 明治 8 兼沢村内田 横半

A12 懸帳 明治10 横半
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A13 懸帳 明治13 内田 横半

A13 掛帳 明治16 内田栄三郎 横半

A13 懸書抜帳 明治24 下黒瀬村兼沢内田栄三郎 横半

A13 懸方書抜帳 明治26 横半

A13 掛方書抜扣 明治31 兼沢内田 横半

A13 懸帳 明治39 兼沢内田 横半

A14 頼母子講金請求事件ノ訴状 大正 6. 6.29 内田栄三郎 竪冊

A14 催告状 大正 6. 3. 6 内田栄三郎 綴

A14 〔貸米金請求勧解願綴〕 明治19 綴

衛生

A10 衛生組合規約 綴

教育

A10 通常教育会議案　賀茂郡第二十二小学区 竪冊

A10 通常教育会説明　賀茂郡第二十二小学区 竪冊

兵事

A14 支那事変行賞賜金国庫債券受領前ノ注意 一紙

A14 支那事変行賞賜金国庫債券 昭和15 一紙

A14 支那事変行賞賜金国庫債券ニ就テノ注意 陸軍東京経理部 一紙

A14 支那事変行賞賜金国庫債券受領後ノ注意
事項

一紙

A14 功績関係者異動報国ニ関スル注意 西部第七部隊内田隊功績係 一紙

宗教

A14 六根清浄太祓（2点） 文化12・安政 4 折紙

A14 中臣祓 文化12. 8.13 一紙

A14 〔烏帽子裁許状等神道関係文書〕（12点） 一紙

A14 真宗教社々員人名并冥加金取約帖（4点） 明治35～40 世話係内田栄三郎他 竪冊

歌集

A14 徳〔歌集〕 文久 3 賀茂郡切田村小川又次郎 竪冊

家

A11 歎口上書〔断簡〕 嘉永 3. 6 兼沢村要蔵→庄屋充三郎・多助 一紙

A11 口上書之事 嘉永 3. 6 兼沢村要蔵→役所 一紙

A11 永代ニ譲書之事 嘉永 2.11 父要蔵・倅八百兵衛 一紙

A11 和談内済御請証文 嘉永 3. 4 要蔵・治兵衛・八百兵衛→割庄
屋同格宗平他

一紙

A11 石風呂共有之誌 明治 内田栄三郎 竪冊

A11 石風呂共有物件証書 明治32.11.23 内田彦惣・内田栄三郎他 一紙

A11 石風呂共有物件証書 明治34. 4 内田勤助 綴

A11 変更御届 明治38. 5. 9 内田栄三郎 綴
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P44
3 土井家文書

賀茂郡兼沢村で給庄屋を勤めた土井家に伝来した文書（支配・村・土地・租税・農林業・金融商業・交通運輸・行
政・教育・宗教・家等）

支配

C1・2 御触書要用記　二 文化元～天保 5 恕七郎 竪冊

C3 御触書写帖　三 天保 6～13 恕七郎 竪冊

C4・5 御触書要用記　四番目 弘化元～嘉永 4 恕七郎 竪冊

C6・7 〔御触書要用記〕 嘉永 5～安政 6 竪冊

A2 村方百姓江申談条目　留 嘉永 2 竪冊

C18 御触書控帳　兼沢村用所 明治 4 竪冊

C29 〔廃藩置県関係布達綴〕 明治 4. 7 綴

C29 〔免割・夫割・布達綴〕 明治 4.11 綴

C15 公用諸書付写□□ 明治 4 土井敬左衛門 竪冊

C16 公用諸書付写録 明治 5 土井敬左衛門 竪冊

C18 書記　弐冊目 明治 5 土井敬左衛門 竪冊

C18 録見書 明治 6 土井所一郎 竪冊

C16 天朝拝書記録 明治 6 竪冊

C16 皇国内役向御改政ニ付書記 明治11. 2 土井所一郎 竪冊

村

A3 国郡志御用書上帳写 兼沢村土井貞綱 竪冊

A1 国中役秘録帳 安永 3. 8 兼沢村土井 横長

A16 大日本大事記 天保 3 黒瀬庄兼沢村土居敬左衛門 竪冊

A3 村方諸色旧記帳　安芸国賀茂郡兼沢邨土
居ノ内田氏末代記

天保 9. 3 土居 竪冊

A16 よろつきう紀 天保 9. 4 兼沢邨土居 竪冊

C10 浅野十介様津田数馬様給庄屋蒙候節役歓
入用扣帳

天保 9.11. 6 土居次兵衛 横長

C11 〔敬左衛門給役関係書附〕（4点） 嘉永 5 一紙

C10 当家分役成年月扣 嘉永 5. 2 土居貞綱 竪冊

C10 役成歓却来人別覚帖 嘉永 5. 6 土居敬左衛門 横長

C10 申渡受印形記　兼沢村 安政 4. 2 横長

A17 長州一件書記　弐番 元治元～慶応 2 土居貞綱 竪冊

C10 長州方御軍用ニ付村内銀上通 慶応 2. 6 長百姓敬左衛門 横長

A17 御国中諸事旧記録 慶応 4. 1～明治 2.11 竪冊

C10 賀茂郡兼沢村五人組合帳 文化 3・天保 2／弘化 4・
明治 2

横長

C11 畑幸治書翰
※敬左衛門給役差免の件

10.11 畑幸治→兼沢村給庄屋亮三郎 一紙

C30 寺子式目 折紙

C30 節倹規則 綴

C30 鏡照講規則人別受印帖 明治19 綴
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C30 因講々則　興盟講 竪冊

C30 盟約之記 明治15.11.16 横半

土地

A5 家督子孫分地・田畠売券控帳 寛政 9～享和 2 竪冊

C8 家督子孫分地・田畑売切証文控 享和 3～文化 8 竪冊

A2 賀茂郡兼沢村百姓田畠売買帖切 文化 7. 3 竪冊

C10 慶応四辰年改後附 兼沢村敬左衛門 一紙

C27 反別合計帳　第八大区十五小区兼沢邨 明治 9 戸長下田拓也他→広島県令藤井
勉三

竪冊

C27 楢原邨人別持高帖 明治10. 4 竪冊

C27 兼広邨人別持高帖 明治10. 4 竪冊

租税

C10 加地子米尾道岩子屋又右衛門殿 受取書 兼沢村土居 竪冊

C9 賀茂郡兼沢村中晩田下見帖・賀茂郡兼沢
村早稲毛下見帖

天保13 竪冊

C11 当御年貢米味進約并小計人別帳 慶応 2.11 横長

C22 民費賦課規則・文書往復火用概則 刊

C23・24 正租取建簿　兼沢村 明治10 竪冊

C25・26 〔正租取建簿〕 竪冊

C27 明治十五年前半年度営業等級取調簿　兼
沢村

明治16 竪冊

凶荒・救恤

C9 社倉麦取立并貸渡帖　兼沢村 文久元. 6 社倉十人組頭取禎四郎 横長

農林業

A12～15 作帳 天明 8～明治20 横半

A6 田畠預ケ人別覚帳 天保11.10 兼沢邨土居 横長

A6 田畠預并上作定米人別帖 天保13. 9 兼沢邨土居納書 横長

A6 田畠預方并上作定米人別帖 弘化 3. 8 土居納書 横長

A6 田畠預方并上作定米人別帖 弘化 4秋 土居納書 横長

A7 田畠預方并上作定米人別帖 嘉永元. 9 土居納書 横長

A7 田畠預方并上作定米人別帖　亥八月迄三
ケ年分

嘉永 2. 9 土居 横長

A7 田畠預方并加地子〔定米人別帳〕 嘉永 4. 9 横長

A7 田畠預方并加地子定米人別覚帖 嘉永 5.10 土居 横長

A7 田畠預方御年貢作徳〔定米人別帳〕 嘉永 7. 8 横長

A8 田畠預定作徳米算用帳 安政 2. 9 横長

A8 田畠預方作徳定米算用人別扣帳 安政 3.10 土居 横長

A8 田畠預方作徳定米人別控帳 安政 4.11 兼沢村土居 横長

A8 田畠預方加地子定米人別控帳 安政 5.10 横長

A8 田畠預方作徳定米人別控帳 安政 6.10 土居 横長

A9 田畠預作徳米穀数覚帳 万延元.11 横長

A10 田畠預作徳米穀数覚帳 慶応 3.11 横長
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A10 田畑預作徳米算用帳 明治 3. 9 兼沢村土居 横長

A11 田畠預作徳定米人別控帳 明治 7.12 兼沢村土居 横長

A11 田畠小作米人別計算簿 明治 8 兼沢村土居貞憲 横長

A11 田畑宅地所預作徳米人別書抜簿 明治10 兼沢村土井 横長

A11 田畠宅地預作徳米算用帳 明治11 横長

C9 米相場控帖 天保13～ 土井貞綱 横半

C9 稲作旱損畝数相約申上書付　扣 嘉永 6.10 竪冊

C9 稲毛水損ニ附定米控帳 明治 6.12 竪冊

C12 田畠野札控帖 明治 6. 1 土井敬左衛門 横半

C30 藍作心得書 明治 6. 9.25 兼沢村土井 竪冊

C28 拾五小区物産表・十五小区産物表抜 明治 7. 1 綴

C28 下草苅鑑札御下渡願 明治11. 3.21 戸長進藤俊三他→広島県令藤井
勉三

綴

C22 十五小区各村田畑肥培代価償却等取調帳
（2冊）

明治11. 4 第三事務所 竪冊

C28 米価相場取調表　楢原村・兼広村・切田
村・兼沢村

明治11 戸長進藤俊三・副戸長三宅建作 竪冊

C22 切田村地主総代撰挙投票点数表 明治12.12.20 戸長役場 綴

C22 地主総代人投票点数表　楢原村分 明治12.10.19 戸長役場 竪冊

C28 地等関ス田畑肥代金申出書　兼沢・切
田・兼広・楢原

綴

C11 醤油諸道具控帳 元治 2. 1 土井敬左衛門貞綱 竪冊

C11 醤油蔵土蔵普請諸入用控帳 慶応 3. 3.4～ 横半

C11 醤油銀覚帳 慶応元～明治 3 竪冊

C11 仕込方日記帳 元治元～明治 5 横長

C12 醤油懸根簿 明治10～ 横長

C9 御紙御下渡銀上控帳 慶応 3. 9 紙楮改役敬左衛門 横半

C9 御紙方御給料銀請取帖 元治元～明治 2 紙楮改役敬左衛門 横半

C28 織工社諸方計算稿 明治14. 4 綴

金融・貸借

C9 金借用方江田畑売銀并証文入箇所控帖 嘉永 5.11 竪冊

C12 御国中諸薬代銀請取帖 嘉永 5～慶応 2 横長

C30 商薬方願書附 明治 5. 6 竪冊

交通運輸

C29 明治七年日本帝国郵便規則抄録 駅逓寮 刊

C29 郵便規則并脚夫之事 明治 7 竪冊

C29 〔郵便線路開設ニ付〕御受書 明治 7. 8 多賀隼之助 綴

C29 郵送人渉布達　十五小区事務扱所 明治 6～10 竪冊

C29 郵便局増設之儀伺 明治11. 3.28 戸長進藤俊三→区長伴資建 一紙

C28 聯合約定書之事〔陸運元会社取扱所開業
ノ件〕

明治 8. 1 土井所一郎・内田彦惣→陸運元
会社

綴
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行政

C19 必用諸廻達・頭書簿 明治 6. 9～ 事務取扱所 竪冊

C19 諸願伺届書記 明治 6 総代土井所一郎 竪冊

C19 諸願伺届書記 明治 7 総代土井所一郎 竪冊

C19 人民諸願伺綴 明治 8 竪冊

C20 人民諸願伺扣 明治 9 竪冊

C20 各人民諸願届書集　兼沢村・兼広村・楢
原村・切田村

明治10 竪冊

C21 各村民諸願届集　兼沢村・兼広村・楢原
村・切田村

明治11 綴

C21 上歎属願伺届綴　兼沢村 明治11 綴

C28 記〔諸職鑑札番号上申〕 明治 7.11 綴

C22 議員相定候付人別受印帖　兼沢村 明治 9.12 竪冊

C28 記〔木銭宿税差出他〕 明治10. 2.19 十五小区副戸長小川禎蔵→区長
佐藤守真

綴

C28 備後国六郡広島県江合併録 明治 9. 5.25 竪冊

C21 郡長示談之頭書　戸長 明治12.12 綴

教育

C30 学事被仰出候書 明治 6.10 広島県権令伊達宗興 竪冊

C30 小学校設立願 明治 8. 8 戸長下田拓也他→広島県権令藤
井勉三

綴

宗教

C11 観音堂再建ニ付奉加帖　兼沢村専寿院 安政 5.10 竪冊

A17 宗判御改格并諸事旧記 慶応 3 土井貞綱 竪冊

A18・19 法恩一大事記 明治11～ 土井敬左衛門他 横半

家

C10 当家差縺迷惑筋旧記 嘉永 3. 3 土居 竪冊

A17 万記 万延元 土井貞綱 横半

A17 当用書文記 慶応 4 土井貞綱 横半

C13・14 当座蝶 明治 2 土居敬左衛門 横長

C17 万覚 横長

C29 記録 明治16～19 土井貞綱 綴

C16 万事記録〔抄〕 明治20.12 横半

新聞

C30 広島新聞　1号・2号 明治10. 2.1・
明治10. 2. 5

真報社 竪冊

《豊栄町》

P46
1 本宮八幡神社文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号
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A1 乃美八幡宮御祭御頭次第注文（1号） 天正 5. 8 継

A1 乃美八幡宮流鏑馬次第注文写（2号） 大永 7. 8.16 高橋秀遠・同元遠 継

A1 乃美八幡宮流鏑馬次第注文写（3号） 元禄 9.12.11 久村神主治部大夫→乃美村与三
郎

継

A1 〔乃美八幡宮再興棟札写〕 永世6. 4.28～享保 5. 7 継

A1 乃美八幡宮神主次第写 継

A1 乃美八幡宮由緒覚写 明和 6. 2. 5 佐伯守安 継

A2～4 大般若経奥書（第1～599巻） 保安 4. 8.12～
嘉暦 4. 3.29

折本

P46
2 小島家文書

A5 〔乃美村庄屋手鑑〕 （寛延～天保頃） 横半

A2 郡村抜扣 竪冊

A2 諸事手控覚帳 慶応 3. 9. 御茶屋甚四郎 横長

A4 〔諸書付類・諸書付雛型〕 （文政頃） 竪冊

A4 〔諸書付扣帖〕 （天保～） 竪冊

A3 豊田郡乃美村御帳附木改帳 宝暦 8. 3. 庄屋十蔵他→戸田左衛門他 竪冊

A3 御帖附木并御植松所改帖　ひかへ　豊田
郡乃美村

安政 4. 4. 庄屋運助他→山目附宇太郎 竪冊

A3 御用木并御植松山当時之成行申出書附　
豊田郡乃美村

巳. 3. 庄屋運助他→山目附宇太郎 一紙

A3 割山ニ付野山図書 天保 4. 8. 小嶋民三郎 竪冊

A3 乍恐御理申上一札〔庄屋役儀御赦免願〕 宝永 6.10. 豊田郡乃美村庄屋半兵衛→都筑
九郎右衛門

一紙

A3 乃美村城山由来之事 一紙

A3 〔八幡宮・厳島大明神由来書〕 元禄 4. 2.13 一紙

A3 覚〔村内社寺神事及由来等書上〕　豊田
郡乃美村

一紙

A3 豊田郡乃美村真宗教徳寺由来之覚 延宝 9. 2.21 乃美村教徳寺念宗 一紙

A3 豊田郡乃美村百姓太郎兵衛・孫右衛門・
保兵衛・源四郎先祖書

享保 6. 1. 乃美村庄屋孫右衛門他→尾関権
内他

一紙

A3 〔乃美村百姓先祖小嶋若狭御尋ニ付〕覚
　豊田郡乃美村

（享保 6）. 1. 百姓太郎兵衛他→庄屋孫右衛門
他

一紙

A3 国郡志御用ニ付下しらへ書出帳〔豊田郡
乃美村〕

文政 2. 4. 庄屋徳三郎他 竪冊

A3 小嶋由来之覚 元和 8. 4. 2 小嶋太郎左衛門尉 一紙

A1 永代売渡し申田地之事 元禄 3.12. 8 甚太郎他→庄屋半兵衛 一紙

A3 〔旅人宿泊ニ付豊田郡役所高札〕 寅.10. 豊田郡役所 板

P46
3 松田家文書

A1 国郡志御用ニ付下調書出帳　豊田郡能良
村

文政 2. 4. 庄屋勇蔵他 竪冊
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A1 豊田郡能良村御帖付改帳　ひかへ 文化 2. 4. 庄屋勇蔵→山目付本郷村茂平他 竪冊

A1 豊田郡能良村御帖付御用木改帳　扣 文化 8. 1. 庄屋勇蔵→山目付本郷村直兵衛
他

竪冊

A1 板鍋山境堺差縺訴状 明治 6. 9.27 能良村山受惣代三浦辰五郎他→
広島県令伊達宗興

竪冊

A1 豊田郡能良村御帖附御改帖　ひかへ 天明 7.11. 文右衛門他→山目付入之村惣左
衛門

竪冊

A1 豊田郡能良村御留山腰林改帳 享保19. 2. 庄屋与三郎他→材木場 竪冊

A1 豊田郡能良村指出し帖　ひかへ 寛政 4. 2. 庄屋勇蔵他→吉田新三郎他 竪冊

A1 〔第九区三小区組合村旧石高・改正反別
等書上〕
※以上8冊合綴

横長

A1 乃美村郷土誌 竪冊

《大和町》

P47
3 稲葉家文書

B1～8 〔稲葉忠作日誌〕（8冊） 明治33～39 竪冊

B9 稲葉所有地台帳 明治38. 1 竪冊

D1 諸事書留 竪冊

P47
7 和気家文書

豊田郡下草井村で庄屋を勤めた和気家に伝来した文書

A1・A2 本水帳〔下草井村ヵ〕 安永 2. 7. 庄屋文右衛門 竪冊

A2 村中諸定万覚帳 宝永 8（正徳元）～ 善兵衛 竪冊

A2 〔古文書綴〕
※二代目庄屋和気市兵衛時代の文書

（正保～寛文） 綴

　 ◦覚〔正保四年分下草井村諸役秋納請
取状〕

正保 4.12.23 川原藤兵衛→庄屋市兵衛 一紙

　 ◦〔承応元年分〕豊田郡下草井村諸役
秋納請取覚

承応元.12.11 川原藤兵衛→庄屋市兵衛 一紙

　 ◦〔御触状断簡〕 一紙

　 ◦〔御触状断簡〕 一紙

　 ◦〔御触状断簡〕
※以上3点，もと1通か

寛文 4.11. 1 服部七左衛門他→豊田郡下草井
村庄屋他

一紙

　 ◦仕ル一札之事〔下草井と黒谷と地替
につき〕

寛文 5.11.30 助左衛門他→黒谷惣百姓中 一紙

A2 〔古文書綴〕
※三代目庄屋和気市兵衛時代の文書

綴

　 ◦下草井村庄屋市兵衛書状控
※山境立会吟味につき

延宝 5. 1.12 下草井村庄屋市兵衛→蔵宗村庄
屋正右衛門

一紙

　 ◦乍恐仕上ケ申一札〔世羅郡蔵宗村と
豊田郡下草井村の山境につき〕

延宝 5. 1.18 下草井村庄屋市兵衛→片田甚右
衛門他

一紙
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　 ◦覚〔端束柱の材木伐採につき願〕 延宝 7. 7.26 下草井村庄屋市兵衛→大柿小作
他

一紙

　 ◦継木之覚〔下草井村柿木38本〕 天和 2. 2.15 庄屋市兵衛→大柿小作他 一紙

A3 御公儀様へ上ル諸書付 帖　豊田郡下草
井村

元禄13. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A3 御公儀様へ上ル諸書付 覚帖　豊田郡下
草井村

元禄14. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A3 御公儀様へ上ル申諸書付 帳　豊田郡下
草井村

元禄15. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A3 御公儀様へ上ル諸書付 覚帖　豊田郡下
草井村

元禄16. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A4 御公儀様へ上ル諸書付 之帖　豊田郡下
草井村

宝永 2. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A3 御公儀様へ上ル諸書付 之帖　豊田郡下
草井村

宝永 4. （庄屋喜兵衛ヵ） 竪冊

A3 御公儀様上ル諸書付 帖　豊田郡下草井
村

享保 3. 竪冊

A3 今度被仰る渡候書付之内差当り心得ニ茂
成申分書出シ覚

正徳 2. 3.15 竪冊

A4 享保十一年同十二年被仰出郡方御倹約御
触書写シ

享保11・12（寛政 2. 5） 竪冊

A4 御割符普請夫請取扣帳　豊田郡下草井村 貞享 4. 6.15 横長

A4 徳善寺御堂宗川原木□□□ 貞享 3. 3. 横長

A5 下草井村御見付覚帖 元和 5～延享 5 横長

A5 覚〔年貢諸役米売却につき願〕豊田郡下
草井村

丑. 8. 庄屋喜兵衛→津田佐次兵衛他 一紙

A5 覚〔下草井村年貢免状〕 □□2. 2. 1 浅野三十郎→庄屋喜兵衛他 一紙

A5 〔古文書綴〕〔抄〕 綴

　 ◦借用仕米之事 正徳 2.12.10 三四郎他→藤治郎 一紙

　 ◦借用仕米之事 正徳 2.12.11 善助他→藤治郎 一紙

　 ◦借用仕米之事 正徳 2.12.11 三四郎他→藤次郎 一紙

　 ◦覚〔郡役所より達写〕 （享保元）. 8. 8 郡役所→林六郎右衛門他 一紙

　 ◦覚〔当春の柿継木〕 延宝 6.11. 3 庄屋市兵衛→大柿小作他 一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 .12. 4. 一場武源次（若林弥三）→庄屋
元右衛門

一紙

　 ◦覚〔給知米積出運賃算用状〕 戌.12. 有田屋太七郎→庄屋元右衛門 一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 （宝暦12）.12. 戸田嘉藤太→給庄屋元右衛門 一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 明和 3.12. 戸田嘉藤太→給庄屋元右衛門 一紙

　 ◦口上之覚〔免割帖御しらへに付願〕 明和 4. 2.26 新八他→庄屋文右衛門 一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 （明和 8）.12. 一場武源次（木村甚右衛門）→
庄屋文右衛門

一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 明和 8.12. 戸田嘉藤太→庄屋文右衛門 一紙

　 ◦覚〔給知米積出運賃算用状〕 （安永元）.12. 和田有田屋太七郎→下草井村庄
屋文右衛門

一紙

　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 安永元.12. 一場武源次（木村甚右衛門）→
庄屋文右衛門

一紙
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　 ◦覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 （安永 2）.12. 一場武源次内山口幸太→庄屋文
右衛門

一紙

　 ◦覚〔年貢未進分借米元米返済差延に
つき証文控〕

卯.12.20 下草井村庄屋文右衛門→一場武
源次内木村甚右衛門

一紙

A5 乍恐申上ル口上〔能良村百姓の柴草取等
の押妨につき〕

宝永 7. 4.22 上草井村庄屋善兵衛 一紙

A5 覚〔上草井村九兵衛家材木伐採につき許
可〕

寛文 5. 6. 7 服部七左衛門他→上草井村庄
屋・山守

一紙

A5 覚〔かぢや村橋の材木のため上草井村山
の木伐採につき許可〕

承応 3.10. 3 高田半左衛門他→庄屋嘉兵衛他 一紙

A5 永代売渡田地之事 元禄17. 2.12 長左衛門他 一紙

A5 覚〔宇山・椋梨両村山境につき取交証文〕 天保 8. 4. 宇山村庄屋源助他→椋梨村庄屋
量平他

一紙

A5 取交証文之事〔下草井村道場谷百姓上草
村山に入会につき〕

嘉永 3.10. 下草井村庄屋兵作→上草井村庄
屋加藤雲兵他

一紙

A5 覚〔壱歩米その他上納御免につき〕 亥. 8. 3 一紙

《河内町》

P48
1 竹林寺文書

A1 安芸国豊田郡入之郷篁山竹林寺縁起上・
下巻

巻子

A2 木造地蔵菩薩像胎内墨書銘写 建武5. 6

P48
2 古川家文書

豊田郡上河内村で給庄屋を勤めた古川家に伝来した文書（支配・土地・租税等）

支配

A5 覚〔下草井村給知年貢皆済状〕 寛政 4.11.28 原新助→庄屋半蔵 一紙

A1・A2 温古録 嘉永 5. 横半

A3 病人送り方御法則写し　小田組 寛政11.11. 竪冊

A3 嘉永六丑五月御触書写シ扣帖　豊田郡上
河内村

嘉永 6. 5. 横長

A3 午四月加藤久芳村へ入村人別惣談口演書
写し
※以上2冊合綴

午. 4. 横長

A3 長州御征伐ニ付御触書記 元治元.11. 横半

A11 〔駅所・郡付〕諸入用規則之部 竪冊

A4 覚書〔給人法〕 享和 2. 足助久一郎→上河内村組庄屋清
蔵他

竪冊

A4 申渡覚〔給人法〕 天保 9. 8. 藤井清太→上河内村庄屋半兵衛 一紙

A4 〔給庄屋任命〕覚 （天保13）. 9. 渡辺又三→上河内村惣庄屋半兵
衛忰四三郎

一紙

A4 〔給庄屋任命〕覚 （天保 9）. 7.27 藤井清太→上河内村庄屋半兵衛 一紙
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A4 心得書之覚〔給人法〕（1包〈1通〉） （天保 9）. 8. 近沢千太郎内田中久右衛門→上
河内村給庄屋半兵衛

一紙

A4 〔給庄屋任命〕申達（1包〈1通〉） （天保 9）. 8. 近沢千太郎→上河内村半兵衛 一紙

A4 〔給庄屋任命ニ付申達〕（1包〈1通〉） （天保 9）. 8.16 近沢千太郎内田中久右衛門→上
河内村半兵衛

一紙

A4 掟書〔給人法〕（1包〈1通〉） 天保 9. 8. 近沢千太郎→上河内村給庄屋半
兵衛

一紙

A4 〔給庄屋任命〕申渡 亥. 8. 近沢政五郎→上河内村四三郎 一紙

A4 〔給庄屋任命ニ付申渡〕 . 8.29 　→上河内村半右衛門 一紙

A4 申渡覚〔給人法〕 天保13. 9. 渡辺又三 一紙

A4 牧村市之進内吉田三次書翰〔出浮催促〕
（1包〈1通〉）

. 8.15 　→椋梨村庄屋四三郎 一紙

A4 藤井伝大夫内中山仙左衛門書翰〔伝大夫
目付就任ニ付〕（1包〈1通〉）

.12.29 　→上河内村給庄屋四三郎 一紙

A4 留守中納米請引方并諸祝儀為取替之定 嘉永 6. 7. 藤井伝大夫内中山仙左衛門→上
河内村給庄屋四三郎

一紙

A4 藤井伝大夫内中山仙左衛門書翰〔伝大夫
在江戸留守ニ付〕以上2通1包

（嘉永 6）. 7.28 　→上河内村給庄屋四三郎 一紙

A4 横山勝蔵書翰〔横山家家督相続ニ付〕 .11. 4 　→給庄屋四三郎 一紙

A4 〔当郡へ郡替ニ付〕御口達書写し 酉. 1. 伊木彦太郎→割庄屋中 竪冊

A4 〔小田村集会之刻被仰出候六ヶ条〕
※以上2冊合綴

酉. 4. 竪冊

A4 〔郡中風儀立直之儀ニ付取次願〕 卯.10. 庄屋・与頭 一紙

A4 秋寄申渡之事〔年貢上納・節倹ニ付〕 弘化 4. 7. 一紙

A4 秋寄申渡之事〔年貢上納・節倹ニ付〕 申. 8. 一紙

A4 秋寄申渡之事〔諸法度厳守〕 嘉永 2. 2. 長百姓武平他→庄屋半兵衛 一紙

A4 初寄申渡覚〔諸法度厳守ニ付〕・人導心得
筋御示教之趣御受書附　豊田郡中河内村

戌. 2.／未. 1. 権平他→庄屋半兵衛
庄屋半兵衛→組合割庄屋小谷村
岡田久平次

一紙

A4 秋寄申渡之事〔年貢上納・節倹ニ付〕 嘉永 4. 8.22 一紙

A4 嘉永五年子八月七日秋寄申渡之事〔年貢
上納・節倹ニ付〕

嘉永 5. 8. 一紙

A4 秋寄申渡之事〔年貢上納・節倹ニ付〕 安政 2. 8. 一紙

A4 秋寄申渡覚〔諸法度厳守ニ付〕
※掟・悪人・年貢皆済・徒党強訴・御
留立山其他

一紙

A4 態申遣ス〔無断他所行取締并革田職分ニ
付申達書〕

寅. 5.24 豊田郡役所→割庄屋 一紙

A4 態申遣ス〔他所者・無宿者取締ニ付〕 酉. 1. 中野甚之進他→割庄屋・村々庄
屋・与頭共

一紙

A4 御改革取締廉々御受書〔郡中風儀立直し
方〕東組村々

安政 5. 2. 庄屋・与頭→組合割庄屋 一紙

A4 御年貢筋取締合御受書　東組村々 安政 5. 2.19 庄屋・与頭→組合割庄屋 一紙

土地

A5 御明知方・御給知方共鬮取水帳扣帳豊田
郡上河内村
※足助九兵衛・平田一郎兵衛・石原忠
次郎・竹腰善兵衛・伴三右衛門，7冊
3通合綴

文政 3. 9.～文政 9. 9. 竪冊／
一紙
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A5 〔竹腰様知行高拾石鬮取〕覚　豊田郡上
河内村

（天保 9）. 7. 庄屋半兵衛 一紙

A5 〔竹腰隼人様知行高五石鬮取〕覚　豊田
郡上河内村

（天保 9）. 7. 庄屋半兵衛 一紙

A5 〔竹腰様知行高四拾石鬮取〕覚　豊田郡
上河内村

（天保 9）. 7. 庄屋半兵衛 一紙

A6 藤井清太様御鬮取水帳 天保 9. 8. 庄屋半兵衛 竪冊

A6 竹腰隼人様御鬮取水帖 天保 9. 8. 庄屋半兵衛 竪冊

A6 近沢千太郎様御鬮取水帖 天保 9. 8. 庄屋半兵衛 竪冊

A6 豊田郡上河内村御明知御鬮取水帳 天保 9. 8. 庄屋半兵衛 竪冊

A6 大藤源七郎様御鬮取水帳　※以上5冊合
綴

天保 9. 8. 庄屋半兵衛 竪冊

租税

A7 湯川次郎様・土屋惣兵衛様・町野久之助
様三組御免割人別割賦取立帳

文化13.10. 横長

A7 町野久之助様・土屋惣兵衛様二組御免割
人別割賦取立帳〔抄〕

文政元.10. 給庄屋直次 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
〔抄〕

文政元.10. 庄屋和十郎 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
〔抄〕

文政 2.10. 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
　上河内村五組之内〔抄〕

文政 3.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
　上河内村〔抄〕

文政 4.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
　上河内村〔抄〕

文政 5.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
　上河内村〔抄〕

文政 6.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取建人別下札根帳
　上河内村〔抄〕

文政 7.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取立人別下札根帳
　上河内村〔抄〕

文政 8.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取建人別払下札根
帖　上河内村〔抄〕

文政11.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知御免割取建人別払下札根
帳〔抄〕

文政12.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知方・御給知方御免割取建人別払下
札根帖〔抄〕

文政15. 1. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知方御免割取建人別払下札
根帖　上河内村〔抄〕

天保 2.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知方御免割取建人別払下札
根帖　上河内村〔抄〕

天保 3.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知方・御給知方御免割取建人別払下
札根帖　上河内村〔抄〕

天保 4.10. 庄屋仁平次 横長

A7 御明知・御給知方御免割取建人別払下札
根帖　上河内村〔抄〕

天保 5.10. 庄屋半兵衛 横長

A7 御給知方御年貢納米覚帖 天保14.10. 蔵附米入四三郎 横長

A8 〔年貢請取〕覚 （天保 5）.11. 8. 伴三右衛門内福山仙蔵→上河内
村半兵衛

一紙
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A8 〔年貢皆済〕覚 午.11. 足助九兵衛→庄屋半兵衛 一紙

A8 〔年貢算用〕覚 一紙

A8 年貢米受取通 天保 6. 8. 平田千大夫白井弥藤右衛門→給
庄屋半兵衛

横長

A8 納米帖　豊田郡上河内村 天保 6. 9.～ 重村林兵衛→給庄屋半兵衛 横長

A8 年貢米受取通 天保 6. 9.23 足助左兵衛内松谷吉兵衛 横半

A8 御給知御通 天保 6. 9. 福しまや佐助→上河内村御用所 横半

A8 〔年貢請取〕覚 天保 6.11.13 伴三右衛門内福山仙蔵→上河内
村給庄屋半兵衛

一紙

A8 〔年貢皆済〕覚 天保 6.11. 足助九兵衛→庄屋半兵衛 一紙

A8 御給知米請払通 天保 7. 9. 福しまや佐助→上河内村御用所 横半

A8 米請払通 天保 7. 9. 平田千大夫様留守引受山村一馬
内林仙蔵→上河内村給庄屋半兵
衛

横長

A8 年貢米受取帖 天保 7. 9.23 足助九兵衛内松谷吉兵衛 横半

A8 〔年貢米請取〕覚 天保 7.11. 伴三右衛門内福山仙蔵→上河内
村半兵衛

一紙

A8 守谷惣左衛門他書翰〔給主米入津之節印
鑑失念一件〕

.10.18 　→上河内村庄屋半兵衛他 一紙

A8 御年米請取通　豊田郡上河内村 天保 8.10. 足助内松谷吉兵衛→給庄屋半兵
衛

横半

A8 御給知米請払御通 天保 8.秋 福嶋屋佐助→上河内村御用所 横半

A8 〔年貢米皆済〕覚 天保 8.12. 伴三右衛門内福山仙蔵→上河内
村之内庄屋半兵衛

一紙

A8 平田千大夫白井弥藤右衛門書翰〔納米皆
済催促〕

.11. 5. 　→上河内村給庄屋半兵衛 一紙

A8 〔米皆済〕覚 .12.18 平田千大夫白井弥藤右衛門 一紙

A8 〔年貢米皆済〕覚 天保 8.12. 足助清記→給庄屋半兵衛 一紙

A8 〔免状〕覚 天保 9. 8. 藤井清太→上河内村給庄屋半兵
衛

一紙

A4 〔上ヶ米上納方申達書〕覚 （天保 9）. 8. 藤井清太→上河内村給庄屋半兵
衛

一紙

A4 納所之覚 （天保 9）. 8. 一紙

A8 御年貢請取通 天保 9. 9.27 藤井清太内中山仙左衛門→給庄
屋半兵衛

横長

A8 御給知米請払御通 天保10.10. 福嶋屋佐助→上河内村御用所 横半

A8 年貢納米請取通ひ　豊田郡上河内村 天保10.12.22 近沢千太郎内田中久右衛門→給
庄屋四三郎

一紙

A8 天保七年貸附銀元銀百八匁五分無利五ヶ
年賦上納請取通ひ

（天保12）.12.18 竹腰太郎惣内山田平右衛門 横半

A8 納米請取通ひ 天保12. 近沢千太郎内田中久右衛門→給
庄屋四三郎

一紙

A8 御年貢請取通 天保12.11. 7 藤井清太内中山仙左衛門→上河
内村給庄屋四三郎

横長

A8 〔所務米皆済〕覚 天保12.12. 大藤孝之進→給庄屋祖平 一紙

A8 〔年貢算用〕覚　豊田郡上河内村 一紙

A8 御年貢請取通　大藤氏　豊田郡上河内村 天保13.秋 大藤氏稲本佐兵衛→給庄屋祖平 横長
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A8 御年貢請取通　豊田郡上河内村 天保13.10. 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

横長

A8 納米請取通ひ 天保13.10. 近沢千太郎内田中久右衛門→上
河内村給庄屋四三郎

一紙

A8 〔年貢米皆済〕覚 天保13.12. 山口小右衛門他→給庄屋半兵衛 一紙

A8 〔御年貢請取通〕 一紙

A8 御年貢請取之覚 天保13.12. 9 渡辺又三内花安貞右衛門→上河
内村給庄屋四三郎

一紙

A8 〔年貢免状〕覚 天保13. 9. 渡辺又三内花安貞右衛門→上河
内村給庄屋四三郎

一紙

A4 納所之覚 天保13. 9. 一紙

A4 〔納所〕覚 一紙

A8 〔藤井清太分年貢米受取〕覚 .10.12 渡辺又三内花安貞右衛門 一紙

A8 御年貢請取通　豊田郡上河内村 天保13.10.12 藤井清太内中山仙左衛門→給庄
屋四三郎

横長

A8 〔年貢米皆済〕覚 天保13.11. 大藤孝之進→給庄屋祖平 一紙

A8 〔年貢免状〕覚 天保14. 9. 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

一紙

A8 御年貢請取之覚 卯.12.12 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

一紙

A8 御給知方御年貢納米覚帳 天保13.10. 横長

A9 渡辺又三内花安貞右衛門書翰〔納米縄俵
等ニ付〕

.12.18 　→上河内村給庄屋四三郎 一紙

A9 〔納米皆済〕覚（3通） 午.11.21 平尾亀次郎内中側彦右衛門→上
河内村給役四三郎

一紙

A9 御年貢請取之覚 午.11. 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

一紙

A9 〔年貢免状〕覚 弘化 3.11. 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

一紙

A9 〔年貢米皆済〕覚 嘉永 2.11. 大藤孝之進内山本庄次→給庄屋
撰平

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 嘉永 3.12.14 町野三郎右衛門内横山勝蔵→給
庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 嘉永 4.12.24 町野貞記内横山勝蔵→上河内村
給庄屋四三郎

一紙

A9 〔貸米算用〕覚 子.12. 上河内村給四三郎 一紙

A9 納米請取通 嘉永 6. 9. 渡辺又三内花安貞右衛門 横長

A9 御年貢納り通 嘉永 6. 8. 町野源八郎内横山勝蔵→上河内
村給庄屋四三郎

横長

A9 納米請取通ひ 嘉永 6.10. 9 竹腰隼之進内早川平左衛門他→
庄屋半兵衛

一紙

A9 御年貢請取通　豊田郡上河内村 嘉永 6.10.10 藤井伝大夫内中山仙左衛門→給
庄屋四三郎

横長

A9 〔年貢請取通〕 嘉永 6.10.10 近沢政五郎内田中久兵衛→上河
内村四三郎

一紙

A9 御年貢請取通　豊田郡上河内村 嘉永 6.10. 大藤内藤森和三→給庄屋撰平 一紙

A4 中川彦右衛門書翰〔年貢欠米ニ付〕 .11.29 　→上河内村給庄屋四三郎 一紙
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A9 〔年貢皆済〕覚 嘉永 6.12. 9 大藤孝之進内藤森和三→給庄屋
撰平

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 嘉永 6.12.10 町野源八郎内横山勝蔵→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 嘉永 7.11. 8 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢米受取〕覚 安政 2.12. 大藤孝之進内藤井保蔵→給庄屋
撰平

一紙

A9 〔当所務皆済〕覚 安政 2.12. 渡辺又三→給庄屋四三郎 一紙

A9 〔餅米納入ニ付達〕 安政 2.12. 渡辺又三内花安貞右衛門→給庄
屋四三郎

一紙

A9 御年貢受取通　豊田郡上河内村 安政 3.10. 藤井伝大夫内中山仙左衛門→給
庄屋四三郎

横長

A9 町野源八郎様御年貢米御皆済目録　豊田
郡上河内村

巳.11. 給庄屋四三郎→町野源八郎内加
美庄八

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 安政 4.11. 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 御給知方御年貢御勘定引合帖　豊田郡上
河内村

安政 5.10. 横半

A9 〔年貢皆済〕覚 午.11.20 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢米請取〕覚 午.11. 大藤孝之進内藤井保蔵→給庄屋
撰平

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 未.12. 9. 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 万延元.11. 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 文久 3.12.13 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 御給知方御年貢米御勘定引合帳　豊田郡
上河内村

元治元.10. 横半

A9 〔年貢皆済〕覚 元治元.11. 町野源八郎内加美庄八→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 三原・忠海両御蔵払〔御明智方〕引合帖
　豊田郡安宿村

慶応 2. 横半

A9 御給知米御通 慶応 3.11. たばこや武兵衛→上河内村御用
所

横半

A9 当卯年納米請取通ひ 慶応 3.11. 平尾亀次郎内中側彦右衛門→上
河内村給役四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 慶応 3.12. 町野源八郎内中浜伊平→上河内
村給庄屋四三郎

一紙

A9 〔年貢皆済〕覚 卯.12. 藤井新之丞内中山仙左衛門→給
庄屋四三郎

一紙

A4 御給主沢田万次郎様不足米御下ヶ相済侯
御注進書付　阿戸村

巳.12. 阿戸役人→役所 一紙

A4 〔納米ニ付願一件〕覚 一紙

その他

A3 座右拾芥録 明治 3.春 普留加和真四郎 横半

A10 天保十四年卯二月馬場ヶ原苅場分家口上
書　清武村

天保14. 2. 孫助他→庄屋良左衛門他 一紙
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A10 河戸村光泉寺書翰〔御恩借依頼〕 .10.19 　→上河内松田屋半兵衛 一紙

A10 宗旨証文之事　上河内村之内 文久 2. 7. 中河内村真宗立栄寺亮乗→庄屋
半兵衛

一紙

A10 豊田郡上河内村文化七八御囲籾挽立米小
内分書付

子.10. 庄屋和十郎→割庄屋吉郎兵衛 一紙

A10 御囲籾挽立米小内分書附ひかへ　豊田郡
上河内村

亥.10. 庄屋半兵衛→割庄屋福原藤右衛
門

一紙

A10 〔古川家屋敷方位図〕 明治26. 4. 舗

A10 〔豊田郡安宿村社受之儀差縺一件〕取替
書　安宿村渡

安政 4・6 一紙

A10 土取村百姓栄蔵宅へ盗賊忍入御約伝口上
書　豊田郡上河内村

寅.11. 庄屋半兵衛→高木佐太郎 一紙

A10 奉申上口上書〔土取村ニ而盗賊相働侯一
件〕

寅.11. □□□村革田菊右衛門→上河内
村役人中

一紙

A11 旧公有地原由取調愆期ニ付上申
※入野村他13か村

明治11. 9.25 古川真四郎 一紙

A11 公有地原由取調之事
※第九大区一小区入野村他5ヶ村
　　第九大区二小区小田村他7ヶ村

明治11. 9. 副戸帳古川真四郎 竪冊

A11 公有地原由取調之事
※第九大区一小区河戸・田万理・小谷
村、以上1通1冊一綴合綴

明治 8. 2. 副戸帳古川真四郎→広島県参事
白浜貫礼

綴

A11 県第二十三号布令〔官林屋敷跡等払下ヶ
願出ニ付〕

明治 7. 3. 広島県令伊達宗興→区長 刊

A11 広島県安芸国真宗本願寺派進徳教校之図 刊

A11 〔進徳教校〕明治十五年自八月同年至12
月受払決算報告

明治16. 1. 教学資本取扱所長・同常置委員 刊

A11 〔進徳教校〕明治十六年通常会議決表 明治16. 6. 刊

A11 〔進徳教校〕明治十六年通常会議決書 明治16. 6. 刊

A11 広島商況日報　第九百六拾号 明治39. 8.18 広島商況日報社 刊

A11 朝野新聞号外（2部）
※西南戦争の報道

明治10. 2.26・
明治10. 6. 4

朝野新聞社 刊

A11 官許解釈新聞誌　第三号 明治 8. 1.12 解訳新聞社 刊

A11 信親社規約 明治12. 7. 古川真四郎 竪冊

A11 政友会大意 明治22. 5.14 広島県士族松村貞雄著作・発行 刊

A11 宝龍講規則 明治15. 7. 賀茂郡竹原西野村宝龍講 刊

A11 広島博愛社規則 刊
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豊田郡

《本郷町》

P49
1 本郷町教育委員会収蔵文書

–1 本郷・上北方・下北方村文書
–2 船木村文書（船木公民館保管）

P49
1–1 本郷・上北方・下北方文書

A2 旧記　本郷村 （安政～慶応 4） 竪冊

A1 諸書附控　豊田郡上北方村 嘉永 3. 竪冊

A4 村方書附控　豊田郡下北方村 明治 3. 竪冊

A1 諸書附 明治 7. 竪冊

A1 諸書附控　五の小区上北方村 明治 8. 8.～ 竪冊

A3 国郡志御編集下しらへ書出帖　豊田郡本
郷村　草稿

文政 2.閏4. 竪冊

A3 豊田郡上北方村村人馬御改帖 安政 5. 1. 庄屋次六他→野田七郎右衛門他 竪冊

A3 豊田郡上北方村村人馬御改帳 文化 7. 1. 庄屋与三次他→柴田五左衛門他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖 文化13. 1. 庄屋与三次他→石原氏馬丞他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　本 文化 7. 2. 庄屋与三次他→柴田五左衛門他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　扣 享和 4. 1. 庄屋与三次他→添田伊内他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　控 寛政10. 1. 庄屋与三次他→添田伊内他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　扣へ 寛政 4. 2. 庄屋半三郎他→青木猪助他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　ひかへ 天明 6. 2. 庄屋半三郎他→石谷藤八他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　扣へ 安永 9. 1. 庄屋又十郎他→小嶋富十郎他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　扣へ 安永 3. 2. 庄屋又十郎他→豊田郡役所 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　ひかへ 明和 5. 2. 庄屋又十郎他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　ひかへ 宝暦12. 2. 庄屋又十郎他 竪冊

A3 豊田郡上北方村惣人数御改帖　ひかへ 宝暦 6. 2. 庄屋又十郎他 竪冊

A3 豊田郡上北方村人数御改帳 寛延 3. 1. 庄屋惣左衛門他 竪冊

A3 豊田郡上北方村先年御上 御調被為成候
雨池帖　ひかへ
※以上15冊合綴

寛政 3. 1. 庄屋惣左衛門他→豊田郡役所 竪冊

A1 〔上北方村・下北方村入会草山相論済口
証文〕覚

宝永 6. 9. 9 上北方村庄屋半三郎他→下北方
村庄屋六郎兵衛他

一紙

A1 〔上北方村・下北方村入会草山相論済口
証文〕覚

宝永 6. 9.10 下北方村庄屋六郎兵衛他→上北
方村庄屋半三郎他

一紙
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P49
1–2 船木村文書（船木村公民館保管）

A1 諸書附 　船木村 文政12. 竪冊

A1 村方用談記　船木村 弘化 4. 竪冊

A1 村方用談記　豊田郡船木村 嘉永元. 竪冊

A2 村方用談記　豊田郡船木村 嘉永 3. 竪冊

A2 村方用談記　豊田郡船木村 嘉永 4. 竪冊

A2 村方用談記　豊田郡船木村 嘉永 5. 竪冊

A2 村方用談記　豊田郡船木村 嘉永 6. 竪冊

A3 村方用談記　豊田郡船木村 安政 3. 竪冊

A3 村方用談記　豊田郡船木村 安政 6. 竪冊

A3 村方用談記　豊田郡船木村 文久 2. 竪冊

A4 村方用談記　豊田郡船木村 慶応 2. 竪冊

A4 村方用談記　豊田郡船木村 慶応 3. 竪冊

A4 村方用談記　豊田郡船木村 明治 4. 竪冊

A4 〔船木村会議事細則・予算議案他綴〕 明治21年度 綴

P49
2 千日家文書

豊田郡本郷村橘宮神主千日家に伝来した文書

A1 〔神道裁許状〕 元亀3. 3.19 神道長上 一紙

A1 〔神道裁許状〕 天正12. 6.22 神道長上ト部朝臣兼連 一紙

A1 〔神道裁許状〕 寛文 2. 7.30 神道管領長上ト部朝臣兼連 一紙

A1 〔神道裁許状〕 天和 3. 7.23 神祇管領長上ト部朝臣兼連 一紙

A1 かや七左衛門書状〔雨乞・疫病きとうニ
付〕他

貞享 3. 7.2／
貞享 3.10. 1

かや七左衛門→千日中務唐崎監
物→千日中務他

一紙

A1 〔抱社相論ニ付済口証文〕
※前欠

嘉永元. 4. 下北方村甑天満宮社人三宅若狭
守他→本郷村橘八幡宮社人千日
出羽守

一紙

A1 〔船木村神事差縺ニ付〕乍恐口上 寛政 4.12. 橘社神主千日中務→本郷町年寄
甚太郎他

一紙

A1 〔橘八幡宮社例格式一件ニ付吟味〕乍恐
再往奉願口上覚

子. 2. 橘宮神主千日市正→町年寄勝右
衛門他

一紙

A1 〔雨乞神事差縺ニ付吟味願〕口上覚 享保14. 8. 9 橘八幡宮千日市正→町年寄小左
衛門他

一紙

A1 〔神事ニ付出雲と千日相論一件口上書〕
※前欠

一紙

A1 〔神事出勤之儀ニ付申定メ証文〕
※前欠

弘化 5. 4. 船木村霹靂社舶材敏大明神他社
人川崎肥後守他→本郷村橘八幡
宮社人千日出羽守

一紙

A1 豊田郡本郷村・船木村・上北方村・下北
方村・善入寺村・氏宮橘八幡宮御湯立之
儀ニ付差縺ニ付御裁許願書附

寛政 4.12. 五ヶ村氏宮本郷村橘社神主千日
中務他→本郷町年寄甚太郎他

一紙
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P49
2 稲葉家所蔵文書

–1 稲葉氏所蔵文書
–2 弁海神社文書

P49
2–1 稲葉氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 〔弁海名関係文書写〕（1～10号） 正和 3. 1.20～
暦応 3. 8.13

竪紙

A1 原典三右衛門判物 寛文 5. 6. 5 原典三右衛門→大久保式部 切紙

A1 広島県豊田郡南方村弁海神社所蔵目録 明治30. 5. 7 竪冊

P49
2–2 弁海神社文書

A1 和気掃部入道譲状（1号） 明徳 4. 3.31 和気掃部入道→彦四郎 竪紙

A1 弁海名徳分取帳（2号） 栄和元 竪紙

P49
3 楽音寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 諸公御書翰（1～13号） 宝治 2. 2.3～
天正18. 4. 8

巻子

A1 御室宮并諸公御書翰（14～25号） 弘安 4. 1.18～
嘉永 2. 2.28

巻子

A2 御公御寄附状（26～37号） 正応 3. 4.15～
天文22. 6. 6

巻子

A2 御公御寄附状（38～52号） 永和 5. 2.18～
天正14. 2

巻子

A3 慶長五年検地帳（53～55号） 慶長5. 4～慶長5. 6 巻子

A3 法持院領検地帳（56号） 巻子

A4 小早川隆景書状（57号） 4.19 小早川隆景→法持院 霧子

A4 芸州沼田庄歓喜山楽音寺本願略縁起〔写〕 慶長14. 6 政仁 切紙

A4 四座講式写 宝暦 4. 2 巻子

A5 安芸国沼田庄楽音寺縁起（60号） 天正13. 4 周仁 巻子

A6 安芸国沼田庄梨子羽郷内楽音寺縁起（59
号）

狩野安信 巻子

A7 比丘尼浄蓮自筆寄進副状（58号） 正応 4. 2.19 竪冊
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P49
4 東禅寺文書

A1 〔東禅寺文書〕 永仁5.10.22～
天文 4. 8. 5

巻子

A1 東禅寺寺領注文 応永26. 8 切紙

《安芸津町》

P50
1 安芸津記念病院郷土史料室所蔵文書

A1 小早川弘平判物写 明応 8. 8. 9 小早川弘平→林藤三 竪紙

A1 小早川興景感状 天文 7. 6.28 小早川興景→林修理進 竪紙

A1 小早川興景感状 8.23 小早川興景→林修理進 竪紙

A1 〔賀茂郡三津村百姓与右衛門孝行ニ付褒
状〕覚

元禄 4.10 竪紙

A1 預米さん用状覚 庄屋甚三郎→与右衛門 折紙

A1 〔与右衛門へ下渡米ノ儀ニ付仰渡書〕 酉11.18 河原長右衛門→与右衛門 一紙

A1 〔与右衛門拝領米ノ儀ニ付書付〕覚 酉11.21 三津村庄屋甚三郎他→明石与三
右衛門・河原長右衛門

一紙

A1 〔与右衛門年貢不足米拝領〕覚 一紙

A1 〔孝行米請取願ニ付〕覚 寛保元.12.25 保右衛門→彦兵衛 一紙

A1 松濤舎其白書写 寛政10. 1 冊

A1 〔木原良正漢詩文〕 文化13 木原良正 冊

A1 本願寺印書 7. 9 →与三右衛門 竪紙

A1 本願寺印書 亥6.25 →与三右衛門・与助・孫右衛門 竪紙

A1 本願寺印書 寅6.28 →与三右衛門 竪紙

A1 〔与右衛門へ下渡米ニ付申遣〕 未11. 8 明石与三右衛門・河原長右衛門
→三津村庄屋安兵衛他

竪紙

A1 国郡志御編替ニ付三津村古城跡神社仏閣
旧家御尋書出下書

文政 9 竪冊

A1 第十六区若連中団体組織定約書 明治29. 3.28 竪冊

A2 三津村記　其の1　松向寺集撰録 明治31 竪冊

A2 三津村記　其の2　松向寺集撰録 竪冊

A2 三津村記　其の3　松向寺集撰録 明治31 竪冊

A2 風早記　松向寺集撰録 明治31 竪冊

A3 俳諧集 文政 3. 4 木原正徳 竪冊

P50
2 安芸津町教育委員会所蔵文書

A1 〔米相場高値ニ付〕正月四日乱妨致候運
合申上ル書付　賀茂郡三津村

卯. 1. 庄屋・与頭→中村多八郎 一紙

A1 〔米相場一件世話人三名尋合ニ付書付〕忠
平・多助・小太郎

一紙
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A1 〔米相場ニ付〕当正月十八日夜騒動運合
申上ル書付

卯. 1. 庄屋・与頭→中村多八郎 一紙

P50
3 浄福寺文書

A1～2 大般若経奥書（第201～442巻） 至徳 2. 6～享徳元. 9.23 折本

A2 〔浄福寺由緒書〕 竪冊

P50
4 林善右衛門氏旧蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世史料編IVにおける文書番号

A1 林文書（東大影写本）（文書3点）

A1 ◦小早川隆景感状写（1号） 3.28 小早川隆景→林甲斐守

P50
5 三浦家文書

A1 三浦家仙三郎履歴書 罫紙

A1 当業〔酒造〕組合団体の信任と品評会の
効果

罫紙

A1 第8回関西府県連合共進会ニ提出用トシ
テ其筋ヨリ町長へ調達ノ内訓ニ由リ材料
トシテ摘記セシ草稿

明治35. 罫紙

A1 第壱回杜氏講習会講和筆記附録 新居・周桑二郡酒造組合 刊

A1 第五回内国勧業博覧会出品清酒解説書 明治35.12. 賀茂郡三津町三浦仙三郎 竪冊

A1 第五回内国勧業博覧会出品清酒醸造方法
解説書（2冊）
※以上2冊合綴

明治35.12. 賀茂郡三津町三浦仙三郎 罫紙

A1 教育〔翠石和歌短冊〕（2枚） 翠石 短冊

《安浦町》

P51
1 岡田家文書

土地

A7 〔内海村外田畑宅地明細綴〕 竪冊

農業

A1・2 小作帖　内海村ノ内 竪冊

A3 古作帖　第二号 竪冊

A4・5 小作帖　他村 竪冊

A7 内海村大地主人名帖 明治28. 1 竪冊

A6 小作料改定認可申請書 昭和17.12 内海町農地委員会長宮本清彦→
宮村才一郎知事

竪冊
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工業

A8 内海村何会社定規 竪冊

A8 賀茂郡内海村内海会社定則 明治23. 5 竪冊

A8 内海織物株式会社創業費金出納帖 明治26. 6 竪冊

A8 株式申込簿 明治26. 7 安芸内海織物株式会社発起人 竪冊

A8 織物会社発起契約証 明治26. 7 竪冊

A8 内海織物株式会社仮定款 明治26.10 刊

A8 募集残株負担定約証 明治27. 1. 4 竪冊

A8 〔通告綴〕
※内海織物株式会社設立につき

明治27. 3～4 竪冊

A8 内海織物株式会社株式仮券状 明治27 一紙

A8 〔内海織物株式会社〕報告書　第13回 明治33 竪冊

A9 酒類ニ関スル請願届 明治31.10～ 竪冊

A9 酒造ニ関スル請願書扣諸許可書綴〔抄〕 明治31.10 竪冊

A13 〔内海汽船組合〕決算報告書　第11・13
期

明治38・39 刊

A11・12 〔広島電燈株式会社〕事業報告書　第25
～28・31・33・34・37回

明治38～44 刊

A17 日本全国商工人名録　増訂参版　下巻
〔抄〕
※広島・岡山関係のみ抄録

明治41 刊

A10 工場法規　附参考法規抜萃願届書式〔抄〕
※広島関係のみ抄録

大正15. 7 広島県工場懇談会 刊

A10 職工扶助規則　扶助規則の大略 一紙

A9 広島県酒類販売株式会社綴〔抄〕 竪冊

A9 広島県商工経済会創立総会議案 昭和18. 9. 3 刊

A9 〔広島県酒類販売株式会社〕営業報告書
　第2期

昭和17 刊

A10 〔広島県工場懇話会〕会報　創刊号〔抄〕 刊

A10 工業主ノ差当リ注意スベキ事項 刊

A10 広支部向上懇談会々員一覧表 竪冊

金融・貸借

A6 金穀貸附営業鑑札 明治20.11.26 一紙

A14 〔第六十六国立銀行株主総会関係資料〕
（6点）

明治29.11～12 一紙

A14 格段決議録 明治29.12 第六十六国立銀行 刊

A14 株式会社第六十六銀行定款 一紙

A14 株式募集規約 明治30. 2 第六十六国立銀行 一紙

A14 特別当座預り金通帳 第六十六国立銀行 刊

A14 小口当座預り金通帳 尾道貯蓄銀行三津支店 刊

A14 当座預金通帳 尾道貯蓄銀行三津支店 刊

A15 株式会社内海貯蓄銀行設立発起認可願
※設立目論見書・仮定款含む

明治32 竪冊

A15 株式会社広島県農工銀行定款 明治44. 7 刊
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B18～20 〔内海貯蓄銀行〕営業報告書　第1～3期・
第10～16期

明治33・34・37～40 刊

B21 〔賀茂銀行〕定款 明治40 刊

B21～24 〔賀茂銀行〕営業報告書　第1期～第14
期（12欠）

明治41～大正 3 刊

A16 内海村貯蓄講定款 明治24. 6 竪冊

A16 契約証〔内海町貯蓄講満期につき〕 明治29. 6. 3 古川快造他→岡田淳佑他 竪冊

A16 〔久徳講〕講則 明治40. 7. 6 当元空閑源造・世話係堀尾悦造
他

竪冊

A16 頼母子講原簿　岡本利八始 明治38. 7 竪冊

交通

A13 〔呉電気鉄道株式会社〕報告書　第10回 明治44 刊

家

A6 御届
※所得金・所得税・金穀貸付収入等

明治22. 4 岡田惇佑他 竪冊

A6 賀茂郡告示乙第十五号
※所得税調査委員選挙の件

明治24. 6.11 賀茂郡長中尾松太郎 刊

A6 所得金明細書 明治 竪冊

A7 〔所得金明細書〕 明治23～27 岡田惇佑 竪冊

P51
2 西福寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 沙弥円教施入摺仏目録（1号） 正和 4. 1.18 沙弥円教 折紙

A1 沙弥円教施入摺仏裏墨書（2号） 元応 2頃 切紙

《豊町》

P54
1 豊町教育委員会所蔵多田文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 某宛行状写 文安 3. 2. 9 折紙

A1 小早川興景仮名書出写（1号） 大永 8. 4.26 小早川興景→多田三郎兵衛尉 竪紙

A1 小早川隆景宛行状写（2号） 天文 4. 4.16 小早川隆景→多田三郎左衛門 竪紙

A1 小早川徳寿丸吹挙状写（3号） 天文13.11.18 小早川徳寿丸→多田助八 竪紙

A1 備中国賀陽郡八田部郷内打渡坪付写（4
号）

天正 5. 9. 2 河内𠘑資他→多田助八 竪紙

A1 安芸国豊田郡安直村打渡坪付写（5号） 慶長5. 2.18 小方太郎左衛門他→多田助七 竪紙

A1 安芸国豊田郡安直村打渡坪付案写（6号） 慶長5. 4 某→多田助右衛門 竪紙

A1 周防国玖珂郡山代内生見郷内渡坪付写 慶長6. 3.29 三木治右衛門他→多田助七 竪紙
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P54
2 藤田家文書

豊田郡沖友村の廻船商人藤田家（藤本屋）に伝来した文書（元文5～宝暦12年御高帳，万覚帳，長栄丸日記・文化

15～安政5年長栄大福帳，享和3～明治25年当座日記帳等）

A1 沖友村惣高長ノ覚 元禄 5.10. 8 甚左衛門 横長

A1 沖友村惣高の覚 元禄15. 9 甚左衛門 横長

A1 高之覚 宝永元 一紙

A1 惣高帳 元文 5. 8.18 豊田郡沖友村組頭善三郎 竪冊

A1 惣高帳 寛保 2.11.10 豊田郡沖友村与頭八三郎 竪冊

A2 御高帳 延享 3. 7.17 豊田郡沖友村与頭八三郎 竪冊

A2 御高帳 寛延 2. 3 豊田郡沖友村与頭八三郎 竪冊

A2 御高帳 宝暦 2.11.10 豊田郡沖友村与頭八三郎 竪冊

A3 御高帳 宝暦 7. 3 豊田郡沖友村組頭八三郎 竪冊

A3 〔御高帳〕 宝暦11. 9. 5 横長

A3 御高帳 宝暦12. 8.24 竪冊

A3 たかぬき長の覚　やま銀ぬき長 3.19～4. 2 横長

A5 物成五拾三石九斗壱升二合　請取申甚左
衛門〔物成覚帳〕

元禄 4.10.24 横長

A5 物成六拾壱石三合〔物成覚帳〕 （宝永元）11. 8 横長

A5 物成六拾〔物成覚帳〕 宝永 2.10 横長

A5 物成覚帳 寛延 2.11 豊田郡沖友村与頭八三郎 横長

A6 豊田郡大長村御年貢米皆済帖　元禄十四
年分

元禄15. 9.17 庄屋五郎左衛門他→岡村麻右衛
門他

竪冊

A6 豊田郡大長村御年貢米皆済帖　元禄十四
年分

元禄15. 9.17 庄屋五郎左衛門他→山崎平内 竪冊

A6 御切手覚帳 寛保元.11.10 横長

A7 豊田郡大長村之内沖友郷百姓人別下札算
用帳

明和 7.11 組頭八三郎 横長

A8 豊田郡大長村〔之内〕沖友谷〔百姓人別
下札算用帳〕

文化 横長

A9・10 当御年貢銀人別諸取立帳 嘉永 5.12 組頭当三郎 横長

A11・12 当御年貢銀人別諸取立帖 嘉永 6.12 組頭当三郎 横長

A13・14 当御年貢銀人別諸取立帳 嘉永 7.12 豊田郡沖友組頭当三郎 横長

A15・16 当御年貢銀人別取立帳 文久元.12 大長村之内沖友谷組頭当三郎 横長

A17・18 当御年貢銀人別取立帳 文久 3.12 大長村沖友浦組頭当三郎 横長

A19・20 当御年貢銀人別取立帳 元治元.12 大長村之内沖友浦組頭当三郎 横長

A21 御年貢銀取立帳 明治 5.11. 5 横長

A21 〔年貢銀取立控帳〕 寅9～卯3 横長

A21 御年貢米買入銀人別控帳 安政 4. 9 大長村沖友谷組頭当三郎 横長

A21 当村御見取所定御見取米年限并ニ社寺畝
数其外御尋ニ付諸事取調書出帳　豊田郡
大長村

明治 3.11 庄屋高橋善右衛門他→組合割庄
屋田坂東平

竪冊

A126 宝暦七丑御年貢方〔算用書〕 宝暦 8. 1.15 庄屋兵蔵→与頭八三郎 横長
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A126 享和二戌年分御年貢下札 享和 2.12 与頭増五郎→次三郎 一紙

A126 〔御年貢〕下札 庄屋伝蔵 一紙

A126 〔家数并小物成覚〕 一紙

A4 家数帳 元文 5. 8.24 豊田郡沖友村善三郎→与頭八三
郎

竪冊

A4 御家数覚帳 宝暦 2. 6. 7 沖友村与頭八三郎 竪冊

A4 御家数覚帳 宝暦11.11.20 竪冊

A4 家歩数改帖 明和 3.11.21 横長

A22 戸籍入用之義ニ付村辻相停メ扣帖　第九
大区之内十二小区　沖友浦

明治 5.10 横長

A22 戸籍手数一戸ニ付弐厘宛総代給料一戸ニ
付五厘宛見込取立帖　沖友浦

明治11. 8 横長

A126 徴兵年齢届 明治 6.11 第九大区十二小区大長村藤原喜
代次他→戸長山野鼬一

一紙

A126 戸籍調頭書 竪冊

A126 社倉一件願下ケ書附 卯9 年寄十郎右衛門他→年寄同格割
庄屋松浦善左衛門他

一紙

A126 請合申遣方之事 元禄 8. 1.29 庄屋五郎左衛門→沖友与頭甚右
衛門・百姓中

一紙

A126 〔碇仕出〕覚 子3. 9 大かぢ屋善兵衛→藤本屋藤三郎 一紙

A126 〔直シ鉄砲出来〕覚 亥9. 5 鉄砲屋四郎兵衛→大長村甚右衛
門

一紙

A126 趣法米金之事写 明治10.11.27 第九大区九小区戸長藤井清右衛
門他→区長松浦唯次郎

一紙

A126 〔科料宣告書并請書〕（2冊） 明治11.10. 3 広島裁判所←→大長村平民藤田
毅郎

一紙

A126 諸事扣書覚 甲申1 横半

A23 浜覚帳 文久 3～元治元 藤本屋 横半

A24～26 浜覚 元治元～慶応 3 藤本屋 横半

A27 大福帳 卯～ 横半

A28 覚帳 文化 5. 1～ 藤本屋八三郎 横半

A28 万覚帳 天保 7.12～ 藤本屋 横半

A29～31 万覚帳 安政 5～明治26 横半

A32～35 〔万覚帳〕 横半

A36～39 〔万覚帳〕 酉～午 横半

A40 〔万覚帳抄〕 未～申 横半

A41～43 〔万貸帳〕 嘉永 3～慶応 3 横半

A44 銀借算用書 文政 9～ あふら屋・肥前屋 横長

A44 金銭一時貸帳 明治 9. 1～13他 沖友浦藤田毅郎 横半

A45 金銭貸扣帳 明治19～24 横半

A46・47 金銭貸簿 明治27～大正 3 横半

A48 頼母子帳 寛政 9. 1 風早屋孫右衛門 横半

A48 銀頼母子帳 享和 2. 4 御手洗町柴屋種治→沖友藤本屋
治三郎

横長
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A48 銀頼母子請取帖 文化 8. 3 御手洗町風早屋孫右衛門→新家
九郎右衛門

横長

A48 頼母子銀請取通帳 文化 8. 7. 2 沖友藤本屋八三郎 横長

A48 頼母子銀請取通 文化10. 2～ 久比村称名寺→沖友藤本屋八三
郎

横長

A48 頼母子銀請取通 文政 7～天保 3 能登屋平蔵→沖友藤本屋八三郎 横長

A48 繁栄持寄講銀請取通 天保11.10 御手洗町油屋藤左衛門→沖友藤
本屋八三郎

横長

A49・50 銀払帳 文政12～万延元 藤本屋 横半

A51 請取帳 万延 2～明治 9 沖友藤本屋 横半

A51 万覚帳 文久 2. 1～明治元. 7 沖友藤本屋元治郎 横半

A51 万覚帳 元治 2～慶応 2 藤本屋元治郎 横長

A52 通 文化13. 1 みたらひ銭屋忠兵衛→おきとも
藤本屋長栄丸

横長

A52 通 酉 油屋→藤本屋 横長

A52 万之通 天保11. 1 油屋→沖友藤本屋 横長

A52 御通ひ 天保14. 1 御手洗油屋→沖友藤本屋 横長

A52 御通ひ（箱入4冊） 天保14. 1 御手洗油屋→沖友藤本屋 横長

A53・54 万覚帳　長栄丸 文化 6 横長

A55 長栄丸覚日記 文化15 藤本屋八三郎 横長

A55 長栄丸覚帳 文政 2 藤本屋八三郎 横長

A55 長栄丸日記 文政 5 富士茂登屋 横長

A57 長栄丸〔日記〕 文政 8 藤本屋 横長

A57 長栄丸〔日記〕 文政 9 藤本屋 横長

A57 長栄丸〔日記〕 文政11 藤本屋 横長

A57 長栄帳 文政13 藤本屋 横長

A57 長栄大福帳 天保 3 藤本屋 横長

A58 長栄大福帳 天保 5 横長

A58 長栄大福帳 天保 7 藤本屋 横長

A59 長栄大福帳 天保 9 藤本屋 横長

A59 長栄大福帳 天保11 藤本屋 横長

A60 長栄大福帳 天保13 藤本屋 横長

A60 長栄大福帳 天保15 藤本屋 横長

A61 長栄大福帳 弘化 3 藤本屋 横長

A62 長栄日記 嘉永 3 藤本屋 横長

A62 長栄丸〔日記〕 横長

A63 長栄大福帳 嘉永 6 藤本屋 横長

A64・65 勘定帳　長栄丸 安政 4 横長

A66・67 勘定帳　長栄丸 安政 4.11～ 横長

A68 長栄大福帳 安政 5 藤本屋 横長

A126 〔長栄丸米取引勘定書綴〕 綴

A69 小使覚帳 安政 5. 1 長栄丸伊助 横長
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A69 万控帳 文久 2. 4 長栄丸与市 横長

A70 大福〔万覚〕帳 慶応 2. 6～明治元.12 藤本屋清太郎 横長

A70 〔万覚帳〕長栄丸 明治 2. 1～明治 3. 9 横長

A70 万覚帳　長栄丸 明治 2. 1～明治 4. 3 藤本屋元匚 横長

A70 釘御通 慶応 3. 9 三原屋→長栄丸 横半

A71・72 万覚帳 明治 2. 1～明治 4. 2 沖友藤本屋 横半

A73 万日記覚帳　長栄丸 明治 2～4 横長

A74 賃貸算用帳 明治 2～4 長栄丸 横長

A75・76 万覚帳〔抄〕 天保 7. 3～ 宮竹屋住吉丸治兵衛 横半

A126 〔石炭積出依頼書〕 天保11. 5 高嶋炭山方深堀万右衛門 一紙

A126 〔松葉船往来手形〕覚 午3. 8 沖友与頭八三郎→所々役所 一紙

A126 〔元禄六年分御船々入用割符前請取〕覚 元禄 6.10.21 礒部勘右衛門他→庄屋五郎左衛
門

一紙

A126 〔薩摩様御手船御積入ニ付〕口上覚 未6.25 福崎新次郎→長崎詰薩摩屋敷役
人中

一紙

A126 船売渡し一札 文化 9. 1 木屋市郎兵衛→藤本屋八三郎他 一紙

A126 廻船売渡一札 嘉永 5.閏2. 8 錺屋長吉→藤本屋藤三郎他 一紙

A126 〔八百石積ニ相用候道具売渡一札〕 嘉永 5.閏2.20 あわ屋与平→長栄丸藤三郎他 一紙

A126 〔伊勢参宮通行手形〕覚 天和 3.閏5.21 大長浦庄屋五郎左衛門→大坂屋
敷番所

一紙

A126 〔船手形〕覚 天明 8. 2. 7 大長浦庄屋兵蔵→大坂屋鋪串田
弥助他

一紙

A126 船往来状 天保 5. 5.25 大長浦庄屋高橋紋左衛門→国々
所々役人中

一紙

A126 船往来状 慶応元.10 大長浦庄屋善右衛門→諸国津々
浦々役人衆中

一紙

A126 旅行御願之事 明治 5. 7 大長村藤川綾次→大九大区御用
所

一紙

A126 旅行御願之事　村方扣 明治 5. 7 大長村高橋繁蔵他→第九大区御
用所

一紙

A126 旅行御願之事 明治 5. 7 大長村高橋繁蔵他→第九大区御
用所

一紙

A126 合鑑（6枚） 吉田屋幸助他 一紙

A77～80 〔万当座日記〕 享保 2 藤本屋治三郎 横長

A81～82 万当座日記 享保 3 藤本屋次三郎 横長

A83 万当座日記 文化15 藤本屋八三郎 横長

A83 万当座日記 文政 2 藤本屋八三郎 横長

A84 当座帳 文政 3 藤本屋 横長

A84 万当座日記 文政 5 藤本屋 横長

A85 万当座日記 文政 6 横長

A86 当座帳 文政 7 藤本屋 横長

A87 当座帳 文政 8 横長

A88 当座帳 文政 9 横長

A89 当座帳 文政11 藤本屋 横長
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A90 当座帳 文政13 藤本屋 横長

A90 〔大石上ケちん等書上〕 横長

A91 当座覚日記 天保13～14 藤本屋 横長

A92 当座帳 嘉永 3～5 藤本屋 横長

A93 当座日記帳 嘉永 6～安政元 藤本屋 横長

A94・95 当座日記帳 安政 6～万延元 藤本屋 横長

A96～99 日記覚控帳 安政 6 藤本屋 横長

A100・
101

当座日記帳 文久元～3 横長

A102・
103

当座日記帳 文久 4～明治 4 藤本屋 横長

A104～
107

日記覚控帳 文久 4～明治 3 藤本屋 横長

A108 〔金銭出入日記帳〕 文久元～明治 6 沖友藤本屋当三郎 横半

A109～
112

日記覚控帳 明治 3～5 藤本屋 横長

A113・
114

当座日記帳〔抄〕 明治 5～9 藤本屋 横長

A115・
116

当座日記帳 明治12.旧4～
明治13.旧12

本藤田氏 横長

A117・
118

当座日記帳 明治14.旧1～
明治16.旧3

本藤田氏 横長

A119・
120

当座日記帳 明治16.旧4～
明治18.旧9

本藤田氏 横長

A121 当座日記帳 明治17.旧4～閏5 藤本家肆 横長

A122・
123

当座日記帳 明治24.旧1～
明治25.旧7

藤本屋 横長

A125 収支雑記帳〔抄〕 大正 6. 5 横長

A124 人別日傭扣 （明治 8）6. 4 本藤田 竪冊

A124 明治二十五年度前半期至後半期内外日雇
日数書出帖

明治25 藤本屋主事 横長

A124 〔明治三十二年日傭書出帳〕 明治32 横長

A125 明治三十五年未日傭書出帳　藤本屋 明治35 横長

A125 日雇人別書出 明治40. 7 横長
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御調郡

《御調町》

P59
1 内海家文書

御調郡菅村等で庄屋・割庄屋同格等を勤めた内海家に伝来した文書（支配〈県布達等〉・租税・村・戸口・治安・
凶荒救恤・土木建築・農林業・金融貸借・宗教・学芸医療・家・新聞その他）

支配

A1 御用御触書写留帖　菅村・菅山方村・仁
野村

慶応 2 横長

A1 御用御触書写留帖　菅村組 慶応 3 横長

A2 御用御触書写留帖　菅村 慶応 4 横長

A2 御用御触書写帖 明治 2 横長

A3 不風俗筋御示ニ附人別御請印形帖　御調
郡木梨山方村　扣

文政 3. 8 竪冊

A3 不風俗筋御示ニ附人別御請印形帖　御調
郡菅村　扣

文政 3. 8 竪冊

A3 不風俗筋御示ニ附人別御請印形帖　御調
郡菅山方村　扣

文政 3. 8 竪冊

A3 御倹約御触書一巻 天保13. 7 菅村庄屋定太郎・三郎丸村庄屋
豊次郎

竪冊

A3 御倹約示書 天保13. 3 菅村庄屋定太郎・三郎丸村庄屋
豊次郎

竪冊

A4 御代官様 風義立直方御直談ニ被仰渡候
御趣意組合村々申談頭書

安政 2.10 竪冊

A4 御趣意御談之趣御受印形帖　御調郡中原
村　ひかへ

安政 4. 9 十人頭久兵衛他 竪冊

A4 〔郡中風儀立直シ方〕御受書 卯10 庄屋清三郎他 竪冊

A4 〔質素倹約之筋ニ付〕態申遣ス 酉3 割庄屋五人衆→御調郡役所 竪冊

A4 御倹約申談頭書 酉4 竪冊

A4 御条目写　従朝廷被仰出候御書 明治 2.12 菅村・菅山方村・仁野村庄屋清
三郎

竪冊

A4 御倹約書類　菅村・木梨山村・三郎丸村・
菅山方村（1袋〈1冊7通〉）

天保10春 袋

A4 御倹約御触書写 巳3 横長

A4 倹約示頭書 亥2 竪冊

A5 御巡見様御通行御用出勤日記録 天保 8冬～ 新建方御用懸・社倉主役格次郎 横半

A5 御巡見御通行入用銀村々割賦 戌11.21 横長

A5 御巡見様御通行之刻広嶋御役人様市村御
昼御賄諸入用仕出帖　御賄引受菅村・江
田村・国守村

寛政元.閏6 庄屋3人 横長

544



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 御調郡／内海家文書（P59�1）

A5 御巡見様御通行之刻御用懸り被仰付出目
仕出し帖　御調郡菅村

寛政元.閏6 庄屋定次郎他 横長

A5 御巡見様御通行ニ付御尋筋御答覚書 天保 9. 4 竪冊

A5 御巡見御用ニ付御書出し之内抜キ写 天保 9. 3 竪冊

A6 御巡見様御通行ニ付御用掛役人勤方 天保 9. 6 竪冊

A6 御巡見御用懸出張御役人役録〔他〕 天保 9 竪冊

A6 御巡見様御用ニ附飛脚手遣并御宿引請仕
構入用書留帖

天保 9. 6 割庄屋同格菅村庄屋定右衛門他 横長

A6 御巡見様御用御番組様市村御宿引受諸入
用帖　菅村

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横長

A6 勢州・濃州川々御普請御用被為蒙仰夫役
米代銀割符帖　菅村・三郎丸村・木梨山
村・菅山方村

天保 9. 9 菅村庄屋定右衛門他→菅村組頭
弥助他

横長

A6 御巡見様御用諸仕出し扣帖　菅村・木梨
山方村・三郎丸村・菅山方村

天保 9. 7 庄屋定右衛門他 横長

A7 御巡見様御用御番組様市村御宿引受諸入
用仕出帖　菅村

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横長

A7 御巡見様御用御番組様市村御宿引受諸入
用仕出帖

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横長

A7 御巡見様御通行御用出勤日仕出帖 天保 9. 7 社倉主役格次郎忰定太郎 横半

A7 御巡見様御用組頭長百姓出勤日仕出帖　
菅村

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横半

A7 御巡見様御本陣給仕人仕出帖　菅村 天保 9. 7 庄屋定右衛門 横半

A7 御巡見様御用往還道作夫并御通行御送人
馬仕出帖　菅村

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横半

A7 御巡見様御通行ニ付市村寄道具仕出帖　
菅村

天保 9. 7 庄屋定右衛門 横半

A7 御巡見様御用往還道作夫并御通行之節御
送夫仕出帖　三郎丸村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御用組頭長百姓出勤日仕出帖　
三郎丸村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御本陣給仕人仕出帖　三郎丸村 天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御用市村引受宿諸入用仕出帖　
三郎丸村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横長

A7 人足頭馬頭手明人足肝煎引受宿諸入用仕
出帖　三郎丸村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御通行御用社倉主役格次郎伜定
太郎出勤日仕出帖

天保 9. 7 菅村庄屋定右衛門 横半

A7 御巡見様御通行御用出勤日仕出帖 天保 9. 7 社倉主役格次郎 横半

A7 御巡見様御用組頭出勤出飯米仕出帖　木
梨山方村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御用往還道作夫御通行之節御送
夫仕出帖　木梨山方村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様御用人足宿引受諸入用道具損料
并夫方仕出帖　木梨山方村・猪子迫村

天保 9. 7 庄屋格次郎 横半

A7 御巡見様市村御昼ニ付賄仕出シ入四ケ村
（1袋〈3冊13通〉）

天保 9. 6 袋

A8 御巡見様御用継馬宿引受諸入用仕出帖　
菅山方村

天保 9. 7 当分庄屋格次郎 横半
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A8 御巡見様御用組頭長百姓出勤出飯米仕出
帖　菅山方村

天保 9. 7 当分庄屋格次郎 横半

A8 御巡見様御本陣給仕人仕出帖　菅山方村 天保 9. 7 当分庄屋格次郎 横半

A8 御巡見様御用往還道作夫御通行之刻御送
夫仕出帖　菅山方村

天保 9. 7 当分庄屋格次郎 横半

A8 御巡見様御用市村寄道具仕出帖　菅山方
村

天保 9. 7 当分庄屋格次郎 横半

A8 御巡見方村方取引根帖　菅村 天保 9 横長

A8 御巡見様御通行ニ付御用掛郡方役割帖　
御調郡

天保 9.閏4 御用懸格次郎 横長

A8 芸州御領内公儀御巡見御通道之図 天保 9 一紙

A8 〔遊行上人御巡回ニ付御通行御道筋取繕
方一件〕

酉 横半

B1～9 〔諸布達書写〕 明治 5 竪冊

B10～12 〔諸布達書〕 明治 5. 9～明治 6.11 竪冊

B19・20 御布告記　明治六年 明治 6. 8.24～明治 7. 1 竪冊

B21～24 〔県布達〕 明治 6. 1～10 竪冊

B13～18 〔太政官布告達・太政大臣布告達〕 明治 6 竪冊

B25・26 〔御布告書〕 明治 7. 4～9 竪冊

B27・28 御布告書 明治 7. 9～12 竪冊

B29～32 〔御布告書写〕 明治 7 竪冊

B33～35 〔県布達〕 明治 7 竪冊

B36～41 〔諸布達書写〕 明治 8. 1～明治 9. 1 竪冊

B42 〔諸布達諸其他共〕 明治 8. 1～明治 9. 1 竪冊

B43～46 〔県布達〕 明治 8 竪冊

B47～49 諸布達書写 明治 9. 1～8 竪冊

B50～52 〔県布達〕 明治10 竪冊

B59 広島県布達指令訓示全報　第47号 明治16. 9 刊

土地

A9 備後国御調郡菅組村御地詰帳 寛永15. 9 清水忠兵衛他 竪冊

A9 備後国御調郡菅村新開地詰帖 宝暦10. 2.26 地詰惣見合山田甚五郎他 竪冊

A9 備後国御調郡菅山方村新開地詰帖 宝暦10. 2.26 地詰惣見合山田甚五郎他 竪冊

A10 御調郡江田村・菅村・山方村・平木村田
畠・屋敷地抨シ之帖

承応 2. 3.23 江田村庄屋二郎左衛門他 竪冊

A11 御調郡木梨ノ内山方村畠方名寄せ帳 元禄 6. 9 竪冊

A11 〔御調郡木梨之内山方村田方名寄せ帳〕 元禄 6. 9 竪冊

A12 御調郡菅村田畑・屋敷畝高改帖 文政 5 竪冊

A13 御調郡菅村田畑・屋敷畝高名寄帳 文政 5.10 庄屋定次郎・与頭弥三右衛門 竪冊

A14 御調郡菅村田畠屋敷畝高名寄帖 文政 5.10 竪冊

A14 御調郡木梨山方村年々畝高入替帖 寛保元. 6 横長

A15 御調郡木梨山方村年々畝高入替横ぬき帖 安永 3. 6 横長

A15 御調・甲奴両郡村々高扣帖 寛政 5. 6 平村庄屋常蔵 横長

A15 御調・甲奴郡村高寄帖 文久 2冬 菅村清三郎 横半
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A15 御調郡菅村雨池寄せ帖 天明 8. 5 庄屋貞次郎他→井上貞七他 竪冊

A16 御調郡菅村・同山方村新開出来由来書并
御見取米上り申年数改帖

享保14. 2 竪冊

A16 御調郡菅村御見取新開野取帖 宝暦10. 2 竪冊

A16 御調郡菅山方村御見取新開野取帖 宝暦10. 2 竪冊

A16 御調郡菅村・同山方村御見取新開御竿入
間帳扣

宝暦10. 2.13～14 横長

A16 天保元弐開地田畑売銀作人取立根帖　御
調郡菅村

天保 8冬 横長

A16 元保元二開田畑主付字畝数賈銀人別帖　
御調郡菅村

天保 8 横長

A16 御調郡菅村御見取新開御竿入引帖 宝暦10. 2 庄屋市郎兵衛他 横長

A16 本斗・新開毛付高帳　御調郡菅村 安永 7. 6 庄屋兵蔵 横半

A17 御調郡村々高帳 文化10夏 内海格次郎 横半

A17 諸毛村地押出勤日仕出帳 安政 5. 9 社倉主役定次郎 横半

A17 元保元二開地楮銀人別取立根帖　御調郡
菅村

天保 8. 9 割庄屋同格庄屋定右衛門他 横半

A17 御調郡菅村起高人別印形帳 文政 5.10 横長

A17 起高人別書貫 横半

A17 菅村𨵱高しらへ起高人別帳〔抄〕 文政 5. 1 横長

A17 御調郡菅村𨵱高之内起高人別帳　ひかへ 文政 5.閏1 庄屋定次郎他→御調郡役所 横長

A17 菅村去ル宝暦年中御竿入新開名寄帖 文政 5. 9 横長

A17 菅村𨵱高之内起高人別帳 文政 5.閏1 横長

A17 御調郡菅村起高諸成米相増候人別寄帖 文政 5.11 庄屋定次郎他 横長

A17 御竿入新開給人別取立帖　扣　菅村 文化 9.12 庄屋定次郎 横半

A18 起高一件書類袋　菅村・同山方村・木梨
村（1袋〈10冊6通〉）

文政 5 袋

A18 新開地普請日記 天保 6春 横長

A18 菅村毛附高年々取遣帖 天保 9. 6 庄屋定右衛門 横長

A18 天保弐卯年開地御願申上其外古地続空地
之場所共年々打開畝数寄帖当暮 人別寸
志米取立帖并寸志米御請願書付共　但図
面相添（1袋〈3冊13通〉）

安政 5. 5 菅村庄屋清三郎 袋

A19 古地続空地之場所近来打開畝数相改当度
御願作毛追々出来候ニ付開地并寸志米御
願書付人別畝数□絵図面共在（1袋〈3冊
2通〉）

安政 5 菅山方村庄屋清三郎 袋

A19 菅山方村田畠人別持地しらべ帖 文政 4. 9 庄屋格次郎他 横長

A19 御調郡菅山方村起高人別印形帖 文政 4. 9 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A19 御調郡菅山方村起高人別印形帖 文政 4. 9 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A19 御調郡菅山方村起高諸成米相増候人別寄
帖

文政 5.11 庄屋格次郎他 横長

A19 近年古地続鍬崎開并空地之場所共年々打
開畝数寄帖　ひかへ　御調郡菅山方村

安政 5. 5 当分庄屋清三郎他 横長

A19 御調郡木梨山方村𨵱高之内起高人別印形
帳

安政 4. 9 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長
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A19 御調郡木梨山方村𨵱高之内起高人別印形
帖

安政 4. 9 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A19 木梨山方村起高一件入用覚帳 文政 5. 5 横長

A19 御調郡木梨山方村𨵱高之内起高人別帖 文政 5. 8 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A19 御調郡木梨山方村起高諸成米相増候人別
寄帖

文政 5.11 庄屋格次郎他 横長

A19 田畑畝高年々取遣帖 天保 9. 6～ 木梨山方村庄屋格次郎 横長

A20 高帖　御調郡御蔵入菅村 嘉永元.10 庄屋清三郎 横半

A20 〔芸州八郡村々高帳　但広嶋町組他〕 横半

A20 人別起高・割下高差引 午8 横長

A20 竹之下沖畝反之覚 一紙

A20 〔田畠屋敷高付帳〕 竪冊

A20 三成白江木梨三ケ村用水雨池木梨市原木
梨山方三ケ村入相野山之内江築調候一件
書類袋（1袋〈2冊18通〉）

文政 7春 木梨山方村庄屋格次郎他 袋

A21 木梨山方村毛附高人別寄帖 文政 8. 6 庄屋格次郎 横半

A21 菅山方村本斗新開高人別寄帖 安政 3. 6 当分庄屋清三郎他 横半

A21 菅山方村本斗新開高人別寄帖 文久元～慶応元 庄屋清三郎他 横半

A21 菅山方村本斗新開高人別寄帖 慶応 4. 6 庄屋清三郎 横半

A21 野取帖　菅村 横長

A21 仁野村百姓人別持高寄帳 弘化 2.11 庄屋群蔵 横半

A22 菅村本斗新開毛附高人別寄帖 明治 4. 6 庄屋内海清三郎 横半

A22 御調郡木梨村高人別名寄帳 明治 5.11 土屋常四郎写 横半

A22 御調郡平木村毛附〔高人別名寄帖〕 明治 5. 3 少長後藤群右衛門 横半

A22 〔御調郡三郎丸村高人別名寄帖〕 横半

A22 九小区仁埜村人別持地寄帖 明治 6. 1 用係後藤群右衛門 横半

A22 〔内海外蔵地価金寄帖　薪炭山分〕 横半

A22 〔峠小太郎地価金寄帖　巻炭山分〕 横長

A22 〔昇高亀八地価金寄帖〕 横長

A22 御調郡平木村人別地価金寄帖 明治16. 2 横半

A22 山林部地価金人別寄帖　御調郡大塔村 明治16. 3 横半

A22 人別持高記録　第十大区九小区平木村 横半

A22 人別持高記録　第十大区九小区□□村 横半

A23 田畑山林質者証文写　御調郡菅山方村 文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 去卯暮村方難渋之者共江役人借替遣し候
人別書抜　本ひかへ　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 田畑山林相対ニ而質入当時銀主方江相渡
居候分人別書抜　本控　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 尾道村柿煙草こんにやく問屋ニ而借銀人
別書抜　本ひかへ　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 相対借用銀年々利足送之分人別書抜　本
扣　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 極難渋者共人別借銀寄目録　本ひかへ　
御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長
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A23 田畑山林質物入銀主人別書抜帳 文政 3.12 横長

A23 文政二卯暮村方難渋之者江借替銀人別書
抜帳　御調郡菅山方村

文政 3.12 横長

A23 極難渋之者共銀主人別書抜帳　御調郡菅
山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A23 質物証文銀・相対質物銀・相対素銀寄せ
銀主方書貫キ帖

文政 3.12 横長

A24 田畑山林質物証文写し　御調郡菅山方村 文政 2. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 去卯暮村方難渋之もの共江役人借替遣し
候人寄書抜　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 田畑山林相対ニ而質入当時銀主方江相渡
居候分人別書抜　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 尾道町柿煙草蒟蒻問屋ニ而借銀人別書抜
　御調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 相対借用銀年々利足送之分人別書抜　御
調郡菅山方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 極難渋者共人別借銀寄目録　御調郡菅山
方村

文政 3. 9 庄屋格次郎他 横長

A24 相対質物銀主引受人別書抜帖 文政 3.12 横長

A24 〔村方入会柴草木船谷山毛上三成村百姓
共珍重ニ伐取一件書類〕（1括〈1冊16
通〉）

文政13 括

A25 御調郡菅山方村御免割人別山札控 天保 4.10 横長

A26・27 〔質入・永代売切証文綴〕 文化11～嘉永 4 竪冊

A27 田畠山林証文扣録　御蔵入菅山方村 安政 3.10 竪冊

A27 〔畑地境界差縺ニ付〕済口約定書 明治12. 3 桂山本甚助他 竪冊

A27 山林部落地編入願 明治18. 9 御調郡菅村地主長岡粂八他→広
島県令千田貞暁

竪冊

租税

A28 御調郡菅村御免割帖　扣〔抄〕 文化 2.10 庄屋定次郎他→平野千之助他 竪冊

A28 御調郡菅村丑年中諸遣夫役寄帖　扣 文化 2.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A28 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡菅村　ひかへ

文化 2.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御年貢米諸蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　ひかへ

文化 2.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御調郡菅村用水溝掘夫・往来道橋損所取
繕夫・村用諸遣夫小帖

文化 2.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御調郡菅村御免割帖　控 文化 3.10 庄屋定次郎他→平野千之助他 竪冊

A28 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡菅村　ひかへ

文化 3.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御調郡菅村寅年中諸遣ひ夫役寄帖 文化 3.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A28 御調郡菅村御免割帖 文化 4.10 庄屋定次郎他→小島半蔵他 竪冊

A28 御調郡菅村卯年中諸遣夫役寄帖 文化 4.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A28 御調郡菅村御免割帖　扣 文化 4.10 庄屋定次郎他→小島半蔵 竪冊

A28 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文化 4.12 庄屋定次郎他 横半
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A28 御調郡菅村用水溝掘夫・往来道橋損処取
繕夫・御年貢米払上夫・御刎米直シ夫・
村用諸遣ひ夫小帖

文化 4.12 庄屋他村役人 横半

A28 御調郡菅村卯年中諸遣ひ夫役寄帖　ひか
へ

文化 4.12 竪冊

A28 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　控

文化 3.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御調郡菅村用水溝掘夫・往来道橋損所取
繕夫・御年貢米払上夫・御刎米直し夫・
村用諸遣ひ夫小帖

文化 3.12 庄屋定次郎他 横半

A28 御調郡菅村御免割帖 文化 5.10 惣百姓44名 竪冊

A28 御調郡菅村辰年中諸遣夫役寄帖 文化 5.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A28 御調郡菅村御免割帖　扣 文化 5.10 庄屋定次郎他→小島半蔵他 竪冊

A28 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帳　御調郡菅村

文化 5.12 庄屋他村役人 横半

A28 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化 5.12 庄屋他村役人 横半

A28 御調郡菅村用水溝掘夫・往来道橋損所取
繕夫・御年貢米払上夫・御刎米直し夫・
村用諸遣ひ夫小帳

文化 5.12 庄屋他村役人 横半

A28 御調郡菅村辰年中諸遣夫役寄帳　ひかへ 文化 5.12 庄屋定次郎他役人→御調郡役所 竪冊

A29 御調郡菅村御免割帳　控 文化 6.10 庄屋定次郎他→小島半蔵他 竪冊

A29 御調郡菅村巳年中諸遣夫役寄帳　ひかへ 文化 6.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A29 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帳　御調郡菅村　ひかへ

文化 6.12 庄屋他村役人 横半

A29 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化 6.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村用水溝掘り夫・往来道橋損所
取繕夫・御年貢米払上夫・御刎米直し夫・
村用諸遣ひ夫小帖

文化 6.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村御免割帳〔抄〕 文化 7.10 庄屋定次郎他→小島半蔵他 竪冊

A29 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帳　御調郡菅村

文化 7.12 庄屋他村役人 横半

A29 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化 7.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村用水溝掘夫・往来道橋損所取
繕夫・御年貢米払上夫・御刎米直し夫・
村用諸遣ひ夫小帖　ひかへ

文化 7.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村午年中諸遣夫役寄帳 文化 7.12 庄屋定次郎他 竪冊

A29 御調郡菅村御免割帳〔抄〕 文化 8.10 庄屋定次郎他→小島半蔵他 竪冊

A29 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帳　御調郡菅村　ひかへ

文化 8.12 庄屋他村役人 横半

A29 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化 8.12 庄屋他村役人 横半

A29 用水溝掘り夫・往来道橋損所取繕夫・御
年貢米払上夫・御刎米直し夫・村用諸遣
ひ夫　御調郡菅村　ひかへ

文化 8.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帳 文化 8.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A29 御調郡菅村御免割帖　扣〔抄〕 文化 8.10 庄屋定次郎他→小嶋半蔵他 竪冊
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A29 御調郡菅村年中諸夫役寄帖　扣 文化 9.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A29 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡菅村　ひかへ

文化 9.12 庄屋他村役人 横半

A29 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化 9.12 庄屋他村役人 横半

A29 用水溝掘り夫・往来道橋損所取繕夫・御
年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村用諸
遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文化 9.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村割帖 文化 9.10 庄屋定次郎他→小嶋半蔵他 竪冊

A29 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖 文化 9.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A29 御調郡菅村御免割帳　扣 文化10.10 庄屋格次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A29 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　ヒカヱ

文化10.12 庄屋格次郎他村役人 横半

A29 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　扣

文化10.12 庄屋格次郎他村役人 横半

A29 用水溝掘り夫・往来道橋損所取繕夫・御
年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村用諸
遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文化10.12 庄屋他村役人 横半

A29 御調郡菅村年中諸遣ひ夫役寄帳　ひかへ 文化10.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A29 御調郡菅村御免割帳 文化10.10 庄屋格次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A29 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖 文化10.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳　扣 文化11.10 庄屋格次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A30 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅村　ひかへ

文化11.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　ヒカヱ

文化11.12 庄屋他村役人共 横半

A30 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直シ夫・村用
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村　扣

文化11.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖　扣 文化11.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳 文化11.10 庄屋格次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A30 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖 文化11.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳　扣 文化12.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅村

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A30 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村用
諸遣夫小帳　御調郡菅村

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖　ひかへ 文化12.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳 文化12.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御調郡菅村年中諸遣ひ夫役寄銀 文化12.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊
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A30 御調郡菅村御免割帳　扣 文化13.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅村

文化13.12 庄屋格次郎他村役人 横半

A30 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化13.12 庄屋格次郎他村役人 横半

A30 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村用
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文化13.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帳　扣 文化13.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳 文化13.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御調郡菅村年中諸遣夫役寄帖 文化13.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A30 御調郡菅村御免割帖　扣 文化14.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文化14.12 庄屋格次郎他 横半

A30 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文化14.12 庄屋他村役人共 横半

A30 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣ひ夫小帳　御調郡菅村

文化14.12 庄屋他村役人共 横半

A30 御調郡菅村年中諸遣ひ夫役寄帖　扣 文化14.12 庄屋格次郎他村役人 竪冊

A30 御調郡菅村御免割帳 文化14.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A30 御調郡菅村年中諸遣ひ夫役寄帳 文化14.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A31 御調郡菅村御免割 文政元.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御調郡菅村御免割帳 文政元.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文政元.10 庄屋格次郎他 横半

A31 御免貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政元.12 庄屋他村役人共 横半

A31 用水溝掘り夫・往来道橋損所取繕夫・御
年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内諸
遣ひ夫小帳　御調郡菅村

文政元.12 庄屋他村役人共 横半

A31 御調郡菅村寅年中夫役寄帳　ヒカヱ 文政元.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A31 御調郡菅村寅年中夫役寄帳 文政元.12 庄屋格次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A31 御調郡菅村御免割帳 文政 2.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御調郡菅村卯年中夫役寄帳 文政 2.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A31 御調郡菅村御免割帳　扣 文政 2.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御調郡菅村卯年中夫役寄帳　扣 文政 2.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A31 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳

文政 2.12 庄屋他村役人共 横半

A31 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 2.12 庄屋他村役人共 竪冊

A31 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上夫・御刎米直し夫・村内諸
遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 2.12 庄屋他村役人共 横半
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A31 御調郡菅村御免割帖 文政 3.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御調郡菅村辰年中夫役寄帖 文政 3.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A31 御調郡菅村御免割帖 文政 3.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文政 3.12 庄屋定次郎他村役人 横半

A31 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 3.12 庄屋定次郎他村役人 横半

A31 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 3.12 庄屋定次郎他村役人 横半

A31 御調郡菅村辰年中夫役寄帖　扣 文政 3.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A31 御調郡菅村御免割帖 文政 4.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A31 御調郡菅村巳年中夫役寄帖 文政 4.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御調郡菅村御免割帖 文政 4.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A32 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文政 4.12 庄屋定次郎他村役人 横半

A32 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　扣

文政 4.12 庄屋定次郎他村役人 横半

A32 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 4.12 庄屋他村役人 横半

A32 御調郡菅村巳年中夫役寄帳　扣 文政 4.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御調郡菅村御免割帖 文政 5.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A32 御調郡菅村午年中夫役寄帖 文政 5.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御調郡菅村御免割帖　扣 文政 5.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A32 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

文政 5.12 庄屋定次郎他村役人 竪冊

A32 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 5.12 庄屋他村役人 横半

A32 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣し夫小帖　御調郡菅村

文政 5.12 庄屋他村役人 横半

A32 御調郡菅村午年中夫役寄帖　扣 文政 5 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御調郡菅村御免割帖　扣 文政 6.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A32 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

文政 6.12 庄屋他村役人共 竪冊

A32 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A32 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A32 御調郡菅村未年中夫役寄帖　扣 文政 6.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御調郡菅村御免割帖 文政 8.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊
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A32 御調郡菅村酉年中夫役寄帖 文政 8.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A32 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

文政 8.12 庄屋他村役人共 横半

A32 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 8.12 庄屋他村役人 横半

A32 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
諸遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 8.12 庄屋他村役人 横半

A33 御調郡菅村御免割帳 文政 9.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村戌年中夫役寄帳 文政 9.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A33 御調郡菅村御免割帳　扣 文政 9.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村戌年中夫役寄帖 文政 9.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A33 御調郡菅村御免割帖 文政10.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村亥年中夫役寄帳 文政10.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A33 御調郡菅村御免割帖　扣 文政10.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村亥年中夫役寄帖 文政10.12 庄屋村役人→御調郡役所 竪冊

A33 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A33 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村　扣

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A33 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
小遣ひ夫小帳　御調郡菅村

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A33 御調郡菅村御免割帖 文政11.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村子年中夫役寄帖 文政11.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A33 御調郡菅村御免割帖　扣 文政12.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村丑年中夫役寄帳 文政12.12 庄屋定次郎他→役所 竪冊

A33 御免割之内正月 極月迄村方諸入用 文政12.12 庄屋他村役人共 横半

A33 御年貢御蔵払諸入用欠割目録　御調郡菅
村

文政12.12 横半

A33 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・村内小遣ひ夫小帖　
御調郡菅村

文政12.12 庄屋他村役人共 横半

A33 御調郡菅村御免割帖 文政12.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A33 御調郡菅村丑年中夫役寄帳 文政12.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A34 御調郡菅村御免割帳　扣 文政13.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A34 御調郡菅村寅年中夫役寄帳 文政13.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A34 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅村

文政13.12 庄屋他村役人共 竪冊

A34 御年貢御蔵払諸入用欠割目録　御調郡菅
村

文政13.12 庄屋他村役人共 横半
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A34 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・村内小遣ひ夫小帳　
御調郡菅村

文政13.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御調郡菅村御免割帳　扣 天保 2.10 庄屋定次郎他→西山造酒他 竪冊

A34 御調郡菅村卯年中夫役寄帖　扣 天保 2.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A34 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御年貢御蔵払諸入用欠割目録　御調郡菅
村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A34 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢払上ケ夫・村内小遣ひ夫小帖　御
調郡菅村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御調郡菅村御免割帳　扣 天保 5.10 庄屋定次郎他→新保彦兵衛他 竪冊

A34 御調郡菅村辰年中夫役寄帖　控 天保 3.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A34 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御年貢御蔵払諸入用欠割目録　御調郡菅
村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A34 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・村内小遣ひ夫小帳　
御調郡菅村

天保 3.12 横半

A34 御調郡菅村御免割帳 天保 4.10 庄屋定次郎他→新保彦兵衛他 竪冊

A34 御調郡菅村巳年中夫役寄帳 天保 4.12 庄屋定次郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A34 御調郡菅村御免割帖　扣 天保 5.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A34 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A34 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・村内小遣ひ夫小帳　
御調郡菅村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A34 御調郡菅村午年中夫役寄帖　扣 天保 5.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帳　扣 天保 6.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A35 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A35 田方用水溝掘上ケ夫・古雨池損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・道橋損所取繕夫・村
内小遣ひ夫小帖　御調郡菅村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A35 御調郡菅村未年中夫役寄帖　扣 天保 6.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖 天保 7.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御調郡菅村申年中夫役寄帖 天保 7.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖 天保 8.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊
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A35 御調郡菅村酉年中夫役寄帖 天保 8.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村申（酉）年中夫役寄帳　扣 天保 7（8）.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖　扣 天保 7（8）.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅村

天保 7（8）.12 庄屋他村役人共 竪冊

A35 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　扣　御
調郡菅村

天保 7（8）.12 庄屋他村役人共 横半

A35 田方用水溝掘上ケ夫・古雨池損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・道橋損所取繕夫・村
内小遣ひ夫小帖　御調郡菅村

天保 7（8）.12 庄屋他村役人共 横半

A35 御調郡菅村御免割帖 天保 9.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 横半

A35 御調郡菅村戌年中夫役寄帖 天保 9.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖　扣 天保 9.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅村

天保 9.12 庄屋定次郎他村役人 竪冊

A35 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　扣　御
調郡菅村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A35 田方用水溝掘上ケ夫・古雨池損所取繕ひ
夫・御年貢米払上ケ夫・道橋損所取繕夫・
村内小遣ひ夫小帖　御調郡菅村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A35 御調郡菅村戌年中夫役寄帖　扣 天保 9.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

横半

A35 四ケ村御免割差引 天保 9.12 菅村庄屋定右衛門，菅山方村・
三郎丸村・木梨山方村庄屋格次
郎

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖 天保10.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御調郡菅村亥年中夫役寄帖 天保10.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 亥年分御免割差引〔菅村・菅山方村・木
梨山方村・三郎丸村〕

天保10.12 菅村庄屋定右衛門，菅山方村・
木梨山方村三郎丸村庄屋格次郎

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖 天保11.10 庄屋定右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A35 御調郡菅村子年中夫役寄帖 天保11.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A35 御調郡菅村御免割帖　扣 天保11.10 庄屋定太郎他→佐々木守人他 竪冊

A35 御調郡菅村子年中夫役寄帖　扣 天保11.12 庄屋定太郎他 竪冊

A36 御調郡菅村御免割帖 天保12.10 庄屋定太郎他→佐々木守人他 竪冊

A36 御調郡菅村丑年中夫役寄帖 天保12.12 庄屋定右衛門他村役人→御調郡
役所

竪冊

A36 御調郡菅村御免割帖　扣 天保12.10 庄屋定太郎他→佐々木守人他 竪冊

A36 御調郡菅村丑年中夫役寄帖　扣 天保12.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A36 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅村

天保12.12 庄屋他村役人共 横半

A36 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保13.12 庄屋他村役人共 横半

A36 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 天保12.12 庄屋他村役人共 横半
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A36 御調郡菅村御免割帖 天保14.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A36 御調郡菅村卯年中夫役寄帖 天保14.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A36 御調郡菅村御免割帖　扣 天保14.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A36 御調郡菅村卯年中夫役寄帖　扣 天保14.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A36 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

天保14.12 庄屋他村役人共 横半

A36 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録 天保14.12 庄屋他村役人共 横半

A36 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 天保14.12 庄屋他村役人共 横半

A36 御調郡菅村御免割帖 天保15.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A36 御調郡菅村辰年中夫役寄帖 天保15.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A36 御調郡菅村御免割帖　扣 天保15.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A36 御調郡菅村辰年中夫役寄帖　扣 弘化元.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A36 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

弘化元.12 庄屋他村役人共 横半

A36 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

弘化元.12 庄屋他村役人共 横半

A36 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 弘化元.12 庄屋他村役人共 横半

A36 御調郡菅村御免割帳　扣 弘化 2.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A36 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅むら

弘化 2.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御調郡菅村御免割帖 弘化 3.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A37 御調郡菅村午年中夫役寄帖 弘化 3.12 庄屋定太郎他村役人→御調郡役
所

竪冊

A37 御調郡三郎丸御免割帖　扣 弘化 3.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A37 御調郡三郎丸村午年中夫役寄帖　扣 弘化 3.12 竪冊

A37 御調郡菅村御免割帖　扣 弘化 3.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A37 御調郡菅村午年中夫役寄帖　扣 弘化 3.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A37 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

弘化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

弘化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A37 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 弘化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御調郡菅村御免割帖　扣 弘化 4.10 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊

A37 御調郡菅村未年中夫役寄帖　扣 弘化 4.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A37 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

弘化 4.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

弘化 4.12 庄屋他村役人共 横半

A37 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 弘化 4.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御調郡菅村御免割帳 嘉永元.10 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊

A37 御調郡菅村申年中夫役割帳 嘉永元.12 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊

A37 御調郡菅村御免割帳　扣 嘉永元.10 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊
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A37 御調郡菅村申年中夫役寄帳 嘉永元.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A37 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村

嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A37 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A37 村方諸入用夫役小帳　御調郡菅村 嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A38 御調郡菅村御免割帖　扣 嘉永 2.10 当分庄屋石井九右衛門他→伴左
助他

竪冊

A38 御調郡菅村酉年中夫役寄帖 嘉永 2.12 当分庄屋石井九右衛門他→御調
郡役所

竪冊

A38 御免割高正月 極月迄村方諸入用銀払小
帖　御調郡菅村

嘉永 2.12 庄屋他村役人共 横半

A38 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

嘉永 2.12 庄屋他村役人共 横半

A38 村方諸入用夫役帖　御調郡菅村 嘉永 2.12 庄屋他村役人共 横半

A38 御調郡菅村御免割帖　扣 嘉永 3.10 庄屋権助他→伴左助他 竪冊

A38 御調郡菅村戌年中夫役寄帖 嘉永 3.12 庄屋・与頭・長百姓 竪冊

A38 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　扣　御調郡菅村

嘉永 3.12 庄屋権助他 横半

A38 御年貢米御蔵払諸入用欠割　菅村 嘉永 3.12 庄屋他村役人共 横半

A38 村方諸入用夫役帳　菅村 嘉永 3.12 庄屋他村役人共 横半

A38 御調郡菅村御免割帳 嘉永 4.10 庄屋祐五郎他→伴左助他 竪冊

A38 御調郡菅村亥年中夫役寄帖 嘉永 4.12 庄屋祐五郎他→御調郡役所 竪冊

A38 御調郡菅村御免割帳　扣 嘉永 4.10 庄屋祐五郎他→伴左助他 竪冊

A38 御調郡菅村亥年中夫役寄帖 嘉永 4.12 庄屋他村役人共 竪冊

A38 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅村

嘉永 4.12 庄屋祐五郎他 横半

A38 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

嘉永 4.12 庄屋他村役人共 横半

A38 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 嘉永 4.12 庄屋他村役人共 横半

A38 御調郡菅村御免割帖 嘉永 5.10 庄屋清三郎他→伴左助他 竪冊

A38 御調郡菅村子年分夫役寄帖 嘉永 5.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御調郡菅村御免割帖　扣 嘉永 5.10 庄屋清三郎他→伴左助他 竪冊

A39 御調郡菅村子年分夫役寄帖 嘉永 5.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A39 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅村

嘉永 5.12 庄屋清三郎他 横半

A39 御年貢米御蔵払諸入用欠割　御調郡菅村 嘉永 5.12 庄屋清三郎他 横半

A39 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 嘉永 5.12 庄屋他村役人共 横半

A39 御調郡菅村御免割帖 嘉永 6.10 庄屋清三郎他→伴左助他 竪冊

A39 御調郡菅村丑年分夫役寄帖 嘉永 6.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御調郡菅村御免割帖　扣 嘉永 6.10 庄屋清三郎他→伴左助他 竪冊

A39 御調郡菅村丑年分夫役寄帖 嘉永 6.12 庄屋他村役人共 竪冊

A39 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅村

嘉永 6.12 庄屋清三郎他 横半
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A39 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

嘉永 6.12 庄屋清三郎他 横半

A39 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 嘉永 6.12 庄屋他村役人共 横半

A39 御調郡菅村御免割帖 嘉永 7.10 庄屋清三郎他→花房清之丞他 竪冊

A39 御調郡菅村寅年分夫役寄帖 嘉永 7.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御調郡菅村御免割帖　控 嘉永 7.10 庄屋清三郎他→花房清之丞他 竪冊

A39 御調郡菅村寅年分夫役寄帖 嘉永 7.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅村

嘉永 7.12 庄屋清三郎他 横半

A39 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡菅
村

嘉永 7.12 庄屋清三郎他 横半

A39 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 嘉永 7.12 庄屋他村役人共 横半

A39 御調郡菅村御免割帖　扣 安政 2.10 庄屋清三郎他→花房清之丞他 竪冊

A39 御調郡菅村卯年分夫役寄帖 安政 2.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅村　ひかへ

安政 3.12 庄屋清三郎他 横半

A39 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡菅
村

安政 3.12 庄屋清三郎他 横半

A39 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 安政 3.12 庄屋他村役人共 横半

A39 御調郡菅村御免割帖 安政 4.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A39 御調郡菅村巳年分夫役寄帖 安政 4.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A39 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅村

安政 5. 1 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A39 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡菅
村

安政 4.12 庄屋清三郎他 横半

A39 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 安政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖　扣 安政 6.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A40 御調郡菅村未年分夫役寄帖　扣 安政 6.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅村

安政 7. 1 庄屋他村役人共 竪冊

A40 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡菅
村

安政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 安政 6.12 庄屋他村役人 横半

A40 御調郡菅村御免割帖 万延元.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A40 御調郡菅村申年分夫役寄帖　扣 万延元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅村

万延 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 万延元.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 万延元.12 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖 文久元.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A40 御調郡菅村酉年分夫役寄帖 文久元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

文久 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 文久元.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 文久元.12 庄屋他村役人共 横半
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A40 御調郡菅村御免割帖　扣 文久 2.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A40 御調郡菅村戌年分夫役寄帖 文久 2.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

文久 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 文久 2.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 文久 2.12 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖　扣 文久 3.10 庄屋清三郎他→服部須磨介他 竪冊

A40 御調郡菅村亥年分夫役寄帳 文久 3.12 庄屋清三郎他→郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

文久 4. 1 庄屋清三郎他→郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 文久 3.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖 文久 3.12 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖　扣 慶応元.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊

A40 御調郡菅村丑年分夫役寄帖 慶応元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米指引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

慶応 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帳 慶応元.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 慶応元.12 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖 慶応 2.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊

A40 御調郡菅村寅年分夫役寄帖 慶応 2.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米差引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

慶応 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 慶応 2.12 庄屋他村役人共 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 慶応 2.13 庄屋他村役人共 横半

A40 御調郡菅村御免割帖　扣 慶応 3.10 庄屋清三郎他→植木直次郎他 竪冊

A40 御調郡菅村卯年分夫役寄帖 慶応 3.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御免割入置米差引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅村

慶応 4. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A40 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村 慶応 3.12 横半

A40 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 慶応 3.12 庄屋清三郎他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化 2.10 庄屋群右衛門他→平野千之助他 竪冊

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅山方村

文化 2.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化 2.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村丑年分夫役寄帖　ヒカヱ 文化 2.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A41 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小
遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 2.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文化 3.10 庄屋群右衛門他→平野千之助他 竪冊

A41 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化 3.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖 文化 3.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村寅年分夫役寄帖　控 文化 3.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊
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A41 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小
遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 3.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文化 4.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅山方村

文化 4.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化 4.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村卯年分夫役寄帖　扣 文化 4.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A41 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小
遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 4.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文化 5.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅山方村

文化 5.10 庄屋群右衛門他 横半

A41 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化 5.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村辰年分夫役寄帖　扣 文化 5.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A41 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小
遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 5.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化 6.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅山方村

文化 6.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化 6.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村巳年分夫役寄帖　扣 文化 6.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A41 諸入用之内御年貢米払上ケ夫・道橋損所
取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣
ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 6.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化 7.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A41 御調郡菅山方村午年分夫役寄帖　扣 文化 7.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A41 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化 8.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A41 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帳　
御調郡菅山方村　控

文化 8.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御年貢米御蔵払欠割帳　御調郡菅山方村
　控

文化 8.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 諸入用夫之内御年貢米払夫・道橋損所取
繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣ひ
夫小帖　御調郡菅山方村

文化 8.12 庄屋群右衛門他 横半

A41 御調郡菅山方村未年分夫役寄帖　扣 文化 8.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帳 文化 9.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A42 御調郡菅山方村申年分夫役寄帳 文化 9.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文化 9.10 庄屋群右衛門他→小嶋半蔵他 竪冊

A42 御調郡菅山方村申年分夫役寄帖　扣 文化 9.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A42 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　菅山方村

文化 9.12 庄屋群右衛門他 横半

A42 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

文化 9.12 庄屋群右衛門他 横半

A42 諸入用夫之内御年貢米払ひ夫・道橋損所
取繕ひ夫・川除損所取繕ひ夫・村用ニ付
小遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文化 9.12 庄屋群右衛門他 横半
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A42 御調郡菅山方村御免割帳 文化10.10 庄屋群右衛門他→小嶋左平次他 竪冊

A42 御調郡菅山方村酉年分夫役寄帖 文化10.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化10.10 庄屋群右衛門他→小嶋左平次他 竪冊

A42 御調郡菅山方村酉年分夫役寄帖　扣 文化10.12 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A42 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅山方村

文化10.12 庄屋群右衛門他 横半

A42 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文化10.12 庄屋群右衛門他 横半

A42 諸入用夫之内御年貢米払夫・道橋損所取
繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付年内小
遣夫小帖　御調郡菅村

文化10.12 庄屋群右衛門他 横半

A42 御調郡菅山方村御免割帳 文化11.10 当分庄屋定次郎他→小嶋左平次
他

竪冊

A42 〔御調郡菅山方村戌年分夫役寄帳〕 文化11.12 当分庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帖 文化12.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A42 御調郡菅山方村亥年分夫役寄帖 文化12.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帖 文化13.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A42 御調郡菅山方村子年中夫役寄帖 文化13.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化13.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A42 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帳　
御調郡菅山方村

文化13.12 庄屋定次郎他 横半

A42 御年貢米御蔵払欠割帳　扣　御調郡菅山
方村

文化13.12 庄屋定次郎他 横半

A42 諸入用夫之内御年貢米払夫・道橋損所取
繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣ひ
夫小帖　御調郡菅山方村

文化13.12 庄屋定次郎他 横半

A42 御調郡菅山方村子年中夫役寄帳　扣 文化13.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A42 御調郡菅山方村御免割帳 文化14.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A42 御調郡菅山方村丑年中夫役寄帳 文化14.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A43 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文化14.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帳　
御調郡菅山方村　扣

文化14.12 庄屋定次郎他 横半

A43 御年貢米御蔵払欠割　御調郡菅山方村　
扣

文化14.12 庄屋他村役人共 横半

A43 諸入用夫之内御年貢米払夫・道橋損所取
繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣ひ
夫小帳　御調郡菅山方村　ひかへ

文化14.12 庄屋定次郎他 横半

A43 御調郡菅山方村丑年中夫役寄帖　扣 文化14.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A43 御調郡菅山方村御免割帳 文政元.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御調郡菅山方村寅年中夫役寄帳 文政元.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A43 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政元.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅山方村

文政元.12 庄屋他村役人共 横半

A43 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡菅山方村 文政元.12 庄屋・組頭 横半

A43 諸入用夫之内御年貢米払夫・道橋損所取
繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣ひ
夫小帖　御調郡菅山方村　扣

文政元.12 庄屋・与頭 横半

A43 御調郡菅山方村卯年中夫役寄帳　扣 文政元.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊
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A43 御調郡菅山方村御免割帳 文政 2.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御調郡菅山方村卯年中夫役寄帖 文政 2.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A43 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政 2.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御調郡菅山方村卯年中夫役寄帖　扣 文政 2.12 庄屋以下村役人共→御調郡役所 竪冊

A43 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅山方村

文政 2.12 庄屋他村役人共 横半

A43 御年貢米御蔵払欠割目録　御調郡菅山方
村

文政 2.12 庄屋・与頭 横半

A43 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小
遣ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文政 2.12 庄屋・与頭 横半

A43 御調郡菅山方村御免割帖 文政 2.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎 竪冊

A43 御調郡菅山方村辰年中夫役寄帖 文政 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A43 御調郡菅山方村御免割帖 文政 3.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A43 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅山方村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A43 御年貢米御蔵払欠割目録　御調郡菅山方
村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A43 諸入用夫之内御年貢米払上夫・道橋損所
取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣
ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A43 御調郡菅山方村辰年中夫役寄帖　扣 文政 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖 文政 4.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A44 御調郡菅山方村巳年中夫役寄帳 文政 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖 文政 4.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A44 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡菅山方村

文政 4.12 庄屋格次郎他 横半

A44 御年貢米御蔵払欠割目録　御調郡菅山方
村

文政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A44 諸入用夫之内御年貢米払上夫・道橋損所
取繕夫・川除損所取繕夫・村用ニ付小遣
ひ夫小帖　御調郡菅山方村

文政 4.12 庄屋・組頭 横半

A44 御調郡菅山方村巳年中夫役寄帖 文政 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖 文政 5.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A44 御調郡菅山方村午年中夫役寄帖 文政 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政 5.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A44 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村

文政 5.12 庄屋格次郎他 横半

A44 御年貢米御蔵払欠割目録　御調郡菅山方
村

文政 5.12 庄屋他村役人共 横半

A44 諸入用夫之内御年貢米払上ケ夫・道橋損
所取繕夫・所々道作夫・村用ニ付小遣夫
小帖　御調郡菅山方村

文政 5.12 庄屋・与頭 横半

A44 御調郡菅山方村午年中夫役寄帳　扣 文政 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政 6.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A44 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半
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A44 〔御年貢米御蔵払欠割目録〕 文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A44 諸入用夫之内御年貢米払上夫・道橋損所
取繕夫・所々道作夫・村用ニ付小遣夫小
帖　御調郡菅山方村

文政 6.12 庄屋・与頭 横半

A44 御調郡菅山方村未年中夫役寄帖　扣 文政 6.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御調郡菅山方村御免割帖 文政 8.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A44 御調郡菅山方村酉年中夫役寄帖 文政 8.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A44 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡御役所

文政 8.12 庄屋他村役人共 横半

A44 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・所々道作夫・村内小遣ひ夫小帖
　御調郡菅山方村

文政 8.12 庄屋・与頭 横半

A45 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政 9.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村戌年中夫役寄帳 文政 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御調郡菅山方村御免割帳 文政10.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村亥年中夫役寄帖 文政10.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文政10.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村亥年中夫役寄帖 文政10.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A45 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村　扣

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A45 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・所々道作夫・村内小遣ひ夫小帖
　御調郡菅山方村　扣

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A45 御調郡菅山方村御免割帖 文政11.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村子年中夫役寄帖 文政11.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御調郡菅山方村御免割帳 文政12.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村丑年中夫役寄帖 文政12.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文政12.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村丑年中夫役寄帳 文政12.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅山方村

文政12.12 庄屋格次郎他 横半

A45 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

文政12.12 庄屋格次郎他 横半

A45 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・村内小遣ひ夫　御調郡菅山方村

文政12.12 庄屋他村役人共 横半

A45 御調郡菅山方村御免割帳 文政13.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村寅年中夫役寄帳 文政13.12 庄屋格次郎他 竪冊

A45 御調郡菅山方村御免割帳　扣 文政13.10 庄屋格次郎他→西山酒造 竪冊

A45 御調郡菅山方村寅年中夫役寄帳 文政13.12 庄屋格次郎他 竪冊

A45 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村（菅山方村）

文政13.12 庄屋他村役人共 横半

A45 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

文政13.12 庄屋他村役人共 横半

A45 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・村内小遣ひ夫

文政13.12 庄屋他村役人共 横半
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A45 御調郡菅山方村御免割帖　扣 天保 2.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A45 御調郡菅山方村卯年中夫役寄帖　扣 天保 2.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A45 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡御役所

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A45 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A45 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・村内小遣夫小帖　御調郡菅山方
村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御調郡菅山方村御免割帖　扣 天保 3.10 庄屋格次郎他→新保彦兵衛他 竪冊

A46 御調郡菅山方村辰年中夫役寄帖　扣 天保 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A46 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・村内小遣ひ夫小帖　御調郡菅山
方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御調郡菅山方村御免割帳 天保 4.10 庄屋格次郎他→新保彦兵衛他 竪冊

A46 御調郡菅山方村巳年中夫役寄帳 天保 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御調郡菅山方村御免割帳　扣 天保 5.10 庄屋太蔵他→佐々木守人他 竪冊

A46 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡菅山方村

天保 5.12 庄屋太蔵他 横半

A46 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

天保 5.12 庄屋太蔵他 横半

A46 御調郡菅山方村午年中夫役寄帳　扣 天保 5.12 庄屋太蔵他→御調郡役所 竪冊

A46 諸入用夫之内用水溝掘上ケ夫・砂所取シ
而夫・道橋損所取繕夫・村内小遣夫　御
調郡菅山方村

天保 5.12 庄屋太蔵他 横半

A46 御調郡菅山方村御免割帳 天保 7.10 庄屋太蔵他→佐々木守人他 竪冊

A46 御調郡菅山方村申年中夫役寄帖 天保 7.12 庄屋太蔵他→御調郡役所 竪冊

A46 御調郡菅山方村御免割帖 天保 8.10 当分庄屋格次郎他→佐々木守人
他

竪冊

A46 御調郡菅山方村酉年中夫役寄帖 天保 8.12 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御調郡菅山方村御免割帖 天保 9.10 当分庄屋格次郎他→佐々木守人
他

竪冊

A46 御調郡菅山方村戌年中夫役寄帖 天保 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御調郡菅山方村御免割帖　扣 天保 9.10 当分庄屋格次郎他→佐々木守人
他

竪冊

A46 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A46 用水溝掘上ケ夫・谷筋砂所取夫・道橋損
所取繕夫・村内小遣ひ夫小帖　御調郡菅
山方村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御調郡菅山方村戌年中夫役寄帖　扣 天保 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御調郡菅山方村御免割帖　扣 天保10.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊
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A46 御調郡菅山方村亥年中夫役寄帖　扣 天保10.12 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A46 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡菅山方村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A46 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A46 村内用水溝掘上ケ夫・所々小使いひ夫小
帖　御調郡菅村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　控 安政 4.10 当分庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 〔御調郡菅山方村巳年分夫役寄帖〕 安政 4.12 当分庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅山方村

安政 5. 1 庄屋他村役人共 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅村方
村

安政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

安政 4.12 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　扣 安政 5.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 御調郡菅山方村午年分夫役寄帖 安政 5.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

安政 5.12 庄屋清三郎他 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

安政 5.12 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　扣 安政 6.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 御調郡菅山方村未年分夫役寄帖 安政 6.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅山方村

安政 7. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

安政 6.12 庄屋清三郎他 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

安政 6.12 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　扣 万延元.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 御調郡菅山方村申年分夫役寄帖 万延元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御免割入置米指引并暮返上銀書上帖　御
調郡菅山方村

万延 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割目録　御調郡菅山方
村

万延元.12 庄屋清三郎他 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

万延元.12 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文久元.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 御調郡菅山方村酉年分夫役寄帖 文久元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帳　
御調郡菅山方村

文久 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

文久元.12 庄屋清三郎他 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

文久元.12 横半

A47 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文久 2.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A47 御調郡菅山方村戌年分夫役寄帖 文久 2.12 庄屋他村役人共 竪冊
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A47 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅山方村

文久 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A47 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

文久 2.12 清三郎他 横半

A47 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

文久 2.12 横半

A48 御調郡菅山方村御免割帖　扣 文久 3.10 庄屋清三郎他→服部須磨介他 竪冊

A48 御調郡菅山方村亥年分夫役寄帖 文久 3.12 庄屋他村役人共→郡役所 竪冊

A48 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅山方村

文久 4. 1 庄屋清三郎他 竪冊

A48 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

文久 3.12 庄屋清三郎他 横半

A48 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

文久 3.12 横半

A48 御調郡菅山方村御免割帖　扣 元治元.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊

A48 御調郡菅山方村子年分夫役寄帳 元治元.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A48 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帖　
御調郡菅山方村

元治 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A48 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

元治元.12 庄屋他村役人共 横半

A48 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

元治元.12 竪冊

A48 御調郡菅山方村御免割帖　扣 慶応元.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊

A48 御調郡菅山方村丑年分夫役寄帖 慶応元.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A48 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帳　
御調郡菅山方村

慶応 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A48 御年貢米御蔵払欠割小帳　御調郡菅山方
村

慶応元.12 庄屋清三郎他 横半

A48 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡御役所 慶応元.12 横半

A48 御調郡菅山方村御免割帖　扣 慶応 2.10 庄屋清三郎他 竪冊

A48 御調郡菅山方村寅年分夫役寄帖 慶応 2.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A48 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帳　
御調郡菅山方村

慶応 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A48 御年貢米御蔵払欠割小帖　御調郡菅山方
村

慶応 2.12 庄屋他村役人共 横半

A48 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

慶応 2.12 横半

A48 御調郡菅山方村御免割帖　扣 慶応 3.10 庄屋清三郎他→植木直次郎他 竪冊

A48 御調郡菅山方村卯年分夫役寄帖 慶応 3.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A48 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帳　
御調郡菅山方村

慶応 4. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A48 御年貢米御蔵払欠割小帖 慶応 3.12 庄屋他村役人共 横半

A48 年分村方諸入用夫役小帖　御調郡菅山方
村

慶応 2.12 横半

A49 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文化 2.10 庄屋要蔵他→斎藤勝登他 竪冊

A49 丑正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 2.12 庄屋他村役人共 横半
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A49 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
木梨山方村

文化 2.12 庄屋他村役人共 横半

A49 諸入用夫之内御年貢米払上夫・古雨池取
繕夫・道橋損所取繕夫・年分村方小遣夫
小帖　御調郡木梨山方村

文化 2.12 庄屋他村役人共 横半

A49 御調郡木梨山方村年分諸入用夫役寄帖　
ヒカヱ

文化 2.12 庄屋要蔵他→御調郡役所 竪冊

A49 御調郡木梨山方御免割帳　ヒカヱ 文化 3.10 庄屋要蔵他→斎藤勝登他 竪冊

A49 御調郡木梨山方村年分諸入用夫役寄帖　
ヒカヱ

文化 3.12 庄屋要蔵他→御調郡役所 竪冊

A49 寅正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 3.12 庄屋要蔵他→御調郡役所 横半

A49 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
木梨山方村

文化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A49 諸入用夫之内御年貢米払上夫・古雨池取
繕夫・道橋損所取繕夫・年分村方小遣夫
小帖　御調郡木梨山方村

文化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A49 御調郡木梨山方村御免割帖 文化 4.10 庄屋他村役人共→斎藤勝登他 竪冊

A49 御調郡木梨山方村年分諸入用夫役寄帖 文化 4.12 庄屋要蔵他→御調郡役所 竪冊

A49 御調郡木梨山方村御免割帖 文化 5.10 庄屋新助他→斎藤勝登他 竪冊

A49 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化 5.12 庄屋新助他→御調郡役所 竪冊

A49 辰正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 5.12 庄屋新助他 横半

A49 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
木梨山方村

文化 5.12 庄屋新助他 横半

A49 御年貢払上夫・雨池損所取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御調郡
木梨山方村

文化 5.12 庄屋新助他 横半

A49 御調郡木梨山方村御免割帖 文化 6.10 庄屋新市他→小島半蔵他 竪冊

A49 御調郡木梨山方諸入用夫役寄帳　扣 文化 6.12 庄屋新助他→御調郡役所 竪冊

A49 巳正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 6.12 庄屋新助他→御調郡役所 横半

A49 御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡木梨山方
村

文化 6.12 横半

A49 御年貢米払上ケ夫・雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕ひ夫・年分村方小遣ひ夫小帖
　御調郡木梨山方村

文化 6.12 横半

A49 御調郡木梨山方村御免割帳　ヒカヱ 文化 7.10 庄屋新助他→小島半蔵他 竪冊

A49 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化 7.12 庄屋新助他→御調郡役所 竪冊

A49 午正月 迄村方諸入用銀払小帖　御調郡
木梨山方村

文化 7.12 庄屋新助他→御調郡役所 横半

A49 御年貢米御蔵払入用欠割小帖　御調郡木
梨山方村

文化 7.12 横半

A49 御年貢米払上夫・雨池損所取繕夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御
調郡木梨山方村

文化 7.12 横半

A50 御調郡木梨山方村御免割帳　ヒカヱ 文化 8.10 庄屋庄平他→小嶋半蔵他 竪冊

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化 8.12 庄屋庄平他→御調郡役所 竪冊

A50 未正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 8.12 庄屋庄平他→御調郡役所 横半
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A50 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
木梨山方村

文化 8.12 横半

A50 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御
調郡木梨山方村

文化 8.12 横半

A50 御調郡木梨山方村御免割帳 文化 9.10 庄屋庄平他→小嶋半蔵他 竪冊

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化 9.12 庄屋庄平他→御調郡役所 竪冊

A50 御調郡木梨山方村御免割帳　ヒカヱ 文化 9.10 庄屋庄平他→小嶋半蔵他 竪冊

A50 申正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化 9.12 庄屋庄平他→御調郡役所 横半

A50 御年貢米御蔵払入用欠割小帖　御調郡木
梨山方村

文化 9.12 横半

A50 御年貢米払上ケ夫・古雨池取繕夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣夫小帳　御調
郡木梨山方村

文化 9.12 横半

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化 9.12 庄屋庄平他→御調郡役所 竪冊

A50 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文化10.10 庄屋定次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A50 酉正月 極月迄村方諸入用銀払小帳　御
調郡木梨山方村　ヒカヱ

文化10.12 庄屋定次郎他 横半

A50 御年貢米御蔵払諸入用掛割小帳　御調郡
木梨山方村

文化10.12 庄屋他村役人共 横半

A50 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帳　御
調郡木梨山方村

文化10.12 横半

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化10.12 庄屋庄平他→御調郡役所 竪冊

A50 御調郡木梨山方村御免割帳 文化10.10 庄屋定次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化10.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A50 御調郡木梨山方村御免割帳 文化11.10 庄屋定次郎他→小嶋左平次他 竪冊

A50 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳 文化11.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帳 文化12.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化12.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文化12.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 亥正月 極月迄村方諸入用銀払小帳　御
調郡木梨山方村

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A51 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村　扣

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A51 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御調郡
木梨山方村

文化12.12 庄屋他村役人共 横半

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖　ひか
え

文化12.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帖 文化13.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文化13.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文化13.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 子正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨山方村

文化13.12 庄屋定次郎他 横半

A51 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文化13.12 庄屋他村役人共 横半
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A51 御年貢米払上ケ夫・古雨池取繕夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御
調郡木梨山方村

文化13.12 庄屋他村役人共 横半

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖　扣 文化13.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帳 文化14.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳 文化14.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A51 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文化14.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A51 丑正月 極月迄村方諸入用銀払小帳　御
調郡木梨山方村

文化14.12 庄屋定次郎他 横半

A51 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文化14.12 庄屋定次郎他 横半

A51 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御調郡
木梨山方村　扣

文化14.12 庄屋他村役人共 横半

A51 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳 文化14.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帖 文政元.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳 文政元.10 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帳　控 文政元.10 庄屋定次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政元.12 横半

A52 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政元.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕ひ夫・年分村方小遣ひ夫小帳　御
調郡木梨山方村

文政元.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳 文政元.12 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帳 文政 2.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帖 文政 2.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文政 2.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御調郡木梨山方村諸入用夫役寄帳　ヒカ
ヱ

文政 2.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村　扣

文政 2.12 横半

A52 〔御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖〕 文政 2.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帳　御調
郡木梨山方村

文政 2.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御調郡木梨山方村御免割帖 文政 3.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御調郡木梨山方村辰年中夫役寄帖 文政 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文政 3.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A52 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A52 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御調
郡木梨山方村

文政 3.12 庄屋格次郎他 横半

A52 御調郡木梨山方村辰年中夫役寄帖　扣 文政 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊
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A52 御調郡木梨山方村御免割帖 文政 4.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A52 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政 4.12 庄屋格次郎他 横半

A52 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御年貢米払上夫・古雨池取繕ひ夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫　御調郡
木梨山方村

文政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A52 御調郡木梨山方村巳年中夫役寄帖 文政 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帳 文政 4.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎 竪冊

A52 御調郡木梨山方村巳年中夫役寄帳 文政 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A53 御調郡木梨山方村御免割帖 文政 5.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A53 御調郡木梨山方村午年中夫役寄帖 文政 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A53 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文政 5.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A53 御調郡木梨山方村午年中夫役寄帖　扣 文政 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A53 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政 5.12 庄屋格次郎他 横半

A53 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 5.12 庄屋他村役人共 横半

A53 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御調
郡木梨山方村

文政 5.12 庄屋他村役人共 横半

A53 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文政 6.10 庄屋格次郎他→大藤源七郎他 竪冊

A53 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A53 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A53 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御調郡
木梨山方村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A53 御調郡木梨山方村未年中夫役寄帖　扣 文政 6.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A52 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文政 7.10 庄屋五三郎他→西山酒造他 竪冊

A52 御調郡木梨山方村申年中夫役寄帖　扣 文政 7.12 庄屋五三郎他→御調郡役所 竪冊

A53 申正月 極月迄村方諸入用銀払小帖　御
調郡木梨村

文政 7.12 庄屋・与頭 横半

A53 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖 文政 7.12 庄屋他村役人 横半

A53 御年貢米払上夫・古雨池取繕ひ夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣夫小帳　御調
郡木梨村

文政 7.12 庄屋・与頭 横半

A53 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文政 8.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A53 御調郡木梨山方村酉年中夫役寄帖 文政 8.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A53 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 文政 9.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A53 御調郡木梨山方村戌年中夫役寄帖 文政 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A53 御調郡木梨山方村御免割帖 文政10.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A53 御調郡木梨山方村亥年中夫役寄帖 文政10.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文政10.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村亥年中夫役寄帖 文政10.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊
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A54 御免割之正月 極月迄村方諸入用銀払小
帖　御調郡木梨山方村　扣

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御
調郡木梨山方村

文政10.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御調郡木梨山方村御免割帳 文政11.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村子年中夫役寄帖 文政11.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御調郡木梨山方村御免割帖 文政12.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村丑年中夫役寄帖 文政12.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御免割之内正月より極月迄村方諸入用銀
払小帖　御調郡木梨山方村

文政12.12 庄屋格次郎他 横半

A54 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政12.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帳　
御調郡木梨山方村

文政12.12 庄屋格次郎他 横半

A54 御調郡木梨山方村御免割帳 文政13.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村寅年中夫役寄帳 文政13.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 文政13.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村寅年中夫役寄帖　扣 文政13.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡木梨山方村

文政13.12 庄屋格次郎他 横半

A54 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
御役所

文政13.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帳　
御調郡木梨山方村

文政13.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 天保 2.10 庄屋格次郎他→西山酒造他 竪冊

A54 御調郡木梨山方村卯年中夫役寄帖　扣 天保 2.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A54 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A54 御年貢米米払上ケ夫・古雨池損所取繕
夫・道橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小
帳　御調郡木梨山方村

天保 2.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 天保 3.10 庄屋格次郎他→新保彦兵衛他 竪冊

A55 御調郡木梨山方村辰年中夫役寄帖 天保 3.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帳　御
調郡木梨山方村

天保 3.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 天保 4.10 庄屋格次郎他→新保彦兵衛他 竪冊
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A55 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村　扣

天保 4.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

天保 4.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御
調郡木梨山方村

天保 4.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村巳年中夫役寄帖　控 天保 4.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 天保 5.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A55 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡木梨山方村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　扣　御
調郡木梨山方村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米払上夫・古雨池損所取繕夫・道
橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　扣
　御調郡木梨山方村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村午年中夫役寄帖　扣 天保 5 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御調郡木梨山方村御免割帳　扣 天保 6.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A55 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　扣　御調郡木梨山方村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A55 道橋損所取繕夫・御年貢米払上ケ夫・古
雨池損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖
　扣　御調郡木梨山方村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村未年中夫役寄帖　控 天保 6.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御調郡木梨山方村御免割帳 天保 7.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A55 御調郡木梨山方村申年中夫役寄帖 天保 7.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御調郡木梨山方村御免割帳　控 天保 7.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A55 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡木梨山方村

天保 7.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　扣　御
調郡木梨山方村

天保 7.12 庄屋他村役人共 横半

A55 道橋損所取繕夫・御年貢米払上夫・古雨
池損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　
御調郡木梨山方村　扣

天保 8.12 庄屋他村役人共 横半

A55 御調郡木梨山方村酉年中夫役寄帖　扣 天保 7.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A55 御調郡木梨山方村御免割帖 天保 9.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A55 御調郡木梨山方村戌年中夫役寄帖 天保 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A56 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 天保 9.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A56 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　扣　御調郡木梨山方村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A56 御蔵払上米諸入用欠割目録　御調郡木梨
山方村

天保 9.10 庄屋他村役人共 横半

A56 道橋損所取繕夫・御年貢米払上ケ夫・古
雨池損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖
　御調郡木梨山方村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A56 御調郡木梨山方村戌年中夫役寄帖　扣 天保 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A56 御調郡木梨山方村御免割帖 天保10.10 竪冊
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A56 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A56 御蔵払上ケ米諸入用欠割目録　御調郡木
梨山方村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A56 道橋損所取繕夫・御年貢米払上ケ夫・古
雨池損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖
　扣　御調郡木梨山方村

天保10.12 庄屋他村役人共 横半

A56 御調郡菅村御免割帖 天保10.10 竪冊

A56 御調郡木梨山方村御免割帖 嘉永 2.10 庄屋儀十郎他→伴左助他 竪冊

A56 御調郡木梨山方村御免割帖 嘉永 2.10 庄屋儀十郎他→伴左助他 竪冊

A56 御調郡木梨山方村酉年中夫役寄帖 嘉永 2.12 庄屋儀十郎他→御調郡役所 竪冊

A56 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 2.12 庄屋儀十郎他 横半

A56 年中諸入用銀払小帖　御調郡木梨山方村 嘉永 2.12 庄屋他村役人共 横半

A56 年中村方諸入用夫役小帖　御調郡木梨山
方村

嘉永 2.12 横半

A56 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 嘉永 3.10 当分庄屋権助他→伴左助他 竪冊

A56 御調郡木梨山方村戌年中夫役寄帖 嘉永 3.12 庄屋他村役人共 竪冊

A56 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払上帖
　御調郡木梨山方村

嘉永 3.12 当分庄屋権助他 横半

A56 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 3.12 庄屋他村役人共 横半

A56 御調郡木梨山方村御免割帖 嘉永 3.10 当分庄屋権助他→伴左助他 竪冊

A56 御調郡木梨山方村戌年中夫役寄帖 嘉永 3.12 当分庄屋権助他→御調郡役所 竪冊

A57 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 嘉永 4.10 当分庄屋権助他→伴左助他 竪冊

A57 御調郡木梨山方村亥年中夫役寄帖 嘉永 4.12 当分庄屋権助他→御調郡役所 竪冊

A57 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 4.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡木梨山方村

嘉永 4.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御調郡木梨山方村御免割帖 嘉永 4.10 当分庄屋祐五郎他→伴左助他 竪冊

A57 御調郡木梨山方村亥年中夫役寄帖 嘉永 4.12 当分庄屋祐五郎他→御調郡役所 竪冊

A57 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 嘉永 5.10 当分庄屋石井九右衛門他→伴左
助他

竪冊

A57 御調郡木梨山方村子年中夫役寄帳　扣 嘉永 5.12 当分他村役人共→御調郡役所 竪冊

A57 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 5.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡木梨山方村

嘉永 5.12 庄屋他村役人共 横半

A57 年中村方諸入用夫役小帖　御調郡木梨山
方村

嘉永 5.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 嘉永 6.10 当分庄屋石井九右衛門他→伴左
助他

竪冊

A57 御調郡木梨山方村子年中夫役寄帖　扣 嘉永 6.12 当分他村役人共→御調郡役所 竪冊

A57 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 6.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖 嘉永 6.12 庄屋他村役人共 横半
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A57 年分村方諸入用夫役小帖 嘉永 6.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御調郡木梨山方村御免割帖　扣 嘉永 7.10 当分庄屋石井九右衛門他→伴左
助他

竪冊

A57 御調郡木梨山方村寅年中夫役寄帳　扣 嘉永 7.12 当分他村役人共→御調郡役所 竪冊

A57 御年貢米御蔵払欠割帖　御調郡木梨山方
村

嘉永 7.12 庄屋他村役人共 横半

A57 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡木梨村

嘉永 7.12 庄屋他村役人共 横半

A57 年中村方諸入用夫役小帖　御調郡木梨山
方村

嘉永 7.12 庄屋他村役人共 横半

A58 御調郡木梨村御免割帳 文政 2.10 庄屋和助他→大藤源七郎他 竪冊

A58 御調郡木梨村年分諸入用夫役帖 文政 2.12 庄屋和助他→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帳 文政 3.10 庄屋和助他→大藤源七郎他 竪冊

A58 御調郡木梨村年分諸入用夫役帖 文政 3.12 庄屋和助他→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帳　扣 文政 3.10 庄屋和助他→大藤源七郎他 竪冊

A58 御調郡木梨村年分諸入用夫役帖 文政 3.12 庄屋和助→御調郡役所 竪冊

A58 辰正月 極月迄村方諸入用銀小帖　ひか
へ　御調郡木梨村

文政 3.12 庄屋和助他 横半

A58 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　ひかへ　
御調郡木梨村

文政 3.12 庄屋他村役人共 横半

A58 御年貢米払上夫・道橋川筋取繕夫・古雨
池少々宛損所取繕夫・村内小遣夫小帖　
ひかへ　御調郡木梨村

文政 3.12 庄屋・与頭 横半

A58 御調郡木梨村御免割帳 文政 4.10 当分庄屋格次郎他→大藤源七郎
他

竪冊

A58 御調郡木梨村巳年夫役寄帖 文政 4.12 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帳 文政 4.10 当分庄屋格次郎他→大藤源七郎
他

竪冊

A58 巳正月 極月迄村方諸入用銀小帖　御調
郡木梨村

文政 4.12 当分庄屋格次郎他 横半

A58 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡木
梨村

文政 4.12 庄屋他村役人共 横半

A58 御年貢米払上夫・道橋川筋取繕夫・古雨
池損所取繕夫・村内小遣ひ夫小帖　御調
郡木梨村

文政 4.12 庄屋・与頭 横半

A58 御調郡木梨村巳年中夫寄帖 文政 4.12 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帖　扣 文政 5.10 庄屋亀吉他→大藤源七郎他 竪冊

A58 午正月 極月迄村方諸入用銀小帖　御調
郡木梨村

文政 5.12 庄屋亀吉他村役人 横半

A58 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡木
梨村

文政 5.12 庄屋他村役人共 横半

A58 御年貢米払上夫・古雨池取繕夫・道橋損
所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御調
郡木梨村

文政 5.12 庄屋・与頭 横半

A58 御調郡木梨村午年中夫役寄帖　扣 文政 5.12 庄屋亀吉他村役人→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帳　扣 文政 6.10 庄屋五三郎他→大藤源七郎他 竪冊

A58 未正月 迄村方諸入用銀小帖　御調郡木
梨村

文政 6.12 庄屋・与頭 横半
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A58 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡木
梨村

文政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A58 御年貢米払上夫・古雨池取繕ひ夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣夫小帖　御調
郡木梨村

文政 6.12 庄屋・与頭 横半

A58 御調郡木梨村未年中夫役寄帖　扣 文政 6.12 庄屋五三郎他→御調郡役所 竪冊

A58 御調郡木梨村御免割帳　扣 文政 8.10 庄屋五三郎他→西山造酒他 竪冊

A58 御調郡木梨村酉年中夫役寄帖 文政 8.12 五郎三郎他村役人共→役所 竪冊

A58 御免割之内正月 極月村方諸入用銀払小
帳　御調郡木梨村

文政 8.12 五三郎他村役人共 横半

A58 御年貢米御蔵払諸入用欠割帳　御調郡木
梨村

文政 8.12 五三郎他村役人共 横半

A58 御年貢米払上ケ夫・古雨池取繕夫・道橋
損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖　御
調郡木梨村

文政 8.12 五三郎他村役人共 横半

A59 御調郡三郎丸御免割帖 天保 4.10 当分庄屋延右衛門他→新保彦兵
衛他

竪冊

A59 御調郡三郎丸村夫役寄帖 天保 4.12 当分庄屋延右衛門他→御調郡役
所

竪冊

A59 御免割之内正月 極月迄諸入役銀払小帖
　御調郡三郎丸村

天保 4.12 当分庄屋延右衛門他 横半

A59 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
三郎丸村

天保 4.12 当分庄屋延右衛門他 横半

A59 年分夫役之内用水井手堰調夫・用水溝掘
り夫・猪鹿追勢子夫・猪鹿垣取繕夫・道
橋損所取繕夫・御年貢米払夫・御刎米直
し夫・村方小遣ひ夫小帖　御調郡三郎丸
村

天保 4.12 横半

A59 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 天保 5.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A59 御免割之内正月 極月迄諸入役銀払小帖
　御調郡三郎丸村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A59 当御年貢米御払諸入用欠割目録　御調郡
三郎丸村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A59 年分夫役之内用水井手磧調夫・用水溝掘
上ケ夫・猪鹿追勢子夫・猪鹿垣取繕夫・
道橋損所取繕夫・御年貢米払上夫・年分
村内小遣夫小帖　扣　御調郡三郎丸村

天保 5.12 庄屋他村役人共 横半

A59 御調郡三郎丸村午年中夫役寄帖　扣 天保 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A59 御調郡三郎丸村御免割帳 天保 5.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A59 御調郡三郎丸村午年中夫役寄帳 天保 5.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A59 御調郡三郎丸村御免割帳　扣 天保 3.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A59 御免割之内正月 極月迄諸入役銀払小帖
　御調郡三郎丸村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A59 当御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　扣　
御調郡三郎丸村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A59 年分夫役之内用水溝掘上ケ夫・猪鹿追勢
子夫・猪鹿垣取繕夫・道橋損所取繕夫・
御年貢米払上夫・年分村内小遣ひ夫小帖
　扣　御調郡三郎丸村

天保 6.12 庄屋他村役人共 横半

A59 御調郡三郎丸村未年中夫役寄帖　控 天保 6.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A59 御調郡三郎丸村御免割帳 天保 7.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

576



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 御調郡／内海家文書（P59�1）

A59 御調郡三郎丸村申年中夫役寄帖 天保 7.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A59 御調郡三郎丸村御免割帖 天保 8.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A59 御調郡三郎丸村酉年中夫役寄帖 天保 8.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A59 御調郡木梨山方村御免割帖 天保 8.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A59 御調郡木梨山方村酉年中夫役寄帖 天保 8.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A60 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 天保 9.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A60 御調郡三郎丸村戌年中夫役寄帖　扣 天保 9.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A60 御免割之内正月 極月迄村方諸入用約銀
払小帖　御調郡三郎丸村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A60 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
三郎丸村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A60 用水溝掘上ケ夫・猪鹿追勢子夫・猪鹿垣
取繕夫・道橋損所取繕夫・御年貢米払上
ケ夫・年分村方小遣夫小帖　御調郡三郎
丸村

天保 9.12 庄屋他村役人共 横半

A60 御調郡三郎丸村御免割帖 天保10.10 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A60 御調郡三郎丸村亥年中夫役寄帖 天保10.12 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A60 御調郡三郎丸村御免割帳 天保11.10 当分庄屋延右衛門他→佐々木守
人他

竪冊

A60 御調郡三郎丸村御免割帳 天保11.12 当分庄屋延右衛門他→佐々木守
人他

竪冊

A60 御調郡三郎丸村子年中夫役寄帳　扣 天保11.12 当分庄屋延右衛門他→御調郡役
所

竪冊

A60 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡三郎丸村

天保11.12 庄屋他村役人共 横半

A60 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
三郎丸村

天保11.12 庄屋他村役人共 横半

A60 用水溝掘上ケ夫・猪鹿追勢子夫・道橋損
所取繕夫・御年貢米払上ケ夫・年分村小
遣ひ夫小帖　御調郡三郎丸村

天保11.12 横半

A60 御調郡三郎丸村子年中夫役寄帳 天保11.12 当分庄屋延右衛門他→御調郡役
所

竪冊

A60 御調郡三郎丸村御免割帖 天保12.10 庄屋豊次郎他→佐々木守人他 竪冊

A60 御調郡三郎丸村丑年中夫役寄帖 天保12.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A60 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 天保12.10 庄屋豊次郎他→佐々木守人他 竪冊

A60 御調郡三郎丸村丑年中夫役寄帖　扣 天保12.12 庄屋豊次郎他 竪冊

A60 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

天保12.12 庄屋他村役人共 横半

A60 御年貢御蔵払米欠割小帖　御調郡三郎丸
村

天保12.12 庄屋他村役人共 横半

A60 村方諸入用夫役小帖　御調郡三郎丸村 天保12.12 庄屋他村役人共 横半

A61 御調郡三郎丸村御免割帳 天保13.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡三郎丸村寅年中夫役寄帖 天保13.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A61 御調郡三郎丸村御免割帳　扣 天保13.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡三郎丸村寅年中夫役寄帖　扣 天保13.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A61 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

天保13.12 庄屋他村役人共 横半
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A61 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
三郎丸村

天保13.12 庄屋他村役人共 横半

A61 村方諸入用夫役小帖　御調郡三郎丸村 天保13.12 庄屋他村役人共 横半

A61 御調郡菅村御免割帖　扣 天保13.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡菅村寅年中夫役寄帖　控 天保13.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A61 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖

天保13.12 庄屋他村役人共 横半

A61 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保13.12 庄屋他村役人共 横半

A61 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 天保13.12 庄屋他村役人共 竪冊

A61 御調郡三郎丸村御免割帖 天保14.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡三郎丸村卯年中夫役寄帖 天保14.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A61 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 天保14.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡三郎丸村卯年中夫役寄帖　扣 天保14.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A61 免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払小
帖　御調郡三郎丸村

天保14.12 庄屋他村役人共 横半

A61 御調郡三郎丸村御免割帖 天保15.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A61 御調郡三郎丸村辰年中夫役寄帖 天保15.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御調郡三郎丸村御免割帳　扣 天保15.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A62 御調郡三郎丸村辰年中夫役寄帳　扣 弘化元.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帳　御調郡三郎丸村

弘化元.12 庄屋他村役人共 横半

A62 御調郡三郎丸村御免割帳　控 弘化 2.10 庄屋豊次郎他→今村文之助他 竪冊

A62 御調郡三郎丸村巳年中夫役寄帖　控 弘化 2.12 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

弘化 2.12 庄屋他村役人共 横半

A62 御調郡三郎丸村御免割帖 弘化 3.10 庄屋定太郎他→今村文之助他 竪冊

A62 御調郡三郎丸村午年中夫役寄帖 弘化 3.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

弘化 3.12 庄屋他村役人共 横半

A62 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 弘化 4.10 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊

A62 御調郡三郎丸村未年中夫役寄帖　扣 弘化 4.12 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

弘化 4.12 庄屋他村役人共 横半

A62 御調郡三郎丸村御免割帖　扣 嘉永元.10 庄屋定太郎他→伴左助他 竪冊

A62 御調郡三郎丸村申年中夫役寄帖 嘉永元.10 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A62 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡三郎丸村

嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A62 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
三郎村

嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A62 村方諸入用夫役小帳　御調郡三郎丸村 嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A63 御調郡仁野村御免割帳 弘化 2.10 庄屋群蔵他→今村文之助他 竪冊

A63 御調郡仁野村当三年分夫役寄帳 弘化 2.12 庄屋群蔵他→御調郡役所 竪冊

A63 御調郡仁野村御免割帳　控 弘化 2.10 庄屋群蔵他→今村文之助他 竪冊
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A63 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡仁野村

弘化 3.12 庄屋群蔵他 横半

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡仁
野村

弘化 3.12 庄屋群蔵他 横半

A63 諸入用夫之内用水井手磧夫・道橋取繕
夫・年分小遣夫小帖　御調郡三郎丸村

弘化 3.12 横半

A63 御調郡仁野村午年分夫役寄帳 弘化 3.12 庄屋群蔵他→御調郡役所 竪冊

A63 御調郡仁野村午年分夫役寄帖　扣 弘化 3.12 庄屋群蔵他→御調郡役所 竪冊

A63 御調郡仁野村御免割帖　扣 嘉永元.10 伴伊助 竪冊

A63 御調郡仁野村申年中夫役寄帳 嘉永元.12 庄屋群蔵他→御調郡役所 竪冊

A63 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帳
　御調郡仁野村

嘉永元.12 横半

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡仁
野村

嘉永元.12 庄屋他村役人共 横半

A63 諸入用夫用水井手磧夫・道橋取繕夫・年
分小遣夫　御調郡仁野村

嘉永元.12 庄屋権助他 横半

A63 御調郡仁野村御免割帳　扣 文久元.10 庄屋仲右衛門他→佐々完六他 竪冊

A63 御免割入置米差引并暮取引米銀書上帳　
御調郡仁野村

文久 2. 1 庄屋仲右衛門他→役所 竪冊

A63 御調郡仁野村酉年分夫役寄帖 文久元.12 庄屋他村役人共 竪冊

A63 御年貢米御蔵入払欠割小帳　御調郡仁野
村

文久元.12 庄屋仲右衛門他 横半

A63 諸入用夫用水井手磧夫・道橋損所取繕
夫・年分小遣ひ夫小帖　御調郡仁野村

文久元.12 庄屋仲右衛門他→御調郡役所 横半

A63 御調郡仁野村御免割帳　扣 文久 3.10 庄屋仲右衛門他 竪冊

A63 御免割入置米差引并暮取引米銀書上帖　
御調郡仁野村

文久 4. 1 庄屋仲右衛門他 竪冊

A63 御調郡仁野村亥年分夫役寄帖 文久 3.12 庄屋他村役人共 竪冊

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帖　御調郡
仁野村

文久 3.12 庄屋仲右衛門他 横半

A63 年分村方諸入用夫小帖　御調郡仁野村 文久 3.12 庄屋仲右衛門他 横半

A63 御調郡仁野村御免割帖　扣 元治元.10 庄屋仲右衛門他→植木直次郎 竪冊

A63 御免割入置米差引并暮取引米銀書上帖　
御調郡仁野村

元治 2. 1 庄屋仲右衛門他 竪冊

A63 御調郡仁野村子年分夫役寄帖 元治元.12 庄屋他村役人共 竪冊

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割小帳　御調郡
仁野村

元治元.12 庄屋仲右衛門他 横半

A63 年分村方諸入用夫小帖　御調郡仁野村 元治元.12 庄屋他村役人共 横半

A63 御調郡仁野村御免割帖　扣 慶応元.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊

A63 御免割入置米差引并暮取引米銀書上帖　
御調郡仁野村

慶応 2. 1 庄屋清三郎他 竪冊

A63 御調郡仁野村丑年分夫役寄帖 慶応元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡仁
野村

慶応元.12 庄屋清三郎他 横半

A63 年分村方諸入用夫小帖　御調郡仁野村 慶応元.12 庄屋他村役人共 横半

A63 御調郡仁野村御免割帖　扣 慶応 2.10 庄屋清三郎他→植木直次郎 竪冊
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A63 御免割入置米差引并暮取引米銀書上帖　
御調郡仁野村

慶応 3. 1 庄屋清三郎他 竪冊

A63 御調郡仁野村寅年分夫役寄帖 慶応 2.12 庄屋清三郎他 竪冊

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡仁
野村

慶応 2.12 庄屋清三郎他 横半

A63 年分村方諸入用夫小帖　御調郡仁野村 慶応 2.12 庄屋清三郎他 横半

A63 御調郡仁野村御免割帖　扣 慶応 3.10 庄屋清三郎他→植木直次郎他 竪冊

A63 御免割入置米差引并暮返上米銀書上帖　
御調郡仁野村

慶応 4. 1 庄屋他村役人共 竪冊

A63 御調郡仁野村卯年分夫役寄帖 慶応 3.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A63 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖 慶応 3.12 庄屋清三郎他 横半

A63 年分村方諸入用夫小帖　仁野村 慶応 3.12 庄屋清三郎他 横半

A63 御調郡仁野村仲稲田稲毛下見帖 慶応 4. 9 竪冊

A63 第九小区仁野村申年分御免割目録 明治 5.11 用係後藤群右衛門 横半

A64 御調郡中原村御免割帖 安政 2.10 庄屋猪之助他→花房清之丞他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖 安政 2.12 庄屋他村役人共 竪冊

A64 御調郡中原村御免割帖　扣 安政 3.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖　ひかへ 安政 3.12 庄屋他村役人共 竪冊

A64 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払小帖
　御調郡中原村

安政 3.12 庄屋清三郎他 横半

A64 御年貢米御蔵入用欠割小帖　御調郡中原
村

安政 3.12 庄屋他村役人共 横半

A64 村方諸入用夫役小帖　御調郡中原村 安政 3.12 庄屋他村役人共 横半

A64 御調郡中原村御免割帖　扣 安政 6.10 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖　扣 安政 6.12 庄屋他村役人共→御調郡役所 竪冊

A64 御免割入置米指引并暮返上米銀書上帖　
御調郡中原村

安政 7. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御年貢米御蔵入用欠割小帖　御調郡中原
村

安政 6.12 庄屋清三郎他 横半

A64 村方諸入用夫役小帖　御調郡中原村 安政 6.12 庄屋他村役人共 横半

A64 御調郡中原村御免割帖　扣 万延元.10 庄屋清三郎他→佐々完六他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖 万延元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御免割入置米指引并其外共書上帖　御調
郡中原村

万延 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御年貢米御蔵入用欠割小帖　御調郡中原
村

万延元.12 庄屋清三郎他 横半

A64 村方諸入用夫役小帖　御調郡中原村 万延元.12 庄屋他村役人共 横半

A64 御調郡中原村御免割帖　扣 文久元.10 庄屋清三郎他→佐々完六他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖　扣 文久元.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御免割入置米差引并暮返上銀書上帖　御
調郡中原村　文久元酉年分

文久 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御年貢米御蔵入用欠割小帖　御調郡中原
村

文久元.12 庄屋清三郎他 横半

A64 村方諸入用夫役小帖　御調郡中原村 文久元.12 庄屋他村役人共 横半

A64 御調郡中原村御免割帳 文久 2.10 庄屋清三郎他→佐々完六他 竪冊
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A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帖 文久 2.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御免割置米差引并暮返上銀書上帖　御調
郡中原村　文久二戌年分

文久 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御調郡中原村御免割帳　扣 文久 2.10 庄屋清三郎他→佐々完六他 竪冊

A64 御調郡中原村年分諸入用夫役帳　扣 文久 2.12 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御免割入置米差引并暮返上銀書上帖　御
調郡中原村　文久二戌年分

文久 3. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A64 御年貢米御蔵入用欠割小帖　御調郡中原
村

文久 2.12 庄屋他村役人共 横半

A64 村方諸入用夫役小帖　御調郡中原村 文久 2.12 庄屋他村役人共 横半

A65 御免割目録　菅村 慶応 2 横長

A65 御免割目録　菅山方村 慶応 2.12 庄屋清三郎 横長

A65 御免割申談　菅山方村 安政 3 横長

A65 御免割目録　菅山方村 明治 2 庄屋清三郎他 横長

A65 御免割目録　菅山方村 巳12 庄屋格次郎 横長

A65 御免割　菅山方村 巳 横長

A65 御免割目録　仁野村 慶応元 横長

A65 御免割目録　菅山方村 横長

A65 御免割目録　仁野村 慶応 2 横長

A65 〔御年貢米納〕覚　門前組 辰11 与頭幸兵衛→庄屋和助 横長

A56 御調郡白太村御免割申談目録 明治 3 横長

A66 〔免状　菅村〕（87通）
※明和 8，安永元・2，天明 4・7・8，
寛永元～4・11・12，天保12・13欠

明和 5～慶応 3 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　菅山方村〕（39通）
※天保 6～8，天保13～安政 2欠

安永 7，文化12～慶応 4 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　木梨山方村〕（34通）
※天保12～嘉永 2，嘉永 6欠

文化 9～安政 2 庄屋以下村役人 一紙

A67 〔免状　木梨村〕（2通） 文政 5他 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　中原村〕（10通） 安政 3～元治元 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　三郎丸村〕（14通）
※天保12年欠

天保 6～嘉永 2 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　仁野村〕（5通） 嘉永元～2，慶応元～3 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　白太村〕（2通） 天保15，弘化 3 庄屋以下村役人共 一紙

A67 〔免状　江田村〕 宝暦13 庄屋谷蔵以下村役人共 一紙

A68 御調郡菅山方村有麦目録　扣 天保 9～12 当分庄屋格次郎他→佐々木守人
他

竪冊

A68 御調郡木梨山方村有麦目録 天保 5～12 庄屋九右衛門他→佐々木守人他 竪冊

A68 御調郡三郎丸村有麦目録 天保 6～12 庄屋格次郎他→佐々木守人他 竪冊

A68 御調郡三郎丸村当有麦目録 天保12～15 竪冊

A68 御調郡菅村有麦目録　扣 嘉永 3. 5 当分庄屋権助他→伴佐助他 竪冊

A68 御調郡菅村有麦目録　扣 嘉永 4. 5 庄屋権助他→伴佐助他 竪冊

A68 御調郡木梨山方村有麦目録　扣 嘉永 4. 5 当分庄屋権助他→伴佐助他 竪冊

A68 御調郡菅村有麦目録　扣 嘉永 6. 5 庄屋清三郎他→伴佐助他 竪冊

581



御調郡／内海家文書（P59�1） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A68 御調郡菅山方村有麦目録　扣 嘉永 7～安政 2 庄屋源之助他→伴佐助他 竪冊

A68 御調郡木梨山方村有麦目録　扣 嘉永 6～安政 2 当分庄屋石井九右衛門他→伴佐
助他

竪冊

A68 御調郡中原村当有麦目録　扣 安政 2. 5 庄屋権之助他→花房清之丞他 竪冊

A68 御調郡菅村・同山方村・中原村有麦目録
　扣

安政 3. 6 庄屋清三郎→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡菅村有麦目録　扣 嘉永 7～安政 2 庄屋清三郎他→伴佐助他 竪冊

A68 御調郡菅村・同山方村・中原村有麦目録
　ひかへ

安政 4～5 当分庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡菅・同山方村有麦目録　扣 安政 5. 5 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡中原村有麦目録　扣 安政 5. 5 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡御蔵入菅・同山方村有麦目録　扣 安政 6～文久 3 庄屋清三郎・両村組頭→小幡多
蔵他

竪冊

A68 御調郡御蔵入中原村有麦目録　ひかへ 安政 6. 5 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡御蔵入仁野村有麦目録 万延元～文久元 庄屋仲右衛門他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡御蔵入仁野村有麦目録 文久 3 庄屋仲右衛門他→小幡多蔵他 竪冊

A68 御調郡御蔵入仁野村有麦目録 元治元 庄屋仲右衛門他 竪冊

A68 御調郡御蔵入菅・菅山方・仁野村有麦目
録　扣

慶応元. 5 庄屋清三郎・各村組頭→植木直
次郎

竪冊

A68 御調郡御蔵入菅・菅山方・中原村有麦目
録　扣

元治元. 6 庄屋清三郎・各村組頭→石井惣
兵衛

竪冊

A68 御調郡御蔵入菅・菅山方・仁野村有麦目
録　扣

慶応 4. 5 庄屋清三郎・各村組頭→植木直
次郎他

竪冊

A68 御調郡御蔵入菅・菅山方・仁野村有麦目
録　扣

明治 2. 5 庄屋清三郎・各村組頭→植木直
次郎他

竪冊

A69 御調郡菅村中稲田稲毛下見帖 文久 2.閏8.16 小林豊三他→庄屋清三郎他 竪冊

A69 御調郡菅村中晩田稲毛下見帖 文久 3 竪冊

A69 御調郡菅村当稲毛有米目録 嘉永 6. 9.10 庄屋清三郎他→伴佐助他 竪冊

A69 御調郡菅村中晩田稲毛有米目録帖　菅山
方・中原村分共

文久 3. 9 庄屋清三郎・各村組頭共→芦田
甚三郎他

竪冊

A69 御調郡仁野村中晩田稲毛有米目録　扣 元治元. 9 庄屋仲右衛門他→植木直次郎 竪冊

A69 御調郡菅村・菅山方村・仁野村中晩田稲
毛下見帖

慶応 2. 9 庄屋清三郎 竪冊

A69 御調郡菅・菅山方・仁野村中晩田稲毛有
米目録

慶応 3. 9 庄屋清三郎・各村組頭共→植木
直次郎

竪冊

A69 御調郡菅村中晩田稲毛下見帖（6冊） 元治元～慶応元／慶応
4・明治 4

竪冊

A70 御調郡菅山方村中晩田稲毛下見帖（7冊） 文久 2～慶応元／
慶応 4～明治 3

小林豊三他→庄屋清三郎他 竪冊

A71 御調郡仁野村中晩田稲毛下見帖（4冊） 文久 2・文久 3／
慶応元・明治 2

小林豊三他→庄屋仲右衛門他 竪冊

A71 御調郡中原村中晩田稲毛下見帖（2冊） 文久 2・文久 3 小林豊三他→庄屋清三郎他 竪冊

A71 御調郡白太村中晩田稲毛下見帖 明治 3. 9.12 小林豊三他→当分庄屋常四郎他 竪冊

A72 御調郡菅村御免割之内文化二丑年 同十
一戌年迄十ケ年諸出米寄概シ帳　ひかへ

文化12.10 庄屋定次郎 横長

A72 御調郡木梨山方村御免割之内文化二丑年
同十一年迄十ケ年諸出米寄概帖　扣

文化12.10 庄屋定次郎 横長
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A72 菅村御年貢米銀人別根帳 天保 4. 9 横長

A72 菅村御年貢米人別請取根帖 天保11.10～ 横長

A72 菅村御年貢米〔人別請取根帖〕 天保13.10 横長

A72 菅村御年貢米人別請取根帖 天保15.10 横長

A73 菅村御免割下札并御年貢米小尻算用録 安政 3.10・安政 3.12 庄屋清三郎 横長

A73 菅村御免割下札并御年貢米小尻算用録 安政 4.10・安政 4.12 庄屋清三郎 横長

A74 菅村御免割下札并御年貢米小尻算用帖 安政 5.10・安政 6.12 庄屋清三郎 横長

A74 菅村御免割下札并御年貢米小尻算用帖
〔抄〕

安政 6.10・安政 6.12 横長

A74 菅村御免割下札并御年貢米小尻算用帖 文久元.10・文久元.12 庄屋清三郎 横長

A75 菅村御免割人別下札并御年貢米小尻算用
帖

文久 3.10・文久 3.12 庄屋清三郎 横長

A75 菅村御免割人別下札并御年貢小尻算用帖 慶応 2.10 庄屋清三郎 横長

A75 菅村御免割人別下札并御年貢米小尻算用
帖

慶応 3.10 庄屋清三郎 横長

A76 御免割目録　菅村 慶応 3.12 横長

A76 菅村御免割人別下札并御年貢米小尻算用
帖

明治元.10 庄屋清三郎 横長

A76 御免割目録　菅村 明治元.12 庄屋清三郎他村役人 横長

A77 菅村御免割下札并算用小尻帖 明治 2.10 庄屋清三郎 横長

A77 御免割目録　菅村 明治 2.12 庄屋清三郎他村役人 横長

A77 菅村御免割下札并算用小尻帖 明治 3.10 庄屋清三郎 横長

A78 第九区菅村貢米取立并小尻取引帖　本組
　明治五年壬申十一月

明治 6. 2 小区用係内海外蔵 横長

A78 第九区菅村貢米取立并小尻取引帖　山方
後組　明治五年壬申十一月

明治 6 横長

A78 菅村貢米取立并小尻取引帖　本組　明治
六酉年分

明治 7. 1 戸長内海外蔵 横長

A79 菅村貢米取立并小尻取引帖　前組　明治
六酉年分

明治 7. 1 戸長内海外蔵 横長

A79 菅村貢米取立并小尻取引帖　後組　明治
六年分

明治 7. 1 戸長内海外蔵 横長

A79 菅村貢租人別下札計算帖　明治七年分 明治 8. 1 横長

A79 米銀返納根書抜帖　菅村 横長

A80 御調郡木梨山方村夫役人寄算用帳 明治 4.12 庄屋土屋忠三郎 横長

A80 御調郡木梨山方村〔御年貢米銀算用帖〕 明治 4.12 庄屋土屋忠三郎 横長

A81 第七区木梨村貢米下札控帳 明治 5.10 用係後藤九七郎 横長

A81 御高貢米御免割下札小尻銀算用帳　第七
小区　木梨村山方

明治 5.11 第七小区用係岩井理一郎 横長

A82 第七小区木梨村貢米金算用帳　門前組 明治 5.12 用係後藤九七郎 横長

A82 第七小区木梨村貢米金算用帳　門田組 明治 5.12 用係後藤九七郎 横長

A82 第七小区木梨村貢米金算用帳　瀬戸組 明治 5.12 用係後藤九七郎 横長

A83 当御年貢米銀受取扣　菅山方村 天保 5.10 横長

A83 万割方人別書出シ覚帳　菅山方村 天保 6.12 横長
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A83 〔御免割目録〕　菅山方村 横長

A83 菅山方村御免割人別下札算用帳　前組 明治 4.10 庄屋後藤信太郎 横長

A83 菅山方村御免割人別下札算用帳　後組 明治 4.10 庄屋後藤信太郎 横長

A84 仁野村御免割人別下札算用帖 明治元.10・明治元.12 庄屋清三郎 横長

A84 仁野村御免割人別下札扣帖 明治 5.10 用係後藤群右衛門 横長

A84 第十大区九小区平木村貢租下札算用帖　
明治七年分

明治 8. 1 戸長広川百太兵衛他 横長

A84 〔御免割目録〕　仁野村 横長

A85 御年貢買次取立帳 元治元.11 横長

A85 御年貢米買次取立帳 明治 4.12 与頭弥五郎 横長

A85 御年貢米并買次取立帳 慶応元.10 菅村組頭弥五郎 横長

A85 三ケ村当麦諸取立物割賦根帖 文政11. 6 横長

A85 〔大山田村人別算用帖〕 巳 横長

A85 年分村夫役人別覚帳　大山田村 明治 2.11. 2 正米行司勇治郎 横長

A85 買次米代算用帳　大山田村 横長

A86 〔御年貢人別算用帖〕目録　明治五年分 明治 6. 3 用係後藤群右衛門 横長

A86 〔御年貢人別算用帖〕 広川百太郎・内海外蔵 横長

A86 租税人別下札算用帖　第十大区十小区国
守村

明治 6 横長

A86 江田村貢租人別下札計算帖　明治七年分 明治 8. 1 戸長広川百太郎他 横長

A86 当御年貢米買次米代共仕出し　前組 元治元.12 横長

A86 御免割目録　菅村 明治 3 横半

A87 御年貢御蔵払米後付　菅村 文化元. 9 庄屋定次郎 横半

A87 菅村御年貢御蔵払米後附 文化 6. 9 庄屋定次郎 横半

A87 三ケ村御年貢御蔵払米後附帳　菅村・木
梨山方村・三郎丸村

天保 6. 9～ 各村庄屋・組頭共→佐々木守人
他

横半

A87 三ケ村御年貢御蔵払米後附帖　菅村・木
梨山方村・三郎丸村

天保 7.10～ 各村庄屋太→佐々木守人他 横半

A87 三ケ村御年貢御蔵払米後附帖　菅村・木
梨山方村・三郎丸村

天保 8.10～ 各村庄屋・組頭共→佐々木守人
他

横半

A87 当御年貢買次米代銀請取根帖　御調郡菅
村・木梨山方村・三郎丸村・菅山方村

天保 9. 9～ 横半

A87 当御年貢御蔵払米後附帖　御調郡菅村・
木梨山方村・三郎丸村・菅山方村

天保 9. 9～ 各村庄屋他村役人共→佐々木守
人他

横半

A87 当御年貢買次米代銀請取根帖　御調郡菅
村・木梨山方村・三郎丸村・菅山方村

天保10. 9～ 横半

A87 当御年貢御蔵払米後附帖　御調郡菅村・
木梨山方村・三郎丸村・菅山方村

天保10. 9～ 各村庄屋他村役人共→佐々木守
人他

横半

A87 お年貢御蔵払米後附・買次米代諸取根帖
　御調郡菅村組

天保11. 9～ 各村庄屋他村役人共 横半

A87 お年貢御蔵払米後附・買次米代諸取根帖
　御調郡菅村組

天保12. 9～ 各村庄屋他村役人共 横半

A87 お年貢御蔵払米後附・買次米代諸取根簿
　御調郡菅村組

天保13. 9～ 各村庄屋他村役人共 横半

A88 お年貢御蔵払米後附・買次米代諸取根帖
　御調郡菅村組（4冊）

天保14～弘化 2・弘化 4 各村庄屋他村役人共→今村文之
助他

横半
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A88 仁野村御年貢米御蔵払根帖 弘化 4. 9 庄屋群蔵他→御両所 横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村 嘉永 6・嘉永 7 庄屋清三郎他→小幡多蔵他 横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・木
梨山方村

安政 2.11.24 庄屋清三郎・両村組頭→花房清
之丞他

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

安政 3.10 庄屋清三郎他各村組頭→小幡多
蔵他

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

安政 4.10 庄屋清三郎他各村組頭→小幡多
蔵他

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖 安政 5.12 庄屋清三郎他村役人 横半

A88 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 安政 5.12 庄屋他村役人共 横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

安政 5.11.24 庄屋清三郎他各村組頭共→小幡
多蔵他

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

安政 6 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

万延元.11.28 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

文久元.12.10 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

文久 2.11.20 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

文久 3.11.29 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A88 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・同
山方村・中原村

元治元.11. 9 庄屋清三郎・各村与頭共→小幡
多蔵

横半

A89 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡御蔵入菅
村組（1袋〈4冊〉）

慶応元～明治元 里正清三郎 袋

A89 ◦御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・
菅山方村・仁野村

慶応元. 9 庄屋清三郎・各村組頭共→植木
直次郎

横半

A89 ◦御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・
菅山方村・仁野村

慶応 2.12. 7 庄屋清三郎・各村組頭共→植木
直次郎

横半

A89 ◦御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・
菅山方村・仁野村

慶応 4.12.10 庄屋清三郎・各村組頭共→植木
直次郎他

横半

A89 ◦御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・
菅山方村・仁野村

慶応 3.12.11 庄屋清三郎・各村組頭共→植木
直次郎

横半

A89 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・菅
山方村・仁野村

明治 2.12. 9 庄屋清三郎・各村与頭共→松尾
虎蔵他

横半

A89 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・菅
山方村・仁野村

明治 3.11 庄屋内海清三郎他各村与頭共→
松尾虎蔵他

横半

A89 御年貢米御蔵払勘定帖　御調郡菅村・白
太村

明治 4 庄屋内海清三郎他 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割　御調郡木梨
山方村

嘉永 3.12 当分庄屋権助他村役人 横半

A89 御調郡木梨山方村御年貢米払上扣 文化 9. 9 庄屋庄平他→小島半蔵他 横半

A89 御年貢米御蔵払控帳　仁野村 元治元.10 庄屋仲右衛門他 横半

A89 御調郡白太村御年貢米勘定帖扣 明治 3.11 当分庄屋清水常三郎他→御蔵 横半

A89 御年貢米御倉払扣　御調郡大山田村 明治 3. 9 庄屋内海清三郎他→松尾虎蔵他 横半

A89 御年貢米取立帳 慶応元.12 仁ノ村組頭甚十郎 横長

A89 □附紙卅六枚 里正権□ 横長
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A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅村　扣

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅村

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 用水溝掘上ケ夫・往来道橋損所取繕夫・
御年貢米払上ケ夫・御刎米直し夫・村内
小遣ひ夫小帖　御調郡菅村

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入役銀払
小帖　御調郡菅村

天保11.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢御蔵払米諸入用欠割目録　御調郡
菅村

天保11.12 庄屋他村役人共 横半

A89 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 天保11.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御免割之内正月 極月迄諸入用銀払帖　
御調郡菅村

安政 2.12 庄屋清三郎他村役人 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割帖　御調郡菅
村

安政 2.12 庄屋清三郎他村役人 横半

A89 村方諸入用夫役小帖　御調郡菅村 安政 2.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡菅山方村　扣

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
菅山方村

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 諸入用役之内用水溝掘上ケ夫・道橋損所
取繕夫・所々取繕夫・村内小遣夫小帖　
御調郡菅山方村

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀小
帖　御調郡木梨山方村　扣

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 9.12 横半

A89 御年貢米払上ケ夫・古雨池損所取繕夫・
道橋損所取繕夫・年分村方小遣ひ夫小帖
　御調郡木梨山方村

文政 9.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

嘉永 3.12 当分庄屋権助他村役人 横半

A89 御免割之内正月 極月迄村方諸入用銀払
小帖　御調郡木梨山方村

文政 8.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢米御蔵払諸入用欠割目録　御調郡
木梨山方村

文政 8.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御年貢米払上ケ夫・古雨池少々宛取繕
夫・道橋損所取繕夫・年分村方小遣夫小
帳　御調郡木梨山方村

文政 8.12 庄屋他村役人共 横半

A89 御調郡木梨山方村御年貢米御勘定帖 文化 9.11.14 庄屋庄平他→小嶋半蔵他 竪冊

A89 〔田畑畝数書上帳〕　御調郡木梨山方村 巳10 庄屋要蔵 竪冊

A89 〔田畑畝数書上帳〕　木梨山方村 戌5 庄屋儀十郎他→伴左助他 竪冊

A89 〔田畑畝数書上帳〕　菅山方村 竪冊

A90 下作書類　菅村・木梨村・大町村・平村・
白太村
※年貢算用状・下札他

文政13春 政藤屋 袋

A90 〔各村田畠高帳〕 竪冊

A90 村々出作掛不足并貸附銀年賦取立帖 天保 5 政藤屋格次郎 横長

A91 御年貢書類入　御調郡菅村
※下札・御受米渡扣・出勤夫之覚他

弘化 2.12 袋
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A91 菅村御年貢買次米受取帖 弘化 2. 9 横長

A91 御年貢方書類入　御調郡菅村
※御年貢預り通・御受米渡扣他

弘化 3冬 袋

A91 菅村御年貢米買次代受取帖 弘化 3. 9 横長

A91 菅村御年貢方書類入
※夫割・役目仕出し他

弘化 4 袋

A91 菅村御年貢米代受取根帖 弘化 4. 9 横長

A91 買次米代請取通入　菅村 申 袋

A92 菅村御年貢方書類入
※役目・御年貢米預通他

嘉永元 袋

A92 御年貢小尻差引帖　御調郡菅村 嘉永元.12 横長

A92 菅村御年貢書類入
※御受米渡扣・御年貢預通・平用夫役
勤夫書抜他

嘉永 3.12 袋

A92 嘉永三戌年夫割帖　御調郡菅村 嘉永 3 横長

A92 御年貢方書類入　御調郡菅村
※算用状・御受米渡扣・買次米代覚・
平用夫役書抜他

嘉永 4冬 袋

A92 戌冬諸割賦物根本簿 嘉永 3 菅村・木梨山方村当分庄屋権助 横長

A92 嘉永四亥年夫割状　御調郡菅村 嘉永 4 横長

A92 亥冬諸割賦物根本簿 嘉永 4 横長

A93 御年貢方仕出書類　菅・同山方・仁野村 慶応 2.12 袋

A93 諸書類并銀差出通 明治 2. 3 菅・同山方・仁野村庄屋清三郎
→郡用所

横半

A93 野山伐取方諸入用割賦惣面割ニ取付申候
〔書付〕

横長

A93 御年貢米買次取立帳 明治 2.11. 5 菅村与頭弥五郎 横長

A93 御年貢御蔵米代取立覚帳 明治 2.12 文四郎 横長

A93 年分村諸入用仕出帳 明治 2.12 庄三郎 横長

A93 御年貢米取立仕出帳 明治 2.12 横長

A93 御年貢米買次取立帳 慶応 2.11 横長

A93 広嶋表へ鉄砲方夫方無御用ニ付出可遣候
仕出し之覚

慶応 2.12 横長

A94 御年貢方書類入 慶応 3.11 袋

A94 慶応三年卯極月割賦帖　菅村 慶応 3.12 横長

A94 買次銀人別仕出し帳 慶応 3.12 仁野村与頭甚十郎 横長

A94 慶応三年卯極月御年貢仕出帳 慶応 3.12 横長

A94 当年中村方役目覚帳 慶応 3.12.14 御調郡菅山方村後山方年行司行
当常右衛門

横長

A94 年分村諸入用取替之仕出し 慶応 3.12 庄三郎 横長

A94 御年貢米人別仕出し 慶応 3.12 仁野村与頭甚十郎 横長

A94 御年貢米買次取立帳 慶応 3.11 菅村与頭弥五郎 横長

A94 買次米代受取通 慶応 3.10 割庄屋成右衛門→菅・菅山方・
仁野村庄屋清三郎

一紙

A94 御年貢米預り通 慶応 3.10 庄屋庄平他→菅村庄屋 一紙
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A94 御年貢方書類
※算用状・郡割下札・御年貢預り通他

明治 2.12 庄屋清三郎 袋

A94 山論差縺一件御諸入用仕出帖 安政 5. 4 横長

A95 夏上納限・同郡割書類入　菅村・三郎丸
村・仁野村（1袋〈20通〉）

嘉永 2夏 袋

A95 夏郡割郡夫下札・同割符取立帖扣・同諸
上納割賦扣・郡夫仕出扣

嘉永 5. 6 袋

A95 亥四月ヨリ子三月迄郡夫仕出帖　扣　御
調郡菅村木梨山方村

嘉永 5. 4 庄屋格五郎 横半

A95 子歳夏壱歩米割賦　木梨山方村 嘉永 5. 6. 4 庄屋→組頭 横長

A95 子年夏壱歩米割賦　菅村 横長

A95 江戸表御積登御囲籾村々江被仰付去冬暮
上納仕御年貢立継方ニ而失却取計方御尋
ニ付仕捌仕出扣

安政 3 菅村・木梨山方村庄屋清三郎 袋

A95 去冬江戸表御積廻御用籾御割賦前諸失費
取計方御尋ニ付書出帖　菅村

安政 3. 2 庄屋清三郎他→割庄屋理兵衛 横半

A95 去冬江戸表御積廻御用籾御割賦前諸失費
取計方御尋ニ付書出帖　木梨山方村

安政 3. 2 庄屋清三郎他→割庄屋石井九右
衛門

横半

A95 去冬江戸表御廻御用籾御割賦前諸失費取
計方御尋ニ付書出帖　菅村・木梨山方村
　ひかへ

安政 3. 2 庄屋清三郎他→石井九右衛門 横半

A95 御年貢米俵形入実念入相納諸郡一統御改
正俵縄編方被仰付候処出精志宜上納仕候
ニ付為御褒美御銀被下被遣人別配当帖

安政 6. 7 菅・同山方・中原村庄屋清三郎 袋

A95 ◦御年貢米仕立方俵形薦編方入実等念入
上納相励志宜ニ付御褒美として被下之
銀　菅村・同山方村・中原村

安政 6. 7 横長

A95 殿様初向之御入国被為在依而寸志米為冥
加指上候者書抜在中　菅村・同山方村・
中原村

安政 6.10 袋

A95 殿様御入国御祝寸志上納人別帖　御調郡
菅村・菅山方村・中原村　ひかへ

安政 6.10 三ヵ村清三郎・各村与頭共 横長

A95 寸志米人別之控 安政 6.10 横長

A95 御年貢方出精ニ付御褒美被為下候ニ付人
別渡帳并受印帳共　菅村・菅山方村・木
梨山方村

文化14 袋

A95 ◦御年貢方出精近年早皆済ニ至依之御褒
美被為下候人別江渡帳　木梨山方村

文化14. 9 横長

A95 ◦御年貢方出精近年早皆済ニ而依之御褒
美被為下人別江渡帳　菅山方村

文化14.10 横長

A95 ◦御年貢方出精近年早皆済ニ至依之御褒
美被為下人別江渡帳　菅村

文化14. 9 横長

A96 御年貢方書類入　三郎丸村
※買次米代受取通他

天保14 袋

A96 卯村役目覚帖 天保14.11.18 与頭元蔵→庄屋豊次郎 横長

A96 卯村取替米覚帖 天保14 与頭元蔵他→庄屋豊次郎 横長

A96 卯村御年貢米仕出し 天保14.12. 3 組頭元蔵→庄屋豊次郎 横長

A96 御年貢方書類入　御調郡三郎丸村 弘化 2.12 袋

A96 巳年井手木覚 弘化 2.12. 6 横長

A96 巳村取替辻 弘化 2.12 与頭元蔵→庄屋豊次郎 横長
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A96 巳村役目寄帖 弘化 2.12 横長

A96 巳年貢人別仕出シ覚 弘化 2 横長

A96 御年貢方書類入　御調郡三郎丸村 弘化 3冬 袋

A96 午年中村役目帖 弘化 3.11 与頭元蔵→庄屋定太郎 横長

A96 村々替米書出し帖 弘化 3 横長

A96 井手木竹代なわ代共ニ 弘化 3.11 組頭元蔵→庄屋定太郎 横長

A96 午御年貢米人別書出シ帖 弘化 3.11 横長

A96 三郎丸村御年貢方書類入
※買次米代受取通他

弘化 4.12 袋

A96 御年貢米并買次米代書入 弘化 4 与頭元蔵→庄屋定太郎 横長

A96 村役目人別帖　三郎丸村 弘化 4 横長

A96 夫村取替覚帖　三郎丸村 弘化 4 組頭元蔵→庄屋定太郎 横長

A96 井手木并ニ竹なわ覚　三郎丸村 弘化 4 横長

A96 三郎丸村御年貢方書類入
※郡割下札・御請米渡扣・買次米代銀
受取通他

嘉永元 袋

A96 申年御年貢米并ニ買次米代取立人別書出
シ帖　三郎丸村

嘉永元 横長

A96 御年貢小尻差引帖　御調郡三郎丸村 嘉永元.12 横長

A96 村役目人別寄帖并ニ夫賃共　三郎丸村 嘉永元.12.12 横長

A96 井手木竹なわ代　三郎丸村 嘉永元. 4 横長

A97 木梨山方村御年貢書類
※御年貢買次米代銀仕出し・村方銀取
かへ覚・御蔵仕出し覚他

嘉永 3.12 袋

A97 夫役目仕出し　覚　木梨山方村 嘉永 3.12 横長

A97 御用表仕出し　覚　木梨山方村 嘉永 3.12 横長

A97 御年貢米仕出し　覚　木梨山方村 嘉永 3.12 横長

A97 御用状持賃金仕出し　覚　木梨山方村 嘉永 3.12 与頭儀兵衛 横長

A97 三郎丸村御年貢書類袋
※郡割下札

嘉永 2 袋

A97 御年貢買次米代取立 嘉永 2 横長

A97 酉年村役目書出シ帖　三郎丸村 嘉永 2.12 与頭本蔵→当分庄屋権助 横長

A97 酉年御年貢御蔵納　三郎丸村 嘉永 2.12 与頭元蔵→当分庄屋権助 横長

A97 酉年荒井手入用　三郎丸村 横長

A97 酉年村取替辻　三郎丸村 嘉永 2 与頭元蔵→当分庄屋権助 横長

A97 御年貢米書類入
※御年貢米預り通

明治 3.12 袋

A97 買次仕出 明治 3 横長

A97 御寸志米覚　仁野村 明治 3.10 横長

A97 年分村中役目仕出 明治 3.12 横長

A97 御年貢米覚　仁野村 明治 3.12 横長

A97 年分村諸入用仕出帳 明治 3.12 横長

A97 氏宮年分入用取替仕出三ヶ村割 明治 3.12 横長
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A97 御年貢小尻差引帖 嘉永 2 横半

B53 国税金収入并帳簿進達期限表〔雛形〕 一紙

村

A98 御調郡菅村・同山方村・江田村指出シ帳 元文 3. 4 庄屋政右衛門 竪冊

A98 御調郡菅村指出シ帖　菅山方村・江田村
控奥ニ有

元文 3 庄屋政右衛門他→後藤金次右衛
門

竪冊

A98 御調郡菅山方村指出帖 元文 3. 4 庄屋政右衛門 竪冊

A98 村立り実録帖　御調郡地方御蔵入菅村・
同山方村

安永 3. 7 庄屋兵衛他 横半

A98 万書留村 安永 9. 1 庄屋源八他 竪冊

A98 御調郡菅村〔指出帖〕　控 寛政 4. 2 庄屋定八郎他 竪冊

A98 御調郡菅山方村指出帳　控 寛政 4. 2 庄屋群蔵他 竪冊

A98 〔御調郡菅村指出帖〕 午2 庄屋定次郎 竪冊

A98 〔御調郡木梨山方村指出帖〕 寛政 4. 2 庄屋金蔵他 竪冊

A98 御調郡菅山方村諸品帳　扣 文化 7. 6 庄屋群右衛門他 竪冊

A98 御調郡菅村諸品帳　扣 文化 7 庄屋定次郎他 竪冊

A98 賀茂郡吉川村諸品帳 酉3 庄屋対助他 竪冊

A99 国郡志御用下しらべ帳扣入　但シ諸書類
共　御調郡菅村・同山方村・木梨山方村
（1袋〈5札〉）

文政 2. 2 袋

A99 菅山方村明細帖　扣 午9 庄屋清三郎 横半

A99 備後国御調郡菅村明細帖 明治 5. 9 御用係内海屋 竪冊

A99 備後国御調郡菅山方村明細帖 明治 5. 9 竪冊

A100 御用年志帖 享和 4 庄屋定次郎 竪冊

A100 御用年誌帳 文化 2 内海定次郎 竪冊

A100 御用年誌帖 文化 3 内海氏 竪冊

A100 御用年誌帖 文化 4 庄屋定治郎 竪冊

A100 御用年誌帖 文化 5 竪冊

A100 御用年誌帖 文化 6 庄屋内海定治郎 竪冊

A101 御用年誌帳 文化 7 庄屋内海定次郎 竪冊

A101 御用年誌帳 文化 8 庄屋内海定次郎 竪冊

A101 御用年誌帳 文化 9 庄屋内海定次郎 竪冊

A102 御用年誌帳 文化10 庄屋内海定次郎 竪冊

A102 御用年誌帖 文化11 竪冊

A102 御用年誌帳 文化12 木梨山方村・菅山方村当分庄屋
定次郎，菅村庄屋格次郎

竪冊

A103 御用年誌帳 文化13 定次郎・格次郎 竪冊

A104 御用年誌帳 文化14 定次郎・格次郎 竪冊

A104 御用年誌帳 文化15 定次郎・格次郎 竪冊

A105 御用年誌帳 文政 4 定次郎・格次郎 竪冊

A105 御用年誌帳 文政 5 菅村庄屋定右衛門，木梨山方村・
三郎丸村庄屋・菅山方村当分庄
屋格次郎

竪冊
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A106 御用年誌帖 文政 6 菅村庄屋定次郎，木梨山方村・
菅山方村庄屋・木梨村後見格次
郎

竪冊

A106 御用年誌帖 文政 7 定次郎・格次郎 竪冊

A107 御用年誌帖 文政 8 定次郎・格次郎 竪冊

A107 御用年誌帖 文政 9 定次郎・格次郎 竪冊

A108 御用年誌帳 文政10 定次郎・格次郎 竪冊

A108 御用年誌帳 文政11 定次郎・格次郎 竪冊

A109 御用年誌帳 文政12 定次郎・格次郎 竪冊

A110 御用年誌帳 文政13 定次郎・格次郎 竪冊

A111 御用年誌帳 文政14 定次郎・格次郎 竪冊

A112 御用年誌帳 天保 3 定次郎・格次郎 竪冊

A113 御用年誌帖 天保 4 定次郎・格次郎 竪冊

A113 御用年誌帳 天保 5 定次郎・格次郎 竪冊

A114 御用年誌帳 天保 7 菅村庄屋定右衛門，木梨山方・
三郎丸両村庄屋格次郎

竪冊

A115 御用年誌帳 天保 8 庄屋太蔵 横長

A115 御用年誌帖 天保 8 定右衛門・格次郎 竪冊

A116 御用年誌帖 天保 9 木梨山方村庄屋定治郎・菅村庄
屋格治郎

竪冊

A117 御用年誌帖 天保10 菅村庄屋定右衛門，木梨山方・
三郎丸・菅山方村庄屋格次郎

竪冊

A118 御用年誌帖 天保11 定右衛門・格次郎 竪冊

A119 御用年誌帖 天保12 割庄屋同格定右衛門・菅村庄屋
定太郎

竪冊

A119 御用年誌帖 天保13 割庄屋同格定右衛門・菅村庄屋
定太郎・三郎丸庄屋豊次郎

竪冊

A120 〔御用年誌帖〕 天保14 定右衛門・定太郎・豊次郎 竪冊

A121 御用年誌帖 天保15 定右衛門・定太郎・豊次郎 竪冊

A122 御用年誌帳 弘化 3 定右衛門・定太郎・豊次郎 竪冊

A122 御用年誌帖 弘化 4 割庄屋同格定右衛門，菅村・三
郎丸村庄屋定太郎

竪冊

A123 御用年誌帖 弘化 5 菅邑・三郎丸村庄屋定太郎，仁
野邑庄屋権助

竪冊

A124 御用年誌帖 嘉永 2 定右衛門・権助 竪冊

A125 御用年誌帖 嘉永 3 権助 竪冊

A126 御用年誌帖 嘉永 4 菅村庄屋定次郎，菅山方・木梨
山方村庄屋格次郎

竪冊

A127 御用年誌帖 嘉永 5 菅村庄屋・木梨山方村庄屋祐五
郎

竪冊

A127 御用年誌帖 嘉永 6 菅村庄屋清三郎光堯 竪冊

A128 御用年誌帖 嘉永 7 菅村庄屋清三郎光堯 竪冊

A129 御用年誌録 安政 2 庄屋清三郎光堯 竪冊

A130 御用年誌録 安政 3 庄屋清三郎光堯 竪冊

A131 御用年誌録 安政 4 清三郎 竪冊
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A132 御用年誌録 安政 5 清三郎堯 竪冊

A133 御用年誌録 安政 6 清三郎 竪冊

A134 御用年誌録 安政 7 菅・同山方・中原村庄屋清三郎
信賢

竪冊

A135 御用年誌録 万延 2 菅村・同山方・中原村庄屋清三
郎有賢

竪冊

A136 御用年誌帖 文久 3 清三郎有賢 竪冊

A137 御用年誌帖 文久 4 清三郎有賢 竪冊

A138 御用年誌帖 元治 2 清三郎有賢 竪冊

A139 御用年誌帖 慶応 2 清三郎有賢 竪冊

A140 御用年誌帖 慶応 3 清三郎有賢 竪冊

A141 御用年誌帖 慶応 4 竪冊

A142・
143

御用年誌帖 明治 2 菅村・同山方・仁野庄屋清三郎
有賢

竪冊

A144・
145

御用年誌帖 明治 3 竪冊

A146・
147

御用年誌帖 明治 4 菅村・同山方村・大山田村当分
庄屋内海清三郎有賢

竪冊

A148 〔御布令書〕 明治 6～17 一紙

A149 内海定太郎有亮白太村庄屋半役兼帯被仰
附御歓帖

天保15. 6 菅村政藤舎 横長

A149 当年村方役目上せ覚帳 元治 2.12. 2 常右衛門 横長

A149 〔御調郡村役人覚〕 丑11 横長

A149 村方 取替銀集メ 横長

A149 〔郡割規則之部〕 竪冊

A149 〔年貢算用ニ付〕口上之覚　菅・同山方村 酉10.11 長百姓利助他 竪冊

A149 〔年貢算用ニ付〕口上之覚 未 中原村長百姓与兵衛他→割庄屋
与三兵衛

竪冊

A149 〔年貢算用ニ付〕口上之覚 未 菅・菅山方・中原村長百姓→割
庄屋

竪冊

A149 菅山方村先庄屋群右衛門 受取諸帳面扣
帖

文化12. 6 菅山方村庄屋定次郎 横長

A149 当村諸帖面并書付類共しらへ書出帖　御
調郡菅村　扣

安政 5.10 庄屋清三郎 横半

A149 諸帖面并書付類共しらへ書出帖　御調郡
菅山村

安政 5.10 横半

A149 木梨村諸帖面後役引渡目録 安政 5. 8 小区用係高田→同渡藤九七郎→
用係内海外蔵

横長

A150 御用状送通　御調郡菅邑 弘化 5. 1～ 横半

A150 御用状送通　御調郡菅邑 嘉永 3. 4～ 横半

A150 御用状受送通　御調郡菅村 安政 2. 1～ 横半

A150 〔郡割下札綴〕 子 綴

A150 〔御貸米銀口々書抜〕 文化 4. 7 庄屋定次郎→長百姓権四郎他 横長

A151 未年諸入用割　菅村 横長

A151 年分村諸入用取引之仕出し帳 慶応元.12 与頭庄三郎 横長
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A151 福山御領芦田郡栗栖村忠左衛門変死一件
当村坂兵衛江戸表御召出しニ相成候諸入
用之内御銀出元村割坂兵衛跡割自分払仕
出帖

嘉永元. 6 庄屋権助 横長

A151 年分村方諸入用取替方仕出覚帳　菅山方
村

文久 3.11 与頭庄三郎 横長

A151 役目かきだし覚帳　菅山方村後組 行当常右衛門 横長

A151 亥年御年貢仕出 横長

A151 安永八年亥役目割　菅村 安永 8 横長

A151 申年御貸物御取立銀割賦 横長

A151 〔国守村・菅村両村山見合ニ付〕覚 午12 国守村庄屋助一郎→菅村庄屋定
次郎

袋

A151 割庄屋駅家 横長

A151 菅村夫飯米御貸銀支払根簿 天保11秋～ 庄屋定太郎 横長

A151 郡貯銀村方出銀人別寄帖　扣　御調郡三
郎丸村

天保12.12 庄屋豊次郎・組頭元蔵 横半

A151 午四月 未三月迄郡夫仕出し帖　御調郡
菅村

天明 7. 4 庄屋貞次郎 横長

A152～
155

郡割仕出扣入（1袋〈65通〉） 天保14～明治 4 袋

A156 郡割仕出・郡夫抨割帖扣（1袋〈35通〉） 嘉永 6 里正清三郎光堯 袋

A156 〔郡用出勤出月仕出〕覚 卯3 人馬役彦兵衛→菅定太郎他 一紙

A156 木梨村五三郎取引書類入（1袋〈24通〉） 文政13.12 袋

A156 夫飯米御貸銀当八月迄支払之分高割取立
根帖　御調郡菅村

天保12. 8 横長

A157 菅山方・木梨山方・三郎丸給料取引書類
（1袋〈16通〉）

天保13.12 菅村庄屋定太郎・三郎丸村庄屋
豊次郎

袋

A157 〔諸帖面引渡〕目録 子12 菅村庄屋定太郎→割庄屋延太郎 一紙

A157 権助 民蔵へ相渡候算用書写し 戌10 一紙

A157 受取書写并民蔵算用致写とも 戌10 庄屋権助 一紙

A157 戌七月権助 六右衛門殿へ遣し候算用書
写

戌7 菅村庄屋権助→三郎丸村庄屋六
右衛門

一紙

A157 戌霜月五日権助 六右衛門殿へ遣し候算
用書写

戌11. 5 菅村庄屋権助→仁野村庄屋六右
衛門

一紙

A157 〔民蔵算用写ニ付権助宛書状〕（7通） 一紙

A157 〔役用出勤ニ付〕態申遣 10.13 御調郡役所→菅村庄屋定太郎 一紙

A157 〔菅村庄屋定右衛門宛割庄屋延右衛門書
状〕（4通）

10 一紙

A157 三郎丸村・仁野村給料并諸取引書類入（1
袋〈2冊7通〉）

嘉永 2～3 袋

A157 〔清三郎へ菅村中原村庄屋兼帯〕申渡 午8.24 御牧久馬他→清三郎 一紙

A157 〔中原村・菅山方村庄屋申渡書〕（3通） 安政 3. 5. 1 →清三郎 綴

A157 巳正月中入用夫役仕出し帖　菅村　ひか
へ

明治 2. 2 横半

A157 巳正月中入用夫役仕出し帖　ひかへ　仁
野村

明治 2. 2 横半

A158 巳正月中入用夫役仕出し帖　ひかへ　菅
山方村

明治 2. 2 横半
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A158 諸飛脚人別日記覚 明治 2. 1～ 横長

A158 村方人別夫役書留帖 明治 3.12 菅村年行司甚蔵 横長

A158 九小区仁野村別割々符根帖 明治 5 仁野村惣代後藤貫平→用係後藤
群右衛門

横長

A158 諸願指令書括 明治12 竪冊

B58 御調郡各町村聯合会規則 刊

B58 〔共有金儲蓄案他議案綴〕 刊

戸口

A256 御調郡菅村家人牛馬御改帖控 享保 5. 7. 4 庄屋三郎右衛門他→牧村喜兵太
他

竪冊

A159 宗門御他領入放・村方除帖者・引越引受
住居逗留記録

天保10～安政 6 横長

A159 御調郡菅村家人牛馬御改帖　扣 享保 5. 7. 4 庄屋三郎右衛門他→牧村喜兵太
他

竪冊

A159 〔放手形控〕 安政 6～明治 4 横長

A159 〔仁野村戸数并人馬御改帖〕 明治 3他 庄屋清三郎他 竪冊

A160 広島県管轄第十大区九之小区戸籍　備後
国御調郡菅村

明治 5. 1 竪冊

A160 広島県管轄第百一区戸籍之三　備後国御
調郡菅村・菅山方村・大塔村・平木村・
仁野村合五ケ村

明治 5. 1 竪冊

A161 宗門請手形（34通） 弘化 5～明治 4 一紙

A161 宗門放手形（27通） 弘化 5～明治 4 一紙

A161 〔百姓除帖御願書付〕（20通） 一紙

A161 他国出帰しらへ書付　御調郡菅山方村 寅12 庄屋新助他→御調郡役所 一紙

A161 他国出帰書付　御調郡菅山方村 子12 当分庄屋九右衛門他→御調郡役
所

一紙

B53 某府藩県寄留表〔雛形〕 一紙

B53 某府県戸籍表〔雛形〕 一紙

B53 某府藩県戸籍表之一〔雛形〕 一紙

B53 某府藩県職分表之一〔雛形〕 一紙

治安

A162 野非人共相示心得方御受書附 文政 5. 5. 2 □□村かわた二助→当分庄屋格
次郎他

一紙

A162 〔籾くす米代等草案致候一件ニ付〕口上
之覚（2通）

文化12. 7 菅山方村長百姓粂八他→庄屋定
次郎

一紙

A162 〔武一騒動一件〕（15通） 明治 4. 8～9 一紙

A162 〔大塩平八郎一件誓約メ〕 天保 9. 9 竪冊

A162 備中倉敷騒動之書 慶応 2. 5 竪冊

A162 頭書〔長崎蘭人シイホウル風説書〕 丑3 横長

A162 公証御猶予願 明治16. 6.19 芦田郡府中市村松本吉太郎代人
宮本孫介→御調郡大塔村戸長役
場

竪冊

A163 金五郎一件御しらへニ付万覚并□村革田
長八・熊助御問尋ニ付入用

享和 3. 1.10～ 菅村庄屋定次郎 横半

A163 御調郡菅村友平・金五郎盗賊相働候一件
御吟味御問答帖　革田分奥ニ有

享和 3. 2 竪冊
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A163 □村・欠ケ原村・□村革田熊助・長八・
宮次郎・長太郎御問答帖写

享和 3. 2 竪冊

A163 当村盗賊金五郎・友平御吟味被為仰付候
一件九月 後諸入用帖　御調郡菅村控

享和 3.11 庄屋定次郎他→御調郡役所 横半

A163 百姓孫右衛門江当野荒仕候一件ニ付万覚
帳　菅村

文政13. 5 横半

A163 〔百姓孫右衛門江当野荒仕候一件ニ付万
聞約メ帳〕

文政13. 6 竪冊

A163 菅村野荒一件御吟味口書　扣 文政13. 7 出役向嶋東村庄屋和十郎→御出
張久保直之助

竪冊

A163 菅村金五郎一件万覚帖 享和 3. 1 庄屋定次郎 横半

A164 菅村百姓九助・勘蔵・新平菅山方村初五
郎野荒仕候一件御吟味中諸入用平闥建り
入牢入用仕出し帖　御調郡菅村・菅山方
村

天保 2. 3 菅村庄屋定次郎・菅山方村庄屋
格次郎他→御調郡役所

横半

A164 菅村百姓九助・勘蔵・新平菅山方村初五
郎野荒仕候一件始末役人出飯仕出し帖　
御調郡菅村・菅山方村（3冊）

天保 2. 3 菅村庄屋定次郎・菅山方村庄屋
格次郎他→御調郡役所

横半

A164 菅村野荒シ一件諸入用銀御免許前取立扣
帖　菅村

天保 3. 6 横長

A164 菅村野荒シ一件諸入用銀御免許取分ケ割
賦根

横長

A164 菅村野荒シ一件書五郎懸り合諸入用銀御
免許前取立扣帖　菅山方村

天保 3 横長

A164 野山盗苅致居候市原村のものを見咎め
取逃し候一件書類　御調郡菅村（1袋〈4
通〉）

弘化 2. 6 菅村庄屋定太郎→市原村庄屋万
太郎

袋

A165 梶山田村雨池ニおゐて向嶋東村除帖次三
郎ヲ木梨山方村百姓与三兵衛平麻右衛門
手伝ニ而殺害仕其外博奕掛り合等一件御
問尋書類入（1袋〈95通〉）

文化12. 5 本役割庄屋代栗原村庄屋平右衛
門・吉和村庄屋儀三郎

袋

A166 〔当村百姓与三兵衛・麻右衛門向嶋東村
除帖次三郎ヲ殺害仕両人之者入牢諸入用
一巻〕（一括〈6冊1綴25通〉）

文化12. 5 括

A167 梶山田村雨池におゐて向嶋東村除帳次三
郎ヲ木梨山方村百姓与三兵衛・麻右衛門
殺害仕并奕災掛り合等御吟味書類入（1
袋〈8冊14通〉）

文化12. 5 出役割庄屋栗原村庄屋平右衛
門・吉和村庄屋儀三郎

袋

A167 御調郡向嶋東村除帖次三郎梶山田村雨池
ニ而変死仕罷在候処木梨山方村百姓与三
郎・麻右衛門殺害仕御問答書他（1包〈11
冊2通〉）

文政12 包

A168 当村百姓与三兵衛・麻右衛門向嶋東村除
帖次三郎ヲ殺害仕候一件書類入（1袋〈13
冊17通〉）

文化12. 5～文化13.12 木梨山方村庄屋定太郎・組頭藤
次郎

袋

A170 〔仁野村社倉麦同村七蔵盗ミ三郎丸村百
姓多三郎并才蔵買受候ニ付両人〕口上書

天保 9.閏4. 2 三郎丸村百姓多三郎他→社倉主
役庄屋格次郎他

一紙

A170 〔木梨山方村貞平雑穀類抜買仕候一件ニ
付〕口上書

天保 8. 8.15 木梨山方村行実組貞平→庄屋格
次郎他

一紙

A170 □□村革田尾道町茶屋女与馴合并同村盗
賊団平・国守村百姓甚兵衛等御吟味中出
勤日記

天保 4. 2 社倉主役格次郎 横半

A170 木梨村・今田村之者共甲山町ニ而牢舎被
為仰付諸入用仕出帖　御調郡木梨村・今
田村

文政 3.11 木梨村庄屋和助・今田村庄屋助
四郎他

横半
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A170 〔木梨山方村百姓乙兵衛并熊次社倉麦御
蔵出之節心得違仕り乙兵衛父藤右衛門・
熊次父平六〕口上之覚（2通）

文化12. 1 百姓藤右衛門他→庄屋定次郎他 一紙

A169 菅村周助方江這入候盗賊召捕御吟味相備
申候一件始末役人共出飯米仕出帖

天保 5. 6 大蔵村当分庄屋九蔵・菅村庄屋
定次郎他→御調郡役所

横半

A169 菅村長百姓周助方ニ而相働候盗賊召捕方
手配御吟味入牢中共一件始末諸入用仕出
帳　御調郡菅村・大蔵村

天保 5. 6 大蔵村当分庄屋九蔵・菅村庄屋
定次郎他→御調郡役所

横半

A169 長百姓周助土蔵江盗賊這入着類盗取盗賊
召捕候一件（1袋〈6冊36通〉）

天保 4.11 袋

A169 木梨山方村百姓与三兵衛・麻右衛門御片
付被仰付候刻書類入　場所絵図并革田居
候行列付（1袋〈10通〉）

文化13.12 袋

A170 当村百姓吟右衛門盗業相働候一件御吟味
御願書付　ひかへ　御調郡菅村（2通）

慶応 4.閏4 庄屋清三郎他→御調郡役所 一紙

A170 菅村百姓吟右衛門伜勘次郎盗業立働候ニ
付懸リ合富右衛門共御吟味入牢囲留中諸
入用仕出帖　御調郡菅村

明治元.12 横長

A170 当村百姓吟右衛門并伜勘次郎盗業立働候
ニ付懸リ合富右衛門共御吟味被為在入牢
囲留中諸入用仕出し帖　御調郡菅村（2
冊）

明治 2. 2 庄屋清三郎他→御調郡役所 横長

A170 当村百姓吟右衛門并伜勘次郎盗業立働候
ニ付懸リ合富右衛門共御吟味被為在入牢
囲留中諸入用仕出し帖　ひかへ　御調郡
菅村

明治 2. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 横長

A170 本村於円龍寺喧嘩一件ニ付所々飛脚賃并
御吟味中諸入用仕出し帖　御調郡本村・
菅村

文政 9.12 本村庄屋与兵衛・菅村庄屋定次
郎他

横長

A171 御調郡菅村ニ而博奕取扱候者共吟味問答
帖　扣

享和 2. 9 竪冊

A171 賀茂郡楢原村木挽太蔵儀当村百姓小兵衛
腰林松木買取候所於細工小屋博奕取扱候
一件御しらへニ付万覚書

享和 2. 9.5～ 菅村庄屋定次郎 横半

A171 賀茂郡楢原村木挽太蔵菅村江出掛居小屋
ニ而博奕取扱候一件懸り合之者共御吟味
被為仰付候一件諸入用帳　御調郡菅村

享和 3. 5 菅村・大蔵村・白太村庄屋他→
御調郡役所

横半

A171 賀茂郡楢原村木挽太蔵菅村江出掛居小屋
ニ而博奕取扱候一件御吟味之刻出役人共
村役人出勤出飯米小帖　御調郡菅村（2
冊）

享和 3. 5 菅村庄屋定次郎他 横半

A171 当村儀八於菅村博奕取扱仕候一件御しら
べニ相成村役人出勤出飯米小帖　御調郡
白太村

享和 3. 5 庄屋作十郎他→御調郡役所 横半

A171 当村弥三郎於菅村博奕取扱候一件ニ付御
吟味之刻村役人出飯米小帖　御調郡大蔵
村

享和 3. 5 大蔵村庄屋幾平 横半

A171 □村之者篠根村におゐて博奕取扱候一件
書類入　御調郡三郎丸村（1袋〈1冊14
通〉）

天保 8. 7 袋

A171 三郎丸才蔵宅ニ而博奕取扱候一件書類袋
（1袋〈1綴7通〉）

天保 9 菅村庄屋格次郎 袋

A172 〔菅村百姓ふみ・すま・由良蔵難渋ニ付他
所において渡世仕度御願〕口上之覚

天保 8. 4 菅村百姓太七跡ふみ他→庄屋定
右衛門他

一紙

A172 大塔村百姓勘五郎福山御領府中市村ニ而
変死一件万書留

文政 8.12 出役菅山方村庄屋格次郎 横半
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A172 大塔村百姓勘五郎福山御領府中市村ニ而
変死一件出勤出飯米木賃仕出帳

文政 9. 2 割庄屋代菅山方村庄屋格次郎 横半

A172 〔菅山方村百姓亀吉之娘ます作州におい
て病死候一件ニ付〕口上書（2通）

天保10. 2.11 菅山方村亀吉他 一紙

A172 福山御領芦田郡栗栖村忠左衛門変死一件
ニ附掛り合之者御吟味之節問答帖并口上
書共扣

天保15. 6 僧殿村当分庄屋権四郎 竪冊

A172 福山御領芦田郡栗栖村忠左衛門変死懸り
合一件諸〔入用之内〕村割坂兵衛跡割被
為仰付候分元利算用〔抄〕

嘉永元. 6 横長

A172 福山御領芦田郡栗栖村忠左衛門変死一件
諸入用之内村割坂兵衛跡割銘々払御免割
仕出帖　仁野村〔抄〕

嘉永元. 6 横長

A172 栗栖村忠左衛門変死一件諸入用之内出銀
〔抄〕

嘉永元. 7 横長

A172 〔栗栖村忠左衛門変死一件諸入用〕覚　
仁野村

嘉永元.11 庄屋権助他→御調郡役所 一紙

A172 福山御領芦田郡栗栖村忠左衛門変死懸り
合一件諸入用銀之内坂兵衛跡親類割被為
仰付候分元利算用帖　御調郡仁野村

嘉永元.12 庄屋権助・組頭甚十郎 横長

A173 病人口上書 亥7 三谿郡高杉村百姓乙平 一紙

A173 菅村百姓友平訴状指〔出し〕右御しらべ
寅三月十二日 始り同廿三日迄ニ御しら
べ相極り右之間諸類入（1袋〈1冊14通〉）

寛政 6. 3 庄屋定次郎 袋

A173 三郎丸村太三郎府中市甲山屋利三郎・鞆
屋太兵衛銀子取引差縺一条駈引並御吟味
中日記

天保13. 2～ 庄屋豊次郎 横半

A173 三郎丸太三郎府中市甲山屋利三郎・鞆屋
理兵衛銀子取引差縺一条書類（1袋〈35
通〉）

天保13 庄屋豊次郎 袋

A174 御糺ニ付御答書　写 芦田郡府中市村鞆屋利兵衛 竪冊

A174 〔三郎丸村太三郎一件ニ付〕口上之覚　
役人共之分

天保14. 3 庄屋豊次郎他→奥村柳蔵他 竪冊

A174 〔三郎丸村太三郎一件ニ付〕口上之覚 天保14. 3 三郎丸村百姓太三郎他→奥村柳
蔵他

竪冊

A174 相手府中市村鞆屋利兵衛 差出候訴状之
写

天保13.11 府中市村庄屋加左衛門他 竪冊

A174 〔三郎丸村太三郎一件ニ付出飯米〕覚 天保14. 3 四三郎→奥村柳蔵 綴

A174 〔三郎丸村太三郎一件御吟味ニ付出飯米
覚帳〕

天保14～15 横半

A174 三郎丸村太三郎一条ニ付万覚 天保14 横長

A174 三郎丸村太三郎福山領芦田郡府中市村鞆
屋利兵衛・甲山屋利三郎与銀談差縺一件
始末諸入用取約メ帖

天保15. 7 庄屋豊次郎 横長

A174 三郎丸村太三郎銀談縺一件出日付込帖 弘化 2. 5 庄屋豊次郎他 横半

A174 三郎丸村百姓太三郎府中市鞆屋太兵衛・
甲山屋利三郎と銀談差縺一件取噯出勤中
出日仕出帳

弘化 2. 5 欠ケ原村庄屋権四郎 横半

A174 三郎丸村太三郎府中市銀談差縺一件駈引
出勤出日仕出し帳

弘化 2. 5 哲之助 横半

A174 当村百姓太三郎府中市□□銀談差縺相成
先方 銀主代人罷越シ受引仕候より御吟
味御裁許迄始末諸入用仕出帳

弘化 2. 5 三郎丸村庄屋豊次郎 横半
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A174 百姓太三郎府中市鞆屋理助・甲山屋利三
郎と銀談差縺一件始末出日仕出帳

弘化 2. 5 庄屋豊次郎 横半

A175 御吟味之節出役差縺事取噯ひ出勤之覚 文化10～天保 3 菅村庄屋格次郎 横半

A175 当村前迫組高持百姓之内血講省キ指縺一
件御吟味中諸入用并往来村方ニ而入用仕
出し帳　御調郡菅山方村　本扣

文化14.11 庄屋定次郎他→御調郡役所 横半

A175 菅山方村百姓馬持之もの差縺一件入用書
留帳

文化14 横半

A175 〔菅山方村前迫組馬持百姓之内血講省キ
差縺一件ニ付御番組様方へ之書面〕

文化14 一紙

A175 当村百所新五郎御直訴一件他村役人出飯
米仕出し帖　御調郡菅村　ひかへ

文政 5. 5 庄屋定次郎他→御調郡役所 横半

A175 当村百姓新五郎起高之儀ニ付心得違一件
諸入用仕出し帖　御調郡菅村

文政 5.10 横半

A175 村方植吉右ヲ相手取拒障一件書留 文政12. 8 横半

A175 菅山方村行当・湯船両組作物虫送方并踊
太鼓行列縺越訴一件御吟味ニ付御問尋書
写并口上書扣共

天保 5. 8 菅山方村庄屋格次郎他→奥本正
平他

竪冊

A175 御吟味諸雑費書留記 横長

A175 作兵衛并次郎三郎与新五郎・徳三郎・善
右衛門差縺一件済口書類入（1袋〈1冊26
通〉）

文化 4. 7 袋

A175 阪兵衛一件入用割賦取立帖 嘉永 2. 9 横長

A176 菅山方村百姓多郎御直訴一件願下内済取
計書類入（1袋〈11通〉）

文化12. 8 袋

A176 〔菅山方村忠蔵・同村源蔵江悪口仕切り
一件ニ付〕口上之覚

文化14 忠蔵 一紙

A176 〔妙現山入札払落札致シ右伐株売払之儀
争論ニ相成ニ付〕口上之覚

文政 2. 9 菅村百姓政右衛門→庄屋定次郎
他

一紙

A176 〔文政六未十二月廿九日菅山方村百姓吉
兵衛勘定所江直訴仕候処帰村被仰付罷帰
始末書類〕（1括〈1冊9通〉）

文政 6.12～文政 7. 1 括

A176 〔玉屋兼松・高麗橋一丁目播磨屋九兵衛
借請候書絵懸物ヲ差戻不申ニ付〕口上

書

文政 8. 3 大坂内平野町油屋弥三郎 一紙

A176 文政九戌年宇津戸・綾目村御吟味入用銀
取替証文并受引書類袋（1袋〈14通〉）

天保 4 政藤屋格次郎 袋

A176 〔菅村百姓与茂八切出材木差縺一件落着
ニ付口上書〕

弘化 2. 4 菅村百姓吟助→大蔵村庄屋六右
衛門他

一紙

A176 〔菅山方村百姓次右衛門と京蔵山境目之
木及潰百姓勘助跡之義ニ付差縺一件済
口〕口上之覚（2通）

子4 菅山方村長百姓次右衛門→割庄
屋同格毛右衛門他

一紙

A176 〔菅山方村勇蔵之聟忠蔵・勇蔵之娘と離
縁致候事并頼母子懸送銀差縺一件済口〕
口上之覚

申8 菅山方村百姓勇蔵→出役社倉主
役格次郎他

一紙

A176 〔菅山方村百姓次右衛門・京蔵相持腰林
境目之木并苅草支配方差縺一件ニ付〕口
上書

申8 菅山方村百姓次右衛門他→出役
社倉組頭格次郎他

一紙

A177 唐物掛り合後地村立神屋与兵衛大坂表御
呼登せニ相成同村役人代ニ罷登逗留中書
類袋

文化 8. 4～8 後地村役人代源次郎 袋

A178 菅村・菅山方村御吟味入用仕出し帖〔他
一括〕（1冊12通）

安政 4.12 御屋敷番惣八 括
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A178 〔御吟味ニ付諸入用覚〕（7通） 一紙

A178 牢入用割賦帖 横長

A178 〔先庄屋太蔵御直訴一件吟味ニ付〕頭書 天保10. 4. 2 菅山方村当分庄屋格次郎→割庄
屋九右衛門

一紙

A178 先庄屋太蔵御直訴一件御吟味伝八御吟味
屋敷江御呼出被仰付出府日記

天保10. 4 菅山方村当分庄屋格次郎 横半

A178 〔太蔵御直訴一件ニ付〕口演 天保10. 4 格次郎→儀助 一紙

A178 〔太蔵御直訴一件ニ付〕口演 天保11. 2 菅山方村当分庄屋格次郎→惣百
姓人別

横長

A179 〔菅山方村組頭喜代蔵手元算用方致疑念
拒障候一件ニ付〕口上書

嘉永 3. 3 菅山方村前組百姓惣代兵蔵他 一紙

A179 〔菅山方村組頭喜代蔵手元算用方致疑念
拒障候一件ニ付〕口上書

嘉永 3. 3 喜代蔵 一紙

A179 〔当村医師元立村方取引疑念其外拒障申
立一件御吟味願〕覚

慶応 4.閏4 庄屋清三郎他→御調郡役所 一紙

A179 当村医師元立義村方取引疑念其外拒障申
立一件御吟味御願書付　ひかへ　御調郡
仁野村

慶応 4.閏4 庄屋清三郎他→御調郡役所 一紙

A179 当村医師元立拒障ニ付懸り合共御吟味中
諸入用仕出し帖　仁野村

明治 2. 2 庄屋清三郎他 横長

A179 〔菅山方村玉右衛門・伝右衛門山境縺済〕
口上之覚

天保 5. 3 菅山方村庄屋玉右衛門他→河南
村庄屋六右衛門他

一紙

A179 〔菅山方村与七・同末松山境縺済口〕口
上之覚（2通）

天保 5. 3 与七・末松他→河南村庄屋六右
衛門他村役人共

一紙

A179 〔菅村百姓勘十郎・吟右衛門・与十郎山
境争論一件ニ付〕口上之覚（4通）

文化13. 8 勘十郎他→三郎丸庄屋雅右衛門
他

一紙

A179 〔菅村新蔵・藤蔵・喜右衛門持分之草山
受引方ニ付菅山百姓廿八人之者と差縺レ
一件〕口上之覚

弘化 4.12 菅村草山掛り受の者28人他→
庄屋定太郎他

一紙

A179 〔菅村喜太郎持分之草山受引方差縺レ一
件決着ニ付〕口上之覚

嘉永 4. 4 菅村与兵衛他→庄屋権助他 一紙

A179 〔菅山方村百姓喜代蔵・白太村松之助と
山代取引差縺一件ニ付〕口上之覚

慶応 4.閏4 菅山方村百姓喜代蔵他→出役花
尻村庄屋五助他

一紙

A179 〔菅村新蔵腰林菅山方村へ買受根伐取掛
候趣ニ付差縺一件〕口上書　菅村百姓

卯7 菅村百姓幸蔵他→庄屋定次郎・
菅山方村庄屋格次郎他

一紙

A179 〔親類谷兵衛山買戻シ之義差縺一件決着
ニ付〕口上之覚（2通）

辰4.14 菅山方村百姓小兵衛他→割庄屋
九右衛門他

一紙

A179 〔菅村より梶山田村枝組野山建山之境筋
ニ而小松伐取差縺一件決着ニ付〕口上書

巳8 菅村竹七他→庄屋定次郎他 一紙

A179 〔菅山方村百姓金兵衛と同村玉右衛門潰
所之草苅方指縺一件済口〕口上之覚

文化13.閏8 菅山方村百姓金兵衛→村方役場 一紙

A179 〔久松ヲ打擲仕候一件ニ付〕口上書（2通） 文政 6. 7 菅山方村茂右衛門他・同村百姓
久松→庄屋格次郎他

一紙

A179 〔菅山方村勘蔵ら組合長百姓金十郎姪於
紋之縁談ニ再シ悪作相働き候一件御約メ
ニ付〕口上之覚

天保 9. 9 菅山方村百姓勘蔵他→当分庄屋
格次郎

一紙

A179 〔去年年貢小尻不足一件済口〕口上之覚 文化14. 2 菅村百姓新五郎他→庄屋格次郎 一紙

A179 〔年貢上納之義ニ付差縺一件済口〕口上
之覚

申10 菅村庄屋太吉→割庄屋九右衛門 一紙

A179 〔戌年年貢買次米代出銀方間違一件ニ付〕
口上之覚

亥12.16 菅山方村甚七→当分庄屋格次郎
他

一紙
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A179 〔養子兵蔵相撲ニ而作二ニ怪我させ隣家
之者と指縺ニ付〕口上覚

文政 9. 7 菅山方村百姓甚右衛門他→割庄
屋格延右衛門他村役人共

一紙

A179 〔兵蔵相撲一件等ニ付御尋向之趣〕口上
之覚

文政 9. 7 一紙

A179 〔菅山方村百姓兵兵衛持分大坪田地境亀
吉と拒障出来ニ付〕口上之覚（2通）

文政 9. 7 菅山方村百姓兵兵衛・亀吉 一紙

A179 〔木梨山方村百姓忠右衛門と同権三郎田
地指縺済口ニ付〕口上之覚

天保 6. 3 木梨山方村忠右衛門他→庄屋格
次郎他村役人共

一紙

A180 〔菅山方村行当組嘉兵衛・勘助兄弟潰跡
残地ニ付差縺一件〕口上之覚（3通）

申8 菅山方村行当組百姓次右衛門他
→社倉主役菅村格次郎他

一紙

A180 〔増五郎 借銀之節質入之黒瀬中新開畠
指縺一件ニ付〕口上之覚（2通）

戌4.16 菅山方村湯船組百姓増五郎他→
市村庄屋四三郎他

一紙

A180 〔親類文四郎病死跡与右衛門と指縺ニ付〕
口上之覚

文政 7. 3 菅山方村百姓藤七 一紙

A180 〔親類文四郎病死跡与右衛門と差縺一件
ニ付〕口上之覚

文政 9. 8 百姓藤七→割庄屋同格九蔵他 一紙

A180 〔親類文四郎跡引受ニ付銀札御引渡〕覚 文政 9. 8 菅山方村百姓勘太郎→割庄屋同
格九蔵他

一紙

A180 〔平蔵跡仕分ケ差縺レ和解ニ付〕口上之
覚

天保 8. 6 本村円龍寺内才念他→庄屋定右
衛門他

一紙

A180 〔同村七郎兵衛跡仕分ケ方差縺レ和解ニ
付〕口上書

嘉永 3. 2 菅山方村長百姓与兵衛他→出役
社倉主役群蔵他

一紙

A180 〔分家之節道具引分ケ方等差縺レ和解ニ
付〕口上之覚

辰4.14 百姓与市後家みよ他→割庄屋九
右衛門他

一紙

A180 〔同村吉平・藤七両家へ落書一件指縺ニ
付〕口上之覚（2通）

天保 9.閏4 三郎丸村百姓助次郎他→庄屋格
次郎他

一紙

A180 〔頼母子銀利送不足取引〕済口之覚 文政 5. 5 木梨村百姓新七他→当分庄屋格
次郎他

一紙

A180 〔菅山方村百姓甚右衛門支配之肥壺清八
と故障出来ニ付〕口上覚

文政 9. 7 菅山方村百姓甚右衛門→割庄屋
同格延右衛門他

一紙

A180 〔菅山方村百姓清八持地之甚右衛門肥壺
指縺一件決着仕候ニ付〕口上書

文政 9. 7 菅山方村百姓清八→割庄屋同格
延右衛門他

一紙

A180 〔木梨山方村氏宮躍り之節指縺一件済口〕
口上之覚（2通）

文政 2 木梨山方村中組長百姓徳三郎他 一紙

A180 〔屋敷建物屋禰水差縺ニ付〕口上書 天保10. 2 菅山方村長百姓十郎・同村百姓
吟右衛門

一紙

A180 〔菅山方村行当・湯船両組氏宮踊之太鼓
ニ付庄屋格次郎らと差縺一件〕口上書

天保10.12 菅山方村行当組惣代・湯船組惣
代他→豊真寺

一紙

A180 〔菅山方村友右衛門・藤三郎水行指縺一
件書類〕（1冊5通）

文化12 括

A180 〔村内庄三郎らと入作田地掛り用水井手
蹟場ニ付差縺一件〕口上書

安政 3. 4 菅山方村長百姓十助→出役社倉
主役同格六右衛門他

一紙

A180 〔水行ニ付指縺一件〕取交一札之事 安政 6. 5 当村栄次郎他→久兵衛他 一紙

A180 〔次右衛門と水行指縺ニ付〕口上之覚 申8 菅山方村行当組百姓谷右衛門→
社倉主役格次郎他

一紙

A180 〔菅山方村熊五郎と借銀返済方ニ付差縺
レ一件〕口上書

亥1 菅山方村百姓八郎右衛門他→掛
り役割庄屋幾右衛門他

一紙

A180 〔菅山方村十蔵より隣家清蔵妻へ押付之
不義仕掛ケ候一件ニ付〕口上之覚（2通）

子12. 1 十蔵・清蔵他→割庄屋・当分庄
屋九右衛門他

一紙

A180 〔不図他出仕り家内大ニ騒動仕候ニ付〕口
上之覚

文政 2. 7.26 菅山方村格蔵他→庄屋格次郎他 一紙
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A180 〔菅山方村十人頭以下八名之者御吟味筋
ニ付〕態申遣ス

役所→庄屋定次郎他 一紙

A180 〔菅山方村金兵衛養家離縁指縺ニ相成書
類入〕（14通）

文化14 括

A181 菅村百姓要蔵後家御直訴一件書類入（1
袋〈6冊16通〉）

天保 2. 7 袋

A181 〔当村百姓忠右衛門伜周蔵御直訴仕候一
件相約メ之通申上書付〕覚　菅村

天保 5. 6 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙

A181 〔菅村直蔵改名仕り要蔵跡入相続させ度
ニ付〕口上之覚

天保12.閏1.24 中原村秀次郎→菅村庄屋定太郎
他

一紙

A181 〔兵蔵・熊五郎縁談差縺一件之書類〕（4
通）

慶応 3 一紙

A182 備後国御調郡牛之川村おとし鉄炮持主市
兵衛跡伜新三郎判形帖　菅村権次郎扣

正徳 3. 1.晦 鉄炮持主新三郎・庄屋権次郎他
→足立善右衛門他

竪冊

A182 備後国御調郡牛之川村威鉄炮持主新三郎
跡幸助判形帖　ひかゑ

安永 9. 2.15 幸助・庄屋源八他→湯川市右衛
門他

竪冊

A182 備後国御調郡国森村猟師鉄炮持主次郎右
衛門跡次郎右衛門判形帖　扣

享保18.10.19 次郎右衛門・庄屋太兵衛他→藤
川武右衛門他

竪冊

A182 備後国御調郡牛川村之内菅村猟師鉄炮持
主作兵衛跡太兵衛判形帖

明和 5.11.29 太兵衛・菅村庄屋兵蔵他→山田
孫右衛門他

竪冊

A182 備後国御調郡牛之川村之内菅村猟師鉄炮
持主太兵衛跡喜三次判形帖　ヒカヱ

文化10. 5 喜三次・菅村庄屋格次郎他→甲
益之進他

竪冊

A182 備後国御調郡牛之川村之内菅村猟師鉄炮
持主喜三次跡喜右衛門判形帖　ヒカヱ

天保13.10 喜右衛門・菅村庄屋定次郎他→
梶井多仲他

竪冊

A182 〔威鉄砲持主代り六拾八年にわたり不申
出ニ付〕態申遣ス

安永 8. 5 御調郡役所→菅村庄屋兵蔵他 一紙

A182 〔牛之川村威鉄砲持主新三郎病死跡持主
ニ付願書付〕覚（2通）

安永 8.12.22 幸助・組合割庄屋幾右衛門他→
湯川市右衛門他

一紙

A182 〔牛之川村内猟師鉄炮持主太兵衛跡ニ付
願書〕覚

文化 2.11 鉄砲持主太兵衛他→河原民衛他 一紙

A182 備後国御調郡木梨山方村猟師鉄炮持主貞
七跡幸右衛門判形帖　ヒカヱ

文化10. 5 幸右衛門・菅山方村庄屋定次郎
他→甲益之進他

竪冊

A182 〔牛之川村之内菅山方村威鉄炮持主幸助
後ニ付願書〕覚

文化13 幸助他→組合割庄屋本村和平他 一紙

A182 〔猟師鉄砲百姓甚六江譲申度ニ付〕覚 文化13 喜八・甚六他→甲益之進他 一紙

A182 〔牛之川村威鉄炮持主幸助跡ニ付願書〕覚 文政 8. 5 藤蔵・組合割庄屋九右衛門他→
中野和平他

一紙

A182 〔猟師鉄炮持主喜三次病死跡ニ付願書〕覚 天保12.12 喜右衛門・組合割庄屋後地村石
井九右衛門他

一紙

A182 〔牛之川村之内菅村猟師鉄炮持主喜三次
跡ニ付願書〕覚

天保12.12 喜右衛門・組合割庄屋後地村石
井九右衛門他→佐々木守人他

一紙

A182 備後国御調郡仁野村猟師鉄砲持主利三郎
跡完平へ御願書附

嘉永 7. 6 完平・組合割庄屋三平他→甲田
多一郎他

竪冊

A182 備後国御調郡仁野村猟師鉄砲持主利三郎
跡完平判形帖

嘉永 7. 9 完平・仁野村庄屋仲右衛門他→
甲田多一郎他

竪冊

A182 〔猟師鉄砲譲願聞届ケニ付〕態申遣ス 平野与之助他→菅村庄屋定次郎
他

一紙

A182 〔猟師鉄砲持主〕覚　菅山方村 子12 当分庄屋九右衛門他→役所 一紙

A182 〔猟師鉄砲・威鉄砲持主注進〕覚　御調
郡菅村

未3 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙
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A182 〔牛之川村威鉄砲持主幸助病死ニ付注進〕
覚　御調郡牛之川村之内菅村

亥1 庄屋格次郎 一紙

A182 〔鉄砲所持者書上帖〕 明治 5. 5 竪冊

凶荒・救恤

A183 社倉穀御見分書付　御調郡菅村（6通） 文化 2～7 庄屋定次郎他 一紙

A183 文化八未年社倉書付　御調郡菅村 文化 8.10.17 庄屋定次郎他→森左門 一紙

A183 文化九申年社倉書付　御調郡菅村ひかへ 文化 9 庄屋定次郎他→森左門 一紙

A183 社倉麦御見分御請書付　御調郡菅村（24
通）

文化 2・文化10・丑～亥 一紙

A183 〔社倉麦算用指引〕覚　御調郡菅村 寛政 4.閏2 庄屋定次郎他→友村藤右衛門 一紙

A183 文政五年社倉書付　御調郡菅村 午9 庄屋定次郎他→佐々木庄左衛門 一紙

A183 社倉穀御見分書付　御調郡菅村扣 子3 庄屋定次郎他→寺川守人 一紙

A183 社倉穀御見分御請書付　御調郡菅村（3
通）

子～寅 一紙

A183 御囲籾御見分御請書付　御調郡菅村（13
通）

子～亥 一紙

A183 社倉麦算用書付　御調郡菅村（2通） 子・寅 一紙

A183 社倉麦算用書付〔雛型〕 申9 庄屋他→寺川守人 一紙

A183 社倉麦・御年貢郷蔵屋禰替御願書付　御
調郡菅村ひかへ

辰7 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙

A183 社倉追加元麦相貯御注進書付　御調郡菅
村

午8 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙

A183 社倉穀算用御受書付　御調郡菅村（2通） 未・酉 一紙

A183 〔社倉蔵壱ケ所相建申度ニ付伺〕覚　御
調郡菅村

未11 庄屋定次郎他→長岡伴蔵他 一紙

A183 社倉出来御註進書付　覚　御調郡菅村 申6 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙

A183 社倉有物御見分御請書（2通） 申9 庄屋定次郎他 一紙

A183 社倉麦追加届ケ書付　御調郡菅村扣 酉閏6 庄屋内海定次郎→安芸郡矢野村
香川将監

一紙

A183 社倉穀算用書 酉閏6 庄屋定次郎他→御調郡役所 一紙

A183 社倉穀御見分御受書付　御調郡菅山方村 卯12 庄屋格次郎他→好田弾兵衛 一紙

A183 社倉穀蔵積書付　菅山方村 巳11 庄屋格次郎他→社倉主役九蔵 一紙

A183 文政五午年社倉書付　御調郡菅山方村 午9 庄屋格次郎他→佐々木庄左衛門 一紙

A183 社倉麦御見分御受書付　御調郡菅山方村
（2通）

未・亥 一紙

A183 社倉穀御見分御請書付　御調郡木梨山方
村（2通）

子11・丑 庄屋定次郎他 一紙

A183 文政五午年社倉書付　御調郡木梨山方村 午9 庄屋格次郎他→佐々木庄左衛門 一紙

A183 社倉穀御見分御請書付　御調郡木梨山方
村（2通）

寅12・亥12 庄屋格次郎他 一紙

A183 社倉麦御見分御受書付　木梨山方村 未12 庄屋格次郎→林甚助 一紙

A184 文化十三子極月社倉主役被仰付悦覚帳 木梨山方・菅山方両村庄屋定次
郎

横長

A184 郡中社倉穀書類一巻（1包〈1冊22通〉） 天保 6. 7 社倉主役格次郎 包

A184 菅山方村御仕向銀請渡帖（1袋〈12通〉） 宝暦 5. 2～ 袋
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A184 ◦御調郡菅山方村麦作仕入肥代御渡人別
請取判形帖

宝暦 5 庄屋市兵衛他→大藤理平太 竪冊

A184 ◦作御仕入御銀御下渡被為遣人別請取判
形帖　御調郡菅山方村

宝暦 7 庄屋市兵衛他→大藤理平太 竪冊

A184 ◦麦作肥代作仕入銀御下ケ渡被為遣人別
請取判形帳　御調郡菅山方村　ひかへ

宝暦 6. 2 庄屋市兵衛他→大藤理平太 竪冊

A184 ◦御仕向帖　御調郡菅山方村　扣 宝暦 5. 2 庄屋市兵衛他 竪冊

A184 ◦為御凌せ御銀御下ケ渡シ被為遣人別請
取判形帖　菅山方村

宝暦 6. 3 庄屋市兵衛他→大藤理平太 竪冊

A184 ◦御調郡菅山方村麦作手入肥代御下ケ渡
人別請取判形帖　ひかへ

宝暦 6.閏11 庄屋市兵衛他→大藤理平太 竪冊

A184 ◦御調郡菅村社倉御元建取計方積帖 天明 5.11 庄屋源八他→御調郡役所 竪冊

A184 ◦社倉法万書留帳 天明 6. 8 庄屋・与頭→御調郡役所 竪冊

A184 ◦御調郡菅村社倉麦増長算用指引御請書 天明 7 庄屋定次郎→御調郡役所 竪冊

A184 ◦社倉穀指引算用帖　扣　御調郡菅村 天明 8. 6 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A184 ◦社倉麦人別取立方算用帖　菅村 天明 8. 6 社倉拾人組頭取役理□ 横長

A184 ◦社倉穀指引帳　御調郡菅村　ひかへ 寛政元.閏6 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A185 菅山方村御囲増シ籾人別割符帖 文化 3. 9 庄屋群右衛門他→与頭彦兵衛 横長

A185 菅山方村先年 御囲籾丑寅両年分卯年
御ケ年分共御囲籾人別惣寄取立根帖

寛政12.10 横長

A185 増御囲籾人別書留帖　御調郡木梨山方村 文化 8.11 庄屋庄平 横長

A185 菅山方村当未年増御囲籾人別割賦取立根
帳

文化 8. 9 横長

A185 御囲籾取立之覚 文化 9.11 庄屋定次郎 横長

A185 御囲籾蔵詰之覚　菅村 文化 9.11 庄屋定次郎 横長

A185 〔御囲籾蔵詰之覚〕菅村 亥8 横長

A185 当御年貢米之内ヲ以増御囲籾被為仰付人
別割賦根帖　菅村

文化10.10 横長

A185 菅村去酉年増御囲籾等御詰替人別取立根
帖

文化11.10 横長

A185 木梨山方村去酉年増御囲籾当御詰替之分
人別取立帖

文化11.10 庄屋定次郎 横長

A185 菅山方村去酉年増御囲籾人別割賦当取立
根帖

文化11.10 当分庄屋定次郎 横長

A185 木梨山方村去々酉年増御囲籾当御詰替人
別取立帳

文化12.10 庄屋定次郎 横長

A185 菅山方村去々酉年増御囲籾当御詰替人別
取立帖

文化12.10 庄屋定次郎 横長

A185 菅村去々酉年増御囲籾当御詰替人別取立
帖

文化12.10 庄屋格次郎 横長

A185 菅村文化八未年増御囲籾当御詰替人別取
立帳

文化12.10 庄屋格次郎 横長

A185 先年 之御囲籾并寛政年中増御囲籾共人
別取立帖　菅村

文化12.10 庄屋格次郎 横長

A185 文化八未年分〔御囲籾人別割賦帖〕後迫 文化 8 横長

A185 午年挽立米取立帖　門田組・門前組・瀬
戸組

午 横長
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A185 午年挽立米取立帖　菅山方村前迫組・後
迫組分

午 横長

A185 午年挽立米取立帖　菅村 午 横長

A185 〔御囲籾取立〕覚 午11 横長

A185 午年挽立米取立帖　木梨山方村 文政 5. 8 庄屋格次郎→与頭儀兵衛 横長

A185 寛政五丑同六寅両年増同七卯年 同十二
申年迄五ケ年増シ御囲籾人別取立帖　菅
村

文化13.10 庄屋格次郎 横長

A185 先年ヨリ社倉穀御見込御囲籾・文化八未
年増御囲籾御城下ニおゐて正米御囲ニ相
成人別書抜帖　菅山方村

文政13.10 横長

A185 先年ヨリ社倉穀御見込御囲籾・文化七午
年増シ御囲籾御城下ニおゐて正米御囲ニ
相成人別書抜帖　菅村

文化13.10 横長

A185 寛政五丑同六寅両年増・同七卯年 同十
弐申年迄五ケ年増御囲籾人別取立蔵詰帖
　菅村

文化13.11 庄屋格次郎 横長

A185 寛政年中増御囲籾人別取立帳　菅村 文化13.10 格次郎 横長

A185 〔寛政年中御囲籾人別取立帖〕菅山方村
前迫組・後迫組分（3冊）

文化13.11 庄屋定次郎他 横長

A185 文化十酉年増御囲籾去丑年半減ニ相成候
分当九月挽立上納ニ被仰付人別書抜キ　
菅村

文政元. 9 庄屋格次郎他 横長

A185 文化十酉年増御囲籾当丑年半方囲ひニ被
仰付人別取立帳　菅村

文化14.11 横長

A185 文化十酉年増御囲籾当丑年半方囲ひニ被
仰付人別取立帳　菅山方村

文化14.11 庄屋定次郎他 横長

A186 村方難渋ニ付御拝借御歎書類一巻　御調
郡菅山方村（7冊）

文政 3. 9 袋

A186 〔菅山方村難渋一件書類入〕（3冊） 文政 3 袋

A186 村方難渋ニ付御拝借御歎書類　菅山方村
本扣入（3冊）

文政 3.12 袋

A187 村方難渋ニ付御拝借御歎書附壱通入　御
調郡菅山方村（3通）

文政 3 袋

A187 文政三辰暮難渋百姓共借銀払替御拝借
年々返上人別根帖　菅山方村

文政 3 横長

A187 文政三辰暮極難渋者共借銀払替人別書貫
帳　菅山方村

文政 4. 1 庄屋格次郎他 横長

A187 文政三辰暮拝借銀当御取立人別帳　菅山
方村

文政 4.12 横長

A187 御囲ひ籾ニ 払上申候欠割帖　御調郡木
梨村

文政 4. 9 横長

A187 文政三辰暮借銀払替御拝借当御取立帖　
菅山方村

文政 5.12 横長

A187 去ル文化十酉年増御囲籾当午ヨリ御減ニ
相成七ケ年割合当取立帖　菅村・同山方
村・木梨村・同山方村

文政 5.11 横長

A187 文政三辰暮百姓共借銀払替御拝借利足当
御取立人別書貫　菅山方村

文政 6.12 横長

A188 文政六未年旱損ニ付同暮御貸米割賦貸付
并御受印形帖扣　菅村・菅山方村・木梨
山方村・木梨村分（1袋〈10袋3通〉）

文政 7. 1 袋
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A188 文政三辰暮百姓共借銀払替御拝借利足当
御取立人別書貫　菅山方村

文政 7.12 横長

A188 御調郡木梨山方村御種米人別根帖 文政 5.10 横長

A188 御調郡木梨山方村御種米割賦帳 文政 5.10 横長

A188 文政三辰暮百姓共借銀払替御拝借元利之
内御取立帳　菅山方村

文政 8.12 横長

A188 御囲籾人別俵組合帳　菅村 文政10.10 横長

A188 社倉方年誌帳 文政13. 1 社倉主役木梨山方・菅山方庄屋
内海格次郎

竪冊

A188 〔社倉貯物当六月迄指引算用帖〕　菅村 申6 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A188 〔社倉麦取立算用指引仕帖〕　御調郡菅
村

天明 6. 8 菅村庄屋定次郎他→山本太左衛
門他

竪冊

A188 組合村々社倉穀算用寄帖　御調郡□□村
組

天保 6. 8 割庄屋正右衛門他 横長

A188 組合村々革田社倉穀算用寄帖　御調郡□
□村組

天保 6. 8 割庄屋正右衛門他 横長

A189 御拝借銀人別貸附帳　菅村・木梨山方
村・三郎丸村

天保 7.12 横長

A189 御拝借銀貸渡算用小尻江差次人別差引帖
　御調郡菅村

天保 7.12 横長

A189 去暮難渋取引差支ニ付御歎申上拝借銀貸
渡人別御受印形帖　御調郡菅村・木梨山
方村・三郎丸村

天保 8. 2 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A189 当春極難渋者共御貸銀人別貸揃帖　御調
郡三郎丸村

天保 8. 6 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A189 当春極難渋者共御貸銀人別貸揃帖　御調
郡木梨山方村

天保 8. 6 庄屋格次郎他→御調郡役所 横長

A189 当春極難渋者共御貸銀人別貸揃帖　木梨
山方村・三郎丸村・菅山方村　扣

天保 8. 6 庄屋太蔵他→御調郡役所 横長

A189 当春難渋者共飯料施取計方頭書　菅村・
菅山方村・木梨山方村

午4 菅村庄屋定次郎他→割庄屋九右
衛門

横長

A189 〔極難渋者へ助情之品物書上帖ヒカヱ　
菅山方村・三郎丸村・木梨山方村〕（1袋
〈8冊3綴6通〉）

天保 8 袋

A189 菅村社倉麦当夏人別取立帖 天保 9. 6 庄屋定右衛門他 横長

A190 大雨洪水ニ付受引万書記 天保11. 6 菅山方村他庄屋格次郎・菅村庄
屋定太郎

竪冊

A190 当夏大洪水ニ付損所普請諸入用夫積帖　
扣　御調郡菅村

天保11. 7 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A190 洪水損所御註進書扣　菅村 天保11. 6 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A190 当夏大洪水ニ付田畑損御戻普請諸入用夫
積帖　扣　御調郡菅村

天保11. 7 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A190 六月五日大雨洪水田畑損所人別畝寄せ書
込帖　御調郡菅村

天保11. 6 庄屋定太郎他 横長

A190 佗村持地水損仕戻普請書類（1袋〈2冊〉） 天保11.10 袋

A190 当夏洪水ニ付流畝人別一名見概村囲米寄
帖

天保11 庄屋定太郎他→御調郡役所 横長

A190 就大雨洪水万書留帖 天保13. 5 菅村庄屋定太郎・三郎丸村庄屋
豊次郎

横半
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A190 夫飯米代御貸銀仕揃余り村貯銀人別根帖
　菅村

天保12. 8 横長

A191 喜代蔵 立戻銀口々書抜 嘉永 3. 3 横長

A191 寛政度積戻シ御囲籾并天保度積増御囲籾
共当新穀ヲ以上納と被為仰付候ニ付割賦
取立并社倉穀へ御見込之分当人別蔵積辻
組合帖　御調郡菅村

嘉永 4.10 横長

A191 社倉穀・御囲籾割賦貸附書類　御調郡菅
村（1袋〈6冊1通〉）

嘉永元. 7 袋

A191 干損ニ付書類入　御調郡菅村（1袋〈3冊
5通〉）

嘉永 6.10 袋

A192 中原・大蔵両村難渋ニ付御嗟申上候処御
趣意ヲ以郡中ニ而御趣法構被為成下其刻
返懸ケ銀去戌亥両年分之内滞銀ニ相成利
嵩難揃ニ付村方手働も六ヶ敷相成判断受
仕捌ニ候へ共村方ニ属組頭拒合ニ相成候
処済口算用書其外往返書類共　御調郡中
原村（1包〈3冊44通〉）

安政 6 包

A193 年々社倉書類（1袋〈9冊13通〉） 天保15～安政 6 菅村庄屋清三郎 袋

A193 社倉穀貯書類入（1袋〈8冊8通〉） 元治元 菅村・同山方・中原村庄屋清三
郎

袋

A194 当春諸色高直ニ付一統困窮ニ押移極難渋
者及飢饉可申故社倉穀之内救麦ヲ以救舎
ニ造候様被仰付候ニ付村々取揃方書類在
中（1袋〈1冊21通〉）

万延 2 清三郎 袋

A194 〔増囲籾人別取立帖　菅山方村〕 文化 8 綴

A194 〔増御囲籾人別取立帖　菅村〕 文化 7 横長

A194 〔寛政年中増籾算用之〕覚　菅山方村 横長

A194 〔挽立籾運賃米石御割賦正米一緒ニ取立
俵数相調上納仕ル覚〕三ケ村合帖

亥8 菅・菅山方・木梨山方村庄屋共 横長

A194 〔古籾新籾共相合俵組合ニ相成り蔵積〕
覚　菅村

戌10 菅村庄屋定次郎 一紙

A194 〔御用籾取立帖〕菅山方村後分 横長

A194 御囲籾人別割賦 卯7 庄屋定太郎他 横長

A194 辰年籾挽米取立　菅村 辰9 横長

A194 〔午年迄増籾未年分当御取立帖〕覚　菅
村

横長

A194 まもみ長 横長

A194 元籾覚帳 横長

A194 〔去々酉年御囲籾挽立諸入用差引不足米
銀割符仕取引帖〕

戌9 菅・木梨山方・菅山方村庄屋共 横長

A194 〔去酉年増御囲籾挽立御蔵上米被為仰付
ニ付諸入用仕出し帖〕

戌9 木梨山方・菅・菅山方村庄屋共 横長

A194 籾俵ニ寄せ 一紙

A194 酉年 御囲ひ挽立米俵組　菅村 子閏8.16 横長

A194 〔籾割符之覚〕 辰7 横長

A194 〔籾割符〕覚　菅村 文政 2. 2 一紙

A194 〔定次郎手元へ居申候大麦員数覚〕 一紙

A194 〔籾割符〕覚　菅村 一紙

A194 〔社倉蔵普請諸入用覚〕菅村 庄屋定次郎他 横長
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A195 当村百姓難渋ニ付年々御拝借米返納御差
延御嗟申上書類并小面之手許寄表持高等
書抜拝借口々書共　中原村（1袋〈2冊14
通〉）

安政 6. 2 袋

A195 備荒公儲金 横長

A195 備荒公儲金 一紙

A195 〔ヤセ馬ヲコヤス薬等処方〕 一紙

A195 〔新開楮銀一件ニ付御手〆御差宥被下義〕
口上書

天保12. 7.26 菅村徳次郎→庄屋定太郎他 一紙

A195 〔新開田方水損ニ付楮銀立戻し方御割下
ケニ相成義ニ付申上〕口上書

天保12. 7 菅村郡兵衛→庄屋定太郎他 一紙

A195 〔新開楮銀立戻方之儀ニ付申上ル〕口上
之覚

天保12. 7 周助他→庄屋定太郎他 一紙

A195 〔新開楮銀御割賦方之儀ニ付申上ル〕口
上之覚

天保12. 7 菅村清助→庄屋定太郎他 一紙

A195 〔新開所楮銀之儀ニ付申上ル〕口上之覚 天保12. 7 菅村茂介他→庄屋定太郎他 一紙

A195 嘉永三年社倉書附　御調郡菅山方村　扣 嘉永 3. 8 庄屋猪之助他→藤井十六郎 一紙

A195 〔社倉書附〕　御調郡菅山方村 辰2 庄屋新助他→御調郡役所 竪冊

土木・建築

A196 堂脇当池普請入用取かへもの　スケムラ 文化10 一紙

A196 向揚り田普請万書留帖 天保10. 3 政藤屋 横長

A196 就水損往来道小川村受普請夫飯米代拝借
銀払帖　御調郡菅村

天保11.12 横長

A196 就水損往来道小川除土橋村受普請夫飯米
代拝借銀払帖　御調郡菅山方村

天保11.12 横長

A196 当六月五日大雨洪水損田畑一名見概不足
村𨵱米御貸人別貸渡根帖　御調郡菅村

天保11.12 横長

A196 白江村石橋崩壊土橋寄持掛書類一巻入
（1袋〈4冊36通〉）

文政11 菅山方・木梨山方庄屋格次郎 袋

A196 白江村石橋損跡土橋寄持掛職人材木人夫
当雑記

文政11. 9 菅山方村庄屋格次郎 横長

A196 白江村つはノ人ふ帖　平木村 文政11.11 玉木新兵衛→菅山方村庄屋格次
郎

横長

A196 白江村土橋寄掛無拠入用銀払帖 文政11.11 菅山方村庄屋格次郎 横長

A196 御調郡白江村石橋損跡土橋寄持掛仕様積
帖

文政11. 9 菅山方村庄屋格次郎→玉木新兵
衛

竪冊

A197 御調郡菅村古雨池底堀御普請夫積帳 明和 6. 1 庄屋兵蔵他→御調郡役所 竪冊

A197 御調郡菅村古雨池底堀御普請夫積帳 安永 7. 1 庄屋兵蔵他→御調郡役所 竪冊

A197 御調郡菅村洪水ニ而損所普請夫積帖 寛政元. 7 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A197 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請夫積帳　
ひかへ

寛政 3. 1 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A197 御調郡菅村古雨池樋居替・底堀普請夫積
帖　ひかへ

寛政 8. 1 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A197 菅村竹下古雨池普請夫人捌指引帖 寛政 4.12 庄屋定次郎他 横長

A197 御調郡菅村古雨池普請夫積帖　扣 寛政12. 1 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A197 御調郡菅村古雨池樋居替・底堀普請夫積
帖　扣（4冊）

文化 5. 1. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊
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A197 〔御調郡菅村古雨池樋替・底堀普請ニ付
願〕覚

文化 5. 2 庄屋定次郎他→与合割庄屋八兵
衛

一紙

A197 雨池普請夫飯米御拝借御願書付　御調郡
菅村

文化 5. 2 庄屋定次郎他→組合割庄屋八兵
衛

一紙

A197 竹之下雨池底堀普請書類入（1袋〈5冊〉） 文化 7. 4 庄屋定次郎 袋

A198 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請夫積帖　
扣

文化10. 1 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池樋居替底堀普請夫積帳
　扣

文化11. 1 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池樋替普請夫積帖　扣 文化13. 1 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 菅村古雨池底堀郡夫被為仰坪割夫呼出万
覚

寛政 3. 8.28 与合割庄屋貞五郎他 横長

A198 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請入用積帳
　扣

文政 2. 2 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池普請入用夫積帖 文政 7. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請夫積帖 文化10. 1 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池普請入用夫積帖　扣 文政 7. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村新雨池築調普請諸入用夫積帖
　扣

文政 8. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 雨池樋土橋并夫方書上ケ帳　御調郡菅村 文政 9. 8 庄屋定次郎他 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請入用夫積
帖

文政10. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請入用夫積
帖　扣

文政10. 2 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 御調郡菅村洪水ニ付損所仕戻普請入用夫
積帖

文政11. 7 庄屋定次郎他→御調郡役所 竪冊

A198 殿様去丑年甲斐国御普請御用被為蒙仰候
ニ付夫役米□□付人別取立帳　菅村・同
山方村・木梨山方村

文政13.10 各村庄屋共→各村与頭共 横長

A198 堂ノ脇古雨池普請一件書類（1袋〈2冊1
綴5通〉）

天保 6 袋

A198 堂之脇雨池石垣築調入用帖 天保 6. 4 横長

A198 菅村堂ノ脇古雨池底堀普請夫割賦取引帖 天保 6. 7 横長

A198 〔普請諸入用〕目録 天保 6. 9.26 一紙

A198 堂ノ脇池石垣引渡 天保 6. 8.25 一紙

A199 竹之下雨池底堀坪受取・夫割概帖　菅村 天保 7. 3.5～ 横長

A199 竹下雨池底堀夫賃銀渡シ人別日々書抜帖 天保 7. 3.8～ 横長

A199 竹之下池普請夫割並過銀日々取引帖　菅
村

天保 7. 3 横長

A199 御調郡菅村古雨池普請入用夫積帖 天保 6. 2 庄屋定右衛門他→御調郡役所 竪冊

A199 御調郡菅村古雨池普請入用夫積帖　扣 天保 6. 2・天保 6. 9 庄屋定右衛門他→御調郡役所 竪冊

A199 御調郡菅村古雨池普請入用積帖 天保 6. 9 庄屋定右衛門→御調郡役所 竪冊

A199 雨池土橋并夫方書上ケ帳　御調郡菅村　
控

文政 7. 4 庄屋定次郎他 竪冊

A199 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請夫積帖 天保 7. 2 庄屋定右衛門他→御調郡役所 竪冊

A199 古雨池普請入用御才覚銀御歎書附 天保 7. 2 庄屋定右衛門他→組合割庄屋九
右衛門→御調郡番組衆中

一紙
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A200 御調郡菅村古雨池樋替底堀普請夫積帖　
控

天保 7. 2 庄屋定右衛門他→御調郡役所 竪冊

A200 当夏大洪水ニ不損所普請諸入用夫積帖　
御調郡菅村

天保11. 7 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A200 当夏洪水ニ而古雨池うて樋損仕戻普請諸
入用積帖　御調郡菅村

天保11. 8 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A200 大雨洪水ニ附損所仕戻普請諸入用夫積帖
　御調郡菅村（2冊）

天保13. 6 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A200 村内往来道損所取繕・田方用水井手磧調
等諸入用御免割入御願　扣

弘化 2. 8～嘉永 4. 9 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A200 御調郡菅村古雨池樋居替普請夫積帖（2
冊）

嘉永 6. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A200 御調郡菅村古雨池樋替・底堀普請夫積帖
　ひかゑ

嘉永 7. 1 庄屋清三郎他→御調郡役所 竪冊

A200 当年中村方役目柿左右覚帳 文久 4. 1 御調郡菅山方村年行司常右衛門 横長

A200 竹之下池・黒池普請夫方覚帳 元治元. 4.23 菅村与頭弥五郎 横長

A200 〔雨池樋替時より大工木挽賃飯米代等御
下銀書付〕菅村

巳 庄屋貞次郎他 竪冊

A200 〔古雨池普請入用御貸附願〕覚　御調郡
菅村

申12 庄屋定右衛門他→組合割庄屋九
右衛門

一紙

A201 大雨水損ニ付書類入　御調郡菅山方村
（1袋〈14冊1通〉）

天保11 当分庄屋格次郎他 袋

A201 ◦土橋并夫方書上ケ帳　御調郡菅山方村
　扣

文政 7. 4 庄屋格次郎他 竪冊

A201 ◦御調郡菅山方村洪水ニ付損所仕戻普請
入用積帳

文政11. 7 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A201 ◦御調郡木梨山方村洪水ニ付損所仕戻普
請入用夫積帳

文政11. 7 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A201 ◦六月洪水之節損所仕戻シ積帖　御調郡
菅山方村

天保 7.10 庄屋兵蔵他→御調郡役所 竪冊

A201 ◦当夏大洪水ニ付損所普請入用夫積帖　
扣　御調郡菅山方村

天保11. 7 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A201 ◦当夏大洪水ニ附田畑損所仕戻普請諸入
用夫積帖　扣　御調郡菅山方村

天保11. 7 当分庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A201 ◦当六月五日就大雨洪水損田畑江当り拝
借米代人別貸渡簿　御調郡菅山方村

天保11.12 横長

A201 ◦大雨洪水ニ付田畠山林道橋梯木漬家人
別寄帖　菅山方村

天保11. 6 横長

A201 ◦〔菅山方村道損所書上〕 横長

A201 ◦当夏洪水ニ而流損田畑畝高寄帖　御調
郡菅山方村

天保11.10 横長

A201 ◦菅山方村書付 天保12.10 横半

A201 ◦石の木戸川堀〔ニ付人足書上帖〕 横長

A201 ◦当村てうな石谷新開水損ニ付不足米書
上ケ帖　菅山方村

天保11.10 当分庄屋九右衛門他→御調郡役
所

横長

A201 ◦〔水損道〕頭書　菅山方村 天保11. 9 横長

A201 ◦〔溺死不審方〕口上書 天保11. 6 菅山方村百姓周助他→当分庄屋
格次郎他

一紙

A202 洪水損所御註進書扣　三郎丸村 天保11. 6 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊
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A202 当夏大洪水ニ付田畑損仕戻普請諸入用夫
積帖　御調郡三郎丸村　扣

天保11. 7 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A202 三郎丸村普請入用勘定帖 天保11. 7 横半

A202 大川土手仕戻シ普請石繰出シ田方石砂坪
割受引日記　三郎丸村

天保11. 7 横長

A202 稲毛野取 横長

A202 大雨洪水ニ附損所仕戻普請諸入用夫積帖
　御調郡三郎丸村

天保13. 6 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A202 大雨洪水ニ付損所仕戻普請諸入用夫積帖
　御調郡三郎丸村

弘化 4. 8 庄屋定太郎他→御調郡役所 竪冊

A202 足銀払〆高〔他綴〕 綴

A202 拾ひ物　覚 横長

A202 銀払目録 横半

A202 〔水損田畑書付〕扣　三郎丸村 一紙

A202 〔洪水損ニ付拝借銀受印〕覚 天保11. 9 百姓11名→庄屋格次郎他 一紙

A202 大雨洪水ニ付損所仕戻普請諸入用夫積帖
　御調郡三郎丸村

天保13. 6 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A202 御調郡三郎丸村古雨池底堀普請夫積帖 天保15. 1 庄屋豊次郎他→御調郡役所 竪冊

A202 〔木梨山方村・三成村木船谷雨池相論一
件書類〕（5冊18通）

文政 6 括

A203 雨池土橋并夫方書上ケ帳　御調郡木梨山
方村　控

文政 7. 4 庄屋格次郎他 竪冊

A203 雨池樋土橋并夫方書上ケ帳　木梨山方村
　本扣

文政 9. 8 庄屋格次郎他 竪冊

A203 御調郡木梨山方村古雨池底堀普請夫積帖 天保 9. 2 庄屋格次郎他→御調郡役所 竪冊

A203 御調郡木梨山方村古雨池樋替・底堀・土
手仕添普請諸入用積帖

天保12. 2 当分庄屋・与頭共 竪冊

A203 〔古雨池普請郡夫願書付〕 亥1 庄屋定次郎他→割庄屋幾右衛門
他

一紙

A204 〔堂ノ脇古雨池波たたき并うて樋欠損ニ
付取繕普請御願書附〕

未9 庄屋定右衛門他 一紙

A204 〔堂ノ脇古雨池波たゝき并うて樋欠損ニ
付取繕普請御願書附〕

未9 庄屋定右衛門他→御調郡役所 一紙

A204 〔古雨池普請諸入用御才覚銀御願書附〕 申2 庄屋定右衛門他 一紙

A204 〔村内往来道筋損所取繕入用御免割入御
願書附〕

庄屋定次郎（又は定太郎）他 一紙

A204 〔村内往来道筋損所取繕入用御免割入御
願書附〕菅山方村

未10 庄屋格次郎他 一紙

A204 〔村内往来道筋損所取繕入用御免割入御
願書附〕御調郡木梨村

一紙

A204 〔村内往来道筋損所取繕入用御免割入御
願書附〕御調郡木梨山方村

一紙

A204 〔田方用水井手磧調并往来道損所取繕入
用御免割入御願書付〕覚　御調郡三郎丸
村

寅・卯・巳・申 庄屋豊次郎（又は定次郎）他→
御調郡役所

一紙

A204 〔当村百姓文四郎居宅建替普請仕度願書〕
覚

酉2 庄屋文四郎 一紙

A204 〔当村百姓喜三郎居宅建替普請仕度願書〕
覚

午8 百姓喜三郎→庄屋定太郎他 一紙
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A204 〔当村百姓麻右衛門居宅建替普請仕度御
願書之〕覚

午1 百姓麻右衛門→庄屋豊次郎他 一紙

A204 寅七月白江村土橋崩落流材木買取之儀ニ
付諸入用仕出し帖

天保 3. 8 社倉主役格次郎 横半

A204 御調郡菅山方村雨池・土橋寄帖　扣 寛政 9. 9 庄屋群右衛門他→御調郡役所 竪冊

A204 御調郡木梨山方村古雨池普請夫積帖 嘉永 5. 1 当分庄屋格五郎他→御調郡役所 竪冊

A204 〔婚礼御品進上之儀ニ付書状〕 2. 5 木村五左衛門→内海定二郎他 一紙

A204 〔白江村土橋普請ニ付借財算用一件之書
状〕

文政13. 6 孫兵衛→格次郎 一紙

A204 〔年貢皆済ニ付御褒美人別請取帳〕 巳4 庄屋兵蔵他→役所 横長

A204 〔日毎人別賄覚〕 横半

A204 〔賄方人別割当一件〕 横長

A204 道路工事関係雑書類入（1袋〈4冊〉） 明治24 工事世話掛 袋

A204 備後国御調郡三成村溜池修繕目論見帖 明治 6. 3 用係福原伊太郎→正副戸長 竪冊

A204 〔婚礼御品進上ニ付書状〕 2.12 山名重右衛門→内海定太郎 一紙

B58 三原セメント株式会社仮定款 明治30 刊

農林業

A205 菅村・国守村入相御留鼓張山毛上御願万
書留帖　菅村

文化 9.12～ 横半

A205 御留鼓張山下刈并古木根伐御免許受書　
御調郡菅村・国守村

酉8 菅村庄屋格次郎・国守村庄屋文
蔵他→御調郡役所

一紙

A205 御留山木代并諸入用差引帳　菅村 文化12. 2 庄屋格次郎 横長

A205 〔菅村・国守村与入相御留鼓張山根伐御
願申上御免許并一件書類〕（一括〈1冊42
通〉）

文化12 括

A205 〔当村中うね山枯木御下ケ被遊候ニ付申
上ル〕覚　御調郡菅村

酉3 庄屋貞次郎他→船越祐助 一紙

A205 腰林山松木根伐御願書付　御調郡菅村
（6通）

一紙

A205 腰林山松木根伐御願書付　御調郡木梨山
方村（7通）

一紙

A205 腰林山松木根伐御願書付　御調郡菅山方
村（6通）

一紙

A205 腰林山松木根伐御願書付　木梨村 一紙

A206 御留中宇根山古木伐払小松手入之儀御
願申上一件書類　菅村（1袋〈2冊1綴16
通〉）

文政 4春 袋

A206 菅村野山新開書類（1袋〈6冊2通〉） 文政13. 3～ 割庄屋同格庄屋定次郎・社倉主
役格次郎

袋

A207 〔村中入会野山之麓田畑新開入用・雨池
築調入用并新百姓有附申度諸入用ニ付〕
覚　菅村

卯10 割庄屋同格庄屋定次郎・社倉主
役格次郎

一紙

A207 〔山所締り合隣組駈合書類〕（9通） 天保15～嘉永 3 菅村庄屋定太郎他 一紙

A207 御留中卯禰山毛上伐払御願御見分之節書
類其外枯木伐片付并書類入（1袋〈2冊25
通〉）

元治元. 4 菅村庄屋清三郎 袋

A207 腰林をば山境論御内済御歎書付（2通） 午3.24 菅村百姓六兵衛・忠右衛門他→
割庄屋理兵衛他

一紙
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A207 当村門田組百姓共市原村百姓吟右衛門方
江罷越家廻り立木伐倒差縺一件ニ付役人
共出勤出飯米仕出帖　御調郡木梨村

文政 3. 7 庄屋和助 横半

A207 御調郡木梨村門田組百姓市原村百姓吟右
衛門家廻建木伐倒候一件御吟味之刻諸入
用仕出シ帖

文政 3. 7 市原村庄屋喜次郎・木梨村庄屋
和助

横長

A207 当村与木梨村門田組百姓共数多罷越し法
外立働候一件御吟味ニ付村役人出勤出飯
米仕出シ帳　御調郡市原村

文政 3. 7 庄屋喜次郎 横半

A207 〔畳表色土近年夥敷掘取山荒村方迷惑ニ
付書状〕

12.16 木梨山方村庄屋定次郎→村々 一紙

A207 〔内海家夫役毎日出勤表〕 継

A207 〔子卯両年楮苗植付〕覚 横長

A207 楮苗有附しらへ申上ル書付　御調郡釜窪
村

未11 庄屋与右衛門→御調郡役所 一紙

A207 楮苗生立有掛申上書附　御調郡木門田村 未11 庄屋広助他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗生枯御尋ニ付有懸り申上書附　御調
郡諸毛村

未11 庄屋市兵衛他→御調郡役所 一紙

A207 楮植付申候生立之分相しらべ書付　御調
郡下山田村

未11 庄屋清助他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗御下ケ被為遣植付生立之趣申上ル書
付　御調郡小原村

未11 庄屋群兵衛他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗植付生立方しらべ書付　御調郡中原
村

未11 庄屋東太郎他→組合割庄屋延右
衛門

一紙

A207 楮有附御尋ニ附有懸り申上書附　御調郡
僧殿村

未11 庄屋十平他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗御下ケ被為遣植付生立之趣申上ル書
附　御調郡大蔵村

未11 当分庄屋九蔵他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗附御尋ニ附有懸り申上書付　御調郡
河面村

未11 庄屋常太郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗御下ケ被為遣植付生立之趣申上ル書
附　御調郡大塔村

未11 庄屋九蔵他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗得失之趣御注進書付　御調郡公文村 未11 庄屋国太郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗生立有掛申上書付　御調郡丸門田村 未11 庄屋三平他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗有附しらへ申上書附　御調郡綾目村 未11 庄屋来蔵他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗植付生立方しらべ書附　御調郡中原
村

未11 庄屋東太郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗御尋ニ付相しらへ書付　御調郡本村 未11 庄屋茂助他→御調郡役所 一紙

A207 御下楮苗有付之趣申上書付　御調郡市原
村

未11 庄屋喜次郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗有附しらべ申上ル書付　御調郡市村 未11 庄屋来太郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗有附しらへ申上書附　御調郡国守村 未11 庄屋助一郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗御下ケ被遣相しらへ書附　御調郡白
太村

未11 庄屋九蔵他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗有附之趣御尋ニ付申上書附　御調郡
平木村

未12 庄屋権五郎他→御調郡役所 一紙

A207 〔植付楮出来立増減本数弾書付〕三郎丸
村

未11 庄屋格次郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗生立之趣申上書附　御調郡平村 未11 庄屋権四郎他→御調郡役所 一紙
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A207 楮苗有付之趣御註進書付　御調郡大町村 未11 庄屋常三郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗有付之趣御尋ニ付申上書付　御調郡
篠根村

未12 庄屋権五郎他→御調郡役所 一紙

A207 楮苗生立之趣申上書附　御調郡大山田村 未12 庄屋権四郎他→御調郡役所 一紙

A207 〔諸苗有附しらへ申上書附　御調郡宇津
戸村〕

未 庄屋来蔵他→御調郡役所 一紙

B55 農産表偏成例言 竪冊

B55 草木撰種録　男女之図 一紙

B57 御調郡農会第一回報告 明治28. 8 御調郡農会 刊

B58 勧業月報　第63号 明治18. 5 広島県勧業課 刊

B55 芦田郡蚕業同志会規則 一紙

金融・貸借

A208 三拾人頼母子銀子取引帳 文化10.11 講主定次郎 横半

A208 去ル文化七午年借銀歩払相片付了簡引之
内江立戻銀帖

文政 7. 2 政藤屋格次郎 横長

A208 小部屋定次郎初メ三拾人講頼母子返掛相
滞済方取計算用帖

文政 3.12 今田村来蔵・公文村隆兵衛 横長

A208 頼母子不足取立銀覚 文政 3.11 政藤屋 横半

A208 菅山方村借銀払替一件書類入（1袋〈17
通〉）

文政 3.12 庄屋格次郎 袋

A208 取交証文　御調郡三成村・木梨山方村 文政 6. 9 三成村庄屋雅右衛門他・木梨山
方村庄屋格次郎他

一紙

A208 四拾人頼母子講帖 文政 6.11 講主木梨村福岡亀吉 竪冊

A208 福岡借銀一件書類入（1袋〈2冊12通〉） 文政 5. 6 袋

A208 三拾人頼母連中 子3 横長

A209 銀子受引書類入（1袋〈13通〉） 文政 7 政藤格次郎 袋

A209 銀子受引書類入（1袋〈21通〉） 文政 8 政藤格次郎 袋

A209 銀子受引書類入（1袋〈5通〉） 文政 9 政藤格次郎 袋

A209 銀子受引書類入（1袋〈15通〉） 文政10 政藤格次郎 袋

A209 寅暮銀子受引書類（1袋〈38通〉） 文政13 袋

A209 御貸米銀未暮半方御捨被下残半方書抜并
其以来御取立書類入　三ケ（1袋〈1綴〉）

天保 7.12 割庄屋九右衛門・延右衛門→三
ケ村庄屋定右衛門他

袋

A209 白太村儀右衛門殿吉平殿江取替銀□□請
引書類入（1袋〈1綴26通〉）

文政～天保 袋

A210・
211

近来歳々銀御受引書類撰集一握 天保10. 1 政藤屋 袋

A210・
211

◦市村扇屋頼母子銀取引書類入（1袋〈3
通〉）

天保 2 政藤屋格次郎 袋

A210・
211

◦金政屋取引書類入（1袋〈7通〉） 天保 2 政藤屋格次郎 袋

A210・
211

◦巳暮小払受取書（17通） 天保 4 一紙

A210・
211

◦〔巳暮借銀返済ニ付〕覚 天保 4. 9 本郷村庄屋儀十郎他→菅山方村
庄屋格次郎

一紙

A210・
211

◦三庄取引書類（9通） 天保 5. 1 菅村庄屋格次郎他 一紙
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A210・
211

◦〔大蔵村逸平 流込質物田地一件〕（3
通）

天保 5 菅村格次郎→市村四三郎 一紙

A210・
211

◦〔午・未両暮飛本屋取引〕（20通） 天保 5～6 一紙

A210・
211

◦仁野村善福寺ヨリ貸附銀書類　菅山方
村（4通）

一紙

A210・
211

◦新開入用江当拝借御貸附書類（1袋〈12
通〉）

天保 7. 5 社倉主役菅村格次郎 袋

A210・
211

◦上田和取引書類（4通） 天保 7 格次郎←→儀右衛門 一紙

A210・
211

◦蔵本屋・徳満受引書類（1袋〈13通〉） 天保 7 格次郎 袋

A210・
211

◦菅村竹下溜池入用拝借銀書類（3通） 天保 7.12 菅村庄屋庄右衛門他→御調郡役
所

一紙

A210・
211

◦麦買入之義ニ付三成小原往返（4通） 天保 7 割庄屋延右衛門←→社倉主役菅
村庄屋格次郎

一紙

A210・
211

◦三成村役人中建借証文銀返弁方不埒ニ
相成往返書類袋（1袋〈19通〉）

天保 8. 7 菅村格次郎 袋

A210・
211

◦綾目村御吟味入用取替銀返弁方相滞書
類袋（1袋〈24通〉）

菅村格次郎 袋

A210・
211

◦菅村取替銀請書類（9通） 一紙

A210・
211

◦平村田地質券証文之義ニ付四三郎殿へ
懸相状扣（2通）

格次郎→扇屋四三郎 一紙

A210・
211

◦〔宮友頼母子ニ付往復書簡〕（3通） 菅村庄屋格次郎←→篠根村与頭
貞六

一紙

A210・
211

◦〔田地一町買戻シ之儀ニ付書付〕 2.26 菅村格次郎→河南村庄屋六右衛
門

一紙

A210・
211

◦小坂銀満書類（2通） 一紙

A212 社倉頭取金五郎盗難一件書類（1袋〈2冊
17通〉）

天保12～ 三郎丸村庄屋 袋

A212 六会法上納出府万覚日記 天保14.11 三郎丸村豊次郎 横半

A212 預申証文之事也（13通） 天保10～弘化 2 一紙

A212 三十人頼母子銀取引延引之義 文化 8.12 講主定次郎 横半

A212 頼母子 一紙

A212 〔三郎丸村百姓と福山御領府中市村鞆屋
并甲山屋と銀談差縺一件ニ付〕申上ル口
演

寅11 三郎丸村庄屋豊次郎→御調郡番
組衆中

横長

A212 〔頼母子講人別算用〕覚 横長

A212 未年三拾人講銀子差引 未 横長

A212 〔村中入会留山新開一件入用之内御拝借
願〕覚　菅村

一紙

A212 〔古雨池普請入用御才覚銀追願〕覚　御
調郡菅村

申12 庄屋定右衛門他→組合割庄屋九
右衛門

一紙

A212 永代売渡シ申手形之事 寛政 7.12 売主菅村□次郎他→菅村儀兵衛 一紙

A212 〔予州西条泉屋取込金子一条ニ付〕乍恐
以書附御訴詔奉申上候

丑6 鞆津天満屋忠右衛門他→松平左
京太夫

一紙

A212 借用証券（2通） 明治13. 5. 9 借主御調郡菅村内海有三他 一紙

A213 暮金銀取引帖入（1袋〈3冊〉） 文政 7～10 政藤屋 袋
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A213 ◦申暮取替并口入銀根帖 文政 7.12 竪冊

A213 ◦酉暮取替并口入銀根帖 文政 8.12 竪冊

A213 ◦戌暮取替并口入銀根帖 文政 9.12 竪冊

A213 文政十亥・十一子募金銀取引帖入（1袋
〈2冊〉）

文政10～11 政藤屋 袋

A213 ◦亥暮貸附銀小内根帖 文政11. 1 竪冊

A213 ◦子暮貸附銀小内根帖 文政12. 1 竪冊

A213 文政十二・三丑寅両年金銀取引帖入（1
袋〈2冊〉）

文政12～13 政藤屋 袋

A213 丑暮貸附銀小内根状〔抄〕 竪冊

A213 天保二卯年金銀取引帳入（1袋〈3冊〉） 天保 2 政藤屋 袋

A213 ◦卯暮貸附銀小内根帳 天保 3. 1 竪冊

A213 ◦辰暮貸附銀小内根帳 天保 4. 1 竪冊

A213 ◦巳暮貸附銀小内根帳 天保 5. 1 竪冊

A213 天保五午年金銀取引帳入 天保 5 政藤屋 袋

A213 ◦未暮貸附銀小内根帳 天保 7. 1 竪冊

A213 ◦午暮貸附銀小内根帖 天保 6.12 竪冊

A214 文政十一子暮銀子請引書類入　政藤（1
袋〈1綴41通〉）

文政11 政藤 袋

A214 丑暮銀子受引書類入（1袋〈24通〉） 文政12 袋

A214 天保四巳暮銀子請引書類（1袋〈49通〉） 天保 4 政藤屋 袋

B55 株式会社尾道貯蓄銀行広告 明治30. 1 一紙

宗教

A215 古寺満願寺跡本尊十一面千手観音開帳之
刻万書留帖

文政 4. 4 横長

A215 古寺満願寺跡本尊十一面千手観音開帳之
刻万覚帖

文政 4 庄屋定次郎 横長

A215 本尊御厨子之裡碩鼠結巣御仏像創為繕勧
化寄附録

天保 9 御調郡菅村古寺海頭山満願寺跡
草庵

竪冊

A215 本尊十一面千手観世音菩薩御尊躰御厨子
等創為取繕開扉万書記

天保 9. 4 御調郡菅村古寺海頭山満願寺跡
草庵

横長

A216 施主読覚帳　菅邑満願寺 天保13. 3 菅村満願寺 横長

A216 古寺満願寺開帳仲万覚留帖　政藤屋引受 天保14. 3.11～ 横長

A216 古寺海頭山満願寺跡本尊十一面千手観音
開帳万書留帖　御調郡菅村

天保15. 2.26～天保15.
3.10

横長

A217 古寺満願寺跡庫裡普請同本堂建替手当趣
法講企万覚帖　御調郡菅村

天保15秋～ 横半

A217 本堂修履万人講納銀扣　観音堂 天保12. 4. 2 横長

A217 諸家聖霊回向并万人講御福引扣　菅邑観
音堂

天保12. 4. 2 横長

A217 御福引仕込物不用之品売払代銀請取帖　
菅邨観音堂

天保12. 4 横長

A217 回向袋并講切符配分扣帖　菅村観音堂 天保12. 3 横長

A217 為万邦和順諸家聖霊永代回向霊名施主扣
帖　菅邑観音堂

天保12. 4 横長
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A217 観音堂庫裡棟上仕構帖 弘化 2. 8.13 横長

A217 蟻垤講元立帖　菅邨観音堂 弘化 4 横長

A217 古寺満願寺跡開帳万覚帳　庄屋貞次郎引
受

寛政 2. 3. 5 庄屋貞次郎 横長

A217 古寺満願寺跡開帳諸入用村方へ割符帖　
諸事引受定次郎

寛政 2. 4 定次郎 横長

A217 庵庫裏造作仕様帖 弘化 3. 3 横長

A217 袋帳面出方根帖 安政 3. 3 横長

A217 本尊十一面観世音菩薩三十三年本開帳諸
般扣帳　満願寺寓屋来現老袖記

安政 3. 3.3～18 横長

A218 回向帖　菅山方村 横長

A218 回向帖　国守村 横長

A218 回向帖　平村 横長

A218 回向帖　梶山田村 横長

A218 〔回向帖〕 横長

A218 回向帖　大町村 横長

A218 回向帖　市原村 横長

A218 回向帖　仁野村 横長

A218 寄進帖 横長

A218 紀州徳本和尚江戸下谷播瑞院御逗留之節
同所新吉原松葉屋内瀬川太夫取次を以和
尚江十念願出候処〔問答〕

横長

A218 〔宗門請手形〕覚（3通） 子1 沼隈郡庄屋→庄屋格次郎 一紙

A218 施主読簿 横長

A218 文政七年九月二十五日就応鎮和尚六百回
忌御勧進和歌之留

文政 7. 9 竪冊

A218 木梨村杉原氏略伝 一紙

A219 〔菅村観音堂・地蔵堂仏道存置願一件綴〕 明治15. 8 各信徒総代共 綴

A219 三宝寺 檀寺掟書（1袋〈51通〉） 袋

A220 明見社神楽入用割 文化 3 横長

A220 八幡社神楽四季神弓納諸入用 文化 5. 8 横長

A220 宮ノ向山ノ神神楽入用割 文化 8. 8 横長

A220 大谷山神神楽入用 文化10. 4 横長

A220 妙見者神楽入用割 文化10. 8 横長

A220 荒神社神楽入用割 文化14. 9 横長

A220 かう神社神楽入用 文化14 横長

A220 松田山神神楽諸入用割〔他綴〕 横長

A220 宮ノ向山ノ神神楽〔他綴〕 文政 5. 8 横長

A220 宮向山神神楽割 文政 5. 8 横長

A220 〔大谷山神神楽入用〕 文政 7. 8 横長

A220 明見社神楽割 文政 9. 9 横長

A220 松田祭礼并神楽入用共諸入用 天保 2.11 横長

A220 妙現社神楽入用 天保10. 9 横長
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A221 松岡八幡社上松ヶ久保山江取替普請一条
始末日記　菅村

天保 6.閏7 横長

A221 村方臨時躍・神楽・旧記其外雑書神用記
　御調郡菅村

天保 8. 9 横長

A222 〔講帳〕　講元大慈大悲閣〔抄〕 弘化 3 横長

A222 神祇官領長上正三位侍従卜部朝臣より八
幡宮神主大畠義堂への許状写其他〕

安政 2～明治 4 横長

A222 荒神社神楽割 安政12. 9 横長

A222 〔松田八幡社・後妙見社他神楽諸入用割〕 嘉永元～5 横長

A222 覚　嘉永七申寅閏七月十五日氏宮踊入用 嘉永 7.閏7 横長

A222 役目仕出し　前組 慶応元.12 横長

A222 久四郎伊勢参宮致ニ月留主見舞其外覚帖 慶応 2. 2 政藤屋 横長

A223 〔松田八幡社他祭礼入用綴〕 天保～慶応 綴

A223 明現社境内木伐 一紙

A223 覚〔大山田村八幡社〕 午12 与頭耕作→当分庄屋清三郎 一紙

A223 あき郡矢野村八幡社江拝参往来諸入用 辰10 横半

A223 〔神社整理ニ付〕申諭頭書 未4 竪冊

A223 松田八幡宮図面　菅村 一紙

A223 御調郡分　御調郡仁野村禅宗善福寺無住
ニ付代判同宗同郡吉田村禅河寺願書并役
人書附控他（2通）

慶応元・元治元 禅阿寺奥嶺→組合割庄屋幾右衛
門

一紙

A223 〔寺社ニ付〕記 6.29 一紙

A223 〔御調郡菅村観音開帳願及免許〕（3通） 明治 5. 3 少長内海有三←→戸長豊田篤一
郎

一紙

A223 〔護法会寄附金ニ付賞詞状〕 明治21. 5.12 広島県曹洞宗総教会講長→摩訶
衍寺檀家内海外蔵

一紙

A223 〔蟻垤講諸入用〕覚 一紙

A223 〔蟻垤講趣意出判木彫ニ付書状〕 3.11 松浦屋儀十郎→内海定太郎 一紙

A223 遊行上人通行ニ付御用出勤并所々賄覚帖 嘉永 2. 5 菅村庄屋兵蔵 横半

A223 諸寄進扣 安政 3. 3 満願寺世話方 横長

A223 済家宗本末寺号其外明細帖　仁野村 午8 庄屋清三郎 竪冊

A223 崇敬構社加入願〔雛形〕 金刀比羅宮御構社係 竪冊

A223 金刀比羅本宮崇敬構社加入規則 竪冊

A224 回向帖（17冊） 横長

A224 村社八幡神社由緒調査書 竪冊

A224 万物諸職守神祖神記　完 明治 9.12 備後国因之嶋井川須賀雄 横半

A224 神社明細書上帖扣　菅山方村 明治 3 庄屋内海清三郎他 竪冊

A224 遷風社 明治 6 竪冊

A224 岱十大区九小区菅村浅間神社現境内略図 竪冊

A224 岱十大区九小区菅村浅間神社元境内外地
図面

竪冊

A224 備後尾道摩尼山西国寺境内真景図 明治25. 7 大橋正堯 刊

A224 明治廿一年略本暦 明治21 神宮司庁 刊
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A224 〔菅村八幡神社境内実測図面〕 明治 8. 4 副戸長内海外蔵・戸長広川当太
郎

綴

A224 八幡宮及大破候ニ付申値修覆致諸費用記 明治33.10 願主世話係内海外蔵他 横長

A224 本尊十一面千手観音開帳　擲施録 天保15. 2 菅村古寺満願寺跡 竪冊

学芸・医療

A225 実語教 竪冊

A225 近道〔手習い〕 竪冊

A225 大学仮名写 天保 3.10 御調郡菅村内海定太郎 横半

A225 開地要略 竪冊

A225 新版改正　万徳塵却記大全 刊

A225 秘術改撰　算学重宝記 刊

A226 小学読本　巻之二～四（4冊） 明治 8. 8 文部省編纂 刊

A227 単語篇 明治 6. 9 広島県遷喬舎 刊

A227 暗射地球全図記　全 明治 7. 8 文部省二等訓導井手猪之助訳 刊

A227 世界国分　ウツシ 竪冊

A227 習字練習帳 私立内海尋常小学校 竪冊

A227 小学教則 明治 8.11 内海有 横半

A227 洋算記 明治 9. 3 横半

A227 孟子仮名付写 内海定太郎 竪冊

A227 世界ハ如何ナルモノカ〔試験問題〕 一紙

A227 新発兌書籍略目録写シ 明治 7. 7 荻田篠夫 竪冊

A228 勅語正解 明治24. 3 松本講堂 刊

A228 論語朱熹集註序説 横半

A228 皇朝史略之二 竪冊

A228 十八史略不審記　一ヨリ七迄 内海五郎 竪冊

A228 詩韻便覧巻之一～三（3冊） 竪冊

A228 吉良流日用尋礼〔抄〕 竪冊

A228 〔古実抜要口伝抄〕 竪冊

A228 〔御婚礼御規式礼方諸扣抄〕 （寛政以後） 竪冊

A228 七五三配膳口伝〔抄〕 竪冊

A229 花活口伝〔抄〕 竪冊

A229 石州流花道聞書秘書　何龍 横半

A229 生花水揚口伝〔抄〕 竪冊

A229 再版易学小筌全 竪冊

A229 相法指南人相考伝書〔抄〕 横半

A229 大禹謨解〔抄〕 竪冊

A229 赤穂城義臣伝 享保 4冬 竪冊

A230 法帖　七絶 竪冊

A230 法帖 内海貞吉 竪冊

A230 〔御手本〕 内海象之助 竪冊
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A230 世話千字文 天保 4 内海定太郎 竪冊

A230 俗用文章 文久 2 竪冊

A230 〔御手本〕 竪冊

A230 紀事文稿 明治16.10 内海五郎 竪冊

A230 〔御手本〕 竪冊

A231 詩文稿　第一号 内海五郎 竪冊

A231 詩稿　第二号 内海五郎 竪冊

A231 〔漢詩稿〕 竪冊

A231 詩稿　第三号 明治16.10 内海五郎 竪冊

A231 専業中文稿 明治16.10 内海五郎 竪冊

A231 花影隔簾録　完 明治15.10 備州月舟白蓮子 竪冊

A231 正続点文章軌範抜翠 竪冊

A231 鄙稿 石井本三郎 竪冊

A231 〔熟語解読二十八条〕 竪冊

A232 〔漢詩稿　元旦他〕 竪冊

A232 〔漢詩稿〕春日帰家 一紙

A232 〔漢詩稿　暁行他〕 竪冊

A232 〔漢詩稿　元旦他〕 嘉永元 有田孫太郎 竪冊

A232 花亭先生岡本成 竪冊

A232 白雲詩稿 横半

A232 長州産之先生原大岳と申人詩稿 巳7 横半

A232 忘閑録　随聞録 竪冊

A232 一筆 竪冊

A232 あまの川 元治元 内海虎 竪冊

A233 〔御手本〕 竪冊

A233 〔隷書字鑑〕 竪冊

A233 御手本　小学玉成館 竪冊

A233 〔ローマ字手本〕 竪冊

A233 〔謡曲鶴亀他〕 竪冊

A234 〔漢詩稿　立秋他〕 一紙

A234 〔漢詩稿　秋日浮舟他〕 一紙

A234 〔御手本〕 内海礎五郎 折本

A234 〔漢詩稿　冬暁他〕 一紙

A234 〔漢詩・和歌集〕 竪冊

A234 〔和歌集〕 竪冊

A234 唐詩選 天保 6 折本

A234 書籍・罫紙品価記 明治17 横半

A234 普及舎発兌書目録 明治32. 4. 1 合資会社普及舎 刊

A234 雑書入（1袋〈1冊〉） 内海五郎 袋

A234 〔算数問題〕 綴
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A234 〔魚画〕 一紙

A234 流星名目 横長

A234 □□貞女鑑 刊

A234 〔碁譜〕 文久元.11 綴

A234 製薬精煉記事（1袋〈8冊〉） 袋

A234 ◦人参龍眼肉円　和漢第一之腎薬 本家方眼柴田徳翁 刊

A234 ◦御煉薬売帖 弘化 4 楽山亭 横半

A234 ◦御煉薬仕込万覚書 横半

A234 ◦霊方煉薬済世天乳丹由来 菅邑楽山亭内海次郎右衛門 刊

A234 ◦済世四天王丸 弘化 4春 楽山亭主人内海有亮 竪冊

A234 ◦済世金剛丹 弘化 4春 楽山亭内海有亮 竪冊

A234 ◦済世天乳丹 弘化 4春 楽山亭内海有亮 竪冊

A234 ◦筒井丸〔仕法書〕 政藤屋 竪冊

A234 〔文芸雑書一件〕（1袋〈1冊7通〉） 袋

家

A235 〔戒名写〕 綴

A235 過去帖年数弾書 嘉永 3. 2.18 政藤屋 一紙

A235 歳々価事□年回忌執行諸録 嘉永 6 内海清三郎光堯 横長

A235 〔政藤屋系図〕 一紙

A235 家内并親類書 11 一紙

A235 戒名写　市原村平田氏 3.21 一紙

A235 〔戒名写　松田屋・小松屋〕 一紙

A235 〔戒名〕覚　内海家 3.20 和三郎→政藤屋定太郎 一紙

A235 〔家内并親類〕覚 丑4 一紙

A235 伊勢参宮道中万日記并下向船中万覚書留
帳〔抄〕

文化 5. 2～3 横半

A236 内海格次郎一代記 竪冊

A236 抜参宮道中日記〔抄〕 文化 5. 2.13～文化 5.
3.28

竪冊

A236 石州湯津入湯逗留往来記 文政10. 6 内海格次郎 横半

A236 石州湯野津逗留中往来共万書留帳 丑3 横半

A236 石州湯野津往来万給帖 文化 3. 2 定次郎 横半

A236 美濃国行道中日記録 嘉永 4. 9 真舎晟三 横半

A236 玉浦江出養生之節諸記簿 明治 2. 8 菅村政藤屋 横長

A236 郡用出勤出目仕出シ帖 享和 3. 4 菅村庄屋定次郎 横半

A236 向嶋西村起高取計出勤略日記 文政 6. 2 木梨山方村・菅山方村庄屋格次
郎

横半

A236 〔水損ニ付出勤日記　扣〕
※三郎丸村・菅村・木梨山方村・菅山
方村

天保11. 6～ 格次郎 横半

A236 出勤雑記 未10 横半

A236 出勤中当用記 戌冬 横半
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A237 御肴通（7通） →菅政藤屋 横半

A237 豆腐通（4冊） 近田屋与兵衛→政藤屋 横半

A237 八百屋物通（3通） いわしや嘉兵衛→政藤屋 横長
／横
半

A237 酒の通（3冊） 午・巳 市村酒店→政藤屋 横半

A237 酒醤油之通（2冊） 申・午 柴門酒場→菅村政藤屋 横半

A237 酒代請取通 卯 市村酒店→菅村政藤屋 横半

A237 万染物御通 申 河本屋定兵衛→政藤屋貞次郎 横半

A237 呉服物之通（3冊） 寅・巳・午 尾道升屋文助→菅村政藤 横長

A237 呉服物現銀請取通 文化11. 9 富屋喜兵衛→平村直平・菅村格
次郎

横長

A238 釘之通 壬寅・午 かぢ屋幸兵衛→政藤屋 横半

A238 酒代請取通 寅 市村酒店→菅村政藤屋 横半

A238 万小間物・端物類通（2冊） 申 石原屋喜三郎→菅政藤屋 横半

A238 万之通 寅・卯・子 木綿屋新十郎→政藤屋 横半

A238 万之通 申・午 尾道新庄屋仁兵衛→菅邑政藤屋 横半

A238 酒御通 申 政信酒店→菅政藤屋 横半

A238 呉服物之通 子1 尾道升屋文助→菅邑政藤屋 横長

A238 油醤油之通 子1 尾道木綿屋新十郎→菅政藤屋 横半

A238 酒之御通 亥4 大塔村伊丹屋→政藤屋 横半

A238 万染物御通 戌 河本屋定兵衛→すケ政藤屋貞次
郎

横半

A238 現銀御通 天保11. 1 金政屋→菅村政藤屋 横半

A238 通 申1 いわし屋嘉兵衛→政藤屋 横半

A238 御菜種通 未 小物屋友四郎→政藤屋 横長

A238 米銀塩噌渡通ひ 辰閏11～ 政藤屋台所→小屋元〆中 横半

A238 勝手方諸雑費帖（2冊） 天保12. 5・天保12. 9 横半

A238 政藤屋台所　壱番 横半

A239 文化七午年借銀片付之義ニ付書類并右銀
主了簡引之内江文政七申二月立戻銀書類
一巻（1袋〈5冊13通〉）

政藤屋定次郎・格次郎 袋

A239 借用并預銀根帖（10冊） 文政 7～天保 5 横半

A239 申暮預借用銀目録 天保 8. 1 政藤屋格次郎 横半

A239 天保八丁酉歳日迫約り銀子借用目録 天保 9. 1 内海有蕩 横半

A239 天保八丁酉歳日迫貸附銀口々約目録帖 天保 9. 1 内海有蕩 竪冊

A239 天保十亥暮約銀子借用目録 天保11. 1 内海有蕩 横半

A239 天保十一庚子暮約借用銀目録 天保12. 1 内海有亮 横半

A239 辰暮銀払帳 辰12 政藤屋 横長

A239 天保七丙申暮取替銀口々根帖 天保 8. 1 有蕩 横半

A239 天保十巳亥暮約取替銀口々根帖 天保11. 1 内海有蕩 横半

A240 公私銀出入算勘帖（2冊） 天保 8.11・天保 9.10 政藤屋蔵処 横半

A240 未暮取引算用書 天保 6 政藤屋 横長
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A240 申暮銀談受引算用帖 申 政藤屋 横長

A240 天保八酉暮銀談受引算用帖 天保 8 菅政藤屋 横長

A240 天保九戌暮銀談受引算用簿 天保 9 政藤屋 横長

A240 弘化元年申辰暮銀子出入目録帖 弘化 2. 1 内海有亮 横半

A241 日用勘定帖 弘化 5. 1 楽山亭台所 横長

A242 普請米水車取引通 辰冬 政藤屋 横半

A242 町村ヨリ引受祝用ニ付悦至来覚帖 文化12.12 政藤屋 横長

A242 家建悦至来書留 巳 横長

A242 松板請取通 巳春 菅政藤屋→竹ケ原村長兵衛 横半

A242 売払物□□ 横長

A242 蔵直シ普請万覚帖 文化 5. 3 政藤屋 横半

A242 後平直普請万覚帖 文化11. 8 政藤屋 横半

A242 湯殿普請入用帳 文化14. 8 政藤屋 横半

A242 座鋪普請万書留帳 文政 8. 3 政藤屋 横長

A242 座鋪普請諸入用入詰帳 文政 8. 9 政藤屋 横長

A242 居宅普請ニ付材木貰寄人別書留メ帳　菅
山方村前後

天保 3. 8.29 横長

A243 居宅普請中万覚帳 天保 3. 8～ 政藤屋 横長

A243 居宅普請ニ付材木取集方書留メ帳 天保 3. 9～ 菅村政藤屋 横半

A243 天保四癸巳年居宅普請中大区木挽厥外職
人請負日役積帳

天保 4 御調郡菅村政藤屋 横半

A243 居宅普請中見舞書記 天保 4. 2 政藤屋 横長

A243 瓦着帳 天保 4. 3 菅政藤屋 横長

A243 瓦・石取越万帖　附り板受取　宅用 巳7～ 横半

A243 庵普請入用銀払帖 弘化 2. 1 横長

A244 出火ニ附本家牛馬屋消失一件跡門土蔵長
屋普請中万覚帖

天保 3. 3 政藤屋 横長

A245 当春竹之下古雨池普請入用人別割賦帖　
御調郡菅村

天保 7.12 横長

A245 本家前例普請入用帖 文政13 政藤屋格次郎 横半

A245 加登取立普請入用并嘉三次入家ニ付諸入
用都而銀子出入覚帖

横長

A245 諸職人日積覚帳改 天保 3. 3.9～ 菅政 横半

A245 百姓今右衛門分家普請御願書付　御調郡
仁野村

午7 庄屋清三郎他→御調郡出張所 一紙

A245 財木貰人別書留メ之覚　菅山方前後 天保 3. 8.26 横長

A245 年中合力夫覚帳 天保 4. 2 政藤屋 横長

A245 瓦手伝木梨山方村人別覚帳 天保 4春 横長

A245 於白太村□□持地之内江氏神御当万覚帖 天保12. 9 政藤舎 横長

A245 下作掛捌帖 嘉永 4.10 政藤屋 横長

A245 本宅せと岸石垣普請入用帖 天保10. 9 政藤屋 横長

A245 御年貢御蔵払米後附・買次米代受取根帖
　御調郡菅村組

嘉永 4.10 菅村・木梨山方村当分庄屋権助 横長
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A245 職人工科・木卸賃覚帳 政藤屋 横長

A245 当村百姓与三郎・麻右衛門跡厥所家財田
畑山林書上帳　御調郡木梨山方村　扣

文化14. 2 庄屋貞次郎他→御調郡役所 横長

A246 定次郎石州湯野津入湯留主見舞之覚并罷
帰り候節悦ひ之覚

文化 2. 3.16～ 横半

A246 御参宮留主中見舞貰覚 文化 5. 2 政藤屋格次郎 横半

A246 定次郎・格次郎風邪ニ附病中万覚 文化 5. 4.10～ 横半

A246 定次郎・豊次痢疾相煩病中見舞品記 文政11. 8 横半

A246 文政十三寅九月お高病気見舞覚 文政13 横長

A246 於孝病中見舞到来筆記 天保 8. 6～ 菅村政藤屋 横長

A246 格次郎病気見舞到来記 天保10.11 政藤屋 横長

A246 於喜代・お峯・丈助就痘瘡見舞書留帖 天保11. 1 政藤屋 横長

A246 御見舞帖 天保15. 5 政藤屋阿孝 横長

A246 宇津美於千恵足部病気ニ付出養生中録 安政 5. 2.22 横長

A246 内海有条耳順賀祝書記 文政 9春 横長

A246 割庄屋同格被仰付悦到来書留 文政11. 6 内海定次郎有条 横長

A246 内海清三郎光堯菅村庄屋役被仰付御歓帖 嘉永 5.12 政藤舎 横長

A246 文化十二亥五月十四日菅山方村夫役儀被
仰付悦覚帳

文化12. 5 政藤屋定次郎 横長

A246 丑冬格次郎社倉主役被仰付寅同人初老丑
冬定太郎・豊次・吉三疱瘡相凌寅春祝物
記録

文政13 政藤屋 横長

A246 三郎丸村庄屋被仰付御成就到来物書記 天保 5.10 横長

A246 内海定太郎出生之刻万書留帳 文政 2.12 政藤屋格次郎 横長

A246 内海豊二出生之刻万書留帖 文政 6. 6 横長

A246 内海吉三出生之刻万書留帖 文政12. 2 横長

A246 内海峯出生之刻万書留帖 天保 5. 3 横長

A246 内海四郎出生之刻万書留帖 天保 7.12 横長

A246 内海丈助出生之刻万書留帖 天保 9. 5 横長

A246 内海定太郎有亮男猶松出生之刻万書留帖 弘化 2. 6 横長

A246 内海定太郎有亮次子阿光出生之刻万書留
帖

弘化 4. 9 横長

A247 年分音信贈答其外録 文久 4. 1 内海元家有賢 横長

A247 音信贈答其外録 明治 5. 1 内海氏　耕雲亭 横長

A248 長州討入之節尾道ニ而聞書 慶応 2. 6 清三郎 横半

A248 配膳門　上・下 慶応 3. 8 水島ト也他→内海清三郎 竪冊

A248 諸記 慶応 4. 5 内海定右衛門有□ 横半

A248 嚮記覚・集記・前記悟覚宇都美贅三 内海贅三 竪冊

A248 参宮道中諸入用帳 文化 5. 2.13～ 横半

A248 御廻在ニ付御下宿仕構入用仕出帖　御調
郡中原村

文久元.10 横半

A248 新五郎一件万覚 文化 4. 4 横半

A248 土産物目録下書 横長
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A248 〔書翰綴〕 文政元～2 →内海定次郎・格次郎 綴

A249 仕払登録 明治15. 1 内海正戸 横半

A249 支仕大保恵 明治11. 3 内海正戸 横半

A249 大保恵帖 明治15. 1 宇津美正戸 横半

A249 大保恵 明治16. 1 内海 横半

A249 擬払大保恵 明治17. 1 内海正戸 横半

A249 仕払大保恵 明治18. 1 横半

A249 覚帳 明治18. 1 横半

A250 仕払大保恵 明治19. 1 横半

A250 大保恵帖 明治19. 1 正戸内海 横半

A250 大保恵 明治20. 1 横半

A250 仕払大保恵 明治21. 1 横半

A250 大保恵帖 明治22. 1 横半

A250 仕払〔大保恵〕 明治20. 1 横半

A251 仕払覚帖 明治23. 1 横半

A251 覚記帖 明治23. 1 横半

A251 仕払覚 明治22. 1 横半

A251 仕払記帖 明治24. 1 横半

A251 万覚帖 明治24. 1 横半

A251 擬払覚帖 明治25. 1 横半

A251 於保恵帖 明治25. 1 横半

A252 於保恵帖 明治26. 1 横半

A252 仕払覚 明治26. 1 横半

A252 大保恵帖 明治27. 1 横半

A252 仕払於保恵 明治27. 1 横半

A252 仕払覚帖 明治28. 1 横半

A252 仕払覚 明治29. 1 横半

A252 於保恵 明治30. 1 横半

A252 於保恵 明治30. 1 宇津美内 横半

A252 金出納録 明治16.10～明治17 内海有三 横半

A252 出納録 明治18. 1 内海有三 横半

A253 出納覚 大正 3. 1～ 政藤屋 横半

A253 金出入記録 明治16. 1 内海有三 横半

A253 諸雑費判取帳 明治16.11.18 菅村人内海 横半

A253 日記 大正 5.旧1 正藤屋 横半

A253 日記覚帳 大正11 政藤屋 横半

A253 日記帖 大正14 内海内 横半

A253 毎日記載帖 明治16～ 内海五朗 横半

A254 会計〔覚〕 大正 4 正藤屋 横半

A254 通 大正11.10 尾道市島尾徹三→菅組 横半
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A254 御通 大正13.10 尾道板鉄→菅組 横半

A254 通 大正14. 9 尾道市板徹商店→菅組 横半

A254 御通 大正15 尾道市若林卯太郎→菅組 横半

A254 御通帖 昭和 2. 9.27 尾道市若林卯太郎→菅イ組共有
中

横半

A254 松茸帖 昭和 8 →菅組 横長

A254 松茸売別覚書 昭和 8 菅イ組蕈組合 横半

A254 於鶴出生ニ付懇切舎ヨリノ見舞物記 明治15. 9. 3 宇津美 横長

A254 於里ふ病煩見舞 明治27 横長

A254 見舞志類志 明治30. 1 宇つみ内 横長

A254 見舞到来覚 明治29. 5 内海勝手 横半

A254 明治廿四年分内海有三殿所有地小作米勘
定帖

明治25. 1 山名新太郎 横長

A254 明治廿九年分内海有三殿所有地小作米勘
定帖

明治30. 2 山名新太郎 横長

A254 土産并倒来物覚 明治25. 2. 4 於文 横長

A254 土産倒来品覚記 明治25. 4 内海内方執事 横長

A254 釈妙寿大姉葬式諸記録 明治24. 7 横長

A254 釈妙寿大姉香料扣 明治24. 7 世話方 横長

A254 溜池ニ関スル覚 大正 2.10 内海 横半

A254 日傭其他控 大正 2 内海政藤 横半

A254 覚控 昭和10. 9 横半

A255 中古文鑑講義摘書 明治32. 9 長屋先生口述・内海宣筆記 横半

A255 国語之友　第一巻 明治32. 5. 1 横半

A255 論語鈔講義摘書 明治32. 9 吉村教諭口述　内海宣 竪冊

A255 中古文鑑不審筆記 明治34. 1 宇津美世運所携 横半

A255 金子出ノ〔覚〕 横半

A255 明治三十三年分小作米勘定帖 明治35 山名新太郎 横長

A255 〔村費覚〕 横長

A255 〔内海宣戸籍抄本〕 大正 2.10.13 御調郡菅野村戸籍吏前田吟太郎 一紙

A255 〔内海宣御調郡菅野村農会会長職務代行
者辞令〕

昭和10. 3.30 広島県知事鈴木敬一 一紙

A255 被撰人届他（2通） 明治12. 2. 6 菅村戸長内海有三 一紙

A255 修行証書・卒業証書（1包〈11通〉） 明治 8～10・21 包

A255 諸記録・諸抜萃 明治14. 3 吉田永逸 横半

A255 〔内海家買物覚〕 興風社 横半

新聞・その他

B55 広島新聞　2号 明治10.11.26 刊

B54 日注雑記　1号・2号 明治 4.12・明治 5. 1 刊

B55 大阪毎日新聞附録　雑報
※日英通商航海条約締結記事

明治27. 8.29 刊

B55 尾道新報〔抄〕 明治34. 7.27 刊
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B55 〔国民新聞社広告〕 刊

B56 御調町建設計画書 昭和30. 1 御調町設置促進委員会 刊

《久井町》

P60
3 杭稲生神社文書

A1～4 大般若経奥書（第7～600巻） 応永17.11.22 折本

P60
4 山科家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 備後国御調郡杭稲荷社御祭御頭注文 慶長3. 8.15 継

《向島町》

P61
3 鼓氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 後村上天皇綸旨（1号） 正平6. 1.25 後村上天皇→三吉覚弁 巻子

A1 〔三吉鼓文書第1巻〕（2～22号） 観応 2. 2.15～慶長5.12 巻子

A1 毛利輝元感状写 元亀元.11. 2 毛利輝元→鼓主膳 巻子

A1 福島正則書状 元和 6. 5.18 福島正則→鼓善太夫 巻子

A1 〔三吉鼓家文書第2巻〕 康永 2. 5.21～
康正 2. 6.25

巻子

A1 〔三吉氏系図〕 巻子

A1 〔鼓成兼先祖由緒指出控写〕 慶長5.12 鼓成兼→福島正則代官 継

A1 奉書上候由緒控 文化 6. 4 丹蔵 竪冊

A1 礼拝施設ノ残存届 竪冊

P61
4 西八幡神社文書

A1 亀山八幡大菩薩縁起疏 慶長5. 3 慶遍・照友 横半

A1 備後国歌島手次目録 竪冊

A1 毛利家寄進状写 竪冊

A1 □□家由来記 巻子

神社明細帳

A4・5 〔神社明細帳〕安芸郡 竪冊

A1 〔神社明細帳〕山県郡　二冊之内一 竪冊
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A2 〔神社明細帳〕山県郡　二冊之内二 竪冊

A3 〔神社明細帳〕高田郡　二冊之内二 竪冊

A22・23 〔神社明細帳〕賀茂郡　三冊之内一 竪冊

A24・25 〔神社明細帳〕賀茂郡　三冊之内二 竪冊

A26・27 〔神社明細帳〕賀茂郡　三冊之内三 竪冊

A6・7 〔神社明細帳〕豊田郡　二冊之内一 竪冊

A8 〔神社明細帳〕豊田郡　二冊之内二 竪冊

A9・10 〔神社明細帳〕御調郡　一冊ノ内一 竪冊

A11 〔神社明細帳〕御調郡　一冊ノ内二 竪冊

A46・47 〔神社明細帳〕深津郡　二冊ノ内一 竪冊

A48 〔神社明細帳〕深津郡　二冊ノ内二 竪冊

A56・57 〔神社明細帳〕安那郡　三冊之内一 竪冊

A58・59 〔神社明細帳〕安那郡　三冊之内二 竪冊

A60・61 〔神社明細帳〕安那郡　三冊之内三 竪冊

A49～51 〔神社明細帳〕沼隈郡　四冊ノ内一 竪冊

A52・53 〔神社明細帳〕沼隈郡　四冊ノ内三 竪冊

A54・55 〔神社明細帳〕沼隈郡　四冊ノ内四 竪冊

A30・31 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内一 竪冊

A32・33 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内二 竪冊

A34・35 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内三 竪冊

A36・37 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内四 竪冊

A38・39 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内五 竪冊

A40・41 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内六 竪冊

A42・43 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内七 竪冊

A44・45 〔神社明細帳〕神石郡　八冊之内八 竪冊

A12・13 〔神社明細帳〕甲奴郡　三冊之内一 竪冊

A14・15 〔神社明細帳〕甲奴郡　三冊ノ内二 竪冊

A16・17 〔神社明細帳〕甲奴郡　三冊ノ内三 竪冊

A18 〔神社明細帳〕奴可部 竪冊

A19 〔神社明細帳〕三上郡 竪冊

A20・21 〔神社明細帳〕恵蘇郡　二冊之内一 竪冊

A28・29 〔神社明細帳〕恵蘇郡　二冊之内二 竪冊

西八幡神社

A78 杭組八幡組寺社古城跡名石名木改帖 正徳 5. 4 横長

A66 奉仕神社御神躰記帖 文化 2 山根丹波守 竪冊

A65 備後国福山領分御高附村名帳〔写〕 文化10. 4.24 竪冊

A74 東八幡社記社家旧録（附西村普請所夫積
帖）

神主吉原家 竪冊

A81 因島神社関係〔諸文書〕　諸布達控 慶応 4. 8～明治 6. 1 横長

A86 明治初年合併手続向東神社因島皇子宮関
係文書〔合併之節書類　明治五年壬申三
月　東村〕

明治 4～5 横長
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A85 神社合併跡地取調帖・〔合社跡宮有地取
調書〕・〔土地台帳名前誤謬訂正願〕

明治 8～42 八幡宮社務所 竪冊

A84 神社明細帳 明治初年 神主吉原家 竪冊

A73 東村寺院明細帳 （明治 2～4） 神主吉原家 竪冊

A73 仏像在来之神社書上帳　御調郡向島東村 明治 2. 8 庄屋理兵衛他 竪冊

A72 東村寺社境内図雑記 神主吉原家 竪冊

A72 曹洞宗寺院号其外明細帖　向島東村 （明治 3. 8） 荘屋高田理兵衛・同太兵衛 竪冊

A75 西鎮座八幡神社神事明細録 明治 6.10 向島西里神誠舎 竪冊

A71 〔摂末社存置願控帳〕 明治13～14 竪冊

A87 上申書扣綴込（附御調郡向島西村山御改
帖〔写〕享保十年）

明治29～35 竪冊

C1 社寺境内地処分誌〔抄〕 大蔵省管財局 刊

A76・77 上申書並意見書綴 大正14～昭和21 吉原晴景 竪冊

A80 神社往復文書〔抄〕 昭和 8年度 社務所 竪冊

A80 神社往復書類〔抄〕 昭和 9年度 社務所 竪冊

A79 官有地払下申請書綴　附法人法登記神社
建坪図〔抄〕

昭和24 亀森八幡宮 竪冊

A82 上申書扣綴込（神社財産・棟札写・工作
物等報告書）

庶務課 竪冊

A62 登記関係一件書類 大正 8～昭和20 竪冊

A83 重要書類〔神社財産関係〕 昭和 9～14 社務所 竪冊

A67 〔神社支払帳〕 （昭和14） 竪冊

C4 第十四回評議員会議事速記録 昭和14. 5 全国神職会 刊

C3 〔神楽人取締規則　賀茂郡・豊田郡・芦品
郡・高田郡・双三郡・世羅郡甲奴郡聯合

冊

A63 神楽人名簿 明治42～大正 5 御調郡・尾道市神職管理支所 竪冊

A64 神楽員会一件　証書下附願書綴 大正13～15 御調郡・尾道市神楽員会 竪冊

A70 拾塵花鈔〔写〕 竪冊

A69 神習教教規 明治18.12.25 神習教管長芳村正秉 竪冊

A68 〔諸祭式祝詞覚〕 竪冊

C5 安芸・備後寺院真景 刊

C2 広島県市町村資力調 大正13. 3. 4 広島県知事官房 刊
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世羅郡

《甲山町》

P62
5 木下氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 日吉社十禅師宮重色神人職補人状（1号） 文永 6. 5 延暦寺執行他 竪紙

A1 末成小二郎請文（2号） 長享 3.10.10 末成小二郎→大工四郎五郎 切紙

A1 某下知状写〔断簡〕（3号） 切紙

A1 策雲玄龍書状（4号） 3. 7 策雲玄龍→岡余三右衛門 切紙

A1 小早川氏奉行人連署書状案（5号） 6.16 岡景忠他→八幡千代寿他 切紙

A1 中野家次他連署書状（6号） 12.11 中野家次他→丹下四郎兵衛 切紙

A1 古文書之写 明治13. 6 丹下勢一郎 竪冊

A1 系統履歴書 明治21. 4.15 丹下勢一郎 竪冊

A1 尾道千光寺住持袖判同納所妙永百姓職宛
行状

寛政 4. 9. 2 千光寺納所妙永→三郎次郎 竪紙

A1 某作職宛行状 長禄 2. 8.12 竪紙

P62
6 門藤家文書

世羅郡小谷村で庄屋を勤めた門藤家に伝来した文書（支配・村・治安等）

支配・村

A1 御巡見様御通行ニ付御用要覚帳 寛政元. 6. 伊尾村下組兵次郎 横半

A1 御巡見様御通行ニ付諸用覚帳 寛政元.閏6.16～ 横半

A1 広嶋并往来留書
※以上3冊合綴

寛政元. 6.2～ 横半

A1 〔給人主膳様家督相続ニ付通達書〕 . 6.22 青山書左衛門他→小谷村庄屋助
次郎他

一紙

A1 今度村絵図被為仰付三ヶ村巻物ニ絵図仕
候掛夫面々申合せ之事

正徳 4. 2. 伊尾村・小谷村・松崎村庄屋・
与頭

一紙

A1 御山方一巻御覚式御改被為遊之趣御書 （享保12）. 2. 一紙

A1 御山方御用引請分り之事 （享保12）. 2. 一紙

A1 小谷村覚書 宝暦 4. 2. 竪冊

A1 当用覚書 延享 3. 6. 小谷村六兵衛 横半

A2 〔上組庄屋跡役十左衛門へ当分一緒ニ被
仰付候ニ付申渡請書〕覚

子. 7. 庄屋十左衛門 一紙
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C1 〔伊尾村下組庄屋申付ニ付〕申渡 寅. 9.10. 木村幾三郎他→伊尾村下組四郎
助

一紙

C1 〔川尻村組頭金次郎等追込差免ニ付〕態
申遣

未. 5.25 世羅郡役所→伊尾村下組庄屋兵
次郎

一紙

治安

A2 山名藤公為御意伊尾山大堺定申事 明徳 3. 8.10（正徳4写） 一紙

A2 伊尾村・小谷村・松崎村境目極事申替し
之覚ひかへ

永禄 6. 8.24 一紙

A2 〔尾道へ出し候紙草川尻村百姓と目申候
一件出入ニ付済口〕一札之事

元和10. 2.28 備後国世羅郡大庄屋勝兵衛他→
播州室津久太夫

一紙

A2 互ニ取替申書物一札〔こへ草山之儀ニ付
下つ屋・小谷村と出入済口証文〕

寛文 3. 8. 3 伊尾村庄屋七兵衛・下つ屋惣兵
衛他→小谷村庄屋市兵衛他

一紙

A2 〔青近村と伊尾村と山論済口証文〕取か
わし申一札之事

延宝 8. 2.23 伊尾村庄屋七兵衛→青近村庄屋
利兵衛

一紙

A2 取替シ申一札之事〔青近村と伊尾村と山
論済口証文〕

延宝 8. 2.23 青近村庄屋利兵衛→伊尾村庄屋
七郎兵衛

一紙

A2 乍恐御理申□□〔当村こゑ草山に川尻
新儀ニ仕候ニ付境目見分願書〕

貞順2. 9.24 伊尾村・小谷村・松崎村庄屋・
与頭

一紙

A2 〔伊尾村と川尻村より小谷村鮎取り井出
関等新義くわたて候ニ付〕乍恐申上ル御
断

貞享 2. 9. 小谷村庄屋市兵衛他→半三右衛
門他

一紙

A2 伊尾村十左衛門・川尻村与一郎書翰〔麦・
半左衛門夫小作付・奉公人借シ銀与一郎
返答〕

.11. 　→両村下代中 一紙

A2 〔小谷村・川尻村境目相論ニ付小谷村口
上書〕

亥. 3. 小谷・伊尾・松崎村庄屋他 一紙

A2 〔伊尾村・松崎山出入内済ニ付相定メ申
ス条々〕覚

元禄 5. 8.10 一紙

A2 〔伊尾村之内行森・桑原草刈・馬之荷相
論〕口上書

元禄 6. 6. 勘兵衛他→ 一紙

A2 〔甲斐村・高山山論ニ付〕扱之覚　伊尾村 元禄 7. 6.23 惣山守吉郎右衛門→庄屋六郎兵
衛→惣山守吉郎右衛門

一紙

A2 〔小谷村・阿字境目相論ニ付〕書物之事 元禄12. 9.15 阿字村庄屋七郎兵衛→小谷村庄
屋市兵衛→阿字村庄屋七郎兵衛

一紙

A2 〔検地ニ付異論申越方〕書物之事 元禄12. 5.26 クサ庄屋他→小谷村庄屋市兵衛 一紙

A2 〔伊尾村重右衛門組百姓より御免下割算
用之儀ニ付連判願書差出候一件内済ニ付
口上書〕

宝永元. 8.23 伊尾村庄屋重左衛門→両村下下
代中

一紙

A2 〔伊尾村才原・松崎村かしま境目出入一
件〕済口之覚

宝永 3.10. 6. 寺町村庄屋加兵衛→伊尾村庄屋
三郎右衛門他

一紙

A2 〔伝来書広島へ持参留守中ニ仕かけ候一
件ニ付〕覚

宝永 4. 4.14 小谷村庄屋市兵衛 一紙

A2 〔のふこ山こゑ草之儀ニ付のふと桑原・
山田出入一件〕済口一札

正徳 3. 7.10 伊尾村庄屋重左衛門→上のふ百
姓中

一紙

A2 〔小谷村・伊尾村柴草取ニ出入一件済口
証文

正徳 4. 4. 6 頭庄屋三郎右衛門・小谷村庄屋
助次郎他→伊尾村庄屋重左衛門
他

一紙

A1 〔池ノ峠柴草之儀ニ付小谷村・伊尾村之
内高村と出入一件済口証文〕一札之事

正徳 4. 4. 6 伊尾村庄屋重左衛門他→小谷村
庄屋助治郎他→伊尾村庄屋十左
衛門

一紙

A1 〔伊尾村之内甲斐村平ニ而高村・甲斐村
百姓草山出入りニ付直訴申上候一件〕乍
恐降参書差上ル

享保 3. 9. 3 伊尾村之内高村・甲斐村百姓連
判→庄屋十左衛門他→龍神甚大
夫他→庄屋十左衛門他

一紙
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A1 〔芸州・福山御領境目改ニ付小谷村・久佐
村取替証文〕覚

元分2.12.28 世羅郡小谷村庄屋六兵衛→芦田
郡久佐村庄屋段七他

一紙

A1 〔小谷村・伊尾村草山相論内済ニ付〕申定
之覚

宝暦 9.10. 8 小谷村庄屋新左衛門他→伊尾村
庄屋喜太郎他

一紙

A1 〔伊尾村野山山田谷之内信山差縺ニ付請
書〕

文化 3. 5. 山田方下組・上組百姓他→下組・
上組庄屋・与頭

一紙

A1 伊尾村下組甲斐村・高村谷入相野山甲斐
村山規則定書

文政 4. 8.29 割庄屋東神崎村善兵衛他→伊尾
村下組庄屋兵次郎他

一紙

A1 〔山木草伐苅并二通り道両谷差縺一件入
用米捌方ニ付草山取分証文〕覚　伊尾村
下組

文政 5.12. 庄屋兵次郎他→甲斐村谷長百姓
紋蔵

一紙

A1 〔山木草伐苅并二通り道両谷差縺一件入
用米捌方ニ付草山取分証文〕覚　伊尾村
下組

文政 5.12. 庄屋兵次郎他→高村谷長百姓喜
三次

一紙

A1 山田谷入口堀之沖川中江御座候荒神社之
風呂両伊尾差縺一件済口之一札

文政10. 3. 取り扱人上伊尾村長百姓嘉兵衛
他→庄屋柳兵衛他

一紙

A1 〔伊尾村之内下津屋・本地両谷と小谷村
と野山草手等苅場之義ニ付差縺一件内済
ニ付〕取更証文之事

弘化 4. 8. 小谷村庄屋弥助他→伊尾村下組
庄屋又兵衛他

一紙

その他

A2 〔祈願書〕 宝永 5. 1. 3 門藤市兵衛平則続 一紙

A1 〔草山売切証文〕覚　伊尾村 文政 9.12. 上組・下組庄屋→高村谷長百姓
喜三次

一紙

A1 〔草山売切証文〕覚　伊尾村 文政 9.12. 上組・下組庄屋→高村谷長百姓
此兵衛

一紙

C1 庄原・宇津戸間県道改修御実測願 明治19. 7. 三上郡庄原村他・甲奴郡上下村
他・世羅郡宇津戸村他発起人・
戸長

竪冊

C1 〔尾道〕軽便鉄道関係書類 大正 2. 4. 門藤 綴

C1 苗代の改良に就て 明治36.10. 広島県農事試験場 刊

P62
7 吉口家文書

C1 世羅郡会会議規則 刊

C1 覚〔知行目録〕 享和 2. 2.15 浅野斉賢→竹内八郎 一紙

C1 国郡志御用下弾書出帖　世羅郡小世良村 文政 3. 5. 庄屋権五郎他 竪冊

C1 山陽鉄道神戸尾道間汽車発着時刻表 明治24.12. 弘運株式会社尾道分社・長江町
高橋トミ

刊

C1 尾道物価表 明治23. 1. 2 尾道商業倶楽部 刊

C1 芸備繁栄鑑〔番付〕 明治18. 1. 6 渡辺時太郎 刊

C1 明治四十四年度（自四十四年四月至四十
五年三月）米穀検査俵数各出張所別一覧
表

広島県米穀検査所 刊

C1 明治四十四年度（自四十四年四月至四十
五年三月）米穀検査等級別一覧表

広島県米穀検査所 刊

C1 明治自四十四年四月至四十五年三月各都
市別米券倉庫入庫一覧表

広島県米穀検査所 刊

C1 明治四十四年度（自四十四年四月至四十
五年三月）各都市別米券倉庫入庫俵数一
覧表

広島県米穀検査所 刊
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C1 明治自四十三年度・四十四年度米穀検査
及入庫俵数比較対照表

広島県米穀検査所 刊

C1 現米拾ヶ年間価格表 明治21～30 一紙

《世羅町》

P63
1 永寿寺文書

A1 仏像造立銘文写 承元4. 5 竪紙

A1 世羅郡永寿寺国郡志指出写 継

A1 大般若経奥書（第1～590巻） 永和 2.11.24～
永和 5. 4. 3

折本

P63
2 康徳寺文書

A1 〔石室玖禅師語録〕 石室侍者某 竪冊

A1 大通禅師附録　全 天明 3. 8.25 刊

A1 仏通愚中年賦 竪冊

A1 石室玖和尚頂像 巻子

《世羅西町》

P64
1 潮音寺文書

A1

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 新見宗頴同直時連署寄進状（1号） 新見宗頴・同直時→潮音寺 竪紙

A1 新見宗頴同直時連署寄進状（2号） 宝徳元. 9.晦 新見宗頴・同直時→潮音寺 竪紙

A1 潮音寺密伝譲状（3号） 大永 6. 8. 7 潮音寺密伝→真源侍者 竪紙

A1 潮音寺密伝譲状（4号） 大永 6. 8.23 潮音寺密伝→等聚侍者 竪紙

A1 猶安寄進状（5号） 享禄 4.10 猶安→潮音寺 竪紙

A1 佐伯三郎五郎寄進状（6号） 天文16. 4 佐伯三郎五郎→貴山梅含禅定門

A1 世羅郡小国村潮音寺切高証文 正徳 3. 5.18 頭庄屋四郎右衛門他→潮音寺方
丈

竪紙

A1 潮音寺密伝死去仏事入目注文 享禄 4. 3.16～23 大平□智 切紙

P64
2 吉祥寺文書

A1 国郡志御編集下しらべ書出帖　世羅郡上
津田村

文政 3. 5. 庄屋藤太郎他 竪冊
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P64
3 後藤家文書

A1 国郡志御用ニ付下しらへ書出帖　世羅郡
小国村

文政 3. 5. 庄屋丈之助他 竪冊

P64
4 寺山家文書

A1 芸備両国村別高帳　全 天明 3. 7. 横半

A1 世羅郡御蔵入黒川村御免割帳 嘉永 3.11. 長百姓新右衛門他→庄屋利右衛
門他→藤井十六郎他

竪冊

P64
5 長谷川家文書

A1 黒川村御用控帖 安政 7. 庄屋理右衛門・権右衛門 竪冊
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沼隈郡

《沼隈町》

P66
1 桑田家文書

沼隈郡山南村畳表御用達桑田家に伝来した文書（天文16年渋川義正宛行状等〈『広島県史』古代中世資料編4所収文

書を含む〉，元禄4年畳表直段覚，安永7年備後表一件御尋ニ付御返答書等）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 渋川義正宛行状（1号） 天文16.11.10 渋川義正→桑田藤三 竪紙

A1 渋川義正宛行状（2号） 天文17. 8.13 渋川義正→桑田寅千代 竪紙

A1 渋川義正感状写（3号） 天文20. 8 渋川義正→桑田藤三 切紙

A1 小早川隆景書状（4号） 1.11 小早川隆景→桑田藤三 竪紙

A1 小早川隆景書状写（5号） 8.17 小早川隆景→桑田藤三他 切紙

A1 高興捻文（6号） 12.21 高興→桑田藤三 竪紙

A1 渡辺三郎左衛門書状（7号） 渡辺三郎左衛門→桑田市郎右衛
門

折紙

A1 毛利氏奉行人書状（8号） 6.20 佐世元嘉→（桑田内）岡本九郎
助

折紙

A1 小早川隆景一行写 11.15 小早川隆景→桑田市郎右衛門 竪紙

A1 小早川隆景書状写 3.25 小早川隆景→大友大夫 切紙

A1 足利義昭御内書写 天正15. 2. 7 足利義昭→大友大夫 切紙

A1 毛利元就同隆元連署書状 天文 6. 3. 5 毛利元就・同隆元→桑田藤三 竪紙

A7 永代売渡申畠之事共 天文15. 4.26 工藤和泉守→肴閑坊 一紙

A1 桑田家由緒覚 継

A5 〔畳表見土居・岡本・友野・桑田家〕由緒
書

宝暦 5.12 畳表懸手代和田八平太他 一紙

A6 〔桑田家譜〕 （安政 2以後） 竪冊

A7 〔沼隈郡二十一ヵ村貢租皆済状〕 元禄 8. 3.14 上田四郎左衛門他 一紙

A7 寅年下山田村御年貢可納割付事 元禄11.11 山木与惣左衛門他→下山田村庄
屋・惣百姓

一紙

A5 〔天和三年分御用畳表請払算用状〕 貞享元. 6. 4 上田四郎左衛門他→妹尾久右衛
門

一紙

A5 〔貞享三年分御用畳表請払算用状〕 貞享 5. 3.27 上田四郎左衛門他→妹尾久右衛
門

一紙

A5 〔元禄三年分御用畳表請払算用状〕 元禄 4. 4.16 上田四郎左衛門他→瀬尾久右衛
門

一紙

A5 畳表直段覚 元禄 4.12. 5 勘定所→瀬尾久右衛門 一紙

A5 酉年畳表直段覚 元禄 6.12.13 勘定所→瀬尾久右衛門 一紙
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A5 亥年畳表直段覚 元禄 8.12. 7 勘定所→瀬尾久右衛門 一紙

A3 御用表当座覚 正徳2～延享 4 横半

A2 長州御用表記録 元文 3～文化10 竪冊

A5 備後表一件御尋ニ付御返答書
※町人請負人より御用表買上に付

安永 7.閏7.25 備後畳表見→野村彦右衛門笠岡
役所

一紙

A5 乍恐御尋ニ付以書付奉申上候御事
※畳表値段下直に付

寛政元. 5 桑田大作 一紙

A4 御畳表改方ニ拾五疵之次第 寛政 6. 3 竪冊

A4 御畳表間尺之書附 寛政 6. 3 竪冊

A4 御畳表御用不被仰付候ニ付願書扣 文化13. 3 桑田次左衛門 横長

A5 乍恐以書附奉願上候事
※長州藩へ畳表代銀前借に付

文政 7. 2 山南村畳表御用達桑田次左衛門 一紙

A4 間残帳 安政 3～明治 4 横半

A5 乍恐以書附奉歎上候事
※畳表値段増に付

文久 3.11 沖（桑田）藤兵衛→畳方役所 一紙

A5 〔御畳表積戻り運賃并撰出表之儀ニ付〕差
上申一札之事

卯2 表見四人→役所 一紙

A5 〔御畳表値段ニ付〕口上 酉4.25 桑田大作→ 一紙

A5 〔御用表貫目付書状〕覚 酉9 表見岡本儀平次他 一紙

A5 〔御用表積出しニ付〕覚書 亥7.25 桑田大作 一紙

A5 〔御用表ニ付書付〕 一紙

A5 〔表織値段ニ付書付断簡〕 一紙

A7 預ケ申田地証文之事 文政 8. 3 坪生村売主小あき→同村千右衛
門

一紙

A7 売預ケ申田地証文之事 天保 8.12 売主坪生村弥平太→同村千右衛
門

一紙

A7 御札座銀預り証文之事 文政11. 7 中山南村預り主藤蔵他→米屋惣
兵衛他

一紙

A7 人馬駄賃帳 辰10 備州桑田治左衛門 横半

A7 福山御城下町略記 明治14. 1 横半

A7 仕法ニ付口演 明治16. 1 竪冊

P66
3 悟真寺文書

A1 県民妄動ニ付九月二十三日布告・九月二
十四日布告・旧知事公告示并教諭書・官
員入村告示并説諭

竪冊

A1 説諭記草稿 明治 4.11 悟真寺 竪冊

A1 明治四辛未年九月福山管内諸民謡動之事 竪冊

A2 決死報国之臣甘鼎鑊万宛建言 竪冊

A2 説諭 竪冊

A2 当所丸山城主桑田備前守殿二百五拾回忌
扣　悟真寺知事

天保10. 8 竪冊

A2 福山養蚕義会報告第二回 明治16.10 福山養蚕義会 刊
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P66
4 西光寺文書

A1 〔下山南西光寺殿鐘建立ニ付願并同絵図〕 天保12. 2

A1 〔下山南西光寺殿鐘銘控〕 天保13. 3. 4

P66
5 宝光寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 一流相承系図（1号） 嘉暦元. 5 （存覚） 巻子

A1 一流相承系図（2号） 巻子

A1 本願寺実如消息 文明 9.11初旬 実如 巻子

P66
6 宝田院文書

A1 一流相承系図（1号） 嘉暦元. 5 （存覚） 巻子

A1 宝田院略縁起 正元元. 5 明実 継

A1 良誓上人絵像 嘉暦元. 5 巻子

A1 〔法伝院末寺ニ付申上条々〕 寛永10. 3.14 法伝院明教→横目衆 竪紙

A1 光明本尊 巻子

P66
7 山本家文書

C1 沼隈時報　1号～3号 明治35. 8～10 沼隈時報社 刊

C1 吉備時報〔沼隈時報の改題〕4号～25号 明治35.11～明治37.10 吉備時報社 刊
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深安郡

《神辺町》

P67
1 神辺町立歴史民俗資料館所蔵文書

–1 旧竹尋支所文書
–2 細川家文書

P67
1–1 旧竹尋支所文書

A1・2 区会村会聯合会水利土功会学事会規則 明治17～22 竪冊

A3 安那郡各村聯合会成議案 明治13. 4 安那郡各村聯合会議長藤井平
太・副議長鼓章次郎

竪冊

A3 村会議場日誌 明治17～20 安那郡下竹田村外二ヵ村戸長役
場

竪冊

A3 村会議場日誌 明治21～22 安那郡下竹田村外二ヵ村戸長役
場

竪冊

A3 臨時聯合村会議事日誌 明治22 安那郡下竹田村外二ヵ村戸長役
場

竪冊

A3 安那郡下竹田八尋上竹田村戸長役場事務
規定

明治20. 4 竪冊

A3 八尋上竹田下竹田組合村議会細則 竪冊

A4 町村制ニ関スル上申照会書 明治22 竪冊

A4 町村制施行ニ付疑団ノ件付回答括 明治22. 3 竪冊

A5 市制町村制書類 明治22 竪冊

A6 町村制実施ニ関スル日誌 明治22 竪冊

A6 町村制実施ニ関スル日誌 明治22 下竹田村外二ケ村戸長役場 竪冊

A7 八尋村上表川納税組合規約書〔抄〕
※長迫西組納税組合規約・名簿のみ抄
録

昭和 9 竪冊

A7 明治十四年度物産表　安那郡竹尋村 明治15. 1 八尋村戸長池田晋三郎→芦田品
治安那郡長鶴岡耕雨

竪冊

A7 安那郡芸備米改良組合員同盟簿　下竹田
分

安那郡八尋上竹田下竹田組合村 竪冊

A8 共有山分割維持規約書　共有山毛上組分
維持追規約書　共有山取締規約書

明治24・26・36 安那郡下竹田村 竪冊

A8 〔衛生ニ関スル八尋村下竹田村組合〕規
定書

竪冊

A8 〔税負担ニ関スル安那郡十四ケ村組合〕
規定書・組合設置ニ付取扱順席

明治22. 6.28 安那郡北村外十三ヵ村々長并戸
長惣代諏沢襄吉→郡長

竪冊
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P67
1–2 細川家文書

支配

C1 〔西国筋油紋草兵庫津登せニ付〕御公義
御触書写

寛政 3. 8.22 上下役所→安那郡8ヵ村 竪冊

C1 〔年貢・村入用別立納・宗門改ニ付〕御代
官様御触書写

寛政 5. 4.22 上下役所→安那郡庄屋・年寄・
惣百姓

竪冊

C1 〔油種物専売制徹底ニ付〕御触書写し 寛政 9. 6.15 役所→3郡36ヵ村 竪冊

C1 〔銅山一手直売買ニ付〕御触書写し 寛政 9. 6.25 大岡源右衛門上下役所→ 3郡
村々不残村役人

竪冊

C1 〔年貢銀納方皆済等ニ付〕御触書写し 寛政10 竪冊

A1 寅年御廻状写し帳 寛政 6 箱田村園右衛門 横長

A1 巳御廻状留 寛政 9 横長

A2 未御廻状留　安那郡箱田村 寛政11 横長

A2 申御廻状留　箱田村 寛政12 横長

A2 酉御廻状写　箱田村 寛政13 横長

C1 戌御廻状〔留〕 享和 2 横長

C1 子御廻状留 享和 4 横長

A3 丑御廻状留　箱田村 文化 2 横長

A3 寅御廻状写 文化 3 横長

A12 御触書写　箱田村 文化 4 粟根村・芦原村・西中条村・箱
田村各村庄屋・年寄→上下役所

竪冊

A3 巳御廻状写　安那郡箱田村 文化 6 横長

A4 午御廻状写 文化 7 横長

A4 未御廻状写并用留　箱田村宮崎 文化 8 横長

A4 申御廻状写　安那郡箱田村 文化 9 庄屋園右衛門 横長

A5 子年御廻状留　箱田村 文化13 横長

A5 寅御廻状写　箱田村 文化15 横長

A6 御廻状御触書写 文政 5 横長

A6 御廻状御触書写　箱田村宮崎 文政 6 横長

A6 御廻状御触書写 文政 8 横長

A6 御廻状御触書写　安那郡箱田村 文政10 横長

A7 御廻状御触書写 文政11 横長

A7 御廻状御触書写　箱田村 文政12 横長

A7 御廻状御触書写帳 文政13 横長

A8 御廻状御触書写帳　箱田村 天保 2 横長

A8 御廻状御触書写帖　安那郡箱田村 天保 3 横長

A9 御廻状并書附写帳　箱田村 天保 6 各村村役人共→上下役所 竪冊

A9 御廻状御触書写　安那郡箱田村 天保 7 庄屋四郎平 横長

A9 御廻状御触書写 天保12 横長

A10 御廻状御触書写 天保13 横長

A10 御廻状御触書写 天保14 横長
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A11 御廻状御触書写 天保15 横長

A11 御廻状御触書写　箱田邨 弘化 3 横長

A13 〔西国虫害ニ付幕府勘定方 見分役人派
遣書付〕

享保16. 8.17 上下役所 竪冊

A13 出銀被仰出候御書付請所　安那郡箱田村 天明 6. 8 竪冊

A13 御検見御廻村先被仰渡候請印帳　安那郡
箱田村

天明 8. 9 安那郡三郡→長笠之助役所 竪冊

A13 〔米穀〆買・諸勝負取締ニ付〕被仰渡御請
書

天明 8 箱田村庄屋友右衛門 竪冊

A13 〔代官就任ニ付〕菅谷弥五郎様御廻状写
し

寛政 2.12 菅弥五郎→安那郡8ヵ村庄屋・
年寄・惣庄屋

竪冊

A13 貯穀之儀被仰渡御請書　ひかへ　備後国
安那郡箱田村

寛政 8. 3 箱田村百姓・庄屋園右衛門→上
下役所

竪冊

A13 〔年貢皆済前の諸費節減ニ付〕村々被渡
書　箱田村

寛政 8. 9 大　源右衛門・貞右衛門他 竪冊

A13 〔貸借相対済しニ付〕被仰渡御請書連印
帳　安那郡

寛政 9.11 亀八他 竪冊

A13 江戸御呼出一件用留（2冊） 寛政12.10 箱田村園右衛門 竪冊

A13 〔年貢・村入用帳面印形ニ付〕被仰渡御請
書上帳　ひかへ　備後国安那郡箱田村

享和元. 3 箱田村百姓亀八他・庄屋園右衛
門→上下役所

竪冊

A14 〔百姓・町人等の帯刀禁止ニ付〕被仰渡御
請書

文政 9.12 安那郡箱田村百姓・村役人→上
下役所

一紙

A14 江戸書状御吟味請手続書写 安政 7. 3 竪冊

A14 〔当検見ニ付〕被仰渡書写 午9 竪冊

A14 〔代官交代ニ付〕被仰渡御請書 未9 竪冊

A14 〔年貢納方不埒ニ付〕被仰渡御請印帳 亥10 竪冊

A16 江戸御勘定様御出ニ付四郡惣代廻文写し
并賄方規定書写

文化12. 9 甲奴・神石・安那郡立会所→新
庄屋直平他

竪冊

A16 中国筋私領御巡見様聞合書 寛政元. 6 箱田村庄屋友右衛門 竪冊

A17 〔御私領御巡見御用掛り受印帳写〕 天保 9. 2 竪冊

A17 御私領御巡見様聞合書 天保 9. 4 横長

A14 〔長沢悪所〕乍恐以書付御愁訴奉申上候 文政 2 竪冊

A14 〔福山領分と御領所替地ニ付〕乍恐以書
附御歎奉申上候

文政 2.12 阿久沢修理代官所→安那郡里
村々惣百姓

竪冊

A14 〔替地ニ付〕乍恐以書付御歎奉申上候 文政 2.12 安那郡村々惣百姓→福山役人衆 一紙

A14 替地之儀ニ付歎書 文政 2.12 安那郡里村々惣百姓→勘定奉
行・大目附

一紙

A14 〔替地ニ付〕以口上書申上候 安那郡里五ヵ村惣百姓→長沢 一紙

A14 福山領替地之沙汰ニ付歎書 安那郡里五ヵ村惣百姓 一紙

租税

A15 〔鞆・尾道下米平均値段ニて石代銀納〕乍
恐以書付奉願上候

寛政 5. 2 甲怒郡・神石郡・安那郡36ヵ村
惣代→菅谷弥五郎上下役所

一紙

A15 大坂御城米納諸入用帳 天保12. 3 東有木村亮之助 竪冊

A15 申御年貢勘定引合帖　安那郡箱田村 万延 2. 2 横半

A15 戌御年貢勘定引合帳　安那郡箱田村 文久 3. 2 横半

A15 耕地宅地旧・新貢租比較簿　細川 明治 9. 1.18 横半
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A15 御廻米被仰付歎書写し　三郡惣代 巳9 甲怒郡村々惣代小堀村庄屋市左
衛門他→上下役所

一紙

A15 三郡御直段下ケ願書 卯11 甲怒・神石・安那郡村々三役→
上野四郎三郎上下役所

一紙

村

A16 御案内手帳　西中条村御昼休 寛政元. 4.27 山野村庄屋権七郎他 横半

A16 御案内手帳 寛政元. 4.28 山野村権七郎他→清水理兵衛 横半

A16 諸願書扣留 寛政 4 箱田村園右衛門 竪冊

A12 御用留 文化元. 6 竪冊

A12 関和太夫様御出ニ付御用留 文化 4. 9 竪冊

A12 浜御用留 天保 5. 2 惣代庄屋四郎平他 横半

A20 駒吉一件〔村差縺和解ニ付〕徳田村 差
出候証文

寛政 5 一紙

A16 手帳 寛政12.10 弥惣兵衛 横半

A20 〔箱田村幸八一件〕口書写 文化 3. 4 箱田村庄屋園右衛門 竪冊

A20 箱田村幸八一件御伺書 文化 4. 2 箱田村庄屋園右衛門→上下役所 竪冊

A22 上下出勤中日記 文政 2. 1 横半

A17 〔安那・川上両郡割合御巡見入用ニ付〕乍
恐以書附奉申上候御事

酉8 箱田村庄屋貫一郎他→代官 一紙

A17 粟根村御算用ニ付定書 寛政 4. 4 粟根村庄屋京四郎田・箱田村庄
屋園右衛門

一紙

A18 井関村ニて三郡集会記 安政 6. 5.14～ 横半

A18 井関村三郡集会雑記録　箱田邨 安政 6. 5.14～ 横半

A18 井関村出勤記録 安政 6.10.26 箱田村庄屋貫一郎 横半

A18 西中条村ニて三郡集会記 安政 6. 6.19 横半

A18 御用記録　井関村御出張所 安政 7. 3 箱田村庄屋貫一郎 横半

A19 御役用日記 万延元.11～12 細川直幹 横半

A18 井関村御出張所記録 万延 2. 2 箱田村庄屋貫一郎 横半

A19 御役用出勤録 文久 3. 8～12 箱田村庄屋貫一郎 横半

A19 寅年役目書出帳 慶応 3. 1 与頭四郎助 横長

A18 三谷村於庄屋三谷丹治郎殿宅集会之節世
話役年番藤井氏 談示向記録

明治 2. 4.17 横半

治安

A20 〔六郎次駈込訴一件〕御請書写 文政 2.10.21 山野村頭庄屋格百姓六次郎他→
阿久沢修理

竪冊

A20 〔諸非道取計ニ付訴状并上下代官所指令〕 嘉永 6. 6 西中条村庄屋三郎治→上下役所
→西・東中条村各3名

一紙

A20 〔当村用水・溜池等訴訟ニ付〕乍恐以書付
始末奉申上候

子7 西中条村庄屋理平次→上下役所 竪冊

A20 〔私欲押領村難渋之旨訴訟ニ付〕乍恐以
返答書奉申上候御事

丑7 東中条村庄屋健吾組百姓治太郎
他→役所

竪冊

凶荒・救恤

A21 〔石州銀山御拝借年賦之儀〕江戸ニて未
八月九日川崎様へ差出し申候　ひかへ

安永 4. 8. 9 甲奴郡五ヵ村惣姓代平四郎→川
崎市之進江戸役所

一紙
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A21 〔石州銀山御救拝借年賦之儀〕江戸ニて
未八月川崎市之進様御役所江差出申候書
付ひかへ

安永 4. 8 備後国両郡十九ヵ村惣代甲奴郡
五ヵ村百姓代平四郎→川崎市之
進江戸役所

一紙

A21 銀山御救拝借之儀願書 安永 4.11 一紙

A21 銀山御拝借銀返納之儀被仰渡書并ニ御歎
キ答書

安永 4.11 一紙

A21 〔石州銀山御救拝借銀返弁ニ付村々へ問
尋書及返答書〕

安永 4.11.13 一紙

A21 〔銀山御救拝借之内御年賦銀〕棄指願書 甲奴郡7ヵ村・神石郡12ヵ村村
役人共47名→奉行所

一紙

水利・土木

A17 御巡見道作人足不足銀割合帖　安那・川
上郡

安政 6. 7 横半

A14 〔道橋用水路等普請・宗門帳差出ニ付廻
達届〕

辰3 上下役所→箱田村他7ヵ村 竪冊

産業

A21 山添并山中村々助成可相成ケ条 明和 6. 4 箱田村庄屋友右衛門他→役所 竪冊

A21 苗木植様仕立様仕様帳 申8 箱田村庄屋友右衛門他 竪冊

商業

A21 他方掛合状控　安那郡箱田村 文久 3. 9～ 竪冊

A21 分銅改方仕法書 竪冊

交通・運輸

A21 文政八酉年正月差上候扣　府中人馬之儀
添翰願

文政 8. 1 箱田村庄屋園右衛門他→上下役
所

一紙

A21 〔上下町御用人馬駆立差縺一件〕御糺ニ
付以書附奉申上候

辰7 甲怒・神石・安那3郡惣代月番
小堀村庄屋孫右衛門→上下役所

一紙

宗教

A29 〔西三原村宗門人別帳寺判一件ニ付〕差
上申済口証文之事

寛政 4. 7 後月郡西三原村庄屋儀右衛門他
→役所

一紙

A29 〔諸寺院印鑑差出方之義ニ付〕覚 文化 3. 3 各村寺院14ヵ寺→箱田村園右
衛門

一紙

A29 〔寺院宗判ニ付〕乍恐以書附奉願上候 寅3 箱田村庄屋園右衛門 一紙

A29 〔諸寺院印鑑差出方之義ニ付〕覚 寅3 各村寺院14ヵ寺→箱田村庄屋
園右衛門他→上下役所

一紙

A29 〔宗門帳調印之儀〕差出申御請一札之事 文化 8. 3 各村寺院86ヵ寺 一紙

A29 〔正明寺・〕法光寺・円通寺内済証文 文化 9. 4 神石郡・安那郡村々惣代庄屋中
他←→上下役所

一紙

A29 寺院宗判一件書類　箱田村 文化 9. 4 神石郡・安那郡各村庄屋共 一紙

A29 寺院調印願書　ひかへ 文化11. 2 矢川村庄屋山野村武太夫他→上
下役所

一紙

A29 案分〔宝泉寺遷宮一件ニ付〕　一札之事 文政 9. 3 箱田村 一紙

A29 〔宗門改入用ニ付〕乍恐以書附奉願上候 未3 三郡村々役人→上下役所 一紙

家

A22 上坂日記留 文化 7. 4 細川直知 横半

A22 九州行道中日記録 文政 7. 3 細川直知 横半

A23 田畑下作帳　箱田村宮崎 文化12 横長

A23 田畑下作小前帳　箱田村宮崎 文化13 横長
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A23 田畑下作小前帳　箱田村宮崎 文化14 横長

A24 田畑下草小前帖 天保11 横長

A24 田畑下草小前帖 天保12 横長

A25 田畑下草小前帳 安政 4 横長

A26 田畑下草小前帖 文久 3.10 宮崎亭 横長

A27 田畑下草小前帖 文久 4.10 宮崎亭 横長

A28 田畑下草小前帖 文久 5.10 宮崎亭 横長

P67
4 菅波家文書

神辺駅本陣菅波家に伝来した文書（信道一代記，寛政11～明治2年御本陣御用留帳，御本陣勘定帳等）

A67 菅波系図　全 竪冊

A1 菅波信道一代記　前編・後編目録 竪冊

A2～19 信道一代記　前編　巻之序～終（35冊） 竪冊

A20・21 信道一代記　後編　巻之一～四（4冊） 竪冊

A22～38 菅波老父一代記　後編（35冊） 竪冊

A39・40 菅波序平一代記　弐拾七・廿九・三十・
三十一（4冊）

竪冊

A41・42 〔御本陣御用留帳〕 寛政11～万延 2 横長

A43 〔御本陣御用留帳〕 万延 2～明治 2 横長

A44・45 御本陣勘定帳 嘉永 5～安政 2 横長

A46～48 〔御本陣勘定帳〕 安政 5～慶応 2 横長

A49 筑州御若殿様御下宿帳 嘉永 6. 4 菅波序平 横長

A49 筑前少将様御下り御下宿帳 嘉永 6. 9.11 菅波序平 横長

A49 筑州御若殿様御通行御下宿帳 嘉永 7. 4.15 横長

A49 松平下野守様御下宿帳 安政 3. 3.13 菅波序平 横長

A49 少将様御下り之節筑州様御下宿帳 安政 4. 4.12 横長

A49 松平下野守様御登り筑州下宿帳 安政 4秋 横長

A50 筑州下宿帳 万延 2. 3.24 横長

A50 筑州御若殿様御通行御下宿帳 文久元. 9 菅波序平 横長

A50 筑州下宿帳 文久 3. 2. 9 横長

A50 筑州若殿様下宿帳 文久 3.10. 9 菅波序平 横長

A50 松平下野守様御下宿帳 文久 3冬 菅波序平 横長

A50 筑州下宿帳 文久 3 横長

A51 筑州若殿様御下宿帳 元治元. 4 菅波序平 横長

A51 筑州若殿様御下宿帳 元治元. 4 横長

A51 筑州様御下之節諸入用帳 元治元. 4～慶応 4. 3 本陣勘定方 横長

A51 筑州少将様御下宿帳 申9 菅波序平 横長

A51 筑州下宿根帳 横長

A51 筑州中将様御登節下宿帳 横長
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A52 筑州下宿帳（4冊） 横長

A53 芸州御奥方様御下宿帳写 文久 3春 横半

A53 芸州様御大守様御下宿帳 文久 3. 6.20 横長

A53 松平紀伊守様御下り御下宿帳 文久 3. 6.27 菅波序平 横長

A53 芸州御人数御旅籠割賦帳 慶応 4. 1.15 横長

A53 芸州御人数御止宿帳 慶応 4. 1.15 横長

A53 芸州御人数御止宿料渡帳 慶応 4. 1.23 菅波序平 横長

A53 芸州様御人数御止宿下改帳 慶応 4. 1.26 菅波序平 横長

A53 芸州様御人数御止宿下改帳 慶応 4. 1.27 菅波序平 横長

A53 芸州様御人数御止宿下宿割渡帳 慶応 4. 1.27 菅波序平 横長

A53 芸州御奥様御止宿之節御宿割帳 明治 2. 5 菅波序平 横長

A54 毛利讃岐守様御下り御下宿帳 文久 3. 2. 5 横長

A54 脇坂淡路守様御泊節下宿共旅籠割渡帳　
川北村分

元治元.11.10 菅波序平 横長

A54 脇坂淡路守様御泊節御旅籠割賦帳　川南
村分

元治元.11.10 菅波序平 横長

A54 脇坂淡路守様御下宿御定帳 元治元.11.10 菅波序平 横長

A54 脇坂淡路守様御下宿御定帳 （元治元） 菅波序平 横長

A55 当国城主阿部伊予守様御巡見扣 安政 6. 2 横長

A55 阿部伊予守様御巡見御小休御間取仕構帳
　但新御領川上郡御巡見御出掛也

安政 6. 2 菅波序平 横長

A56 作州弐番隊大熊近江様初メ御登り御下宿
帳（2冊）

慶応 2. 7.26 横長

A56 作州大熊近江様御泊切賦請取置渡帳 慶応 2. 7.26 菅波序平 横長

A57 卯十月 辰九月迄諸家様御宿帳 安政 3.10 菅波序平 横長

A57 諸入用書上ケ帳 文久 3. 3 横長

A57 〔諸家下宿帳〕 横長

A57 〔川南村分下宿料割渡帳〕 横長

A58 筑州様御本陣修覆備田畑地利米取捌方仕
分帳

文久 2. 7 横長

A58 御家中御役順并在町席順之覚 天保12. 9.16 横長

A59 官禄分限帳 横半

A60 〔水野氏関係記録〕
※水野由緒書并略史・芦田郡之高・諸
運上高・家中扶持高他

横長

A61 備後古検地
※天保15年写

菅波信道写 横半

A61 備後国福山御領御検地村高扣 横半

A61 〔福山御領村高控〕 横半

A62 山論一件手続書留帳　安那郡川北村 文化13. 6～文化14.10 竪冊

A63 乍恐以書附奉願上候
※諸家様方神辺宿休泊の規定に付願書

天保 4. 4 川北村序平→代官 一紙

A63 乍恐以書附奉願上候
※扶持米下渡方願書

天保 4. 4 神辺駅筑州様本陣菅波序平→筑
州様旅方役人中

一紙
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A63 乍恐以書附奉願上候
※融通金献金の上会釈・扶持米下渡に
付願書案

（嘉永 2）4 本陣神辺駅菅波序平→筑州役人
衆中

一紙

A63 乍恐以書附奉願上候
※所持の銀子積立の上扶持米下渡方に
付願書案

（嘉永 2）4 筑州様本陣神辺駅→菅波序平 一紙

A63 〔本陣建物修覆料として所持田畑山林の
加地子等備蓄ニ付願書案〕

神辺駅本陣菅波序平 一紙

A63 乍恐以書附奉願上候
※融通金献金の上会釈・扶持米下渡に
付願書案

（嘉永 2）閏4 本陣神辺駅菅波序平→筑州役人
衆中

一紙

A63 奉歎願
※忰序平廃嫡及び相続人決定に付願書

安政 5. 1 菅波序平父五郎右衛門 一紙

A63 〔長崎奉行支配調役大坪本左衛門娘墓所
供養受書〕（2通）

文久 3. 3.30 龍泉寺→大坪本左衛門 一紙

A63 〔筑州黒田近江内両名追触〕 8.17 沢原大兵衛他→三ツ石～神辺
宿々問屋肝煎衆中

一紙

A63 〔筑州小嶋源右衛門追先触〕 8.17 村山角左衛門内小嶋源右衛門→
三ツ石～神辺宿々役人衆

一紙

A63 〔筑州両名追触〕 8.17 筑州吉村藤蔵他→三ツ石～神辺
宿々役人衆中

一紙

A63 〔扶持米請取手形〕 安政 2.11 菅波序平 一紙

A63 〔扶持米請取手形控〕 慶応元.11 菅波序平 一紙

A63 〔筑前扶持米〕送り状之事 辰12.24 筑前屋三郎助→円照 一紙

A63 〔扶持米売払仕切状〕（2通） 辰11.27・2. 4 筑前屋三郎助→菅波序平 一紙

A63 筑前屋三郎助・店半七書翰
※下地混乱鎮静に付

（慶応 2）5.25 →菅波序平 一紙

A63 筑前屋三郎助書翰
※征長風説に付

（慶応 2）7.27 →菅波序平 一紙

A63 筑前屋三次郎・店半七書翰
※福岡藩扶持米下渡に付

（明治 4）4.28 →菅波序平 一紙

A63 筑前屋三郎助・半七書翰
※福岡藩扶持米下渡に付

（明治初）11.19 →菅波序平 一紙

A63 神辺駅問屋小兵衛書翰
※当春通行の節姫君死去に付見舞状案

6.15 →大坪様役人衆中 一紙

A63 筑前屋三郎助・半七書翰
※福岡藩扶持米受下ケ証拠書に付

12.19 →菅波序平 一紙

A64 〔菅茶山宛書翰巻子〕（2巻） 巻子

A64 〔菅波序平筑前播より扶持米・会釈拝領
関係書類巻子〕

巻子

A65 菅波四代五郎右衛門譖信〔書翰巻子〕 巻子

A65 菅波譖信〔書翰巻子〕 享保12他 巻子

A65 六代荘左衛門君菅波久好代〔書翰巻子〕 巻子

A65 菅波信怒〔書翰巻子〕（2巻） 巻子

A65 神辺駅絵図 （文政 6以前） 巻子

A66 神辺駅絵図 文政 6 巻子

A66 史跡神辺本陣概要
※文化財申請関係

昭和25.12 竪冊

A66 〔神辺駅本陣図〕 刊
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P67
5 諏沢家文書

安那郡下御領村庄屋・戸長等を勤めた諏沢家に伝来した文書（廉塾塾田・福山藩政・県政・大区小区制・安那郡
村々・岡山県政・広島県政・広島県会・租税・農業・会社・教育・宗教・書翰等）

廉塾・塾田

A32 菅太中存寄書 菅茶山 竪冊

A13 乍恐以書附御願奉申上候御事
※徳田村土地買受のこと

丑12 門田儀右衛門他→代官 一紙

A13 乍恐以書附奉願上候御事
※土地買受について

弘化 2.12 菅波武十郎他→代官 一紙

A13 乍恐以書附御願奉申上候御事
※塾田買入方の儀につき

11.15 門田儀右衛門他 一紙

A13 塾田御年貢勘定書上帳 弘化 3.12 安那郡川南村 横長

A13 塾田御年貢勘定書上帳 弘化 3.12 安那郡川北村 横長

A13 塾田御年貢勘定書上帳 弘化 3.12 安那郡下御領村 横長

A13 塾田御年貢勘定指引書上帳 弘化 3.12 安那郡湯野村 横長

A13 塾田御年貢并定差引書上帳 弘化 3.12 安那郡徳田村 横長

A13 当子塾田御年貢勘定書上帳 弘化 5.12 安那郡川南村 横長

A13 当子塾田御年貢勘定書上帳 弘化 5.12 安那郡川北村 横長

A13 塾田御年貢勘定指引書上帳 弘化 5.12 安那郡下御領村 横長

A13 当子塾田御年貢勘定書上帳 弘化 5.12 安那郡湯野村 横長

A13 塾田御年貢并定米指引書上帳 弘化 5.12 安那郡徳田村 横長

A15 頼山陽書翰他
※神辺塾金子のこと

6.20 一紙

福山藩（県）政

A7・32 被仰渡候御ケ条之写 寛政 5. 8 竪冊

A28 礼儀作法被仰出一統奉畏御請書連印帳　
扣　安那郡下御領村

嘉永元. 5 横長

A19 御倹約筋并穀類他所へ出御差留御趣意之
趣御請書

万延元. 6 横長

A5 乍恐以書附奉願上候御事
※米献上のこと

卯1 下御領村庄屋諏沢熊太郎 一紙

A31 〔新米持運ノ儀ニ付達〕 9. 8 歳入掛→郡中 一紙

A8 御免定写　備後国安那郡下御領村 文久 2～明治 4 竪冊

A19 公令簿 明治元. 9～明治 2. 6 横長

A30 〔下局議員選出ノ件〕 明治 2. 4. 5 政事堂 一紙

A19 〔金札ノ儀ニ付達〕 明治 2. 5 民部官・行政官 横長

A29 〔監察局糾弾規則ノ件〕 明治 3. 1 横長

A8 説諭
※「解放令」発布に際して県庁による
説諭書

明治 4. 8 県庁 竪冊

A31 県民妄動ニ付九月二十三日布告・九月二
十四日布告・旧知事公告示并教諭書・官
員入村告示并説諭

竪冊

645



深安郡／諏沢家文書（P67�5） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A32 百島村民戸長江謝罪之書 明治 4.10 竪冊

A28 未年大割目録　写 明治 4.11 竪冊

A12 〔台帳雛形〕 竪冊

A12 〔猟師鉄砲鑑札改ノ件〕 竪冊

A12 〔他所出鑑札ノ件〕 明治 4. 8 県庁 竪冊

A12 〔戸籍編成ニ付達〕 明治 4. 8 県庁 竪冊

A12 〔神楽舞等禁制〕 8.15 庶務掛 竪冊

A12 〔送籍書式〕 竪冊

A12 〔牛馬市場書出シ指令〕 明治 4. 5 藩庁伝達所 竪冊

A12 〔廃藩ニ付布告〕 明治 4. 7 太政官 竪冊

A12 戸籍表書式心得 明治 5. 5 戸籍調掛 横長

A30 〔六郡市中ノ長副集会ニ付定〕 竪冊

深津県政

A10 〔士族卒へ米・大豆払下方変更ノ件通知〕 明治 4.11 県庁 竪冊

A10 〔戸籍表雛形〕 竪冊

A10 〔各府県石高一覧〕 竪冊

A10 〔戸籍書式心得〕 竪冊

A10 寄留証 明治 5. 4 諏沢熊太郎他→後月郡井原村戸
長吉川喜七郎

竪冊

A10 戸籍上御書之事 横長

A3 深津県第五区職分総計　安那郡下御領村 明治 5. 2 第五区戸長諏沢熊太郎他 竪冊

A6 深津県第八区職分総計　安那郡下御領村 明治 5. 2 第八区戸長諏沢熊太郎 竪冊

A11 深津県管轄第一大区小之区戸籍之壹 明治 5. 2 竪冊

A11 〔調査諸項目〕 竪冊

A11 鉄砲取締規則布達 明治 5. 3.19 深津郡→深津郡村町役人 竪冊

A11 戸籍表・職分表仕立方心得 竪冊

A11 〔水火災戸数・牛馬直段取調指令〕 明治 5. 4.13 深津県庶務課 竪冊

A11 〔船台帳雛形〕 深津県聴訟課→品治郡村々役人 竪冊

A11 〔盗難届ニ付指令〕 明治 5. 4. 8 庶務課→品治郡村々役人 竪冊

A11 〔里数取調ニ付指令〕 明治 5. 4.13 庶務課→品治郡邑町役人 竪冊

A11 送籍規則之事 竪冊

A11 〔台帳雛形〕 竪冊

A11 〔官林薮取調指令〕 明治 5. 4.13 深津県庁→品治郡村々 竪冊

A11 〔送籍ニ付指令〕 竪冊

A11 入札認方 竪冊

A11 〔鉄炮御改届雛形〕 明治 5. 4 竪冊

A11 何国何郡田畑荒地高反別一村限元帳・一
村限高反別書上帳〔雛形〕

竪冊

A11 〔縁組届〕（4点） 明治 4. 7 綴

A11 〔戸籍雛形〕 竪冊

A11 戸籍表　何郡何村〔雛形〕 明治 4. 9 竪冊
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A12 戸籍記方心得 横長

A28 乍恐奉願上候 明治 5. 5. 2 為替方大坂嶋田八郎左衛門名代
妻木芳兵衛→深津県庁

竪冊

A3 十一月十九日集会申合 横長

A6 〔区画改正ノ儀ニ付通知〕 3.15 郡務所→安那郡会議所 一紙

小田県政

A7 小田県第六大区小十五区地理詳細書上帳
　写　備後国安那郡芦原村・両粟根村合
三ケ村

明治 5. 8 戸長藤井平太他 竪冊

A22 御布告写添蝶　下御領 明治 6. 5～7 横長

A23 御布告写帳 明治 6. 9～明治 7. 1 横長

A4 小田県第六大区小五区職分総計　安那郡
下御領村

明治 6. 8 竪冊

A4 小田県第六大区小五区他管轄江寄留総計
　安那郡下御領村

明治 6. 8 竪冊

A8 〔沼名前神社ヨリ官山拝借上付歎願〕 明治 6.10 沼名前神社宮司千賀通世他→小
田県権令矢野光儀

竪冊

A31 畑方凶作難渋願 明治 7. 2 諏沢熊太郎他→矢野光儀 竪冊

A28 官林御払下願 明治 7. 2 有木亮之介→矢野光儀 竪冊

A5 上地官林之義ニ付歎願 明治 7. 3.23 上竹田村小前惣代→矢野光儀 竪冊

A6 上地官林御払下ケ故障歎願 明治 7. 3 下御領村戸長諏沢熊太郎他→矢
野光儀

竪冊

A6 上地御払下ケ歎願 明治 7. 3.20 川北村戸長菅波譲他→矢野光儀 竪冊

A6 上地官林御払下ケ故障歎願 明治 7. 3.20 徳田村戸長徳永祖右衛門・副戸
長佐藤保平

竪冊

A6 上地御払下ケ歎願 明治 7. 3 東法成寺村・西法成寺村戸長門
田保太郎他→矢野光儀

竪冊

A30 〔村地図差出ノ指令〕 明治 7. 7 庶務課→区長 一紙

A30 議員事情上申書 明治 7. 9. 8 諏沢熊太郎・牧丈平→小田県権
令矢野光儀

竪冊

A30 村費高掛文久二壬戌年ヨリ明治四辛未年
迄拾ケ年平均　備後国第六区安那郡小十
九区三十ケ村

明治 7.10 竪冊

A4 小田県第六大区小五区職分総計　安那郡
下御領村

明治 8. 1 竪冊

A4 小田県第六大区小五区他管轄エ寄留総計
　安那郡下御領村

明治 8. 1 竪冊

A4 村費明詳取調方之義建言 明治 7. 8.25 八尋村葛原二郎→小田県権令矢
野光儀

竪冊

A5 辞職御歎願 明治 7.10.13 下加茂村戸長平川保治郎→矢野
光儀

竪冊

A1 郡村諸費定額逐上申 明治 7.10.22 諏沢熊太郎他→矢野光儀 竪冊

A6 区画改正高戸帳 明治 7.10 第六大区安那郡 竪冊

A9 村合併之儀ニ付御歎願 明治 8. 2.17 中野村惣代→小田県権令矢野光
儀

竪冊

A6 合併区之儀ニ付御歎願 明治 8. 3 北山村小前惣代・保長→矢野光
儀

竪冊

A8 合併区之儀ニ付御歎願 明治 8. 3 北山村小前惣代・保長→矢野光
儀

竪冊
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A30 山田三ケ村合併再歎願 明治 8. 5 沼隈郡上山田村・中山田村・下
山田村百姓惣代→矢野光儀

竪冊

A3 会議目票　安那郡 明治 8. 5.26 竪冊

A8 〔小田県ヨリ達〕
※小田県師範学校定則・旧紙幣交換の
件

明治 8. 7 小田県参事益田包義 刊

A7 明治七年分物産取調書　第六大区五小区
下御領村

明治 8.10 諏沢譲三郎他→小田県参事益田
包義

竪冊

A7 何県管下何郡何村何ノ誰子第何県 郵送
駅村繰替簿　小田県管下板倉村ヨリ高須
村マテ

明治 8.12.11 竪冊

A6 小田県区費定限法 竪冊

A5 区画改正見込・諸締改正之事・村費調査
方法他

綴

A30 〔義倉米金取扱ニ付達〕 小田県参事益田包義 一紙

A5 明治九年十二月一日旧小田県各大区残務
笠岡製糸場ニヲイテ会議決定

明治 9.12. 2 竪冊

A2 〔議長・副議長・幹事入札簿〕 綴

蛙鳴群

A1 〔蛙鳴社組織ニ付上申〕 一紙

A31 地券証名目ニ付御公議伺書 明治 7. 3.17 窪田次郎 綴

A8 大麻之儀ニ付乍恐奉献言候 明治 7. 3.19 窪田次郎→小田県権令矢野光儀 綴

A8 蛙鳴群規則書 明治 8. 1 蛙鳴群惣代苅屋実往・窪田次郎
他→小田県区長

竪冊

大区小区制

A1 〔区戸長関係書類〕（3点） 一紙

A2 大区々長一覧及第二十二大区正副戸長一
覧〕

竪冊

A5 〔正副戸長給米関係書類〕（3点） 明治 5.11 一紙

A6 月俸規則　諏沢氏 竪冊

A12 〔戸長・用掛・筆生等規定〕 竪冊

A4 口上授之覚　共有墓地・拝借地・雑税区
分等雛形

安那郡会議所 綴

A5 小区会議書議案 7.21 下加茂村 一紙

A5 小区会議書議案 明治 7. 7.21 八軒屋村・上加茂村・中野村 竪冊

A5 小区会議書議案 明治 7. 7.21 上竹田村・下竹田村・八尋村 竪冊

A5 小区会議書議案 明治 7. 7.21 徳田村・十九軒屋村・十三軒屋
村

一紙

A5 〔会議書設立ニ付書付〕 川北村正副戸長 一紙

A5 小区山野村会議所規則 一紙

A5 小区会議所議按 十三区・十四区 一紙

A5 会議所諸規則 小五区 一紙

A5 会議所談 平野村・湯野村・道上村・両法
成寺村

一紙

A5 明治八年七月会議 竪冊

A13 八月十九日会議決 竪冊
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A13 第十九大区戸長附属増減表 一紙

A28 交番庁下へ相詰候儀御猶予願 明治 7. 7.12 戸長惣代河村重秀・板倉信吉 竪冊

A4 〔正副区長職制ニ付伺〕 明治 7. 7.13 竪冊

A30 名大区分掌 明治 7. 7.15 正副区長惣代板倉信吉 竪冊

A28 手続書 明治 7. 9 下加茂村戸長平川保治郎他→副
区長諏沢熊太郎

竪冊

A31 罸文 明治 8. 2 一紙

A5 第二十二大区改正小区正副戸長人撰 明治 9. 7 竪冊

A4 付属人撰御届　第十九大区六小区 明治 9. 9 戸長諏沢襄三郎他 竪冊

A2 区画改正ニ付達之件々請取用 明治 9. 9.19 諏沢襄三郎 横半

A28 付属人撰御届　第十九大区六小区 明治 9. 9 区長諏沢襄三郎他 竪冊

A30 〔区画改正ニヨル事務取扱方ニ付〕御伺 明治 9. 9.20 金尾要三→諏沢熊太郎 竪冊

A13 第十九大区品治郡安那郡各小区戸長附属
配置伺

明治 9.10 区長諏沢熊太郎・副戸長山岡運
八→広島県令藤井勉三

竪冊

A13 戸長附属撰択人名　第十九大区安那郡・
品治郡

明治 9.10 竪冊

A5 出頭届 1.19 一紙

安那郡村々

A6 安那郡景況略表 竪冊

A6 安那郡聯合会議案 竪冊

A1 〔村々石高戸口表〕 一紙

A5 〔戸数人口表〕 一紙

A24 拝借証文控 元治元～明治 5 安那郡下御領村 横長

A31 物産御届　安那郡下御領村 明治 7. 1 諏沢熊太郎 一紙

A4 手続書
※帳面披見につき小前との交渉始末

明治 7. 9 下加茂村戸長平川保治郎他→副
区長諏沢熊太郎

竪冊

A1 委任状之事
※東中条村入会事件に付

明治 8. 1 安那郡下御領村小前惣代 一紙

A3 村費仮賦課ノ義ニ付御伺 明治 9. 4.10 粟根村戸長藤井平太他→副区長
諏沢熊太郎

竪冊

A2 〔下竹田村小前共嘆願書〕 明治 9. 9.17 一紙

A6 千田村エ賦課金云々ニ付答弁書 明治10.11.28 戸長菅普賢他→区長諏沢熊太郎 竪冊

A5 覚　下竹田村之分 一紙

A5 〔救粥焚出ニ付村々調査〕覚 一紙

A13 〔旧領へノ合併嘆願書〕 中野村 一紙

A28 下札渡之筋通用 一紙

岡山県政

A28 府県順送人逓送之義以来左ノ廉々ニ照準
致シ継立可申事

明治 8.12.10 岡山県令高崎五六 竪冊

A28 〔順送人費ノ件〕御願 明治 9. 4.13 岡本藤七郎→諏沢 竪冊

A18 岡山県布達
※下等小学校教則・岡山県師範学校規
則他教育関係布達

明治 9. 3 竪冊

A13 上申書〔上御領村副戸長辞職願ニ付〕 明治 9. 3. 7 安那郡副区長諏沢熊太郎→岡山
県令高崎五六

一紙
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A30 西第六大区安那郡村々保長名簿　扣 明治 9. 3 諏沢熊太郎 竪冊

A30 〔戸長任命書〕 明治 9. 4. 4 岡山県→藤井平太 一紙

A3 砂溜御普請願 明治 9. 4. 8 西第六大区六小区小前惣代・保
長・正副戸長→岡山県令高崎五
六

竪冊

A3 具条
※下御領村副戸長金尾要三の上御領村
への転任につき

明治 9. 4.19 諏沢熊太郎 一紙

A3 上御領村副戸長兼務御願 明治 9. 4 上御領村戸長目崎政兵衛他→岡
山県令高崎五六

竪冊

A3 〔区戸長・保甲長職制〕 明治 7. 5.25 庶務課→延原董四郎 竪冊

A3 〔備前国民費課法調査関係書類〕 明治 9 備前国正副区長→岡山県令高崎
五六

竪冊

A13 各郡等級表 一紙

A2 〔郡区町村編制ニ付達〕 明治11. 9.20 岡山県令高崎五六 竪冊

A30 〔各郡惣代集会ニ付定〕 10. 4 議事掛 竪冊

A30 高議ヲ乞〔会議則ニ付イテ〕 竪冊

広島県政

A30 〔備後六郡正副区長会議ニ付申状〕 明治 9. 7. 4 諏沢熊太郎・牧丈平→小田県権
令矢野光儀石井英太郎他→広島
県令藤井勉三

竪冊

A5 正副戸長辞職願 明治 9. 7.23 川南村戸長前原寿右衛門他→藤
井勉三

竪冊

A7 区画改正ニ付布達　安那郡下御領村 明治 9. 9.13 広島県令藤井勉三 刊

A12 〔第十九大区正副戸長任免〕 明治 9. 9.13 広島県第一課戸籍係→第十九大
区区長

竪冊

A12 〔大区合併後ノ小区割ニ付達〕 明治 9. 9.13 広島県令藤井勉三→第二十二大
区区長

竪冊

A29 明治九年電信柱敷地手当金明細表扣　第
十九大区六小区

明治10. 2 第十九大区六小区副戸長茂原善
次郎

竪冊

A29 正副戸長并小学教員拝命及ひ昇給之節御
達方之義ニ付願

明治 9.10. 5 第十六～二十大区区長惣代他→
広島県令藤井勉三

竪冊

A6 〔一等道路修繕官費下附願関係書類〕（4
点）

明治 9～10 綴

A10 〔各大区々長連署ニヨル長官宛文書綴〕 明治 9. 9～10 綴

A10 ◦〔道路分類〕 土木係

A10 ◦御管内賦課取立之事

A10 ◦農事図解等民費之事

A10 ◦小区事務所当直之義ニ付伺

A10 ◦戸長附属年給々与方伺

A10 ◦博覧会出品取志らへ延期上申

A10 ◦養正社設立公告送付 京都府→広島県

A10 ◦養正社広告・述言 明治 9. 8 養正社

A10 ◦徴兵下調ニ付協議之事

A10 ◦各大区会同罰則

A10 ◦医業無検査之物進退之義伺
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A10 ◦個別費之義伺

A10 ◦旱損ニ付地租御処分之義上申

A10 ◦民費掲示書式之義伺

A10 ◦国県道分類之義ニ付上申

A10 ◦御管内賦課民費取立方之事

A10 ◦〔諸上納金振込方及各区出張所廃止に
つき協議要請〕

広島県令藤井勉三→各大区区長

A10 ◦御下問答議

A10 ◦料理・煮売屋之区別并酒類出売締合之
義奉答

A10 ◦医務取締俸給之奉答

A10 ◦〔堤防規則の件附議〕 広島県令藤井勉三→各大区区長

A10 ◦堤防貸渡規則奉答案

A10 ◦堤防規則御下問ノ答議

A10 ◦〔河港道路工費賦課法の件附議〕 広島県令藤井勉三→各大区区長

A10 ◦河港道路工費賦課法御下問答議

A12 小区事務扱方之義ニ付伺 明治10. 1 石井英太郎・鶴岡耕雨他→広島
県令藤井勉三

竪冊

A31 山林丈量御延期歎願 明治10. 3 安那郡粟根村月番十長→広島県
令藤井勉三

竪冊

A29 芦田川筋堤防難渋願書　其他同件ニ付書
類共入（4点）

明治10. 4 綴

A7 安那郡上御領村外三ケ村故三等河港道路
橋梁其他修繕入費一村限金高総計帳

明治10. 4～6 第十九大区六小区 竪冊

A7 安那郡上御領村外三ケ村故三等河港道路
橋梁其他修繕入費一村限金高総計帳

明治 9. 7～9 第十九大区六小区 竪冊

A3 堤防修繕費歎願 明治10. 4.13 坊寺村戸長団上荘七他→広島県
令藤井勉三

竪冊

A3 堤防修繕費之義歎願 明治10. 4 第十八大区・第十九大区区戸長
→藤井勉三

竪冊

A3 五郡費賦課之義ニ付上申 明治10. 5 第十九大区安那郡正副戸長総代
→藤井勉三

竪冊

A3 堤防費五郡割之義ニ付再上陳 明治10. 7 第十九大区正副戸長総代→平山
靖彦

竪冊

A9 〔大区々長会議規則ニ付達〕 明治10. 7.28 広島県少書記官平山靖彦 竪冊

A2 〔大区々長会議仮例規中改正増補ニ付達〕 明治10. 8. 3 広島県少書記官平山靖彦→各大
区々長

竪冊

A1 広島県報告　明治十年第十四号 明治10. 9 刊

A3 五郡費賦課之義ニ付願 明治11. 5.20 鼓章次郎他 竪冊

A2 二等高屋川浚疏歎願 明治12. 4 甲斐脩・諏沢襄三郎他→芦田品
治安那郡長鶴岡耕雨

竪冊

A30 〔河港道路修繕仕来帖廃棄ニ付意見〕 竪冊

広島県会

A6 県会議員被選人名記　安那郡下御領村蔵 明治12. 2 竪冊

A1 〔議員退職理由ニ対スル疑義上訴〕 明治13. 8. 6 坂本忠平・藤村章造他→広島県
知事千田貞暁

竪冊
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A1 藤邨章造外五名退職者ト議決候手続及理
由書

明治13 調査委員奥本数奇男他→議長藤
井和七郎

竪冊

A3 県会議員退職者ト議決御達ニ付伺 明治13. 9 安那郡村々人民総代 竪冊

A6 見込書
※県会無断欠席者を退職扱いすること
の理非

明治13.10.15 森作太郎 竪冊

A6 見込書
※府県会議員非選出地域に対する処遇
意見

明治13.10.17 森作太郎 竪冊

A4・28 見込書
※府県会議員非選出郡区に対する扱い
方

竪冊

A3 〔県会議員選挙会猶予ノ儀通知〕 明治13.11. 5 芦田品治安那郡諸記新井重次郎 一紙

A13 〔県議選挙会延期ノ件書付〕 一紙

土地

A2 〔土地台帳〕 横長

A5 〔台帳〕 綴

A2 山反別筆数取調帳　安那郡下御領村 明治12 竪冊

A2 反別筆数取調帳　安那郡下御領村 明治12. 3 竪冊

租税

A1 奉務表
※地検御改正向取扱・租税勘定向取扱
等

一紙

A31 新規定免願下書 明治 8. 5. 7 神石郡村々正副戸長総代 一紙

A3 〔安那郡村々田方出来米見込〕 7. 7 安那郡引受地券取調掛諏沢熊太
郎

竪冊

A31 安那郡各村田方等級表 明治 9. 1.20 諏沢熊太郎 一紙

A31 割状〔田方等級ニ付会同〕 1.14 諏沢熊太郎→下加茂村・法成寺
正副戸長

竪冊

A5 村吏小面不服之願 明治 9. 5.29 道上村惣代→諏沢熊太郎 竪冊

A5 心得書奉差上候
※租税取立に付小前と紛議の件

道上村保長松井増治他→区長諏
沢熊太郎

竪冊

A31 収穫表并御請書差出御猶予願 明治 9. 4. 8 諏沢熊太郎他→岡山県地租改正
掛

竪冊

A31 〔租税事件ニ付〕御願 明治 9.□.25 惣代21名→区長諏沢熊太郎 竪冊

A5 寒水寺畑等級苦情願書 一紙

A30 〔民費賦課法ニ付歎願〕 鼓章次郎・諏沢襄三郎他 一紙

A31 税則概略一覧表 刊

A31 田方収穫米概略見込 西第六大区安那郡村々 一紙

A31 収穫米之義ニ付上申 竪冊

A31 〔旱害ニ付歎願〕 一紙

農業

A1 乍恐以書附御達奉申上候御事
※菜種植付について

午3.27 中野村庄屋小曵九助→郡役所 一紙

A1 乍恐以書附御披露申上候御事
※菜種植付について

午3 上御領村庄屋重政本太郎→郡役
所

一紙

A5 諸物産輸出并自用費御届 第六大区小五区戸長諏沢熊太郎
他

竪冊

652



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 深安郡／諏沢家文書（P67�5）

会社

A1 会社規則〔報国会社〕 一紙

A1 〔藩札引替ノ為会社設立趣意及ビ〕会社
ニ而藩札両換大旨見込書

横長

A1 〔入社拒否者ノ取扱方ニ付書付〕 未5 安那郡周旋方 一紙

A9 米穀相場会社創立準則 竪冊

A9 株式取引条例 竪冊

A26 会社出金名面帳　扣　安那郡拾八ケ村 明治 4. 5 竪冊

A10 〔郵便社中規則〕 明治 5. 2 郵便御用取扱所河相源三郎 竪冊

A9 〔陸運会社出願・許可関係書類〕 明治 8. 1～2 竪冊

A8 稟告〔笠岡製糸場開設ニ付〕 明治 8. 6 笠岡製糸場社中総代理石井終吉 刊

A31 発起同盟結約之旨趣成規条抜書 明治10. 1 福山第一国立銀行出張大二組支
店

竪冊

A27 旧両換会社事件出会雑誌　安那郡社長周
旋方

明治15. 1 竪冊

A27 福山旧両換会社残物悉皆解払金村々入社
人江割賦録　安那郡二十六ケ村社長周旋
方

明治15. 7 横長

教育

A17 広島県公立師範学校規則 明治 9 竪冊

A17 小学位置表　安那郡村々 明治 9. 1 竪冊

A15 学用諸書類 明治 9. 3 竪冊

A17 学区取締職制・俗務掛職制・委託金課金
寄附金集金使用并記載方心得他

明治 9. 3 竪冊

A19 〔旧小田県ヨリ習字本引継ノ件〕 3.29 大五課→安那郡会議所 一紙

A19 〔時計・地球玉受取証〕 7.22 一紙

A19 〔寒暖計受取証〕 明治 9. 7.14 一紙

A19 〔明治八年学校支出明細表〕 竪冊

A19 明治八年中小学校出納表　扣二枚 明治 9. 4 西第六大区安那郡 一紙

A14 〔第十九大区学校支出表〕 明治 9.10 諏沢熊太郎・山岡運八 竪冊

A12 医学校寄附金ニ付願 明治 9.12 諏沢熊太郎他→広島県知事藤井
勉三

竪冊

A16 学区医務布告綴　諏沢 明治 9. 7～明治10. 6 竪冊

A14 私学及家塾教員試験法并心得 竪冊

A15 上等小学校設立御願 明治 9. 3 石井英太郎他→岡山県令高崎五
六

竪冊

A15 上等小学校規則 竪冊

A15 下等小学教則 竪冊

A14 下等小学試験法 竪冊

A15 勤惰表〔雛形〕 竪冊

A7 〔広島浅野私学校〕校則　全 明治10. 5 刊

A7 広島県教育会議成議案 刊

宗教

A20・21 祠寺御触書判取帳 明治 2～3 横長
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A24 説明〔真宗教義〕 竪冊

A24 真宗教校世話係名簿 明治14. 9 横半

A25 備後六郡寺院徴募金高録 明治16. 3 横長

A25 興学布教慈善資本喜捨金一目表　備后安
那郡各村

明治16. 3 竪冊

A25 興学布教慈善資本金一期分利子表　安那
郡

明治16. 7 竪冊

A25 興学布教慈善資本金一期二期分利　安那
郡

明治17、1 竪冊

A25 興学布教慈善資本利子トシテ元金百歩一
徴収表

明治17. 7～12 竪冊

A24 尾道教社本部ニ於テ会議決定ノ控 明治17 横半

A24 興学布教慈善資本金利子徴収表 明治18 竪冊

A25 教学慈善資本金維持規則 刊

A25 〔奨学布教ノタメ資財充実ニ付意見〕 明治18. 8.22 中川了性→鴨川組正副組長 竪冊

A26 六郡取締人名簿 横半

A25 〔明治十八年度学費収支一目表〕 竪冊

A26 明治十九年自一月至十二月教校費予算 竪冊

A26 明治十九年自一月至十二月教校費村々賦
課并徴集表

A26 写〔本刹ヨリ処分状到来〕 明治18. 8.22 竪冊

A25 博練教校関係書状　外用ノ書状モ雑ユ
（11点）

明治14～15 一紙

A26 博練教校関係書翰 1.11 豊平桑統 一紙

A26 〔博練教校大会議按・設置施行規則等綴〕 竪冊

A26 博練教校義ニ付内願 一紙

A26 備後国博練教校資本金之義ニ付内密願 竪冊

A26 回檄 1.28 諏沢熊太郎他 一紙

A26 松田源兵衛書翰
※信岡より来翰の旨

10.30 一紙

A26 松田源兵衛書翰
※教校金不寄の件

12.16 →諏沢 一紙

A26 松田源兵衛書翰
※神官・僧侶争論について

3. 5 →諏沢熊太郎 一紙

A26 松田源兵衛書翰
※資本金不足にて教校維持困難を本山
に願立たし

4. 5 →諏沢 一紙

雑

A1 〔興風社開業広告〕 11.20 興風社 一紙

A30 〔忠告社趣意書〕 明治 7 綴

A30 履歴 明治 9. 5 諏沢熊太郎 一紙

書翰

A1 立野寛・掘義一書翰
※広島新聞（興風社）案内

明治10.11.23 →諏沢熊太郎・山岡運八 一紙

A2 卜部才二郎書翰
※両法成寺村品治郡編入につき

11. 2 →諏沢熊太郎 一紙
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A2 茂原良治郎書翰
※松田源兵衛辞職の件

4. 2 →諏沢熊太郎 一紙

A2 安那郡十五小区戸長
※区費賦課方法の件

1.17 →諏沢区長 一紙

A2 書翰
※人民集会のこと

3.25 →甲斐脩→区長 一紙

A4 坂田丈平書翰
※礼状

8.28 →諏沢襄三郎 一紙

A4 後月郡副区長三宅栗夫書翰
※区会議状況

11.28 →安那郡副区長諏沢熊太郎 一紙

A5 山岡運八書翰
※会議所事務・上御領村区費のことな
ど

10.24 →諏沢熊太郎 一紙

A5 梶田与一郎書翰
※前知事身送

9.18 →諏沢熊太郎 一紙

A5 書翰 8.24 一紙

A5 書翰
※戸籍取調の件

10.23 一紙

A5 大久保康書翰
※区画改正・会議所分離について

10.11 →諏沢熊太郎 一紙

A5 鼓常則書翰
※区画改正のことなど

12.16 →諏沢熊太郎 一紙

A5 書翰〔断簡〕 一紙

A5 書翰
※村方変事について

11.19 一紙

A5 山岡運八書翰
※北山村小前集会の状況

1. 8 →諏沢 一紙

A5 倉原勝作書翰
※大区割延期歎願

12.24 →諏沢熊太郎 一紙

A5 細川貫一郎書翰
※東中条村地量再調につき

11. 2 →諏沢区長 一紙

A5 佐藤平三郎書翰
※村方地券取調の儀につき

1. 6 →諏沢熊太郎 一紙

A5 池田欽三書翰
※追徴金の義につき

9.17 →諏沢区長 一紙

A12 横山久太郎書翰
※安那郡村々巡回情況・社寺上地処分
未済の分取調について

明治 9.12.25 →諏沢熊太郎・山岡運八 一紙

A13 〔送状〕 一紙

P67
6 徳永家文書

A1 定法　大割入其外諸色記録 横半

A2 御用状書溜 元治元. 7～慶応元. 8 横長

A9 太政官御触抜書　 北亭 慶応 4 横長

A3 御用状書溜　四番 明治 2. 2～9 横長

A4 御用状書溜　六番 明治 3. 4～10 横長

A5・6 御用状書溜　七番 明治 3.10～明治 4. 5 横長
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A7 御用状書溜帳 明治 4. 1～6 横長

A8 御用状書溜　八番 明治 4. 6～10 横長

A9 未十月 九月迄御用日記控　安那郡湯野
村

明治 4.10～明治 5. 9 横長

A9 社寺触溜帳 明治 5 横長

A11 〔長州謡動後モ人民平静ノ旨書付〕 1.13 津川徳太郎→吉津村他 一紙

A11 新銅貨交換之儀ニ付上願書他（2点） 野上夏太郎 一紙

A11 戸長・副役御趣意書扣　湯野村 明治 4. 7. 9 横半

A11 〔百姓乱妨ニ付県庁達〕 県庁 一紙

A11 〔帳面披見ノ件外書付〕 一紙

A11 〔戸長・副戸長入札経過ニ惣百姓不服ノ
義歎願〕

明治 5. 6 安那郡九区湯野村惣百姓→深津
県庁

一紙

A11 区内役員不正之所業小面難渋ニ付御見分
御吟味願

一紙

A11 〔戸長・副戸長入札ニ付歎願〕 明治 5. 6 →深津県庁 一紙

A11 〔区費ニ係ル苦情ニ付戸長集会収集状〕 2.28 諏沢熊太郎→正副戸長 一紙

A11 種痘済証 明治 9. 3.15 刊

A11 〔官員簿〕 一紙

A10 啓蒙所諸書類入　安那郡湯野村 袋

A10 〔啓蒙所御規定米請取〕覚 横長

A10 啓蒙所出来方名面書上帳　安那郡平野村 明治 4. 4 横長

A10 啓蒙社出来方名前帳　安那郡湯野村 明治 4. 4～9 横長

A10 啓蒙所周旋方并諸記録　安那郡湯野村 明治 5. 2 横長

A10 奉矢野権令書 明治 7. 7 窪田次郎 竪冊

A10 議員決案写　徳永氏 明治 7. 8 苅屋実応・甲斐脩 竪冊

A10 村会草稿之一　村会議員撰挙規則 明治12 竪冊

A10 草稿之ニ　村会議事傍聴人取扱規則 明治12 竪冊

A10 草稿之三　村会議事細則 竪冊

A11 〔法律研究集会〕広告 明治 7.11 笠岡洲崎町海鷗舎会主根本希一 刊

A11 稟告 明治 8. 6 笠岡製糸場社中総代理石井終吉 刊

A11 御伺書・御指令写・盟約書
※国立銀行方法にもとづき社則盟約

明治10. 5 神代村笠原嘉作・湯野村徳永信
次郎他

綴

A11 〔郡農会設立ノ件〕諮問案・同理由書（2
点）

一紙

A11 深安郡地主会創立順序 刊

A11 湯田村地主会決議事項 一紙

A11 輸出検査成績ニ対スル小作人奨励米表・
生産検査成績ニ対スル小作人奨励米表

一紙

A11 湯田村勧業委員規程議案 明治34. 5. 2 一紙

A11 撰挙人諸君ニ謹告ス 明治25. 2 広島県第八区衆議院議員候補者
渡辺修二郎

刊

A11 義倉財産所有権復旧主意書 明治25.10 小川直衛 刊

A11 安那郡各村福山教育義会へ五円以上出金
申込人名

刊
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A10 深津沼隈安那郡役所管内教育会規則 明治19. 8 竪冊

A10 湯野共議規約書 明治23 綴

A11 〔朝廷崇敬ノ旨仰出ス〕（2点） 巳12 郡令 一紙

A11 〔地籍編製ニ付〕汎告 明治14 一秀舎 刊

P67
9 鼓嘉雄氏旧蔵文書

A1 鼓文書（東大影写本）（文書・典籍16点）
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芦品郡

《新市町》

P68
1 尾多賀氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 小田信家去渡状（1号） 文明18.10.12 小田信家→八郎左衛門尉 竪紙

A1 小田信家去渡状（2号） 明応13.11. 5 小田信家→八郎左衛門尉 竪紙

A1 宮政盛安堵状（3号） 明応 5.12.19 宮政盛→有木民部丞 竪紙

A1 宮政盛安堵状（4号） 永正 8. 4. 8 宮政盛→有木小次郎 竪紙

A1 隆信書状（5号） 2. 7 隆信→（有木小次郎） 竪紙

A1 親□書状（6号） 5.10 親□→有木小次郎 切紙

P68
2 馬屋原家文書

A1 御家中着服等御定書 杦原藤十郎→村々庄屋 竪冊

A1 町在着服等之御定　金丸村 竪冊

A2 芦田郡金丸村指出帳 宝永 8. 4 金丸村庄屋平左衛門他 竪冊

A2 芦田郡常村指出帳 宝永 8. 4 芦田郡常村庄屋源六他 竪冊

A3 御書出定法 寛保 3. 4 竪冊

A3 御改質地証文案詞并其節御触書小作証文
共写

寛政 8 竪冊

A3 当村御林山并小林草山野山書上帳　金丸
村

文化13. 3 金丸村庄屋九郎右衛門他 竪冊

A4 御書下之写シ 文化11～文政元 竪冊

A5 宗門人数辻目録之扣　芦田郡金丸村常村 嘉永 2～ 竪冊

A6 売買御定ケ条　芦田郡 嘉永 4. 8 竪冊

A6 〔売買御定ケ条〕 （嘉永） 金丸村 竪冊

A7 商社出金名面書上帳　控　芦田郡金丸村 明治 5 竪冊

A7 巨細帳　扣　芦田郡久佐村 明治 3.11 竪冊

A8 小田県第四大区小十二区職分総計　芦田
郡金丸村

明治 6. 8 竪冊

A8 小田県第四大区小十二区戸籍総計　芦田
郡金丸村

明治 6. 8 竪冊

A8 変製録 明治 4 横半

A8 議事問題 明治 7. 8 横半
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A8 天野守蔵書翰
※武一騒動について

明治 4. 9.18 天野守蔵→馬屋原多次郎

A8 〔明治四年騒動ニ関スル御尋条々〕 一紙

A8 〔明治四年騒動ニ関スル百姓受書案文〕 明治 4.10 一紙

A8 〔騒動ニ対シ県庁説諭書〕 明治 4 県庁 一紙

A8 小田県会社規則 （明治 5）9 竪冊

P68
4 信岡家文書

支配

A15～18 御用状溜帳 慶応 4 横長

A19～23 御用状溜帳 明治 2 横長

A24～29 御用状溜帳 明治 3 横長

A43 定書添書連印帳　下戸手組〔抄〕 文化12. 3 横長

A43 御倹約御ケ条之趣奉畏御請連判帳　品治
郡戸手村〔抄〕

天保 3. 9 横長

A43 此度博奕之儀一統申合連判帳　品治郡戸
手村〔抄〕

天保 3. 9 横長

A43 定書一札　下戸手組〔抄〕 文化10.12 横長

A44 御家中着服等御定 嘉永 6. 5 竪冊

A44 在町着服等御定 嘉永 6. 5 竪冊

A45 御倹約御ケ条 嘉永 6. 5 竪冊

A45 御届申上候口上 寅3 竪冊

A45 教諭弁
※閑斎先生が戸手村にて教論したもの
の聞き書き

弘化 2 市川久平 竪冊

A46 安政六未三月井関御廻村之節御代官様
為御読聞被遊尚惣小面江不洩様為読聞兼
而役場江張置候様被仰渡候御書付之写

竪冊

A47 在中之者席順帳　写 慶応 4. 6 横半

A48 世話役年中行事 横半

A49 諸雑簿録 竪冊

A50 案文 竪冊

布令

A59 諸官衙ヨリ訓令達諸願伺届并上申等又指
令外ニ諸契約照会其他回答等書類渾テ雑
紙　第七号

明治26. 2～明治30. 1 竪冊

A60 諸官衙ヨリ諸達諸願伺届上申并指令諸契
約及其他渾テ往復書類雑書類諸扣綴　第
八号〔抄〕

明治33. 2～明治33. 1 竪冊

A61 諸官衙諸会社其他往復書類并ニ諸書類扣
等渾テ書類綴　第九号〔抄〕

明治33. 2～ 竪冊

A61 諸官衙諸会社其他照会書往復書諸扣綴　
第十一号〔抄〕

明治38. 2～ 竪冊

A61 諸官衙諸会社其他照会書并通知書其外扣
綴　第十四号〔抄〕

明治45. 1～ 本信岡 竪冊
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村

A1～5 永代村要用記録 寛政10～文政 7 横長

A6～10 村要用記録 文政 8～天保12 横長

A11～14 永代記録 天保12～嘉永 6 横長

A30 諸願書扣　品治郡戸手村 天保10. 8 横長

A31 願書控　品治郡戸手村 弘化 3 竪冊

A32 願書控　品治郡戸手村 嘉永元 竪冊

A33 願書控　品治郡戸手村 嘉永 4 竪冊

A34 諸願書控　品治郡戸手村 嘉永 5 竪冊

A35 諸願書控　品治郡戸手村 安政 3 竪冊

A36～42 〔諸願書控〕 嘉永 7～明治 5 竪冊

A46 辛未歳御免定之写　品治郡戸手村 竪冊

A46 〔明治三年書付〕〔抄〕 竪冊

治安

A46 明治四辛未歳九月諸民共変動所々放火及
乱慕事件予メ凡俗文記之

信岡祐臣 竪冊

A46 〔奸民暴動ニ付キ深津県ヨリ布告他〕 （明治 5）4 深津県 竪冊

戸口

A53～55 戸籍表　品治郡戸手村 明治 4. 4 戸手村庄屋信岡平六 竪冊

訴訟

A56 仮差押解除ノ訴状 明治24. 6.20 出原儀三郎→福山区裁判所 竪冊

A56 判決書 明治24. 6.29 福山区裁判所 竪冊

A56 有休動産仮差押解除ノ訴答 明治24. 6.25 藤井乾助→福山区裁判所 竪冊

A56 訴訟費用確定決定 明治24. 9.19 福山区裁判所 竪冊

A57 定約書
※共有地売却方について

明治21. 9.10 戸手村大村小右衛門他 竪冊

A57 共有山立木売払簿　品治郡戸手村〔上
組・中組・下組合綴〕

明治21.10 横長

A57 村借原簿并ニ共有物売却帖簿閲覧方要求
ノ訴状

明治23. 4.16 入江岩太郎 竪冊

A57 村借原簿并ニ共有物売却帖簿閲覧方要求
ノ訴ニ付答弁書

明治23. 5. 5 竪冊

A57 裁判言渡書 明治23. 5. 6 広島始審裁判所 竪冊

A57 〔裁判関係書類綴〕 明治23. 6 竪冊

家

A51 定法 （天保11） 横半

A52 繰出 竪冊

A58 〔各年計算表綴〕〔抄〕
※明治34年・39年・44年・大正 3年度
の金出納決算表・財産計算目録表の
み抄録

竪冊

金融・企業

A63～65 〔芦品銀行〕営業報告書　第1期～第34
期

明治31～大正 4 株式会社芦品銀行 刊
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A66～69 〔福山銀行〕営業報告書　第2期～第39
期（4・7欠）

明治29～大正 4 株式会社福山銀行 刊

A70～72 〔福山貯蓄銀行〕営業報告書　第1期～第
38期（7・19・26欠）

明治29～大正 4 株式会社福山貯蓄銀行 刊

A73～75 〔松永銀行〕営業報告書　第9回・第16
回～第38回（18欠）

明治31・33～44 株式会社松永銀行 刊

A76 株式会社備後銀行目論見書及仮定款 株式会社備後銀行 刊

A76～80 〔備後銀行〕営業報告書　第1期～第32
期（5欠）

明治32～大正 4 株式会社備後銀行 刊

A81 〔松永実業銀行〕営業報告書　第2期～第
7期

大正元～4 株式会社松永実業銀行 刊

A82 〔広島県農工銀行〕営業報告書　第1期～
第8期・第22期

明治31～35・42 株式会社広島県農工銀行 刊

A83 〔広島県農工銀行〕営業報告摘要　第11
期～第34期（12・13・18・21・22・26欠）
※株主名簿（明治39・44・大正 4年）
含む

明治36～大正 4 株式会社広島県農工銀行 刊

A87 〔福相信用販売購買組合〕第五年度事業
報告

明治44 無限責任福相信用販売購買組合 刊

A62 〔福山倉庫〕実際考課状・営業報告書　
明治25年度・第4回～第19回（5・14欠）

明治25～34 福山倉庫株式会社 刊

A88 国民生命保険株式会社定款 刊

A88・89 〔国民生命保険〕営業報告書　第7回・13
回～21回

明治32～大正 2 国民生命保険株式会社 刊

A87 〔備後製糸〕営業報告書　第3期・4期・7
期

明治30・31・34 備後製糸株式会社 刊

交通・運輸

A84 福山府中間軽便鉄道布設創業書類
※備後鉄道株式会社仮定款

刊

A84 備後鉄道株式会社起業目論見書及定款 刊

A84・85 備後鉄道株式会社報告書　第3回～第20
回（5・15・16欠）

明治33～44 備後鉄道株式会社 刊

A86 〔備後電気鉄道〕報告書　第21回・22回 明治42・43 備後電気鉄道株式会社 刊

A86 〔両備軽便鉄道〕決算報告書　第1回～第
6回

明治45～大正 3 両備軽便鉄道株式会社 刊

A87 〔山陽鉄道株式会社第二十四回報告〕 明治32 刊

A87 山陽鉄道株式会社株主人名録 明治32 刊

A87 備後水力電気株式会社定款 明治43.10.20 刊
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神石郡

《油木町》

P69
2 油木八幡神社文書

A1～4 大般若経奥書（第11～561巻） 応安 6.10.晦～
永和元.10.19

木札

A4 豊松油木一宮社殿造立棟札 享禄 5. 2.23 木札

《神石町》

P70
1 神石町役場所蔵文書

A1～3 備後国神石郡永野村御検地水帳　四冊之
内壱番～三番帳（3冊）

元禄13. 5 松平伊予守家来惣奉行池田靱負 竪冊

A4・5 備後国神石郡田頭村御検地水帳　弐冊之
内壱番帳・弐番帳（2冊）

元禄13. 5 池田靱負 竪冊

A6 備後国神石郡牧村御検地水帳　弐冊之内
壱番帳

元禄13. 5 池田靱負 竪冊

A7 備後国神石郡永野村山藪年貢小前帳 元禄13. 5 池田靱負 竪冊

《豊松村》

P71
2 豊松村役場文書

A1 統計諸表 明治35 豊松村役場 竪冊

A1 国有農地等整理簿 昭和22～25 豊松村農地委員会 竪冊

A2 現勢調査簿 大正 8～ 豊松村役場 竪冊

《三和町（神石郡）》

P72
1 木津和家文書

A1 当郷伝記略 慶長19～ 伊達氏 竪冊

A1 当郷神社略書引記 慶長19～ 竪冊

A2 備後国神石郡木津和村抨地詰帳 寛文11. 6. 豊田九郎左衛門他 竪冊
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A2 備後国神石郡木津和村藪帳 寛文12. 7. 竪冊

A2 〔田畑荒出来ニ付引帳〕 慶安元. 3.29 神谷九郎兵衛 竪冊

A3 〔木津和村丑〕之御免割目録 寛文元.12. 庄屋五郎右衛門他 竪冊

A3 木津和村辰之御免割目録 寛文 4.12. 庄屋五郎右衛門他 竪冊

A3 〔辰之御免割目録　木津和村〕 寛文 5.12. 与頭二郎左衛門他→庄屋五郎右
衛門他

竪冊

A3 〔木津和村差出帳断簡〕
※以上2冊合綴

貞享 2.10. 9 庄屋市郎兵衛→丹治弥一郎他 竪冊

A3 未御免割目録　木津和村 寛文 7.12. 与頭二郎左衛門他 竪冊

A3 未割余り指引払帳　木津和村
※以上2冊合綴

寛文 8.12. 与頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 竪冊

A3 卯御免割目録　木津和村 延宝 3.12. 組頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 竪冊

A3 卯割余り指引払帳　木津和村
※以上2冊合綴

延宝 4. 5. 与頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 横長

A3 未之御免割目録　木津和村 延宝 7.12. 与頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 竪冊

A3 申之御免割目録　木津和村 延宝 8.11. 与頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 竪冊

A3 亥之御免割目録　木津和村 天和 3.12. 与頭清三郎他→庄屋市郎兵衛 竪冊

A3 子之御免割目録　木津和村 貞享元.12. 組頭清三郎他→庄屋一郎兵衛 竪冊

A3 木津和村卯之御免割目録 貞享 4.12. 与頭清兵衛他→庄屋市郎兵衛 竪冊

A4 木津和村・高蓋村論書引帳御毛見帳 元禄 8. 8. 木村惣助他 竪冊

A4 〔百姓立行ニ付〕郡中連印願書之扣 安永 6. 6. 大庄屋三人 竪冊

A4 小畑組高蓋村神社仏閣名所旧跡書上帳　
ひかへ

天明 8. 1. 年寄七郎右衛門他 竪冊

A4 阿下組木津和村神社仏閣名所旧跡書上帖
※以上2冊合綴

天明 8. 1. 年寄四右衛門 竪冊

A4 仕上一札之事〔検地ニ付木津和村・階見
両村境傍示ニ付〕

元禄12. 9.19 階見村庄屋伊兵衛他→松平伊予
守家来萩田久兵衛

一紙

A4 〔去戌御年貢小物成銀米納払勘定〕覚　
神石郡木津和村

宝永 4. 5. 木津和村庄屋伝兵衛→海野甚内 一紙

A4 指上小林証文之事 宝暦 8. 2. 東林庵知緒→願成寺 一紙

A4 〔加右衛門手錠御免ニ付〕仕リ上ル一札
之事

宝永 5. 6.10 安田□→庄屋伝兵衛他 一紙

A4 〔井原村帰村御免ニ付〕乍恐以書附奉願
上候

亥.12. 時安村庄屋甚兵衛後見清兵衛→
上下役所

一紙

A4 〔悪心一件〕差出申神文誤書之事 文政10. 2. 田頭村庄屋篠右衛門他→木津和
村先庄屋七助

一紙

A4 〔木津和村桂蔵・上下村嘉兵衛等牛一件
出入ニ付〕差出申御願下済口証文之事

文政12. 9. 木津和村桂蔵他→上下村庄屋久
右衛門他

一紙

A4 〔卯夏洪水ニ付水損の木津和村地所差出
方〕乍恐以書附奉申上候

辰.閏11. 阿下組田頭村百姓惣代槌助他 一紙

A4 〔受ケ酒店取続方ニ付〕乍恐以書附御歎
奉申上候

辰. 8. 阿下組木津和村七郎平 一紙

A4 〔御林御請所ニ付〕御断申上口上之覚 享保12. 5. 　→庄屋七左衛門他 一紙

A4 〔上村と高広石御林境論ニ付〕乍恐御断
申上□□□

宝永 3. 7. 庄屋又太郎他 一紙

A4 〔木比山下草ニ付〕奉願口上之覚 一紙
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A4 〔平大明神御山松林木伐採一件ニ付〕仕
リ上ル一札之事

正徳 2. 8. 勘右衛門→庄屋伝兵衛他 一紙

A4 〔御蔵入御林薪こゑ草苅取ニ付願書〕 宝永 4. 3. 庄屋伝兵衛他 一紙

A4 〔田頭村御林之内へ木津和村 松茸取ニ
罷越候一件出入内済証文〕

文政10. 2. 田頭村・木津和村庄屋他→取曖
人横山新五郎兵衛他→木津和村
庄屋和三郎他

一紙

664



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 甲奴郡／瀬原家文書（P73�1）

甲奴郡

《上下町》

P73
1 瀬原家文書

支配

A6 倹約申定連印帳 文化 8.12 小堀村百姓 竪冊

A5 御用留　小堀村 文化 9. 3 庄屋孫右衛門 竪冊

A6 被仰渡御請連印書上ケ扣帳 文化11. 9 小堀村百姓→上下役所 竪冊

A13 郡中規定書　写シ 安政 5. 5 小堀村藤尾屋孫右衛門 竪冊

A14 留書
※慶応 3年1月写

小堀邑藤尾屋孫右衛門 横半

A7 〔上洛ニ付大坂三郷へ触書及ビ書付〕 亥1 大坂屋定次郎→役所 竪冊

土地

A20 規定書之事
※入会草取のこと

文政 3 一紙

A19 小堀村分山証文写シ 文政12. 1 藤尾屋孫右衛門 竪冊

A19 田畑山林日下恵 天保11. 3 理三郎 竪冊

A20 野山入相草規定書之事 文久元. 4.20 小堀村百姓35名 一紙

A26 旧公有地分裂規定之証　明治十有五年一
月二十日集会　備後国甲奴郡小堀村（2
冊）

明治15. 5.29 小堀村百姓145名・戸長瀬原啓
八

竪冊

A26 田畑宅地及山林等名寄帳 明治19 瀬原啓 横長

A26 〔所有地名寄帳〕 横長

租税

A2 去子御年貢不納辻借証文扣帳 寛政 5. 3 立会人庄右衛門他 竪冊

A2 去子御年貢不納銀小前帳 寛政 5. 3 立会人伴右衛門他 横長

A2 諸運上銀書上帳　甲怒郡小堀村ひかへ 寛政 9.10 小堀村孫右衛門他 竪冊

A2 延享元子年宝暦ニ申年享保三戌年御免定
写書上牒　小堀村ひかへ

寛政12. 7 小堀村三役→上下役所 竪冊

村

A7 〔村明細帳〕ひかへ　小堀村 安永10. 4 小堀村庄屋・年寄→上下役所 竪冊

A7 明細簿ひかへ　備後国甲怒郡ニ森村 明治 5. 2 二森村庄屋川上伍作→広島県庁 竪冊

A21 広島県神石郡小畠村・上村・阿下村・常
光村・亀石村組合村是

明治41. 3.20 竪冊

戸口

A18 御水帳奥寄写帳　小堀村 文化13 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊
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治安

A16 差縺一件書類控 文化 9 小堀村庄屋・年寄→上下役所 竪冊

土木・水利

A3 当卯春川除御普請出来形帳　小堀村 天明 3. 6 小堀村三役→上下役所 竪冊

A3 当辰春川除御普請出来形帳　小堀村 天明 4 小堀村三役→上下役所 竪冊

A3 用水井堰用水溜池御普請所下目論見帳　
扣　小堀村

寛政 4. 9 小堀村三役→上下役所 竪冊

A3 当丑春用水井堰御普請出来形帳　小堀村 寛政 5. 5 小堀村三役 竪冊

A3 用水井堰往来川除御普請所下目論見帳　
小堀村

寛政 6. 8.27 小堀村庄屋・年寄→上下役所 竪冊

A3 備後国甲怒郡小堀村地内小塚川通川除来
卯春御普請目論見帳

寛政 6.閏11 大岡源右衛門 竪冊

A4 当亥用水井堰御普請出来形帳　小堀村 享和 3. 7 小堀村三役→上下役所 竪冊

A4 従欠所片枠御普請出来形帳　小堀村 享和 3. 7 小堀村三役→上下役所 竪冊

A4 亥御下知済井堰川除御普請銀渡方帖 文化元. 3 横長

A4 用水溜池御普請下目論見帳　小堀村 文化 2. 7 小堀村三役→上下役所 竪冊

A4 用水井堰往還欠所御普請下目論見帳小堀
村

文化 2. 7 小堀村三役→上下役所 竪冊

A4 川除御普請出来形帳　小堀村 文化 3. 7 小堀村庄屋・年寄→上下役所 竪冊

A4 用水井堰御普請出来形帳 文化 5. 6 小堀村庄屋・年寄→上下役所 竪冊

A4 急役御普請所扣　小堀村 竪冊

農林業

A17 中津御領分村々質地証文写　小堀村孫右
衛門分

安永 2 竪冊

A17 中津御領分村々小作米証文写　小堀村孫
右衛門分

安永 2 竪冊

A20 〔小作米〕覚 文政 8.12 小堀村百姓孫右衛門→上下役所 一紙

A20 乍恐以書附奉仕願上候
※小作米取立について

丑12 小堀村百姓兵之助→上下役所 一紙

A26 葉煙草耕作許可証 明治37 一紙

売買

A20 薬貰覚 横半

金融・貸借

A1 御貸附銀拝借証文并質地証文（2冊） 安政 2. 2 小堀村拝借人百姓孫右衛門 竪冊

A1 為取替内済規定書之事 安政 6.11 甲怒郡五箇村始7ヵ村・神石郡
古川村小前惣代→大森役所

竪冊

A25 備荒社関係諸書類 明治35.10 瀬原義三太 袋

A25 ◦備後銀行上下支店貯蓄預金通帳・小口
当座預金通帳

刊

A25 ◦備荒社貸出帳 明治35.12 横長

A25 ◦備荒社ニ関スル雑書 明治35.12.21 社長瀬原義三太 竪冊

A25 ◦備荒社財産及損益帳 明治35.12.21 竪冊

A22 備荒社規約（2冊） 明治36.12.30 瀬原義三太 竪冊

A23 備荒社帳 明治37 社長瀬原義三太・理事平田保太
郎

竪冊
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A24 備荒社雑書 明治37 社長瀬原義三太・理事平田保太
郎

竪冊

証文類

A8 〔諸証文控〕 寛政 7～8 竪冊

A9 〔諸証文控〕 寛政 9～10 竪冊

A10 〔諸証文控〕 享和 2～3 竪冊

A11 〔諸証文控〕 享和 3～4 竪冊

A12 証文扣 文化 7～8 竪冊

A15～18 証文願書写シ 嘉永元. 3 竪冊

A20 譲渡申証文之事 文化15. 3 上下村国右衛門→小堀村重次郎 一紙

A2 寛政五丑 文化九申迄廿ケ年御仮免状写 文化10. 4 横長

A5 御仮免状入　小堀村（文書25点） 文政 8～9他 袋

A20 相渡申頼一札之事 一紙

P73
2 田辺家文書

C1・2 諸書類控　壱番 文久元～明治元 竪冊

C20 諸書類控　弐番 天保15～慶応 4 竪冊

C3～8 万控帳 嘉永 2 西本屋長九郎 横長

C8 万控帳 嘉永 3. 3 竪冊

C9・10 田辺長一郎用留 慶応 4～明治 2 竪冊

C11 芸州用留　明治元辰正月ヨリノ 慶応 4～明治 3 御用達田辺長一郎 竪冊

C12・13 酒造用　壱 文化 4～明治 9 竪冊

C13 酒造用　弐 明治 9～11 竪冊

C14・15 万講加入帳 文久 2 横長

C16 金銀控 文久 3 田辺長九郎 横長

C17 旧幕献金御褒美御書下入　並ニ請取書在
中（文書10点）

袋

C17 ◦乍恐以書付奉申上候〔苗字御免〕 安政 3. 4. 4 長九郎・佐助他 一紙

C17 ◦差上申一札之事〔海岸御備筋用途上納
ニ依リ苗字御免〕

安政 5. 9.28 田辺長九郎・長尾佐助他 一紙

C17 ◦他8点

C17 御勘定所御用書附入〔差出金返戻関係書
翰7点〕

慶応 4～ 袋

C17 芸州御書翰入 袋

C17 ◦鳥越庄八書翰
※会計局廃止・廃藩置県のこと

7.28 庄屋鳥越庄八→田辺千平 一紙

C17 ◦長屋権大属書翰
※借用金のこと

12. 5 長屋権大属→田辺千平 一紙

C17 ◦他13点

C18 乍恐以書付御訴訟奉申上候〔貸金返済ニ
付〕

天保 2.11 長兵衛代忰三兵衛 一紙

C18 上下村田辺長九郎近右衛門差出　備後国
中領家村仕法金年々下ケ戻請印帳

文久元 竪冊
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C18 文久二戌年 未迄拾ケ年金差出口覚 文久 2～明治 4 綴

C18 芸州御領分江貸金済不済書上帳 嘉永 6. 5 長九郎→上下役所 竪冊

C18 備後甲怒神石分御役所差出金小訳帳 田辺長一郎 竪冊

C19 由以書写し 慶応 4 竪冊

C20 駄賃帳 子11 大場弥市郎 横半

C20 人馬帖 巳2 田辺長一郎 横半

C20 人足継立并賄払帖 辰4 田辺長一郎・隅井直之助 横半

C20 田畑山林高居帳 天保 8. 5 長兵衛 横半

C20 田畑山林高居帳 嘉永 7.10 長九郎 横半

C20 書類相渡扣 嘉永 2. 9 竪冊

C20 規定書之事〔町極〕 安政 3. 2 長九郎他 一紙

C20 〔府中屋利七ト差縺ニ付市中議定書〕 天保15. 7 藤吉屋利三郎他 一紙

C20 〔神社祭礼規定書〕 嘉永 2.10 青山七左衛門他 一紙

C18 入置申手形之事 明治 5. 1 上下村田辺長一郎 綴

C18 〔窮民凌方繰替差出金ノ儀ニ付伺〕 明治 6.10. 4 岡本和四郎→広島県権令伊達宗
興

綴

C19 明治三年十二月改御拝借人 文久元～ 横長

C19 幕領之節御褒美控 竪冊

C19 差出金御貸附取約メ方御奉書願 明治 6. 8 田辺長一郎・岡本和四郎→広島
県権令伊達宗興

竪冊

C19 甲怒郡村々借受金滞書抜 竪冊

C19 御役所江口々出銀請取 明治 2. 8～明治 5. 8 田辺長一郎 横長

C19 乍恐以書附御願下奉申上候〔平川村へ貸
附金ノ儀ニ付〕

明治 3. 8 長一郎→倉敷県役所 綴

C19 〔租税雑税上納〕記 明治 5.11 用達田辺長一郎他→第十一大区
用所

一紙

C19 〔租税雑税上納〕記 明治 6. 1.14 田辺長一郎他 一紙

C19 身代等級 明治17. 2.18 綴

C19 明治二十二年段階割 綴

C22 猷社規則簿 明治15～26 竪冊

C21 共同成章社規則簿 明治15～19 竪冊

C23 諸支払明細帳 明治26. 1～ 本田辺 竪冊

P73
3 松山家文書

A1 郡中江申渡ケ条　井永村 宝暦 4. 7 竪冊

A2 御用書留帳 嘉永 6～安政 5 竪冊

A3 芸備両国村別高寄帳
※明治 4年2月写

国富村岡田所左衛門長清→井永
村松山林五兵衛

竪冊

A4 株地畝高書上帳　百谷組井永村 文化10. 1 横長

A5 株地御改明細帳　油木兼帯組井永村 文化10. 8 横長

A6 田畑草山貸屋掛口覚帳 文久 4～慶応 2 横長
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A7 当村田村田畑掛米屋賃取立帳 明治 2.10 横長

A8 〔天保年間借用証文他綴〕 天保 3～14 綴

A8 宿助郷御救江御差加願 天保14. 2 勘兵衛他→桑田歳兵衛 一紙

A8 井永証文書写帳
※安永 6～明治 4年証文写

明治 5.11 宮崎氏 竪冊

A9 当子御年貢上納米銀并出方勘定帳　井永
村

文化元.11 横長

A10 当丑御年貢諸上米銀并出方勘定帳　岡組
井永村

文政12.11 横長

A11 当御年貢諸上納米銀出方并勘定帳　岡組
井永村

嘉永 2.10 横長

A12 当御年貢諸上納米銀出方勘定帳　岡組井
永村

安政 3.11 横長

A13 当未御年貢諸上納米銀出方勘定帳　岡組
井永村

安政 6.10 横長

A14 当酉御年貢諸上納米銀出方勘定帳　岡組
井永村

文久元.10 横長

A15 当寅御年貢諸上納米銀出方勘定帳　岡組
井永村

慶応 2.10 横長

A16 〔井永村免状〕（5通） 元禄12・14～16，宝永 4 穴倉与兵衛他→庄屋・惣百姓 一紙

A16 〔小畑組井永村庄屋伊三太農業出精ニ付
褒状〕覚

卯11 一紙

A16 〔井永村庄屋松山林五兵衛奇特ニ付格式
被下書〕（5通）

嘉永 2・4，慶応 2・3 一紙

A16 〔井永村庄屋松山沢右衛門奇特ニ付格式
被下書〕（3通）

天保11・嘉永 2 一紙

A16 不定出願書　岡組井永村（5通） 丑・卯・辰・亥 井永村百姓惣代・釣頭・年寄・
庄屋・岡静之助→役所

一紙

A16 小助掛合書写帳〔入作年貢不埒一件〕 享和 2. 3 竪冊

A17 〔金子貸付返済滞出入ニ付〕乍恐以書付
奉願上候

子7 井永村沢右衛門→森八右衛門上
下役所

一紙

A17 〔小塚村紋次郎 預り候古金荷物渡し方
始末〕覚

寅11.28 矢多田村敬蔵他→箱田村懸右衛
門他

一紙

A17 〔佐倉村粂倉儀納奉公へ罷出候私娘隠シ
置候一件ニ付〕乍恐以書附奉願上候

巳2 井永村願主源兵衛 一紙

A17 〔矢多田村新次郎徘徊一件〕乍恐以書附
奉歎上候

巳7 矢多田村新次郎忰六右衛門他，
実相寺年寄・庄屋3名

一紙

A17 〔出作地矢多田村所持屋敷同村百姓並ニ
定引高割致呉候様〕乍恐以書付奉願上候

午2 井永村松山儀右衛門 一紙

A17 〔猪鹿狩入用不定出ニ入申度ニ付〕乍恐
以書付奉願上候御事

未3 井永村役人6名・大庄屋江草仙
左衛門→村田藤右衛門他

一紙

A17 〔深江村市五郎借銀返済相滞候一件書翰
継〕

亥 井永村庄屋松山沢右衛門←→上
下村年寄若井茂右衛門・庄屋岡
田槇右衛門

継

A17 〔上下村慶蔵と矢多田村忠兵衛懸リ合一
件ニ付両村庄屋往復書翰写〕

1 矢多田村庄屋長右衛門←→上下
庄屋喜久兵衛

一紙

A17 萩原殿内高谷隼人書翰
※和知帯刀出奔一件に付

1.26 →愛際寺民教房 一紙

A17 〔瓦職市五郎借用銀返済ニ付書翰断簡〕 一紙
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A18 〔預ケ地請求事件〕和解定約証 明治16. 5 神石郡永野村横山嘉源太・同理
助→甲奴郡井永村宮崎林吾・松
山辰馬

竪冊

A18 預ケ地所定約履行要求之扣訴　付第一弁
駁書・第二弁駁書・第三弁駁書

明治16. 7・明治24. 9.17 神石郡永野村横山嘉源太代人西
川七郎→松山辰馬・玉木市兵衛
→松山辰馬

竪冊

A19 極難人持高并家内書上帳　岡組井永村 嘉永 4. 1 竪冊

A19 村内成方之者極難江助情麦割賦書上帳　
岡組井永村

嘉永 4. 4 横長

A19 助情銀極難人割賦帳 嘉永 3.11 松山林五兵衛 横長

A19 極難人家内人数書上帳　岡組井永村 万延 2. 2 横長

A19 極難人家内人数書上帳　岡組井永村 万延 2. 2 横長

A19 御救米小面割賦書上帳　岡組井永村 万延 2. 3 横長

A19 極難人家内人数書上帳　岡組井永村 慶応 3. 2 横長

A19 極難人家内人数書上帳　岡組井永村 明治 3. 1 横長

A20 〔別段御取救ニ付〕乍恐書附ヲ以内意御
歎願奉申上候

午9 井永村・水永村・斗升村年寄・
庄屋8名

竪冊

A20 桐枯木相改書上帳　岡組井永村 慶応 4. 3 横長

A20 共同苗代組合採種明細帳 明治42 横長

A21 石州往来御普請下積書上帳ひかへ　岡組
斗升村

安政 5. 6 竪冊

A21 疱瘡未仕もの名前并歳書上帳　岡組井永
村（2冊）

嘉永 6. 5・安政 5. 5 横長

A21 種痘人書上帳　岡組井永村 安政 5. 3～万延元. 6 横長

A21 未疱瘡不仕者書上帳　岡組斗升村 文久 2. 1 斗升村年寄保平衛他 横長

A22 松山姓沢右衛門宅相絵図 安政 4. 6 播州明道画 一紙

A22 松山姓林五兵衛門宅相之図 文久 2. 6 播州錦堂 一紙

P73
4 上下町教育委員会収蔵文書

C1 備後国甲怒郡上下之内ニ森村御検地帳 慶長6.10. 竪冊

C1 備後国甲怒郡ニ森村抨地詰帳 寛文11. 6. 豊田九郎左衛門他 竪冊

P73
5 小掛家文書

C1 当御領分明細帳　小畑郡　壱～三 竪冊

C1 当御領分明細帳　油木組　壱 竪冊

P73
6 田中家文書

A1 為取替申神役仕来之事 安永 7.10. 禰宜田中主水他 一紙

A1 諸神用勤方并二備物分り方書留帳 寛政10.10. 田中隼人他 横長

A1 〔井永八幡宮社帳〕 竪冊
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A1 吉田殿御条目 天保12. 1写 神祇管領長上吉田殿御家大取締
役所→備後国諸社家中

竪冊

《総領町》

P74
1 黒木氏所蔵文書

A1 御家八幡神社御当次第写
※宝暦 7年写し

文亀2. 8 亀谷（吉市） 竪紙

A1 〔神道裁許状〕 天保10. 8.26 神祇管領長上ト部良長→黒木因
幡正藤原治常

一紙

A1 〔神道啓状〕 寛延 2. 9.26 神祇管領長上ト部兼雄→黒木若
狭守藤原正幸

一紙

A1 〔神道裁許状〕 元禄13. 3.10 神祇管領長上ト部兼敬→栖山兵
部繁正

一紙

A1 〔神道裁許状〕 文化 2. 9.11 神祇管領長上ト部良連→黒木陸
奥正藤吉久

一紙

A1 〔神道裁許状〕 元禄 5. 7.28 神祇管領長上ト部良連→後藤相
模守屋継

一紙

A1 〔神道裁許状〕 文化 7. 3. 神祇管領長上公文所→黒木美作
藤原治守

一紙

A1 〔当村意加蜜彦大明神を郡中惣社と認知
ニ付〕乍恐以書附奉願上候

天明 9. 3. 甲怒郡五ヶ村庄屋粂右衛門他→
領家五ヶ村注連主黒木伊頭

一紙

A1 大頭吉備津彦大明神・小頭八幡宮社両尊
　地頭領家拾二箇・村氏神明一宇

一紙

A1 甲怒郡領家八幡御頭之次第 寛文元. 9. 滝口又左衛門他 一紙

A1 領家御八幡の御当ノ次第 文亀2. 8.（宝暦 7.11写） 亀谷 一紙

A1 下領家村八幡神社御祭礼大頭方・小頭方
行列先後規定証

明治14. 9. 下領家村他大頭・五箇村他小頭
他

竪冊

A1 領家八幡宮御祭礼改正規則 明治 6. 9. 下領家村他大頭・五箇村他小頭
他

竪冊

P74
2 秋山家文書

A1 意加美・吉備津宮社殿大鳥居勧化帳 宝暦 9. 竪冊

A1 未年免定之事 元禄16.11. 曲渕市郎右衛門→下領家村庄
屋・百姓

一紙

A1 申年免定之事 宝永元.11. 曲渕市郎右衛門代遊佐兵助他→
下領家村庄屋・百姓

一紙

A1 備後国甲怒郡下領家村丑年免定之事 延享 2.11. 平岡彦兵衛→庄屋・年寄・惣百
姓

一紙

A1 子御年貢納払皆済目録 延享 2. 5. 下領家村庄屋与次兵衛他→平岡
彦兵衛様役所

一紙

A1 寅御物成米銀払皆済目録 宝暦 9. 遠藤平右衛門→下領家村庄屋・
惣百姓

一紙

A1 大頭吉備津彦大明神・小頭八幡宮社両尊
　地頭領家拾二ヶ村

安政 3. 6.写 一紙

A1 吉備津宮再建勧化牒 延宝 5. 竪冊
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P74
3 森戸家文書

A1 備後国甲怒郡上領家村御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

P74
4 矢吹家文書

A1 備後国甲怒郡中領家村御検地水帳 元禄13. 5. 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A2 備後国甲怒郡五箇村御検地水帳　三冊之
内壱番帳

元禄13. 5. 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A3 備後国甲怒郡五箇村御検地水帳　三冊之
内弐番帳

元禄13. 5. 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A4 備後国甲怒郡五ケ村御検地水帳　三冊之
内三番帳

元禄13. 5. 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A4 備後国甲怒郡五ケ村山藪年貢小前帳 元禄13. 5.（嘉永 7写） 松平伊予守家来惣奉行池田靱負
他

竪冊

A1 備後国甲怒郡中領家村新田検地帳 天保 5. 8. 代官根本善左衛門他 竪冊

P74
5 龍興寺文書

A1 永井氏由来　龍興寺什具 （寛永） 竪冊

《甲奴町》

P75
1 黒田家文書

A1 村内略名記載簿 寛延 3.12.25 宇賀村黒田 竪冊

A1 明治五壬申年分組分高改帳　御改革人別 横半

P75
2 小童祇園社文書

A1 須佐神社縁起 文明元. 5.15 巻子

P75
3 信野家文書

A1 享保度村内取調書　世羅郡宇賀村 享保 8. 3.29
（明治33. 6写）

竪冊

A1 藤井東兵衛書翰〔三谿郡百姓騒擾ニ付〕 明治 4. 8.23 一紙

A1 明治初年擾乱の状況 綴
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A1 〔神事ニ付〕廻文・〔御出陣ニ付〕大急解
達申候

一紙

A1 〔郡中社家一統江御国恩可奉報様被仰聞
候ニ付〕口上之覚　世羅郡宇賀村

慶応 2. 6.25 一紙
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双三郡

《君田村》

P76
1 君田村役場文書

B1 郡訓令告示綴〔抄〕 明治34 学務部 竪冊

A1 学事関係書類〔抄〕 大正 9 君田村役場 竪冊

A1 学事関係書類〔抄〕 大正10 君田村役場 竪冊

A1 学事関係書類〔抄〕 大正13～14 君田村役場 竪冊

B1 学事関係書類〔抄〕 昭和 3 君田村役場 竪冊

《作木村》

P78
1 作木村役場文書

A1 御大典及ヒ養老賑恤ニ関係書類〔抄〕 大正 4 作木村役場 竪冊

A1 時局匡救対策関係書類〔抄〕
※市町村立尋常小学校費臨時国庫補助
法ニ関スル件依命通牒のみ収録

昭和 7. 9 作木村役場 竪冊

A1 地方改善応急施設関係〔抄〕 昭和 9 作木村役場 竪冊

A1 地方改善事業〔抄〕 昭和13 袋

A1 地方改善事業一件〔抄〕 昭和11 作木村役場 竪冊

A1 社会事業関係書類〔抄〕 昭和16～20 作木村役場 竪冊

P78
1 菅家文書

下作木村で紙楮改役・組頭を勤めた菅家に伝来した文書

C1 申渡覚 酉. 8. 藤井五右衛門 一紙

C1 系譜書 明治38. 2.改写 双三郡作木村下作木真宅 竪冊

C1 〔切畑地概帳〕 明暦 3. 3.23 伊吹半右衛門 竪冊

C1 諭俗要言 文化14.10. 頼杏坪 刊

C1 〔下作木村差出帳〕 酉. 1. 庄屋宇右衛門他→頭庄屋藤左衛
門

竪冊

C1 〔庄屋交替ニ付〕態申遣ス 未. 8. 三次・恵蘇郡役所→下作木村与
頭共

一紙

C1 〔与頭役任命ニ付〕申渡ス 辰.10. 石寺太郎兵衛他→下作木村忠右
衛門

一紙

674



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 双三郡／牧原家文書（P78�2）

C1 〔作用船ニ米積下免許〕覚 寅. 6.28 三次郡役所 一紙

C2 諸郡紙印鑑 文化14. 5. 御紙蔵 一紙

C2 〔石州邑智郡上野村頭百姓へ夫食米三次
陸地繰取リ下作木 川下ヶ免許ニ付取

計方申達書〕

. 3. 4 三次町役所→布野駅・下作木村
役人共

一紙

C2 下作木村紙勘定差引覚 巳. 6. 御紙方→庄屋禎右衛門他 一紙

C2 〔御印附出来ニ付請取方〕態申遣ス . 7.17 野田三二他→頭役富右衛門 一紙

C2 〔石州御買入楮受払ニ付〕覚 寅. 2. 紙楮改所下作木村直吉→上布野
村孫平→御方役所

一紙

C2 〔紙楮改役格他領楮改所差免書〕 　→下作木村四郎右衛門 一紙

C2 〔紙楮改役紙漉頭兼帯任命書〕 　→楮改所紙楮改役格三次郡下
作木村富右衛門

一紙

C2 〔鉄山方預米渡し方〕記 （明治 5）.10.20 三次鉄山方→下作木村役人中 一紙

C2 〔紙楮改役格他領楮改所任命書〕 　→下作木村富右衛門 一紙

C2 〔釣燈代上納〕覚 寅. 8.25 一紙

C2 〔他領紙楮改問屋并紙楮改役任名書〕 　→下作木村木村直吉 一紙

C2 〔御紙楮之儀ニ付差縺ニ相成候時分御印
てうちん太刀之義御尋ニ付召喚状〕

. 6.15 布野町福間幸右衛門他→下作木
村与頭富右衛門

一紙

C2 某書翰断簡〔高田・沼田郡辺楮荷石州へ
積下一件差縺ニ付〕

一紙

C2 〔石州買入楮繰出ニ付申達書〕 . 1.29 三次郡役所→下作木村木村直吉 一紙

C2 御銑受払覚 丑.12.晦 御銑中継所下作木村富右衛門→
御銑方役所

一紙

C2 〔紙楮改役格楮改所被仰付候ニ付〕覚 文化11. 7. 4 下作木村与頭四郎右衛門 一紙

C2 〔御買入楮三次御紙方へ繰出方ニ付申達
書〕

. 3.19 三次御紙方→紙楮改役下作木村
（欠）

一紙

C2 〔抜炭取計候岸平儀炭焼差留方ニ付申達
書〕
※後欠

一紙

C2 藤六備村高帳〔抄〕
※紙楮取引関係

安政 2. 1.～ 横半

C2 〔御紙方御買入ニ付受送り取計方申達書〕 辰.12. 御紙方→紙楮改役下作木村直吉
他

一紙

C2 〔預り楮賃渡取計方申達書〕 辰.12. 三次御紙方→紙楮改役下作木村
直吉

一紙

C2 〔紙楮改役富右衛門被下給米切手下渡し
ニ付心得方〕覚

辰. 3.29 三次町役所→三次郡下作木村庄
屋宗右衛門他

一紙

C2 〔差紙代渡り方〕覚 亥.12.26 御紙蔵→紙楮改役下作木村富右
衛門

一紙

C2 〔給米申渡〕 　→紙漉頭兼帯同改役富右衛門 一紙

C2 〔石州買入楮取計方申達書〕 巳. 2. 御紙方→紙楮改役下作木村直吉
他

一紙

C2 〔川下村々楮受込方ニ付申達書〕 .11.21 田中亀吉他→下作木村直吉 一紙

C2 御他領楮改所下作木村紙楮改役富右衛門
書翰〔石州買入引渡ニ付〕

. 2.28 　→紙楮改役市川利作 一紙

C3 備後国三吉郡下作木村地平之帳 明暦 3. 3. 竪冊
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P78
2 牧原家文書

C1 備後国三吉郡大畠村地平之帳 明暦 3. 3. 伊吹半右衛門 竪冊

P78
3 松岡家文書

C1 川砂鉄洗採願 明治18. 3. 三次郡作木村森山中松岡玄徳→
県令千田貞暁→工部卿伯爵佐々
木高行

竪冊

C1 〔砂鉄採取出願〕届書 明治27. 1.14 三次郡森山中村住松岡求巳→県
知事鍋島幹

竪冊

C1 〔砂鉄採取地実測図訂正指令書〕 明治27. 8.17 大阪鉱山監督署阿部正義→松岡
求巳

竪冊

C1 〔砂鉄採取地実測図訂正〕届書 明治27. 9.15 三次郡作木村森山中松岡求巳→
県知事幹島幹

一紙

《吉舎町》

P79
2 広島県立日彰館高等学校所蔵文書

A1 日彰館中学校十五年史 明治41. 9 刊

A2 日彰館々報 明治32・大正 3・大正 4 日彰館 刊

A3 日彰館規則 明治17頃 竪冊

A3 私立日彰館規則 明治26. 9 私立日彰館 刊

A3 日彰館所蔵書画販売趣意書 大正 3. 1 日彰館 刊

A3 書翰
※流感のこと他近況

1.28 →高浦 一紙

P79
3 今井家文書

支配

C7 紙楮御仕法頭書御書　扣 天保11. 7 三谿郡役所←→割庄屋・庄屋・
与頭共

竪冊

A1 御倹約被仰出候御ケ条書　吉舎組 天保 3.12 代官→年寄・割庄屋・村々庄屋
他

竪冊

A1 郡中革田共御倹約御示御書写　吉舎組 天保 3.12 伊藤郷助他→三谿郡革田住居之
村々役人共

竪冊

A1 御倹約ケ条添触書　吉舎組 天保 4. 1 割庄屋清助他→村々役人中 竪冊

A1 寺社方御倹約御触書写　吉舎組 代官 竪冊

A1 質素節倹被為仰付人別御受印形帳 天保13. 8. 4 百姓・長百姓他連印→庄屋由八
郎他

竪冊

A1 御触書写　一・二（2冊） 天保13 竪冊

A1 御倹約被仰出候御頭書控 嘉永 2. 2 庄屋雄八郎他 竪冊

A6 異国船渡来ニ付御武備御手厚被為遊度御
趣従公儀被仰出御書

三谷郡番組 横長
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A2 公方様薨御御穏便并ニ大守様御逝去御穏
便・近江守様御相続御書控記

安政 5. 8 三谿郡役所 竪冊

C1 御大変革御書写 文久 4. 1 郡役所→割庄屋4人 竪冊

土地

A3 備後国三谷郡安田村切畑帳 明暦 2. 3.23 竪冊

A3 〔三谿郡安田村田畑書上帖〕 元禄 3 竪冊

C2 毛附高帳　安田村 文久 3 横半

A4 毛附高帳 元治元. 5 横半

C2 高差引算用帳　安田村 元治元. 5 横長

租税

C3 三谿郡安田村御免割夫割帖 天保12.10 長百姓・百姓→庄屋由八郎他→
石井貞次郎他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割之内年中不時入用米
銀・村役人他村出勤出飯米・年中不時小
廻り夫寄帳

天保12.10 長百姓→庄屋由八郎他→石井貞
次郎他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割之内入置米欠算用帖 天保13. 2 長百姓・百姓→庄屋由八郎他→
石井貞次郎他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割之内入置米欠算用差
引過米人別割戻シ印形帖

天保13. 2 長百姓→庄屋由八郎他→三谿郡
役所

横長

C4 三谿郡安田村御免割夫割帳 弘化 4.10 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
石川富弥他

竪冊

A4 三谿郡安田村御免割米之内年中不時入用
米銀・役人他村出勤出飯・年中不時小廻
夫寄帳

弘化 4.10 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
石川富弥他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割米之内入置米算用帖 嘉永 3. 2 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
石川富弥他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割夫割帳 嘉永 2.10 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
石川富弥他

竪冊

C3 三谿郡安田村御免割米之内年中不時入用
米銀・村役人他村出勤出飯米・年中不時
小廻り夫寄帳

嘉永 2.10 長百姓→庄屋雄八郎他→石川富
弥他

竪冊

C4 三谿郡安田村御免割夫割帳 嘉永 6.10 長百姓→庄屋雄八郎他→石川富
弥他

竪冊

C4 三谿郡安田村御免割米之内年中不時入用
米銀・村役人他村出勤出飯米・年中不時
小廻夫寄帳

嘉永 6.10 長百姓→庄屋雄八郎他→石川富
弥他

竪冊

C4 三谿郡安田村御免割米之内入置米欠算用
帳

嘉永 7. 2 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他 竪冊

A5 三谿郡安田村御免割夫割帳 嘉永 7.10 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
川崎益見他

竪冊

C4 三谿郡安田村御免割米之内年中不時入用
米銀・村役人他村出勤出飯米・年中不時
小廻夫寄帳

嘉永 7.10 長百姓→庄屋雄八郎他→川崎益
見他

竪冊

C4 三谿郡安田村御免割米之入置米欠算用帳 安政 2. 2 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
川崎益見他

竪冊

A5 三谿郡安田村御免割夫割帳 安政 6.10 長百姓・百姓→庄屋雄八郎他→
江田左源太

竪冊

A5 三谿郡安田村御免割米之内年中不時入用
米銀・村役人他村出勤出飯米・年中不時
小廻り夫寄帳

安政 6.10 長百姓→庄屋雄八郎他→江田左
源太

竪冊

C4 丑年御免割 丑 竪冊
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村

C5 諸書附并諸目録類扣　安田村 天保12 竪冊

C5 諸書附并諸目録類控　安田村 嘉永 7 竪冊

C2 国郡志御用書帳　三谿郡湯谷庄安田村 文政 3. 3 庄屋孝作他 竪冊

C6 諸書附并諸目録類控　安田村 文久 3 竪冊

C6 諸書附并諸目録類控　安田村 慶応 2 竪冊

治安

C6 猟師鉄炮・威鉄炮持主改帳 天明 3. 5 竪冊

C7 備後国三谷郡安田村猟師鉄炮持主作左衛
門跡藤兵衛判形帖

天明 4 鉄砲持主藤兵衛・庄屋四郎兵衛
他→筒井良太夫他

竪冊

C7 備後国三谷郡安田村猟師鉄炮持主作左衛
門跡長左衛門判形帖

天明 4 鉄砲持主長左衛門他→筒井良太
夫他

竪冊

A6 備後国三谷郡安田村猟師鉄炮并威鉄炮持
主書貫扣

享和 3. 1 安田村与右衛門→小田幸村常右
衛門

竪冊

A6 備後国三谷郡安田村猟師鉄炮持主長左衛
門跡嘉年次判形帖

文化 6 庄屋常右衛門他→甲益之進他 竪冊

A6 三谿郡安田村雉子筒威鉄炮持主歳罷寄候
ニ付伜共江譲申度段御願書付

弘化 2. 5 雉子筒持主伴兵衛他→組合割庄
屋栄三郎他→吉田矢柄他

一紙

A6 三谿郡安田村雉子筒威鉄炮持主歳罷寄候
ニ付伜共江譲申度段御願書付　ひかへ

弘化 2. 5 雉子筒持主伴兵衛他→組合割庄
屋栄三郎他→梶井多仲

一紙

絵図

A7 芸備郡邑図 一紙

A7 芸備浦島里程絵図 一紙

A7 安田村絵図 享保14 一紙

A7 安田村御普請所図　扣 元文 4. 6. 9 一紙

A7 三谿郡安田村絵図 一紙

P79
4 大慈寺文書

A1 大般若経奥書（第249～599巻） 保延 4. 1.23 書写山僧他 折本

A2 宗剛語録全 竪冊

A2 宗綱恵統遺偈 永享11.12.27 竪冊

P79
5 奥家文書

A1 三余吟稿　全 奥昌豊 竪冊

A1 三谿郡土免帖 竪冊

A1 本宅普請万覚帳 天明 8. 9.～ 敷地村岡垣内武十郎 横長

A1 国郡志御用書上帳　三谿郡吉舎庄敷地村 文政 2.10. 庄屋長平他→国郡志御用掛惣助
他

竪冊
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P79
6 後藤家文書

A1 国郡志御用書上帳　三谿郡吉舎庄三玉村 文政 3. 1. 庄屋数右衛門他 竪冊

A1 覚〔和智信濃守 寄附の山所保田村・三
玉村差縺役方役人中江御預りニ相成候ニ
付三玉村納米高書上〕

嘉永 2.閏4. 吉舎村大慈寺→三玉村役人中 一紙

A1 官平大神江奉寄進之事 明応 3. 8. 1 社人正近 一紙

A1 国郡志御用神社改書上帳　三谿郡吉舎庄
清綱村

文政 2.10. 安井石見正→庄屋新蔵他 竪冊

A1 備後三谿郡三玉村之内古銀山地詰帳写シ 寛永11. 3.（寛永 4. 2写） 丸田村 入庄屋国重要蔵他 竪冊

A1 郡割高帖　三谿郡 文政 7. 8. 吉舎大宮司 横半

A1 国郡志御用書上帳　三谿郡吉舎庄三玉村 文政 3. 1. 庄屋数右衛門他 竪冊

P79
7 佐久間家文書

三谿郡敷地村庄屋で酒造業を営んだ佐久間家（田渕屋）に伝来した文書

A1 〔御検地帳〕　※前欠 庄屋五郎右衛門他 竪冊

A2 御相場触・御所受送所々文通扣帖　三谿
郡

天保10. 1. 横長

A3 万旧記 文久 3.（嘉永 6～明治15） 佐久間泰三郎正房 竪冊

A3 〔村方制法〕条々 貞享 2. 8. 1 戸嶋保左衛門他 一紙

A3 種銀受合候手形　敷地村役人 天保 8. 3. 庄屋理十郎他→曲渕 一紙

A3 酒造株売切証文之一札 天保13.12. 敷地村田渕屋栄三郎他→向江田
村門前周右衛門他

一紙

A3 酒造株御帖切願書付　三谿郡安田村・敷
地村扣

寛政11. 1. 安田村吉舎屋四郎兵衛・敷地村
庄屋田渕屋伝左衛門

一紙

A3 当巳年 未年迄三ヶ年季質物ニ相渡酒造
株証文之事

安政 5. 4. 敷地村泰三郎後見備後屋治郎三
郎他→石州岩谷善右衛門

一紙

A3 覚〔年賀免状〕　三谿郡明知方敷地村 文政 7. 5. 大藤源七郎他→庄屋長平 一紙

A3 覚〔年賀免状〕　三谿郡明知・給知方敷
地村

（安永 7）. 6. 湊作大夫→庄屋喜三次・与頭共 一紙

A4 伊勢参宮・西国順礼・名所旧跡道中日記 延享 4. 2.20 田渕貞次郎 横半

A4 〔屋敷絵図〕 文政 2.10. 一紙

A4 御用扣　三谿郡敷地村 安永 5. 1.～ 横長

A4 吉舎村原田屋御鉄問屋万一不埒筋有之候
時分人用等請合候証文先年差出置候処此
度限り得受合不申御断書附

弘化 2. 9. 敷地村田渕屋栄三郎他→吉舎村
年寄数右衛門他

一紙

P79
8 真野家文書

A1 備後国三谿郡雲通村御地詰帳 明暦 2. 3.23 木本与一右衛門他 竪冊
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P79
9 升田家文書

A1 〔三玉村と清綱・吉舎両村と車井手溜り
水ニ付喧嘩一件内済ニ付〕取替し証文之
事　三玉村

文政 4. 7. 三玉村水請惣代舟籠文次郎他→
出役三良坂町庄屋政右衛門他→
吉舎・清綱村役人中

一紙

A1 水車用水井手差縺済口取替証文 天保 2. 9. 川原田持主清綱村百姓助十郎他
→吉舎町忠右衛門

一紙

P79
10 室谷家文書

A1 〔難渋者救助ニ付誉書〕 （明治 4）. 6. 広島藩庁→三谿郡桧村喜三郎 一紙

A1 〔種痘済〕証 明治 9. 4.27 三谿郡吉舎村種痘医佐々木良庵
→三谿郡桧村室吉太郎

一紙

A1 〔種痘済〕証 明治15.12. 三上郡宗留村種痘医岡本敬斎→
三谿郡桧村室謙一

一紙

《三良坂町》

P80
2 佐々木家文書

A1 国郡志御用書上帳　三谿郡湯谷庄三良坂
村

文政 3. 3. 年寄治郎八他 竪冊

A1 古今雑録　全 竪冊

P80
3 福禅寺文書

A1 福禅寺大仏宝殿造立棟札 応永30.11.13 木札

P80
4 藤川家文書

A1 〔三谿郡村々江申渡覚書〕 享保 3. 9. 竪冊

A1 〔藤原氏覚書〕 延宝元.～正徳2 竪冊

A1 当用年扣日記　渓転亭 文政 9. 8.～ 横半

P80
5 藤原家文書

A1 壱番水帳　田利邑 文久 3. 6. 庄屋栄作 竪冊

A2 弐番水帳　田利邑 文久 3. 6. 庄屋栄作 竪冊

A3 三谿郡田利村御蔵・給知高取分帖 正徳 2.10. 6 竪冊

A3 公儀御条目 竪冊

A3 山方科銭定受判願帖 享保13. 2.10 長百姓五右衛門他 竪冊

A3 御法度筋御示シ人別請印帖　田利村 文化13. 9. 長百姓弥太郎他→庄屋清助他 竪冊
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《三和町（双三郡）》

P81
2 沖村家文書

C1 人民契約書　三次郡上板木村 明治20.11. 竪冊

C1 申値会規則　上板木村 明治20.10. 竪冊

C1 〔夫役ニ付〕契約書（6冊） 竪冊

C1 〔共有地山ニ付〕人民定約証　三次郡大
字上板木
※以上9冊合綴

竪冊
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比婆郡

《西城町》

P82
1 堤家文書

A1 奴可郡記録 森村友永里右衛門 横半

A2 御制札写
※昭和31年9月写

天和 2. 5～安政 5. 2 竪冊

A2 奴可・三上郡百姓騒動記 明治 4 竪冊

A2 明次四年辛未年ヨリ諸品書
※同年辛未八月騒動之事他

明治 4 竪冊

A3 御触帖控帳 嘉永 6～安政 5 森村役場 横長

A4～7 触状控 文久元. 8～文久 3.12 庄屋栄三郎・里右衛門

A8～10 永代御触状扣帳 文久 2.閏8～慶応 2. 9 庄屋栄三郎・里右衛門 横長

A11～13 御触状控帳 元治 2. 1～慶応元.12
文久 2. 9～12
慶応 2.12

庄屋栄三郎・里右衛門 横長

A14～16 〔御触状控帳〕 慶応元.12～慶応 2.12 横長

A17 永代御触状扣 慶応 3. 2～10 森村役場 横長

A18・19 永代御触状扣帳 慶応 3.12～明治元.11 森村庄屋里右衛門 横長

A20・21 御触状控帳 明治元.12～明治 2.12 庄屋里右衛門 横長

A22・23 永代御触状扣 明治元.11～明治 2.12 森村庄屋里右衛門 横長

P82
2 中島家文書

A1 製銑売掃帳 明治40～44 横長

A1 銑鉧払出帳 明治39～44 横長

A2 製鉄売立帳 明治37～44 横長

A3 製鉄算用帳 明治41～45 横長

A3 製鉄整払帳 大正 7～10 横長

A4・5 鑪工夫算用帳 大正 4～7 横長

A6・7 鍛鉄工夫算用帳 大正 7～9 横長

A8 炭方算用帳 明治39～40 横長

A9 炭山竈割帳 大正 4～7 横長

A10 米穀受払帳 明治41～45 横長

A11 家政日記帳 明治41～43 横長
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P82
3 新山氏所蔵文書

A1 備後国奴可郡西城之城主久代宮之家継図 巻子

《東城町》

P83
1 小田家文書

A1～5 郡務拾聚録　天・地（2冊） 横半

P83
2 千手寺文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 佐波広忠同元連連署寄進状（1号） 天正20. 1.22 佐波広忠他→連種 竪紙

A1 奴可郡千手寺領打渡坪村（2号） 天正20. 1.22 佐波五左衛門尉他→千手寺 竪紙

A1 佐波広忠僧録下知状（3号） 天正20. 3.15 佐波広忠→千手寺 竪紙

A1 佐波広忠寄進状（4号） 慶長3. 1.18 佐波広忠→千手寺 竪紙

A1 長尾勝明書状 4.28 長尾勝明→千手寺 折紙

A1 長尾勝明書状 10. 2 長尾勝明→千手寺 折紙

A1 長尾勝明書状 5. 6 長尾勝明→千手寺 折紙

A1・2 団扇箒用巻之上 天正12. 3 竪冊

A3・4 団扇箒用巻之下 天正12. 3 竪冊

A4 当寺二世宗𨵱和尚墨跡　花谷山千手寺宝
物

継

P83
3 徳雲寺文書

A1 覚隠禅師由緒 永正16 竪冊

A1 徳雲寺覚隠遺誡写 享徳 2.12.27 竪紙

A1 国郡志御用ニ附書上帳　奴可郡菅村徳雲
寺分

文政 3. 9 竪冊

P83
4 得能家文書

A1・2 役方手引草　全　三上郡分模写 天保13 横半

A3～5 郡務拾聚録　人 横半

P83
5 戸宇神社文書

A1 三宝大荒神祭之帳 宝永 3. 2 栃木山城守秀久 竪冊
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A2 人王暦代帳 寛文13以後 横半

A3 名中荒神数帳 享保19.11.12 横長

P83
6 法恩寺文書

A1・2 大般若経奥書（第201～599） 延文 3. 2.28～康安元. 6 折本

《高野町》

P85
1 岸氏所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 多賀山通定一行（1号） 永禄 6. 6.28 多賀山通定→井上八郎右衛門尉 折紙

A1 山内豊通感状（2号） 9.22 山内豊通→岸孫次郎 切紙

P85
2 堀江家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 恵蘇郡南八幡宮御祭御頭次第注文（1号） 応永25. 6 竪紙

A1 恵蘇郡南八幡宮御祭御頭次第注文〔断
簡〕

竪紙

A1 恵蘇郡南八幡宮九日御祭入米注文（3号） 長禄 4. 9.19 竪紙

A1 恵蘇郡八幡宮新献供入目注文（4号） 延徳 4. 9.20 堀江五郎衛門尉他 竪紙

A1 多賀山通続宛行状（5号） 天文12.10.26 多賀山通続→堀江左近丞 切紙

A1 多賀山通続宛行状（6号） 永禄 3. 9.24 多賀山通続→堀江左近丞 切紙

A1 多賀山通定一行（7号） 永禄 6. 6.28 多賀山通定→堀江左近丞 切紙

A1 多賀山通定宛行状（8号） 天正 2.11.21 多賀山通定→堀江左近丞 切紙

A1 多賀山通定寄進状（9号） 天正 3.11.26 多賀山通定→堀江左近丞 竪冊

A1 湯河通長寄進状（10号） 天正 9. 3 湯河通長→堀江左近丞 切紙

A1 多賀山通信預ケ状（11号） 天正14. 9.15 多賀山通信→堀江左近丞 折紙

A1 多賀山通信契状（12号） 天正17. 9. 3 多賀山通信→堀江越後守 竪紙

A1 多賀山通信一行（13号） 天正18. 2.11
天正20. 9. 4

多賀山通信→堀江太郎兵衛 折紙

A1 右衛門尉某捻文（14号） 天正20. 9. 4 右衛門尉某→左近允 竪紙

A1 野津某書状（15号） 3. 4 野津某→堀江左近丞 切紙

A1 東条武好禁制（16号） 慶長6. 1.13 東条武好→堀江太郎兵衛尉 竪紙

A1 いぶき六右衛門書状（17号） 慶長11.11.20 いぶき六右衛門→堀江金次郎 折紙

A1 備後国恵蘇郡社家衆連署起請文写（18
号）

慶長13. 2. 9 堀江金次郎他 竪紙

A1 二郎左衛門勘右衛門連署押書（19号） 慶長15.10.26 二郎左衛門他→堀江金次郎 竪紙
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A1 福田ノ太郎左衛門請文（20号） 慶長17. 5. 6 太郎左衛門→堀江金次郎他 竪紙

A1 恵蘇郡南八幡宮御祭御頭米取立注文（21
号）

慶長17. 9.20 某→堀江新五兵 竪紙

A1 庄屋久右衛門尉請文（22号） 慶長18. 9.19 庄屋久右衛門→堀江新五兵衛 竪紙

A1 恵蘇郡新市目代太郎左衛門書状 新市目代太郎左衛門→堀江新五
兵

折紙

A1 〔多賀山蔵大夫謀反ニ付〕申渡一札 寛永 5. 1.13 河野吉正他→恵蘇郡社家中 竪紙

A1 恵蘇郡高之山南村八幡宮祭礼村付之帳 寛文 7. 8 片岡安右衛門 横長

A2 〔恵蘇郡南八幡宮修造等ニ付〕申渡覚 寛文13. 3 常松小兵衛他→堀江筑後太夫 継

A2 〔祭礼無調法ニ付〕覚 貞享 3. 9.17 長兵衛他→堀江筑後太夫 竪紙

A2 〔恵蘇郡南八幡宮神主職〕定 正保 4 伊達大蔵他→堀江太夫 竪紙

A2 〔恵蘇郡〕惣社鶴岡八幡宮神役書附 元禄 5. 8 岸右近大夫他→丑寅神社

A2 上里原邑荒神神楽諸色覚帳 天明 5.10.26 竪冊

A2 備後国恵蘇郡多賀野山南村鶴岡八幡宮棟
札　旧記写シ

明和 7. 1 神主祠官対馬 竪冊

A2 備後国恵蘇郡多賀野山南邑鶴岡八幡宮棟
札写

寛政 6. 3 神主祠官堀江典膳 竪冊

A3 諸事御符日記 明治30. 2 堀江外記 竪冊

A3 〔大宮八幡宮神主家堀江氏系図〕他 竪冊

A3 恵蘇郡高野山組社寺図〔抄〕 明治 5. 1 割庄屋伊吹要四郎 竪冊

A3 恵蘇郡南村八幡宮社殿造立棟札 天文18. 2.26 堀江左近丞 木札

A3 恵蘇郡多賀山福円原八幡宮神宮寺阿弥陀
堂造立棟札

永禄 8 木札

《比和町》

P86
2 井西家文書

恵蘇郡三河内村八幡宮祠官井西家に伝わる中世文書。ほかに『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資
料として，井西隆人の従軍日記がある。井西隆人は8月6日に広島市への転進命令に従い，10日まで広島駅
の整理復旧作業に従事した。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 三河内八幡宮座配并祭田注文（1号） 天文 6.10.10 三河内通重 巻子

A1 〔三河内通忠同通亮判物〕（2～3号） 天正 2. 9.5～
天正17.11.17

三河内通忠・同通亮 巻子

A1 備後国恵蘇郡三河内八幡宮御頭次第注文
写

寛文13 熊木右兵衛他 巻子

A1 備後国恵蘇郡三河内村正八幡宮祠官井西
家系図

享保 6. 2.29 井西佐渡大夫→久保田新五 巻子

A1 備後国恵蘇郡三河内八幡宮祠官井西家由
緒書控

享保 6. 2.29 井西佐渡→沢田瀬兵衛 巻子

C1 〔井西隆人メモ　付従軍日記〕 昭和20 井西隆人 冊
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P86
3 久光家文書

A1 家伝之筆紀 貞享 4. 竪冊

A2 久光家伝之筆紀 竪冊
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北海道

P90
1 三吉家文書

A1 三吉文書（東大影写本）（文書6点）
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広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 茨城県／茨城県立歴史館収蔵水野家文書（P91�1）

関東

《茨城県》

P91
1 茨城県立歴史館収蔵水野家文書

水野家（領知）

A9 豊臣秀吉領知判物
※摂州豊嶋郡のうち728石

天正13. 9. 1 豊臣秀吉→水野勝成 折紙

A9 和泉守様御拝領知之御内書三通 包

A9 ◦豊臣秀吉領知朱印状
※摂津国・近江国のうち6,000石

天正15. 9.24 豊臣秀吉→水野忠重 折紙

A9 ◦豊臣秀吉領知朱印状
※北伊勢のうち2万720石

天正18.11. 5 豊臣秀吉→水野忠重 折紙

A9 ◦豊臣秀吉領知朱印状
※三河国のうち5,000石

文禄 4. 8. 3 豊臣秀吉→水野忠重 折紙

A9 〔豊臣秀吉朱印領知目録〕
※5枚のうち1枚，北伊勢のうち2万

720石

天正18.11. 5 豊臣秀吉→水野忠重 一紙

A1 権現様ヨリ被成下〔領知〕御朱印
※備後国・備中国・相模国のうち10万

1,012石6斗余

寛永11. 8. 4 徳川家光→水野勝成 竪紙

A1 常憲院様〔領知〕御朱印
※能登国のうち1万石

元禄11. 9. 1 徳川綱吉→水野勝長 竪紙

A1 常憲院様〔領知〕御朱印
※下総国・上総国のうち1万石

元禄13.11.15 徳川綱吉→水野勝長 竪紙

A1 常憲院様〔領知〕御朱印
※下総国・上総国・下野国・常陸国の
うち1万3,000石

元禄14. 3.18 徳川綱吉→水野勝長 竪紙

A1 常憲院様〔領知〕御朱印
※下総国・上総国・下野国・常陸国の
うち1万8,000石

元禄16. 1.28 徳川綱吉→水野勝長 竪紙

A1 文昭院様当御代〔領知〕御朱印
※下総国・上総国・下野国・常陸国の
うち1万8,000石

正徳 2. 4.11 徳川家宣→水野勝政 竪紙

A1 御朱印御領知目録入日記 安政 6. 5.19 結城年寄共→江戸年寄中 竪冊

A9 御女中御年寄衆口上書　弐通 包

A9 ◦江戸城大奥女中年寄口上書
※御台様宛領知加増の御礼品礼状

未（元禄16）1.15 右衛門佐・大すけ・新すけ・た
かせ・まつえ→水野勝長

折紙

A9 ◦江戸城大奥女中年寄口上書
※御台様宛新知の御礼品礼状

寅（元禄11）7 右衛門佐・いち・をのえ・たか
せ・まつゑ→水野勝長

折紙

A9 〔豊臣秀吉朱印〕知行方目録　水野和泉
守
※加増分西三河内高橋郡のうち5,000
石

文禄 4. 8. 3 豊臣秀吉→水野忠重 竪冊
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A9 和州郡山御城付御知行割帳
※添下郡・平群郡・式下郡・広瀬郡・
添上郡のうち6万石余

元和元. 7.19 小堀政一他→水野勝成 竪冊

A9 和州郡山御城付御知行之内小物成帳
※定納取米94石余

元和元. 7.19 小堀政一他→水野勝成 竪冊

A1 家康朱印領知目録
※大和国のうち6万石

元和元. 7.21 徳川家康→水野勝成 竪紙

A1 秀忠朱印領知目録
※大和国のうち6万石

元和 3. 9.11 徳川秀忠→水野勝成 竪紙

A1 領知之目録
※備後国・備中国・相模国のうち10万

1,012石6斗余

寛文 4. 4. 5 永井尚庸他→水野勝種 竪紙

A1 領知目録
※能登国のうち1万石

元禄11. 9. 1 小笠原長重他→水野勝長 竪紙

A1 領知目録
※下総国・上総国のうち1万石

元禄13.11.15 秋元喬朝他→水野勝長 竪紙

A1 領知目録
※下総国・上総国・下野国・常陸国の
うち1万3,000石

元禄14. 3.18 稲葉正通他→水野勝長 竪紙

A1 領知目録
※下総国・上総国・下野国・常陸国の
うち1万8,000石

正徳 2. 4.11 松平正久他→水野勝政 竪紙

A1 御加増知郷村高帳
※上総国武射郡，常陸国真壁・西那
珂・西河内郡，下野国芳賀郡のうち
3,000石

元禄14. 4 岩出瀬兵衛他→宍倉与兵衛他 竪冊

A1 御加増知郷村高帳
※下総国結城郡・下野国芳賀郡・常陸
国真壁郡のうち5,000石

元禄16. 4 小宮山友右衛門他 竪冊

A9 徳川秀忠黒印状
※福山城普請完了の使者ならびに礼品
到来に付返礼

（元和 6）閏12. 8 徳川秀忠→水野勝成 折紙

A8 老中奉書
※福山城本丸石垣修復普請聴許

慶安 2. 9.26 阿部忠秋他→水野勝俊 折紙

A8 水野勝貞書翰
※福山城石垣修復普請願一件・松平出
雲守出精の旨報知

（慶安 2）9.27 水野勝貞→水野勝俊 折紙

A8 水野勝俊書翰
※福山城石垣修復普請聴許の礼状2通
写

（慶安 2）10.10 水野勝俊→阿部忠秋他 切紙

A8 老中奉書
※福山城堀・石垣等普請聴許

延宝 4. 7.13 土屋数直他→水野勝種 折紙

A8 老中奉書
※結城城所々普請聴許

寛保元. 6. 6 松平信祝他→水野勝庸 折紙

水野家（水野家）

A2 〔水野氏〕系譜
※～勝愛

文化 9. 5 水野勝愛 竪冊

A3 〔水野氏〕系譜
※～勝愛

文化 9. 5 水野勝愛 竪冊

A10 水野本系譜
※～勝愛

文化 9. 5 水野勝愛 竪冊

A4 旧主家水野氏系譜　小場氏蔵
※～勝愛　勝愛呈書譜に大正 6年4月
小場利貞補訂とあり

文化 9. 5 水野勝愛 竪冊
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A2 〔清和源氏水野氏系譜〕
※～勝貞

（寛永17頃） 巻子

A5 水野家御先祖方由緒記写 文化 9. 3 三州楞厳寺高道→河田清太夫 竪冊

A14 水野家御代々御在職年数表　小場所蔵 昭和10. 2 竪冊

A8 〔水野日向守同姓書上〕 （文久頃）10 巻子

A5 先祖書・親類書・遠類書・同姓書・印鑑・
明細書・屋敷書付・鉄砲改帳・郷村高帳・
諸品有無書付・文武芸術書付

安政 6. 5 水野英三郎→小笠原弥八郎 竪冊

A6 水野自記　完
※享保17年写本

竪冊

A12 覚書〔勝成事蹟〕 寛永18. 5 水野勝成 竪冊

A12 覚書　勝成記補
※天和 4年1月28日阿部正武へ差出の
控

寛永18. 5 竪冊

A14 水野勝成朝臣軍中覚書　全 竪冊

A11 勝成入道宗休一代働覚
※貞享 3年写本

水野勝成 竪冊

A5 水野勝成公御自記写 木村高敦編輯 竪冊

A12 勝成公御直書御手幹書由来 寛政 5. 5 竪冊

A11 備後福山先城主関ケ原・大坂陣水野日向
守勝成公正筆〔覚書〕

水野勝成 竪冊

A6 水野勝成公事蹟 竪冊

A14 水野日向守〔勝政〕伝 享保10. 2 伊藤長胤 竪冊

A5 大機院殿〔水野勝成〕御碑名 慶安元.10 前大徳江雪叟宗立 巻子

A10 贈従三位水野勝成墓前策命 大正 9. 4. 5 竪紙

A15 水野落去記
※文政 9年8月写本

竪冊

A8 家督之御礼申上候節〔献上物窺并聴許付
札〕

（天保 6）5.25 水野勝進 切紙

A16 従五位下源勝慶任美作守口宣案 延宝 3.12.26 中原師定 竪紙

A14 水野家〔并御一族〕御代々御法号帳小場
※天保15年写本

横半

A7 備後福山賢忠寺一件并蛙禄并附録共都合
弐冊

袋

A7 ◦賢忠寺一件井蛙録 平井尉右衛門（庄左衛門） 竪冊

A7 ◦備後福山賢忠寺一件井蛙記附録 竪冊

A9 〔水野勝成消息〕

A9 ◦水野勝成書翰
※江戸より消息

11.18 　→おりふ 折紙

A9 ◦水野勝成書翰
※江戸より消息

3.17 　→おりふ 折紙

A9 ◦水野勝成書翰
※江戸より消息

10. 3 　→おりふ 折紙

A9 水野勝俊書翰 （寛永16）閏11.19 　→おりふ 折紙

A9 水野勝貞書翰 　→おりふ 竪紙

A8 乾坤院太瑞書翰
※新暦賀詞

1. 5 　→水野勝任近侍 折紙
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A8 井伊直弼書翰
※土用見舞への返礼

（安政 6）7.28 　→水野勝任 折紙

A8 老中脇坂安宅書付
※御暇披露への返礼

10. 1 　→水野勝任 折紙

A8 水野忠昌書翰
※改暦慶詞

1. 2 　→水野勝任 折紙

A8 水野勝知書翰
※歳暮の祝品送りに付

1.19 　→水野主馬 折紙

A8 瑞源院玄峰書翰
※改暦の慶詞ならびに祝品送りに付

1. 5 　→水野勝任 折紙

A8 霊源院采州書翰
※勝知安否伺候

6.15 　→鈴木半之丞他 折紙

A8 岡田秀之助・安藤伍一郎・竹内盛之進書
翰
※暑中見舞

6.15 　→鈴木半之丞他 切紙

A8 御意相達候事
※産婆腹上伺

折紙

水野家（勤役・役儀）

A9 織田信雄判物
※雑賀表へ秀吉出陣に付出兵ならびに
長陣張の旨陣触

天正12. 2.12 織田信雄→水野忠重 折紙

A9 織田信雄判物
※水野忠重桑名着陣その他軍事向の注
進

2.13 織田信雄→土方彦左衛門 折紙

A9 織田信雄判物
※請取口の普請督励

3.17 織田信雄→水野忠重 折紙

A9 織田信長朱印状写
※高天神城ほか遠州内切取に付

（天正 8）1.25 織田信長→水野忠重 一紙

A9 権現様之御書三通 包

A9 ◦徳川家康判物
※江北合戦の模様注進に対する返状

（天正11）5. 3 徳川家康→水野忠重 折紙

A9 ◦徳川家康判物
※桑名表の模様注進に付出馬の件報
知

（天正12）11. 8 徳川家康→水野忠重 折紙

A9 ◦徳川家康判物
※忠重の死を弔し勝成に家継がし
め，忠を尽すべき旨

（慶長5）7.25 徳川家康→上田清兵衛他 折紙

A9 豊臣秀次判物
※音信贈物返礼

（天正15）8.23 豊臣秀次→水野忠重 折紙

A9 豊臣秀吉朱印状
※狩の鶴鴨差出礼状

12. 1 豊臣秀吉→水野忠重 折紙

A9 従秀次公和泉守様御在陣之時之御内書弐
通

包

A9 ◦豊臣秀次朱印状
※長在陣見舞

4. 9 豊臣秀次→水野忠重 折紙

A9 ◦豊臣秀次朱印状
※長在陣見舞

5.25 豊臣秀次→水野忠重 折紙

A8 徳川家康判物写
※羽重忠三郎より注進の伊達政宗振向
の件披露

（天正18）12. 3 徳川家康→津田隼人正・水野忠
重他

折紙

A9 徳川秀忠判物
※歳暮の祝義祝着

12.25 徳川秀忠→水野忠重 折紙
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A8 〔権現様ヨリ被成下〕御書并御褒美先祖
致頂戴候覚
※阿部正武へ差出の書付控

貞享元. 3.16 水野勝種 巻子

A9 神保相茂書翰
※大坂夏の陣時の軍注進

（慶長20）4.27 　→水野勝成 折紙

A9 二条御普請ニ付御内書三通 （寛永元） 包

A9 ◦徳川秀忠黒印状
※二条城普請出来向を使者をもって
言上すべき旨

（寛永元）3.25 徳川秀忠→水野勝成 折紙

A9 ◦徳川秀忠黒印状
※二条城普請出来に付褒詞

（寛永元）6.27 徳川秀忠→水野勝成 折紙

A9 徳川家光黒印状
※二条城普請出来に付褒詞

（寛永元）7. 3 徳川家光→水野勝成 折紙

A8 老中奉書
※島原一揆に付出陣準備申渡

（寛永14）11.10 阿部忠秋他→水野勝成 折紙

A8 老中奉書
※島原一揆へ上使派遣に付心得方

（寛永14）11.28 阿部忠秋他→水野勝成 折紙

A9 嶋原一揆ノ節御条目之写
※陣立

（寛永15）1.15 　→水野勝成他 竪紙

A8 徳川頼宣書翰
※島原一揆へ勝成出陣の旨

（寛永15）1.19 　→水野勝成 折紙

A9 老中連署書付
※肥後船預りに付

9.23 青山幸成他 折紙

A9 徳川秀忠判物
※端午の祝品返礼

5. 2 徳川秀忠→水野勝成 折紙

A9 勝成公・勝重公御書三通 包

A9 ◦水野勝成書翰
※勝成道中公用向の件

6.18 　→藤井靱負 折紙

A9 ◦水野勝成書翰
※勝俊道中公用向の件

2. 2 　→藤井靱負 折紙

A9 ◦水野勝重書翰
※道中勤仕向の件

8.15 　→藤井靱負 折紙

A9 徳川秀忠判物
※歳暮の祝品返礼

12.27 徳川秀忠→水野忠胤 折紙

A9 〔徳川家光黒印日光社参留守中取計御条
目之写〕

寛永17. 4.12 徳川家光→本多政勝・水野勝俊
他

竪紙

A8 老中連署書付
※備中松山城の在番申渡

（寛永18）11.24 阿部重次他→水野勝俊 折紙

A8 老中連署書付
※江戸城西丸普請手伝申渡

（慶安元）6.26 阿部忠秋他→水野勝俊 折紙

A9 拾八年以前申年以来御普請・在番仕覚 （慶安 2）6.19 水野勝俊→朝比奈正重他 竪紙

A8 老中連署書付
※江戸城西丸柱立の節源立院へ樽金献
上に対する返礼

（慶安 3）3.14 阿部重次他→水野勝俊 折紙

A8 老中連署書付
※勝種在所到着御礼進上物の披露に付

（元禄10）8. 2 小笠原長重他→水野勝種 折紙

A8 老中連署召喚状 5.28 阿部忠秋他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※福山領内洪水届書に対し承知の旨返
状

（万治 2）6. 2 稲葉正則他→水野勝貞 折紙
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A8 老中連署書付
※備中国山境論所見分の竹本三郎左衛
門へ時服下賜の礼状に対する返礼

（万治 3）5.23 阿部忠秋他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※将軍家綱御不例の御機嫌伺に対する
返礼

（万治 3）8.19 稲葉正則他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※右馬頭綱吉疱瘡平癒の披露

（万治 3）4.21 阿部忠秋他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※将軍家綱江戸本丸御移徙の御祝品献
上に対する返礼

（万治 2）9.10 稲葉正則他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※徳川頼宣・義直等参府に付参上の旨

11.29 永井尚政他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※将軍家綱御不例本復の祝詞に対する
返礼

（万治 3）9.16 稲葉正則他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※大坂鉄炮薬蔵へ落雷の注進に対する
返礼

（万治 3）7. 2 阿部忠秋他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※書状披見ならびに日光参詣入念の段
上聞

（寛文元）12.18 稲葉正則他→水野勝貞 折紙

A8 老中連署書付
※竹橋門番交代申渡

（天保12）閏1.14 土井利位他→水野勝進 折紙

A8 老中連署召喚状写 6.17 真田幸貫他→水野勝進 折紙

A8 老中連署召喚状写 6.12 真田幸貫他→水野勝進 折紙

A9 〔年中献上物伺ならびに聴許付札〕 （天保 6）5.25 水野勝進 切紙

A8 松平直巳書翰
※大坂加番代相役に付

（文久 2）3. 6 　→水野日向守 折紙

A8 〔大坂加番代交代ニ付引継寄合の申合請
書〕

（文久 2） 大岡忠敬・水野勝任他→久世広
周他

折紙

A8 小笠原長守書翰
※大坂加番代勤向申渡

2.18 　→水野勝任 折紙

A8 長井昌言書翰
※大坂加番代勤向書上披見の旨

2.21 　→水野勝知 折紙

A8 関ケ原御陣之時大柿ノ一巻也　相良遠江
守様御留守居富岡九左衛門 之書付一通
　御書之写一通

包

A8 ◦相良頼喬家臣富岡九左衛門書翰写
※水野勝成首級請取状写の進上に付

11.26 切紙

A8 ◦水野勝成書翰写
※相良長海より三首級請取に付

（慶長5）9.17 　→相良長海 折紙

A8 豊後守様・山城守様御返書二通 包

A8 ◦老中阿部正武書付
※水野家の覚書差出の旨

（天和 4）1.28 　→水野勝種 折紙

A8 ◦老中戸田忠昌書付
※水野勝成覚書阿部正武へ差出べき
旨

（天和 4）1.28 　→水野勝種 折紙

A8 老中阿部正武書付
※水野家祖先へ下されし御書・御褒美
書付写受取

（貞享元）4. 3 　→水野勝種 折紙

A8 水野忠直書翰
※大坂表働に関する文書の有無問合せ

（天和 4）1.29 　→水野勝種 折紙
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A8 水野忠直書翰
※家康よりの御書有無問合せ

（貞享元）3. 4 　→水野勝種 折紙

A8 水野忠直書翰
※三河記御改に付関係文書有無問合せ

（天和 3）12. 6 　→水野勝種 折紙

A13 福山御代従公儀出候書付之控　御祐筆 寛文 3～元禄11 竪冊

A14 絵図面　弐通　水野日向守用所 袋

A14 ◦大坂御城内青谷口御小屋絵図 一紙

A14 ◦大坂御城内青谷口御小屋絵図 一紙

藩政（藩政）

A14 福山御旧領御取箇調帳 竪冊

A10 新当流懸薙刀向上 天正19. 5.24 　→水野忠正 巻子

A10 〔水野勝成公八十七歳時銃撃的〕 （慶安 3. 5.7） 一紙

藩政（家臣）

A15 結城藩士由緒　勝知蔵 竪冊

A15 旧結城藩諸士之譜　小場氏蔵 小場利昌 横半

P91
2 農林水産省環境技術研究所所蔵資料

A1～7 広島県農会報　107号～153号〔以後芸
備農報と改題〕

明治37. 5～明治41. 3 広島県農会 刊

A7～42 芸備農報　154号～401号（195・259～
270・321・388～393・396欠）

明治41. 4～大正15.11 広島県農会 刊

A43 芸備の園芸 大正元.12. 5 広島県農会 刊

P91
6 平井家文書

A1 水野勝成公事蹟
※明治45年7月写本

明治40.11 竪冊

A1 旧結城藩学問所ニ関スル事蹟取調書 昭和11. 7 平井良質 横半

A1 本国安芸平井家系譜 （昭和13頃） 竪冊

A1 取調書　平井蔵
※平井家由緒

（明治 9. 6） 竪冊

A1 乍恐以書付奉願上候
※結城町免租地奉還に付

明治 4. 3 結城町大年寄赤荻市平他→役所 竪冊

《埼玉県》

P91
4 井原家文書

旧長州藩士井原氏に伝来した武家文書。安土・桃山期（天正から慶長にかけて）の文書から成る。文書の大部
分は，毛利氏と羽柴秀吉が対決する過程で，毛利方から伊賀与三郎（家久）に宛てられたものである。伊賀
家久は備中加茂城の城主で，宇喜多氏の一族であったが，天正年中，羽柴秀吉の中国攻めの際に，毛利方に
味方した。家久には男子がなく，毛利輝元の命により，井原元歳が伊賀氏の旧跡を継いでいる。なお，これ
らの文書は『萩藩閥閲録』巻29井原孫左衛門の項に収められている。
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また，このほかに「御判物写　二十七通」と題された文書の写がある。これは『萩藩閥閲録遺漏』（p.348）に
所収の「長府百姓山本清左衛門所持」の文書と同じものである。 典拠：『萩藩閥閲録』巻29

A1 小早川隆景他4名連署起請文 天正 9. 8.19 小早川隆景他4名→伊賀余三郎 竪紙

A1 毛利輝元起請文 天正10. 1.21 毛利輝元→伊賀与三郎 継

A1 毛利輝元・吉川元春・小早川隆景連署起
請文

天正10. 6. 9 毛利輝元他2名→伊賀与三郎 継

A1 毛利輝元起請文 天正11.閏1.12 毛利輝元→伊賀与三郎 継

A1 小早川隆景・吉川元春連署起請文 天正11.閏1.12 小早川隆景・吉川元春→伊賀与
三郎

継

A1 毛利輝元書状 9. 9 毛利輝元→伊賀与三郎 竪紙

A1 毛利輝元書状 9. 9 毛利輝元→小早川隆景・福原貞
俊

竪紙

A1 小早川隆景起請文 天正12. 9. 9 継

A1 小早川隆景一行状 天正12. 9. 9 小早川隆景→伊賀与三郎 竪紙

A1 小早川隆景・福原貞俊連署書状 9. 9 小早川隆景・福原貞俊→伊賀与
三郎

竪紙

A1 小早川隆景他4名連署伊賀余三郎知行地
注文

8.19 小早川隆景他4名→伊賀余三郎 折紙

A1 毛利輝元書状 2.13 毛利輝元→伊賀与三郎 竪紙

A1 毛利輝元書状 閏1.12 毛利輝元→伊賀与三郎 折紙

A1 毛利輝元仮名書出 慶長5.12.13 毛利輝元→井原清吉 竪紙

A1 豊臣秀吉朱印状 10.27 豊臣秀吉 継

A1 〔肖像の讃写〕 慶長7.10.11 一紙

A1 芸州吉田江下向高系図 竪紙

A1 安芸国人一揆契状連署部分写 応永11. 9.23 継

A1 御判物写　二十七通 継

P91
7 吉田家文書

水野家（領地）

A6 備後国福山領郷村高辻帳 貞享元. 6.16 水野勝種→土屋政直他 竪冊

A13 結城御城地見分覚帳
※結城城地加増拝領の節覚ならびに水
野織部結城へ使行の節諸色覚書

元禄16. 1.9～
元禄16. 5.17

竪冊

水野家（水野家）

A21 〔水野氏〕系譜
※経基～勝愛

文化 9. 5 水野勝愛 竪冊

A19 〔水野氏由緒書〕
※寛文 5年写本

寛永18. 5 水野勝成 竪冊

A20 〔水野氏由緒書〕 竪冊

A6 水野氏由緒書
※水野忠重霊源院檀家の由来

竪冊

A20 宗休様御出語　全・崇徳秘記　全小場氏
蔵

竪冊

A18 〔水野家歴代事蹟ほか諸事覚〕 横半
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A6 元結城藩水野氏履歴
※戊辰期動向ならびに藩治職制

明治10. 2 吉田豊他→千葉県権中属長谷川
十郎

竪冊

A18 水野再興録 元禄11. 5～元禄16.11 横長

A15 水野勝則公ヨリ御代々之荒増抜書覚水野
権太夫

慶長15～寛政 7 水野権太夫 竪冊

A16 〔水野勝則三代譜〕 竪冊

A17 御祝義御勤帳
※勝岑家督の節

元禄10.11.15 竪冊

A24 老中連署書付
※官位ならびに名改に付

12.11 信濃守他→水野平内 切紙

A24 水野平内宛書翰
※作事出来に付格式然るべき旨

18 　→水野平内 切紙

A15 勝成公御誕生御支干御祝儀帳　御家中古
今之譜

延享元. 8.15 竪冊

A16 勝慶君御初入記〔并諸事留〕 延宝 3.11～元禄元. 3 竪冊

A16 聡敏様御神号・御神髪御遷宮御式帳 （文化13）12. 1 竪冊

A16 賢忠寺江御代参覚書　吉田 元文 5. 7.1～
元文 5. 8. 1

吉田時尋 竪冊

A4 水野左近勝孝書翰
※祝慶への返礼

11.23 　→吉田惣右衛門 竪紙

A3 水野壱岐守忠見書翰
※年始の嘉詞への返礼

1.15 　→吉田弥惣右衛門 竪紙

A4 植村喜之助泰高書翰
※年始の嘉詞への返礼

巳1.15 　→吉田弥惣右衛門 竪紙

A3 植村土佐守恒朝書翰
※年甫の嘉詞への返礼

1.13 　→吉田弥惣右衛門 竪紙

A24 水野織部勝忠書翰
※新春賀詞

1. 6 水野勝忠→萩新右衛門 切紙

A24 水野織部宛書翰
※付薬寄贈に対する礼状

1.18 　→水野織部 切紙

A24 水野織部宛書翰
※見舞状

8.25 　→水野織部 切紙

A24 水野兵庫宛書翰
※婚姻整に付礼状

3.12 　→水野兵庫 切紙

A24 水野兵庫宛書翰 6 　→水野兵庫 切紙

A24 水野兵庫宛書翰
※孫娘下向方万般取計に対する礼状

11.29 　→水野兵庫 切紙

A24 水野兵庫宛書翰
※疱瘡快方に付礼状

　→水野兵庫 切紙

A24 水野兵庫宛書翰
※家来方迄の一封に付

　→水野兵庫 切紙

A24 水野玄蕃願書
※勝手向難儀に付馬・馬具拝領

11. 7 　→水野日向守 切紙

A24 水野日向守添書
※水野玄蕃願向取計方に付

11.18 　→水野兵四郎 切紙

A15 〔結城旧城郭地払下中止されたき旨上書
案〕

明治15. 1.28 小場利貞他→水野忠愛執事 竪冊

水野家（勤役・役儀）

A6 作州津山御城請取之万留帳 元禄10. 8 横長
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A3 榊原政岑書翰
※当地発足披露への返礼

（元文頃）10. 4 　→吉田弥惣右衛門 竪紙

A3 榊原政岑書翰
※当地発足披露への返礼

（元文頃）7.21 　→吉田弥惣右衛門 竪紙

A24 水野織部宛書翰
※酒井雅楽頭御成に付出迎心得方

8.12 　→水野織部 切紙

藩政（法制）

A1 〔公儀定書留〕
※享保 4年2月留場内鉄砲打注進令・
明和 7年4月徒党強訴逃散注進令・
正徳元年5月切支丹宗門注進令

（慶応 4. 4.22） 小田林矢口伊右衛門写 竪冊

A21 〔福山城引渡ならびに新規取立ニ付酒井
雅楽頭忠挙書付写〕

（元禄11） 継

A24 小場兵左衛門・水野玄蕃書翰追啓
※酒井雅楽頭忠挙達書の通り家中静謐
向通達

（元禄11）6.15 小場兵左衛門他→中山外記他 切紙

A14 〔領内仕置ニ付水野勝貞覚書写〕 （明暦 3） 水野勝貞（水野福富写） 竪冊

A3 〔宗門改および郡方所務ニ付水野勝慶書
付〕

天和 4. 1.11 水野勝慶（勝種）→吉田弥惣右
衛門

一紙

A3 〔郡方所務ニ付申渡す書付〕覚 天和 4. 1 上田四郎左衛門他→吉田弥三右
衛門

一紙

A4 〔領内仕置ニ付水野勝慶書付〕 貞享元. 6 水野勝慶（勝種）→吉田弥三右
衛門他

一紙

A3 〔畳表の生産・売買ニ付触書〕覚 貞享元. 7 上田四郎左衛門他→吉田弥三右
衛門他

一紙

A3 〔代官勤方ニ付達〕覚 貞享元. 7 上田四郎左衛門他→吉田弥三右
衛門他

一紙

A4 〔水野勝慶留守中法度〕覚 5.13 水野勝慶（勝種）→水野玄蕃他 一紙

A3 〔水野勝種留守中法度〕覚 （元禄 7）閏5.13 水野勝種→水野玄蕃他 一紙

A3 〔大風損毛ニ付毛見目付へ心得申達書写〕
覚

9.13 上田勘解由他→毛見目付中 一紙

A3 〔水野勝長家中法度〕覚 元禄14. 8 水野勝長→吉田為左衛門 一紙

A3 御条目并神文之写 元禄16 一紙

A3 〔家老職勤方ニ付役向心得方申達〕条々 元禄16.10 水野勝長→吉田弥惣右衛門 一紙

A3 〔結城領内仕置ニ付役向心得方申達条々〕 宝永元. 8 水野勝政→吉田弥惣右衛門 一紙

A3 〔武具ならびに諸道具手入向申達条々〕
覚

正徳 3. 7 吉田弥惣右衛門他→宮城源太左
衛門他

一紙

A1 御規定　寛延三御改
※享保 3年規定の家中法度

寛延 3. 8 竪冊

A1 御条目写
※水野勝起家中法度

宝暦13. 4 水野勝起 竪冊

A1 御家法帳抜書
※年中相定行事

明和 3. 4 横半

A2 御家法帳　上・下
※77ヵ条

横半

A3 水野勝長書付
※勝手向不如意に付倹約申達書

4. 9 　→水野平内（福富） 竪紙

A5 五ヵ年之御倹約初之御定書十六通写藤田
氏

宝暦 2. 2.25 竪冊
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A4 御触書扣　二冊之内
※財政窮乏に付五ヵ年借上ならびに質
素倹約方達

（宝暦 2）2 竪冊

A24 水野日向守書翰 3. 5 　→水野主水 切紙

A24 中山兵右衛門教当添書
※直書差遣の旨

11. 9 　→水野兵部右衛門 切紙

A3 〔水野勝政結城町中法度〕条々 享保 9. 2 水野勝政→吉田為左衛門 一紙

A21 〔公儀巡見使通行ニ付幕達控〕 （正徳2）8 一紙

A24 水野日向守書付
※兵四郎父兵部右衛門養生仕帰役願に
付

1.26 　→水野兵四郎 切紙

A24 水野日向守書翰
※拝借の件に付申渡書付

11 　→水野兵四郎 切紙

藩政（番方）

A19 御番頭続時例記之一 元禄 3. 8～元禄 6. 8 竪冊

A17 源光院様御定置候御人数并兵糧米積抜書 （明暦元～寛文 2頃） 横長

A6 水野日向守勝貞公御手当人数控 横長

A6 松平安芸守様津山江被遣候御家来之覚 （元禄10） 　→水野兵部右衛門 一紙

A16 御具足御祝帳 延宝 8. 1. 9 中山外記他→上田平六他 横長

A16 御具足并御陣道具帳　浜嶋忠右衛門・石
原十兵衛

元禄11. 6.26 吉田弥惣右衛門他→井上番右衛
門

竪冊

藩政（役方）

A5 上書
※勝手向改革に付意見書

戌（宝暦 4）1 勘定奉行 竪冊

A24 水野兵四郎宛書翰
※所替・御役願に付

16 　→水野兵四郎 切紙

A5 元禄七申戌年正月月番記 元禄 6.12.28～
元禄 7. 2. 5

水野平内（福富） 横半

A18 御扶持方并御道中御勤番中諸相宅等申出
覚

横半

A17 藩礎録
※結城藩政改革

（明治 2）4 吉田時之扣 綴

A15 御初入刻国々ヨリ御使者規式帳 延宝 7. 7.28～
延宝 7.10.29

横長

A4 御規定副録
※諸規式事例

宝暦12 竪冊

A18 覚書　高岡富昭
※諸役任免規式

（延享 2～宝暦 9） 横半

A4 諸覚書
※法令遂行上典拠事例イロハ別

横半

A3 正宗之脇指寸尺之覚 寛永11. 9.15 水野勝成→安藤帯刀他 竪紙

A17 聡敏明神御神幣御城着前後御取扱〔覚
帳〕

文化14. 2.3～
文化14. 3.25

竪冊

A21 水野勝政書付写
※賢忠寺へ10石永久寄付に付

享保 8. 6. 8 水野勝政→賢忠寺玉峯和尚 一紙

A21 龍光院役者般首座・嵩首座書翰
※龍光院・瑞源院住持の永久相続方手
段に付

9.25 　→水野日向守内用人中 一紙

A23 結城御領分御取箇 宝永 6～元文元 竪冊
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A21 瑞源院請取書之訳
※古借金取計

（慶応 3）6.19 三村五郎兵衛他→鳥居兵衛青山
弥一右衛門他

一紙

A21 借用仕金銀之事 寛永11. 9.15 水野勝成→安藤帯刀他 一紙

A21 稲生正照書翰
※今年上納金に付

元禄 4.12.13 　→水野勝種 折紙

A21 稲生正照書翰
※上納金皆済に付

元禄 6.12.14 　→水野勝種 折紙

A21 稲生正照書翰
※上納金受取に付

2.29 　→水野勝種 折紙

A6 減方金受取扣帳　但江戸江遣粮共 宝暦 2. 3.30～
宝暦 6. 3.14

横長

A15 御直筆写
※破格の倹約に付

寛政 2. 6 水野勝剛述 竪冊

A23 御年限切替被下金高調帳 横長

A7 御扶持方月並渡覚 横半

A23 御家中俵数御宛行調帳 文久 3.12 勘定所 竪冊

A23 下野様御代緒川御給目録
※三州乾坤院

竪冊

A21 〔田植付ニ付触書〕覚 卯1. 9 一紙

藩政（維新）

A21 浪士騒擾発端
※天狗党

（元治元） 横長

A19 宇都宮侯建白書
※外夷謝絶・士気振起に付

文久 2.閏8 戸田忠恕 竪冊

藩政（明治期藩政）

A21 〔金札製造ニ付趣意達書〕 （明治初） 竪冊

A5 藩制改革取調下書 （明治 3）12 結城藩→弁官 竪冊

家臣

A21 〔福山御代 相勤候面々書上〕 一紙

A21 〔各代被召出面々・今度被召出面々名前〕
覚

一紙

A8 結城諸士譜 （弘化 4頃） 吉田時益 横半

A12 〔結城藩家臣譜〕 （元文～寛政） 横半

A7 〔水野家中〕姓名書 慶応 4.閏4 横長

A7 御家中姓名帳 （明治初） 横長

A18 〔伊地知家〕先年指出由来書控并覚書 貞享 3. 6.15 竪冊

A11 由来書〔吉田為左衛門〕 元禄15.11.12 吉田為左衛門→石原仁右衛門 竪冊

A8 由来書　酒井九郎右衛門 延享 4. 3 酒井九郎右衛門→水野兵四郎他 竪冊

A8 由来書　脇田八右衛門 延享 4. 3 脇田八右衛門→鳥居甚兵衛他 竪冊

A8 由来書　鈴木安右衛門 延享 4. 3.11 鈴木安右衛門→近藤勘野右衛門 竪冊

A9 由来書　酒井与惣右衛門 延享 4. 3 酒井与惣右衛門→水野兵四郎他 竪冊

A9 由来書　諸星猪右衛門 延享 4. 3.11 諸星猪右衛門→鈴木半之丞 竪冊

A9 由来書　後藤源太兵衛 延享 4. 3 後藤源太兵衛→酒井九郎右衛門 竪冊

A9 由来書　松本伊惣治 延享 4. 3 松本伊惣治→鈴木半之丞他 竪冊

A9 由来書　小野田嘉内 延享 4. 3 小野田嘉内→鳥居甚兵衛他 竪冊
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A9 由来書　岩田清右衛門 延享 4. 3 岩田清右衛門→鈴木半之丞 竪冊

A9 由来書　田坂九助 延享 4. 3.29 田坂九助→近藤勘之右衛門 竪冊

A9 由来書　村上道庵 延享 4. 3 村上道庵→鳥居甚兵衛他 竪冊

A9 由来書　村井伊左衛門 延享 4. 3. 3 村井伊左衛門→近藤勘野右衛門 竪冊

A9 由来書　油原平次右衛門 延享 4. 3 油原平次右衛門→鈴木半之丞 竪冊

A9 由来書　吉江元右衛門 延享 4. 3 吉江元右衛門→鈴木半之丞他 竪冊

A9 由来書　福田運平 延享 4. 3 福田運平→鳥居甚兵衛他 竪冊

A9 由来書　林権蔵 延享 4. 3 林権蔵→近藤平学 竪冊

A9 由来書　海老原又右衛門 延享 4. 3 海老原又右衛門→鈴木半之丞 竪冊

A9 由来書　室辰右衛門 延享 4. 3 室辰右衛門→近藤勘野右衛門 竪冊

A9 由来書　黒沢五兵衛 延享 4. 3 黒沢五兵衛→近藤勘野右衛門 竪冊

A10 由来書　河村平馬 延享 4. 3 河村平馬→水野兵四郎他 竪冊

A10 由来書　高岡治右衛門 延享 4. 3 高岡治右衛門→水野兵四郎他 竪冊

A10 由来書　阿部豊之允 延享 4. 3.13 阿部豊之允→鳥居甚兵衛 竪冊

A10 由来書　小川金大夫 延享 4. 3 小川金大夫→鈴木半之丞 竪冊

A10 由来書　高橋与太夫 延享 4. 3.27 高橋与太夫→鳥居甚兵衛他 竪冊

A10 由来書　水野又作 延享 4. 3 水野又作→鳥居甚兵衛 竪冊

A10 由来書　鈴木甚介 延享 4. 3 鈴木甚介→鳥居甚兵衛 竪冊

A10 由来書　藤井三郎右衛門 延享 4. 3 藤井三郎右衛門→鳥居甚兵衛 竪冊

A10 由来書　佐藤甚太夫 延享 4. 3 佐藤甚太夫→鳥居甚兵衛 竪冊

A10 由来書　中山伝之丞 延享 4. 3. 7 中山伝之丞→鳥居甚兵衛 竪冊

A10・11 由来書　近藤七兵衛 延享 4. 3 近藤七兵衛→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　鈴木用蔵 延享 4. 3 鈴木用蔵→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　千種兵大夫 延享 4. 3 千種兵大夫→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　吉田嘉治馬 延享 4. 3 吉田嘉治馬→鳥居甚兵衛他 竪冊

A11 由来書　岡本源五郎 延享 4. 3 岡本源五郎→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　中山又之丞 延享 4. 2.28 中山又之丞→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　松本大九郎 延享 4. 3 松本大九郎→鳥居甚兵衛 竪冊

A11 由来書　亀井安之允 延享 4. 3 亀井安之允→鳥居甚兵衛 竪冊

A8 由来書　須藤只右衛門 延享 4. 9 須藤只右衛門→近藤勘野右衛門 竪冊

A11 由来書　鈴木喜平太 延享 5. 2 鈴木喜平太→鳥居甚兵衛 竪冊

A9 由来書　小野田嘉内 延享 5. 3 小野田嘉内→鳥居甚兵衛他 竪冊

A9 由来書　光岡角左衛門 延享 5. 5 光岡角左衛門→近藤平学 竪冊

A18 〔河村新八家由緒書〕 （天明元～） 竪冊

A18 酒井嘉顕家譜下稿 竪冊

A19 履歴事実取調　結城藩
※大参事・権大参事5名

（明治初） 竪冊

A14 死亡之面々譜 （慶応 3頃） 鈴木重純 横半

A3 〔家老職起請神文案〕 一紙

A3 〔検地実施ニ付検地奉行心得条目〕覚 延宝 6.12. 1 中山外記他→矢田与兵衛他 一紙
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A3 〔検地実施ニ付検地奉行心得条目〕覚 延宝 7. 8.25 中山外記他→吉田弥三右衛門 一紙

A3 〔結城大目付登用ニ付心得条目〕覚 宝永 4. 8 水野勝政→吉田為左衛門 一紙

A8 〔結城藩家老・用人〕両席譜　桑田 （天保 8頃） 横半

A7 〔結城藩家老・用人〕両席譜　時益 （天保11頃） 吉田時益 横半

A23 〔戦功注文書上〕 横長

A18 三村五郎兵衛家由来并嘆願書達書写文久
元年辛酉七月朔日写　吉田
※江戸表引取　勤役仕度に付

文久元. 5／天保14. 1／
天保14. 4

三村五郎兵衛 竪冊

A6 〔宝暦四年中悪事不法の家臣吟味仕置書〕（宝暦 4） 竪冊

A24 〔小場兵左衛門人別請合覚書〕 元禄11.10.22 東福寺霊源院千岩→奉行所 竪紙

吉田家

A11 由来書　吉田弥惣右衛門 延享 4. 3 吉田弥惣右衛門→水野兵四郎他 竪冊

A21 吉田家代々法号録　時説 （明治元頃） 吉田時説 横半

A3 親類書之覚 元禄15. 5.22 吉田弥惣右衛門 一紙

A20 岡田家永続願 明治14 岡田セツ・清吉→長沢簡徳 竪冊

A21 家老連署書付
※定福山用人役・郡中勘定方用役就役
の御礼品披露状

3. 4 上田四郎左衛門他→吉田弥惣右
衛門

一紙

A21 用人役連署書付
※定福山用人役・郡中勘定方用役就役
の御礼品相済に対する礼状

3. 4 光岡兵大夫他→吉田弥惣右衛門 折紙

A3 〔郷中惣支配・勝手諸用惣元〆就役ニ付
心得条目〕覚

元禄14.11 水野勝長→吉田弥惣右衛門 一紙

A17 〔公私日記〕 元禄 3. 7.25～
元禄 9. 1.11

横半

A3 水野織部福富書翰
※願聴許の祝詞

9. 3 水野福富→吉田弥惣右衛門 切紙

その他

A22 〔福山領内名跡誌〕 （元禄年間） 竪冊

A23 〔洛陽大仏三拾三間堂通し矢覚書〕 （元禄13頃） 横半

P91
9 尼子家文書

支配

A2 郡中倹約筋頭書ヲ以被仰付候写し帖　三
谿郡

安永 9. 2 竪冊

A2 文化五辰十一月廿日中勘定御条目写し 文化 5.11 吉田新三郎他→年寄・割庄屋・
村々庄屋・組頭共

一紙

A2 〔二川清記給知村へ申渡ス条目〕定 文政 3. 8 二川清記→敷名村庄屋丈次郎 一紙

A2 〔寺西源三郎給知村へ申渡ス条目〕定 文政 3. 8 寺西源三郎→敷名村庄屋丈次郎 一紙

A2 〔寺西源三郎給知村へ年貢納入方ニ付申
渡ス条目〕覚

文政 3. 8 寺西源三郎内浄本喜藤太→敷名
村庄屋丈次郎

一紙

土地

A3 鋪名村田畑屋敷御倹地帖内今原谷分書貫 慶長6.10 御奉行大さき兵庫他 竪冊

A3 世羅郡鋪名村御建野山腰林御改帳 享保10～ 竪冊
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村

A1 公務録 安永 5～ 竪冊

A2 敷名村指出シ帖扣 文化 8写 敷名村重村丈次郎写 横半

治安

A4 鋪名村板木羽出庭と水出入一巻　写し 文化 3. 6写 鋪名村重丸 竪冊

A3 当村・上津田村山論一件於黒川村出役衆
聞糺し之刻入用帳

文化13. 5.19～ 横長

A5 当村野山稲見山上津田村野山唐谷山境指
縺御吟味之上相片付候一件　世羅郡鋪名
村

文化14. 4 竪冊

A4 有原山草苅場ニて当村今原谷百姓与有原
村百姓与差縺出来有原村江駈ケ合一件　
敷名村

文化14. 7. 5 庄屋定次郎他 竪冊

A5 当村野山稲見山上津田村境駈合一件鋪名
村

丑4 与頭喜平次他 横長

A5 当村今原谷沖大川端流所三谿郡有原村大
笹谷与駈合一件　鋪名村

文政 3. 4 竪冊

A3 腰林草木盗伐科料米定書　世羅郡敷名村
下組

明治 3. 3 長百姓俊蔵他→御役中 一紙

その他

A3 雉鉄砲札 元禄 6 木札

A6 国郡志御用下弾帳之内八幡宮棟札并再営
記模写　世羅郡敷名村

文政 2 竪冊

A6 広陵医官天行下痢病名衆書八篇凡五冊 文政 5.10 中村元亮他 竪冊

A5 今原谷拾九人之者𨵱高之儀願出候ニ付願
書一通　御吟味屋敷にて差上候書附并口
上書共三通　御裁許被仰付候御受書付壱
通〆五通之ひかへ（1冊1通）

未 一
紙・
竪冊

A6 累志〔抄〕 大正13 上山村前川民蔵 竪冊

《千葉県》

P91
3 千葉大学医学部所蔵文書

–1 三宅家文書
–2 吉益東洞関係文書
–3 その他

P91
3–1 三宅家文書

A1 小児手和多志　完 天明 8 三宅大愚 刊

A1 産育手和多志　全 天保11. 2 三宅董庵 刊

A8 経穴示要　完 嘉永元. 5 三宅董庵 竪冊

A2・3 有喜全書　一～四（4冊） 嘉永 3～ 三宅董庵 竪冊

A4 補憾録〔第二次稿本〕一・二（2冊） 嘉永 3秋 三宅董庵 竪冊

A6 補憾録〔第三次稿本〕完
※緒方洪庵の付言あり

嘉永 5. 3 三宅董庵 竪冊

703



千葉県／古志家文書（P91�11） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A5 補憾録　乾・坤（2冊） 嘉永 6. 3刊 三宅董庵 刊

A7 宮外妊孕経験説并附録 安政 4.10 三宅董庵 竪冊

A7 子宮外孕胎群疑録 ～安政 5. 1 三宅董庵 竪冊

A7 子宮外孕胎経験録 安政 5. 2～ 三宅董庵 竪冊

A7 子宮破裂経験録　緒方公裁朱書 安政 5. 2 三宅董庵 竪冊

A8 引痘喩俗草 三宅董庵 刊

A9・10 傷寒論家説　元・亨・利・貞（4冊） 三宅董庵 竪冊

A11 三宅西涯先生小伝　附大愚樵水董庵先生
小伝

昭和 5.10.30発行 三宅克吉編 刊

P91
3–2 吉益東洞関係文書

A1 医事或問　巻上・下（2冊） 明和 6. 2 吉益東洞 刊

A2 古方便覧　乾・坤（2冊） 天明 2刻・文化再刻 吉益東洞校閲，門人六角重任筆 刊

A3 東洞遺稿　一・中・下（3冊） 寛政元　. 1 吉益東洞 刊

A4 吉益家丸散方　全 吉益東洞 竪冊

A4 東洞家方法 竪冊

A4 東洞先生蔵方　全
※文化元年写本

竪冊

A5 医範　附非方議・答武藤生書・医道二千
年眼目篇評・西説医事弁・陰陽与神経同
弁　全

文政 8.10刻 吉益南涯 刊

P91
3–3 その他

A1 眼科獺祭録 土生玄碩 竪冊

P91
5 江見家文書

美作国英田郡江見荘を中心に勢力をもった国人領主江見氏に伝来した武家文書。年代はおおむね戦国期（享
禄から慶長）。『岡山県史』20巻 家わけ史料 に翻刻されている。 典拠：『岡山県史』20巻 家わけ史料

A1 美作江見文書（東大影写本）（文書・系図
18点）

P91
11 古志家文書

沼隈郡本郷村大場山城を居城とした豪族古志氏に伝来した武家文書。年代は南北朝期から安土・桃山期（明
徳から慶長）。古志氏は出雲国守護佐々木氏の庶流で，出雲国古志郷を本拠とする。のち，古志国信が備後国
守護山名時煕の守護代となり，古志氏は備後国に定着する。やがて，古志氏は毛利氏の家臣となるが，萩に
移ることなく豪族としての歴史を終えている。なお文書は，『広島県史』古代中世資料編IV（p.868）に収録
されている。 典拠：『広島県史』古代中世資料編IV

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 室町幕府奉行人書状（5号） 永禄12. 1.10 上野秀政→古志新十郎 折紙
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A1 足利義満御判御教書（1号） 明徳 2.12.26 足利義満→佐々木古志佐渡守 切紙

A1 山名政豊感状（2号） 文明19. 5.19 山名政豊→古志左京亮 切紙

A1 山名誠豊書状（3号） （永正 9）10.26 山名誠豊→古志筑前守 切紙

A1 大内義隆書状（4号） 5. 4 大内義隆→古志左京亮 切紙

A1 山名豊国書状（6号） 1.21 山名豊国→古志因幡守 切紙

A1 上野秀政書状（7号） （天正 5）8. 6 上野秀政→古志新十郎 切紙

A1 上野秀政書状（8号） 天正 8.閏3. 2 上野秀政→古志因幡守 切紙

A1 上野秀政書状（9号） 天正 8.閏3. 2 上野秀政→古志因幡守 切紙

A1 山名氏政感状（10号） 天正 8. 5.13 山名氏政→古志因幡守 切紙

A1 毛利輝元名字許状（11号） 慶長2. 3. 3 毛利輝元→古志因幡守 竪紙

A2 綿売問屋綿卸運上記録 延享 2～明治 4 竪冊

A2 綿売問屋綿卸運上記録 寛延 4～天明 6（隔年） 竪冊

A2 〔府中市・松永村へ綿改方再設置ニ付申
達〕覚

延享 3. 9 役所 一紙

A2 〔実綿運上銀取納手形雛形〕覚 府中市村運上所味噌屋甚兵衛→
所々番所衆中

一紙

A2 〔浦上甚兵衛綿問屋職再任方ニ付〕乍恐
以書付奉歎上候御事

亥8 府中市村味噌屋利左衛門 一紙

A2 〔繰綿取扱い方改定ニ付府中市村問屋へ
申達〕覚

安永 3. 9 一紙

A2 〔綿運上所改定ニ付条目〕覚 文化13. 2 郡奉行 一紙

A2 〔草戸村義助実綿船積被差止候ニ付〕乍
恐口上之覚

一紙

A2 〔綿運上取納〕覚 寅8 府中市味噌屋甚七 一紙

《東京都》

P92
1 運輸省大臣官房文書課所蔵文書

A1 鞆鉄道株式会社　巻全 明治32 逓信省鉄道局 竪冊

A2・3 鞆鉄道（元鞆軽便鉄道）巻一 明治43～大正元 鉄道院監理部 竪冊

A4・5 鞆鉄道（元鞆軽便鉄道）巻二 大正 2～5 鉄道院監理部（のち鉄道院監督
局）

竪冊

A6～9 鞆鉄道　巻三 大正 6～昭和 2 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A10・11 鞆鉄道　巻四 昭和 3～10 鉄道省監督局 竪冊

A12 鞆鉄道 昭和11～26 鉄道省監督局（のち運輸省陸運
営管理局）

竪冊

A13 鞆鉄道 昭和29. 2～7 運輸省鉄道監督局 竪冊

A14 敷設請願却下　巻五〔抄〕 大正14 鉄道省監督局 竪冊

A14 ◦厳島鋼索鉄道敷設ノ件ニ関スル願書取
下ノ件

大正14. 1.17 鉄道省監督局

A14 敷設請願却下　巻六〔抄〕 大正14 鉄道省監督局 竪冊
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A14 ◦厳島鋼索鉄道敷設願返付ノ件 大正14. 6.22 鉄道省監督局

A14 敷設請願却下　巻十五〔抄〕 大正15 鉄道省監督局 竪冊

A14 ◦宮島登山鉄道敷設免許申請書返付ノ件 大正15. 5.11 鉄道省監督局

A14 敷設請願却下　巻二三〔抄〕 昭和 2 鉄道省監督局 竪冊

A14 ◦福山府中電気鉄道敷設願却下ノ件 昭和 2. 1. 6 鉄道省監督局

A15 敷設請願却下　巻二八〔抄〕 昭和 2 鉄道省監督局 竪冊

A15 ◦海田電鉄敷設願却下ノ件 昭和 2. 6.25 鉄道省監督局

A15 敷設請願却下　巻二九〔抄〕 昭和 2 鉄道省監督局 竪冊

A15 ◦芸北鉄道敷設願却下ノ件 昭和 2. 7. 8 鉄道省監督局

A15 却下　巻五〔抄〕 昭和 6 鉄道省監督局 竪冊

A15 ◦広島電気鉄道敷設願却下ノ件 昭和 6. 7.10 鉄道省監督局

A16 却下　巻六 昭和 6 鉄道省監督局 竪冊

A16 ◦備後電気鉄道敷設願却下ノ件 昭和 6. 8. 5 鉄道省監督局

A16 却下　巻七 昭和 6 鉄道省監督局 竪冊

A16 ◦竹原鉄道敷設願却下ノ件 昭和 6. 9.29 鉄道省監督局

A17 尾三鉄道株式会社　巻全 明治32 逓信省鉄道局 竪冊

A18～20 大社両山鉄道株式会社　巻一 明治29 逓信省鉄道局 竪冊

A21・22 大社両山鉄道株式会社　巻二 明治31 逓信省鉄道局 竪冊

A23・24 宮島登山鉄道　全 明治44～大正 7 鉄道院監理部（のち鉄道院監督
局）

竪冊

A25・26 賀茂軽便鉄道株式会社　全 明治45～大正 4 鉄道院監理部（のち鉄道院監督
局）

竪冊

A27・28 芸陽軽便鉄道　全 明治45～大正 6 鉄道院監理部（のち鉄道院監督
局）

竪冊

A29 芸石鉄道株式会社　巻全 明治32 逓信省鉄道局 竪冊

A30・31 芸石鉄道　全 大正12～昭和10 鉄道省監督局 竪冊

A32 広島呉電力（元呉電気鉄道・広島水力電
気）

明治44～大正 2 鉄道院監理部 竪冊

A33 呉軽便鉄道　全 大正 4～6 鉄道院監督局 竪冊

A34 比婆鉄道　全 大正 6～12 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A35 尾府連絡鉄道　全 昭和 3～6 鉄道省監督局 竪冊

A36・37 尾道軽便鉄道株式会社　巻一 大正 2～5 鉄道院監督局 竪冊

A38～42 尾道鉄道　巻二 大正 6～昭和元 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A43・44 尾道鉄道　巻三 昭和 2～8 鉄道省監督局 竪冊

A45 尾道鉄道　別冊 大正 8～15 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A46・47 尾道鉄道　巻四 昭和 9～24 鉄道省監督局（のち運輸省） 竪冊

A48 井笠鉄道（元神高鉄道）（元両備鉄道）巻
一

明治44・45 鉄道院監理部 竪冊

A49～51 井笠鉄道（元神高鉄道）（元両備鉄道）巻
二

大正 2～5 鉄道院監理部（のち鉄道院監督
局）

竪冊
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A52・53 井笠鉄道（元神高鉄道）（元両備鉄道）巻
三

大正 6～10 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A54～57 井笠鉄道（元神高鉄道）（元両備鉄道）巻
四

大正11～15 鉄道省監督局 竪冊

A58・59 井笠鉄道（元神高鉄道）（元両備鉄道）巻
五終

昭和 2～8 鉄道省監督局 竪冊

A60・61 井笠鉄道（元神高鉄道）巻一 昭和 8～14 鉄道省監督局 竪冊

A61 　　決算報告書　第十回　昭和十三年上半
期

神高鉄道株式会社 刊

A62～64 芸南電気軌道　巻一 大正10～15 鉄道省監督局 竪冊

A65・66 芸南電気軌道　巻二 昭和 2～4 鉄道省監督局 竪冊

A67～69 芸南電気軌道　巻三 昭和 5～8 鉄道省監督局 竪冊

A70～73 呉市営〔軌道〕元（芸南電気軌道）巻四 昭和 9～20 鉄道省監督局（のち鉄道省監理
局・のち運輸通信省鉄道総局）

竪冊

A72 　　営業報告書　第36期 昭和15 芸南電気軌道株式会社

A74・75 広島瓦斯電軌（元広島電気軌道）巻一 明治43～44 鉄道院監理局 竪冊

A76・77 広島瓦斯電軌（元広島電気軌道）巻二 明治45～大正 4 鉄道院監理局（のち鉄道院監督
局）

竪冊

A78・79 広島瓦斯電軌（元広島電気軌道）巻三 大正 5～7 鉄道院監督局 竪冊

A80・81 広島瓦斯電軌　巻四 大正 8～昭和 2 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A82・84 広島瓦斯電軌　巻五 昭和 3～7 鉄道省監督局 竪冊

A85・86 広島瓦斯電軌　巻六 昭和 8・9 鉄道省監督局 竪冊

A87～90 広島瓦斯電軌　巻七 昭和10～13 鉄道省監督局 竪冊

A91～94 広島電鉄（元広島瓦斯電軌） 昭和14～16 鉄道省監督局 竪冊

A95 広島瓦斯電軌（元広島軽便）全 大正 8 鉄道院監督局 竪冊

A96～99 広島瓦斯電軌　巻一 大正 8～12 鉄道院監督局（のち鉄道省監督
局）

竪冊

A97 　　報告書　第20回　大正八年上半期 大正 8 広島瓦斯電軌株式会社 刊

A100～
103

広島瓦斯電軌　巻二 大正13～15 鉄道省監督局 竪冊

A104～
107

広島瓦斯電軌　巻三 昭和 2～7 鉄道省監督局 竪冊

A108～
112

出雲鉄道（元大社宮島鉄道）（元雲芸鉄
道）巻一

大正13～15 鉄道省監督局 竪冊

A113～
115

出雲鉄道（元大社宮島鉄道）巻二 昭和 2～7 鉄道省監督局 竪冊

P92
2 外務省外交史料館所蔵文書

※表題欄の丸括弧内は，同館における分類番号である。

移民関係史料

A1 布哇国へ本邦人出稼雑件　第三　官契約
三（3. 8.2.361）

明治10 竪冊

A2 日本人民布哇国へ出稼一件　一　出稼人
名簿ノ部　自第一回至第三回（3. 8.2.
5–14）

明治18～19 竪冊
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A3 日本人民布哇国へ出稼一件　二　出稼人
名簿ノ部　自第四回至第八回（3. 8.2.
5–14）

明治20～22 竪冊

A4 日本人民布哇国へ出稼一件　三　出稼人
名簿ノ部　自第九回至第十五回（3. 8.2.
5–14）

明治22～24 竪冊

A5～10 日本人民布哇国へ出稼一件　四　出稼人
名簿ノ部　自第十六回至第二十六回（3.
8.2. 5–14）

明治24～27 竪冊

A11・12 日本人民布哇国へ出稼一件　官契約報告
之部（3. 8.2. 5–4）

明治18～19 竪冊

A13・14 日本人民布哇国へ出稼一件　官契約報告
之部二（3. 8.2. 5–4）

明治20～25 竪冊

A15 日本人民布哇国へ出稼一件　報告之部三
（3. 8.2. 5–4）

明治26 竪冊

A16 日本人民布哇国へ出稼一件　官契約徴兵
適齢処分ノ件・裁判方法ノ件・出生並死
亡ノ件〔抄〕（3. 8.2. 5–1）

明治17～19 竪冊

A16 日本人民布哇国へ出稼一件　官契約二割
五分貯金勘定表貯金ノ件〔抄〕（3. 8.2.
5–7）

明治18～21 竪冊

A16 日本人民布哇国へ出稼一件　官契約糖業
報告之件〔抄〕（3. 8.2. 5–10）

明治19～22 竪冊

A17 日本人民布哇国へ出稼一件　無約定渡航
者取締ノ件（3. 8.2. 5.5–6）

明治19～21 竪冊

A18 日本人民布哇国へ出稼一件　雑之部（3.
8.2. 5–2）

明治24～26 竪冊

A19 日本人民布哇国へ出稼一件　三　死亡ノ
件〔抄〕（3. 8.2.145）

明治34 竪冊

A17 海外出稼人取締ノ義ニ付開港市場並広
島・山口・福岡・島根・鹿児島各県知事
へ内訓〔抄〕（3. 8.2. 6）

明治17～20 竪冊

A20 在米本邦人ノ状況並渡米者取締関係雑件
　一〔抄〕（3. 8.2.12）

明治21～ 竪冊

A20 在米本邦人ノ状況並渡米者取締関係雑件
　二〔抄〕（3. 8.2.12）

明治21～ 竪冊

A21 北米合衆国ニ於ケル本邦人渡航制限及排
斥一件　一（3. 8.2.21）

明治24～30 竪冊

A22 北米合衆国ニ於ケル本邦人渡航制限及排
斥一件　二〔抄〕（3. 8.2.21）

明治31～33 竪冊

A22 北米合衆国ニ於ケル本邦人渡航制限及排
斥一件　三〔抄〕（3. 8.2.21）

明治33～39 竪冊

A23 英領加奈陀ニ於テ本邦移民渡航制限及排
斥一件　一〔抄〕（3. 8.2.40）

明治24～31 竪冊

A24 英領加奈陀ニ於テ本邦移民渡航制限及排
斥一件　二〔抄〕（3. 8.2.40）

明治31 竪冊

A24 英領加奈陀ニ於テ本邦移民渡航制限及排
斥一件　三〔抄〕（3. 8.2.40）

明治33 竪冊

A24 英領加奈陀ニ於テ本邦移民渡航制限一件
　四〔抄〕（3. 8.2.40）

明治34 竪冊

A24 英領加奈陀ニ於テ本邦移民渡航制限及排
斥一件　五〔抄〕（3. 8.2.40）

明治36～ 竪冊
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A20 墨国ニ於ケル本邦移民雑件　二〔抄〕（3.
8.2.16）

明治30～ 竪冊

A25 布哇国ニ於ケル本邦人参政権享有ニ関ス
ル建白書雑纂（3. 8.2.30）

明治26 竪冊

A26 府県移民名簿　第一巻（3. 8.2.371） 明治28 竪冊

A27 府県移民名簿　明治二十八年分（3.
8.2.311）

明治28 竪冊

A28 渡航者名簿　森岡真　東洋移民合資会社
（3. 8.2.332）

明治30 竪冊

A29 渡航者名簿　海外渡航株式会社　小山
雄太郎　厚生移民株式会社〔抄〕（3.
8.2.332）

明治30 竪冊

A30 契約満期移民人名報告雑件〔抄〕（3.
8.2.100）

明治32 竪冊

B1・2 海外渡航株式会社業務関係雑件　一（3.
8.2.35）

明治26 竪冊

B3・4 海外渡航株式会社業務関係雑件　二（3.
8.2.35）

明治27～29 竪冊

B5～8 海外渡航株式会社業務関係雑件　三（3.
8.2.35）

明治29～31 竪冊

B9・10 海外渡航株式会社業務関係雑件　四（3.
8.2.35）

明治32～35 竪冊

B11～13 海外渡航株式会社業務関係雑件　五（3.
8.2.35）

明治36～37 竪冊

B14～16 海外渡航株式会社業務関係雑件　六止
（3. 8.2.35）（3. 8.2.35）

明治38～大正 9 竪冊

A31～34 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　一（3. 8.2.62）

明治29～30 竪冊

A35～38 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　二（3. 8.2.62）

明治30 竪冊

A39・40 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　三（3. 8.2.62）

明治31 竪冊

A41～44 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　四（3. 8.2.62）

明治31 竪冊

A45・46 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　五（3. 8.2.62）

竪冊

A47～50 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　六（3. 8.2.62）

明治32 竪冊

A51～53 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　七（3. 8.2.62）

明治32 竪冊

A54・55 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　八（3. 8.2.62）

明治32 竪冊

A56・57 海外渡航株式会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　九（3. 8.2.62）

明治33 竪冊

A58 海外渡航株式会社認可報告雑件　十（3.
8.2.62）

明治40 竪冊

A59 海外渡航株式会社取扱移民契約書輯（3.
8.2.106）

明治32 竪冊

A60～62 海外渡航株式会社移民渡航認可取消ニ関
スル雑件（3. 8.2.117）

明治32 竪冊

A62 海外渡航株式会社英領加奈陀行移民取扱
取扱一件（3. 8.2.233）

明治40 竪冊
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A63～67 広島海外渡航株式会社ニ於テ熊本県民加
来謙蔵受負ニ係ル露国烏蘇利地方鉄道工
事出稼移民送遣一件（3. 8.2.154）

明治29 竪冊

A68 吉佐移民合名会社業務関係雑件　一（3.
8.2.27）

明治25～26 竪冊

A68 吉佐移民合名会社業務関係雑件　二（3.
8.2.27）

明治29～36 竪冊

B17～19 中国移民合資会社業務関係雑件（3.
8.2.130）

明治33～35 竪冊

B20～22 中国移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.130）

明治36～39 竪冊

B23・24 中国移民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.130）

明治40～43 竪冊

A69 中国移民合資会社移民取扱営業一件（3.
8.2.70）

明治30 竪冊

A69 中国移民合資会社移民渡航認可ニ関スル
雑件（3. 8.2.136）

明治33 竪冊

B25・26 山陽移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.162）

明治35～37 竪冊

B27～30 山陽移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.162）

明治38～大正12 竪冊

A70 大日本移民株式会社移民取扱営業一件　
廃業〔抄〕（3. 8.2.52）

明治29 竪冊

A71 日本移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.61）

明治29～30 竪冊

A71 日本移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.61）

明治31～35 竪冊

A71 日本移民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.61）

明治36～41 竪冊

A72・73 日本移民合資会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　一（3. 8.2.65）

明治29～31 竪冊

A74・75 日本移民合資会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　二（3. 8.2.65）

明治32 竪冊

A76 日本移民合資会社移民渡航認可ニ関スル
雑件　四（3. 8.2.65）

明治33 竪冊

A70 移民取扱人小山雄太郎業務関係雑件附移
民会社同盟規約ノ件　一（3. 8.2.41）

明治29～31 竪冊

A77 移民取扱人谷口嘉一業務関係雑件（3.
8.2.123）

明治33～34 竪冊

A77 谷口嘉一取扱移民渡航認可報告一件（3.
8.2.135）

明治33 竪冊

A78・79 移民取扱人金尾雅敏業務関係雑件（3.
8.2.165）

明治35～41 竪冊

A70 東洋殖民合名会社業務関係雑件　廃業
（3. 8.2.109）

明治32～33 竪冊

A80・81 広島移民合名会社業務関係雑件（3.
8.2.154）

明治34～37 竪冊

A82・83 広島移民合名会社業務関係雑件　二止
（3. 8.2.154）

明治38～大正 4 竪冊

A84・85 南海移民株式会社業務関係雑件（3.
8.2.155）

明治34 竪冊
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A86 福田殖民商会業務関係雑件〔抄〕（3.
8.2.124）

明治33～35 竪冊

A86 南米殖民株式会社業務関係雑件〔抄〕（3.
8.2.292）

大正 3～6 竪冊

A86 南米殖民株式会社取扱移民渡航認可報告
〔抄〕（3. 8.2.302）

大正 6 竪冊

A87 本邦移民統計材料調査一件　一（3.
8.2.278）

明治44～大正 9 竪冊

A87 移民年表関係一件　第一巻〔抄〕（3.
8.2.295）

大正 4～12 竪冊

D1・2 移民取扱人小倉幸業務関係雑件（3.
8.2.43）

明治27 竪冊

D3・4 神戸渡航合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.44）

明治27～29 竪冊

D5・6 神戸渡航合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.44）

明治29～33 竪冊

D7 神戸渡航合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.44）

明治33～35 竪冊

D8 神戸渡航合資会社業務関係雑件　四（3.
8.2.44）

明治36 竪冊

D9 神戸渡航合資会社業務関係雑件　五（3.
8.2.44）

明治37 竪冊

D10 神戸渡航合資会社業務関係雑件　六止
（3. 8.2.44）

明治39～大正 3 竪冊

D11 移民取扱人森岡真業務関係雑件　一（3.
8.2.46）

明治27～30 竪冊

D12 移民取扱人森岡真業務関係雑件　二（3.
8.2.46）

明治31～34 竪冊

D13 移民取扱人森岡真業務関係雑件　三（3.
8.2.46）

明治35～37 竪冊

D14 移民取扱人森岡真業務関係雑件　四（3.
8.2.46）

明治38～40 竪冊

D15・16 移民取扱人森岡真業務関係雑件　五（3.
8.2.46）

明治41～大正10 竪冊

D17 東京移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.57）

明治29～33 竪冊

D18 東京移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.57）

明治34～39 竪冊

D19・20 東京移民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.57）

明治38～大正元 竪冊

D21 東洋移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.71）

明治30 竪冊

D22 東洋移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.71）

明治31～32 竪冊

D23 東洋移民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.71）

明治33 竪冊

D24 東洋移民合資会社業務関係雑件　四（3.
8.2.71）

明治35～36 竪冊

D25・26 東洋移民合資会社業務関係雑件　五（3.
8.2.71）

明治37～38 竪冊

D27～29 東洋移民合資会社業務関係雑件　六（3.
8.2.71）

明治40～44 竪冊
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D30・31 東洋移民合資会社業務関係雑件　七（3.
8.2.71）

明治45～大正 3 竪冊

D32・33 東洋移民合資会社業務関係雑件　八（3.
8.2.71）

大正 4～7 竪冊

D34・35 帝国殖民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.97）

明治31～35 竪冊

D36 帝国殖民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.97）

明治35～37 竪冊

D37 帝国殖民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.97）

明治37 竪冊

D38 帝国殖民合資会社業務関係雑件　四止
（3. 8.2.97）

明治38～40 竪冊

D39 帝国殖民合資会社業務関係雑件（3.
8.2.97）

明治42 竪冊

D40 防長移民合名会社業務関係雑件（3.
8.2.153）

明治34～37 竪冊

D41・42 防長移民合名会社業務関係雑件　二（3.
8.2.153）

明治38～42 竪冊

D43 移民取扱人光永久太業務関係雑件（3.
8.2.171）

明治35～37 竪冊

D44・45 周防移民合資会社業務関係雑件（3.
8.2.188）

明治36～41 竪冊

D46 熊本移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.95）

明治31～33 竪冊

D47 熊本移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.95）

明治33～34 竪冊

D48～51 熊本移民合資会社業務関係雑件　三止
（3. 8.2.95）

明治36～40 竪冊

D52～57 日本殖民株式会社業務関係雑件　上・下
（3. 8.2.182）

明治36～39 竪冊

D58・59 大陸殖民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.194）

明治36 竪冊

D60・61 大陸殖民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.194）

明治37 竪冊

D62・63 大陸殖民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.194）

明治38～39 竪冊

D64・65 大陸殖民合資会社業務関係雑件　四（3.
8.2.194）

明治40～大正10 竪冊

D66～69 大陸殖民合資会社業務関係雑件　五（3.
8.2.194）

大正11～ 竪冊

D70～72 皇国殖民株式会社業務関係雑件（3.
8.2.196）

明治36～39 竪冊

D73・74 日本移民合資会社業務関係雑件　一（3.
8.2.61）

明治29 竪冊

D75・76 日本移民合資会社業務関係雑件　二（3.
8.2.61）

明治31～35 竪冊

D77 日本移民合資会社業務関係雑件　三（3.
8.2.61）

明治36～41 竪冊

D78 海外移殖民団体関係雑件　各地海外協会
〔抄〕（J. 1.2. 0.J　12–2）

竪冊

D79 移民不正取扱人及私的後援等取締関係雑
件（3. 8.2.279）

竪冊
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　　海外渡航者の心得 大正 6. 8 広島県植民協会 刊

　　内外時報　4巻1号・2号 大正 8. 1・大正 8. 2 広島県海外協会 刊

終戦関係資料

D80 終戦連絡調整地方委員会関係一件〔抄〕
※中国地方関係分のみ

昭和23～24 外務省 竪冊

D80 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
（第2巻）〔抄〕
※中国地区進駐関係

昭和20～21 外務省 竪冊

　　進駐日誌　3号～5号　呉鎮週報1号 昭和20.10～11 呉鎮守府 刊

D81 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　第
32巻　中国一

昭和22～23 中国連絡調整事務局→外務省 竪冊

　　執務月報　2巻1号～3号　執務半月2
巻4号～21号（20号は次の綴）

昭和23 中国連絡調整事務局 刊

D82 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　第
33巻　中国二

昭和24 中国連絡調整事務局→外務省 竪冊

　　執務半月報　 2巻 20・22号　 3巻 1～
23号

昭和23～24 中国連絡調整事務局 刊

D83 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　第
34巻　中国三

昭和25 中国連絡調整事務局→外務省 竪冊

　　執務半月報　3巻24号　4巻1～22号 昭和24～25 中国連絡調整事務局 刊

D84 連合軍の本土進駐並びに軍政関係一件
　連絡調整地方事務局執務報告書綴　第
35巻　中国四

昭和26 中国連絡調整事務局→外務省 竪冊

　　執務半月報　 4巻 23・24号　 5巻 1～
12号

昭和25～昭和26. 6 中国連絡調整事務局 刊

P92
3 宮内庁書陵部所蔵文書

–1 壬生家文書
–2 九条家文書
–3 伏見宮家旧蔵記録
–4 その他

P92
3–1 壬生家文書

壬生官務家に伝来した文書。官務家は，太政官の文書の起草・保管・勘申などを掌る左大史を世襲した家
で，鎌倉時代からは主殿頭も世襲するようになった。文書は太政官の朝儀関係のものと，太政官厨家領・主
殿寮領などの所領関係のものに大別できる。所領のなかには安芸・備後の荘園・保がいくつか含まれてい
る。壬生家文書で活字になったものとしては，『広島県史』古代中世資料編Vのほかに，『図書寮叢刊壬生家
文書』が刊行されている。
壬生家文書のなかに見える安芸・備後の地名には以下のものがある。
〔安芸〕 荒山保・世能村・荒山村・入江保・世能荘・阿土熊野保・開田荘・阿土熊野荘・世能荒山荘・苅田村
〔備後〕 神崎荘・吉津荘・河尻社 典拠：『史籍解題辞典　上巻（古代中世編）』（東京堂出版）

A1 官務并氏長者間事（1軸） 巻子

A1 官務家勘要古文書（1軸） 巻子

A1 小槻有家置文（1巻） 文永10. 7 巻子
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A2～6 官務所領関係雑文書（全11軸） 巻子

A2 ◦高倉院法華堂安芸国世能荒山庄事（1
軸）

巻子

A2 ◦官務所領摂津国能勢郡採銅所之事（1
軸）

巻子

A3・4 ◦当局所領文書（5軸） 巻子

A5 ◦高倉院法華堂尾州国富庄事（1軸） 巻子

A5 ◦壱岐嶋志原保之事（1軸） 巻子

A6 ◦諸領綸旨院宣御教書類（2軸） 巻子

A7 官中便補地関係文書（全6軸） 巻子

A7 ◦宣旨集 建久 9 巻子

A7 ◦壬生家所領之事　今富保・北島保・山
手保

巻子

A7 ◦官中便補地別相伝由緒注文 巻子

A7 ◦若狭国国富庄之事 建保 9～文正元 巻子

A7 ◦官中便補地事 巻子

A7 ◦有家宿祢闕状 文永元 巻子

A8～10 官務家所領雑々文書（3冊） 竪冊

A11・12 主殿寮所領関係文書（全7軸） 巻子

A11 ◦主殿寮所領文書　請文綸旨院宣等（2
軸）

巻子

A11 ◦主殿寮所領文書（1軸） 巻子

A12 ◦小野供御人等申状（1軸） 巻子

A12 ◦小野供御人請文等（1軸） 巻子

A12 ◦主殿寮年預之事（1軸） 巻子

A12 ◦主殿寮年預伴守方解状（1軸） 巻子

A13～17 主殿寮領雑々文書（5冊） 竪冊

A18 主殿寮北畠図并文書（1軸） 巻子

A18 伊勢国河後郷等御厨関係文書（1巻） 巻子

A18 伊勢神宮寛御厨検田注文（1軸） 巻子

A18 長坂口紺灰問屋関係文書（1綴） 大永 6. 7～天正11 綴

A18 大炊寮領御稲田関係文書（御稲田課役並
所領等関係文書）（1綴）

綴

A19 洛中西京白河等酒屋公役等一件文書（1
綴）

嘉慶3～永禄 2 綴

A19 播州小犬丸保御公用並代官補任文書（1
綴）

文明 7～永正 9 綴

A19 米穀商売役関係文書（1綴） 嘉吉2～永正 7 綴

A19 穀倉院領並山崎油関係文書（1綴） 弘安 4. 7～天正12. 3 綴

A19 商人関係文書（広橋家雑掌より雑掌への
御達並商人又太郎言上書）（1軸）

応永31.10～天正13. 9 綴

A19 掃部頭領沙汰人請状並知行方目録（1綴） 寛正 2.12～天正13.11 綴

A19 柾之公事関係文書（1綴） 永正 9 綴
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A20 御厩領高峯山関係文書（1軸） 巻子

A20 桜井門跡庄園文書（1軸） 文永 5.11 巻子

A20 長福寺知行分敷地手継文書写（1軸） 巻子

A20 備前国新田庄御米目録（1軸） 永徳 2.10 巻子

A20 古所領水帖（1軸） （文明 6）9 巻子

A21・22 壬生家家領関係文書（全7軸） 巻子

A21 ◦苗鹿村雄琴庄之事（1軸） 巻子

A21 ◦江州苗鹿村法光寺管領之事（3軸） 巻子

A22 ◦常盤内常林寺領之事（1軸） 巻子

A22 ◦家地并所領之事（1軸） 巻子

A22 ◦大炊寮領美作国久世保事（1軸） 巻子

A23 官務氏寺起請（1軸） 文永10. 7 巻子

A23 法光寺管領雑々文書（1冊） 竪冊

A24 壬生家雑文書（2軸） 巻子

A24 壬生家雑文書拾遺（8軸） 巻子

A25 壬生家古文書雑々（1冊） 竪冊

A25 記録所文書 永和 2・永和 5・康暦元 巻子

A25 記録所文殿関係文書（1軸） 建久～永和 巻子

A26 異国御祈文書（3点） 宝亀・文永・弘安 巻子

A26 古宣命（1軸） 治承4～万治 2 巻子

A26 官掌職関係文書（1巻） 巻子

A27 壬生官務家所職関係文書（4軸） 保延～応永 巻子

A28 仰書（女房奉書）（2巻） 巻子

A28 女房奉書（もろかた進退之儀に付き女房
奉書）（1綴）

綴

A28 壬生官長者宿所制札並文庫修営文書（1
軸）

応仁2・明応 5 巻子

A28 官務家伝来古文書（当局伝来古文書消
息）（1軸）

巻子

A28 古往来消息雑々（2軸） 巻子

A29 公卿消息（1軸） 巻子

A29 壬生家蔵消息類（消息類）（4軸） 巻子

A30～32 壬生家古往来書状（3冊） 竪冊

A33 官務局消息集（1軸） 巻子

A33 壬生家蔵消息（消息　具目録）（2軸） 巻子

A34・35 壬生家古文書拾遺（壬生家古文書　雑々）
（2綴）

綴

A36 太政官符（1冊） 竪冊

A36 宣旨案並官符（1軸） 巻子

A36 太政官牒並綸旨写（1軸） 巻子

A36 太政官牒（1軸） 巻子

A36 諸官符案宣旨方（1冊） 貞観～慶長 竪冊
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A37 諸官符宣旨案（1冊） 弘仁～正保 竪冊

A38～40 下請符集（7冊） 竪冊

A41～44 左丞抄　一名類聚符宣抄（8冊） 竪冊

A45 官宣旨（天災地変凶饉ニ就キ五畿七道之
社寺へ御祈宣旨並官符・康富日記抄）（1
軸）

文安 6. 6 巻子

A45 度牒並宣旨案（度牒官符等写）（1軸） 巻子

A45 惟常親王宣下之事（梶井宮惟常親王宣下
之事）（1綴）

天正 3 綴

A45 綸旨抄部類　第一　下外記部　上卿要
（1冊）

竪冊

A45 新写古文書（続新写古文書）（2冊） 竪冊

A46～48 新写古文書（続左丞抄）（4冊） 竪冊

A49～53 壬生新写古文書底本（128軸） 巻子

A54 御教書案（1冊） 竪冊

A55 太政官符　伊勢大神宮御装束御神宝事
（1軸）

長暦 2～寛正 3 巻子

A55 神宮文書目録（1軸） 建久 5.11 巻子

A55 神宮文書（2軸） 巻子

A56～62 八幡宮関係文書　第1～第35

A56～58 ◦第1～第15　石清水八幡宮遷宮文書
（15冊）

竪冊

A59 ◦第16～第21　石清水八幡宮放生会文
書（6冊）

竪冊

A60 ◦第22　宇佐八幡宮諸古文書（1冊） 天暦 4～延徳4 竪冊

A60 ◦第23　宇佐八幡宮太政官符（1軸） 治承4～貞和 3 巻子

A60 ◦第24　宇佐八幡宮宣旨（1軸） 巻子

A61 ◦第25　奉行所注進状案（1軸） 文永10.10.21 巻子

A61 ◦第26　宇佐八幡宮炎上次第（1軸） 延慶2 巻子

A61 ◦第27　太宰府八幡宮解文（1軸） 建暦 2・建暦 3 巻子

A61 ◦第28　太宰府八幡宮諸古文書（1冊） （文治 2～元享元） 竪冊

A61 ◦第29　大隅国八幡宮諸古文書（1冊） 竪冊

A62 ◦第30　讃岐国石清尾八幡宮古文書（1
冊）

竪冊

A62 ◦第31　対馬八幡宮古文書（1冊） 竪冊

A62 ◦第32　大神宝官使訴状案（1軸） 文永10 巻子

A62 ◦第33　奉行所注進状案（1軸） 文永10 巻子

A62 ◦第34　八幡宮諸古文書（国所不明）（1
冊）

竪冊

A62 ◦第35　大隅国正八幡宮大神宝用途事
備前次郎宗長状（1軸）

文永10 巻子

A63 八幡宮造営一件文書（4軸） 巻子

A63 八幡社務状（1軸） 巻子

A63・64 伊勢斎宮古文書（3軸） 巻子
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A64 神宮段銭夫役文書（1綴） 応永15・16 綴

A64 沙汰文（斎宮寮宗清狼籍事）（1軸） 巻子

A64 賀茂社所領関係文書（愛后郡八郷寄進賀
茂神社官符）（1軸）

寛仁2・寿永 2 巻子

A64 広田社古文書（2軸） 巻子

A65 播磨国広峯社文書（1軸） 巻子

A65 諸社古文書勘例（29葉）

A65 諸社奉幣関係文書　二十二社等（1軸） 巻子

A65 春日社就異変下知並注進文書（1綴） 文永元～寛文 9 綴

A66 河州天野山文書（1軸） 巻子

A66 教王護国寺講堂以下諸宇建立官宣旨（1
軸）

長享 3. 5 巻子

A66 金剛峯寺大塔金堂諸伽藍等造立一件文書
（3軸）

永正18 巻子

A66 東大寺古文書（古文書写　東大寺新舎
蔵）（1軸）

巻子

A66 七仏薬師法於禁中被行例　附等持寺御八
講（1軸）

巻子

A66 東寺堂舎等損亡検注状（1軸） 治承3・建久 3 巻子

A67 仁王会文書　附勘例（3綴） 綴

A67 仁王会図（1軸） 巻子

A67 悠紀所着到（1軸） 文保 2 巻子

A68 隼人関係文書（全9軸） 巻子

A68 ◦御方違行事方申状請取等之事（1軸） 巻子

A68 ◦大嘗会御禊行幸召人状（1軸） 巻子

A68 ◦賀茂石清水行幸召隼人状（1軸） 巻子

A68 ◦隼人司領并行幸召隼人消息（1軸） 巻子

A68 ◦隼人司領之事（1軸） 巻子

A68 ◦外記徳庵之記（2軸） 巻子

A68 ◦行幸召諸国隼人宣旨（1軸） 巻子

A68 ◦垣屋駿河守贈隼人正書状（1軸） 巻子

A69 改名款状並口宣案（4巻・28綴・1枚）

A70 改姓改名文書（1軸） 巻子

A70 帝王系図並勘例（1軸） 巻子

A70 応安四年御定書（1軸） 応安 4 巻子

A70 安楽寺別当長清義絶状（1軸） 正和 4. 4 巻子

A70 沙弥円爾疏写（1軸） 承久元.10 巻子

A70 布施下野守貞豊書状（1冊） 寛正 4. 3 冊

A70 保延改元国解続文（1冊） 治暦元・保延 6 冊

A71 筑後国検交替使実録帳（1軸） 仁治 2 巻子

A71 鎌倉室町将軍叙任関係文書（1軸） 巻子

A71 室町将軍家関係文書（1軸） 巻子
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A71 室町殿幕下御辞退御次第清書之事ニ付書
状（1冊）

冊

A71 出雲紀伊国造文書（1軸） 巻子

A72・73 外記局関係文書（5冊） 冊

P92
3–2 九条家文書

藤原氏五摂家のひとつ九条家に伝来した文書。活字になったものとしては，『広島県史』古代中世資料編V
と『図書寮叢刊九条家文書』がある。九条家家領と摂関家渡領の処分状・目録が残されており，そのなかに
見える安芸・備後の荘園等は次のとおり。
〔安芸〕 倉橋荘　〔備後〕 御調荘・奴可東条・坪生荘・三条院勅旨・勅旨田・正生寺・観音寺・皇后宮勅旨
田・河北荘

A1 九条兼実譲状抄 元久元. 4.23

A1 九条道家第二度処分状抄 建長4. 2.19

A1 九条道家譲状案 建長2.11

A1 九条道家初度惣処分状 建長2.11

A1 九条道家処分状 建長2.11

A1 一条摂政（実経）家所領目録案断簡

A1 摂籙渡荘目録
A1 九条忠教遺誡 延慶2.11. 8

A1 左大将（九条道教）家政所注進当知行地
目録案

建武3. 8. 3

A1 摂籙渡荘目録 暦応 5. 1

A1 左大将（九条道教）家政所注進当知行地
目録案

建武3. 8.24

A1 諸御領仏神事役等注文

A1 竜谿院永広書状 10.23

A1 九条道家初度惣処分状抄出

A1 知恩院隆増置文 応仁2. 9.27

P92
3–3 伏見宮家旧蔵記録

A1～24 建内記（全37巻） 万里小路時房 巻子

A1 　永享12年正月1日～2月17日

A2 　嘉吉元年3月・4月

A3 　嘉吉元年5月・6月

A4 　嘉吉元年7月・8月

A5 　嘉吉元年後9月・10月

A6 　嘉吉元年11月・12月

A7 　嘉吉2年4月

A8 　嘉吉3年2月・3月

A9 　嘉吉3年5月・6月
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A10 　嘉吉3年7月

A11 　文安元年正月下

A12 　文安元年4月上（1日～10日）　下（11
日～30日）

A13 　文安元年5月・6月

A14 　文安 4年2月（16日～30日）

A15 　文安 4年後2月下・3月

A16 　文安 4年4月・5月

A17 　文安 4年6月上（1日～15日）・7月

A18 　文安 4年9月上（1日～13日）

A19 　文安 4年9月下（14日～30日）

A20 　文安 4年10月下（16日～29日）・11月
上（1日～10日）

A21 　文安 4年11月中（11日～20日）

A22 　文安 4年11月下（21日～30日）・12月
上（1日～17日）

A23・24 　利三十　愚記断片

A25～36 行成卿記（権記）（全21軸） 藤原行成 巻子

A25 　一　自正暦 2年至正暦 5年

A26 　二　長徳元年（秋・10月・12月）

A26 　三　長徳3年（5月・6月・秋・冬）

A27 　四　長徳4年（春・4月）

A27 　五　長徳4年（秋・冬）

A28 　六　長保元年（秋・冬）

A29 　七　長保 2年（春・夏）

A29 　八　長保 2年（冬）

A30 　九　長保 3年（秋）

A30 　十　長保 3年（冬）

A30 　十一　長保 4年

A31 　十二　長保 5年

A31 　十三　長保 6年（寛弘元年）

A32 　十四　寛弘2年

A32 　十五　寛弘3年

A33 　十六　寛弘4年

A33 　十七　寛弘5年

A34 　十八　寛弘6年

A34 　十九　寛弘7年

A35 　廿　寛弘8年（春・夏）

A36 　廿一　寛弘8年（9月・冬）

A37 前豊前守憲説記 弘安 9. 1 藤原憲説 巻子

A38～43 仙洞御移徙部類記（全14軸） 巻子
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A38 　一　目録（白河院～後嵯峨院）

A38 　二　目録（朱雀院～亀山院）・後嵯峨院

A38 　三　第二（白河院　乙） 嘉保 2. 6

A38 　四　第七（後白河院　甲）

A39 　五　第十一（後白河院　丁上）

A39 　六　第十三（後鳥羽院　甲）

A40 　七　第十四（後鳥羽院　乙）

A40 　八　第十五（後鳥羽院　丙上）

A41 　九　第十六（後鳥羽院　丙下）

A41 　十　第十七（後鳥羽院　丁上）

A42 　十一　第十九（後嵯峨院　甲）

A42 　十二　第廿二（後嵯峨院　丙下）

A43 　十三　第廿三（後嵯峨院　丁上）

A43 　十四　第廿四（後嵯峨院　丁下）

P92
3–4 その他

A1 〔備後郡村誌〕六郡之寄 （文政元. 8） 竪冊

A2～4 〔備後郡村誌〕沼隈郡〔分郡〕弐拾八ケ村 （文政元. 8） 竪冊

A5・6 〔備後郡村誌〕深津郡　弐拾壱ケ村 （文政元. 8） 竪冊

A7・8 〔備後郡村誌〕安那郡　拾八ケ村 （文政元. 8） 竪冊

A9～12 備後郡村誌〔沼隈郡〕 （文政元. 8） 竪冊

A13・14 〔備後郡村誌〕品治郡　弐拾三ケ村 （文政元. 8） 竪冊

A15～18 〔備後郡村誌〕芦田郡　弐十八ケ村 （文政元. 8） 竪冊

A19・20 布留之高橋　上・下（2冊）
※文政 9年写本

橋本稲彦 竪冊

A21 神祇官御年貢進社事 永万元. 6 巻子

A21 神祇官御太刀神馬事 永正10・大永 5 巻子

A22 最勝光院領年貢散用注進状 正中2. 3 巻子

A23 後宇多院脱屣部類記 弘安10 竪冊

A24 安芸国神名帳

A25 源義満公厳島詣記 康応元 竪冊

A26・27 厳島道芝記　壱～七 元禄15. 3 竪冊

A28 厳島図 巻子

A29 安芸国厳島勝景図 元禄 2 折本

A30・31 備後国太田庄関係文書（4軸）
※宝簡集1・6・7・8の影写

A32 備後国名勝巡覧大絵図 万延元 一紙

A33 大内殿掟別札類 竪冊

A34 千家古文書 竪冊

A35 伊予乗禅寺古文書写 竪冊
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A36～40 筑後国古文書　一～五 竪冊

A41 筑後国西牟田村寛元寺文書 竪冊

A42 宇佐大神宮縁起 竪冊

A43 河野家文書
※河野敏鎌関係文書

P92
4 慶應義塾大学医学情報センター所蔵富士川文庫

A1 師談録
※安政 3年8月写本

土生玄碩 竪冊

P92
5 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫

–1 浜野文庫
–2 書翰類

P92
5–1 浜野文庫

A1 六郡巡〔抄〕
※天保 9年11月写本

菅茶山稿 竪冊

A1 備後国福山領検地窮帳　全 元禄12. 3 竪冊

A1 福山御城主松平下総守様御家中分限帳
※宝永 2年写本

元禄13. 9 横半

A1 福山御城中御目附用記 （享和元以降） 五藤八郎右衛門 竪冊

A2 御当家諸士昔事録　巻之一～三（3冊）
※天保 6年10月写本

竪冊

A3 御家伝記 竪冊

A3 阿部氏歴代親族諡書
※安政 4年8月写本

享和元. 9 三浦長連 竪冊

A3 悔堂乱稿
※耕余集

河村悔堂 竪冊

A3 霞亭摘藳 （文化 3頃） 北条霞亭 刊

A3 黄葉夕陽村舎紀行　完 天保11. 5発行 河崎敬軒 刊

A4 福藩詩稿 浅川勝周輯 竪冊

A4 丙子吟稿 文化13～文政 2 竪冊

A4 三原梅見の記 文化10. 3 桑田孝 竪冊

A4 広陵雑詞　全 明治14. 1刊 山県篤蔵編 刊

A4 漢呉音図　上・中・下〔抄〕（3冊） 文化12. 5 太田方述 竪冊

A5 備後古城記 竪冊

A5 福山城開基覚
※慶応 2年3月写本

竪冊

A6 備後風流名産記
※天保 8年2月写本

竪冊

A6 福藩碑文集　一・二（2冊） 竪冊
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A7 基利斯督記　上・下（2冊） 寛政 9. 5 太田全斎 竪冊

P92
5–2 書翰類

A1～4 書翰類（251通） 一紙

A1 　　菅茶山宛諸家書簡（152通） 　→菅茶山

A2・3 　　菅晋宝書翰（3通） 10.19・4.29. 5・11 　→菅波養助

A2 　　菅茶山書翰（2通） 　→西山拙斎・北条霞亭

A2 　　魚譜諸方へ遣し候書状扣 3. 8 菅茶山・堯佐・三

A2・3 　　頼春風書翰（2通） 2. 9・8.29 　→藤井暮庵・菅茶山

A2 　　佐沢太郎宛書翰（7通） 栗山治郎兵衛他

A2 　　杉亨二書翰 8 　→佐沢元太郎

A2 　　若林新七書翰（5通） 　→藤井源右衛門他

A2 　　坂田丈平書翰（4通） 7.14・7.15・
8. 9・2. 1

　→池田常太郎

A2 　　阿部正盛書付
※祝儀贈給に付

7.21 　→新居頼母

A2・4 　　北条霞亭宛諸家書翰（48通）

A2 　　門田朴斎漢詩 門田朴斎

A2 　　五弓豊太郎書翰 4.10 　→林鶴梁

P92
7 厚生省援護局所蔵資料

B1 原爆資料〔抄〕 引揚援護局中国駐在事務所 竪冊

◦戦災患者取扱ニ関スル件通牒 昭和20. 8 広島第一陸軍病院長→各分院長

◦衛生速報　写 昭和20. 9. 1 中国軍管区司令部→各隊高級医
官・各病院長

◦原子爆弾傷ノ治療法ニ関スル件通牒 昭和20. 9. 6 広島第一陸軍病院長→櫛ケ浜分
院長

B2 原爆に関する書類綴〔抄〕 昭和22. 7.24～
昭和32頃

引揚援護局中国駐在事務所（の
ち厚生省中部復員連絡局広島支
部）

竪冊

C1 局誌 昭和22.12 宇品引揚援護局 刊

C2 援護局誌 宇品引揚援護局大竹出張所 刊

P92
10 国文学研究資料館史料館所蔵文書

–1 祭魚洞文庫旧蔵史料
–2 大阪加嶋屋長田家文書
–3 その他
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P92
10–1 祭魚洞文庫旧蔵史料

A1・2 川堀・新開普請書類控 安政 4～明治 2 内海村庄屋為三郎 竪冊

A3 地方物産沿革　官庁稿本〔抄〕
※漁業組合規約・岩倉牛

（明治39以降） 竪冊

A3 垂下式養蠣試験〔抄〕 （昭和元以降） 広島県水産試験場 竪冊

A3 漁場慣行届写 明治19. 7.30 佐伯郡漁業惣代 竪冊

A3 万覚記　天保五年午正月改　大和屋
※男女出替之節申渡覚書・仕事覚・田
畑仕付覚・祭礼覚・たべ物覚・男女
仕着物

横半

A3 鯛桂網漁業　東京湾・八手網漁業館山
湾・四艘張網漁業　三重県宿田曽・鰮舟
引網漁業　広島県倉橋島・片手網漁業　
九十九里ヵ浜〔抄〕

竪冊

P92
10–2 大阪加嶋屋長田家文書

大名御用（福山藩）

A3 〔阿部備中守蔵屋鋪名代明石屋庄右衛門
買米貸附銀滞ニ付無利年賦証文〕

安永 6. 2 明石屋庄右衛門→加嶋屋作兵衛 一紙

A3 〔阿部伊勢守様年賦銀請取証文〕（3通） 天保10.11 紀州有田郡栖原村久寺忠五郎他
→大坂加嶋屋作兵衛支配人中

一紙

　　〔阿部伊勢守様年賦銀渡リ方願一件若山
貴志屋平右衛門書翰〕

天保10.11.23 きしや平右衛門→加嶋屋店衆中

A3 〔福山藩月割調達金四家割合規定書并巳
冬元入滞分返済約定書〕覚（2通）

午4 半田勘六他→長田作兵衛他 一紙

A3 〔福山藩名代明石屋庄次郎布屋町続屋鋪
家質差入ニ付同藩役人連印〕　一札之事

明治 4. 1 松浦郡宋他→長田作兵衛 一紙

A3 〔福山藩名代明石屋庄次郎土佐堀壱丁目
旧藩邸家質差入ニ付藩役人連印〕一札之
事

明治 4. 1 松浦郡宋他→長田作兵衛 一紙

A3 〔此度大坂藩邸上地処分ニ付家質分旧藩
債加之儀達書〕

明治 5. 2.30 元福山県→長田作兵衛 一紙

A3 阿部豊後守様 五人扶持拝領之御書付 明和 7. 5.23 　→加嶋屋作兵衛 一紙

A3 阿部豊後守様 御扶持方七人分被下置候
御目録

寛政元. 9 一紙

大名御用（広島藩）

A1 芸州御紙割賦鬮高・心附控 寛政 7～文政 2 横半

A1 御紙請払一件申遣覚 文化 5 岩井屋仁兵衛 横長

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 大組89名・小組39名→芸州蔵
屋敷役人中・加嶋屋作兵衛

一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 （江戸方組ヵ）106名→同上 一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 今橋組80余名→同上 一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 三郷組他120名→同上 一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 組頭長浜屋他→同上 一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 尼ケ崎町組28名・船町組18名・
塩屋組27名→同上

一紙

723



東京都／国文学研究資料館史料館（大阪加嶋屋長田家文書）（P92�10–2） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 布紙組・梶木町組6名・中嶋屋
組4名→同上

一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 平播紙組→同上 一紙

A1 〔芸州御蔵三好御紙買請請負証文〕一札 文化 6. 4 吉野屋組31名・中組38名・伏見
組11名・美濃屋組11名→同上

一紙

A1 〔芸州小方塵紙蔵元相勤候儀頼談一件書
類〕

文政 3 包

A1 ◦長田作兵衛書翰下書
※小方塵紙蔵元免許願

文政 3.11 　→田中雄平他 一紙

A1 ◦小方塵紙一件取為替書付下書 文政 3.11 石津五六九他→長田作兵衛 一紙

A1 ◦長田作兵衛願書に付福原周蔵添状 文政 4. 2.16 　→彦七他 一紙

A1 ◦佐久間栄之介・河北敬助・田中雄平書
翰
※小方塵紙蔵元免許願に付返書

文政 3.12.15 　→長田作兵衛 一紙

A1 ◦長田作兵衛願書下書
※広島藩紙奉行石津五郎九と議定の
件証文拝領に付

　→串田弥介他 一紙

A1 〔小方塵紙一件取為替書付〕 文政 3.11 林九平次他→長田作兵衛 一紙

A2 御鉄一件申送覚 辰（文化 5ヵ）11 岩井屋仁兵衛 横長

A2 〔西城鉄預リ切手〕（11枚のうち2枚） 午（文化 7ヵ）12. 6・19 長田作兵衛→備後屋喜六他 一紙

A2 〔西城鉄代金請取切手〕（18枚のうち6枚） 未（文化 8ヵ）8. 6～8 長田店→備後屋喜六他 一紙

A2 〔西城鉄預リ切手〕（9枚のうち1枚） 未（文化 8ヵ）4 長田作兵衛→備後屋喜六 一紙

A2 〔加計鉄預リ切手〕 未（文化 8ヵ）8.22 長田作兵衛→鉄屋寄兵衛 一紙

A2 〔広嶋御合力米御増方御達書〕 文政 4.11 　→長田作兵衛 一紙

A2 〔御掛屋料被下御達書付〕 　→長田作兵衛 一紙

A2 広嶋御屋鋪御勘定奉行筒井極人殿登坂之
砌此度御国下し御用被仰付候節御達書并
ニ御加増百俵御目録入（1包〈2通〉）

文政10.11 　→長田作兵衛 一紙

A2 〔加嶋屋作兵衛芸州御国下し金銀御用被
仰付之節手代弥十郎江被下銀目録〕（2
通）

（文政10.11頃） 　→作兵衛手代弥十郎他 一紙

A2 〔芸州国許下シ金銀御用執計方ニ付勘定
方役人内談書〕

（文政10）.11 一紙

A2 芸州月仕送銀証文（3通） 午12.16・卯12.30・
6. 6

芸州銀方→長田御店 一紙

A2 〔芸州御借入銀取替一条御頼談ニ付館人
中懸合書翰〕（9通）

一紙

A2 ◦江川庄作書翰
※芸州様の義に付面談を乞う

2.27 　→加島屋九八郎他

A2 ◦江川庄作金子借用証文 巳11.30 　→加嶋屋彦兵衛

A2 ◦江川庄左衛門書翰
※金子取替額

9.17 　→加嶋屋九八郎

A2 ◦塩地伴右衛門書翰 10.21 　→加嶋屋九八郎

A2 ◦今井直次書翰
※利足につき同様の処置を願う

11. 6 　→加嶋屋九八郎

A2 ◦今井直次書翰
※融通・振替願に付

10.22 　→加嶋屋九八郎

A2 ◦江川庄作書翰
※金子持参謝礼・来訪願

11.30 　→喜兵衛
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A2 ◦江川庄作書翰
※芸州様の義に付面談を乞う者あ
り，来訪を願う

1.30 　→加嶋屋九八郎他

A2 ◦江川内阿部佐市書翰
※芸州様調達銀に付

12.26 　→加嶋屋芳治郎

A2 〔芸州様へ調達加入銀預り証文〕（3通） 安政 6. 3／文久 3.12.29
／元治元.10

江川庄作他→加嶋屋作兵衛他 一紙

A2 〔卯暮調達銀〕覚
※山中・長田・平瀬・井上より

辰5 一紙

A2 〔旧借口々元利取約改借金年賦返弁之通
帳〕覚

明治 4. 7 広島藩大坂出納方→雑賀屋嘉助 一紙

A2 〔旧借口々元利取約改借金年賦返弁之通
帳〕覚

明治 4. 7 広島藩大坂出納方→加嶋屋作次
郎

一紙

A2 〔広島県年賦割下ケ通面之内金請取証〕 明治 5. 4 田中常次郎→長田御店 一紙

A2 〔広嶋蔵借銀返済方〕定証文之事 明和 2. 4 広嶋蔵→浜中・上間屋中 一紙

大名御用（藩名未詳分）

A3 〔伊木若狭借入金丑 未年迄元利算用書〕 一紙

堂島浜方（米方両替）

A2 〔亥年広島先納口銭銀請取〕覚 戌11. 8 武兵衛→加嶋屋武兵衛 一紙

A2 〔広嶋蔵先納加入銀御証文直名前切替被
下ニ付〕一札之事

明和 7.10.23 加嶋屋太右衛門→加嶋屋作兵衛 一紙

A3 〔備後蔵浜方年賦先納銀相印〕覚 寛政10.12 浜中→米屋儀助 一紙

A3 〔備後蔵浜方年賦先納銀相印〕覚 寛政10.12 浜中→大坂屋熊之助 一紙

A3 福山蔵先納切手
※30俵切手

福山蔵 一紙

A3 福山蔵会所先納切手
※備後上米30俵切手

福山蔵会所 一紙

A2 〔広嶋御蔵先納年賦銀加入名前之儀米屋
杢右衛門ニ書替差紙〕一札

明和 2.12 二本松町阿波屋藤兵衛他→加嶋
屋作兵衛

一紙

A2 〔広嶋先納年賦残リ元油屋三郎兵衛江譲
渡ニ付加入名前切替差紙〕一札

安永 4. 8 淀屋半右衛門→加嶋屋作兵衛 一紙

A2 〔中国・広嶋蔵先納加入年賦銀残リ元加
嶋屋嘉七江売渡ニ付帳名前書替〕一札（2
通）

安永 5. 3.30 堺戎嶋斗屋三太郎→加嶋屋嘉七
他

一紙

A2 〔広嶋・中国蔵先納加入年賦銀残り元嶋
屋松之助江譲渡ニ付名前切替差紙〕覚

安永 8. 1 松屋長四郎→加嶋屋作兵衛 一紙

諸商用（貸附）

A3 岩井屋れゐ・仁兵衛銀子借用証文 天保 3.12・天保 7. 3. 5 岩井屋れゐ他→加嶋屋作兵衛他 一紙

官省・府県方御用（府県為替方）

A3 〔広島県御金穀出納御用取扱願書案〕 明治 5. 9 鴻池代早川小三郎他→広島県庁 竪冊

諸商社・会社

A3 蔵入為替金取組
※広島物産引受問屋

明治11. 5 竪冊

A3 〔広島産物引受問屋開業ニ付船為替取組
契約為取替証書〕

明治11. 6. 5 中島本町木村敬介他→兵庫県下
内外用達会社大坂出張所社長栄
田金兵衛

竪冊

藩債処分

A2 〔旧広島藩貸付銀取調書〕 冊

A2 旧広嶋藩証文口々勘定書 竪冊
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P92
10–3 その他

A1 徴古雑抄　安芸　厳島文書一 小杉榲邨 竪冊

A1 徴古雑抄　安芸　厳島文書二 小杉榲邨 竪冊

A2 徴古雑抄　安芸　厳島文書三 小杉榲邨 竪冊

A2 徴古雑抄　安芸　厳島文書四 小杉榲邨 竪冊

A64 徴古雑抄　備後　浄土寺文書・福山史所
載古文書・沼名前神社御鎮座記伝

小杉榲邨 竪冊

A9～11 寺院明細帳（一）　広島市・尾道市・呉
市・安芸郡

大正期 文部省 竪冊

A12・13 寺院明細帳（二）　福山市・安佐郡・深
安郡

大正期 文部省 竪冊

A14～16 寺院明細帳（三）　豊田郡・芦品郡・甲
奴郡

大正期 文部省 竪冊

A17～19 寺院明細帳（四）　沼隈郡・賀茂郡 大正期 文部省 竪冊

A20～23 寺院明細帳（五）　御調郡・世羅郡・高
田郡

大正期 文部省 竪冊

A24・25 寺院明細帳（六）　比婆郡・双三郡 大正期 文部省 竪冊

A26 寺院明細帳（七）　追加 大正期15～昭和15 文部省 竪冊

A27 仏堂明細帳（一）　広島市・尾道市 大正期 文部省 竪冊

A28・29 仏堂明細帳（二）　佐伯郡・安佐郡 大正期 文部省 竪冊

A30～32 仏堂明細帳（三）　高田郡・安芸郡 大正期 文部省 竪冊

A33・34 仏堂明細帳（四）　賀茂郡（二） 大正期 文部省 竪冊

A35～37 仏堂明細帳（五）　御調郡 大正期 文部省 竪冊

A38・39 仏堂明細帳（六）　世羅郡（一） 大正期 文部省 竪冊

A40・41 仏堂明細帳（七）　世羅郡（二） 大正期 文部省 竪冊

A42・43 仏堂明細帳（八）　深安郡（一） 大正期 文部省 竪冊

A44・45 仏堂明細帳（九）　深安郡（二） 大正期 文部省 竪冊

A46・47 仏堂明細帳（十）　深安郡（三） 大正期 文部省 竪冊

A48・49 仏堂明細帳（十一）　沼隈郡（一） 大正期 文部省 竪冊

A50・51 仏堂明細帳（十二）　沼隈郡（二） 大正期 文部省 竪冊

A52・53 仏堂明細帳（十三）　芦品郡（一） 大正期 文部省 竪冊

A54・55 仏堂明細帳（十四）　芦品郡（二） 大正期 文部省 竪冊

A56・57 仏堂明細帳（十五）　神石郡（一） 大正期 文部省 竪冊

A58～60 仏堂明細帳（十六）　甲奴郡 大正期 文部省 竪冊

A61～63 仏堂明細帳（十七）　双三郡 大正期 文部省 竪冊

P92
11 国立公文書館所蔵公文書

–1 太政類典
–2 公文録
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P92
11–1 太政類典

※全巻マイクロフィルムで収集。

P92
11–2 公文録

※広島県関係を抄録。

A1 神祇官之部　戊辰六月至十二月

A1 ◦ 37　勅祭神社制札並諸国神職継目申渡受状案ノ儀ニ付上申

A1 ◦ 41　神職継目等ノ儀御布告伺

A1 諸侯之部　浅野　広島　一　戊辰自正月至八月

A1 ◦ 1　襪被廃御達

A1 ◦ 2上　祖父備後守死去届

A1 ◦ 2下　浅野隼人同友三郎勤王志願ノ儀歓願ニ付上申

A1 ◦ 3　浅野友三郎陣屋内へ長州人入込候儀ニ付上申

A1 ◦ 4　播磨外三ケ国取調被仰付御達

A1 ◦ 5　備中国阿辺川以西備後国福山初幕領順逆向背取糾届

A1 ◦ 6　備中国阿辺川以西鎮撫ノ儀ニ付伺

A1 ◦ 7　二条城太政官代御内玄関脇へ供溜取建ノ儀願

A1 ◦ 8　親王宮門跡方へ途中行逢候節礼節ノ儀

A1 ◦ 9　浅野隼人同友三郎播州赤穗郡領地人民鎮撫ノ儀同

A1 ◦ 10　浅野隼人同友三郎江戸ヨリ上京届並同人歎願書上申

A1 ◦ 11　国役金上納御猶予願

A1 ◦ 12　作州津山触下被仰付御達

A1 ◦ 13　大坂市中取締免市中巡邏被仰付御達

A1 ◦ 14　登城ノ節日暮口柵門通行ノ儀伺

A1 ◦ 15　新少将太政官代行幸御先廻被仰付候所所労ニ付難罷出届

A1 ◦ 16　脱藩加藤伝一郎御引渡願

A1 ◦ 17　弟式部四男峰槌二男ニ致度願

A1 ◦ 18　備中国七ケ駅人馬賃銭割増ノ儀ニ付願

A1 ◦ 19　茂勲供連人数申出

A1 ◦ 20　聖護院村於テ調練可致御達

A1 ◦ 21　東京滞在ノ者取調ニ付申出

A1 ◦ 22　茂勲帰国御暇願

A1 ◦ 23　浅野隼人家族ノ者東京引払帰邑届

A1 ◦ 24　三方村綾瀬橋御固メ被免御達

A1 ◦ 25　蝦夷地開拓御下問答議

A1 ◦ 26　徴兵ノ儀ニ付伺
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A1 ◦ 27　浅野隼人同友三郎徴兵軍資金差出方ノ儀伺

A1 ◦ 28　浅野隼人同友三郎ヘ御無沙汰御用等ノ節御達方ノ儀ニ付願

A1 ◦ 29　厳島社務棚守将監幤物献上等ノ儀願出候付上申

A1 ◦ 30　弟式部三男元次郎ヲ阿部主計頭養子ニ差遣候願

A1 ◦ 31　浅野隼人同友三郎本領安堵被仰付候付御礼廻勤等ノ儀伺

A1 ◦ 32　佐々木久登御雇御免ノ儀ニ付伺

A1 ◦ 33　明細書指出

A1 ◦ 34　蒸気艦器械破損ニ付国許へ引取届

A1 ◦ 35　浅野友三郎領地播州陣屋ニ在来ノ金子御引渡ノ儀願

A1 ◦ 36　茂勲議定職会計事務職輔被免

A1 ◦ 37　当春戦争死亡ノ者之届

A1 ◦ 38　植田与左衛門徴兵被仰付御達

A1 ◦ 39　清和院家役人内田禎之助外一名播州浅野友三郎知所へ罷越勧化申立候
儀ニ付伺

A1 ◦ 40　内海専次郎倉敷県知事被免島田泰雄外一名判事被仰付心得達

A1 ◦ 41　神戸在留英人「ムラクモール」雇入繰練伝習願

A1 ◦ 42　鎮撫所ノ内備中国哲多郡郷士矢吹八次郎献米願出ニ付上申

A1 ◦ 43　分家徴兵軍資金差出方ノ儀伺

A1 ◦ 44　一橋大納言藩屏列被仰付候付備中国陣屋トモ可引渡御達

A1 ◦ 45　備中笠岡陣屋附元代官手附山中武右衛門備中国美作国ノ内開地等ノ儀
見込申出候付上申

A1 ◦ 46　二条河東聖護院村領岡崎村領ノ内蜂須賀阿波守へ護渡届

A1 ◦ 47　安芸国日通寺役僧永承外一名江戸表へ罷越候付印鑑御渡願

A1 ◦ 48　上杉弾正養母へ附人トシテ差遣置候長谷川半弥等引取方ノ儀ニ付上申

A1 ◦ 49　二男峰槌ヲ亀井隠岐守養子ニ差遣度願

A1 ◦ 50　御即位ニ付公議人恐悦可申上御達ノ所未ダ上京不仕旨届

A1 ◦ 51　逆浪ニテ万年鑑砂原へ吹上候儀ニ付拝借金願

A1 ◦ 52　家来島養伯等他邦往返ニ付印鑑御渡願四通

A2 諸侯之部　浅野　広島　二　自戊辰九月至己巳六月

A2 ◦ 1　去寅年旧幕兵屯集ノ節遣残兵粮米預置候分宿駅入費等ニ遣払届

A2 ◦ 2　養祖母病気ニ付東京滞留願

A2 ◦ 3　節（節）位ニ付献上物差上済届并改元ニ付参賀等ノ儀申出

A2 ◦ 4　西本清介徴士被仰付請書

A2 ◦ 5上　家来東京往返印鑑御渡願六通

A2 ◦ 5下　領地判物差出

A2 ◦ 6　新潟表ヘ霊魂場御築営ニ付石燈籠献備願

A2 ◦ 7　同姓近江守公議人並公用人本家ヨリ兼ノ儀伺

A2 ◦ 8　藤井幸之進御雇被仰付御達

A2 ◦ 9　国枝岩次郎同上

A2 ◦ 10　石井正敏外一名公議人申付届

A2 ◦ 11　家来世良正之助等東京往返印鑑御渡願四通
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A2 ◦ 12　豊安丸帰港乗組ノ者交代ノ上回艦願

A2 ◦ 13　辻将曹徴士被免御達

A2 ◦ 14　越後蒲原郡鈴木隼人外一名神祇官於テ御奉公ノ儀願出候付伺

A2 ◦ 15　臼井徳太郎御雇被仰付御達

A2 ◦ 16　高田瀧蔵病気全快ニ付徴兵トシテ差出届

A2 ◦ 17　家来松島徳之丞等往返ニ付印鑑御渡願六通

A2 ◦ 18　高屋久登同姓近江守公用人申届

A2 ◦ 19　茂長茂勲改名届

A2 ◦ 20　山田修平外一名御雇被仰付御達

A2 ◦ 21　小谷恂之助同上

A2 ◦ 22　家来高橋唯之助等往返ニ付印鑑御渡願二通

A2 ◦ 23　小人文久郎外二名脱走届

A2 ◦ 24　長勲並近江守上京届

A2 ◦ 25　長訓隠居長勲家督相続願

A2 ◦ 26　軍資金上納願

A2 ◦ 27　家来井上勝従等往返印鑑御願十六通

A2 ◦ 28　長勲参与職被仰付御達

A2 ◦ 29　同人参与職辞表

A2 ◦ 30　豊安丸品海着港届

A2 ◦ 31　長勲病気ニ付帰邑療養願

A2 ◦ 32　長訓安芸守辞表

A2 ◦ 33　長勲安芸守ニ転任願

A2 ◦ 34　田中助左衛門御雇被仰付請書

A2 ◦ 35　備後国三谿郡神職伊藤越後ヨリ千早彦神社神号宣旨ノ儀願出ニ付上申

A2 ◦ 36　浅野隼人同友三郎京都居住願

A2 ◦ 37　参与職被免議定職被仰付御達

A2 ◦ 38　権中納言従ニ位叙任宣旨

A2 ◦ 39　癸丑以来殉死ノ者無之届

A2 ◦ 40　千本屋敷ノ内建替ノ儀伺

A2 ◦ 41　兵隊着京届

A2 ◦ 42　元所司代屋敷拝借願

A2 ◦ 43上　堀川屋敷門前番所并馬建解払ノ儀伺

A2 ◦ 43下　実子男子無之者養子願ノ儀ニ付伺

A2 ◦ 44　領地蔵入取調御猶予願

A2 ◦ 45　厳島社務棚守将監ヨリ御撫物返献等ノ儀伺出候付上申

A2 ◦ 46　海辺測量トシテ外国人揚陸粗暴箇間敷儀有之候付伺

A2 ◦ 47　浅野内記外一名実名相名乗候届

A2 ◦ 48　議定被免麝香間祇候被仰付御達

A2 ◦ 49　伏見京橋下抱屋敷地返上ノ儀伺

A2 ◦ 50　英式銃隊令詞彫刻届
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A3 諸侯之部　池田　岡山　戊辰自正月至八月

A3 ◦ 3　山陽道取調御達

A3 ◦ 12　山陽道取調脇阪淡路守等へ改被仰付御達

A3 ◦ 27　元松山領備中国下道郡久代村百姓動揺届

A3 ◦ 64　倉敷県支配所陣屋諸書類等引渡届

A3 各県之部　一五　〔倉敷県〕自戊辰至庚午

A3 ◦ 1　本県創置

A3 ◦ 28　岡山藩外二藩御預所管轄之儀達

A3 皇族之部　自丁卯十二月至戊辰十二月

A3 ◦ 47　伏見宮賀陽宮安芸少将へ御預ノ儀ニ付御達并待罪伺

A3 異宗徒之部　自戊辰三月至己巳十二月

A3 ◦ 15　浅野少将異宗ノ者病死届

A3 ◦ 26　広島藩御預ノ儀ニ付届

A3 神祇官之部　己巳自正月至四月 明治 2

A3 ◦ 10　毛利元就霊御贈号ノ儀ニ付往復

A3 民部官之部　附民部省　己巳自四月至八月

A3 ◦ 3　駅郷改正駅場心得方並取調物等ノ儀布達申立

A3 ◦ 5　諸侯領地目録御渡方ノ儀ニ付伺

A3 軍務官之部　己巳自正月至八月

A3 ◦ 45　船越洋之助外一名辞表

A3 京都兵部省之部　己巳自七月至十二月

A3 ◦ 7　百姓一揆処分ノ儀答議

A3 御東幸雑記　七　己巳

A3 ◦ 3　浅野少将御留守被仰付御達

A3 士大夫之部　一　己巳自正月至三月

A3 ◦ 26　浅野隼人東下猶予願

A3 福山藩之部　自己巳六月至辛未七月

A3 ◦ 1　阿部主計頭正桓本藩知事宣下

A3 ◦ 2　管内水災ニ付拝借金願

A3 ◦ 3　浦上村山波村入江新田開作伺

A3 ◦ 4　藩制改革ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 5　知事藩務為打合近境諸藩へ罷越候儀伺

A3 ◦ 6　城郭ヲ塀柵砲台等ニ改築ノ儀伺

A3 ◦ 7　知事出京修学ノ儀願

A3 ◦ 8　藩印拝受請書

A3 ◦ 9　無位有官ノ者ト叙爵ノ者ト順席伺

A3 ◦ 10　江木繁太郎老衰ニ付御用被免度願

A3 ◦ 11　北海道開拓地所御割渡願

A3 ◦ 12　五十川基為洋学修業米利堅国へ差遣度願

A3 ◦ 13　知事帰藩ノ儀上申
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A3 ◦ 14　西京官邸へ用弁ノ者差置其余不残引払ノ儀伺

A3 ◦ 15　常備兵制ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 16　西京用弁引払ノ儀伺

A3 ◦ 17　他管轄交渉罪人捕縛等ノ儀伺

A3 ◦ 18　石炭鉛硫黄等産出場所無之届

A3 ◦ 19　士族分家等ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 20　神社営繕ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 21　忌服ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 22　御布告書翻刻領布ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 23　服忌令撰注分釈ニ拠リ取計ノ儀伺

A3 ◦ 24　神職ノ者官職願等ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 25　神職御許状御下渡願

A3 ◦ 26　神社取調御猶予願

A3 ◦ 27　神職ノ者官職願聞届ノ儀上申

A3 ◦ 28　北海道支配地返上ノ儀願

A3 ◦ 29　癸丑以来国事関係文書差出

A3 ◦ 30　平民復籍者又ハ孤独ノ者士族卒厄介ニ致度願出ノ者士卒籍へ編入ノ儀
等伺

A3 ◦ 31　士族卒帰農商願出ノ者手当金差遣ノ儀ニ付伺

A3 ◦ 32　知事免官御達

A4 広島藩之部　一　時己巳六月至辛未七月

A4 ◦ 1　浅野中納言本藩知事宣下

A4 ◦ 2　同人帰藩届

A4 ◦ 3　同人へ賜物御達

A4 ◦ 4　元所司代邸今暫借用願

A4 ◦ 5　北海道ノ内支配地御達

A4 ◦ 6　浅野従五位京都用弁本藩於テ引請ノ儀伺

A4 ◦ 7　万年丸軍功賞与御達

A4 ◦ 8　豊安丸同上

A4 ◦ 9　知事賞級御達并辞表

A4 ◦ 10　辻将曹賞禄御達

A4 ◦ 11　在京人員取締ノ儀上申

A4 ◦ 12　知事出京伺

A4 ◦ 13　堀川邸永年借用願

A4 ◦ 14　御預人取調ニ付上申

A4 ◦ 15　摂津艦請取済届

A4 ◦ 16　知事縁組願

A4 ◦ 17　浅野従五位爵位返上等願

A4 ◦ 18　知事賞典禄奉還願

A4 ◦ 19　藩印改刻ニ付伺
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A4 ◦ 20　贋金製造員数等届并製造器械差出場所伺

A4 ◦ 21　英式銃隊令詞開板伺

A4 ◦ 22　村田文夫西洋聞見録同上願

A4 ◦ 23　御門艦札返上并艦札一枚紛失ニ付進退伺

A4 ◦ 24　浅野従四位朝観延引届

A4 ◦ 25　収租ノ内饑民へ救助米高届

A4 ◦ 26　公議人姓名届

A4 ◦ 27　御留守警衛兵隊交代届

A4 ◦ 28　功徳寺菊御紋相用候儀伺

A4 ◦ 29　古川節蔵知恵ノ環開板願

A4 ◦ 30　村田文夫海軍図識弁同書其他へ序跋附加等願

A4 ◦ 31　黒田益男出京達ニ付伺

A4 ◦ 32　帆前船達観丸薩州商人へ売却届

A4 ◦ 33　北海道支配地返上願

A4 ◦ 34　緑井村農□

A4 ◦ 35　佐伯郡草津村沖外一ケ所開墾并見合届

A4 ◦ 36　穢多□□衛門行刑届

A4 ◦ 37　佐伯郡海老塩浜外一ケ所開墾ノ儀届

A4 ◦ 38　公私邸区別届

A4 ◦ 39　外国負債詳細届

A4 ◦ 40　物産品数税額届

A4 ◦ 41　死刑人牢死ノ節処置伺

A4 ◦ 42　管内寺院本末寺号調書進達ニ付帳落寺取扱方伺

A4 ◦ 43　広瀬村無宿□吉外三名処刑伺

A4 ◦ 44　管内石炭鉛等産出場所上申

A4 ◦ 45　海軍資増上納ノ儀上申

A5 広島藩之部　二　自己巳六月至辛未七月

A5 ◦ 1　西村権大参事着京届

A5 ◦ 2　宣教掛岡田小右衛門同上

A5 ◦ 3　先年来開墾地届

A5 ◦ 4　昨午年同上

A5 ◦ 5　曽谷三右衛門四条正五位へ貸渡届

A5 ◦ 6　西村権大参事着藩届

A5 ◦ 7　奏任以上在京人員届

A5 ◦ 8　神田大参事出京直ニ帰藩届

A5 ◦ 9　古川節蔵智恵ノ環ニ編下并三編上開板伺

A5 ◦ 10　東京警衛兵隊着京届

A5 ◦ 11　村田文夫外一名外国負債ノ儀届

A5 ◦ 12　摂津艦返上并同艦備置ノ雷銃等献納願

A5 ◦ 13　貸金銀利息ノ議伺
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A5 ◦ 14　旧政府中城詰米ノ儀上申

A5 ◦ 15　貢進生市川猪三郎外一名退校ノ儀上申并代員入校届

A5 ◦ 16　海軍資午十二月分増上納ノ儀上申

A5 ◦ 17　増田貢之助処刑伺

A5 ◦ 18　兵隊転営届

A5 ◦ 19　管下駅夫出方弾台出張ノ節不都合有儀ニ付伺

A5 ◦ 20　庄原村□吉外一名処刑伺

A5 ◦ 21　午年々割上納残金へ賞典米代ヲ以差并猶予願

A5 ◦ 22　銀札預切手等ノ儀明細上申

A5 ◦ 23　駅法改正見込上申

A5 ◦ 24　波兎寿助処刑伺

A5 ◦ 25　布告類上木伺

A5 ◦ 26　士卒禁錮中ノ子弟文武稽古へ出入ノ儀伺

A5 ◦ 27　士族帰農ノ者へ山所割渡開墾ノ儀伺

A5 ◦ 28　士族等帰農資金調達ノ為家禄処分伺

A5 ◦ 29　宣教掛岡田小右衛門帰藩届

A5 ◦ 30　知事免官御達

A6 神祇官之部　庚午三月 明治 3

A6 ◦ 10　府藩県宣教御用掛可差出御達

A6 神祇官之部　庚午従五月至六月

A6 ◦ 9　藩制御下問答議

A6 神祇官之部　庚午八月

A6 ◦ 4　宣教使ヨリ府藩県宣教差出方ニ付伺

A6 神祇官之部　庚午十一月

A6 ◦ 5　諸藩宣教出京月割等御達

A6 民部省之部　庚午十月

A6 ◦ 3　福山藩支配地備後国水呑村海岸開拓伺

A6 民部省之部　庚午十二月

A6 ◦ 1　諸街道駅々附属助勤方改定御達伺

A6 大蔵省之部　庚午従十月至閏十月

A6 ◦ 2　諸藩歳出入取調出雛形布告申出

A6 民蔵両省之部　庚午自四月至五月

A6 ◦ 3　諸国村高帳取調振届

A6 ◦ 18　諸道駅川場免除地廃止ニ付明細取調布告伺

A6 兵部省之部　庚午従四月至五月

A6 ◦ 31　諸藩石高并士卒現員等雛形ノ儀往復

A6 ◦ 32　諸藩軍資金上納并別手組等ノ儀ニ付伺

A6 外務省之部　庚午十一月

A6 ◦ 4　諸藩現石高調書差廻方ノ儀往復

A6 東京府之部　庚午十二月
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A6 ◦ 15　広島藩士辻維嶽貫属御下命御達

A6 山口藩隊卒騒擾始末　一　庚午

A6 ◦ 4　広島藩境上へ出兵届

A6 ◦ 15　広島藩兵隊引揚并脱走捕縛岩国藩へ引渡届

A6 ◦ 23　広島藩ヨリ脱兵平井荘之助外五名捕縛岩国藩へ引渡届

A6 異宗徒之部　庚午自正月至十二月

A6 ◦ 4　広島藩人員請取済届

A6 ◦ 8　広島藩護送船遅延并難船入費ノ儀ニ付申出

A6 ◦ 9　同藩御預人増加ノ儀届

A6 ◦ 18　広島藩生死人員届六通

A6 ◦ 32　広島藩取扱方取調ニ付届

A7 大蔵省之部　府県廃置　辛未 明治 4

A7 ◦ 1　諸県廃置御布告伺

A7 ◦ 8　鳥取外七県被置山陽山陰両道諸県被廃御布告伺

A7 兵部省之部　辛未二月

A7 ◦ 10　広島藩太田徳太郎外一人陸軍兵学寮生徒ニ加入申立

A7 兵部省之部　辛未六月

A7 ◦ 2　船越権大丞東伏見宮家事取扱心得御達

A7 刑部省之部　辛未三月

A7 ◦ 3　広島藩原田志賀之助他官省へ出仕ノ儀往復

A7 弾圧台之部　辛未自正月至七月

A7 ◦ 6　広島藩贋貨製造ノ徒取締向京都府へ御沙汰御達

A7 ◦ 25　広島藩贋貨製造連累ノ者取糺中五名死去届

A7 ◦ 30　広島藩贋貨製造連累ノ徒二名病死届

A7 京都弾正台之部　辛未自正月至三月

A7 ◦ 25　広島藩貨幣贋造ノ徒病死検察書上達

A8 大蔵省之部　二　辛未十一月

A8 ◦ 39　深津県管轄備中国ノ内当分岡山県管轄儀伺

A8 ◦ 41　新県庁郡名地名ノ儀ニ付往復

A8 大蔵省之部　一　辛未十二月

A8 ◦ 6　元生坂元鴨方県管轄備中国ノ内当分岡山県管轄ノ儀伺

A8 文部省之部　乾　辛未自七月至十月

A8 ◦ 6　廃藩後学校休業ノ儀広島県ヨリ申出ニ付上申

A8 司法省之部　辛未自七月至八月

A8 ◦ 31　布政使広島県へ出張ノ儀ニ付御達

A8 司法省之部　辛未自九月至十月

A8 ◦ 13　贋札事件ニ付広島県出張人名届

A8 司法省之部　辛未十二月

A8 ◦ 11　広島県宝貨贋造ノ徒行刑済届

A8 ◦ 15　旧福山県大参事岡田吉顕外九名奸民妄挙ノ条
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A8 ◦ 29　広島藩知事浅野長勲贋貨ノ条

A8 東京府華族之部　下　辛未九月

A8 ◦ 38　浅野長勲同姓長訓広島県下頑民動揺ニ付帰京延引届

A8 東京府華族之部　上　辛未十月

A8 ◦ 34　阿部正桓頑民動揺ニ付帰京延引届

A8 東京府華族之部　辛未十一月

A8 ◦ 22　阿部正桓福山県頑民動揺帰京遅延ニ付待罪伺

A8 ◦ 30　浅野長勲同姓長訓儀病気快方ニ付参朝伺

A8 諸県之部　辛未自八月至九月

A8 ◦ 1　廃藩置県御達

A8 ◦ 7　浜田県広島県暴動ニ付建言

A9 左院之部　上　壬申自正月至九月 明治 5

A9 ◦ 9　府県貫属卒処分ノ儀ニ付御下問

A9 ◦ 21　下議院設立ノ儀建言

A9 大蔵省之部　一　壬申二月

A9 ◦ 9　新置諸県旧習改正御布告伺

A9 ◦ 15　各県貫属禄券帰田法廃止御布告伺

A9 大蔵省之部　一　壬申三月

A9 ◦ 10　県治条例中官員増加ノ儀ニ付御布告伺

A9 大蔵省之部　二　壬申三月

A9 ◦ 24　福山並江刺海関所免税伺

A9 ◦ 35　庄屋等ノ名義ヲ廃シ戸長改称伺

A9 大蔵省之部　一　壬申四月

A9 ◦ 10　諸県管下村々区分相廃シ一村一致ノ儀伺

A9 大蔵省之部　三　壬申四月

A9 ◦ 49　旧藩々負債ノ内公私区分ノ儀伺

A9 大蔵省之部　一　壬申六月

A9 ◦ 8　元福山県楮幣ノ儀ニ付伺

A9 ◦ 9　深津県移庁改称伺

A9 ◦ 10　深津県旧県合併伺

A9 大蔵省之部　三　壬申六月

A9 ◦ 39　広島県下厳島町改称伺

A9 ◦ 47　司法少判事安藤高旅費渡方ノ儀申立

A9 大蔵省之部　一　壬申七月

A9 ◦ 11　旧母里県士族卒帰田ノ儀ニ付伺

A9 ◦ 30　諸街道伝馬所并助郷廃止ノ儀ニ付一般へ御布告伺

A9 大蔵省之部　二　壬申七月

A9 ◦ 35　広島県下警邏施行ノ儀ニ付伺

A9 大蔵省之部　二　壬申八月

A9 ◦ 46　山繭養生ノ儀ニ付布達届
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A9 ◦ 47　県官職務ノ儀ニ付建議

A10 大蔵省之部　壬申九月

A10 ◦ 28　山口県下動揺届

A10 大蔵省之部　一　壬申十月

A10 ◦ 12　府県令参事会議伺

A10 ◦ 20　畑永納増方ノ儀布達届

A10 大蔵省之部　三　壬申十一月

A10 ◦ 51　諸街道駅々人馬賃銭滞金ニ付御布達伺

A10 司法省之部　壬申二月

A10 ◦ 6　元広島県士族田中信良御登庸ニ付申立

A10 開拓使之部　壬申自正月至五月

A10 ◦ 10　元福山藩北海道支配被免御達

A10 諸県之部　壬申正月

A10 ◦ 16　深津県下暴動届

A10 諸県之部　壬申自四月至五月

A10 ◦ 6　広島県村上定庸採用ノ儀申立

A10 ◦ 12　深津県商藤田林蔵宅へ村民共乱暴届

A10 ◦ 15　広島県震災ニテ怪我人等届

A10 諸県之部　壬申自六月至七月

A10 ◦ 2　深津県小田郡へ移庁届

A10 ◦ 12　小田県米国兵隊マステク路傍ニテ発病届

A10 ◦ 26　岡山県管下動揺始末届

A10 御巡幸　壬申

A10 ◦ 25　御揚陸ノ御次第小田県ヨリ届

A10 官員着発之部　壬申自正月至十一月

A10 ◦ 14　船越陸軍大丞外一名帰京届

A10 ◦ 16　津川直温広島表出張ノ処帰京届

A10 ◦ 43　伊達広島県参事着京届

A10 ◦ 74　益田小田県七等出仕着京届

A10 ◦ 85　西本広島県権参事着京届

A10 異宗徒之部　壬申

A10 ◦ 1　鳥取并広島県改心ノ者家族一纏ニ住居ノ儀伺ニ付大蔵省布達案伺并同省
赦免ノ儀布告伺

A10 ◦ 5　広島県悔悟ノ者長崎県郵送届

A11 陸軍省之部　明治六年起一月止二月

A11 ◦ 3　全国鎮台御改定一般へ御布告伺

A11 海軍省之部　明治六年八月

A11 ◦ 10　備後三原城堤督府用地ニ御渡伺

A11 海軍省之部　明治六年十一月

A11 ◦ 11　備後国三原城地請取并私有地買上届
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A11 大蔵省之部　一　明治六年二月

A11 ◦ 2　元福山県新造楮幣消却ノ儀ニ付伺

A11 大蔵省之部　上　明治六年五月

A11 ◦ 34　小田県下展覧会ノ儀届

A11 ◦ 48　旧県々諸費出納ノ儀是迄ノ振合ニ取計度伺

A11 大蔵省之部　一　明治六年六月

A11 ◦ 10　広島県庁設立ノ儀伺

A11 ◦ 26　広島県下大雷降雹届

A11 大蔵省之部　五　明治六年六月

A11 ◦ 12　諸県管内天災其他ノ儀届

A11 大蔵省之部　六　明治六年六月

A11 ◦ 23　村市改称及ヒ分合ノ儀ニ付布達

A11 大蔵省之部　一　明治六年七月

A11 ◦ 8　広島鎮台火変ニ付死傷届

A11 ◦ 17　広島県下雷震降雹届

A11 ◦ 18　罪人留置并入牢人賄ノ代金償却方伺

A11 大蔵省之部　四　明治六年七月

A11 ◦ 7　広島県貫属移住ノ者へ手当金下賜ノ儀伺

A12 大蔵省之部　二　明治六年八月

A12 ◦ 10　広島県下暴動届

A12 大蔵省之部　二　明治六年九月

A12 ◦ 18　広島県下洪水ノ届

A12 大蔵省之部　五　明治六年十一月

A12 ◦ 1　府県官員増員ノ伺

A12 ◦ 15　府県租税課人員姓名書差出布達

A12 大蔵省之部　三　明治六年十二月

A12 ◦ 73　広島城鎮台御用地交換伺

A12 文部省之部　明治六年十二月

A12 ◦ 34　第二十五号報告発行届

A12 司法省之部　二　明治六年三月

A12 ◦ 6　伊達広島県権令外一名待罪伺

A12 司法省之部　三　明治六年九月

A12 ◦ 8　小田県下村上周平外五名改定律例ニ照シ更ニ処刑ニ付伺

A12 司法省之部　二　明治六年十二月

A12 ◦ 50　華族浅野長勲御門鑑礼焼失ニ付待罪伺

A12 東京府華族之部　下　明治六年十二月

A12 ◦ 46　浅野長勲墓参ノ為メ広島行願

A12 諸県之部　明治六年五月

A12 ◦ 22　広島県ヨリ貫属家禄渡方ノ儀伺

A12 諸県之部　二　明治六年六月
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A12 ◦ 11　広島県下小田敬哉外二名献金願

A12 諸県之部　一　明治六年七月

A12 ◦ 11　広島県管内天変届

A12 ◦ 24　広島県下烈風高汐ノ儀届

A12 ◦ 26　広島県ヨリ養子受状ノ儀ニ付伺

A12 ◦ 39　広島県ヨリ鎮台火変ニ付届

A12 ◦ 41　広島県下洪水届

A12 ◦ 49　広島県ヨリ御布告掲示伺御指令有之儀ニ付伺

A12 ◦ 51　広島県ヨリ氏子調施行済ニ付伺

A13 諸県之部　二　明治六年七月

A13 ◦ 2　広島県下瑶動萌シ説論済届

A13 諸県之部　一　明治六年八月

A13 ◦ 5　小田県ヨリ船頭佐藤利八外三人台湾へ漂着帰朝始末届

A13 ◦ 15　広島県下暴動届

A13 ◦ 20　広島県ヨリ養父離縁並忌服ノ儀伺

A13 諸県之部　二　明治六年八月

A13 ◦ 1　広島県ヨリ地券税法施行ノ儀伺

A13 ◦ 15　広島県ヨリ養家妻死去ノ節其妹へ縁組ノ儀伺

A13 諸県之部　一　明治六年九月

A13 ◦ 19　広島県下洪水届

A13 諸県之部　一　明治六年十月

A13 ◦ 7　小田県下暴風雨届

A13 ◦ 28　広島県下出水届

A13 諸県之部　二　明治六年十月

A13 ◦ 7　小田県ヨリ府県官中典事被廃更ニ官制改革ニ付伺

A13 ◦ 8　広島県ヨリ同上

A13 諸県之部　一　明治六年十一月

A13 ◦ 1　小田県下風雨破堤倒家死傷届

A13 ◦ 18　広島県ヨリ海軍省へ三原城引渡済届

A13 ◦ 47　広島県ヨリ生年不知ノ者計算方伺

A13 ◦ 56　小田県ヨリ布告書増数御渡ノ上申

A13 ◦ 68　小田県下風水災破堤潰家死傷人ノ届

A13 官員之部　明治六年十一月

A13 ◦ 30　伊達広島県権令改印届

A13 着発忌服之部　明治六年十一月

A13 ◦ 33　伊達広島県権令帰県届

A13 異宗徒一件　明治六年自一月至五月

A13 ◦ 6　広島県外十六県へ帰籍ノ儀御達

A13 ◦ 13　広島県人員届

A13 ◦ 17　小田県同上
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A13 ◦ 26　小田県帰籍届

A14 内務省之部　一　明治七年三月 明治 7

A14 ◦ 6　広島鎮台焼失届

A14 内務省之部　一　明治七年七月

A14 ◦ 20　小田県下水損届

A14 内務省之部　三　明治七年八月

A14 ◦ 51　辛未年旧福山県暴動費用ノ儀伺

A14 内務省之部　二　明治七年九月

A14 ◦ 29　島根県下備後街道民費附替伺

A14 内務省之部　四　明治七年九月

A14 ◦ 64　小田県下支道民費修築伺

A14 内務省之部　二　明治七年十一月

A14 ◦ 22　小田県下道路修繕模様替等伺

A14 内務省之部　五　明治七年十一月

A14 ◦ 80　広島県下人民会合ノ儀伺

A14 内務省之部　一　明治七年十二月

A14 ◦ 11　広島県下高田郡村々流行病ノ節巡回医師へ手当金伺

A14 内務省之部　二　明治七年十二月

A14 ◦ 24　小田県下窮民救助伺

A14 内務省之部　五　明治七年十二月

A14 ◦ 52　小田県窮民救助ノ儀伺

A14 大蔵省之部　二　明治七年三月

A14 ◦ 30　広島城兵営建築ニ付住居為引払ノ者へ手当金ノ儀伺

A14 大蔵省之部　附録　明治七年十二月

A14 ◦ 11　節倹方法之部　広島県

A14 陸軍省之部　明治七年八月

A14 ◦ 32　各鎮台ニ於テ補欠歩兵召集ノ条

A14 ◦ 38　広島鎮台管下ニ於テ兵員徴募ノ条

A14 文部省之部　明治七年三月

A14 ◦ 29　広島師範学校へ生徒召集募ノ条

A14 ◦ 34　愛知広島新潟宮城へ外国語学校設立ノ条

A14 文部省之部　明治七年五月

A14 ◦ 8　広島語学校へ英人イルトンハック雇入之儀伺

A14 文部省之部　明治七年九月

A14 ◦ 8　広島語学校へ外国教諭壱員増雇伺

A14 文部省之部　明治七年十月

A14 ◦ 2　広島語学校教諭へ米人マンテル雇入届

A14 文部省之部　明治七年十二月

A14 ◦ 11　愛知其他外国語学校改称届

A14 ◦ 13　広島語学校教諭両名増傭伺
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A15 工部省之部　明治七年三月

A15 ◦ 17　広島鎮台失火電報届

A15 工部省之部　明治七年八月

A15 ◦ 18　広島県下電信線柱大風雨ニテ毀損届

A15 司法省之部　二　明治七年三月

A15 ◦ 33　伊達広島県権令外一人擬律失錯ニ付待罪伺

A15 司法省之部　一　明治七年十一月

A15 ◦ 8　広島県下重丸京平放火ニ付処分ノ儀伺

A15 諸県之部　明治七年一月

A15 ◦ 9　広島県合家分離等ノ儀伺

A15 ◦ 12　広島県祈年新嘗両祭礼服着用ノ儀ニ付伺

A15 ◦ 18　小田県支庁廃止届

A15 諸県之部　一　明治七年二月

A15 ◦ 24　広島県家禄奉還公布ニ付伺

A15 諸県之部　二　明治七年二月

A15 ◦ 54　広島県下管内平穏届

A15 諸県之部　明治七年三月

A15 ◦ 6　広島県ヨリ佐賀県戦地ノ報告書届

A15 ◦ 21　広島鎮台仮兵営失火届

A15 諸県之部　明治七年五月

A15 ◦ 3　小田県下平民原田市十郎伜亀太郎儀大和義挙ノ後非命ニ斃候段歎願ニ
付伺

A15 ◦ 16　広島県一覧表進達

A15 諸県之部　明治七年六月

A15 ◦ 10　広島県地誌編輯ノ儀伺

A15 ◦ 18　広島県士族家禄奉還地所御払下ノ儀ニ付伺

A15 ◦ 30　広島県庶民僧尼ト相成候際改名ノ儀伺

A15 諸県之部　明治七年七月

A15 ◦ 2　広島県脱走者ノ妻妾離縁ノ儀伺

A15 ◦ 5　広島県家督相続ノ儀数条伺

A15 ◦ 23　広島県帰省願ノ儀伺

A15 ◦ 32　小田県婦女相続ノ儀ニ付伺

A15 ◦ 34　広島県他県へ寄留中改名伺

A15 諸県之部　明治七年八月

A15 ◦ 22　広島県洪水届

A15 諸県之部　明治七年九月

A15 ◦ 27　広島県風水災ニ付死傷等概略届

A15 諸県之部　明治七年十月

A15 ◦ 1　広島県天災ニ付損傷届

A16 課局之部　明治八年三月
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A16 ◦ 40　大津寄主一御用掛採用ノ儀小田
県へ達

明治 8

A16 諸局之部　明治八年五月

A16 ◦ 2　地方官会議被仰出ノ儀御達伺

A16 ◦ 3　地方官会議ノ節傍聴免許ノ儀同上

A16 ◦ 15　地方官会議ノ儀内務省へ御達伺

A16 課局之部　明治八年七月

A16 ◦ 9　地方官会議議員ノ内滞京被仰付置候処地方事務差閊ノ趣ニ付帰県被仰付
度伺

A16 課局之部　明治八年十月

A16 ◦ 15　明治七年三府六十県賊難表上申

A16 ◦ 16　同年民費調書豊岡県外十六県分内務省へ相回候添書案

A16 寮局之部　一　明治八年十二月

A16 ◦ 11　小田県ヲ廃シ岡山県へ合併ノ儀御布告伺

A16 左院之部　明治八年自一月至四月

A16 ◦ 5　地方官会議近々開院ニ付内務大蔵両省へ見込御下問ノ儀上申

A16 元老院部附録　明治八年自四月至八月

A16 ◦ 7　岡山県士族片岡喜八建白華士族廃禄及商ニ薄ク農ニ厚クスル等ノ議

A16 ◦ 13　岡山県士族加藤次郎建白常傭兵ヲ解散スルノ議

A16 元老院之部附録　明治八年十月

A16 ◦ 17　広島県平民伊藤晋一建白人民実印ヲ明了ニスルノ議

A16 ◦ 21　岡山県士族片岡喜八建白商ヲ廃シ一般農ニ帰スルノ議

A16 元老院之部附録　明治八年十一月十二月

A16 ◦ 4　岡山県士族森澤徳夫建白征韓ノ議

A16 ◦ 26　岡山県士族岡本巍建白風俗ヲ正スノ議

A16 陸軍省之部　明治八年六月

A16 ◦ 7　六管鎮台表国事兵額並分表刻成届

A16 陸軍省之部　明治八年十月

A16 ◦ 8　六管鎮台職官表改訂刻成届

A16 文部省之部　明治八年二月

A16 ◦ 19　広島英語学校へ英人ウオートル、レーネル雇入届

A16 文部省之部　明治八年五月

A16 ◦ 15　広島英語学校教諭英人「トーマスべりヤ」雇入届

A16 文部省之部　明治八年六月

A16 ◦ 14　広島英語学校へ英人ゼオジイートン雇入届

A16 文部省之部　明治八年自八月至九月

A16 ◦ 21　広島英語学校教諭英人レーネル傭継届

A16 文部省之部　明治八年十月

A16 ◦ 2　広島師範学校敷地需用ノ儀伺

A16 ◦ 16　広島英語学校敷地買収ノ儀伺

A16 文部省之部　明治八年自十一月至十二月
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A16 ◦ 12　広島英語学校教諭英人アムスデン雇入届

A17 教部省之部　明治八年十一月

A17 ◦ 4　沼名前神社遷坐入費ノ儀ニ付伺

A17 工部省之部　明治八年三月

A17 ◦ 20　福山港ヨリ小樽迄電機落成試通信ノ条

A17 内務省之部　一　明治八年一月

A17 ◦ 14　明治六年ヨリ同七年マテ各府県斃牛頭数等ノ届

A17 ◦ 17　広島県支庁地所官有林第二種へ組込伺

A17 内務省之部　二　明治八年一月

A17 ◦ 28　小田県窮民救助伺

A17 内務省之部　五　明治八年一月

A17 ◦ 69　広島県下白島村道路民費取開伺

A17 内務省之部　一　明治八年二月

A17 ◦ 10　府県宿駅廃合ノ儀ニ付伺

A17 内務省之部　二　明治八年二月

A17 ◦ 30　小田県下河港道路修繕入費省略ノ儀上申

A17 内務省之部　三　明治八年二月

A17 ◦ 41　七年中各県水害救助貸下米金並治水臨時費概算表上申

A17 ◦ 55　広島城内居住ノ貫属移転等処分並三ノ丸地所ノ儀伺二通

A18 内務省之部　四　明治八年二月

A18 ◦ 62　元広島県権令伊達宗興事務引継ノ儀上申

A18 ◦ 73　広島県捕亡小岩井規太郎療治料伺

A18 内務省之部　六　明治八年三月

A18 ◦ 121　広島県官員増置伺

A18 内務省之部　三　明治八年四月

A18 ◦ 43　小田県懲役場手狭ニ付地処買上伺

A18 ◦ 48　広島県下新川成敷地潰畝ノ儀伺

A18 ◦ 67　小田県下失火ノ節焼死者へ手当金ノ儀伺

A18 内務省之部　七　明治八年四月

A18 ◦ 129　広島県下学校雇外国人遊歩地ノ儀伺

A18 内務省之部　四　明治八年五月

A18 ◦ 75　小田県増官員伺

A18 内務省之部　五上　明治八年五月

A18 ◦ 87　広島城二ノ郭内立退ノ貫属へ宿料仕向ノ儀伺

A18 内務省之部　三　明治八年六月

A18 ◦ 68　広島県陸軍省兵営用地同省破約ノ末ノ儀ニ付上申

A18 内務省之部　五　明治八年七月

A18 ◦ 111　小田県下養水路潰地買上届

A18 内務省之部　五　明治八年八月

A18 ◦ 81　旧広島藩戊辰ノ役賞典分与ノ儀伺
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A19 内務省之部　四　明治八年九月

A19 ◦ 87　広島県士族士肥豊太郎外一人戊辰ノ役賞典分与ノ儀ニ付伺

A19 内務省之部　一　明治八年十月

A19 ◦ 22　広島県下招魂社経費ノ儀伺

A19 内務省之部　五　明治八年十月

A19 ◦ 107　広島県平民石津蔵六軍賞伺書へ指令文上問ニ付伺

A19 内務省之部　一　明治八年十一月

A19 ◦ 15　広島城内旧遷喬舎陸軍省へ引渡ニ付代償渡方伺

A19 大蔵省之部　一　明治八年三月

A19 ◦ 2　広島県出納取調ノ儀ニ付上申

A19 大蔵省之部　三　明治八年五月

A19 ◦ 61　広島県出納主任ノ官員相当処分ノ儀御指令ノ末同県へ示令案伺

A19 大蔵省之部　三　明治八年九月

A19 ◦ 34　華族阿部正桓旧藩償却ノ為メ家禄ノ内ヲ以テ差出候金額及償却残等処
分方ノ儀上申

A19 ◦ 49　広島県士族熊谷直達始メノ秩禄公積証書盗難ニ罹ルノ条

A20 大蔵省之部　四　明治八年九月

A20 ◦ 63　七年家禄賞典禄支給変更調書

A20 大蔵省之部　五　明治八年十月

A20 ◦ 38　広島県下鉄山ノ儀上申

A20 大蔵省之部　二　明治八年十一月

A20 ◦ 32　広島県下鉄山処分ノ儀伺

A20 ◦ 47　広島県士族熊谷直達等盗難ノ公積証書露顕ノ条

A20 大蔵省之部　一　明治八年十二月

A20 ◦ 15　華族浅野長勲旧広島藩兵隊ノ内戦死跡へ賞典禄分与伺

A20 ◦ 16　阿部正桓賞典禄分与心得方伺

A20 司法省之部　明治八年一月

A20 ◦ 1　広島県へ裁判所設置ノ儀同県権令建議ニ付上申

A20 ◦ 5　広島県下重丸京平処分ノ儀ニ付再伺

A20 司法省之部　明治八年三月

A20 ◦ 18　広島県管下重丸京平断罪減等伺済ノ末処断届

A20 ◦ 25　矢野小田県権令外一人官林檀伐代金ヲ官没賍金ニ組込ニ付待罪伺

A20 司法省之部　明治八年十月

A20 ◦ 19　白浜広島県参事処刑罪案擬律失錯ニ付待罪伺

A20 司法省之部　明治八年十二月

A20 ◦ 28　元小田県参事益田包義六等判事兼勤存否ノ儀照会

A20 三府之部并華族　明治八年一月

A20 ◦ 17　浅野長勲伯父懋績三男栄槌ヲ広島県士族浅野敬三弟ニ差遣度願

A20 諸県之部　明治八年自一月至二月

A20 ◦ 12　小田県一覧表上呈　表別輯
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A20 ◦ 13　広島県へ阪谷素政表課御用掛申付ノ儀達

A20 諸県之部　明治八年自三月至四月

A20 ◦ 2　広島県徴兵令改正布告ノ儀ニ付伺

A20 ◦ 4　広島県士族久保田新霊元天皇御宸筆等ノ賜物奉還伺

A20 ◦ 13　広島県支庁廃止届

A20 ◦ 29　広島県華士族家督相続ノ儀ニ付伺

A21 諸県之部　明治八年六月

A21 ◦ 16　岡山県参事石部誠中地租改正御用中ニ付会議ノ節代理トシテ権参事西
毅一出京為致候儀上申

A21 ◦ 29　小田県区長林孚一外一名出京届

A21 諸県之部　明治八年七月

A21 ◦ 13　広島県養男養女等受状ノ儀ニ付伺

A21 ◦ 18　小田県元陸軍中尉坂井果採用届

A21 ◦ 24　広島県氏神守札授受差止メ届

A21 諸県之部　明治八年自十月至十一月

A21 ◦ 9　小田県判任官記式ノ儀伺

A21 ◦ 28　小田県参事益田包義同県事務受取届

A21 諸県之部　明治八年十二月

A21 ◦ 1　広島県諸官員父母ノ祭日ニ付賜暇ノ儀伺

A21 着発忌服部　明治八年三月

A21 ◦ 45　華族浅野長勲外二名忌服届

A21 着発忌服部　明治八年九月

A21 ◦ 33　藤井広島県権令出京届

A21 着発忌服部　明治八年十月

A21 ◦ 40　津田小田県権参事着県届

A21 官員任解録　府県　八　明治八年

A21 〔滋賀県関係部分〕

A21 官員任解録　府県　十七　明治八年

A21 〔小田県、広島県関係部分〕

A22 文部省之部　明治九年自一月至六月 明治 9

A22 ◦ 29　広島英語学校教諭英人レーネル雇継届

A22 ◦ 63　広島英語学校敷地代償ノ儀ニ付伺

A22 文部省之部　明治九年自七月至十二月

A22 ◦ 32　広島英語学校教諭英人レーネル氏雇継届

A22 ◦ 46　広島英語学校敷地内へ入込官有地需用伺

A22 司法省之部　明治九年十一月

A22 ◦ 7　岩国裁判所ヲ広島ニ浦和裁判所ヲ熊谷ニ移シ改称伺

A22 司法省之部　明治九年十二月

A22 ◦ 4　和歌山県士族伊達宗興広島県権令奉職中同県下鉱山処置ニ関スル推究書
御下附ニ付伺

A22 宮内省之部　明治九年自七月至八月
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A22 ◦ 19　華族浅野長勲華族ノ列ヲ脱シ華禄賞典禄共奉還願出ニ付上申

A22 内務省之部　七　明治九年四月

A22 ◦ 120　旧岡山県管轄備後国沼隈郡外五郡地租改正事務整頓ノ儀伺

A22 内務省之部　二　明治九年七月

A22 ◦ 36　広島県懲役場移転模様替等ノ儀伺

A22 ◦ 54　広島県下水害届

A22 ◦ 58　広島県下稲麦景況届

A22 内務省之部　四　明治九年九月

A22 ◦ 109　旧福山県新開地入費不足金下渡伺

A22 内務省之部　一　明治九年十月

A22 ◦ 1　中国筋へ巡査出張ノ儀上申

A22 内務省之部　二　明治九年十月

A22 ◦ 38　旧小田県雇出仕残務取扱ノ者月俸支給ノ儀伺

A22 内務省之部　三　明治九年十月

A22 ◦ 79　広島県官有地種組替届

A22 内務省之部　二　明治九年十二月

A22 ◦ 46下　広島県庁焼失届

A23 大蔵省之部　明治九年四月

A23 ◦ 20　広島県下鉄山ノ内同県農高杉判右衛門永代受山等無謂官へ引揚ニ付損
失金額弁償方伺

A23 ◦ 21　同上所在ノ諸物品買上代金組合稼名東県士族小室信夫へ下渡方伺

A23 大蔵省之部　一　明治九年五月

A23 ◦ 5　藤井広島県令壬申年海外視察中在仏公使ヨリ借受金償却方伺

A23 府県之部　明治九年一月

A23 ◦ 22　岡山県小田県被廃本県合併ニ付大小句々別ノ儀ニ付届

A23 府県之部　明治九年三月

A23 ◦ 8　元小田県参事益田包義岡山県事務引渡帰県届

A23 府県之部　二　明治九年四月

A23 ◦ 7　岡山県旧小田県史誌編修費据置ノ儀伺

A23 ◦ 10　岡山県旧小田県事務受取済上申

A23 ◦ 27　旧小田県事務岡山県へ引渡済届

A23 ◦ 30　広島県岡山県管轄備後国ノ分本県へ合併御達御請

A23 府県之部　明治九年五月

A23 ◦ 10　広島県管轄備後国沼隈外五郡地租改正整頓ノ上岡山県ヨリ可受取旨御
達請書

A23 ◦ 14　広島県備後国六郡岡山県ヨリ受取済届

A23 府県之部　明治九年自七月至八月

A23 ◦ 9　岡山県備後国土地人民并事務広島県へ引渡届

A23 府県之部　明治九年九月

A23 ◦ 27　広島県免職後発覚スル過失処分ノ儀伺

A23 ◦ 46　広島県律意ノ疑難アルヲ以テ裁判中止伺出ルヲ得サル儀ニ付伺
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A23 府県之部　明治九年自十一月至十二月

A23 ◦ 40　広島県庁焼失届

A23 府県判任官任解録　九　明治九年

A23 〔広島県関係のみ〕

A24 内務省之部　一　明治十年三月 明治10

A24 ◦ 26　旧広島藩浅野敬吾元家来身分編籍ノ儀伺

A24 内務省之部　二　明治十年三月

A24 ◦ 45　広島県下道路変換車道新築伺

A24 内務省之部　三　明治十年五月

A24 ◦ 54　熊本県賊徒懲役処刑人ノ内広島県へ発配届

A24 内務省之部　三　明治十年六月

A24 ◦ 83　広島県巡査貝塚勝司其外山口県へ派出中私有金等賊難ニ罹候ニ付手当
金支給方伺

A24 内務省之部　二　明治十年七月

A24 ◦ 43　広島県下路線変更并潰地伺

A24 ◦ 46　広島県下道路開築伺

A24 内務省之部　三　明治十年七月

A24 ◦ 67　藤井広島県令外一人賞与上申

A24 内務省之部　四　明治十年七月

A24 ◦ 101　広島県囚獄増費下附届

A24 ◦ 108　広島県外五県へ臨時費下附届

A24 内務省之部　二　明治十年八月

A24 ◦ 32　広島県下路線変更伺

A24 内務省之部　二　明治十年八月

A24 ◦ 67　広島県仮庁出火ノ際焼亡金処分伺

A24 内務省之部　一　明治十年九月

A24 ◦ 6　広島県下村々水旱損ニ付貸下金ノ儀伺

A24 内務省之部　三　明治十年十月

A24 ◦ 73　広島県庁新築敷地買収処分届

A24 内務省之部　三　明治十年十二月

A24 ◦ 25　広島県下河線変更伺

A25 大蔵省之部　明治十年四月

A25 ◦ 7　広島県下鉄山仮官業経費ノ儀伺

A25 大蔵省之部　二　明治十年十月

A25 ◦ 36　広島県申牒地租延納規則ノ儀上申

A25 文部省之部　明治十年自一月至三月

A25 ◦ 10　広島英語学校教諭英人ゼオジイートン氏代員同国人セイントシヨージ
氏雇入届

A25 ◦ 26　各府県下人民建白書差出方ノ儀照会

A25 文部省之部　明治十年自七月至九月

A25 ◦ 4　元小田県小学補助金ノ内旧島田組ニ於テ引負ノ儀上申
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A25 司法省之部　明治十年自一月至二月

A25 ◦ 20　広島裁判所敷地ノ儀ニ付上申

A25 府県之部　明治十年自一月至二月

A25 ◦ 4　広島県印章改刻届

A25 ◦ 11　岡山県鎮台分営設置ノ儀上申

A25 ◦ 36　広島県七等出仕当分ノ間据置伺

A25 府県之部　明治十年自六月至九月

A25 ◦ 7　広島県聴訟事務該裁判所へ引継届

A25 府県之部　明治十年自十月至十二月

A25 ◦ 9　下広島県非役有位ノ輩三大節拝賀等条々伺

A25 ◦ 24　広島県管内略図上呈

A25 行在所公文録　府県之部　七　明治十年

A25 ◦ 11　広島県管内景況届

A25 局之部　明治十一年二月 明治11

A25 ◦ 9　地方官会議被開ニ付各府県長官出京御達按

A25 局之部　二　明治十一年三月

A25 ◦ 19　八年府県民費表印行伺

A26 局之部　明治十一年四月

A26 ◦ 14　地方官職制并第一二三号議案上申

A26 局之部　一　明治十一年七月

A26 ◦ 5　各地方演説会等ニ付警察官心得ノ儀御達案

A26 ◦ 32　府県官職制定ノ儀伺

A26 局之部　二　明治十一年七月

A26 ◦ 34下　地方官会議議案三号上申　郡区町村編制法　府県会規則地方税規則

A27 内務省之部　一　明治十一年一月

A27 ◦ 9　広島県米倉敷地々種組替并以後同事件省限処分伺

A27 内務省之部　二　明治十一年二月

A27 ◦ 29　広島県下堤防修築并路線変更伺

A27 ◦ 39　広島県下路線変更伺

A27 内務省之部　三　明治十一年二月

A27 ◦ 53　広島県仮庁焼亡金ノ内処分上申

A27 内務省之部　二　明治十一年三月

A27 ◦ 23　広島県下国界更正伺

A27 内務省之部　五　明治十一年三月

A27 ◦ 99　広島県下壮兵募集手当金等逓送ノ際紛失ニ付上申

A27 内務省之部　一　明治十一年四月

A27 ◦ 6　綿糸紡績所設置并該器械購求伺

A27 内務省之部　二　明治十一年四月

A27 ◦ 26　全国林区改正届

A27 内務省之部　二　明治十一年五月
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A27 ◦ 18　府県下村市分合改称届

A27 内務省之部　一　明治十一年六月

A27 ◦ 15　戸籍表明治九年一月一日調各庁へ頒布方伺

A27 内務省之部　一　明治十一年七月

A27 ◦ 3　広島県元仮庁国泰寺堂宇焼失ニ付手当金下賜伺

A27 内務省之部　二　明治十一年七月

A27 ◦ 37　安芸備後両国経界伺

A27 内務省之部　一　明治十一年九月

A27 ◦ 1　郡区ノ制施行順序伺

A27 内務省之部　一　明治十一年十月

A27 ◦ 5　郡長書記職務ニ係ル条件指令伺

A27 ◦ 7　郡区書記俸給ノ儀上申

A27 内務省之部　四　明治十一年十月

A27 ◦ 79　広島県下鎮台附属地引渡届

A27 内務省之部　一　明治十一年十二月

A27 ◦准官吏中戸長ヲ除クノ外府県会議員ニ選挙スルヲ得之伺

A27 内務省之部　三　明治十一年十二月

A27 ◦ 56　広島県下里道変換新築伺

A27 ◦ 57　同県未巳決監続懲役場用地買上伺

A28 陸軍省之部　一　明治十一年五月

A28 ◦ 4　広島城内旧官宅地居住ノ者ニモ換地代金追支給伺

A28 大蔵省之部　一　明治十一年二月

A28 ◦ 1　府県明治十年度経費予算額確定上申

A28 大蔵省之部　二　明治十一年五月

A28 ◦ 19　広島県下鉄山鑪所ニ於テ盗難金処分上申

A28 大蔵省之部附録　明治十一年十月

A28 ◦　府県十一年度経費額内訳簿

A28 大蔵省之部　二　明治十一年十二月

A28 ◦ 20　広島県鉄山作業費支出方上申

A28 大蔵省之部　三　明治十一年十二月

A28 ◦ 27　営業及雑種税ノ種類制限ノ布告伺

A28 ◦ 37　国立銀行へ開業免状下付届二十通

A28 文部省之部　明治十一年自九月至十二月

A28 ◦ 25　学区取締給料及職務取扱諸費伺

A28 ◦ 26　学区取締担当事件費

A28 工部省之部　明治十一年自七月至九月

A28 ◦ 8　広島電信分局ニテ旅費金紛失ニ付払捨伺

A28 司法省之部　明治十一年五月

A28 ◦ 27　尾道区裁判所敷地請求上申

A28 司法省之部　明治十一年九月
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A28 ◦ 23　尾道区庁敷地買添上申

A28 司法省之部　明治十一年十一月

A28 ◦ 5　広島県平民森岡友次郎ヨリ戸長ニ対スル訴訟伺

A28 司法省之部　明治十一年十二月

A28 ◦ 23　滋賀県平民藤治郎ヨリ訴訟伺

A28 元老院之部　明治十一年自七月至十二月

A28 ◦ 3　地方ノ分合廃置等本院ノ議定ニ被付度上奏

A28 ◦ 27　広島県士族江木高遠御用掛ニ採用伺並届

A28 府県之部　明治十一年自四月至六月

A28 ◦ 7　広島県庁新築竣功移転届

A28 府県之部　明治十一年自七月至十二月

A28 ◦ 25　滋賀県明治九年第百廿三号公布ノ儀建議

A29 局之部　一　明治十二年十二月 明治12

A29 ◦ 12　元老院副議長河野敏鎌地方官会議議長被仰付ノ件

A29 ◦ 14　同会議院昌平館於テ開設ノ件

A29 ◦ 23　同会議ノ節府県会議員傍聴許可ノ件

A29 内務省之部　一　明治十二年一月

A29 ◦ 4　広島県下鉄山盗難金該犯処刑追徴済不足ノ分下渡ノ件

A29 内務省之部　三　明治十二年一月

A29 ◦ 54　広島県未決監敷地買上新築ノ件

A29 内務省之部　二　明治十二年三月

A29 ◦ 39　広島県士族篠村賛治外一名壮兵募集ノ諸費自弁ノ分下渡ノ件

A29 内務省之部　一　明治十二年四月

A29 ◦ 8　本年地方官会議延期ノ件

A29 内務省之部　二　明治十二年四月

A29 ◦ 28　広島県下上瀬村へ綿糸紡績所設置ニ付敷地需用ノ件

A29 内務省之部　二　明治十二年五月

A29 ◦ 27　広島県平民上杉量太郎明台建設等ニ付賞与ノ件

A29 内務省之部　一　明治十二年六月

A29 ◦ 1　府県庁ヨリ布達スル条規ニ違犯スル処分方ノ件

A29 ◦ 5　区会町村会ヲ開設セル地方ニテハ金穀公借共有取扱土木起功ノ事項ハ該
会議ニ付シ施行ノ件

A29 内務省之部　二　明治十二年六月

A29 ◦ 27　旧小田県ニ於テ賊徒捕縛ニ属スル費用償却ノ件

A29 内務省之部　四　明治十二年六月

A29 ◦ 58　広島県三次未決監敷地買上ノ件

A29 ◦ 59　同県四日市未決監同上

A30 大蔵省之部　明治十二年三月

A30 ◦ 12　府県立学校教員他ノ官吏へ転任ノ節俸給区分ノ件

A30 大蔵省之部　明治十二年九月
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A30 ◦ 7　広島県所管ノ鉄山営業資本原額計査完結ノ件

A30 大蔵省之部　明治十二年十月

A30 ◦ 26　十二年度府県沖縄県ヲ除ク経費額確定達ノ件

A30 陸軍省之部　明治十二年一月

A30 ◦ 11　辛未召集壮兵広島県宮川喜作始拾一名西南ノ役従軍更ニ下賜同簿中調
済ノ件

A30 陸軍省之部　明治十二年二月

A30 ◦ 17　広島県山田直次外三名賞典米下賜人名簿中調済二件

A30 海軍省之部　明治十二年二月三月

A30 ◦ 13　海軍卿備後三原へ出張ノ件

A30 工部省之部　明治十二年自四月至六月

A30 ◦ 27　広島電信分局使用地請求ノ件

A30 司法省之部　一　明治十二年三月

A30 ◦ 11　広島県下平民桑原武右衛門等ヨリ戸長進藤実三郎へ係ル貢租民費并割
戻金決算詞訟審理ノ件

A30 ◦ 15　広島県下平民桑原武右衛門等ヨリ戸長平田真鷺ニ対スル貢租民費決算
訴訟却下ノ件

A30 司法省之部　二　明治十二年六月

A30 ◦ 35　広島裁判所三次区庁使用地請求ノ件

A30 司法省之部　二　明治十二年十月

A30 ◦ 27　広島県下平民北川金十郎戸長ニ係ル上納米計算方請求ノ詞訟審理ノ件

A30 司法省之部　一　明治十二年十二月

A30 ◦ 29　広島県旧小人久村彦之助等ヨリ同県令ニ対スル廃禄達不服ノ詞訟審理
ノ件

A30 司法省之部　二　明治十二年十二月

A30 ◦ 46　広島県懲役囚□中□助外弍名特典放免ノ件

A30 地租改正事務局ノ部　明治十二年自七月至十二月

A30 ◦ 14　広島件下安芸八郡備後八郡郡村市街地トモ改租ノ件

A31 大蔵省之部　明治十三年十二月 明治13

A31 ◦ 11　広島県下鉱夫へ払下ケ米代金繰替渡ノ件

A31 司法省之部　三　明治十三年三月

A31 ◦ 55　広島県死罪囚□田小□郎特典減等ノ件

A31 司法省之部　一　明治十三年六月

A31 ◦ 14　広島県平民高橋佐太郎ヨリ戸長ニ係ル入籍求ノ詞訟審理ノ件

A31 ◦ 15　同県平民村上常助ヨリ郡長ニ係ル渡船営業不当ノ達書取消ノ詞訟同上

A31 ◦ 16　同県平民大畑寛十郎等ヨリ戸長ニ係ル旧官林字明神原山境界妨害ノ詞
訟同上

A31 司法省之部　二　明治十三年七月

A31 ◦ 34　広島県懲役囚□間□助特典放免ノ件

A31 司法省之部　一　明治十三年十月

A31 ◦ 25　広島県平民北川金十郎ヨリ戸長ニ係ル貢租上納米計算方請求ノ詞訟判
決案内ノ件
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A31 司法省之部　一　明治十三年十一月

A31 ◦ 17　広島県平民桑原武右衛門ヨリ戸長ニ係ル貢租民費割戻金決算ノ詞訟判
決案ノ件

A31 司法省之部　三　明治十三年十一月

A31 ◦ 40　高知県士族水田三次郎ヨリ広島県下戸長ニ係ル廻船売買公証請求ノ詞
訟審理ノ件

A31 司法省之部　一　明治十三年十二月

A31 ◦ 25　広島県平民村上常助ヨリ郡長ニ係ル渡船営業達不当ノ詞訟判決案ノ件

A31 元老院之部　一　明治十三年自一月至三月

A31 ◦ 5　広島県平民長井勝等建白国会開設ノ件

A31 ◦ 7　広島県士族藤村章造建白同上

A31 地租改正事務局之部　明治十三年自一月至六月

A31 ◦ 14　広島県下林藪改租済ノ件

A31 府県之部　明治十三年自四月至六月

A31 ◦ 36　広島県事務受渡済ノ件

A31 官吏進退　内務自一月至六月

A31 ◦ 25　広島県令藤井勉三免官ノ件

A31 着発之部　明治十三年自四月至六月

A31 ◦ 17　広島県令千田貞暁赴任ノ件

A31 地方官会議公文　三　明治十三年

A31 ◦ 4　広島県少書記官平山靖彦上京ノ件

A32 内務省之部　一　明治十三年二月

A32 ◦ 2　安芸周防両国々界査定ノ件

A32 ◦ 6　山口広島両県下ニ係ル島嶼所属査定ノ件

A32 ◦ 9　広島県下高田郡ノ内道路変更ノ件

A32 内務省之部　三　明治十三年三月

A32 ◦ 99　広島新聞発行停止并觧停ノ件

A32 内務省之部　四　明治十三年九月

A32 ◦ 52　広島県牢医給増額ノ件

A32 内務省之部　五　明治十三年十一月

A32 ◦ 59　備後国尾ノ道故郵便取扱役私借金処分方

A32 内務省之部　二　明治十三年十二月

A32 ◦ 33　広島県下仮官業鉱山所用地種組替ノ件

A32 内務省之部　三　明治十三年十二月

A32 ◦ 38　広島県士族就産資金貸下ノ件

A32 ◦ 45　広島県下紡績所地所及反別誤記ノ件

A33 内務省　一　明治十四年三月 明治14

A33 ◦ 5　旧広島藩小人授産資金貸下ノ件

A33 ◦ 6　同藩家老元家及一代卒授産資金同上

A33 内務省　五　明治十四年三月

A33 ◦ 58　広島県十二年度虎列拉予防臨時費官損ノ件
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A33 内務省　六　明治十四年三月

A33 ◦ 95　広島県海賊取締費用ノ件

A33 内務省　三　明治十四年五月

A33 ◦ 21　鹿児島県堤防其他脩繕費ノ件　附広島県堤防道路橋梁脩繕費ノ件

A33 内務省　四　明治十四年七月

A33 ◦ 75　旧広島藩家老浅野敬吾家来中村久米之丞外拾弍名士族編籍ヲ請フ件

A34 内務省　一　明治十四年九月

A34 ◦ 18　明治十三年度広島県警察費増額ノ件

A34 内務省　二　明治十四年九月

A34 ◦ 23　旧勧農局所属愛知広島両紡績所明治十二年度興業費流用ノ件

A34 内務省　一　明治十四年十月

A34 ◦ 15　広島県下捕魚採藻税規則ヲ定ムル件

A34 内務省　三　明治十四年十月

A34 ◦ 39　広島県庁修繕費下渡ノ件

A34 内務省　五　明治十四年十一月

A34 ◦ 55　広島県下旧広島藩家老浅野敬吾家来復族願ノ許可ヲ請フ件

A34 内務省　二　明治十四年十二月

A34 ◦ 45　広島県下橋梁修繕費下渡ヲ請フ件

A34 内務省　六　明治十四年十二月

A34 ◦ 90　広島県需用地ノ件

A34 大蔵省　明治十四年一月

A34 ◦ 7　広島県漁業并採藻税改正ノ件

A34 大蔵省　四　明治十四年三月

A34 ◦府県経費十三年度予算上申書ニ属スル明細簿

A34 大蔵省　二　明治十四年七月

A34 ◦ 19　旧広島藩引継計外金ノ内棄捐ノ件

A34 大蔵省　四　明治十四年九月

A34 ◦十四年度各府県経費予算帳

A35 陸軍省　明治十四年一月二月

A35 ◦ 4　広島県下広島区ニ於テ射的場増地等受領ノ件

A35 陸軍省　明治十四年六月

A35 ◦ 16　広島県下射的場地ノ内減積ノ件

A35 文部省　明治十四年八月九月

A35 ◦ 15　旧広島師範学校敷地買上代金払捨ノ件

A35 農商務省　明治十四年十月

A35 ◦ 4　広島紡績所興業費ノ件

A35 農商務省　明治十四年十二月

A35 ◦ 14　広島紡績所払下ノ件

A35 司法省　一　明治十四年二月
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A35 ◦ 15　広島県平民瀬良五郎右衛門ヨリ同県令ニ係ル私有山処分不当ノ詞訟審
理ノ件

A35 司法省　一　明治十四年四月

A35 ◦ 12　広島裁判所需用地ノ件

A35 ◦ 19　広島県平民畔六左衛門ヨリ戸長ニ係ル所有地書入公証戸長圧制詞訟審
理ノ件

A35 ◦ 20　同県平民土井惣平ヨリ戸長ニ係ル村帳簿写取請求詞訟同上

A35 司法省　一　明治十四年五月

A35 ◦ 22　広島県平民瀬良五郎左衛門ヨリ同県令ニ係ル私有山処分不当ノ詞訟和
解ノ件

A35 司法省　ニ　明治十四年六月

A35 ◦ 31　広島県平民佐藤二郎三郎等ヨリ同県令ニ係ル指令不服ノ詞訟審理ノ件

A35 司法省　ニ　明治十四年九月

A35 ◦ 47　広島県三上郡人民総代小山源八郎ヨリ郡長ニ係ル諸上納及共有貯蓄金
穀等精算帳明示要求ノ詞訟審理ノ件

A35 司法省　四　明治十四年十月

A35 ◦ 64　広島県平民池田浩平等ヨリ戸長ニ係ル捕魚採藻営業場妨害ノ詞訟審理
ノ件

A35 司法省　明治十四年十一月

A35 ◦ 8　広島県下佐藤次郎三郎外一名ヨリ県令ニ係ル指令不服ノ詞訟解訟

A35 司法省　三　明治十四年十二月

A35 ◦ 42　広島県平民畔六左衛門ヨリ戸長ニ係ル所有地書入公証戸長圧制ノ詞訟
判決案ノ件

A35 ◦ 43　同県士族丹羽対蔵等ヨリ戸長ニ係ル旧官林字明神原山境界妨害詞訟同上

A35 府県　明治十四年自四月至六月

A35 ◦ 30　広島県布告達増付ノ件

A35 府県　明治十四年自十月至十二月

A35 ◦ 34　広島県上申布告達増付ノ件

A36 太政官　明治十五年十一月 明治15

A36 ◦ 12　広島県令ト同県会ト権限ヲ争ヒ法律ノ見解ヲ異ニセル具状審理裁定ノ
件　共三項

A36 内務省　三　明治十五年五月

A36 ◦ 36　広島県地券証印税闕金処分ノ件

A36 内務省　一　明治十五年九月

A36 ◦ 14　広島県漁業採藻両税改正ノ件　大蔵省連署

A36 大蔵省　三　明治十五年一月

A36 ◦ 44　広島県下鉱夫へ売下ケ米代金貸与ノ分返納延期ノ件

A36 大蔵省　ニ　明治十五年二月

A36 ◦ 24　広島岡山両県損失金支償ノ件

A36 大蔵省　ニ　明治十五年五月

A36 ◦ 37　広島県申牒厳島神社経費増額ノ件

A36 大蔵省　五　明治十五年六月

A36 ◦ 62　十五年度歳入出予算上申書ニ属スル明細簿
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A36 大蔵省　八　明治十五年六月

A36 ◦ 65　十五年度歳入出予算上申書ニ属スル明細簿

A36 大蔵省　ニ　明治十五年七月

A36 ◦ 32　広島県鉱夫へ売下米代金返納再延期ノ件

A36 大蔵省　明治十五年十一月

A36 ◦ 4　広島県鉱夫へ売下米代返納延期ノ件

A36 大蔵省　ニ　明治十五年十二月

A36 ◦ 24　広島県下芸備両国山林原野地租改正ノ件

A37 司法省　一　明治十五年一月

A37 ◦ 17　広島県国泰寺住職鷲見独秀ヨリ同県令ニ係ル焼失要償ノ訟判決ノ件

A37 司法省　三　明治十五年一月

A37 ◦ 99　広島県平民中川忠八ヨリ戸長ニ係ル所有地故障審理ノ件

A37 司法省　ニ　明治十五年四月

A37 ◦ 35　広島県平民吉田徳右衛門ヨリ戸長ニ係ル屋敷番号取調請求詞訟判決ノ件

A37 司法省　三　明治十五年四月

A37 ◦ 44　広島県士族村田金十郎ヨリ戸長ニ係ル願書調印方進達差拒詞訟審理ノ件

A37 ◦ 64　広島県平民田頭寅治等ヨリ県令ニ係ル所属地組換請求詞訟審理ノ件

A37 司法省　一　明治十五年五月

A37 ◦ 12　広島県平民小山源八郎ヨリ郡長ニ係ル郡村諸上納及共有貯蓄金穀並地
所建物精算明示要求詞訟解訟ノ件

A37 司法省　一　明治十五年六月

A37 ◦ 8　広島県平民中川忠八郎ヨリ戸長ニ係ル所有地故障ノ訴解訟ノ件

A37 ◦ 13　広島県士族村田金十郎ヨリ戸長ニ係ル願書調印並進達方差拒ノ訴同上

A37 司法省　ニ　明治十五年六月

A37 ◦ 54　広島県平民台十右衛門ヨリ戸長ニ係ル田地等級組換詞訟審理ノ件

A37 司法省　ニ　明治十五年八月

A37 ◦ 63　広島県平民光源助等ヨリ戸長ニ係ル帳簿計算請求ノ詞訟受理ノ件

A37 司法省　三　明治十五年九月

A37 ◦ 38　広島始審裁判所需用地ノ件

A37 司法省　一　明治十五年十一月

A37 ◦ 8　広島県平民台十右衛門ヨリ戸長ニ係ル田地等級組替ノ請求詞訟和解ノ件

A37 ◦ 24　広島県平民二宮太郎市ヨリ戸長ニ係ル総代年給並出勤日当残米催促ノ
詞訟判決ノ件

A37 司法省　一　明治十五年十二月

A37 ◦ 5　広島県能美芳助ヨリ戸長ニ係ル帳簿計算表請求ノ詞訟和解ノ件

A37 司法省　ニ　明治十五年十二月

A37 ◦ 28　広島県平民田頭寅治等ヨリ同県令ニ係ル相生浜所属組替願指令不服ノ
詞訟判決ノ件

A37 司法省　四　明治十五年十二月

A37 ◦ 65　広島県平民紺屋梅太郎ヨリ戸長ニ係ル地所書入質公証拒障攘除ノ詞訟
審理ノ件
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A37 ◦ 68　広島県平民影田関平等ヨリ戸長ニ係ル臨時村会不当ノ開場議決ニ付故
障ノ詞訟同上

A38 農商務省　明治十五年一月

A38 ◦ 20　安芸国上瀬野村紡績所用地中路線ニ係ル分内務省へ送付ノ件

A38 農商務省　明治十五年四月

A38 ◦ 11　旧福山藩士族へ授産資金貸与ノ件

A38 ◦ 12　福岡県士族北海道移住資本金起業費ヨリ支出貸与ノ件

A38 ◦ 14　岡山県下日本原移住士族資本金同上

A38 農商務省　ニ　明治十五年五月

A38 ◦ 14　広島紡績所引渡処分ノ件

A38 ◦ 18　広島県士族授産ノ為メ既設ノ工場下渡尚追加貸下金ノ件

A39 農商務省　ニ　明治十五年六月

A39 ◦ 25　広島県へ蓄牛資本金貸下ノ件

A39 農商務省　ニ　明治十五年十二月

A39 ◦ 19　広島県官林内野馬狩取費支出ノ件

A39 府県　明治十五年

A39 ◦ 13　広島県士族五弓豊太郎自著ノ書籍献納ノ件

A40 内務省　明治十六年二月 明治16

A40 ◦ 20　広島県下郡界変更ノ件

A40 内務省　一　明治十六年五月

A40 ◦ 27中　府県分合及府県会議ノ件

A40 内務省　三　明治十六年六月

A40 ◦ 61　広島県囚徒物品領置中盗難賠償金ノ件

A40 内務省　ニ　明治十六年七月

A40 ◦ 41　富山広島両県監獄署焼失ノ件

A40 内務省　ニ　明治十六年八月

A40 ◦ 23　十五年度在府県獄囚徒費更生額ノ件

A40 内務省　一　明治十六年九月

A40 ◦ 15　広島県賠償金伺書指令へ大蔵卿連署ノ件

A40 内務省　ニ　明治十六年九月

A40 ◦ 25　広島県十四年度在府県獄囚徒費支払残金十五年度へ増額ノ件

A40 内務省　ニ　明治十六年十月

A40 ◦ 26　十六年度府県警察費及警察庁舎建築修繕ノ内府県下渡金予算帳進達ノ件

A40 ◦ 31　広島島根両県交通道路開鑿ノ件

A40 内務省　ニ　明治十六年十一月

A40 ◦ 39　広島県警察費増額ノ件

A40 大蔵省　一　明治十六年一月

A40 ◦ 16　広島県耕地部内林藪地等新税施行ノ件

A40 大蔵省　五　明治十六年二月

A40 ◦ 46　十四年度各庁歳計予算帳達書ニ属スル明細簿
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A40 大蔵省　十一　明治十六年二月

A40 ◦十四年度各庁雑収入予算内訳明細簿

A40 大蔵省　ニ　明治十六年三月

A40 ◦ 36　広島県鉱山資金貸与ノ件

A41 大蔵省　ニ　明治十六年五月

A41 ◦ 38　広島県恩給費繰替ノ件

A41 ◦ 39　同県盗難金償戻ノ件

A41 ◦ 40　同県鉱夫へ売下米代金返納延期ノ件

A41 大蔵省　五　明治十六年六月

A41 ◦十六年度歳入出予算上申書ニ属スル明細簿

A41 大蔵省　十一　明治十六年六月

A41 ◦十六年度歳入出予算上申書ニ属スル明細簿

A41 大蔵省　ニ　明治十六年九月

A41 ◦ 27　広島県庁費増額ノ県

A41 大蔵省　ニ　明治十六年十一月

A41 ◦ 42　広島県鉱山紛失及焼失官物棄捐ノ件

A41 大蔵省　三　明治十六年十二月

A41 ◦ 54　広島県欠減物品処分ノ件

A41 大蔵省　五　明治十六年二月

A41 ◦ 93　広島福島両県国税金戸長使用ノ儀ニ付伺

A41 農商務省　明治十六年二月

A41 ◦ 14　広島紡績所敷地返附ノ件

A41 農商務省　明治十六年八月

A41 ◦ 16　広島県紡績所蒸気鑵備付試験ノ為メ工場払下代金ノ内延納ノ件

A41 農商務省　一　明治十六年十月

A41 ◦ 21　広島県紡績所払下代価延納ノ件

A41 司法省　ニ　明治十六年一月

A41 ◦ 39　広島県平民田頭寅治等ヨリ同県令ニ係ル相生浜所属組替願指令不服ノ
詞訟判決按中改刪ノ件

A41 ◦ 40　帯勲者犯罪処分ノ件

A41 司法省　ニ　明治十六年二月

A41 ◦ 53　広島県平民大林来助等ヨリ戸長林六郎ニ係ル村費不当ノ徴収米取戻請
求ノ詞訟審理ノ件

A41 ◦ 54　同県河面村戸長土井操一郎ヨリ阿字村戸長ニ係ル旧区費課金徴収方請
求ノ詞訟同上

A42 司法省　一　明治十六年三月

A42 ◦ 23　広島県平民紺谷梅太郎ヨリ戸長ニ係ル地所書入公証拒障攘除ノ詞訟和
解ノ件

A42 ◦ 37　広島県平民池田治平等ヨリ戸長ニ係ル捕魚採藻営業妨害ノ詞訟判決ノ件

A42 司法省　ニ　明治十六年三月

A42 ◦ 89　広島県平民森安アサヨリ戸長ニ係ル送籍差拒解除ノ詞訟審理ノ件
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A42 ◦ 90　同県下得井乙八ヨリ区長ニ係ル御賞与金及ヒ御墨付奉書下付請求ノ詞
訟同上

A42 司法省　一　明治十六年四月

A42 ◦ 17　広島県平民森安アサヨリ戸長ニ係ル送籍差拒解除ノ詞訟和解ノ件

A42 司法省　ニ　明治十六年四月

A42 ◦ 36　広島県平民中村鷹次郎等ヨリ戸長ニ係ル願書調印請求ノ詞訟審理ノ件

A42 司法省　一　明治十六年五月

A42 ◦ 35　広島県平民織田彦六ヨリ戸長ニ係ル売渡地所名前換戸長正証請求ノ詞
訟却下ノ件

A42 司法省　三　明治十六年六月

A42 ◦ 72　広島県平民高野禄一ヨリ戸長ニ係ル繰替金取立請求ノ詞訟審理ノ件

A42 司法省　一　明治十六年七月

A42 ◦ 11　広島県平民土肥宗十郎ヨリ戸長ニ係ル村費ニ対シ何分ノ指揮請求ノ詞
訟却下ノ件

A42 司法省　ニ　明治十六年七月

A42 ◦ 43　広島県士族従六位堀貞好犯罪処分ノ件

A42 司法省　ニ　明治十六年八月

A42 ◦ 54　広島県平民藤田律造ヨリ戸長ニ係ル地所書入証公証請求ノ詞訟審理ノ件

A42 司法省　明治十六年九月

A42 ◦ 16　広島県平民影田関平等ヨリ戸長ニ係ル臨時村会不当ノ開場議決ニ付故
障ノ詞訟判決ノ件

A42 司法省　ニ　明治十六年十月

A42 ◦ 43　広島県平民五拾免庄次郎ヨリ戸長ニ係ル買受地所名前書換故障除攘ノ
詞訟審理ノ件

A42 ◦ 44　同県平民池田平助ヨリ戸長ニ係ル地所買得証書ニ公証差拒解除ノ詞訟
同上

A42 司法省　ニ　明治十六年十二月

A42 ◦ 32　広島県士族得井乙八ヨリ区長ニ係ル御償与金及御墨付奉書下付請求ノ
詞訟判決ノ件

A42 ◦ 45　広島県平民田丸登一郎ヨリ戸長ニ係ル保証書請求ノ詞訟同上

A43 太政官　明治十七年三月 明治17

A43 ◦ 9　広島県平民渡辺清吉へ褒章授与ノ件

A43 太政官　一　明治十七年五月

A43 ◦ 6　広島県平民世王金五郎ヨリ布達等示達方ニ付請願ノ件

A43 ◦ 7　同県平民山田茂治郎等ヨリ非常ノ旱害ニ付年賦金拝借請願ノ件

A43 内務省　一　明治十七年三月

A43 ◦ 22　広島県戸籍ノ件

A43 内務省　一　明治十七年五月

A43 ◦ 6　府県会規則第二十九条疑義ノ件

A43 内務省　ニ　明治十七年五月

A43 ◦ 46　広島県属官俸給繰上渡ノ件

A43 内務省　三　明治十七年九月

A43 ◦ 42　広島県監獄巳決監水災ノ件
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A43 内務省　三　明治十七年十月

A43 ◦ 28　広島県還禄者へ払下地買上ノ件　大蔵卿連署

A43 内務省　三　明治十七年十二月

A43 ◦ 38　長崎広島両県監獄巳決監建築費補助ノ件

A43 ◦ 47　広島県風水災ニ付土木費内へ補助ノ件

A44 大蔵省　ニ　明治十七年一月

A44 ◦ 26　広島県盗難金払捨ノ件

A44 ◦ 30　広島県焼失物品等処分ノ件

A44 大蔵省　一　明治十七年二月

A44 ◦ 27　広島県十五年度国税徴収費増額ノ件

A44 大蔵省　ニ　明治十七年二月

A44 ◦ 52　広島県営業費年度後支出処分方ノ件

A44 ◦ 53　同県鉱業貸与金返納猶予ノ件

A44 大蔵省　三　明治十七年二月

A44 ◦ 65　広島県盗難金処分ノ件

A44 ◦ 66　同県外六県諸税金等棄捐ノ件

A44 大蔵省　三　明治十七年三月

A44 ◦ 37　広島県本年度経費繰上渡ノ件

A44 大蔵省　ニ　明治十七年五月

A44 ◦ 39　広島県十六年度国税徴収費増額ノ件

A44 ◦ 43　広島県庁費増額ノ件

A44 大蔵省　三　明治十七年五月

A44 ◦ 50　岡山県元小田県ニ於テ発行地券証印税引負金官損ノ件

A44 大蔵省　五　明治十七年五月

A44 ◦ 66　明治十七年度歳入歳出統計予算帳ニ属スル明細簿

A44 大蔵省　六　明治十七年五月

A44 ◦ 67　明治十七年度歳入歳出統計予算帳ニ属スル明細簿

A44 大蔵省　十三　明治十七年五月

A44 ◦ 74　明治十七年度歳入歳出統計予算帳ニ属スル明細簿

A44 大蔵省　ニ　明治十七年六月

A44 ◦ 50　広島県発行地券証印税不納金官損ノ件

A45 大蔵省　ニ　明治十七年七月

A45 ◦ 31　広島県開墾費計外金ヨリ繰替ノ件

A45 ◦ 36　広島県賑恤金下付ノ件

A45 大蔵省　三　明治十七年七月

A45 ◦ 47　広島県地税欠損金処分ノ件

A45 ◦ 57　広島県貸付返納金官損ノ件

A45 大蔵省　ニ　明治十七年八月

A45 ◦ 37　広島県租税金盗難処分ノ件

A45 大蔵省　ニ　明治十七年九月
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A45 ◦ 41　広島県発行地券証印税未納金官損ノ件

A45 ◦ 50　広島県外一県欠損金処分ノ件

A45 ◦ 51　同県鉱山営業資本ニ属スル焼失物件同上

A45 大蔵省　一　明治十七年十月

A45 ◦ 21　広島県庁費増額ノ件

A45 大蔵省　ニ　明治十七年十月

A45 ◦ 41　広島県鉱山貸与金返納延期ノ件

A45 ◦ 42　同県滞在中船雇賃実費支給方ノ件

A45 大蔵省　ニ　明治十七年十一月

A45 ◦ 35　広島県作業益金ノ件

A45 ◦ 36　同県鉱山営業資本ニ属スル焼失物品棄捐金額誤写ノ件

A45 ◦ 37　同県外二県税金欠損ノ件

A45 ◦ 38　同県外一県同上

A45 大蔵省　三　明治十七年十二月

A45 ◦ 63　広島県国税欠損金処分ノ件

A45 農商務省　三　明治十七年二月

A45 ◦ 41　広島県士族起業資金貸下ノ件

A45 農商務省　三　明治十七年三月

A45 ◦ 36　広島県士族へ起業資本金増貸与ノ件

A46 司法省　一　明治十七年一月

A46 ◦ 8　広島県士族丹羽対蔵等ヨリ同県令ニ係ル払下山林引渡方請求ノ詞訟和解
ノ件

A46 司法省　一　明治十七年二月

A46 ◦ 19　広島県平民深野佐右衛門等ヨリ戸長ニ係ル払下地所引渡請求ノ詞訟和
解ノ件

A46 司法省　三　明治十七年二月

A46 ◦ 55　広島県平民久留島ツチ等ヨリ同県令ニ係ル山地所有復権ノ詞訟審理ノ件

A46 司法省　一　明治十七年三月

A46 ◦ 6　広島県平民影田関平ヨリ戸長ニ係ル臨時村会不当ノ開場議決故障ノ詞訟
裁判ニ対スル敬慎願却下ノ件

A46 司法省　二　明治十七年三月

A46 ◦ 45　広島県士族共済社頭取村上邦祐外一名ヨリ戸長惣代等ニ係ル年賦定約
残金覆行ノ詞訟判決ノ件

A46 司法省　三　明治十七年五月

A46 ◦ 59　広島始審裁判所敷地坪数増加ノ件

A46 司法省　ニ　明治十七年六月

A46 ◦ 53　広島県平民余越三郎兵衛ヨリ郡長及戸長ニ係ル地所公売取消請求ノ詞
訟審理ノ件

A46 司法省　ニ　明治十七年七月

A46 ◦ 19　広島県平民久留島ツチ等ヨリ同県令ニ係ル山地所有復権ノ詞訟和解ノ件

A46 ◦ 39　広島県士族佐川庸造ヨリ戸長ニ係ル買受地所地券状請求ノ詞訟審理ノ件

A46 司法省　明治十七年八月
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A46 ◦ 33　広島県平民大野鹿次郎ヨリ戸長ニ係ル地租地方税備荒儲蓄金過当取立
金取戻ノ詞訟審理ノ件

A46 司法省　一　明治十七年十月

A46 ◦ 12　広島県士族大平広隆ヨリ戸長ニ係ル糶売金請求ノ詞訟却下ノ件

A46 司法省　ニ　明治十七年十月

A46 ◦ 33　広島県平民中村仲平ヨリ戸長ニ係ル村費過上金請求ノ詞訟審理ノ件

A46 司法省　一　明治十七年十二月

A46 ◦ 23　広島県平民大野鹿次郎ヨリ戸長ニ係ル地租地方税金備荒儲蓄金過当取
立金取戻ノ詞訟和解ノ件

A46 司法省　ニ　明治十七年十二月

A46 ◦ 50　広島県平民池田千代蔵ヨリ戸長ニ係ル協議費過剰金返還請求ノ詞訟審
理ノ件

A46 府県　明治十七年

A46 ◦ 5　広島県令警部警部補官等ニ付建議ノ件

A46 官使進退　内務自一月至五月

A46 ◦ 60　広島県郡長岡田吉顕外一名奏任ニ被進ノ件

A47 太政官　明治十八年六月 明治18

A47 ◦ 12　大分県地方税精算報告書ニ関シ県令ト県会ト権限ノ争ヒ裁定ノ件

A47 太政官　明治十八年七月

A47 ◦ 1　山口広島岡山三県へ御巡幸ニ付告示ノ件

A47 太政官　明治十八年自八月至十月

A47 ◦ 1　山口外ニ県御巡幸済還幸告示ノ件

A47 ◦ 37上　広島県平民奥山民平へ褒章授与ノ件

A47 内務省　明治十八年一月

A47 ◦ 2　国道等級線路裁定ノ件

A47 内務省　一　明治十八年二月

A47 ◦ 3下　各地方長官意見書ノ件

A47 内務省　ニ　明治十八年三月

A47 ◦ 21　広島県属官俸給繰上ケ渡ノ件　大蔵卿連署

A47 内務省　一　明治十八年五月

A47 ◦ 25　広島県漁業税額減少ノ件　大蔵卿連署

A47 内務省　ニ　明治十八年五月

A47 ◦ 42　山口広島茨城三県十五年度在府県獄囚徒費ノ件

A47 内務省　ニ　明治十八年六月

A47 ◦ 40　広島県警備ニ従事セシ賞金ノ件

A47 内務省　三　明治十八年七月

A47 ◦ 35　諸府県下水害ノ件

A47 内務省　ニ　明治十八年八月

A47 ◦ 27　広島県監獄改築費繰替渡ノ件　大蔵卿連署

A48 内務省　ニ　明治十八年九月

A48 ◦ 35　広島県警察官史旅費支給方減額ノ件
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A48 内務省　ニ　明治十八年十一月

A48 ◦ 19　広島県十八年度警察費国庫下渡金増額ノ件

A48 ◦ 21　東京府十八年度同上　附広島県警察費同上

A48 内務省　明治十八年十二月

A48 ◦ 19　宮城広島両県十八年度属官俸給ノ件　大蔵卿連署

A48 大蔵省　明治十八年一月

A48 ◦ 22　広島県地租盗難処分ノ件

A48 ◦ 23　同県欠損金同上

A48 大蔵省　ニ　明治十八年二月

A48 ◦ 49　広島県十六年度国税徴収費増額ノ件

A48 大蔵省　三　明治十八年二月

A48 ◦ 69　広島県外一県地券証印税徴収未済等処分ノ件

A48 ◦ 70　同県地租官捐并盗難銑払捨ノ件　共二

A48 ◦ 71　同県国税金ノ内棄捐ノ件　共二

A48 ◦ 72　同県賑恤金紛失処分并千葉県外二県へ賞杯賜金費交付高ノ件

A49 大蔵省　明治十八年四月

A49 ◦ 24　広島県営業資本欠額補填ノ件

A49 広島県地租ノ内棄捐ノ件

A49 ◦ 42　広島高知両県租税ノ内棄捐ノ件

A49 大蔵省　二　明治十八年五月

A49 ◦ 55　広島県国税金ノ内棄捐ノ件

A49 ◦ 56　同県地租金同上

A49 ◦ 57　同県船車税金同上

A49 ◦ 58　同県酒造税金焼失ニ付同上

A49 大蔵省　二　明治十八年六月

A49 ◦ 37　広島県郡区長諸給与増額ノ件

A49 ◦ 38　福岡三重両県同上　共二

A49 ◦ 54　広島県地租金焼失ニ付別途下渡ノ件

A49 大蔵省　三　明治十八年六月

A49 ◦ 62　広島県地券証印税欠損ノ件

A49 ◦ 80　広島県地租国税等棄捐ノ件

A49 ◦ 81　広島愛媛両県同上

A49 大蔵省　五　明治十八年六月

A49 ◦ 95　明治十八年度歳入出統計予算帳ニ属スル明細簿

A49 大蔵省　十一　明治十八年六月

A49 ◦ 101　明治十八年度歳入出統計予算帳ニ属スル明細簿

A49 大蔵省　二　明治十八年七月

A49 ◦ 44　広島県雑件増費ノ件

A50 大蔵省　二　明治十八年八月

A50 ◦ 46　広島県地租棄捐ノ件
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A50 ◦ 48　広島県盗難金同上

A50 大蔵省　二　明治十八年十月

A50 ◦ 34　広島県鉱山作業益金ノ内資本へ運用ノ件

A50 ◦ 35　同県鉱山十六年度営業資本欠額補填ノ件

A50 ◦ 36　同県明治九十両年度地租欠損ノ件

A50 ◦ 51　広島県十七年度郡区長旅費増額ノ件

A50 ◦ 64　広島県同年度地券証印税盗難処分ノ件

A50 ◦ 65　同県十六年租税金同上

A50 陸軍省　明治十八年三月四月

A50 ◦ 17　広島県へ配賦旧徒刑人帰郷旅費減額ノ件

A50 農商務省　一　明治十八年五月

A50 ◦ 29　広島県下上瀬野紡績所興業費償却金減額ノ件

A51 司法省　一　明治十八年二月

A51 ◦ 13　広島県平民高野禄一ヨリ戸長ニ係ル繰替取立請求ノ詞訟和解ノ件

A51 司法省　一　明治十八年三月

A51 ◦ 10　広島県三上郡人民兼代人小山源八郎ヨリ郡長ニ係ル同郡各村諸上納及
共有貯蓄金穀精算明示条約履行ノ詞訟却下ノ件

A51 司法省　明治十八年四月

A51 ◦ 15　広島県平民中村仲平ヨリ戸長ニ係ル村費過上金請求ノ詞訟和解ノ件

A51 ◦ 18　広島県平民中村鷹次郎等ヨリ戸長ニ係ル願書調印請求ノ詞訟同上

A51 ◦ 19　同県平民田丸登一郎ヨリ戸長ニ係ル保証書請求ノ詞訟判決ノ件

A51 司法省　一　明治十八年五月

A51 ◦ 10　広島県平民池田千代蔵ヨリ戸長ニ係ル協議費過剰金返還請求ノ詞訟和
解ノ件

A51 司法省　二　明治十八年五月

A51 ◦ 24　広島県平民奥本数奇男ヨリ区長ニ係ル区費営業割税金取戻ノ詞訟審理
ノ件

A51 ◦ 25　同県平民富田治左衛門ヨリ同上

A51 ◦ 26　同県平民石井道ヨリ同上

A51 ◦ 27　同県寄留大坂府平民岡崎仁三郎ヨリ同上

A51 ◦ 28　同県寄留滋賀県平民松山広居ヨリ同上

A51 ◦ 29　同県士族渡辺又三郎ヨリ同上

A51 ◦ 30　同県平民山口武衛門ヨリ同上

A51 ◦ 31　同県寄留京都府士族梅田壮二ヨリ同上

A51 ◦ 32　同県平民高田似壠ヨリ同上
A51 ◦ 33　同県平民山内吉郎平衛ヨリ同上

A51 ◦ 34　同県士族官原毎太郎ヨリ同上

A51 ◦ 35　同県寄留徳島県士族高木尉太郎ヨリ同上

A51 ◦ 36　同県平民島田文次郎ヨリ戸長ニ係ル村費過米立戻シ請求ノ詞訟同上

A51 ◦ 37　同県平民浅賀久人吉ヨリ戸長ニ係ル消印取消ノ詞訟同上

A51 司法省　一　明治十八年六月
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A51 ◦ 27　長野県平民林治三郎ヨリ同県令及農商務卿ニ係ル山林処分不当ノ詞訟
判決ノ件

A51 ◦ 28　広島県平民池田平助ヨリ戸長ニ係ル公証差拒解除ノ詞訟同上

A51 ◦ 29　広島県平民余越三郎兵衛ヨリ郡長及戸長ニ係ル地所公売取消請求ノ詞
訟同上

A52 司法省　明治十八年七月

A52 ◦ 14　広島県下寄留山内吉郎兵衛ヨリ区長栗原幹ニ係ル区費営業割税金取戻
ノ詞訟和解ノ件

A52 ◦ 21　広島県平民須藤省一郎等ヨリ戸長ニ係ル一村共有刈草代米取立請求ノ
詞訟判決ノ件

A52 ◦ 22　広島県平民五拾免庄次郎ヨリ戸長ニ係ル地所名前書換故障除攘ノ詞訟
同上

A52 ◦ 37　広島県平民小野修一ヨリ戸長ニ係ル不当ノ費用割戻ノ詞訟審理ノ件

A52 司法省　明治十八年八月

A52 ◦ 23　広島県平民樫原源右衛門ヨリ戸長ニ係ル貸金催促ノ詞訟判決ノ件

A52 ◦ 29　広島県平民川口治左衛門ヨリ戸長ニ係ル地所公売不当処分詞訟ノ件

A52 司法省　明治十八年十月

A52 ◦ 23　広島県平民浅賀久人吉ヨリ戸長ニ係ル消印取消請求ノ詞訟和解ノ件

A52 司法省　明治十八年十一月

A52 ◦ 16　広島県相方村本泉村住職桃井泰学ヨリ戸長ニ係ル不正ノ徴収不服ノ詞
訟却下ノ件
附　同県平民吉田秀兵衛ヨリ戸長ニ係ル同上ノ件
　同県平民真谷芳平ヨリ戸長ニ係ル同上ノ件

A52 ◦ 23　広島県平民田辺豊太郎等ヨリ郡長ニ係ル損害金賠償要求ノ詞訟判決ノ件

A52 ◦ 29　広島県平民川口治左衛門ヨリ戸長ニ係ル地所公売不当処分詞訟ノ件

A52 司法省　明治十八年十二月

A52 ◦ 21　広島県平民畠山八百槌等ヨリ戸長ニ係ル貢租其他諸費金ノ説明請求ノ
詞訟審理ノ件

A52 宮内省　明治十八年自七月至九月

A52 ◦ 6　山口広島岡山三県へ御巡幸諸費下付ノ件

A52 ◦ 7　同上ニ付供奉員賄向等ノ件

A52 ◦ 8　同上ニ付慰労金下賜ノ件

A52 府県　明治十八年

A52 ◦ 10　広島県史誌編輯費太政官会計局へ引継ノ件

P92
12 国立公文書館内閣文庫所蔵文書

叢書・全集

A1 遺老物語　第五冊　巻七
　福島正則遠流広島城引渡之覚

日下部景衡編 謄

A2 和粛堂叢書
　第七冊のうち石州戦争・芸州戦争

謄

随叢（随筆）

A3 一話一言　卅八 大田南畝 謄

A4 蕉雨堂酔談 安永 2刊 香川南浜 謄
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神祇

A5 国意考
　附　読賀茂真淵国意考・弁読国意考

文化 3.11刊 賀茂真淵述 刊

A6 賀茂注進雑記　下 謄

A7 伊予三島縁起 謄

A8 伊予国三島神社大祝家記 謄

日本史（雑史）

A9 頼政記 謄

日本史（地方）

A10 若狭国守護記 宝永 3. 1.25写 謄

A11 芸州厳島合戦書物 竪冊

日本史（変災・事件）

A12～51 万石以上并万石以下領分虫附損毛届領分
飢人并餓死人相止候届
　〔虫附損毛留書〕一～十七

享保17～元文 2 謄

A52 北山一揆物語　浅川乱民紀事 明治14. 4写 井上重昌編・宮川祐直増補 謄

日本史（伝記）

A53 岩淵夜話別集 大道寺友山 謄

日本史（系譜・家伝）

A54 広島筆記 謄

A55 水野家覚書 謄

A56 水野勝成覚書 宝永 8. 5写 謄

A57 水野勝成自記 謄

A58 水野勝成記 謄

A59 水野家記 宝永 5. 2写 謄

日本史（史料・古文書）

A60 山科家古文書　二・三・四
　〔いずれも抄〕

冊

A61 山科家古文書　下　二十八枚 巻子

A62 諸家文書　三・四（三刀屋）

A63 雲州日御碕文書抄 弘化 3写

A64 日御碕社文書

A65 芸州福王寺文書 正徳5写

A66～69 筑紫古文書　上・中・下・追加

A70 筑紫古文書 慶長2. 2.21

A71 肥前国田島大明神古文書 天文12・天正 3

A72 肥前国妙音寺古文書 仁治～貞享

A73 千種源忠顕卿文書 元弘3. 6. 9

A74・75 古證文　一・二・三・四
　〔一～三は抄〕

A76 後醍醐天皇勅制軍法倫旨等

A77 鹿王院文書〔抄〕

A78 石見国銀山文書　慶長六至文化九年 慶長6～文化 9
（文化 9. 5写）
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A79 毛利家古文書〔毛利家古文状〕

A79 ◦一　元就様ヨリ志道広良江御書広良差
上之書状共

A79 ◦二　志川滝山合戦御軍忠状 天文21. 8.28

A211 三家親睦巻（明治25年印刷・出版）
※毛利元就書状・毛利輝元書状他

巻

A80 毛利家証文〔抄〕

A81 立花家譲状 天正 3. 5.28 戸次伯耆守入道道雪

A82 立花家蔵感状記
　〔従豊臣摂政秀吉当家御感状之写〕

A83 立花伝記
　〔立花家蔵感状記〕

A84 立花家古文書
　〔立花家蔵感状記〕〔大閤公御感状之
写〕

A85 立花戦功録
　〔太閤公御感状之写〕

安東守約編

日本史（史料・記録）

A86 京極殿記〔京極関白記〕 治暦 4. 藤原師実

A87～92 大御記〔17冊〕 藤原為房

A87 　延久四年十二月　同五年正月

A87 　承歴三年自正月至十月

A88 　永保元年裏書（8月～12月）

A88 　永保元年七月八月九月十月十一月十二
月

A89 　永保二年三月四月

A89 　応徳二年七月八月九月十月十一月十二
月

A90 　寛治元年四月五月六月裏書（紙背文
書）

A90 　寛治元年七月八月九月裏書（紙背文
書）

A90 　寛治元年秋（7月～9月）

A91 　寛治二年十二月

A91 　寛治四年五月六月

A91 　寛治五年秋冬（7月～12月）

A91 　寛治六年春（正月～3月）

A92 　嘉保二年七月八月

A92 　康和二年七月八月

A92 　康和五年秋冬（7月～12月）

A92 　康和六年〔長治元年〕正月二月

A93～98 大御記〔14冊，山科家本〕 藤原為房 謄

A93 　延久四年十二月同五年正月

A93 　承暦三年春夏秋十月

A94 　永保元年秋冬（7月～12月）
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A94 　永保二年三四月

A95 　応徳二年秋冬（7月～12月）

A95 　寛治元年秋（7月～9月）

A96 　別記　寛治二年十二月

A97 　寛治四年五六月

A97 　寛治五年秋冬（7月～12月）

A97 　寛治六年春（正月～3月）

A97 　嘉保二年七八月

A98 　康和二年七八月

A98 　康和五年秋冬（7月～12月）

A98 　康和六年〔長治元〕正二月

A99～
101

大御記　天・地・人〔3冊，坊城家本〕 藤原為房 謄

A99 　延久四年十二月　同五年正月

A99 　〔承暦 3年正月～10月〕

A99 　〔永保元年7月～12月〕

A99 　〔永保 2年3月・4月〕

A99 　応徳二年秋冬（7月～12月）

A100 　寛治元年七月八月九月

A100 　〔寛治 2年12月〕

A100 　〔寛治 4年5月・6月〕

A100 　〔寛治 5年7月～12月〕

A100 　〔寛治 6年正月～3月〕

A101 　〔嘉保 2年7月・8月〕

A101 　〔康和 2年7月・8月〕

A101 　〔康和 2年7月・8月〕（別筆）

A101 　〔康和 5年7月～12月〕

A101 　〔康和 6年（長治元年）正月・2月〕

A102～
107

大御記〔為房卿記　一～六〕 藤原為房 謄

A102 　一　承暦三年春夏秋十月

A103 　二　永保元年（承暦五）秋冬

A103 　　　永保二年三月四月

A104 　三　応徳二年従七月至十二月

A105 　四　寛治元年七月八月九月

A106 　五　寛治四年五月六月

A106 　　　寛治五年従七月至十二月

A107 　六　嘉保二年七月八月　

A107 　　　康和五年七月八月

A107 　　　康和六年正月二月

A108～
116

大御記〔大記・為房卿記　一～九〕 藤原為房 謄
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A108 　一　延久四年十二月　同五年正月

A108 　　　承暦三年従正月至十月

A109 　二　永保元年（承暦五）秋冬

A109 　　　同二年三四五

A110 　三　応徳二年秋冬（7月～12月）

A111 　四　寛治元年夏（4月～6月）

A112 　五　寛治元年秋（7月～9月）

A112 　　　寛治二年十二月

A113 　六　寛治五年自五月至六月

A113 　　　寛治五年自七月至十二月

A114 　七　寛治六年正二三月

A114 　　　嘉保二年七月八月

A115 　八　康和二年七月八月　

A115 　　　康和五年秋冬（7月～12月）

A115 　　　康和六年（長治元）正二三

A116 　九　御産記（康和元年正月，同4年8
月・12月，同5年正月～4月）

A117 大御記〔大記　3冊，教部省本〕 藤原為房 謄

A117 　応徳二年秋冬（7月～12月）

A117 　寛治二年十二月

A117 　康和二年春（正月・2月）
※康和六年の誤り

A118～
121

大御記〔4冊，和学講談所本〕 藤原為房 謄

A118 　寛治元年夏（4月～6月）

A119 　寛治元年秋（7月～9月）

A120 　寛治元年（7月～9月）裏写

A121 　寛治元年（4月～6月）裏写

A122 大御記〔大府記・大記　1冊，坊城家本〕 藤原為房 謄

A122 　寛治二年十二月

A122 　康和二年七月八月

A122 〔康和 5年7月～12月〕

A122 　顕隆記〔康和 5年8月・10月〕 藤原顕隆

A122 　〔康和 6年正月・2月〕

A123 大御記　誤題経実卿記 康和 2. 7・8 藤原為房 謄

A124 江記 寛治 8. 7 大江匡房 謄

A125～
132

少外記清原重憲記 清原重憲 謄

A125 〔康和 5年正月～6月・8月～12月〕

A126 〔康治 3年正月〕

A127 〔康治 3年2月〕

A128 〔天養元年3月〕
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A129 〔天養元年4月〕

A130 〔天養元年10月〕

A131 〔天養元年11月〕

A132 〔天養元年12月〕

A133 法性寺関白記 大治 2. 藤原忠通 謄

A134 朝隆卿記 久安 6. 8・保元2. 8 藤原朝隆 謄

A135～
137

愚昧記〔3冊本の1〕 三条実房 謄

A135～
137

〔仁安 4年（嘉応元年）正月～12月〕

A135～
137

〔仁安元年10月太子記〕

A135～
137

〔仁安 2年正月～10月〕

A135～
137

〔仁安 2年8月・9月・10月・12月〕

A138～
140

愚昧記　消息〔3冊本の2〕 謄

A138～
140

　紙背文書

A138～
140

〔嘉応 2年7月・11月・12月〕

A138～
140

〔嘉応 3年正月〕

A138～
140

〔文治 5年10月〕

A138～
140

〔文治 6年（建久元年）正月〕

A138～
140

〔建久 2年12月〕

A138～
140

〔文治 5年7月・8月〕

A141～
143

愚昧記　承安四年四季〔3冊本の3〕 謄

A141～
143

〔仁安 3年4月～6月・10月～12月〕

A141～
143

〔承安 3年正月～6月〕

A141～
143

〔承安 4年正月・3月～5月・7月・8月・
11月・12月〕

A141～
143

〔治承元年8月・9月〕

A141～
143

〔寿永元年7月～9月〕

A144～
153

愚昧御記〔13冊〕 三条実房 謄

A144 　仁安二年春夏（正月～6月）

A145 　仁安二年秋冬（7月～10月）

A145 　仁安二年十一月十二月

A146 　仁安三年夏（4月～6月）

A146 　仁安三年十月十一月十二月
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A147 　仁安四年（嘉応元年）春（正月～3月）

A148 　嘉応二年春夏（正月～4月）

A148 　嘉応二年秋冬（7月・11月・12月）

A149 　承安三年春夏（正月～6月）

A150 　承安四年四季（正月・3月～5月・7月・
8月・12月）

A151 　安元三年春夏（正月～6月）

A152 　安元三年秋冬（7月～12月）

A153 　寿永元年秋　立后間御記（7月～9月）

A154～
163

愚昧記〔15冊，松山久松家旧蔵〕 三条実房 謄

A154 　仁安二年春夏（正月～6月）

A154 　仁安二年秋（7月～9月）

A155 　仁安二年十月

A155 　仁安二年冬（11月・12月）

A156 　仁安三年正月二月三月

A157 　仁安三年夏（4～6月）

A158 　仁安三年冬（10月～12月）

A159 　嘉応二年春夏（正月～4月）

A159 　嘉応二年七月（7月・11月・12月）

A160 　承安三年春夏（正月～6月）

A161 　承安四年
※安元2年2月を含む

A162 　安元三年春（正月～3月）

A162 　安元三年夏（4月～6月）

A162 　安元三年秋冬（7月～12月）

A163 　寿永元年（7月～9月）文治五年（7月・8月）

A164～
168

愚昧記〔12冊，元老院本・朽木鋼泰旧蔵〕 三条実房 謄

A164 　一（仁安 2年正月～6月）

A164 　二（仁安 2年7月～9月）

A164 　三（仁安 2年10月）

A165 　四（仁安 4年正月～3月）

A165 　五（嘉応元年10月～12月）

A165 　六（嘉応 2年7月・11月・12月）

A166 　七（嘉応 3年正月・文治 5年10月）

A166 　八（承安 3年正月～5月）

A166 　九（承安 4年正月・3月～5月・7月・8
月・11月・12月）

A167 　十（文治 6年正月・建久 2年12月・紙背文書）

A167 　十一（仁安元年10月・同2年9月・安元2年2月・治承2年12月）

A168 　十二（紙背文書）
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A169～
181

愚昧記〔28冊のうち3～28，教部省本〕 三条実房 謄

A169 　3　仁安二年九月
※安元2年2月を含む

A169 　4　仁安二年十月

A169 　5　仁安二年十一月十二月

A170 　6　仁安三年四月五月六月

A170 　7　仁安三年十月十一月十二月

A171 　8　仁安四年正月二月三月

A171 　9　仁安四年十月十一月十二月

A172 　10　嘉応二年正月二月三月四月

A172 　11　嘉応二年七月十一月十二月

A173 　12　嘉応二年十二月十七日・同三年正月・文治五年十月・同六年正月・建久
二年十二月

A174 　13　承安三年正月二月三月四月五月六月

A174 　14　承安四年正月三月四月五月七月八月十一月十二月

A175 　15　安元三年正月二月三月四月五月六月

A176 　16　安元三年七月八月九月十月十一月十二月

A176 　17　安元三年八月九月　伊勢公卿勅使之事委細記也

A177 　18　仁安元年十月　立太子
※治承2年12月立太子記を含む

A178 　19　寿永元年　立后

A179 　20　節会部類　内弁（嘉応 2年～文治 6年）

A180 　21～23（紙背文書　3冊）

A181 　24～28　消息（紙背文書　5冊）

A182 愚昧記〔1冊，紅葉山文庫本〕 嘉応元.10～嘉応 2.12 三条実房 謄

A183 愚昧記〔1冊，甘露寺家本〕 安元3（治承3）正～6 三条実房 謄

A184・
185

駒井日記　乾・坤 文禄 2.閏2～文禄 4. 4 駒井重勝 謄

A186 駒井日記　文禄三年正至三月 駒井重勝 謄

A187 駒井日記〔文禄日記，延宝七年日記合写〕 文禄 3. 4.28 駒井重勝 謄

A188 正任記 文明10.10 相良正任 謄

A189・
190

大原重実私記（文久 2～慶応元）・桜井光
裕私記（明治元）・福山藩五弓豊田郎日
記（明治元）

A191～
196

旧広島藩立野寛私記　一～六
※明治15年写本

元治元. 6～慶応 2. 6 立野寛 謄

A197～
199

祠曹雑識 麻布老愚 謄

A197～
199

　三・五・七・九・十・十四・十六・十八・廿一・廿三・廿四・廿六・廿八・
廿九・卅一・卅六・卅七・四十・四十一・四十四・五十一・五十四・
五十五・五十七・五十九・六十・六十一〔いずれも抄〕

D1～24 文部省日誌 文部省

D1 　明治 5年　第1号～11号 竪冊

D3 　明治 6年　第1号～8号 竪冊

770



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 東京都／国立公文書館内閣文庫所蔵文書（P92�12）

D3・4 　明治11年　第1号～19号 刊

D5～7 　明治12年　第1号～27号 刊

D8～10 　明治13年　第1号～23号 刊

D11～15 　明治14年　第1号～36号 刊

D16～24 　明治15年　第1号～68号 刊

D25～28 岡山県史料

D25 　五十二　旧小田県歴史　一～四
※立庁・租法・禄制・軍役・職制・庁則・会計・禁令・布
達・拓地・工業・裁判・議事

小田県 竪冊

D26 　五十三　旧小田県歴史　五～九
※県庁位置・旧県顛末・戸口・民俗・警補・教導・学校・
衛生・忠孝・節義・国益・民利・図書・出版・時変・騒
擾・官員履歴

小田県 竪冊

D27 　五十四　小田県歴史　一～五
明治八年分
※県治・拓地・勧農・工業・刑事・賞典・賑恤・祭典・戸
籍・学校・衛生・警保・駅逓・電信・租法・地租改正事務

岡山県 竪冊

D28 　五十五　小田県歴史　六～十一
明治八年分
※村落合併・雑税・職制・禄制・兵制・会計・禁令・官員
履歴

岡山県 竪冊

D29～58 広島県史科　一～三十 広島県 竪冊

D29 　一　広島県史　二
管轄沿革・古趾遺蹟・御陵墓・社寺・県庁位置以下邏卒番人数

D30 　二　広島県史　一
県治・祭典・民俗・刑法・禄制・会計・図書目録・碑文銘辞

D31 　三　広島県史　三
勧農・拓地

D32 　四　広島県史　四止
駅逓・戸口・忠孝・節義

D33 　五　工業

D34 　六　刑罰

D35 　七　褒賞　一

D36 　八　褒賞　二止

D37 　九　賑恤　一

D38 　十　賑恤　二止

D39 　十一　学校

D40 　十二　騒擾

D41 　十三　租法　明治八年ヨリ同十年ニ至

D42 　十四　職制

D43 　十五　兵制

D44 　十六　禁令　一　自明治四年七月至同六年十二月・自明治六年一月至同七年
十二月

D45 　十七　禁令　二止　自明治八年至同十五年

D46 　十八　官員履歴

D47 　十九　立庁以来官員任解進退辞令書　一　明治四年十二月二尽・明治五年十
二月二尽
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D48 　二十　立庁以来官員任解進退辞令書　二　明治六年十二月二尽・明治八年
二及

D49 　二十一　奏判官員履歴　一　自明治十一年至明治十二年

D50 　二十二　奏判官員履歴　二 明治十三年分

D51 　二十三　奏任判任官員履歴　三 明治十四年分

D52 　二十四　奏判官員履歴　四止 明治十五年分

D53 　二十五　郡役所官員履歴　一　自明治十一年至明治十二年

D54 　二十六　郡役所官員履歴　二　自明治十一年至明治十二年

D55 　二十七　郡役所官員履歴　三止 明治十三年分

D56 　二十八　郡区吏員履歴　一 明治十三年

D57 　二十九　郡区吏員履歴　二 明治十四年分

D58 　三十　郡区吏員履歴　三止 明治十五年分

地理　日本地誌（地方誌）

A200 御問状答書 菅茶山 謄

A200 　第一巻　春部　一

A200 　第二巻　夏部　二

A200 　第三巻　秋部　三

A200 　第四巻　冬部　四

A200 　第五巻　雑部　五止

地理　日本地誌（遊覧・遊歴）

A201 厳島宮路之枝折 明治17. 村田良穂 刊

地理　地図

A202 延暦二十四年輿地図 （延暦24） 謄

政治・法制

A203 御給年官年爵封戸位田〔祢家抄〕 小槻時元編 謄

A204 顕時卿記〔抜粋〕
長寛二年壬十月任大臣

藤原顕時 謄

経済（領知）

A205 福島紀事 謄

A206 芸州広島福嶋左衛門大夫正則家中知行附
〔福嶋家中分限帳〕

謄

経済（地方）

A207 民部省図帳 （元亨2.10） 謄

A207 周防長門　検地帳　一 慶長5. 謄

A208・
209

天保郷帳 天保 5.12 明楽飛彈守他 謄

A208・
209

　第六十一冊　備後国郷帳

A208・
209

　第六十二冊　安芸国郷帳

A210 諸国人数調 文化元. 謄

その他

D59～61 文部省雑誌 文部省

D59～61 　明治 6年　第1～9号 竪冊
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D59～61 　明治 7年　第1～27号 刊

D59～61 　明治 8年　第1～20号
※明治 9年より教育雑誌と改題

刊

D62～78 教育雑誌（文部省雑誌改題） 文部省 刊

D62・63 　明治 9年　第1～23号

D64～66 　明治10年　第24～52号

D67～69 　明治11年　第53～86号

D70～72 　明治12年　第87～113号

D73・74 　明治13年　第114～134号

D75～77 　明治14年　第135～162号

D78 　明治15年　第163～171号
※明治16年より文部省教育雑誌と改題

D79 文部省教育雑誌（教育雑誌改題） 文部省 刊

D79 　明治16年　第172号～174号

D80～83 文部省報告 文部省 刊

D80～83 　明治 7年　第1～36号

D80～83 　明治 8年　第1～47号

D80～83 　明治 9年　第1～49号

D80～83 　明治10年　第1～26号

D84～88 文部省布達全書 文部省 刊

D84～88 　明治 4年～明治18年

D89 文部省命令全書 文部省 刊

D89 　明治19年～明治22年

D90 現行学事法令 明治17. 1 松井雄次郎 刊

D91 学事法規
　〔附　広島師範学校規則附録〕

明治20. 3. 広島県学務課 刊

A212 地租考 明治24.10. 広島県地価修正請願同盟中央部
事務所

刊

A213～
216

広島県治一班 刊

A213～
216

　明治22年9月 広島県

A213～
216

　明治23年8月 広島県第一部庶務課

A213～
216

　明治24年10月 広島県内務部第一課

A213～
216

　明治25年11月 広島県内務部第一課

A217 各府県戸長役場町村戸口表 地理局 刊

A218 烟草作講話筆記 明治24.12. 広島県芦田品治神石甲奴郡役所
第一課農商係

刊

A219 地方長官人物評〔抄〕 明治25.10 大岡　力 刊

A220 貴族院議員多額納税者議員列伝〔抄〕 明治23. 9. 桜井　浩 刊

A221 各府県重要商品調査報告〔抄〕
（島根・鳥取・岡山・広島）
附　産業概況

農商務省商務局 刊
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A222 府県老農名簿〔抄〕
※広島県関係

明治15. 6. 農商務省商務局 刊

A223 岩倉文書

A223 　86　探索書類〔抄〕
※中国地方情勢

明治 7. 5. 橋爪鍈一郎 竪冊

A223 　90　府県情計陳述概略記〔抄〕
※岡山県・高知県関係

竪冊

D92 明治十五年度
　　区町村費中教育費決算額一覧表

文部省報告局 刊

D93 明治十六年度
　　全国地方費中教育費予算一覧表

文部省報告局 刊

D94 明治十七年度
　　全国地方費中教育費予算一覧表

文部省報告局 刊

D95 明治十八年度
　　全国地方費中教育費予算一覧表

文部大臣官房 刊

D96 明治十四年広島県学事件報 明治15. 9. 刊

A224 臨時広島軍用水道施設部報告摘要 明治32. 3. 陸軍省 刊

A225 広島県虎列刺病流行紀事　明治19年 明治20. 2.

A226 広島県虎列拉病流行紀事　明治23年 明治24.10. 広島県内務部第三課 刊

P92
13 国立国会図書館所蔵文書

中世

D66 細川顕氏請文 貞和 4. 5.27 細川顕氏→秋月太郎兵衛尉 竪紙

D66 足利直冬奉書 観応 2. 4.21 竪紙

D66 大内義隆書状 2. 6 大内義隆→小早川中務少輔 竪紙

D66 毛利輝元書状 3.10 毛利輝元→元孝 竪紙

D66 備後国恵蘇郡河北村替銭宿記文并同替文
案

元享 3. 6.18 さいくわん→いや五郎 竪紙

D66 沙弥道智譲状 永享 6. 2. 5 沙弥道智→三男範怡律師 竪紙

D66 某覚書 折紙

D66 村上正賢祠堂銭借用状 寛政 7. 2.29 村上正賢→清涼院侍真禅師 竪紙

D66 使頭左衛門平某請取状 徳治 2. 3.11 使頭平左衛門尉 竪紙

D66 沙弥妙聖請文 延慶4. 3.27 沙弥妙聖 竪紙

D66 沙弥道珍寄進状
※以上冑山文庫旧蔵文書

康安元.12 沙弥道珍 竪紙

D66 伏見上皇院宣案
※以上葛川明王院文書

正安元.11.21 伏見上皇→左衛門督法印 竪紙

D66 祐増借状 応永13. 4.15 祐増 竪紙

A66～
234

白河本　東寺百合古文書　1～188

近世

A1 宮嶋名所新膝栗毛
※厳しま参詣真柳樽

十方舎一丸 刊
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近代

A56 広島県治一斑　明治23年・26年・30年
〔抄〕

広島県 刊

B10 臨時広島軍用水道布設部報告摘要 明治32. 3 陸軍省 刊

A10 第五師管徴発物件表 明治34. 6 陸軍省 刊

A9 広島控訴院沿革略誌 明治42. 3 広島控訴院書記課 刊

D7 広島県町村資力調 明治43. 6 広島県内務部県治課 刊

A6 地方財政経済統計書　明治44年度〔抄〕 広島税務監督局 刊

A8 広島県地方行政施設概況 大正 3. 4 広島県 刊

A3・4 自治民政資料展覧会記念 大正 4 広島県内務部県治課 刊

A2 自治行政資料〔抄〕
※沼隈郡・深安郡関係

刊

D7 自治行政資料 大正 6. 9 広島県 刊

A7 広島県尾道市是調査資料 大正 7. 3 尾道市役所 刊

D6 管内納税施設及慣例調査書 大正 9. 1 広島税務監督局 刊

A5 管内納税施設及慣例調査書〔抄〕 広島税務監督局 刊

A5 大正十年度市町村税負担調 大正10. 7 広島県内務部県治課 刊

A57 福山案内〔抄〕 刊

A36～39 広島県農会報　45号～65号（61・62欠） 明治32. 3～明治33.11 広島県農会 刊

A25 農事調査　第一報　柑橘類ノ部 明治35. 5 広島県農会 刊

A26・27 農事調査　第二報　桃梨柿ノ部 明治36. 2 広島県農会 刊

A28～30 農事調査　第三報
※藺草・麻・薄荷・蒟蒻

明治37. 9 広島県農会 刊

A31・32 農事調査　第四報　蔬菜ノ部 明治38. 8 広島県農会 刊

A34 特用作物調査書　前編
※藺草・大麻・葉煙草・米国葉・棉・
除虫菊

大正 2.11 広島県内務部農務課 刊

A35 特用作物調査書　後編
※蒟蒻・三椏・楮・薄荷・百合

大正 4.10 広島県内務部農務課 刊

D3 産業組合要覧　第9次 大正 4.12 産業組合中央会広島支会 刊

D5 大正三年度大正四年度広島県米穀検査成
績　第2輯

大正 6. 4 広島県穀物検査所 刊

D4 大正七年度広島県米穀検査成績　第5輯 大正 9. 6 広島県穀物検査所 刊

D4 大正八年度広島県米穀検査成績　第6輯
　附産米改良ニ関スル地主施設

大正 9.11 広島県穀物検査所 刊

D3 広島県産業概況 大正 6. 6 広島県内務部 刊

A33 広島県農事成績要覧 大正 6. 7 広島県内務部 刊

A33 農事調査　第1号 大正 6. 9 広島県内務部 刊

A11 産業講演集 大正 7. 5 広島県 刊

A15 広島県神石郡生産調査書 大正 8. 7 広島県神石郡役所 刊

A16 広島県副業状態調査 大正 8. 7 広島県内務部 刊

A40 大正八年ノ洪水ト稲作ノ被害及復旧成績 大正 8.12 広島県内務部 刊

A12 産業調査書 大正10. 2 広島県沼隈郡 刊

D2 農家経済調査　第2輯 昭和 4. 5 広島県農会 刊
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D6 農業調査結果 昭和 4. 9 広島県知事官房 刊

A13 産業の広島県 昭和 9. 9 広島県産業奨励館 刊

A14 広島県商工人名録〔抄〕 刊

A41 広島県畜産案内 明治43. 9 広島県内務部勧業課 刊

D1 広島県畜産案内　大正 6年版 大正 6. 9 広島県牛馬畜産組合聯合会 刊

D1 広島県畜産案内 大正11.10 広島県畜産組合聯合会 刊

A42 広島県水産試験場報告　1巻～3巻〔抄〕 広島県水産試験場 刊

A44 全国製糸工場調査表　6・7・10～12年次 大正元・大正 4・大正13
～昭和 5

農商務省農務局（のち農林省蚕
糸局）

刊

A43 管内電気事業概要 大正11. 1 広島逓信局 刊

B9 広島罐詰業沿革誌 大正12. 4 松岡国松 刊

A45 山陽鉄道旅客案内 山陽鉄道会社運輸課 刊

A17～19 広島商業会議所時報　1号～14号 明治26.11～明治28. 1 広島商業会議所 刊

A19 広島商業会議所時報　号外（第四回内国
勧業博覧会調査報告書）

明治29. 5 広島商業会議所 刊

A20 広島商業会議所報告 明治44. 2 広島商業会議所 刊

A22 広島商業会議所報告 大正 6. 2 広島商業会議所 刊

A21 広島商業会議所半年報　大正 6年度上半
期

大正 6.11 広島商業会議所 刊

A22 広島商業会議所報告 大正 7. 7 広島商業会議所 刊

A23 尾道商業会議所報告　第1回 大正14. 1～3 尾道商業会議所 刊

A24 備後商工史 得能正通・小泉進作・藤木周吉・
石川清作

刊

B7 企業地としての広島 大正12.10 広島商業会議所 刊

B8 企業地としての広島　大正15年版 大正15. 8 広島商業会議所 刊

A49 広島県衛生年報　明治33年 明治35. 5 広島県警察部衛生課 刊

A46・47 広島県地方団体及慈恵団体事績概要附，
県勢一斑

明治44.11 広島県 刊

A48 広島県慈善団体事績概況 大正 3. 4 広島県 刊

A52 広島県下青年団体状況取調書 明治43. 3 広島県内務部学務課 刊

A53 広島県青年団体状況取調書 大正 2. 8 広島県内務部学務兵事課 刊

A54 細民部落改善実例 大正 5. 9 広島県安芸郡役所 刊

A51 夜間通学青少年労務者生活状態 大正15. 7 広島市社会課 刊

A50 職業婦人生活状態 昭和 2. 4 広島市社会課 刊

B6 広島県水平運動史 昭和 5 中野繁一 刊

D8・9 労働ひろしま　1巻2号～2巻4号，2巻7
月号～12月号（1巻5号・2巻1号・2巻3
号・2巻11月号欠）

昭和23. 7～昭和24.12 広島県労働部労政課 刊

B1～5 広島県学事年報　明治33年・35年～37
年・43年

広島県 刊

D2 広島県教育一班 大正 3. 4 広島県内務部学務兵事課 刊

A55 広島県教育概要 大正 4. 5 広島県内務部学務兵事課 刊

A55 広島県教育概要　大正 6年3月 大正 6. 6 広島県内務部学務兵事課 刊
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A58～62 安芸郡統計書　明治41年～大正元年 明治43～大正 3 広島県安芸郡役所 刊

A65 広島県人口統計書　大正 3年～9年〔7年
欠〕〔抄〕

広島県 刊

A63 尾道市統計年報〔大正 6年度〕 大正 8. 1 広島県尾道市役所 刊

A64 尾道市統計書　大正 7年 大正 9. 3 広島県尾道市役所 刊

D10～36 広島税務監督局統計書 明治43～大正11 広島税務監督局 刊

D37～65 広島県警察統計表　明治20年～大正12
年（明治22・28・44・45年・大正 9～11
年欠）

明治21～大正14 広島県警察本部（のち広島県警
察部）

刊

E1～286 芸備日日新聞 明治27. 9～大正 7. 5 刊

E287～
535

中国〔のち中国新聞に改題〕
※明治33年欠

明治27. 9～大正 4. 5 刊

P92
14 国立国会図書館憲政資料室収蔵文書

–1 井上家文書 –8 宍戸璣文書
–2 小川平吉文書 –9 石室秘稿
–3 桂家文書 –10 寺内正毅文書
–4 川村正平文書 –11 平田東助文書
–5 憲政史編纂会収集文書 –12 広沢真臣文書
–6 河野広中文書 –13 松方正義文書
–7 斎藤実文書 –14 GHQ／SCAP文書

P92
14–1 井上家文書

旧長州藩士井上彦右衛門家に伝来した武家文書。安土・桃山期（天正）から江戸初期（寛永）の文書が14点あ
り，他に明治初期のものが1点ある。井上彦右衛門家は毛利氏の譜代重臣井上氏の庶流で，井上勘解由勝光
の六男光貞を祖とする。文書の大部分は『萩藩閥閲録』巻95井上彦右衛門の項に収められているが，これに
未収の1点が『広島県史』古代中世資料編V（p.10）に収載されている。目録は，国立国会図書館憲政資料室
の憲政資料目録第十『井上馨関係文書目録』（p.398）にある。 典拠：『萩藩閥閲録』巻95

A1 井上家文書　巻一 巻子

A1 ◦吉川元春自筆書状 11.18 吉川元春→（井上元方ヵ）

A1 ◦毛利隆元宛行状 天文19.12.21 毛利隆元→（井上元方ヵ）

A1 ◦毛利輝元加冠状 天正 7. 8.29 毛利輝元→井上元方

A1 ◦某自筆書状 6.25 　→（井上元方ヵ）

A1 ◦毛利輝元書状 6.15 毛利輝元→井上元方

A1 ◦毛利輝元安堵状 天正16. 6.20 毛利輝元→井上元方

A1 ◦毛利輝元安堵状 天正16. 6.21 毛利輝元→井上元方

A1 ◦毛利輝元仮名書出 毛利輝元→井上元方

A1 ◦某自筆書状 （天正17）3.27 　→井上元方

A1 ◦毛利輝元安堵状 慶長5. 4.23 毛利輝元→福原式部少輔

A1 ◦毛利輝元加冠状 慶長9. 6.20 毛利輝元→井上元通

A1 ◦毛利秀就仮名書出 慶長17. 2. 1 毛利秀就→井上元通

A1 ◦毛利秀就安堵状 寛永20. 3.27 毛利秀就→井上就勝
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A1 ◦毛利秀就加冠状 寛永12. 1.11 毛利秀就→井上就勝

A1 ◦山口藩達書 明治 3. 8 山口藩→井上幾太郎

A2 井上角五郎書翰
※再渡韓費援助の件

明治17. 4. 6 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※議会動向

明治25.11.29 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※日々新聞と時事新報との紛議

明治25.12.29 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※議会対策意見

明治26. 1. 9 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※昨日の議会の件

（明治26）2. 8 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰　付，株主名簿
※炭鉱株主の件

明治26. 3.12 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※炭坑会社役員選挙

明治26. 5.11 井上角五郎→井上馨 一紙

A2 井上角五郎書翰
※朝鮮対策意見

明治27.10.13 井上角五郎→井上馨 一紙

P92
14–2 小川平吉文書

A1 花井卓蔵書翰
※病気見舞

12. 9 花井卓蔵→小川平吉 一紙

A1 井上角五郎書翰
※判決謄本送付

大正 4. 6.27 井上角五郎→小川平吉 一紙

A1 井上角五郎書翰
※違反事件控訴棄却

6.17 井上角五郎→小川平吉 一紙

A1 宮沢裕書翰
※御下命の件交渉

9. 2 宮沢裕→小川平吉 一紙

A1 花井卓蔵書翰
※御意見伺

4.30 花井卓蔵→小川平吉 巻子

A1 望月圭介書翰
※宮沢の動向　時局感想

8.27 望月圭介→小川平吉 巻子

P92
14–3 桂家文書

旧長州藩士桂久右衛門家に伝来した武家文書。戦国期から江戸初期にかけての文書から成る。桂久右衛門家
は，桂元澄の六男桂広繁を祖とし，代々毛利氏に仕えた。文書のほとんどは桂広繁にかかわるものである
が，野坂古文書と題された9通の文書を含んでいる。これは，もと厳島神社神主の野坂家にあったもので，
後に厳島神社に移管される文書群（厳島野坂文書）に属していたものである。
活字になったものとしては，『萩藩閥閲録』巻53桂久右衛門の項，『広島県史』古代中世資料編V（p.11），『広
島県史』古代中世資料編III（p.1507）にそれぞれ収められている。目録は国立国会図書館憲政資料室の憲政
資料目録第三『桂太郎関係文書目録』（p.52）に掲載されている。

典拠：『萩藩閥閲録』巻53・『広島県史』古代中世資料編III

A1 桂家文書（文書42点） （戦国～江戸期）
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P92
14–4 川村正平文書

A1 国会設立願望建言ノ儀ニ付人民結合ノ景
況上申書

明治12.11.24 岡山県令高崎五六→内務卿伊藤
博文

竪冊

A1 国会開設願望ノ建言依頼書草稿 明治12.11. 3 新庄厚信外11名 刊

P92
14–5 憲政史編纂会収集文書

A1 寺内内閣衆議院解散関係文書〔伊東巳代
治文書〕

大正 6 竪冊

A1 伊東巳代治書翰
※北海道有志者引見

2.27 伊東巳代治→井上角五郎 一紙

A1 井上侯爵家諸名家書翰集
※井上馨文書中の井上角五郎書翰を筆
写したもの

井上角五郎→井上馨 一紙

P92
14–6 河野広中文書

A1 広島新聞 明治28. 4.12 刊

A1 議員山道襄一君懲罰事犯ノ件 大正12. 2.28 高見之通他→衆議院議長粕谷義
三

刊

A1 天野確郎・串本康三書翰
※母堂逝去弔辞

明治26. 7.18 天野確郎・串本康三 一紙

A1 荒川五郎書翰　附，履歴書
※履歴書送付の件

大正 4. 4. 9 荒川五郎→河野広中 一紙

A1 江草時太郎書翰
※弔辞

大正12.12.31 江草時太郎→河野広中邸 一紙

A1 花井卓蔵書翰
※江波玄三拝顔

4. 4 花井卓蔵→河野広中 一紙

A1 花井卓蔵書翰
※衆議院議長当選祝辞

明治36.12. 6 花井卓蔵→河野広中 一紙

A1 橋本太吉書翰
※演説会来演に感謝

明治43. 6.16 橋本太吉→河野広中 一紙

A1 橋本太吉書翰
※懇親会欠席

明治41. 6.16 橋本太吉→河野広中・島田三郎 一紙

A1 橋本太吉書翰
※病気見舞

12. 7 橋本太吉→河野広中 一紙

A1 早速整爾書翰
※免罪祝辞

明治39. 4.25 早速整爾→河野広中 一紙

A1 井上角五郎書翰
※出立準備

11.14 井上角五郎→河野広中 一紙

A1 井上角五郎書翰
※母堂逝去弔辞

7.18 井上角五郎→河野広中 一紙

A1 井上角五郎書翰
※大同団結につき出馬請う

3.28 井上角五郎→河野広中 一紙

A1 井上角五郎（留守宅）書翰
※母堂逝去弔辞

井上角五郎留守宅→河野広中 一紙

A1 金尾稜厳書翰
※広島へ来演の件

明治42.12.29 金尾稜厳→河野広中 一紙
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A1 冨永正男書翰
※病気見舞

大正12.11.23 冨永正男→河野広中 一紙

A1 調和青年有志書翰
※委員会開会日を問う

5.10 調和青年有志→井上角五郎他 一紙

A1 安河内麻吉書翰
※御勇退につき挨拶

大正 5.10.10 安河内麻吉→河野広中 一紙

P92
14–7 斎藤実文書

A1 荒川五郎書翰
※米穀対策・教育政策意見

昭和 8. 9.13 荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 荒川五郎書翰
※米穀対策意見

昭和 8. 9.23 荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 荒川五郎書翰
※尊氏問題の件

昭和 9. 2. 9 荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 荒川五郎書翰
※日本精神作興建議案・民族優生保護
法案

昭和 9. 4. 2 荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 荒川五郎書翰
※揮毫感謝

昭和 9. 9.14 荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 荒川五郎書翰
※呉軍港への民間船出入の件

荒川五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※朝鮮農事改良株式会社補助の件

大正 9.12.14 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※帰国報告

大正10. 1.19 井上角五郎 一紙

A1 井上角五郎書翰
※暑中見舞

大正10. 7.27 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※礼状

大正10. 9.27 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※朝鮮農事改良株式会社補助の件

大正11. 2.13 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※帰任挨拶

大正11. 3.28 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※震災見舞

大正12. 9.21 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※祝辞

昭和 4. 8.19 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※礼状

昭和 8. 7. 7 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※祝辞

昭和10.12.27 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※職工教育につき面晤願う

5.21 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※農村救済問題

6. 8 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※自著進呈

10.26 井上角五郎→斎藤実 一紙

A1 井上角五郎書翰
※陶器進呈

12.17 井上角五郎→斎藤実 一紙
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P92
14–8 宍戸璣文書

A1 杉孫七郎書翰
※民権運動情勢他

明治13. 1. 9 杉孫七郎→宍戸璣 一紙

A1 杉孫七郎書翰
※朱肉のこと，農民・士族の動向

明治13. 6. 2 杉孫七郎→宍戸璣 一紙

P92
14–9 石室秘稿

A1 石室秘稿
※芸州交易事件　完

文久 3.11～明治 4 竪冊

P92
14–10 寺内正毅文書

A1 井上角五郎書翰
※申慶均釈放の件

明治45. 3.15 井上角五郎→寺内正毅 一紙

A1 井上角五郎書翰
※意見書進呈通知

大正 6. 9. 9 井上角五郎→寺内正毅 一紙

A1 馬淵鋭太郎書翰
※総選挙における早速整爾候補尾行半
減問題弁明

大正 6. 9. 9 馬淵鋭太郎→寺内正毅 一紙

A1 馬淵鋭太郎書翰
※国民思想の統一　国史教育改革要望

大正 6. 9.15 馬淵鋭太郎→寺内正毅 一紙

A1 馬淵鋭太郎書翰
※本間警察部長・松浦泰次郎紹介

大正 6.10. 9 馬淵鋭太郎→寺内正毅 一紙

A1 馬淵鋭太郎書翰
※安佐郡三篠町忠魂碑揮毫御礼

大正 7. 6.13 馬淵鋭太郎→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※陸軍状況報知　徴兵成績向上士官学
校・教導団改革

明治16. 5.16 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※北清事変歩兵第四十一聯隊等作戦行
動経過

明治33. 8.27 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※駐清軍隊の規律・編成　幕僚人物評

明治33.10.21 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※第五師団人事

明治34. 2.25 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※歳末挨拶

明治36.12.28 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A1 真鍋斌書翰
※一身上相談への御礼

明治37. 4. 8 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※第五師団動員完了

明治37. 4.26 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※第五師団・広島予備病院の状況

明治37. 7.20 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※師団臨時検閲　真鍋女婿戦死

明治37.10.15 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※真鍋女婿葬儀　臨時検閲終了

明治37.12.15 真鍋斌→寺内正毅 一紙
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A2 真鍋斌書翰
※留守部隊近況　徴兵補充計画と地方
官・町村長

明治38. 5.17 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※日比谷騒動見舞　衛生・徴兵事務　
知事人物評

明治38. 9. 9 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※旅中挨拶

明治40. 5.23 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※上京厚遇の礼　上田五郎より若仲画
進呈

（明治40）6.30 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※朝鮮赴任祝辞

明治43. 7.28 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※陸相辞任に対する挨拶

明治44. 9. 4 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※寺内帰京挨拶

明治44.11.22 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※政情感想　議会出席のため上京

大正元.12.14 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※音問　上京予定

大正 2. 1.15 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※健康留意願う

大正 2. 3.24 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※別府より挨拶

大正 2.11.27 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A2 真鍋斌書翰
※将官同志会合併問題

（大正 3）6.25 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※芳賀栄次郎朝鮮赴任　浅野長勲揮毫

大正 3. 8.13 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※陸軍参政官拝命挨拶　選任経緯

大正 4. 7. 9 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※陸軍政務研究　和歌贈呈

大正 4. 7.30 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※元帥昇進祝詞

大正 5. 6.24 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※憲政会広島支部発会式　加藤高明・
尾崎行雄演説

大正 5.12.25 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※議会解散祝意

大正 6. 2. 3 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰　付馬淵広島県知事人物私評
※広島県総選挙結果

大正 6. 4.30 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※真鍋広島帰着

大正 6. 7.28 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※病気見舞　真鍋上京報告

大正 6.12.18 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※議会出席のため上京

大正 6.12 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰　付，1.広島県政況報告2.芸
備日々新報切抜

大正 7. 3. 4 真鍋斌→寺内正毅 一紙

A3 真鍋斌書翰
※開院式出席後病状　議員退職希望

（大正 8）2. 2 真鍋斌→寺内正毅 一紙
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A3 長岡外史書翰
※広島勤務近況

明治36. 8.27 長岡外史→寺内正毅 一紙

A3 佐藤進書翰
※土屋中将近況　広島予備病院松山俘
虜収容所近況

明治37. 6.18 佐藤進→寺内正毅 一紙

A3 佐藤進書翰
※日露戦後傷病兵激増対策

明治37. 9. 5 佐藤進→寺内正毅 一紙

A3 佐藤進書翰
※広島予備病院近況　佐藤各地出張の
こと

明治37. 9.27 佐藤進→寺内正毅 一紙

A3 選挙ニ関スル件 大正 6. 1.29 竪冊

A3 原総裁談話ノ要領 大正 6. 4.24 竪冊

P92
14–11 平田東助文書

A1 荒川五郎書翰
※火事見舞

大正12. 9.26 荒川五郎→平田東助 一紙

A1 荒川五郎書翰
※国政改造意見書送付

大正13. 3.18 荒川五郎→平田東助 一紙

A1 国政の大改造に関する建議（大要） 荒川五郎 刊

A1 井上角五郎書翰
※長野県生糸販売組合の件

大正 3. 7.30 井上角五郎→平田東助 一紙

A1 井上角五郎書翰
※長野県産業組合の件

大正 3. 9.11 井上角五郎→平田東助 一紙

P92
14–12 広沢真臣文書

A1 辻将曹書翰 7.18 辻将曹→広沢真臣 一紙

A1 福山藩大参事岡田吉顕建白書 一紙

P92
14–13 松方正義文書

A1 浅野長勲書翰
※華族世襲財産の件

3.25 浅野長勲→松方正義 一紙

A1 船越衛書翰
※宮城県選挙状況

明治24.12.30 船越衛→松方正義 一紙

A1 船越衛書翰
※内務大臣後任は西郷伯を望む

明治25. 6.25 船越衛→寺内正毅 一紙

A1 井上角五郎・古荘嘉門・増田繁幸書翰
※地方遊説の件につき参邸

3. 3 井上角五郎・吉荘嘉門・増田繁
幸→松方正義

一紙

A1 井上角五郎・湯本義憲書翰
※参邸したし

21 井上角五郎・湯本義憲→松方正
義

一紙

A1 井上角五郎・渡辺又三郎書翰
※渡辺に御面晤願う

3. 9 井上角五郎・渡辺又三郎→松方
正義

一紙

A1 井上角五郎書翰
※福島県における演説会状況

明治24.10.21 井上角五郎 一紙

A1 井上角五郎書翰
※議会諸会派の動向

明治24.10.22 井上角五郎→松方正義 一紙
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A1 井上角五郎書翰
※衆議院各派の動向

明治24.11. 3 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※各地遊説の件

明治24.12.30 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※三宅氏紹介

（明治25）1. 4 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※富山県選挙情勢

明治25. 1. 5 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※選挙資金依頼

（明治25）3. 4 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※稲垣氏紹介

明治25. 3. 6 井上角五郎→松方正義 一紙

A1 井上角五郎書翰
※前田篤之助氏に面会求む

6.24 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※高井幸三紹介

3.23 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※清水久二郎紹介

明治25. 6.26 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※大分県などの政情

明治25. 4. 3 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※議員結合状況

明治25. 3.19 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※議員団結成に着手

明治25. 3.16 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※面会請う　議員結集状況

（明治25）3.12 井上角五郎→
松方正義

一紙 A1 井上角五郎書翰
※各地遊説計画

16 井上角五郎→
松方幸次郎

一紙 A1 井上角五郎書翰
※演説会予定

29 井上角五郎→
松方正義

一紙

P92
14–14 GHQ／SCAP文書

※原文書は米国国立公文書館所蔵，国立国会図書館がマイクロフィルムで収集。当館では，そのうち，民事局
（CAS）文書の広島県関係を選別収集した。
目録記載順序は，まずbox番号・box表題を一行で記し，次に各Boxに含まれているFolderごとに，左から
簿冊番号／（folder番号）表題／年代／分類番号・形態記号の順に記した。分類番号・形態記号は国立国会図
書館が作成したもので，当館閲覧室に備え付けのGHQ／SCAP資料分類表・GHQ／SCAP資料形態表と
対照することにより利用できる。

box 2282 Headquarters Divison／ Economics and Reparations／ 1945–51／MIT（12b）to
MIT（12�2）

B10・11 （5） M & I（12／1）–Kure Plant （Annex 1–20） 1948.12～1950. 7 9620 z
（Kure）

B11 （7） M & I（12／1）–Kure File 1950. 5～1950. 8 9620 a,c,e
（Kure）

box 2283 Headquarters Divison／Miscellaneous File／ 1947–51／ Job Instruction Training
to Map of Shizuoka
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B12 （2） Reparations Installations under Custody &
Control

1948. 2 230 e

B12 （3） Informations of Former Japanese Arsenals in
Chugoku Region

1950.12 9212 c,r
（Chugoku）

B138 （9） D & I No. 2 File –Matter of Kure Naval Har-
vour

1950. 8～1950. 9 622 c,r 743

box 2292 Headquarters Divison ／ Miscellaneous Legal & Government File ／ 1945–51 ／
Elections to 0050

B139 （3） 0001（Monthly Civil Affairs Activities Report） 1949. 9～1949.12 9360 d
（Chugoku）

B139 （21） 0019 1949. 1～1949. 8 9360 d（Hi-
rosima）

box 2293 Headquarters Divison ／ Miscellaneous Legal & Government File ／ 1945–51 ／♯
1 to 28

B139 （18） Chugoku 1950. 1～1950.12 9021 c,d,m
（Chugoku）

box 2294 Headquarters Divison ／ Miscellaneous Legal & Government File ／ 1945–51 ／♯
52 to The Nation Diet

B139 （25） Hirosima 1949.10 9330 d（Hi-
rosima）

box 2306 Headquarters Divison／ Election Reports Decimale File／ 1949／ 0000 to 0032

B141 （14） 0019 1949. 5～1949. 9 9331 d（Hi-
rosima）

box 2331 Headquarters Divison／Miscellaneous File／ 1945–51／ Indigenous Employees to
Cabinet Orders

B142 （9） Chugoku Monthly activities Report 1950 ? 9300 d
（Chugoku）

B142 （18） Chugoku Monthly activities Report January～
March 1951

? 9300 d
（Chugoku）

box 2333 Headquarters Divison ／ Miscellaneous File ／ 1945–51 ／ Loose Papers to Com-
munisist

B142 （10） Trips （Chugoku） 1950. 1～1950.12 9032 c,e
（Chugoku）

box 2334 Headquarters Divison ／ Miscellaneous File ／ 1945–51 ／ Local Autonomy to
Kyushu Region

B143 （31） Chugoku Region–PW 1950. 1～1950.12 9360 d,e
（Chugoku）

B143 （32） Chugoku Region–Insurance 1950. 3～1951. 2 9360 d
（Chugoku）

box 2414A Administrative Divison／ NPR Miscellaneous File／ 1950–51／ Hq Operations to
Training Directives

B144 （17） School Etajima 1950. 8～1950.11 460 e,m

box 2423 Hq Civil Affairs Regions ／ Military Gov’t & Soil Survey of Japan ／ 1948–51 ／
Provisonal Manual to Kanto Plain Area

B144 （4） Reconnaissance Soil Survey of japan Hirosima
Area

1950.11 9601 d（Hi-
rosima）
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box 2494 Hq Civil Affairs Regions／Miscellaneous File／ 1950／ NRS Reports

B144 （6） Reconnaissance Soil Survey of japan Hirosima
Area

1950.11 9601 d（Hi-
rosima）

box 2497 Hq Civil Affairs Regions／Misc Activities Reports／ 1946–51／ 1948 to 1949

B145 （2） Civil Affairs Report,December 1948～October
1949（Chugoku）

1949. 1～1949.11 021 d

B146～
148

（6） Monthly Military Government Activities Re-
port,January 1948～November 1949（Chugoku）

1948. 2～1949.12 021 d

box 2500 Hq Civil Affairs Regions／Misc Activities Reports／ 1946–51／ 1949 to 1950

B149 （7） Monthly Military Government Activities Re-
port,July 1949～October 1949（Chugoku）

1949. 8～1949.11 021 d

box 2501 Hq Civil Affairs Regions／Misc Activities Reports／ 1946–51／ 1950

B149 （2） Monthly Civil Affairs Activities Re-
port,February 1950～March 1950（Chugoku）

1950. 3～1950. 4 021 d

box 2561 Tohoku Civil Affairs Region ／ Misc Activities Reports ／ 1948–51 ／ Tokai -
Hokuriku CAA Reports to Kanto CAA Rpts

B1～3 （7） Monthly Civil Affairs Activities Report,July
1950～Dec.1950（Chugoku）

1950. 8～1951. 1 021 d

B4～6 （8） Monthly Civil Affairs Activities Re-
port,January 1950～June 1950（Chugoku）

1950. 2～1950. 7 021 d

box 2564 Tohoku Civil Affairs Region／Misc Activities Reports／ 1948–51／ Shikoku An-
nex B-2 to Kanto Region Annex B-2

B7 （9） Monthly Civil Affairs Activities Report Annex
B-2,January 1950～December 1950（Chugoku）

1950. 2～1951. 1 730 d 760

B7～9 （11） Monthly Military Government Activities Re-
port Annex B-2, January 1948～December
1948（Chugoku Region Teams）

1948. 2～1949. 1 9730 d 　
9760

box 2572 Tohoku Civil Affairs Region／Miscellaneous File／ 1946–51／ Chinese Criminal
Case to Shikoku Region

B150・151 （14） Monthly Civil Affairs Activities Report Annex
B-2,January 1949～December 1949（Chugoku）

1949. 2～1950. 1 730 d 760

box 2623 Tohoku Civil Affairs Region／ Activities Reports／ 1947–51／ CA Activities Re-
ports to Military Government Reports

B152・153 （7） Monthly Civil Affairs Activities Report Annex
D,August 1950～December 1950（Chugoku）

1950. 9～1951. 1 600 d 700

box 2857 Kanto Civil Affairs Region／Public Welfare Activities／ 1946–50／Misc Japanese
Language Pamphlets to Child Welfare

B154 （1） No Title ? 9760 e

box 2869 Tokai - Hokuriku Civil Affairs Region／ Reparations／ 1946–50／ 15–2 to 23-A

B154 （15） Gifu - Hirosima ?～1947. 9 9230 e,1
9621

box 2987 Chugoku Civil Affairs Region ／ Misc. File ／ 1945–51 ／ Evaluation of Arsenals
to Region Inspection Report

B88 （2） Index - Economic Section Files（Mining & Ge-
ology Branch）

? 9230 k 　
9600
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B88 （3） Production ob Ores 1947.12～1951. 2 9616 c,e,r

B88 （4） Production ob Ores 1946.11 9616 c

B89 （16） Region Inspection Reports 1950. 3～1951. 4 9616 d,e

box 2988 Chugoku Civil Affairs Region ／ Misc Correspodence File ／ 1945–51 ／ Region
Inspection Reports to Field Trip Reports

B89 （3） Aquatic Production 1948.～1951. 2 9615 c,e
9621

B90 （5） Fishermen’s Cooperatives 1950. 7～1951. 3 9615 c,e

B90～92 （6） Fishermen’s Cooperatives 1949. 1～1950.11 9615 c,e

B93・94 （7） Fisheries Supplies 1947. 1～1950. 8 9615 a,c,e

B94 （8） SCAP Inspection Reports 1948. 3～1950.11 9615 e

B95・96 （9） Region Inspection Reports 1949.10～1951. 4 9615 e

B96 （10） Fisheries Reform 1950. 4～1951. 4 615 e,k 9615

B96 （11） Air Force Boming and Gunnery Ranges 1950. 9～1951. 4 615 a,e 9032.
2

B96～97 （13） Field Trip Reports 1950. 4～1951. 5 9610 c,d

B98 （14） Field Trip Reports - Mr.M.S.Colehour 1950. 7～1951. 5 9610 d

box 2989 Chugoku Civil Affairs Region／Misc. Correspodence File／ 1945–51／Ministerial
Instructions to Yano shipyard Co.

B99 （2） Asai Chemical Co. - Mihara Plant Chugoku
Lighat Metal Works Daiichi Nainenki Co.　
Daido Juki Mfg.Co.　　

1945.11～1951. 5 9621 c,e

B99 （3） Fujikawa Steel Works Co.　Huji Kiko Co.
　Fukko Oxygen K.K.　Fukuyama Industrial
Co.

1945.11～1946. 6 9621 a,c,e

B99 （4） Fukuyama Textile Co.　Hayakawa Rubber Co.
　Hayashi Tekkosho

1946. 6～1951. 5 9622 c,e

B99 （5） Hida Koku Buhin Seisakusho Hinode Kosan
Co.　Kiyo Shipbuilding Co.　Asaguchi Ship-
yard Co.

1946. 3～1950. 2 9622 a,c,e

B100 （6） Hinase Shipbuilding Co.　 Katagami Ship-
building Co. Hiro Carpentry Shop Hiro Indus-
trial Co.

1945.11～1950. 2 9621 z

B100 （7） Hiroshima Gomu Kogyo K.K.　West Japan
Heavy Ind. - Hiroshima Precision Machine Wk.
　Hirosima Tanko Zoki Co.　Kaya Iron Works

1946. 3～1950.11 9621 c,e

B100 （8） Keitoku Chuzosho Kojima Iron Works Komitsu
Kogyo Kurata Casting Factory

1945.11～1946.11 9621 c,e

B100 （9） Masaki Iron Works Matsunaga Engyo Kumiai
（Forder Only）　Meiji Sangyo Co.

1946. 6～1950.11 9621 a,c,e

B101 （10） Mitsubishi Denki K.K. - Fukuyama Kojo 1946. 3～1951. 5 9617 c,e,r
9621

B101 （14） Mitsui Mokusen Kenzo K.K.　Shinko Rayon
Co.　Makihara Machinery Works Moriyasu
Drill Co.

1945.10～1950.11 9621 z

B101 （15） Nakahiro Kogyo Co.　Naka Nihon Jukogyo
K.K. - Mihara Sharyo Seisakusho Koyo Ship-
bulding Co.　Mitsunaga Shipyard Co.

1945.11～1951. 5 9621 a,c,e
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box 2990 Chugoku Civil Affairs Region ／ Miscellaneous File ／ 1946–51 ／ Japanese Laws
& Bills to Transportation Control

B102～
104

（2） Communist File 1949. 1～1949.11 9333 c 　
9742

B104 （3） Policy I - Legal - Government（of Military
Government Teams）

1945. 2～1949. 5 032. 2 a,d,e
340

B104 （4） Policy II - Directives & Policy Letters 1946. 6～1949. 9 032. 2 e
9032. 2

B105 （6） Policy - 1949 1947. 5～1949.11 032. 2 c,d,e
9032. 2

B106 （7） Policy - 1950 1950. 1～1950.12 032. 2 e
9032. 2

B107 （11） General Survey on Dissolution or Reorganiza-
tion of Associations Which Were Reported un-
der SCAPIN 1860 （As of 15 July 1950）Hi-
rosima Prefecture

1950. 7 9510 k

B108 （12） Staple Food Transportation Control 1951. 1～1951. 5 9423 p 9611

box 2991 Chugoku Civil Affairs Region ／ Miscellaneous File ／ 1946–51 ／ Transportation
Control to Inventory Sheets

B109 （1） Report - Transportation Control of Critical
Materials

1950. 2～1950. 3 9632 c

B109 （2） Report - Restaurant Control 1950. 1～1951. 3 9611 c

B110～
112

（3） Report - E.I.A.Administration 1950. 3～1951. 4 9600 z

B112 （5） Report - Price Control 1947. 9～1950.11 9570 c 9610

box 2993 Chugoku Civil Affairs Region ／ Miscellaneous File ／ 1946–51 ／ 000. 1 to Geo-
graphical Government

B13 （3） 001 1949. 2 ～1949.11 9324 c,e

B13 （4） 014 1949. 6～1949.10 9990 c,e

B13 （8） 319. 1（Weekly Report on Quarantine）D 1949. 1～1949. 3 9751 e

B13・14 （9） 319. 1 1948. 1～1949. 9 9990 e,k

B14 （10） 319. 1（Japanese Agriculture Program）A 1949. 1～1949. 3 9612 e

B14 （17） 331 1949. 1～1949. 9 9032 a,d,e
9751

B14 （28） 386 1949.10 9230 e 9580.
1

B14 （35） 602 1949. 1～1949. 8 9032 e

box 2994 Chugoku Civil Affairs Region／Miscellaneous File／ 1946–51／ Health Insurance
Bulletins to Institutions

B14 （9） Child Welfare Law ? ～1949.12 9733 e 9760

B14 （22） Daily Life Security Law - Previous Standard
Amount Grand under D.L.S.L for P／A

1949. 6 9760 t

B15 （24） D.L.S.L.Policy 1947. 3～1950. 4 760 c,e 9760

B15 （25） Recertification 1947.10～1949. 9 760 c,e,p
9760

B15～17 （26） Institutions 1946.12～1951. 1 9760 c,k,p
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B17・18 （27） Staff Study 1950. 1～1950. 7 9760 c,k,p

B18 （28） Public Welfare Plans & Activities - D -（Staff
Study）

1950. 6～1951. 5 760 c,e 9760

B18・19 （29） National Health Insurance - Administrative
Reviews

1949. 4～1950. 7 9760 c,k,p

B19 （32） Social Insurance Medical Fee Fund 1950. 2 9760 a

B19 （33） Public Welfare Plans & Activities - B-（Plans
& Commentary）

1949. 4～? 9760 c,e

box 2995 Chugoku Civil Affairs Region／Miscellaneous File／ 1946–51／Women & Minors
Bureau to Statistics Reports

B19～20 （2） Contraband Goods 1949. 9～1950. 4 9035 c,e
9760

B20 （6） Administrative Review（of Public Welfare Of-
fice）Hirosima

1947. 7～1950. 6 9760 e,i

B20 （7） Material For Public Assistance Speeches 1948. 8～1949.10 760 e

B21 （9） Social Works 5 Year Plan,1948 ? 9760 d

B21 （10） Relief Study by Japanese 1948. 3～1949. 9 9760 c,e,p

B22・23 （12） Public Assistance - Press & Radio Releases 1947. 9～1949.11 9760 s,t

B23・24 （14） Minsei - iin - General 1948. 4～1949.12 9760 c,e

B24 （15） In - Service Training（Minsei - iin） 1947. 8～1949.10 9760 c,e
9813

B155・156 （20） Monthly Statistics Report - Demobilization -
Hirosima

1949.12～1950. 6 9213 c,p
9760

B156 （21） Monthly Statistics Report - Demobilization -
Hirosima

1950. 7～1951. 2 9213 c,p
9760

box 2996 Chugoku Civil Affairs Region／Miscellaneous File／ 1946–51／Monthly Statistics
Reports

B156 （13） Monthly Statistics Report - Public Wefare 1949.12～1951. 2 9760 p

box 3017 Chugoku Civil Affairs Region／ Industrial Activities／ 1946–51／Tachiarai Kogyo
to Kure Naval Arsenal

B113～
124

（6） ～（8） Kure Naval Arsenal 1948. 1～1951. 3 9212 z 9621

box 3018 Chugoku Civil Affairs Region ／ Industrial Activities ／ 1946–51 ／ Kure Naval
Arsenal to Eleventh Aeronautical Arsenal

B124 （1） Kure Naval Arsenal 1950.12～1951. 5 9212 z 9621

B125～
127

（2） Kure Naval Arsenal 1946.10～1951. 4 9312 z 9230

B127～
129

（3） Kure Naval Arsenal 1949. 1～1951. 1 9312 z 9230

B130 （4） Eleventh Aeronautical Arsenal 1948. 4～1950.12 9312 z 9230

B131・132 （5） Eleventh Aeronautical Arsenal 1946. 6～1950. 9 9312 z 9230

B132～
137

（6） Eleventh Aeronautical Arsenal 1950.10～1951. 5 9312 z 9230

box 3024 Chugoku Civil Affairs Region ／ Industrial Activities ／ 1946–51 ／ Reparations
Maintenance to E.I.A. Adiministration Reports

B25 （1） Reparations Authorized Use - Japanese 1948. 2～1951. 4 9230 c,e
9621
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B25 （3） Reparation Custody 1948. 1～1950. 8 9230 c,e,p
9621

B25 （4） Reparations Custody 1946. 5～1950. 7 9230 a,c,e
9621

B25～27 （8） Reparations Maintenance 1947. 3～1951. 4 9230 z 　
9621

B27～29 （9） Reparations Custody 1946. 4～1951. 4 9230 z 　
9621

B29～33 （10） Reparations Authorized Use - Occupation
Forces

1947.10～1951. 5 035 z 230

B33～36 （11） Staple Food Rationing - Program Progress File 1949.12～1950.12 9590 c,e,p
9611

B29～36 （12） Fish Distribution - Program Progress File 1949.10～1950. 8 9590 c,e,
9615

B36・37 （13） Transportation Controles - Program Progress
File

1949.11～1951. 1 9423 c,e
9611

B37～39 （14） Elimination of Control Association - Program
Progress File

1949.10～1950. 7 9720 c,e,k

B40～42 （15） P.D.F - Program Progress File 1949.12～1950.12 590 c,e,p,　
611

B42～44 （17） EIA Administration Report 1949.10～1950.12 9423 c 　
9600

B44～46 （18） E.I.A.Administration - Report 1949. 8～1950.12 9423 c 　
9600

box 3025 Chugoku Civil Affairs Region ／ Industrial Activities ／ 1946–51 ／
M.I.A.Adiministration Reports to Pubblic Utility Commsion

B46～48 （2） Food Office Activities Report 1949.12～1951. 3 9611 c,k

B49・50 （3） Elimination of Control Associations Report
1950

1950. 3～1950. 8 9590 c,k

B51 （4） Program Progress File - Staple Food Rationing 1951. 1～1951. 4 9611 c,e,p

B51 （5） Program Progress File - Disposal Authoriza-
tion of Damaged Food

1950. 4～1951. 1 9611 c,e,k

B51・52 （6） Program Progress File - Restaurant Control 1949.12～1951. 2 9611 c,k

B53 （7） Program Progress File - Adiministration and
Operation of E.I.A.

1950. 1～1950.12 9423 c,e,p
9621

B54 （8） Program Progress File - Transportation Con-
trol of Critical Materials

1950. 2 9611 c,k

B54 （9） Program Progress File - Prevention of Black-
market

1949. 1～1950. 9 9423 c,e,k
9611

B54 （10） Program Progress File - P & D Division Activ-
ities

1950. 5～1950.11 9611 e

B54 （11） Program Progress File - Fertilizer Distribution 1951. 4 590 e 612

B54 （12） Program Progress File - Price and Distribution
of Food

1951. 1～1951. 3 9590 c,k
9611

B55 （13） Program Progress File - Price Control 1950. 3～1951. 4 9423 c,e,k
9570

B55 （14） Public Utility Commission 1951. 2～1951. 4 9623 c 　
9617
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box 3026 Chugoku Civil Affairs Region／ Legal & Government Decimal File／ 1946–49／
Misc to 02.070

B55 （1） Miscellaneous ? ～1949. 4 9032. 2 c,e
9420

B56 （3） Foreign Nationals Reports 1949. 1～1949.11 9140 c,p

B57 （4） 01.000 1948. 9～1949. 4 325 d 420

B57 （5） 01.011 1949. 1～1949.12 9420 c,e

B57 （6） 01.020 1948. 2～1949.12 9420 a,c,e

B57・58 （7） 01.030 1948. 2～1950. 8 9325 c,e,p
9420

B58 （9） 01.050 1947. 2～1947. 3 9034 e

B58 （10） 01.060 1948. 7 731 e,v, 　
732

B58 （11） 01.070：Warrant of Arrest & Search

B58～62 （12） 02010–1949 1948. 2～1949.12 9420 c

B62 （13） 02.020 1948. 3～1949.10 9420 c,e,s

B62 （14） 02.030 1946. 3～1948.12 9422 e,s

B62 （15） 02.040 1947. 7～1950. 9 9036 c

B62～64 （16） 02.041 1949. 7～1949.12 9036 c

B65 （17） 02.060 1946.12～1949.10 9423 e,s

B65 （18） 02.050 1945.11～1949. 1 9422 z 　
9751

B66 （19） 02.070 1949. 1～1949. 7 9150 c,e,s
9420

B66 （21） 02.000 1947. 7～1950. 6 9420 c,e,s

B66～68 （22） Korean File 1949. 1～1949.10 9140 c,e
9150

B68・69 （23） 01.021 1948. 1～1950. 6 9420 c 　
9424

box 3026 Chugoku Civil Affairs Region／ Legal & Government Decimal File／ 1946–49／
02.070 to 05.013

B69・70 （1） 02.100 1945. 9～1949.10 9990 a,c,e

B70 （2） 02.200 1948. 2～1948. 7 9032. 3 c,e

B70 （3） 02.600 1949.11～1950. 9 9420 c,m

B70 （5） 02.070 1947. 1～1948.12 9510 c,e
9420

B70 （6） 02.080 1948. 5～1949.12 214 e,m

B70 （7） 02.090 1947. 5～1948. 7 211 e,s 9423

B71 （8） 02.300 1948. 7～1950. 8 9150 c,e
9420

B71 （10） 03.010 1949. 1 9331 d,e

B71 （11） 03.030 1949. 1～1949. 6 9331 e 　
9360

B72 （12） 03.020 1948. 3～1949. 5 9331 e

791



東京都／国立国会図書館憲政資料室（GHQ ／ SCAP 文書）（P92�14–14） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

B72・73 （13） 03.020 1949. 6～1949. 8 9331 e

B73 （14） No Title 1949. 7～1949. 8 9331 e

B74 （15） 03.020 1949. 8～1949.11 9331 e

B75 （16） Report of Election 1948. 9～1949.12 331 z 9331

B75 （17） 03.040 ? 331 t 810

B75 （19） 05.010 1948. 5～1948. 8 324 e 9324

B76 （20） Political Parties 1948. 3～1949. 7 9330 c,e,s
9360

B77 （21） 05.012 1948. 3～1949. 5 9332 c,e,s
9333

box 3028 Chugoku Civil Affairs Region／ Legal & Government Decimal File／ 1946–49／
05.020 to 0.8020

B78 （1） 05.060 1946. 9～1949. 9 990 z

B78 （2） 05.050 1948.10～1949. 2 9150 e 　
9742. 1

B78 （4） 06.020 1947.12～1948. 4 9580. 1 e

B78 （6） 07.000 1946.10～1949. 1 990 z

B78 （7） 07.010 1948. 1～1949. 1 9032. 3 e

B78 （8） 07.030 1947.12～1948. 3 230 e 9230

B78 （9） 07.080 1946.12～1947. 8 550 e

B79・B80 （10） 07.090 1946.10～1946.11 9210 e,k

B80 （11） 07.110 1946. 3～1949.11 032. 2 e

B80 （12） 07.120 1947.12～1948. 6 9032. 2 e

B80 （13） 07.140 1948. 7～1949. 3 9213 e

B80 （14） 07.120：USAFI Report 1947. 8～1948. 2 9033. 1 d

B81 （15） 07.160 1948. 1～1948.11 9990 d

B81 （16） 07.170 1949. 4～1949.11 9990 e

B81 （17） 07.190 1949.11 9333 c 　
9811

B81 （18） 07.300 1949.12～1950. 3 990 c

B81 （19） 08.000 1949. 3～1949.11 9033. 1 c,e
9324

B81 （20） 08.001： Office Personnel ?　～1949.10. 9033. 1 e　
9035. 3

B81 （21） 08.020 1949. 7 9032. 2 e

B81 （22） 08.021 1948. 2～1948.11 9990 m

B82 （23） 05.032 1947. 1～1948. 4 400 c,e,s
9400

B83 （26） 05.020 1947. 6～1949.10 9360 z

B84 （27） 05.021：Local Government Confarence 1948. 2～1949. 7 9360 c,e,s

B85 （28） 05.021：Local Government Budget ? 9520 c,e

B85 （29） 05.022 1948. 3～1949. 7 990 s 9990

B86 （28） 05.023：Local Government - Dissolution &
Union

1949. 5～1949.12 360 c,v 9360
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B86 （31） Tax Administration 1949. 1～1949. 4 9520 e

B86 （32） 05.024 1949.11 9360 c

B87 （33） 05.025 1949.11～1949.12 9360 c

B87 （34） 07.070 1947. 2～1949.12 9400 c

box 3039 Chugoku Civil Affairs Region／Misk Subject Decimal File／ 1945–52／ Occupa-
tion Court Statics to Police Laws

B157 （15） Correspondence,Report & Conference 1948.12～1949.10 9410 c,e
9420

P92
16 参前舎収蔵文書

江戸時代後期の心学者である中村徳水が残した文書記録類。年代は江戸後期から明治初期にかけて。中村徳
水は広島藩士井原氏の家に生まれ，のち中村家の養子となる。名は道貫，通称は内蔵助。心学を矢口来応・
大島有隣に学び，やがて心学者として頭角を表す。のちには江戸の心学講舎であった参前舎の舎主となり，
諸国に出講する。
主な史料としては，「東護院様日記」と題された中村徳水の日記（天保～安政）があり，心学道話出席帖ある
いは門人譜など徳水の教化活動に関するものもいくつかある。他には徳水の随筆や著作，書翰の控なども多
い。また，徳水死後の史料も若干含まれる。もと中村家の所蔵であったが現在は東京の参前舎の所蔵となっ
ている。なお，徳水の日記（東護院様日記）は天保11～13年のものが，広島市立中央図書館に所蔵されている
（P01／28–3／A70,71）。 典拠：石川　謙『石門心学史の研究』

A1～3 天保八丁酉年元旦日記 天保 8. 1.1～
天保11. 2.12

中村徳水 横長

A4 東護院様日記　四 弘化 2. 1.1～
弘化 2. 4. 8

中村徳水 横半

A4 東護院様御上坂船中日記　五甲 弘化 2. 4.8～22 中村徳水 竪冊

A4 東護院様参前舎御逗留中日記　五乙 弘化 2. 4.22～
弘化 2.12.29

中村徳水 竪冊

A5～7 東護院様日記　六 弘化 3. 1.1～
嘉永元.12.29

中村徳水 竪冊

A8～10 東護院様日記　外ニ道二先生御事蹟及松
翁道話中ノ道哥抜萃トモ大尾外ニ御真筆
アリ　七

嘉永 2. 1.1～
嘉永 4.12.30

中村徳水 竪冊

A11・12 東護院様日記　外ニ御旅中日記大尾下へ
綴込置　八

嘉永 7. 1.1～安政 2. 5.8
／弘化 3. 9／弘化 4.12
～嘉永元. 3／嘉永 3. 6

中村徳水 竪冊

A13 徳水大人乃随筆 （天保頃） 横半

A14・15 徳水大人乃随筆 ～弘化 3頃 中村徳水 横半

A16 東護院様御随筆　全 中村徳水 竪冊

A17 〔随筆〕 嘉永 6～安政 2 竪冊

A18 旅の養ひ 嘉永 7・安政 2 中村徳水他 横半

A18 〔あつめ歌〕 嘉永 3～6頃 中村徳水 竪冊

A19 〔広島藩士中村家三代奉公書〕 （享保元～慶応元） 一紙

A19 出合組御譜代御勘定所支配足軽心得覚書
　中村家覚書別帖在之

寛政 2～天保 4 横半

A19 賄方大辻勤番扣　天保四巳九月十七日被
仰付　尤翌十八日煩 十月朔日 出勤　
中村徳右衛門

天保 4 中村徳右衛門 横半

A19 私記諸覚　中村道貫 文政10. 3～文政12. 6 中村徳水 横半
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A19 勘定所支配足軽中村徳水へ4石2人扶持
下渡書

文政12. 7. 2 　→中村徳水 一紙

A19 代官手附定加人中村徳水褒状
※庄山田村山論吟味之節厚駈引に付

天保 5. 8.15 　→中村徳水 一紙

A20 〔中村徳水肖像〕 一紙

A20 中村徳水書翰下書断簡
※郡中心学道話教導方に付

天保元～9頃 中村徳水→矢口来応ヵ 一紙

A20 中村徳水書翰
※出府断り，温品村・海田市廻村

（嘉永元ヵ）8.14 中村徳水→蔵太郎 一紙

A20 中村徳水書翰
※徳水明日出社

27 中村徳水→田上田鶴子 一紙

A20 岡藩広瀬定吉書翰
※岡藩心学普及の状況

（嘉永年間）6.13 広瀬定吉→中村徳水 一紙

A20 書物出入記　午三月改　中村氏 安政 5～文久元 中村徳水 横半

A20 書籍目録　中村 安政 7. 5 中村徳水 横半

A20 断書〔心学教導の免許状・知本心者可守
之大略〕

宝暦14. 2 手島堵庵 一紙

A20 祭文 天保13. 1.25 矢口来応 一紙

A20 〔敬信舎〕社中申値之事 文政 6. 2 一紙

A20 〔広島府六丁目村熊野屋伴蔵掛持屋敷及
大破ニ付建替図面村方へ出スひかえ〕

一紙

A20 敬信舎の会友印鑑 文政 5. 2. 9 敬信舎→中村徳水 一紙

A20 敬信舎の輔仁印鑑 文政 6. 8. 3 敬信舎→中村徳水 一紙

A20 敬信舎の助事方印鑑 文政 6. 8.25 敬信舎都講→中村徳水 竪紙

A20 某舎の会友印鑑 弘化 4. 9 　→山田屋庄吉 一紙

A20 〔歓心舎・敬信舎の中村徳水への前講事
例及び慎大要〕

文政 6. 9.10 一紙

A20 〔敬信舎の中村徳水への御頼修業許可添
書及び修業中慎覚〕

文政10. 1 敬信舎→当所心学御発起中 一紙

A20 〔両舎用達中村徳水の琢磨札〕 文政 5. 9.22 中村徳水 一紙

A20 〔林左仲太の琢磨札〕 文政 9.11.28 林左仲太→中村於要 一紙

A20 〔中村徳水の琢磨札〕（2枚） 天保11. 9.25・27 中村徳水→松山吉右衛門下女お
かね他

一紙

A20 〔歓心舎教授代奥田頼杖の輔仁司印鑑〕 文政 6. 7 奥田頼杖 一紙

A20 〔歓心舎教授代奥田頼杖の書記方印鑑〕 文政 6. 7 奥田頼杖 一紙

A20 〔敬信舎の世話役印鑑〕 文政 3. 1. 9 敬信舎都講→安藤千次郎 一紙

A20 〔敬信舎の会友印鑑〕 文政 5. 2. 9 敬信舎→安藤仙次郎 一紙

A20 〔両舎用達安藤左文次の琢磨札〕 文政 5. 9.22 安藤左文次 一紙

A20 〔敬信舎の書記方印鑑〕 文政 7. 6.23 敬信舎→安藤左文次 一紙

A20 〔敬信舎の輔仁印鑑〕 文政 7. 9.17 敬信舎→安藤左文次 一紙

A21 東護院様御存生中心学初入善導手引人名
簿〕

弘化 2～安政 2

A21 ◦弘化二辛巳年旅行中ヨリ心学初入善導
手引人名　壱

弘化 2. 5～嘉永 2.閏4 中村徳水 竪冊

A21 ◦嘉永二己酉年閏四月ヨリ心学初入善導
手引人名扣　弐

嘉永 2.閏4～安政 2. 6 中村徳水 竪冊
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A22 心学道話出席人名録　宮島於存光寺 安政 2.11. 9～15 横長

A22 心学道話聴衆出席人名帖 安政 3. 1.5～9 横長

A22 心学道話出席帖　豊田郡本郷駅 安政 3. 2.8～13 横長

A22 道話出席帖　豊田郡本市村 安政 3. 2 横長

A22 石門心学門人譜　豊田郡之部 安政 3. 2 中村徳水 竪冊

A23 心学社中人名控　奥州伊達郡北半田村
（3冊）

弘化 5. 1 中村徳水 横長

A23 心学社中村々世話方人名控　奥州伊達郡
北半田村

弘化 5. 1／弘化 5. 2 横長

A23 美濃土岐郡多次見村入門連名 嘉永 4. 3 中村徳水 横長

A23 鶴鳴舎社中名前扣 嘉永 4～6 中村徳水 横半

A23 豊府門人名前控 嘉永 4・6頃 中村徳水 横半

A23 子年岡社中初入面附 嘉永 5 中村徳右衛門 横長

A24 〔堪忍の二字由来書〕 嘉永 6. 9 秋田良典 一紙

A24 〔駿河国府中にて聞書〕 嘉永 2 中村徳水 竪冊

A24 〔豊後国府内にて聞書〕 嘉永 4. 7 中村徳水 竪冊

A24 〔中村徳水一行国元 東都迄道中諸入用
算用帳〕

3.29～5.11 横長

A24 〔道話聴講之節諸取計方覚え〕 竪冊

A24 安芸国八郡・備後国八郡絵図 一紙

A25 手嶋喬房自筆　心学問答対策　宝暦14–
明和 4　十二

宝暦14～明和 4 手島堵庵

A25 ◦対策　一 宝暦14.12.28 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　二 宝暦14. 3.10 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　四 宝暦14. 5.10 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　五 明和 3. 3.28 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　七 明和 3.11.28 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　八 明和 2. 2.14 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　九 明和 2.12.14 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　十 明和 3. 7.28 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　十二 明和 4. 2.14 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　十三 明和 2. 4.14 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　十四 明和 4. 3.14 手島堵庵 竪冊

A25 ◦対策　十五 手島堵庵 竪冊

A26 道二先生道話　全 寛政 5. 5 竪冊

A26 石門矢口先生心学初入話草稿 嘉永 5ヵ 中村徳水 竪冊

A27 四方専暁道話聞書百物語・調息録・おう
む艸紙・猫乳鼠児記・和庵遺稿巻一抜写・
払子ノ段墨絵ノ松風一休ノ鮹喰各答集・
海士謡玉取之段

竪冊

A27 ◦百物語

A27 ◦調息録
※天保13年4月写本
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A27 ◦おうむ艸紙

A27 ◦猫乳鼠児記　松柄堂稿 亀田一画　松柄堂→中村徳水

A27 ◦和庵遺稿　巻一・二 手島和庵著　上河淇水輯

A27 ◦払子ノ段・墨絵ノ松風・一休ノ鮹食各
答集　宮本氏

A27 ◦海士謡玉取之段

A28 〔京都明倫舎中問答集〕 竪冊

A28・29 石門心学問答集 中村徳水

A28 ◦心学問答　上 中村徳水 竪冊

A29 ◦心学問答　中 中村徳水 竪冊

A29 ◦心学問答　下 中村徳水 竪冊

A30 人まじわり心得 横半

A30 応接　事ニ応じ人にましはる道をしるす 横半

A31 山姥　上下 竪冊

A32 山婆 竪冊

A33 東護君御卒去一巻　其外御年回一巻年々
附込　中邨（1袋〈4冊〉）

安政 3. 4／安政 3. 5 袋

A33 ◦東護君内悔帖 安政 3. 4.4～18 横長

A33 ◦東護君初七日ニ付内仏江備物到来帖 安政 4. 4／安政 4. 5 横長

A33 ◦四十九日寺参詣帖　東護君 安政 3. 5 横長

A33 ◦寺帳　東護君 横長

A33 東護君御死去之節取計　中邨 安政 3. 4～慶応 4. 4 竪冊

A33 東護院徳水石洗居士於参前舎百ケ日追善
扣之写　東都参前舎都講

安政 3. 7. 3 深津利兵衛他→中村蔵太郎 横長

A33 一周御忌内仏へ備物 安政 4 横長

A33 東護君初七日報事之節参詣帖 安政 3. 4 横長

A33 深青院貞柳妙要信女記　中村氏 慶応 2. 2～慶応 4. 2 竪冊

A33 葬式寺帳 横長

A34 京都逗留中并船中往来共日記　岩田氏 天明 8. 3.25～
天明 8. 5. 9

岩田某 横長

A34 〔天満屋正三郎家由緒之覚〕 嘉永 6頃 竪冊

C1 静好庵〔森東琱〕書翰
※道話・祭祀欠席のこと

2. 7 静好庵（森東琱）→中村徳水 継

C1 東屋隠居琱翁〔森東琱〕書翰
※道話依頼の断り

5.11 東屋隠居琱翁→中村徳水 継

C1 静好庵〔森東琱〕書翰
※書物の有無についての返事

11 静好庵（森東琱）→中村徳水 切紙

C1 静好庵月声〔森東琱〕書翰
※講舎出席依頼への断り

9.23 静好庵（森東琱）→中村徳水 継

C1 月声〔森東琱〕書翰〔秘用別紙申上候〕
※森・中村不和のこと

9.24 月声（森東琱）→中村徳水 継

C1 森琱翁〔東琱〕書翰
※書翰の届け間違いについて

10.18 森琱翁（東琱）→中村徳水 継

C1 静好庵月声〔森東琱〕書翰 12.23 静好庵月声（森東琱）→中村徳
水

継
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C1 静好庵器外〔森東琱〕書翰
※高橋半兵衛肝悪の事他

6.22 静好庵器外（森東琱）→中村徳
水

切紙

C1 静好庵器外〔森東琱〕書翰
※森東琱参前舎離門のこと

（弘化 3）7. 7 静好庵器外（森東琱）→中村徳
水

継

C1 森東琱書翰
※六根略解のこと他

11. 5 森東琱→中村徳水 継

C1 静好庵器外〔森東琱〕書翰
※徳水参前舎下向のこと他

（弘化 2ヵ）6.66 静好庵器外（森東琱）→中村徳
水

継

C1 静好庵〔森東琱〕書翰
※参前舎都講のこと他

12. 8 静好庵（森東琱）→中村徳水 継

C1 森東琱書翰
※中村徳水江戸参着のこと他

（弘化 2ヵ）7. 6 森東琱→中村徳水 継

C1 森東琱書翰
※参前舎門人のこと他

（嘉永 6）10.20 森東琱→中村徳水 継

C1 御内話試御廻達物 （弘化 3）1 中村徳水→武家・町方都講中他 継

C1 田辺喜蔵書翰写
※表書「加州様藩中田辺喜蔵より子ノ
十一月来状写」

（嘉永 5）10. 1 田辺喜蔵→中村徳水 継

C1 田辺喜蔵書翰
※表書「加州田辺喜蔵来状」

（安政元）4.18 田辺喜蔵→中村徳水 継

C1 当所社中申合定書 寛政10. 9 三前舎 継

C1 〔三前舎積金につき〕口演 継

C1 口演頭書〔草案〕 10.22 三前舎都講→盍簪舎都講他 継

C1 心学舎中申合定書之内・善導手引致候者
申合規定〔草案〕

継

C1 善導手引致候者申合規定 継

C1 口演〔三前舎諸入用のこと他〕 三前舎町方都講→武家方都講老
友衆中

継

C1 長南少四郎書翰 10.20 長南少四郎→中村徳水 継

C1 三前舎都講書翰控
※断書の督促

（弘化 4）7.21 三前舎都講→明倫舎都講 継

C1 三前舎都講書翰控
※高橋・亀田印鑑のこと他

（安政元）12. 6 三前舎都講→明倫舎都講 継

C1 明倫舎都講書翰
※参前舎門人断書のこと他

（嘉永元）1. 7 明倫舎都講→三前舎都講 継

C1 参前舎都講書翰草案
※断書料のこと他

12. 6 三前舎都講→明倫舎都講 継

C1 明倫舎都講書翰
※参前舎門人断書のこと

（弘化 4）8.12 明倫舎都講→参前舎都講 継

C2 諸方来紙扣
※中村徳水宛の書翰類の控

竪冊

C2 三前舎都講書翰控
※三舎印鑑下付のこと

（弘化 4）12.11 三前舎都講→明倫舎都講 継

C2 明倫舎都講書翰
※三舎印鑑授与のこと

（嘉永 3）6.28 明倫舎都講→参前舎都講・老友 継

C2 西浦吉兵衛〔熊谷東洲〕書翰
※旧冬地震のこと他

（安政 3ヵ）2.21 西浦吉兵衛（熊谷東洲）→中村
徳水

継

C2 熊谷器水〔東洲〕書翰
※年頭挨拶

（安政 3ヵ）1.11 熊谷器水（東洲）→中村徳水 継

797



東京都／参前舎収蔵文書（P92�16） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

C2 明倫舎都講書翰その他（1包） 包

C2 ◦明倫舎都講書翰
※六根教示・三舎印鑑のこと

（嘉永 5）11. 9 明倫舎都講→参前舎都講 継

C2 ◦中村徳水書翰
※六根教示のこと他

（安政元）12. 6 中村徳水→明倫舎都講 継

C2 ◦六根教示 冊

C2 近藤平格書翰写 （嘉永 6）11.25 近藤平格→中村徳水他 継

C2 〔謹而奉願上口上書〕
※松山寂庵・西浦屋吉兵衛のこと

嘉永 2. 9.11 参前舎当主中村徳水・都講・老
友→道二先生御霊前

竪紙

C2 〔乍恐謹賀而奉申上候〕
※亀田一画・僧文明のこと

嘉永 2.11 竪紙

C2 〔参前舎初入者名簿〕
※弘化 2年より同4年までの初入者の
うち断書を下付した者

（弘化 4） 継

C2 参前舎都講書翰控
※道二先生五十回忌祭祀のこと

（弘化 4） 参前舎都講→明倫舎都講 継

C2 参前舎都講（ヵ）書翰控
※道二先生五十回忌祭祀のこと

（弘化 4） 切紙

C2 浅井きを書翰 浅井きを→中村徳水 切紙

C2 浅井きを書翰 浅井きを→中村徳水 継

C2 可八書翰 1.29 可八→中村徳水 継

C2 〔明倫舎より廻章之写〕
※道話の堕落について他

天保13. 9 明倫舎都講→参前舎都講・盍簪
舎都講

継

C2 大坂明誠舎都講戎屋惣七書翰写
※奥田頼杖死去のこと他

（嘉永 2）8.17 原田惣七→中村徳水 継

C2 原田八十七書翰
※豊後国広徳舎設立のこと

（安政 3）3. 5 原田八十七（道玄）→中村徳水 継

C2 〔大坂惣年寄よりの町触写〕
※心学の奨励

1 大坂北組惣年寄 竪紙

C2 徳隣舎記〔草案〕 弘化 4秋 中村徳水 継

C2 〔徳隣舎設立の願書控〕 弘化 4.12 森範左衛門他2名 切紙

C2 〔徳隣舎舎号命名の願書控〕 （弘化 4） 小泉屋久次郎他 切紙

C2 〔徳隣舎設立に関する覚〕 （弘化 4） 継

C2 浅井きを書翰包 包

C2 ◦浅井きを書翰 4 浅井きを→中村徳水 継

C2 ◦浅井きを書翰 文政10. 9.28 浅井きを→中村徳水 切紙

C2 ◦口上〔浅井きを書翰〕 3. 9 浅井きを→中村徳水 継

C2 〔申値頭書〕
※信貞舎造立寄付銀のこと

嘉永 4. 2 信貞舎（駿河）社中惣代 切紙

C2 〔歓心舎・敬信舎申合覚（草案）〕 文政 6. 2 歓心舎都講・敬信舎都講 継

C2 矢口八郎平〔来応〕書翰 2.13 矢口八郎平（来応）→中村徳水 継

C2 矢口八郎平〔来応〕書翰 矢口八郎平（来応）→中村徳水 切紙

C2 鶴鳴舎舎開きの祭文〔草案〕 （安政 2. 3） （中村徳水） 竪紙

C2 秋田周輔書翰 7.22 秋田周輔→中村徳水 継

C2 〔駿府奉行所触流写〕 弘化 4. 3.29 駿府安倍町年行事 切紙

C3 〔敬信舎頼母子一件につき〕書試 継
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C3 〔敬信舎造立頼母子の加入願〕 （天保年間） 継

C3 心学道話之儀ニ付御内意申上ル書付〔控〕
※心学所取立・道話聴聞奨励の願い

（弘化 3）1 （金子宗四郎） 継

C3 中村徳水書翰控 （弘化 3） 中村徳水 継

C3 〔心学道話につき老中公用人への願書一
件（控）〕

弘化 3 竪冊

C3 ◦心学道話之儀ニ付御内意申上ル書付
〔控〕

（弘化 3）1 金子宗四郎

C3 ◦〔三前舎都講より金子宗四郎へ差出す
書付（控）〕

弘化 3. 2 参前舎都講→金子宗四郎

C3 中村徳水書翰〔草案〕 （嘉永 2）6 中村徳水→盍簪舎都講 継

C3 中村徳水書翰〔控〕 （安政 2. 1.16） 中村徳水→（矢口来応） 継

C3 中村蔵太郎書翰 12. 9 中村蔵太郎→三前舎都講 継

C3 〔中村徳水〕書翰〔控〕 （中村徳水） 継

C3 中村徳水書翰 10.16 中村徳水→参前舎都講 継

C3 中村徳水書翰 9.29 （中村徳水） 継

C3 〔中村徳水ヵ〕書翰〔草案〕
※信貞舎設立のこと

（中村徳水ヵ） 切紙

C3 心学修業道話日数 文政10～ 中村徳水 継

C3 予州松山領心学御用に付諸家中へ被達下
候文段之覚

2 継

C3 多々良玄順書翰写 嘉永 4. 1 多々良玄順（駿府安倍町）→相
馬弥右衛門（出羽庄内鶴岡）

継

C3 〔施印につき覚（写）〕 8.25 弥助（駿府人宿町） 切紙

C3 連歌〔としの尾に異国船の……〕 竪冊

C3 〔三前舎心学道話定日〕 三前舎 切紙

C3 〔大日本史綱目抜書　仁風一覧の事〕 切紙

C3 一休和尚母公遺書〔写〕 竪紙

C3 〔中沢道二略伝〕 刊

C3 〔断簡3枚〕
※道話の素材を書きつけたものか

一紙

C3 〔異国船防方工夫につき答書〕 折紙

C3 毎月道話定日出席日並 切紙

C3 〔三前舎心学定日〕 三前舎 切紙

C3 〔近江国矢野某の心学修行につき書付〕 切紙

C3 〔道歌の解説〕 切紙

C3 〔老の徳その他に関する書付〕 継

C3 〔梁ノ大夫宋就陰徳ノ事〕 切紙

C3 〔備前国竹花村甚助孝心のことにつき書
付〕

切紙

C3 御用紙面（1包）〔中村蔵太郎宛の通達類
9通〕

包

C3 御笑草（1包） 包

C3 〔中村内蔵助（徳水）　弁駁書（控）〕 （弘化 4. 8頃ヵ） 中村内蔵助（徳水）→麻生俊平
他

継
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C4 参前舎舎主・都講書翰〔草案〕
※三舎印鑑のこと他，裏に口演草案あ
り

（弘化 4.12.21） 参前舎舎主・都講→明倫舎 継

C4 中村徳水書翰 （安政元）12.11 中村徳水→上河源右衛門他明倫
舎都講

継

C4 参前舎都講書翰草案
※断書料のこと他

12. 6 （参前舎都講→明倫舎都講） 切紙

C4 会輔中可守之大事 切紙

C4 〔中村徳水覚書（裏書あり）〕 （中村徳水） 継

C4 〔中村徳水ヵ〕書翰〔草案〕 （中村徳水ヵ） 切紙

C4 〔心学問答・道歌その他の書付〕（41点）

C4 中村徳水書翰
※駿府逗留中の病気のこと

11. 6 中村徳水→中村蔵太郎他 継

C4 〔奥田頼杖その他の心学者の道話につい
ての批評〕

（中村徳水） 切紙

C4 〔中村蔵太郎〕書翰〔後欠〕 12. 9 （中村蔵太郎→参前舎都講） 継

C4 〔中村徳水ヵ〕書翰草案 （中村徳水ヵ） 切紙

C4 〔中村徳水ヵ〕書翰草案 （中村徳水ヵ） 切紙

C4 〔家屋図面〕 一紙

C4 〔出羽酒田の白犬の話書付〕 切紙

C4 〔荒井昌義関係書翰・和歌書付〕 松田徳樹他 継

C4 〔中村徳水答書付〕 中村徳水 切紙

C4 参前舎都講等書翰
※中村徳水病気のこと

12.11 参前舎都講等→中村徳水 継

C4 〔出羽酒田の白犬の話書付〕 中村徳水 切紙

C4 〔明行院和歌〕 明行院 切紙

C4 参前舎前講印鑑〔試し書か〕 弘化 4. 7. 1 参前舎 折紙

C4 〔中村徳水ヵ〕書翰〔後欠〕
※上方での活動のこと

（中村徳水ヵ） 切紙

C4 中村徳水書翰
※能見物のこと他

3. 9 中村徳水→中村蔵太郎 継

C4 〔中村蔵太郎ヵ〕書翰控 （中村蔵太郎ヵ）→保三郎 切紙

C4 〔中村徳水ヵ〕書翰（2枚） 9.28 （中村徳水ヵ） 切紙

C4 〔面杖についての書付〕 竪紙

C4 〔酒井左衛門尉所替につき同領出羽国飽
海・田川郡百姓籠訴の一件書付〕

天保12 継

C4 森琱翁〔東琱〕書翰 10.22 森琱翁（東琱）→中村徳水 切紙

C4 〔塩谷俊斎・木沢木斎狂歌〕 弘化 3. 1.16 竪紙

C4 〔円蔵・作兵衛についての書付〕 切紙

C4 〔渡辺彦右衛門・岡部亀次郎書翰〕 12.28 渡辺彦右衛門・岡部亀次郎→中
村徳水

継

C4 〔広瀬〕定吉書翰 11.18 （広瀬定吉）→中村徳水 継

C4 原田惣七書翰 4.18 原田惣七→中村徳水 継

C4 原田八十七書翰 7. 8 原田八十七→中村徳水 継

C5 〔書翰等包〕 包

800



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 東京都／参前舎収蔵文書（P92�16）

C5 ◦鴨宮右左衛門書翰 11.18 鴨宮右左衛門→中村徳水 継

C5 ◦〔口上〕 （11）.18 切紙

C5 ◦大地震大略書 11.18 継

C5 ◦〔鴨宮右左衛門書翰〕 11.18 鴨宮右左衛門→参前舎舎中 継

C5 中村徳水・並木喜太郎書翰 1.18 中村徳水・並木喜太郎→明倫舎
都講

切紙

C5 〔堀田備中守家中賄役小林猪右衛門娘委
女褒賞についての書付〕

（天保 7） 竪紙

C5 口演〔逗留中の礼〕 切紙

C5 〔信貞舎舎開の祭文（草案）〕 中村徳水 竪紙

C5 〔心学発問書付〕（2枚） 切紙

C5 中村徳水書翰 6. 8 中村徳水→阿部徹蔵 切紙

C5 〔仙台より奥羽各地への距離についての
覚〕

10 近藤金吉 継

C5 〔断簡〕 切紙

C5 〔道学経る女子の素直なる事につき書付
並に発句〕

継

C5 〔道歌書付〕（2枚） 切紙

C5 〔中村徳水ヵ〕日記断簡（2枚） （中村徳水ヵ） 切紙

C5 〔諸書付綴〕 横長

C5 廻郡等割合 継

C5 〔出羽酒田の白犬の話書付〕 切紙

C5 〔某郡廻村日程書付〕 継

C5 〔参前舎心学道話定日〕 切紙

C5 〔鴨宮右左衛門書翰〕 6.23 鴨宮右左衛門→中村徳水 切紙

C5 〔町役人面付〕（3枚） 切紙

C5 不用覚書類〔豊後広徳舎舎中人名の覚〕 継

C5 〔町奉行申渡し写〕 1.16 町奉行→仲村作左衛門子勢三郎 切紙

C5 〔心学問答書付〕 切紙

C5 〔町役人面付〕 切紙

C5 〔富士講禁止の触書写〕 9 継

C5 〔三前舎心学定日（道話・前訓）〕 切紙

C5 中村徳水書翰草案
※庄内へ出立のこと

（嘉永 3） 中村徳水 切紙

C5 某書翰草案 切紙

C5 某書翰断簡 　→西浦吉兵衛 切紙

C5 谷村某書翰 3. 8 谷村某→中村徳水 継

C5 頼置候口上書〔写〕 享話3. 5 中沢道二→三前舎他 継

C5 明倫舎香料請取状 9.24 明倫舎→敬信舎都講・中村徳水 切紙

C5 早川平兵衛書翰 10.11 早川平兵衛→中村徳水 継

C5 〔心学の教について書付〕 竪紙

C5 〔心学修行について書付〕 竪紙

801



東京都／参前舎収蔵文書（P92�16） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

C5 近江屋茂兵衛他4名書翰 10. 3 近江屋茂兵衛他→中村内蔵助 継

C5 〔心学道話について書付（草案）〕 切紙

C5 喜邨半六〔占夢〕書翰 5. 2 喜村半六（占夢）→中村内蔵助 切紙

C5 〔心学道話につき書付〕 切紙

C5 某書翰断簡 切紙

C5 〔心学道話・修行について書付（草案）〕 継

C5 〔中村徳水ヵ〕書翰草案 （中村徳水ヵ） 継

C5 熊谷吉兵衛書翰 1.18 熊谷吉兵衛→中村蔵太郎 継

C5 西浦安兵衛書翰 5.18 西浦安兵衛→中村徳水 継

C5 小林養碩他2名書翰 8 小林養碩他→中村徳水 切紙

C5 大瀧蒼斎書翰 4. 6 大瀧蒼斎→中村徳水 切紙

C5 出羽庄内鶴鳴舎都講書翰 3. 6 出羽庄内鶴鳴舎都講→中村徳水 継

C5 豊後府内一貫舎舎中書翰 7. 4 豊後府内一貫舎舎中→中村蔵太
郎

継

C5 西浦吉兵衛書翰 7. 8 西浦吉兵衛→中村蔵太郎 継

C5 中村徳水書翰〔控〕
※駿河での病気のこと

中村徳水 継

C5 御内訴申覚〔写〕 （弘化 2.10） 金子宗四郎→服部九十郎 継

C5 〔豊後岡広徳舎都講・会友等任命につき
申状〕

6.23 継

C5 〔三好文珪眼科治療につき〕口上覚 3 切紙

C5 高橋半兵衛・西浦吉兵衛書翰 12.11 高橋半兵衛・西浦吉兵衛→中村
徳水

継

C6 〔豊田郡内廻村日程の覚〕 切紙

C6 初入人名覚　豊田郡 2.18 継

C6 望月弥右衛門書翰 5. 5 望月弥右衛門→中村徳水 継

C6 若狭屋柳兵衛・西浦屋吉兵衛書翰 7. 6 若狭屋柳兵衛・西浦屋吉兵衛→
中村徳水

継

C6 野崎彦左衛門・木村仁兵衛書翰包紙〔中
村徳水宛〕

切紙

C6 月声〔森東琱ヵ〕書翰 9.24 月声（森東　ヵ）→中村徳水 切紙

C6 舌代 （森東琱ヵ） 切紙

C6 森東琱書翰 8. 2 森東琱→中村徳水 切紙

C6 中村徳水書翰 10.17 中村徳水→東屋隠居（森東琱） 継

C6 森東琱書翰 3. 9 森東琱→中村徳水 継

C6 某書翰 10.17 継

C6 森東琱書翰 7.12 森東琱→中村徳水 継

C6 森東琱書翰 7. 3 森東琱→中村徳水 継

C6 田辺喜蔵書翰写（2点，一括） （嘉永 5）10. 1 田辺喜蔵→中村徳水 継

C6 田辺喜蔵書翰写
※上と同文

（嘉永 5）10. 1 田辺喜蔵→中村徳水 継

C6 三前舎都講書翰 3 三前舎都講→北半田心学世話人
中

継
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C6 〔中村徳水出羽鶴岡より帰国にあたり送
る発句〕

嘉永 3 不䂓矩 継

C6 駿河屋半九郎書翰 6. 4 駿河屋半九郎→桃太郎 切紙

C6 大瀧増吉書翰〔別紙つき〕 1. 7 大瀧増吉→中村徳水 切紙

C6 金子志津摩書翰 7.30 金子志津摩→中村徳水 継

C6 〔心学道話につき覚〕 継

C6 豊後府内社中書翰 （安政元）7.15 豊後府内社中→中村徳水 継

C6 〔中村徳水豊後岡にて遊説せるにつき書
付並和歌〕

竪紙

C6 嶋田竹助・宗源作・鴨宮右左衛門書翰
※豊後岡へ中村徳水招聘のこと

2.13 嶋田竹助他→米屋平七 継

C6 渡辺彦右衛門書翰 6.13 渡辺彦右衛門→中村徳水 継

C6 〔広瀬定吉ヵ〕書翰
※中村徳水，豊後岡藩主江戸藩邸にて
道話のこと

（安政元）11.28 （広瀬定吉ヵ→中村徳水） 継

C6 中村徳水書翰〔控〕 中村徳水→（鴨宮右左衛門ヵ） 継

C6 〔中村徳水，豊後府内にて遊説せるにつ
き〕覚

中村徳水 切紙

C6 金子苛山書翰 金子苛山→中村徳水 継

C6 〔道歌書付〕 切紙

C6 石地源二兵衛・根岸林蔵書翰 6.28 石地源二兵衛・根岸林蔵 切紙

C6 〔都鄙問答他について〕覚 吉岡祐七→原田宗七 切紙

C6 七之丞書翰〔別紙あり〕 7.13 七之丞→中村徳水 切紙

C6 原田八十七書翰 9.21 原田八十七→中村蔵太郎 継

C6 〔長州藩心学採用に関する一件〕 継

C6 〔奥田寿太（頼杖）へ五人扶持下渡書〕 　→奥田寿太 切紙

C6 松田徳樹書翰 （嘉永 3）3.22 松田徳樹→松山寂庵 継

C6 某書翰草案断簡 切紙

C6 〔心学問答（裏に書翰草案）〕 切紙

C6 〔参前舎都講への集会出席依頼控〕 10.11 （中村徳水ヵ）→参前舎都講 切紙

C6 皆々様へ御尋申上候〔上記依頼書の添状
か〕

（中村徳水ヵ→参前舎都講） 切紙

C6 〔中村徳水ヵ〕書翰控 継

C6 中村徳水書翰控 中村徳水→（森東琱ヵ） 切紙

C6 中村徳水書翰包紙〔清水周輔・小沢清兵
衛宛〕

10.17 切紙

C6 金子小右衛門・柚原木良輔書翰 1.19 金子小右衛門・柚原木良輔→中
村徳水

切紙

C6 林田甫助書翰 11.26 林田甫助→中村徳水 切紙

C6 林田甫助書翰 12.28 林田甫助→中村徳水 切紙

C6 森尻紋之助書翰 2.29 森尻紋之助→中村徳水 切紙

C6 森尻紋之助・山本久之助書翰 2.20 森尻紋之助・山本久之助→中村
徳水

切紙
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C6 参前舎廻連物
※中沢道二五十回忌につき続道話への
出席依頼

5.11 参前舎都講 継

C6 西村栄助書翰 4.11 西村栄助→中村徳水 継

C6 〔孝子等褒賞の綴〕 横長

C7 〔京・山城心学講舎施入高の覚〕 （嘉永 3）11.21 横長

C7 〔孝女の話等書付〕 切紙

C7 大瀧増吉書翰 8. 4 大瀧増吉→荒井伝右衛門 切紙

C7 〔孝子の話書付〕 折紙

C7 〔駿府人宿町弥助改心の話書付〕 継

C7 〔芝西応寺町甚兵衛店七兵衛娘なを褒賞
の申渡〕

12 継

C7 御容体略記　控 安政 3. 4 中村奎（蔵太郎） 竪冊

C7 明行院書翰 2.20 明行院→（中村徳水ヵ） 継

C7 〔明行院〕書翰 （明行院ヵ→中村徳水ヵ） 切紙

C7 明行院書翰 4.23 明行院→（中村徳水ヵ） 継

C7 莫妄想之内〔問答書付〕 切紙

C7 松平遠江守様御奥様御答書（5枚） 切紙

C7 〔明倫舎廻章〕 （天保14ヵ）閏9 明倫舎→三前舎・盍簪舎 切紙

C7 三前舎都講書翰 （安政元）12.11 三前舎都講→明倫舎都講 継

C7 〔三前舎社中申合定書写（下書）〕 切紙

C7 某書翰〔断簡ヵ〕 切紙

C7 明倫舎都講・老友書翰 9 明倫舎都講・老友→参前舎都講 切紙

C7 〔御席道話出席の覚〕 継

C7 中村徳水書翰控 （嘉永 2ヵ）6 中村徳水→桑田兵大夫他 継

C7 〔中村徳水〕書翰草案 （中村徳水） 継

C7 明行院書翰 11.13 明行院→中村徳水 継

C7 徳右衛門書翰 11.22 徳右衛門→内蔵助（中村徳水） 継

C7 中村蔵太郎願書
※中村徳水逗留の件

（嘉永 2ヵ）2 中村蔵太郎→榎本茂助他 竪紙

C7 〔中村蔵太郎口上之覚〕
※中村徳水九州遊説の件

（嘉永 5）閏2 中村蔵太郎 切紙

C7 興文舎卒業証書 明治 8. 6. 4 興文舎→中村ユキ 切紙

C7 興文舎卒業証書 明治 8. 4 興文舎→中村ユキ 切紙

C7 就徳舎卒業証書 明治 8.11.13 就徳舎→中村ユキ 切紙

C7 第三十九番小学卒業証書 明治11.10.18 第三十九番小学→中村ツチ 竪紙

C7 幟町小学校卒業証書 明治14.12.23 幟町小学校→中村ツチ 竪紙

C7 第六十六番小学卒業証書 明治 9.12.11 第六十六番小学→中村ツチ 竪紙

C7 幟町小学校卒業証書 明治14.12.23 幟町小学校→中村ツチ 竪紙

C7 中村ツチ賞状 明治13.12.24 田中学校→中村ツチ 切紙

C7 第三十九番小学卒業証書 明治11.10.18 第三十九番小学→中村ツチ 竪紙

C7 参前舎都講書翰控 12.11 参前舎都講→明倫舎都講 継
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C7 荒井伝右衛門書翰 4.21 荒井伝右衛門→中村徳水 継

C7 〔富くじ札〕 竪紙

C7 〔敬信舎施印〕 切紙

C7 〔詩歌連俳書画展観会引札〕 明治 2.10 切紙

C7 〔心学の引札〕 切紙

C7 〔道話講席の引札〕 切紙

C7 〔壱ケ年分世帯諸入用積〕 切紙

C7 慶助書翰 11.14 慶助→佐右衛門・佐市郎 継

C7 長兵衛書翰 12.16 長兵衛 切紙

C7 長兵衛書翰写 12. 3 長兵衛 継

C7 〔心学問答その他書付〕（41点）

C7 佐兵衛書翰 4. 3 佐兵衛→中村内蔵助（徳水） 切紙

C7 金子苛山書翰（3点） 金子苛山→中村徳水

C7 如柳書翰 11.17 如柳→中村徳水 切紙

C7 金子苛山書翰 金子苛山→中村徳水 継

C8 〔今川になぞらへてみづからをいましむ
製詞〕

横長

C8 〔忠孝等諸法度写〕 天和 2. 5 継

C8 住吉屋伊右衛門他2名書翰 6.26 住吉屋伊右衛門他→中村内蔵助
（徳水）

継

C8 〔くさぐさのたハれうた〕 森東琱→中村徳水 継

C8 栗原与次郎書翰〔裏書あり〕 12.27 栗原与次郎→中村徳水 切紙

C8 〔人の心の迷いのこと書付〕 折紙

C8 〔名義集心意識法篇略出〕 森東琱→中村徳水 継

C8 〔すぎわひくらべ〕 （文化 4） 原新助 継

C8 〔五位釈〕 森東琱→中村徳水 継

C8 〔愚考〕 切紙

C8 明行院他3名書翰 明行院他→中村徳水 継

C8 〔おのれを知らざることについて書付〕 切紙

C8 〔人の慎みについて書付〕 継

C8 〔書付（つれづれ草の中に）〕 継

C8 〔徒然草より抜書〕 継

C8 信貞舎都講書翰 8.28 信貞舎都講→中村蔵太郎 継

C8 広瀬定吉他3名書翰
※中村徳水死去のこと

（安政 3）6.19 広瀬定吉他→中村蔵太郎 継

C8 〔書付（さとり）〕 継

C8 広瀬定吉書翰
※広徳舎舎号のこと他

5.15 広瀬定吉→中村徳水 継

C8 明行院書翰 4.19 明行院→中村徳水 継

C8 〔道話原稿ヵ〕 横半

C8 〔道一発句書付〕 道一 竪紙

C8 〔中村徳水画像讃下書〕（3点） 切紙
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C8 〔面杖についての書付〕 （中村徳水） 竪紙

C8 〔中村徳水発句書付〕（草案とも） 中村徳水 継

C8 〔道話草稿ヵ〕 横半

C8 〔上杉謙信の古歌につき註解〕 竪冊

C9 〔心学問答その他書付等〕（91点）

C10 鴨宮右左衛門他2名書翰 5. 9 鴨宮右左衛門他→広島都講中 継

C10 中島市右衛門書翰 8. 2 中島市右衛門→中村徳水 切紙

C10 〔なまぎき教訓ぶし〕 継

C10 寺内平右衛門書翰 5.17 寺内平右衛門→中村徳水・同蔵
太郎

継

C10 原田八十七書翰 5.18 原田八十七→中村徳水 継

C10 〔今度前髪執せ候に付以来心得之條々〕 継

C10 〔寿言告文〕 継

C10 〔三十三ケ條心得〕 切紙

C10 〔会輔中可守之大事〕 継

C10 〔質素倹約を命ずる〕触書写 天保10. 3 切紙

C10 〔銀札通用を促し諸商事正道の取引を申
渡す〕触書写

天保10. 2.23 継

C10 〔質素倹約を命ずる〕触書写 天保 9. 6.23 継

C10 〔家財養子につき〕仰書写 横長

C10 〔文武精励并旧弊一洗ニ付申達書写〕 （明治初）6. 1／5.29 浅野飛騨 切紙

C10 〔病死跡目の申請につき〕順達書写 （文化年中） 折紙

C10 水火之節御触扣 文化 6以後 冊

C10 〔銀札通用不安なきにつき正路の取引を
すべき旨〕触書写

天保 9. 3 継

C10 〔根葉権実下種落葉全備〕 横長

C10 鈴木金次書翰 3. 5 鈴木金次→中村是助 切紙

C10 〔下銀につき申達書〕 12 切紙

C10 〔被下銀割合〕 継

C10 〔極楽東門まで一人前の入用につき書付〕 継

C10 〔御内話申覚（控）〕 （弘化 3. 1） 中村徳水 継

C10 〔呵々笑ひの厄はらひ〕 継

C10 〔石門心学について書付〕 10. 1 中村道一 継

C10 〔某郡廻村日程の覚〕 継

C10 心学善導手引心得 継

C10 〔六円通その他につき書付〕 継

C10 〔異端について書付〕 切紙

C10 千賀琢堂書翰 千賀琢堂→中村徳水 竪紙

C10 〔中村徳右衛門遺置頭書〕 中村徳右衛門 横長
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P92
17 総務庁統計図書館所蔵資料

D21～25 広島県衛生年報　明治35・36・39～41・
43～大正 2年

広島県警察部衛生課 刊

D2 第一回労働統計実地調査結果表 大正14. 4 広島県 刊

D2 第一回労働統計実地調査の概要 広島県 刊

D1 陸軍ニ於ケル花柳病　並地方ニ於ケル花
柳病蔓延ノ状況

昭和 2. 6 陸軍省 刊

D3 大正九年及昭和五年国勢調査産業別人口
の比較

昭和11. 6 内閣統計局 刊

D18・19 殖民統計　第3報～第6報
※大正 2年分～大正 5年分

大正 3～6 東洋拓殖株式会社 刊

D4 旅券下付数及移民統計　明治元年～大正
9年

大正10. 9 外務省通商局 刊

D6 海外各地在留本邦人職業別表（大正 6年
6月末現在）

外務省通商局 刊

D5 海外渡航及在留本邦人統計　大正 8年～
昭和 3年

昭和 5. 4 外務省通商局 刊

D6 海外各地在留本邦人職業別人口表（大正
13年6月末現在調）

外務省通商局 刊

D7 在外本邦人国勢調査報告　昭和 5年 外務省通商局 刊

D8 在外本邦人国勢調査職業別人口表　昭和
5年

外務省通商局 刊

D11 海外各地在留本邦人人口表　昭和 6年
10月1日現在

昭和 7.12 外務省通商局 刊

D9 海外移植民事情調査 昭和 5. 6 東京市役所 刊

D13 海外移住統計 昭和 7. 8 拓務省拓務局 刊

D13 海外移住統計 昭和 8.10 拓務省拓務局 刊

D14 海外在留本邦人送金額調査（昭和 9年中） 昭和10.11 外務省調査部 刊

D10 海外各地在留本邦人内地人職業別人口表
　昭和10年10月1日現在

昭和11.12 外務省調査部 刊

D14 海外在留本邦人送金額調査（昭和10年
中）

昭和12. 3 外務省調査部 刊

D15 在外本邦人調査報告　昭和10年 外務省調査部 刊

D16 北米日系市民概況 昭和11.11 亜米利加局第一課 刊

D16 在北米邦人団体調査 昭和11.11 亜米利加局第一課 刊

P92
18 旧中央鉄道学園所蔵文書

※現在，日本国有鉄道清算事業団中央教育訓練所で保管。

A1～3 備後電気鉄道　全 明治32～43 備後鉄道株式会社→逓信省鉄道
局（のち鉄道院）

竪冊

A1～3 ◦備後鉄道株式会社報告　第1回～第20
回（11・12欠）

明治33～42 備後鉄道株式会社 刊

A3 ◦報告書　第21回・第22回 明治43～44 備後鉄道株式会社 刊

A4 神高鉄道（元両備鉄道）巻一〔抄ヵ〕 明治45～大正 9 両備軽便鉄道株式会社→鉄道院
（のち鉄道省）

竪冊
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A4 〔神高鉄道（元両備鉄道）巻二〕〔抄ヵ〕 昭和 4・5 両備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A4 　　決算報告書　第35回・第36回 昭和 4・5 両備鉄道株式会社 刊

A5・6 神高鉄道（元両備鉄道）巻三終 昭和 5～10 両備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A5・6 　　決算報告書　第37回～第44回（38欠） 昭和 5～9 両備鉄道株式会社 刊

A6 　　事務報告書　第45回～第48回 昭和 9・10 両備鉄道株式会社 刊

A7～10 芸南電気軌道　巻一 大正12～昭和 7 芸南電気軌道株式会社→鉄道省
監督局

竪冊

A7～9 　　事業報告書　第2期～第13期（9・11欠） 大正12～昭和 4 芸南電気軌道株式会社 刊

A9・10 　　営業報告書　第14期～第17期 昭和 4～6 芸南電気軌道株式会社 刊

A11～15 芸南電気軌道　巻二 昭和 6～14 芸南電気軌道株式会社→鉄道省
監督局

竪冊

A11～15 　　営業報告書　第18期～第37期 昭和 6～16 芸南電気軌道株式会社 刊

A16 芸南電気〔軌道〕巻三 昭和14～16 芸南電気軌道株式会社→鉄道省
監督局

竪冊

A17 〔呉市営軌道〕 昭和21～29 呉市交通局→運輸省 竪冊

A18～20 尾道鉄道　巻一 大正 8～昭和 2 尾道軽便鉄道株式会社（のち尾
道鉄道株式会社）→鉄道院（の
ち鉄道省監督局）

竪冊

A18・19 　　決算報告書　第1期～第14期（2・5・
6・9欠）

大正 8～14 尾道軽便鉄道株式会社 刊

A20 　　事業報告書　第15回・第16期・第17期 大正15～昭和 2 尾道鉄道株式会社 刊

A21～24 尾道鉄道　巻二 昭和 2～6 尾道鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A21～24 　　事業報告書　第18回～第25回 昭和 2～6 尾道鉄道株式会社 刊

A25～28 尾道鉄道　巻三 昭和 6～10 尾道鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A25～28 　　事業報告書　第26回～第33回 昭和 6～10 尾道鉄道株式会社 刊

A29～32 尾道鉄道　巻四 昭和10～13 尾道鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A29～32 　　事業報告書　第34回～第40回 昭和10～13 尾道鉄道株式会社 刊

A33 尾道鉄道　巻五 昭和14～15 尾道鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A33 　　事業報告書　第42回～第44回 昭和14～15 尾道鉄道株式会社→鉄道省監督局 刊

A34～38 〔尾道鉄道営業報告書〕 昭和21～26 尾道鉄道株式会社→運輸省 竪冊

A34～38 　　事業報告書　第56回～第65回 昭和21～26 尾道鉄道株式会社 刊

A39～41 〔尾道鉄道営業報告書〕 昭和26～29 尾道鉄道株式会社→広島陸運局
（運輸省）

竪冊

A39～41 　　営業報告書　第66期～第71期（68欠） 昭和26～29 尾道鉄道株式会社 刊

A42～44 鞆鉄道〔（元鞆軽便鉄道）〕巻一 明治43～大正 9 鞆軽便鉄道株式会社→鉄道院
（のち鉄道省監督局）

竪冊

A42 　　報告書　第1回 明治43 鞆軽便鉄道株式会社 刊

A42 　　事業報告書　第2回・第3回 明治44～45 鞆軽便鉄道株式会社 刊

A42 　　鞆軽便鉄道株式会社事業報告書　第4回
～第6回

明治45～大正 2 鞆軽便鉄道株式会社 刊

A42～44 　　鞆軽便鉄道株式会社営業報告書　第7回
～第21回

大正 3～10 鞆軽便鉄道株式会社 刊
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A45～47 鞆鉄道　巻三 昭和 5～10 鞆鉄道株式会社→鉄道省監督局 竪冊

A45～47 　　営業報告書　第40回～第49回 昭和 5～10 鞆鉄道株式会社 刊

A48～50 鞆鉄道　巻四 昭和10～16 鞆鉄道株式会社→鉄道省監督局 竪冊

A48～50 　　営業報告書　第50回～第61回（52・56
欠）

昭和10～16 鞆鉄道株式会社 刊

A51～53 鞆鉄道 昭和21～25 鞆鉄道株式会社→運輸省 竪冊

A51～53 　　営業報告書　第72回～第79回（73・78
欠）

昭和21～24 鞆鉄道株式会社 刊

A54・55 〔鞆鉄道〕 昭和27～29 鞆鉄道株式会社→運輸省 竪冊

A54・55 　　営業報告書　第85期～第88期（87欠） 昭和27～29 鞆鉄道株式会社 刊

P92
19 東京国立博物館所蔵文書

A1 東京国博物館所蔵文書　三（東大影写
本）〔抄〕

A1 ◦沙弥禅助安堵状 応永10.閏10.15 沙弥禅助→宍戸安芸権守

A1 ◦沙弥禅助安堵状 応永10.閏10.15 沙弥禅助→白河兵衛入道

A1 ◦豊臣秀吉下知状 3 豊臣秀吉→福島市兵衛尉

A1 ◦豊臣秀吉朱印高麗国中掟 天正20. 4.26 豊臣秀吉→福島左衛門大夫

A1 ◦豊臣秀吉朱印被宛行伊予内領知方之事 天正15. 9. 5 豊臣秀吉→福島左衛門大夫

P92
20 東京市政調査会市政専門図書館所蔵大森文書

C1 地方制度編纂綱領 刊

C2・3 郡区町村編成法・府県会規則・区郡部会
規則・地方税規則・営業税雑種税規則・
区町村会法・備荒儲蓄法説明録

明治16. 1 参事院内局編纂課 刊

C4 明治十一年元老院会議筆記・地方税規則
等地方官会議ノ議定・地方官会議憲法・
開院式竝議事〔地方官会議日誌〕

明治11～13 竪冊

C5 内務職制改正之議・府県官職制改正之
議・内務処務条例制定ノ件

明治17・明治18 制度取調局・内務省 竪冊

C6 郡分合ノ件閣議案　附諸表
※郡分合資力一覧表

明治23.11.18 内務大臣→内閣総理大臣 竪冊

C7 町村分合ニ関スル件（町村分合ニ関スル
訓令案・町村合併標準・郡分合標準・市
制標準・共同区行政ノ監督）

明治20頃 内務省 竪冊

C8～10 沿革三法・府県会竝地方税規則追改布
告案・白根専一氏（庶務局長）意見上申
書・牧朴真氏地方土木ニ関スル達按ニ付
意見・府県会権限概目・戸長官等俸給達
案・其他府県会地方税規則関係

明治11～15 竪冊

C11 府県制郡制元老院下附ノ時内務大臣演説
略記・郡制府県制決行之県閣議案・府県
制郡制弁明書

明治21 内務大臣 竪冊

C12 地方会計ニ関スル法律規則 明治22・明治23 竪冊

C13～15 地方情況諸調査表〔抄〕 明治12～24頃 内務省 竪冊
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C16 明治十六年前後　戸長役場制改正ニ関ス
ル諸統計

明治16～19頃 内務省 竪冊

C17 改正地方制度実施後ノ地方経済取調案　
市町村制実施ニ付町村経済調

明治21. 2 内務省 竪冊

C18～20 区町村会法竝改正・戸長職務概目・戸
長以下ノ選任竝役場区域等・区町村費規
則・戸長等給料其他諸費・町村番人内規・
郡区総代人設置選挙方・行政官吏服務規
律・巡察使視察条規竝訓示

明治17頃 内務省 竪冊

C21 郡制府県制改正意見 内務省 竪冊

C22 町村制施行ニ関スル訓令案（大森秘書官
私稿）

明治21 大森鐘一 竪冊

C23 郡制存廃ニ関スル意見（大森） 大森鐘一 竪冊

P92
21 東京大学経済学部図書館所蔵資料

近世史料

A5 備後三上郡村志 竪冊

県勢

A1 広島県勢要覧　大正10年 大正12. 3 広島県 刊

A2 広島県勢要覧　大正11年 大正13. 3 広島県 刊

A7 職業戸口表　昭和元年 昭和 3. 3 広島県知事官房 刊

A3・4 広島県概況 昭和 4. 5 広島県 刊

産業

A9・10 生産調査書 大正 6 広島県 刊

A8 産業調査書 大正10. 2 広島県沼隈郡役所 刊

A11 生産調査　昭和 6年 昭和 8. 3 広島県 刊

農業

A14 道府県耕地ノ改良及拡張事業ノ概況 大正14. 4 農林省農務局 刊

A15 開墾地移住経営事例 昭和 2. 3 農林省農務局 刊

A13 旧藩時代ノ耕地拡張改良事業ニ関スル調
査〔抄〕

昭和 2. 3 農林省農務局 刊

A12 農政資料調査書 昭和 8. 5 広島県内務部 刊

A17 道府県主要作物改良奨励方法概要 明治43.12 生産調査会 刊

A19 農家副業ニ関スル調査〔抄〕 大正元. 9 農商務省農務局 刊

A18 農家の副業 大正 8. 3 広島県農会 刊

A16 地方産米に関する調査〔抄〕 昭和 5. 3 農林省農務局 刊

A16 地方産米ニ関スル調査〔抄〕 農林省農務局 刊

A20 全国煙草一覧〔抄〕 刊

A21 広島県沼隈郡藺草法 明治44.10 沼隈郡農会 刊

A22 広島県ニ於ケル藺草並ニ畳表ニ関スル調
査

昭和 4. 1 日本銀行調査局 刊

A23 藁工品ニ関スル調査〔抄〕 大正 9. 8 農商務省農務局 刊

A24 農具ノ改良ニ関スル調査資料〔抄〕 明治44. 3 生産調査会 刊
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A25 懸賞募集犂審査成績 大正 4. 7 広島県農会 刊

P26 肥料改良奨励事業ニ関スル調査〔抄〕 大正15. 9 農林省農務局 刊

P26 水稲栽培ニ於ケル慣行施肥量及施肥期ニ
関スル調査〔抄〕

昭和 6. 3 農林省農務局 刊

A27 自給肥料改良増産施用優良農家並組合に
関する調査〔抄〕

帝国農会 刊

A28 地主ノ農事ニ関スル施設事例〔抄〕 大正 5. 6 農商務省農務局 刊

A29 時局下農家経営及び農家経済の動向〔抄〕 昭和14 帝国農会 刊

A30 自力更生に関する施設実例〔抄〕 昭和 8. 3 社会局社会部 刊

A31 道府県農会優良事業事例〔抄〕 大正14.10 帝国農会 刊

A31 郡市町村農会事例〔抄〕 明治43. 4 農商務省農務局 刊

A32 農家小組合ニ関スル調査〔抄〕 昭和 5. 3 農林省農務局 刊

A33 農家小組合ニ関スル調査 昭和18. 3 帝国農会 刊

A34 農家組合 昭和 3. 8 帝国農会 刊

A35 広島県農業労働者に関する調査 大正10. 3 広島県内務部 刊

A36 農村労力調査書 昭和15. 9 広島県経済部 刊

A37 地方山村林業経済調査書〔抄〕
※比婆郡比和村に関する調査

大正13. 3 農商務省山林局 刊

A38 山村実態調査報告書　第2回〔抄〕
※山県郡筒賀村に関する調査

昭和11. 3 全国山林会連合会 刊

A39 地方別小作争議概要（大正13年）〔抄〕 大正14. 1 農商務省農務局 刊

A39 地方別小作争議概要（大正15年度）〔抄〕 昭和 2. 1 農林省農務局 刊

A39 地方別小作争議概要〔抄〕 昭和11 農林省農務局 刊

A40 小作争議ニ関スル調査　其ノ一〔抄〕
※芦品郡常金丸村の争議他

大正11. 7 農商務省農務局 刊

A40 小作組合に関する調査〔抄〕
※佐伯郡友原村の小作組合

大正 5.10 帝国農会 刊

A41 農業対商工業の関係　其ノ一（農民と人
口の都市集中）

大正13. 3 協調会農村課 刊

商工業

A42 醸造試験所報告　26・27号　広島県酒
造調査報告

明治42. 8 醸造試験所 刊

A43 広島酒ニ関スル調査 大正14. 9 日本銀行調査局 刊

A44 会社工場通覧 昭和 4 広島県 刊

A6 全国農工銀行発達史〔抄〕
※広島県農工銀行のみ抄録

杉本正幸 刊

A45 本邦綿糸紡績史　第2巻・第5巻〔抄〕
※官立広島紡績所・福山紡績会社関係

日本綿業倶楽部 刊

交通

A46 明治運輸史〔抄〕
※山陽鉄道株式会社関係のみ抄録

大正 2 宮本源之助 刊

A47 日本鉄道史　上・中・下編〔抄〕
※山陽鉄道関係のみ抄録

刊
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P92
22 東京大学史料編纂所所蔵文書

–1 久芳家文書 –4 江木文庫
–2 橘中村文書 –5 その他
–3 蟇沼寺文書

P92
22–1 久芳家文書

旧長州藩士久芳五郎右衛門家に伝来した武家文書。戦国期～江戸期の文書から成る。久芳氏は，もと大内氏
に仕えており，安芸国豊田郡久芳に所領を得て，久芳氏を称するようになる。文書は，戦国期以来の大内
氏・毛利氏等の判物や書状が主であるが，他に，江戸時代に作成された略系図・覚書等も含む。文書の多く
は，『萩藩閥閲録』巻117の久芳五郎右衛門の項，『広島県史』古代中世資料編V（p.7）に掲載されている。

典拠：『広島県史』中世

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 久芳家文書　1（文書119点）

　　江良房栄書状（1号） 12.23 江良房栄→児玉就忠 切紙

　　江良房栄書状（2号） 9.25 江良房栄→毛利房継・江良昌泰 切紙

　　江良房栄書状（3号） 10.11 竪紙

　　久芳賢重書状案（4号） 永禄 7. 7.20 久芳賢重→児玉小次郎 竪紙

　　毛利輝元書状案（5号） （天正15）2. 4 折紙

　　大内義興袖判安堵状（6号） 明応 9. 8.24 竪紙

　　大内政弘袖判下文（7号） 文明10. 5.16 大内政弘→久芳清勝 竪紙

　　大内政弘袖判下文（8号） 文明10. 7. 2 大内政弘→久芳清勝 竪紙

　　大内政弘袖判下文（9号） 文明11. 8.15 大内政弘→久芳永清 竪紙

　　久芳宣時書状（10号） 9. 2 久芳宣時→児玉就忠 切紙

　　毛利元就書状写（11号） 6.20 毛利元就→安宗

　　大内義隆感状写（12号） 天文18. 8.20 大内義隆→久芳助右衛門尉

A2 久芳家文書　2（文書・記録17点） （戦国～江戸期）

A3 久芳家文書　3（文書・記録10点） （戦国～江戸期）

P92
22–2 橘中村文書

A1 橘中村文書〔抄〕

A1 ◦橘公与軍忠状 応安 5. 3 橘公与→今川仲秋 竪紙

P92
22–3 蟇沼寺文書

豊田郡本郷町（現三原市）南方にある真言宗の古刹東禅寺（旧称蟇沼寺）に伝来した古文書の一部。現在は東京
大学史料編纂所に所蔵されるが，元々は東禅寺文書（P49／4）と一体のものである。鎌倉末期から南北朝期
にかけての文書14通から成り，中に楽音寺に関するものが5点含まれている。全点が『広島県史』古代中世
資料編IV（p.391）に掲載されている。 典拠：『広島県史』古代中世資料編IV

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号
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A1 行阿寄進状（1号） 弘安 5. 3.15 行阿→蟇沼寺 竪紙

A1 僧頼賢仏供米等注文（2号） 正安元. 9.25 僧頼賢 継

A1 某仏供米等注文（3号） 一紙

A1 楽音寺座列次第規式（4号） 乾元2. 4 法印覚禅 一紙

A1 四郎太郎友氏嫡子孫六連署売券案（5号） 応長2. 2. 4 四郎太郎友氏・嫡子孫六 竪紙

A1 一宮修正会勤行所作人注文（6号） 正和 3. 5.18 一紙

A1 沙弥真阿売券（7号） 正和 3. 8.22 沙弥真阿 竪紙

A1 某安堵状（8号） 文保 2. 4.10 竪紙

A1 源内覚右連署譲状并沙弥西道証判（9号） 正中4. 1.27 源内・覚右 竪紙

A1 楽音寺院主良承申状（10号） 元弘3. 8 良承 継

A1 金剛仏子尊範他5名連署置文并座主増恵
証判（11号）

建武5.11.22 尊範他5名 継

A1 楽音寺例時懺法并念仏番置文（12号） 暦応元.10 竪紙

A1 賢阿譲状（13号） 延文 5.10. 8 賢阿 一紙

A1 僧鏡賢譲状（14号） 至徳元.12. 1 鏡賢→頼真 竪紙

P92
22–4 江木文庫

詩文稿

A2 壬子詩稿
※歳首郷俗他

嘉永 5 江木鰐水 竪冊

A1 鰐水文稿　上・下（2冊） 江木鰐水 竪冊

A2 文稿
※知人能任他

江木鰐水 竪冊

A3 送人遊三原観梅序・文章経国大業論 江木鰐水（五弓雪窓の朱批あり） 竪冊

A3 送人往三原観梅花序 浜野弌（五弓雪窓の朱批あり） 竪冊

A3 織田右府論 江木鰐水 竪冊

A3 温厚院殿景堅日明内藤太夫墓表 江木鰐水 竪冊

A3 外史略 江木鰐水 横半

A3 拙文
※淮陰侯論他

江木鰐水 竪冊

A3 〔文稿〕
※文天祥片桐且元論他

江木鰐水 竪冊

A4 跋頼三樹・吉田寅次郎七回猛士書 江木鰐水 竪冊

A4 加藤清正伝〔未刪定稿〕 天保14. 1.24 江木鰐水 竪冊

A4 加藤清正伝 文久 2.10. 2 江木鰐水 竪冊

A5 良徳公御行実・誠之館記 慶応元. 7・文久 3. 3. 5 江木鰐水 竪冊

A6 〔誠之館記草稿・誠之館記定稿〕 江木鰐水（五弓雪窓の朱批あり） 竪冊

A6 大学校 慶応 4. 9. 7 江木鰐水 竪冊

A6 誠之館記　俗牘二篇副之・兵要録序 江木鰐水 竪冊

A7 聖学弁 明治 5 江木鰐水 竪冊

A7 三教弁 江木鰐水 竪冊
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A7 漢学・小島敬三墓 江木鰐水 竪冊

A7 退思余稿跋 明治 5. 1. 8 江木鰐水 竪冊

A7 跋桐陰茶寮記 明治 7. 8.11 江木鰐水 竪冊

A7 〔文稿〕
※鳩化石記他

天保 4～慶応元 江木鰐水 竪冊

A26～28 〔詩文集〕
※明治七年秋入湯帰後ノ日録・客窓漫
録他

江木鰐水 竪冊

紀行録

A8 松島紀行 天保 9. 7.27～
天保 9. 9.10

江木鰐水 竪冊

A8 嘉永四年稿 嘉永 4.12.13～
嘉永 5.10.12

江木鰐水 竪冊

A9 金川遊記 嘉永 7. 2.25～
嘉永 7. 3. 5

江木鰐水 横半

A9 白石・真鍋・北木三島巡見稿 嘉永 7. 9～安政 2. 3 江木鰐水 竪冊

A10 甲子三冬征長日記
※江木鰐水従軍記事あり

元治元.11. 1～11 江木健吉 竪冊

A10 元治元年十二月上記略記 元治元.12 江木鰐水 竪冊

A10 石州紀行 慶応元.11.10～
慶応元.12.28

江木鰐水 竪冊

A10 慶応元三月至七月三日芸州探索書　防長
時情・備中猿越時・鷲峰山

江木鰐水 竪冊

A11 長崎紀行 明治元. 3.17～
明治元. 4.29

江木鰐水 竪冊

A11 北征記行・青森日記稿・函館回復三策 明治元. 9.20～2 江木鰐水 竪冊

A12 石州紀行図説 慶応元. 2 江木鰐水 竪冊

建白書建白書類類

A13 陣製変化二長一長之説・浚港議御舟入築
切之図

文久 2. 4.5～ 江木鰐水 竪冊

A14 蓑島新田将碁角ヨリ直ニ中須原加茂川々
スソ広狭ニ依リテ箕島新田ノ西堤釣ケ端
エ接シテ収三大利ノ説

元治元. 6頃 江木鰐水 竪冊

A14 小野川十二灘石並玉島川筋略記 慶応元. 5.29 江木鰐水 竪冊

A15 追手御門内石垣取除建白・蓄湟水起三大
利説・去三害起二利説・結義社筑財本新
涯疏河南渟水議・義社懇願書

慶応 4.閏4～明治 4. 2 江木鰐水 竪冊

A15 義社懇願書稿並ニ市民ニ告諭 江木鰐水 竪冊

A16 回復三策 明治元.11初旬 江木鰐水 竪冊

A16 本城修築内外前後緩急論 明治 3. 2.28 江木鰐水 竪冊

A16 養蚕器械之義ニ付建白 明治 4. 6 江木鰐水・河内俊雄 竪冊

A16 県庁へ懇願書草稿　三 明治 5. 2.29 会社長某 竪冊

A16 小丸山趣法桑ニ付懇願建白之事・小丸山
栽桑ノ義ニ付建白仕候

明治 5. 2.17・
明治 5. 3.10

江木鰐水 竪冊

A16 小丸山栽桑ノ義ニ付建白書 明治 5. 3.10 江木鰐水 竪冊

A16 小丸山善後ノ策趣法銀ノ事 江木鰐水 竪冊
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A17 福山城外御堀ヲ以城下並傍近八ケ村ノ用
水ニ頂戴兼桑田ヲ開勇鷹聰敏両社祭典料
並ニ水道修復料ニ仕度事

江木鰐水 竪冊

A17 呈書水利ヲ建白
※上小田県権令矢野君光儀明府ノ書

明治 7. 3.13 江木鰐水 竪冊

A17 八幡前外堀水車場地券書頂戴仕度御願 明治 7.12.18 江木鰐水→小田県権令矢野光儀 竪冊

A17 敬神愛国社ヲ結福山ノ衰微ヲ起ス財本塩
田ヲ築造仕度御願

明治 7.12 江木鰐水 竪冊

A17 敬神愛国社々約之序 江木鰐水 竪冊

A17 地所拝借御願 明治 7 江木鰐水→小田県権令矢野光儀 竪冊

A18 故福山城外堀六町七段廿四歩御預又ハ御
払ヲ願右外堀ノ水ヲ港中ノ土沙ヲ浚夏日
百日ノ間清水ヲ湛一城八村ノ用水仕兼テ
御願

明治 9. 4.17 江木鰐水→岡山県権令高崎五六 竪冊

A18 故福山城外堀六町七段廿四歩御預ヲ願此
ヲ三区ニ分第一区筑切ハ玉島ノ如潮汐ヲ
入此ニテ土沙ヲ洗港ヲ深クシ第二・三ノ
区ハ夏日百日清水入用ノ節此ヲ用一城八
村ノ用水ト仕度御願

明治 9. 4.18 江木鰐水→高崎五六 竪冊

A18 福山外御堀水ヲ頂戴仕城下並ニ野上・川
口・多治米・蓑島新涯・三吉・々津・深
津・手城八村旱損預備ノ用水ニ仕度建白

江木鰐水 竪冊

A18 故福山外堀筑切内西ハ追手橋北ハ東門ノ
橋ヲ限拝借仕趣法養魚場トナシ其益銀ヲ
以修筑ヲ加エ一年三百六十日ノ内夏秋百
日田畑用水入用ノ節ハ清水ヲ湛其余二百
六十日ノ間日々潮汐ヲ入此水ヲ以一里余
入江港ノ泥土ヲ浚エル七町五段許ノ池ヲ
筑候入用財本仕度懇願

江木鰐水 竪冊

A18 福山外堀六町七段廿四畝ヲ請ヒテ三区ニ
分三区三様ノ用ヲ成福山港ヲ深クシ城東
八村別シテ水ナキ蓑島新涯四百町用水ヲ
足城西安那郡河南北以下十一村四百三町
水腐田ノ水ヲ引並ニ府中・井原の舟路蓑
島ヲ回ル五里ノ迂路ヲ変三十町ハカリノ
近路甲崎水門ノ西ヨリ外堀筑切ニ通度建
白

江木鰐水 竪冊

A18 福山港口ニ新涯田ヲ築港ヲ浚へ舟路の出
入を便ニシ旱損水腐田を救其他運輸ヲ便
ニシ永久の諸利益を興財本を立申度懇願
之事

江木鰐水 竪冊

A19 建白書（2冊）
※雲白芸備ノ地形ニ従水陸兼タル便路
ヲ通スルノ説他

江木鰐水 竪冊

A20 清白社結社ノ大意・福山外湟ヲ用水池ト
致港口川口村ニ四十町ノ新涯ヲ築蓮池以
下諸水道ヲ永久修理致度御願

江木鰐水 竪冊

A20 備後国福山城下一里筑切淤塞ノ国害地
患・同国城南十四里芦田川沙土淤塞之害
ヲ論並図

江木鰐水 竪冊

A20 福山外堀問答 江木鰐水 竪冊

A20 外堀問答 江木鰐水 竪冊

A20 福山水利問答 江木鰐水 竪冊

A21 芦田川ヲ治ムルノ策 江木鰐水 竪冊

A21 芦田川ヲ治ムルノ策（2冊） 江木鰐水・門田季資 竪冊

A21 福山管内地形総論 江木鰐水 竪冊
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A21 柞原問答 江木鰐水 竪冊

A21 英国公使館問答 （明治12頃） 江木鰐水 竪冊

A21 〔長州山田少将ニ宛タル英国公使館建設
ニ関スル建白〕

（明治12頃） 江木鰐水 竪冊

A21 〔皇居修築ニ関スル説〕 江木鰐水 竪冊

A21 上執政老臣之書 門田重鄰・山室俊等 竪冊

A30 〔誠之館練兵所ト同側ノ地所五十川家へ
返却願案〕

江木鰐水 竪冊

A30 〔福山外堀七町五段ヲ修築ヲ加誠之館学
費財本ノ不動産ニ仕兼一城八村ノ用水ニ
仕度願他綴〕

江木鰐水 竪冊

A30 〔福山小丸山ノ大石門ヲ掘出シ福山ノ水
利筑切ノ港ヲ深クシ府中・井原ノ舟路ヲ
五里近クスル案〕

江木鰐水 竪冊

A30 〔導水ノ説草稿〕 江木鰐水 竪冊

雑記

A22 漫録　巻一　客窓漫録 江木鰐水 竪冊

A23 漫録　巻二　読書漫録 江木鰐水 竪冊

A24 漫録　巻四　読書漫録 江木鰐水 竪冊

A25 自得流砲術聞記・書経会読 江木鰐水以下 竪冊

A25 財本新涯入費表 （明治 5頃） 江木鰐水 竪冊

A25 息災延命子孫繁生記 明治 2. 5.11 江木鰐水 竪冊

A25 天成天助ノ記 江木鰐水 竪冊

A25 〔自伝草稿他綴〕 江木鰐水 竪冊

A31～36 〔雑記〕〔11冊〕 弘化二・弘化 5・慶応 3・
明治 3他

江木鰐水 竪冊

その他

A29 刪定傷寒論
※鰐水文政10年書写ヵ

中西深斎口述　藤倉玄素筆 竪冊

A30 〔笠岡紀行附絵図〕 江木鰐水 竪冊

A30 鞆津土佐屋八三郎金子取引算用附 明治 3.10 横長

A37 乙丑詩文稿　常山野史
※送超順帰松前序他

慶応元 江木健吉・順 竪冊

A38 詩経集説　乾 竪冊

A39 教育字彙摘訳・官吏学士諸学校ノ教師等
ノ講学政談

竪冊

A39 開化ノ弊害 竪冊

A39 平賀源内小伝 竪冊

A39 讒謗ヲ予防懲戒スルノ法ヲ設ケ並ニ新聞
紙ヲ読売スルヿヲ禁スルノ議

竪冊

A39 〔米英議会記他綴〕 竪冊

A39 疾病於黙静加於言動当従愈益慎　疾病筆
話　不言坐行斎

竪冊

A40 陣中雑記 慶応 2 横半

A40 東洋紀行
※明治 3年12月23日江木鰐水筆写

明治 3.10.21 五十川基 竪冊
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A40 〔英単語覚帳〕 竪冊

A40 〔山登・山木・山勢・中の嶋歌句集〕 山登他 竪冊

A40 亜児納都光素及温素野扁図解 竪冊

A40 触目即訳 竪冊

P92
22–5 その他

A1 日本国郡沿革考　一　総説・総国・畿内

A2 日本国郡沿革考　二　東海道

A3 日本国郡沿革考　三　東山道・北陸道

A4 日本国郡沿革考　四　山陰道・山陽道

A5 日本国郡沿革考　五　南海道・西海道

A6 備藩古文書　一（巻一・二　城府・御野
郡）

姫井貞元

A7 備藩古文書　二（巻三　津高郡） 姫井貞元

A7 備藩古文書　三（巻四・五　赤坂郡・磐
梨郡）

姫井貞元

A8 備藩古文書　四（巻六　和気郡） 姫井貞元

A10～13 備藩国臣古証文　一～四

A14・15 山口県文書目録 明治28 山口県

P92
23 東京大学附属図書館所蔵文書

A1 小説　頼惟寛録　乾 頼春水 竪冊

A2 小説　坤 頼春水 竪冊

A3 泉国弁 後藤夷臣 竪冊

A3 八雲路日記　三上 天保 4 後藤夷臣 竪冊

P92
24 東京大学文学部所蔵文書

A1 兵庫北関入船納帳 文安 2. 1 竪冊

P92
25 東京大学法学部明治新聞雑誌文庫所蔵資料

※作成者欄の括弧内は出版地である

A1 おどけ珍聞　2号 明治26. 9.29 おどけ珍聞社（尾道町） 刊

A2 神　2号～21号（1・19欠） 明治22. 3～明治23. 9 広島神宮教本部内神風講社（広
島市）

刊

A3・4 共究会報　1号～12号 明治42. 9～明治43. 7 広島機関庫共究会（広島市） 刊

A5・6 芸備詞叢　第1年1号～43号 明治41. 3～12 芸備日々新聞社（広島市） 刊
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A7～9 芸備史壇　83号～92号（89欠）〔尚古を
改題，号数継承〕

大正11. 1～昭和 2. 7 広島尚古会（のち広島史学会） 刊

A10 玄声　2巻9号 明治35.12 玄声社（芦品郡常金丸村） 刊

A11 交詞之府　1巻7号・1巻9～11号 明治24. 7～12 香文社（芦品郡府中町） 刊

A12 国政医学講習会雑誌　1号・2号 明治22. 7・明治22.11 広島国政医学講習会（広島市） 刊

A13・14 詩　10号～21号 明治27.10～明治29. 1 回天詩閣（福山町） 刊

A15～19 時習雑誌　1号～32号（19・26・29欠） 明治27. 1～明治30.11 時習雑誌社（芦田郡府中町） 刊

A20 奨学倶楽部　1巻1号 明治34. 2 芦品奨学会（芦品郡常金丸村） 刊

A21～51 尚古　第1年1号～第5年2号・明治43年
12月号・44年3・6・9月号・48号～82号
〔芸備史壇に改題〕

明治39.11～大正10.11 広島尚古会（広島市） 刊

D1 尚古総目録

A52 粋多草紙　6号 明治30. 2 二葉舎（広島市） 刊

A53 先憂　1号 明治23. 2 先憂社（三次町） 刊

A54 中国少年　1号～20号 明治40. 1～6 中国新聞社 刊

A55 中国法律新報　16号～23号（17欠） 明治41. 5～12 中国法律新報社（広島市） 刊

A56 鞆の浦集　第2編第2集 明治26. 5 沼名前神社々務所（沼隈郡鞆町） 刊

A57 豊田教育雑誌　1号 明治32. 7 豊田教育会（豊田郡忠海町） 刊

A58 日注雑記　2号 明治 5. 1 刊

A59 日本婦人新聞　8号～13号（9欠） 明治34. 9.18～
明治35. 1. 1

日本婦人新聞社（広島市） 刊

A60 法の雫　1号・2号 明治40.11・明治40.12 法の雫雑誌社（賀茂郡乃美尾村） 刊

A61 俳諧の栞　1巻12号・2巻1号 明治40. 5・明治40. 6 吟詠倶楽部（呉市） 刊

A62 花籠　2号・5号附録 明治24. 9・明治24.12 井粋会（芦田郡府中町） 刊

A63 花園　3号～5号 明治27. 7～9 花園（尾道町） 刊

A64 萬花新報　35号 明治41.11 吟詠倶楽部（呉市） 刊

A65 輓近外科学会報告　29号～33号 明治24. 6～10 輓近外科学事務所（広島市） 刊

A66 萬里之征帆　3号～10号（4・7・9欠） 明治25. 9～明治26. 6 遠征社（甲奴郡上下村） 刊

A67 備福雑誌　1号 明治16. 4 刊

A68・69 広島教育協会雑誌　1号～8号 明治17. 5～12 広島教育協会（広島区） 刊

A70 広島経済時報　1巻1号～3号 明治42. 4～6 広島経済時報社（広島市） 刊

B1～5 広島県安佐郡報　1号～18号（12・15・
17欠）

明治42. 8～大正 3. 1 広島県安佐郡役所 刊

A71 広島県友会雑誌　13号～15号 明治27. 5～明治28. 1 広島県友会仮事務所（東京） 刊

A72 広島国学院同窓会雑纂　第1冊 明治32. 8 賀茂百樹 刊

A73 広島新聞　2号～19号（8・11～15欠） 明治 5. 4～12 承流舎（広島） 刊

A74 広島新聞　3・4・45・59・69・79・87・
89・92～95・136号

明治10.11.29～
明治11. 9.19

興風社（広島） 刊

A75 三篠学報　1号・2号 明治35. 2・明治35. 7 開洗会文芸部（安佐郡三篠村） 刊

A76 美さゝ新聞　1号～9号（8欠） 明治14.12. 1～23 広島社（広島区） 刊

A77 明治清世花月詞藻　2号 明治24. 2 明治清世花月館（佐伯郡大野村） 刊

A78 我行く道　5号 明治21.12 開洗会（沼田郡楠木村） 刊
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P92
31 日本銀行金融研究所所蔵文書

B1～6 金融報告　広島支店 大正15～昭和 3 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B7～9 金融報告　広島支店 昭和 4～6 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B10～14 金融報告　広島支店 昭和 7～9 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B15～19 金融報告　広島支店 昭和10～12 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B20・21 金融報告　広島支店 昭和13 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B22・23 金融報告　広島支店 昭和14 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B24・25 金融報告　広島支店 昭和15 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B26・27 金融報告　広島支店 昭和16 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B28・29 金融状況報告　広島支店 昭和21 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B28・29 ◦〔金融状況報告　1月～12月（2月欠）・
歳末　計12件〕

昭和21 日本銀行広島支店→日本銀行

B29 ◦〔広島銀行協会貸出利率改定ノ件〕 昭和21. 5.23 日本銀行広島支店→日本銀行調
査局長

B29 ◦金融緊急措置令ト当地方土建業者 昭和21. 4. 8 日本銀行広島支店→日本銀行調
査局長

B29 ◦措置令ト当地生産面 昭和21. 3. 8 日本銀行広島支店→日本銀行調
査局長

B29 ◦大竹港及宇品港引揚状況 昭和21. 4.26 日本銀行広島支店→日本銀行

B30 広島支店報告　金融状況報告 昭和22 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B30 ◦〔金融状況報告　昭和21年歳末・22年
1月～11月（6月欠）・歳末計12件〕

昭和22 日本銀行広島支店→日本銀行

B30 ◦資金面から見た農業会の経営動向 日本銀行広島支店→日本銀行

B31・32 金融経済月報　広島支店〔抄〕 昭和23 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B31・32 　　〔金融状況報告　1月～12月　計12件〕 昭和23 日本銀行広島支店→日本銀行

B32 　　広島牡蠣の現状について 昭和23 日本銀行広島支店→日本銀行

B32 　　外国投資希望調査に関する件 昭和23. 6.30 日本銀行広島支店→日本銀行

B32 　　当地輸出産業と単一為替レート設定問
題

昭和23.12.10 日本銀行広島支店→日本銀行調査
局

B33・34 金融経済月報　広島支店 昭和24 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B33・34 ◦〔金融経済報告（金融経済月報）　1月
～12月　計12件〕

昭和24 日本銀行広島支店→日本銀行

B33 ◦年末・年初に於ける銀行券の回帰と市
中銀行の資金繰

昭和24. 1. 7 日本銀行広島支店→日本銀行

B35・36 金融経済月報　広島支店〔抄〕 昭和25 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B35・36 ◦〔金融経済報告（金融経済月報）　1月
～12月（2月欠）〕

昭和25 日本銀行広島支店→日本銀行

B37・38 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和26 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B37・38 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和26 日本銀行広島支店→日本銀行

B38 ◦広島県を中心とした瀬戸内海の機帆船
について

昭和26. 8 日本銀行広島支店→日本銀行

B39・40 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和27 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B39・40 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和27 日本銀行広島支店→日本銀行

B41・42 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和28 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊
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B41・42 〔金融機関月報　1月～12月　計12件〕 昭和28 日本銀行広島支店→日本銀行

B43・44 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和29 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B43・44 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和29 日本銀行広島支店→日本銀行

B45・46 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和30 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B45・46 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和31 日本銀行広島支店→日本銀行

B47・48 金融経済月報　日本銀行広島支店〔抄〕 昭和31 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B47・48 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和31 日本銀行広島支店→日本銀行

B48 ◦金融経済旬報（12月中旬分） 昭和31.12.21 日本銀行広島支店→日本銀行

B48 ◦備後絣について 昭和31. 3 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B48 ◦県下仁方町のやすりについて 昭和31. 4 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B48 ◦松永の木履 昭和31. 9 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B48 ◦広島かきについて 昭和31.11 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B49～53 金融経済月報　日本銀行広島支店〔抄〕 昭和32 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B49～51 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和32 日本銀行広島支店→日本銀行

B49～51 ◦〔金融経済旬報　1月上旬～12月下旬
　計36件〕

昭和32 日本銀行広島支店→日本銀行

B52 ◦広島縫針について 昭和32. 1 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B52 ◦管内企業の32年中の設備投資計画に
ついて

昭和32. 3.20 日本銀行広島支店長→日本銀行
調査局長

B52 ◦広島県下の造船業について 昭和32. 4 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B52 ◦呉市の産業転換状況並びに当面の諸問
題について

昭和32. 5 日本銀行広島支店→日本銀行調
査局長

刊

B52 ◦管下主要企業の設備投資抑制状況 昭和32. 8. 2 日本銀行広島支店長→日本銀行
総務部長

B52 ◦金融引締後の生産，在庫状況 昭和32. 8.27 日本銀行広島支店長→日本銀行
総務部長

B53 ◦管内金融経済事情 昭和32.11 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B53 ◦中国地方の電力事情 昭和32.11 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B53 ◦広島県の農業 昭和32.12 日本銀行広島支店→日本銀行 刊

B54～56 金融経済月報　日本銀行広島支店〔抄〕 昭和33 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B54～56 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和33 日本銀行広島支店→日本銀行

B54～56 ◦〔金融経済旬報　1月上旬～7月下旬　
8月中旬　9月上旬・中旬　11月上旬・
中旬　12月上旬　計27件〕

昭和33 日本銀行広島支店→日本銀行

B56 ◦管下における月賦販売の状況（追報） 昭和33. 5. 2 日本銀行広島支店長→日本銀行
総務部長

B57・58 金融経済月報　日本銀行広島支店〔抄〕 昭和34 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B57・58 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和34 日本銀行広島支店→日本銀行

B57・58 〔金融経済旬報　1月中旬・下旬　2月中
旬～3月上旬　4月中旬・下旬　5月中旬
　7月上旬・下旬　8月中旬・下旬　9月
中旬　10月中旬～12月中旬　計20件〕

昭和34 日本銀行広島支店→日本銀行

B58 ◦管下主要企業設備投資の動向について 昭和34. 6.30 日本銀行広島支店長→日本銀行
総務部長

B58 ◦藤沢理事講演要旨 昭和34.10.29 日本銀行広島支店→日本銀行
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B58 ◦公定歩合引上げ後の動向について 昭和34.12.31 日本銀行広島支店長→日本銀行
総務部長

B59～61 金融経済月報　広島支店 昭和35 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B59～61 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和35 日本銀行広島支店→日本銀行

B59～61 ◦〔金融経済旬報　1月上旬～12月中旬
（1月中旬　3月下旬　4月中旬　5月
下旬　7月上旬・中旬　10月上旬欠）
計28件〕

昭和35 日本銀行広島支店→日本銀行

B62～64 金融経済月報　日本銀行広島支店 昭和36 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B62～64 ◦〔金融経済月報　1月～12月　計12件〕 昭和36 日本銀行広島支店→日本銀行

B62～64 ◦〔金融経済旬報　1月上旬～12月下旬
（4月下旬欠）計35件〕

昭和36 日本銀行広島支店→日本銀行

B64 ◦総裁公演要旨〔質疑応答要旨〕 昭和36. 6.15 日本銀行広島支店→日本銀行

B64 ◦三森理事講演要旨 昭和36.11.30 日本銀行広島支店長→日本銀行

B65・66 広島支店　金融経済月報〔抄〕 昭和37 日本銀行広島支店→日本銀行 竪冊

B65・66 ◦〔金融経済月報　2月～12月　計11件〕 昭和37 日本銀行広島支店→日本銀行

A67 全国無盡会社要覧 昭和 3 全国無盡集会所 刊

A68 広島県下ニ於ケル銀行以外ノ金融機関 大正 2. 9調 日本銀行広島支店 刊

A69 縫針ニ関スル調査 昭和 3. 6 日本銀行調査局 刊

A70 広島酒の現状に就て 昭和12. 2 〔日本銀行〕広島支店 刊

A71 広島県ニ於ケル藺草竝ニ畳表ニ関スル調
査

昭和 4. 1 日本銀行調査局 刊

A72 備後織物ニ関スル調査（広島支店調査） 大正12. 1 日本銀行調査局 刊

A73 広島罐詰ニ関スル調査 大正14. 6 日本銀行調査局 刊

A74 瀬戸内海沿岸地区に於ける産業，金融の
現状と将来　上巻（瀬戸内海沿岸日本銀
行支店共同調査報告）〔抄〕

昭和23. 4 日本銀行調査局 刊

A75 広島県ノ漁業 大正15. 9 日本銀行調査局 刊

A76 各地金融梗塞の実状並ニ之カ対策ニ関ス
ル各商工会議所意見

昭和 7. 7 日本商工会議所 刊

A77 広島酒ニ関スル調査 大正14. 9 日本銀行調査局 刊

A78 広島支店管内預金協定に関する資料日本
銀行広島支店

昭和 6～13 日本銀行広島支店長→日本銀行
（調査局長・審査部主事）

竪冊

P92
32 旧日本国有鉄道所蔵鉄道院文書・鉄道省文書

※現在東日本旅客鉄道株式会社図書室で保管

A1～3 山陽鉄道株式会社 明治21～37 鉄道局（のち鉄道庁・のち逓信
省鉄道局）

竪冊

A4・5 備後鉄道株式会社　巻全 明治30～32 逓信省鉄道局 竪冊

A42・43 芸備鉄道　巻一 明治44～大正 3 鉄道院 竪冊

A48～51 芸備鉄道　巻二 大正 4～5 鉄道院 竪冊

A54・55 芸備鉄道　巻三 大正 6～7 鉄道院 竪冊

A56・57 芸備鉄道　巻四 大正 8～9 鉄道院（のち鉄道省監督局） 竪冊
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A59～61 芸備鉄道　巻五 大正10～11 鉄道省監督局 竪冊

A64～66 芸備鉄道　巻六 大正12～14 鉄道省監督局 竪冊

A73～75 芸備鉄道　巻七 大正15～昭和 4 鉄道省監督局 竪冊

A78・79 芸備鉄道　巻八 昭和 5～8 鉄道省監督局 竪冊

A58 芸備鉄道　別冊 大正 9～昭和 4 鉄道省監督局 竪冊

A9・10 広浜鉄道（元呉電気鉄道）巻全 明治42～44 鉄道院 竪冊

A15 広浜鉄道（元広島呉電力）巻全 明治44～大正 3 鉄道院 竪冊

A11～14 広浜鉄道（元大日本軌道広島支社）巻全 明治41～大正 8 鉄道院 竪冊

A16 広浜鉄道（元広島電気（元可部軌道））巻
全

大正 8～15 鉄道院（のち鉄道省監督局） 竪冊

A22～25 広浜鉄道（元広島電気）巻全 大正10～昭和 6 鉄道省監督局 竪冊

A22 　　事業報告書　第55回 大正 9.10以降 広島電燈株式会社 刊

A22 　　報告書　第47回 大正 9.12以降 広島呉電力株式会社 刊

A35～37 広浜鉄道　巻全 昭和 6～11 鉄道省監督局 竪冊

A35 　　営業報告書　第19回 昭和 6 広島電気株式会社

A17 広浜鉄道（元広島電気（元可部軌道））巻
全

大正10～15 可部軌道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A17 　　営業報告書　第5回～第14回（9欠） 大正10～14 可部軌道株式会社 刊

A18 広浜鉄道（元広島電気）（元広島電燈）巻
全

大正10 広島電燈株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A18 　　事業報告書　第57回 大正10 広島電燈株式会社 刊

A19～21 広浜鉄道（元広島電気）巻一 大正10～15 広島電気株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A19～21 　　営業報告書　第1回～第9回（4欠） 大正10～15 広島電気株式会社 刊

A26～29 広浜鉄道（元広島電気）巻二 大正15～昭和 3 広島電気株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A26～29 　　営業報告書　第10回～第13回 大正15～昭和 3 広島電気株式会社 刊

A30～34 広浜鉄道（元広島電気）巻三終 昭和 3～8 広島電気株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A30～34 　　営業報告書　第14回～第21回 昭和 3～7 広島電気株式会社 刊

A38・39 広浜鉄道　巻一 昭和 8～14 広浜鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A44～47 芸備鉄道　巻一 明治45～大正 5 芸備鉄道株式会社→鉄道院 竪冊

A44～47 　　営業報告書　第1回～第9回 明治45～大正 5 芸備鉄道株式会社 刊

A51～53 芸備鉄道　巻二 大正 5～10 芸備鉄道株式会社→鉄道院（の
ち鉄道省）

竪冊

A51～53 　　営業報告書　第11回～第19回 大正 6～10 芸備鉄道株式会社 刊

A62・63 芸備鉄道　巻三 大正10～13 芸備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A62・63 　　営業報告書　第20回～第25回（22・23
欠）

大正10～13 芸備鉄道株式会社 刊

A67～69 芸備鉄道　巻四 大正13～昭和 2 芸備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A67～69 　　営業報告書　第26回～第31回 大正13～昭和 2 芸備鉄道株式会社 刊

A68 　　芸備鉄道株式会社第二十八回株主総会
真相

大正14.11.12 芸備鉄道株式会社監査役古川芳蔵
他

刊
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A70～72 芸備鉄道　巻五 昭和 2～5 芸備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A70～72 　　営業報告書　第32回～第37回 昭和 2～5 芸備鉄道株式会社

A76・77 芸備鉄道　巻六 昭和 5～8 芸備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A76・77 　　営業報告書　第38回～第43回 昭和 8～11 芸備鉄道株式会社 刊

A82・83 芸備鉄道　巻七 昭和 8～11 芸備鉄道株式会社→鉄道省監督
局

竪冊

A82・83 　　営業報告書　第44回～第49回 昭和 8～11 芸備鉄道株式会社 刊

A40・41 広浜鉄道　巻一 昭和11・12 鉄道省監督局 竪冊

A80・81 芸備鉄道　巻全 昭和 7～9 鉄道省監督局 竪冊

A81 　　営業報告書　第37回～第43回 昭和 5～8 芸備鉄道株式会社 刊

A6～8 両備鉄道　巻全 昭和 8 鉄道省監督局 竪冊

A7 　　決算報告書　第37回～第44回 昭和 5～9 両備鉄道株式会社 刊

P92
33 市川房枝記念会図書室所蔵資料

A1～8 女性同盟　1号～12号・3巻12号 大正 9.10～大正11.12 新婦人協会 刊

P92
34 防衛庁防衛研究所戦史部所蔵資料

海軍

A1～4 呉佐世保両鎮守府設立書　一 明治21・22 海軍省 竪冊

A5～8 呉佐世保両鎮守府設立書　二 明治19～21 海軍省 竪冊

A9～13 兵器製造所設立書類　一 明治23～27 海軍省 竪冊

A14～19 兵器製造所設立書類　二 明治28～30 海軍省 竪冊

A20～23 兵器製造所設立書類　三上〔兵器製造所
建築費〕

明治23～30 海軍省 竪冊

A24 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治23年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A25 呉鎮守府工事竣工報告　巻二〔抄〕 明治23年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A26 呉鎮守府工事竣工報告　巻三止〔抄〕 明治23年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A27 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治24年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A28 呉鎮守府工事竣工報告　巻二 明治24年度 竪冊

A29 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治25年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A30 呉鎮守府工事竣工　巻二〔抄〕 明治25年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A31 呉鎮守府工事竣工報告　巻三止〔抄〕 明治25年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A32 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治26年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A33 呉鎮守府工事竣工報告　巻二止〔抄〕 明治26年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A34 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治27年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A35 呉鎮守府工事竣工報告　巻二止〔抄〕 明治27年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A36・37 呉鎮守府監督部主管臨時軍事費営繕費工
事竣功報告書〔抄〕

明治27～29 呉鎮守府→海軍省 竪冊
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A38 呉鎮守府工事竣工報告　完〔抄〕 明治28年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A39 呉鎮守府工事竣工報告　完〔抄〕 明治29年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A40 呉鎮守府工事竣工報告　巻一〔抄〕 明治30年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A41 呉鎮守府工事竣工報告　巻二〔抄〕 明治30年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A42 呉鎮守府工事竣工報告　巻四止〔抄〕 明治30年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A43 呉鎮守府主管工事竣功報告〔抄〕 明治31年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A44 呉鎮守府主管工事竣工報告〔抄〕 明治32年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A45 〔呉鎮守府工事竣工報告〕 明治35年度 呉鎮守府→海軍省 竪冊

A92・93 第一艦隊各艦戦歴 明治38. 9～11 各艦長→聯合艦隊（司令長官）
→〔海軍武功調査委員長〕

竪冊

A94～96 第二艦隊戦歴・第三艦隊戦歴・第四艦隊
戦歴

明治38.11 各艦隊司令長官→海軍武功調査
委員長

竪冊

A97 呉鎮守府戦歴 明治38.10.28 呉鎮守府司令長官→海軍武功調
査委員長

竪冊

A46～61 呉鎮戦時日誌 大正 3. 7～4. 5 呉鎮守府→海軍軍令部 竪冊

A100 達　完〔抄〕 明治21 海軍省 竪冊

A100 〔達　上巻〕〔抄〕 明治22 海軍省 竪冊

A100 達　下巻〔抄〕 明治22 海軍省 刊

A101 海軍諸例則　上巻〔抄〕
※小野浜造船所官制

明治19. 7 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　上巻〔抄〕
※小野浜造船所官制

明治23. 2 海軍省記録課 刊

A101 海軍諸例則　中巻〔抄〕
※呉軍港佐世保軍港区域

明治23. 2 海軍省記録課 刊

A101 海軍諸例則附録〔抄〕
※呉鎮守府定員表・呉鎮守府海兵団定
員表

明治23. 5 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　巻二〔抄〕
※呉軍港規則・呉軍港境域

明治25. 3.25 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則附録〔抄〕
※職員定員（鎮守府・呉鎮守府）

明治25. 3.25 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　巻一　五版〔抄〕
※海軍造兵廠条例・海軍造兵廠規則ほ
か

明治30. 5.31 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　巻一　九版〔抄〕
※海軍工廠条例・海軍工廠処務細則・
海軍工廠工務規程

明治39. 1.15 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　巻一　十一版〔抄〕
※海軍工務規則

大正 3 海軍大臣官房 刊

A101 海軍諸例則　巻一　十二版〔抄〕
※呉海軍経理部建築工場詰判任官以下
執務時間

大正 4. 1. 1 海軍大臣官房 刊

A62 呉鎮守府例規　全　十二版〔抄〕 （大正15.12. 1） 呉鎮守府副官 刊

A63 呉鎮守府例規　巻一　第十四版〔抄〕 昭和12. 6. 1 呉鎮守府副官 刊

A64 鎮守府例規　巻二　初版〔抄〕 昭和19. 3. 1 横須賀鎮守府副官他 刊

A65 呉鎮守府秘例規　全　五版〔抄〕 刊

A98・99 海軍省建築局海軍建築部沿革概要〔抄〕 昭和10.10. 1 海軍省建築局 刊
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A91 海軍制度沿革　巻八〔抄〕 昭和15. 1.20 海軍大臣官房 刊

A91 海軍制度沿革　巻十〔抄〕 昭和15.10. 4 海軍大臣官房 刊

A91 海軍制度沿革　巻十五〔抄〕 昭和17. 1.10 海軍大臣官房 刊

A66・67 海軍省年報　明治32年度 明治34. 8.13 海軍省総務局 刊

A68～90 海軍省年報　明治33年度～昭和16年度
〔抄〕（明治35・40～42・45・大正 6・14・
昭和13・15欠）

海軍省 刊

C139 陳情請願進言　昭和十二年〔抄〕 昭和12 海軍省 竪冊

C139 ◦海軍助成金増額ニ関スル陳情 昭和12. 7 呉市長・広村長他→海軍大臣 竪冊

C139 ◦海軍助成金増額ニ関スル陳情 昭和12. 7 軍港地関係者衆議院議員川副隆
他→海軍大臣

C140 陳情綴・請願綴　一〔抄〕 昭和13. 1～6 海軍省 竪冊

C140 ◦請願書　恩給法中改正ノ件 昭和13. 2.15 広島県町村長会長他→海軍大臣

C141 陳情請願綴　二〔抄〕 昭和13. 7～12 海軍省 竪冊

C141 ◦臨時地方財政補給金配分ノ件ニ関スル
陳情書

昭和13. 7. 9 呉市長・広村長他→海軍大臣

C141 ◦海軍助成金増額請願書 昭和13. 7 呉市長・広村長他→海軍大臣

C141 ◦〔電報　町村吏員俸給費国庫支出ノ件〕 昭和13.11.24 広島県町村長会→海軍省

C142 陳情請願〔抄〕 昭和14 海軍省

C142 ◦高等工業学校設置方ニ付陳情〔写〕 昭和14. 1 呉市長→文部大臣

C142 ◦軍港市村財政難ニ関スル陳情書 昭和14. 6. 8 呉市長・広村長他→海軍大臣

C142 ◦上水道拡張事業補助ニ就キ嘆願 昭和14. 5.27 呉市長→海軍大臣

C142 ◦海軍助成金増額陳情書〔写〕 昭和14 呉市長・広村長他

C142 ◦海軍軍港所在地市ノ財政ニ関スル意見
書

昭和14.11.22 呉商工会議所会頭他→海軍大臣

C143 請願陳情〔抄〕 昭和14 海軍省 竪冊

C143 ◦広島県立商船学校官立移管ニ関スル意
見書ノ件

昭和13.12.20 広島件知事→海軍大臣

C143 ◦海軍助成金増額陳情書 昭和14. 8. 4 呉市長・広村長他→海軍大臣

C143 ◦帝国練習船体ノ馬哇島寄港方請願ノ件 昭和14. 9.11 外務省亜米利加第一課長→海軍
省副官

C144～
148

終戦関係綴　二 昭和20～22 呉海軍人事部（のち呉地方復員
局人事部）

竪冊

C149～
156

終戦関係 昭和20～22 呉鎮守府（のち呉地方復員局） 竪冊

C157 呉復週報・戦争状態終結ニ伴フ緊急措
置・艦船乗員犯罪者取扱・朝鮮人並ニ他
ノ特定国人ニ対スル判決ノ再審・呉地復
守衛服務規則・俘虜トナリ帰還シタル者
ノ取扱・戦犯容疑者中軍人軍属ノ身分取
扱

昭和20.10～昭和21. 3 呉地方復員局〔法務部〕 竪冊

C129・
130

米軍トノ往復文書 昭和20. 9.25～
昭和20.11.10

呉鎮守府 竪冊

C158～
160

呉進駐関係綴 昭和20. 9～昭和21. 1 呉鎮守府参謀部（のち呉地方復
員局総務部）

竪冊

C161～
168

渉外関係 昭和20. 9～昭和21.12 呉地方復員局総務部 竪冊
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C169～
175

施設国有財産関係 昭和20. 8～昭和26. 5 呉鎮守府（のち呉地方復員局・
呉地方復員残務処理部）

竪冊

陸軍

A103・
104

臨時陸軍検疫部報告摘要 明治29. 7. 8 陸軍省 刊

A102 陸軍沿革要覧 陸軍省大臣官房副官部 刊

A110 歩騎兵軍旗略歴集〔抄〕
※歩兵第十一聯隊・歩兵第四十一聯隊

竪冊

A110 陸軍成規類聚　第一巻第二類〔抄〕
※陸軍兵器補給廠令・陸軍運輸部令・
陸軍糧秣廠令他

陸軍大臣官房 刊

A111 支那事変経験録　第2号〔抄〕 昭和12.12.31 陸軍造兵廠火工廠 刊

A112 支那事変経験録　第2号（別冊）〔抄〕 昭和12.12.31 陸軍造兵廠火工廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況及意見〔抄〕 昭和15. 4 東京第二陸軍造兵廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況及意見〔抄〕 昭和15. 5 東京第二陸軍造兵廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況及意見〔抄〕 昭和15. 6 東京第二陸軍造兵廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和15. 7 東京第二陸軍造兵廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和15. 8 東京第二陸軍造兵廠 刊

A113 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和15. 9 東京第二陸軍造兵廠 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和15.10 陸軍兵器本部 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見　
附表〔抄〕

昭和15.10 陸軍兵器本部 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和15.11 陸軍兵器本部 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見　
附表〔抄〕

昭和15.11 陸軍兵器本部 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和15.12 陸軍兵器本部 刊

A114 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見　
附表〔抄〕

昭和15.12 陸軍兵器本部 刊

A115 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和16. 1 陸軍兵器本部 刊

A115 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和16. 2 陸軍兵器本部 刊

A115 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見　
附表〔抄〕

昭和16. 2 陸軍兵器本部 刊

A115 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見
〔抄〕

昭和16. 3 陸軍兵器本部 刊

A115 支那事変軍需動員実施ノ概況竝ニ意見　
附表〔抄〕

昭和16. 3 陸軍兵器本部 刊

A115 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和16. 4～6 東京第二陸軍造兵廠 刊

A115 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和16. 7～9 東京第二陸軍造兵廠 刊

A115 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和16.10～12 東京第二陸軍造兵廠 刊

A116 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和17. 1～3 東京第二陸軍造兵廠 刊

A116 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和17. 4～6 東京第二陸軍造兵廠 刊

A116 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和17. 7～9 東京第二陸軍造兵廠 刊
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A116 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和17.10～12 東京第二陸軍造兵廠 刊

A116 軍需動員実施ノ概況竝ニ意見〔抄〕 昭和18. 1～3 東京第二陸軍造兵廠 刊

A110 陸軍飛行場要覧（本土）〔抄〕 竪冊

A105 第五十九軍編制人員表 陸軍省 冊

A105 陸軍大臣直轄部隊編制人員表〔抄〕
※陸軍運輸部・陸軍被服廠・陸軍糧秣
廠・広島陸軍兵器補給廠

陸軍省 冊

A105 教育総監部編制人員表〔抄〕
※広島陸軍幼年学校

陸軍省 冊

A105 中国軍管区編成人員表 陸軍省 冊

A110 自昭和13年度至昭和20年度物資動員計
画総括表〔抄〕

冊

C131 広島師団将校（高等文官）職員表 昭和17. 9.10 〔広島師団司令部〕 冊

C138 大東亜戦争功績調査資料綴〔呉海軍警備
隊戦時日誌・戦闘詳報〕

昭和19.12～20. 7 呉海軍警備隊→海軍功績調査部 竪冊

C132 第二総軍隷下部隊主要職員表 昭和20. 5 〔第二総軍司令部〕 冊

A109 中国軍管内部隊人員調査表 昭和20.10.15 中国軍管区司令部→第二総軍司
令部

竪冊

A106 昭和二〇・八・一五現在　陸軍部隊（主
として内地）調査表〔抄〕

昭和43. 7.20 厚生省援護局業務第一課 竪冊

C135 第二総軍命令等 昭和20. 8.9～
昭和20.10.10

第二総軍司令部 竪冊

C136・
137

大本営・第二総軍命令綴 昭和20. 8.17～
昭和20.10.12

竪冊

A108 第二総軍　第二復員司令部　復員報告綴
〔抄〕

昭和20.10.27以後 第二総軍・第二復員司令部 竪冊

C124 本土作戦記録　第三巻　第二総軍 昭和21.10 第一復員局 刊

C133 第二総軍作戦準備概史（第一案） 竪冊

C134 第二総軍終戦記 昭和29.10 畑俊六 刊

A107 昭和二四・一・一現在　岡山農地事務局
管轄　中国地方旧軍用地の実態調査

農林省開拓局用地課 竪冊

A128 昭和20年8月有末調査団の広島特殊爆弾
調査史料
※新要請一文書　特殊爆弾調査資料を
見よ

A127 広島市戦災処理の概要 昭和30. 3 佐伯文郎 竪冊

C123 全国主要都市戦災概況図〔抄〕
※広島市・呉市・福山市

昭和20.12 第一復員省資料課 冊

C125 太平洋戦争による我国の被害総合報告書
（戦争被害調査資料四）

昭和24. 4. 7 経済安定本部総裁官房企画部調
査課

刊

A117 日本の電力工業（米国戦略爆撃調査団報
告）

昭和35. 5 米国戦略爆撃調査団（航空自衛
隊幹部学校発行）

刊

A126 原子核分裂を兵器に利用する批判（原子
力工業　1巻3号所収）

昭和30. 6 長岡半太郎 刊

A118～
122

戦時及戦后ニ於ケル本邦ノ貨幣制度及為
替政策ノ研究（未定稿）

日本学術振興会第三常置委員会
第九小委員会

竪冊
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P92
35 法政大学大原社会問題研究所所蔵資料

–1 大原社会問題研究所文書
–2 協調会文庫
–3 旧協調会文書

P92
35–1 大原社会問題研究所文書

C1 労働新聞　44・45号 大正 8.10.11 労働新聞社（呉市） 刊

B5 廠友　1・2号 大正 9. 5・12 海軍造兵廠廠友会 刊

B3 労界　1・3号 大正 9.10・大正10. 1 呉労働組合会（呉市） 刊

C2 労働時報　8・9号 大正15. 2・4 労働時報社（呉市） 刊

C4 広島労働者　第3輯（中国評論附録） 大正14.11. 1 広島労働組合聯合会（広島市） 刊

C5 中国聯合　第1～3輯（中国評論附録） 大正14.12～15. 3 中国労働組合聯合会（岡山市） 刊

C6 呉評論　3～5号〔6号より中国評論と改
題〕

大正14. 1～2 呉評論社（呉市） 刊

C6～8 中国評論　6～730号（欠号多し） 大正14. 2～昭和 5. 6 中国評論社 刊

C9 呉海工新聞　1～3号〔8号より海聯時報
と改題〕

大正13. 6～8 呉官業労働海工会 刊

C9～13 海聯時報　8～139号（32・33・35・38・
39・127・129欠）

大正14. 1～昭和10. 2 海軍労働組合聯盟（呉市） 刊

B4 組合前衛　創刊号（海聯時報附録）〔抄〕 昭和 3. 7.15 海軍労働組合聯盟（呉市） 刊

C14 工僚タイムス　1～12・16・26号 大正13. 5～昭和 3. 2 広廠工僚会（賀茂郡広村） 刊

C15 民衆　1・2号 大正15.12・昭和 2. 1 民衆社（賀茂郡広村） 刊

C16 広嶋民声新聞　1～6号（5欠） 大正13. 1～5 広島民声新聞社（広島市） 刊

C18 労働問題通信　221～524号〔抄〕 大正15. 9～昭和 7.10 日本社会問題通信社 刊

C3 解放運動　第1輯 昭和 2. 5. 1 解放運動社（福山市） 刊

C19 労働通信　157～160号〔抄〕 昭和 3. 6～昭和 6. 7 社会問題研究会本部 刊

C20 社会問題通信　1～29号〔抄〕 昭和 3. 9／昭和 4. 9 社会問題通信社 刊

C21 社会運動通信　369～566号〔抄〕 昭和 6. 1～8 日本社会運動通信社 刊

C17 労働と正義　1～8・28～30号 昭和 8. 3～昭和11. 6 労働と正義社（御調郡土生町） 刊

B2 瀬戸内労働時報　1号 昭和 8. 7.15 瀬戸内労働時報社（尾道市） 刊

C22・B1 〔日本農民組合・全国農民組合資料広島
県関係分〕

大正15～昭和13

B6～11 〔原水禁運動史資料〕
※文書綴数点（原表題不明）から原水
禁運動に関わる資料を抄録し年代順
に配列

昭和24～32

B6～11 　　平和のまもり 1949.10 平和をまもる会準備会 刊

B6～11 　　理職ニュース　平和問題特輯号 1950. 4 東大理学部職員組合 刊

B6～11 　　S・アピールに署名を　平和への訴え　
広島から

1950. 7. 1 広島市平和擁護委員会 刊

B6～11 　　平和のまもり 1950.10.10 日本・平和を守る会 刊

B6～11 　　世界に平和を 1950.10.10 平和擁護日本委員会 刊
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B6～11 　　平和投票とストックホルムアピール 東芝労連せんでん部（再プリント） 刊

B6～11 　　広島市民へのメッセージ 民主主義擁護同盟 刊

B6～11 　　再軍備反対中国地方労働者会議に結集
しよう！

C23 連盟通信〔原水禁運動関係を抄録・号数
不明〕
※第206号　原水爆禁止世界大会特輯

1950～1955 全日本学生新聞連盟 刊

C24～32 労研資料　1巻1号～4巻2号〔1巻2号・
1巻6号欠〕

1949. 5～1952. 7 広島県労働科学研究室（のち広
島県立労働科学研究所）

刊

B12・13 部落産業経済概況 昭和 7. 2 中央融和事業協会 刊

B14・15・
C33

米騒動資料　広島県 l〔新聞記事の写し・
きき書き・裁判記録等〕

C33 　　予審終結決定騰本・判決騰本　16件 大正 7.10～大正 8. 2 広島地方裁判所検事局・広島控訴
院検事局

B16～19 米騒動史料　広島県 ll〔公文書の写し〕

B16 　　広島県下騒擾事件顛末概要 大正 7. 8.28 広島県知事→内務大臣

B16 　　広島県騒擾事件に関する書類（乙） 大正 7. 8 〔広島県〕

B17 　　暗文電報 大正 7. 8 広島県

B17 　　米騒擾被告調査表〔大正 7年8月12日
騒擾における穀物商・酒類販売商等の
被害〕

広島市

B18 　　県下白米廉価販売調 広島県

B18 　　大阪府外一府七県米廉売方法調書 広島県

B19 　　米価暴騰騒擾ニ関スル書類 大正 7 双三郡役所

C34・35 因島騒擾事件聴取書　甲ノ一〔被告人素
行調査書・聴取書・事件に関する警察官
の報告〕

大正13 広島地方裁判所尾道支部 竪冊

C36・37 因島騒擾事件　甲ノ二〔証人訊問調書〕 大正13 広島地方裁判所尾道支部 竪冊

C38・39 因島騒擾事件　乙ノ一号〔聴取書・予審
請求書・予審訊問調書・勾引状〕

大正13 広島地方裁判所尾道支部 竪冊

C40・41 因島騒擾事件　乙ノ二〔予審訊問調書・
証人訊問調書・素行調書・予審終結決定
書〕

大正13 広島地方裁判所尾道支部 竪冊

B28 第五回広島控訴院管内小作調停事務協議
会々議録

昭和 9.10 山口県 刊

B28 広島控訴院管内第六回小作調停事務協議
会要録

昭和10.10 鳥取県 刊

B28 広島控訴院管内第7回小作調停事務協議
会会議録

昭和11.10 広島地方裁判所・広島県 刊

B29 広島控訴院管内第8回小作調停事務協議
会要録

昭和12.10 岡山地方裁判所・岡山県 刊

B29 広島控訴院管内第9回小作調停事務協議
会要録

昭和13.10 松江地方裁判所・島根県 刊

B29 松山地方裁判所・愛媛県主催第十回広島
控訴院管内小作調停農地調整事務打合会
要録

昭和14.10 愛媛県 刊

B29 広島控訴院管内第十二回小作調停事務協
議会要録

昭和16. 9 鳥取地方裁判所・鳥取県 刊
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P92
35–2 協調会文庫

C10 広島県部落状況 大正 9.10 広島県内務部県治課 刊

C3 広島県社会事業要覧 大正10年度 広島県社会課 刊

C1 工場法適用工場一覧 大正12.12 広島県工場懇話会 刊

C3 広島県社会事業要覧 大正12 広島県社会課 刊

C2 工場法適用工場調査表 大正13 広島県警察部工場課 刊

C1 工場法適用工場一覧 昭和 9. 4 広島県 刊

C2 能率増進資料 大正12. 5 広島県工場懇話会 刊

C2 貧困原因調査表 大正12 広島県社会課 刊

C9 米生産費調査資料　自耕収支計算・地主
計算・資本化ニヨル計算（調査第2輯）

大正15. 5 広島県農会 刊

C10 失業統計調査報告（社会調査　第3編） 大正15. 3 広島市社会課 刊

A1 夜間通学青少年労務者生活状態（社会調
査　第6編）

大正15. 9 広島市社会課 刊

C9 米穀生産費調査参考資料 広島県 刊

C7・8 農家経済調査　第2～6輯 昭和 4. 5～昭和 9. 3 広島県農会 刊

C9 広島県重要物産番附 昭和 7 広島県知事官房統計課 刊

C10 満鉄千葉飼料研究所における和牛肥育試
験に関する所感に就て―農林省畜産試験
場技師羽部義孝氏講演

昭和 7.12 広島県畜産組合聯合会 刊

C9 広島県生産調査 昭和 7 広島県知事官房統計課 刊

C9 米　統計速報 昭和 8 広島県知事官房統計課 刊

C9 蚕糸業ニ関スル施設概要 昭和 8年度 広島県 刊

C6 農山漁村振興優良事例調査書（経済更生
資料　第1輯）

昭和 8. 3 広島県内務部 刊

C6 農山漁村振興優良事例調査書（経済更生
資料　第2輯）

昭和 8. 4 広島県内務部 刊

C4 統計上より見たる広島県の地位 昭和 8. 3 広島県知事官房統計課 刊

A2 農政資料調査書 昭和 8.12 広島県内務部 刊

C10 庶民金融と市街地信用組合（市街地信用
組合叢書　第1輯）

昭和10. 9 広島県市街地信用組合協会 刊

C5 本県本邦海外貿易統計資料彙集 昭和12. 3 広島県産業奨励館 刊

C10 職業紹介竝移植民事業要覧 昭和14. 3 広島県職業課 刊

C9 小作料改定の一斑 昭和16. 3 広島県 刊

P92
35–3 旧協調会文書

A1 日本労働聯合・中部聯合会・中国聯合会・
西部交通労働同盟〔抄〕

大正13 情報課 竪冊

A1 ◦中国労働組合聯合会

A2 京都神奈川愛知広島各府県下労働団体
〔抄〕
※広島活版親友会・広島洋服工親会・
朋友会・呉労働組合会

大正11 情報課 竪冊
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A3 日本労働組合評議会・中部中国地方評議
会　愛知静岡兵庫岡山広島各地組合〔抄〕

大正14～昭和 3 労働課 竪冊

A3 ◦日本労働組合評議会中国地方評議会 松岡正文

A3 ◦広島鉄工組合 松岡正文

A3 ◦松永労働組合 松岡正文

A3 ◦中国地方評議会創立大会議案 大正14. 8

A4 労働団体名簿〔抄〕 情報課 竪冊

A4 ◦労働団体調査ニ関スル件
※労正会・因島労働組合・広島活版
親友会・広島洋服工親会・広島製
針朋友会・厳島振工会・労友会

大正11. 5.10 広島県知事阿部亀彦→内務省警
保局長

A5 地方単独労働団体（関西中国中部北陸）
〔抄〕

大正14～昭和 2 協調会労働課 竪冊

A5 ◦呉自由労働組合発会式及演説会 大正14. 5. 2

A5 ◦福島紡績会社福山工場職工ノ組合組織
計画

大正14. 4.14

A5 ◦中国労働組合聯合会

A5 ◦広島純労働者組合

A5 ◦広島自由労働組合

A5 ◦広島印刷工組合

A5 ◦閃光　1号 大正14. 8. 1 閃光社（安芸郡牛田村）

A6 大阪鉄工所争議　桜島及因島〔抄〕 大正11 情報課 竪冊

A7・8 大阪鉄工所因島工場争議 大正13 情報課 竪冊

A9 兵庫広島福岡諸争議〔抄〕 大正12 情報課 竪冊

A9 ◦日本製鋼所広島工場争議 大正12. 4～

A10 海軍職工解雇問題〔抄〕 大正13 情報課 竪冊

A11 大正十二年労働運動概況（二）争議編 協調会情報課 竪冊

A11 ◦株式会社日本製鋼所広島工場争議

A12 農村問題資料〔抄〕 協調会調査課 竪冊

A12 ◦農村問題資料第8輯　小作争議ニ関ス
ル民事訴訟事件調査

協調会農村課

A12 ◦農村問題資料第18輯　小作調停事件
調査表

協調会農村課

A12 ◦農村問題資料第19輯　小作争議ニ依
ル民事訴訟中土地返還並ニ耕作禁止ニ
関スル件数調査

大正15. 8.10 協調会農村課

A12 ◦農村問題資料第34輯　本邦農民団体
調査（昭和 2年5月末日現在）

昭和 2. 7.25 協調会農村課

A12 ◦農村問題資料第78輯　小作問題に関
する重要統計

昭和 6. 3

A12 ◦農村不況対策 昭和 6. 7 協調会農村課

A12 ◦農村問題資料第98輯　小作問題に関
する重要統計（昭和 7年版）

昭和 7. 3 協調会農村課

A13～15 労働問題特別調査資料〔抄〕 大正14～昭和 4 協調会調査課 竪冊

A13～15 ◦労働問題調査資料第1輯　大正十四年
一・二月労働争議一覧表・社会運動一
覧表

大正14. 4.23 協調会情報課
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A13～15 ◦労働運動調査資料第2輯　日本労働総
同盟内務経過概要（其一）・大正十四
年三月労働争議一覧表

大正14. 5.16 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第3輯　日本労働総
同盟分裂経過概要（其二）・大正十四
年三月社会運動一覧表

大正14. 5.27 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第4輯　日本労働総
同盟分裂経過概要（其三）・本邦メー
デー概要

大正14. 6. 3 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第5輯　日本労働組
合評議会の成立と其内容（其一）

大正14. 6.13 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第9輯　大正十四年
五月労働争議一覧表・社会運動一覧表

大正14. 7.31 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第10輯　大正十四
年自六月至八月労働争議一覧表・社会
運動一覧表

大正14.11.27 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第11輯　本邦労働
者に関する統計（樺太・台湾・朝鮮を
除く）

大正14.12.18 協調会情報課

A13～15 ◦労働運動調査資料第12輯　第三回海
軍労働組合聯盟会議概況報告

大正15. 3. 4 協調会情報課

A13～15 ◦労働問題調査資料第15輯　日本労働
組合評議会第二回全国大会概況

大正15. 5.24 協調会情報課

A13～15 ◦労働問題調査資料第17輯　本邦主要
労働組合一覧表（大正十五年四月末現
在）

大正15. 6 協調会情報課

A13～15 ◦労働問題調査資料第 18輯　第七回
メーデー概況

大正15. 6 協調会情報課

A13～15 ◦労働問題調査資料第21輯　総同盟全
国金属労働組合成る

大正15.10 協調会労働課

A13～15 ◦労働問題調査資料第24輯　共済組合
対策全官業労働組合協議会

大正15.11 協調会労働課

A13～15 ◦労働問題調査資料第25輯　日本労働
総同盟大正十五年度大会概要

大正15.11 協調会労働課

A13～15 ◦特別資料第6輯　昭和三年六月末日現
在労働団体系統調

昭和 3.11.26 協調会労働課

A13～15 ◦海軍労働組合聯盟第十三回大会 協調会労働課

A13～15 ◦日本労働総同盟第二十二回大会 協調会労働課

A13～15 ◦全国労働組合同盟第五回全国大会状況 協調会労働課

A16 労働問題調査資料　自二十三輯至三十四
輯〔抄〕

大正15.10～昭和 2. 2 労働課 竪冊

A16 ◦労働問題調査資料第24輯　共済組合
対策全官業労働組合協議会

大正15.11 協調会労働課

A16 ◦労働問題調査資料第31輯　労働組合
一覧（昭和二年五月現在）

昭和 2. 6 協調会労働課

A17 労働問題調査資料〔抄〕 昭和 7 労働課 竪冊

A17 ◦全国労働組合同盟全国代表者会議 協調会労働課

A17 ◦日本労働組合現勢一覧 昭和 7.12 協調会労働課

A18・19 海軍労働組合聯盟〔抄〕 大正14～15 労働課 竪冊

A20・21 海軍労働組合聯盟資料〔抄〕 大正14～昭和 2 労働課 竪冊

A22・23 海軍労働組合聯盟〔抄〕 昭和 2～5 労働課 竪冊
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D1 第4回メーデー・第六回メーデー・第七
回・八回メーデー〔抄〕
※広島関係部分のみ抄録

大正12・大正14～昭和 2 情報課・労働課 竪冊

D1～4 海軍労働組合聯盟大会 昭和 6～9 協調会労働課 竪冊

A24・D5
～7

労働時報〔抄〕 大正13～昭和14 内務省社会局（のち厚生省労働
局）

刊

A25 労働団体概況（一）〔抄〕
※労働団体統計表のみ抄録

大正11 情報課 竪冊

P92
36 早稲田大学図書館所蔵大隅文書

※表題欄の丸括弧内は同館発行の『大隅文書目録』における文書番号である

地方自治

C1 区長戸長職掌及心得凡例（A584） 明治 5. 4 竪冊

C1 〔各地方民情風説探索書〕（A586） 明治 5. 5 松下新太郎 竪冊

C1 地方之儀ニ付建白　附賦税之儀建白
（A595）

明治 6. 5 （飛騨高山村民）大沢正道→大
隈重信

竪冊

C1 明治六年村市分合改称創称一覧表
（A622）

明治 7 租税寮地理課

C1 〔広島県権令伊達宗興ノ県治ニ関スル探
索書〕（A618）

明治 7. 5.23 監部 竪冊

C1 奉矢野権令書（A374） 明治 7. 7. 5 窪田次郎→戸長藤井平太→矢野
権令

竪冊

C1 〔地方官会議延期内達ニツキ七地方官上
申書〕（A170）

明治 7. 8.18 福島県令安場保和・小田県権令
矢野光儀他→三条実美

竪冊

C1 〔各府県警察設置比較表〕（A319） 明治10 竪冊

C1 国会願望之事件探偵書概略（A640） 明治13. 8 香取神之助 竪冊

C2 〔府県官員録〕（A662） 横長

C2 府県ノ差等ヲ立テ官吏ノ階級ヲ定ムル議
（A663）

租税頭陸奥宗光→大蔵大輔井上
馨

竪冊

C2 〔府藩県政体改正ニ関スル議〕（A665） 竪冊

C2 郡制府県制決行ノ件（A654） 内務大臣山県有朋 竪冊

C1 地方政治改革意見大要（A651） 明治31. 8.19 飯島省三郎→大隈重信 一紙

C1 地方高等官一覧表（A653） 大正 3. 4～大正 4. 7 一紙

金融・幣制

C8 〔神奈川港ニ於ケル諸藩負債届出布告〕
（A3378）

明治 5. 1.30 神奈川県庁 竪冊

C3 旧藩県製造楮幣表并同準備金表（A1733） 明治 5.11 一紙

C3 官省札・藩札・損札引換新札請払表
（A1734）

明治 5 一紙

C3 旧藩県旗下製造紙幣発行高（A1785） 竪冊

C3 藩県支配地限通用楮幣調書（A1811） 竪冊

租税

C3 府県高帳（A1826） 明治 2.10 竪冊

C3 当巳年御収納高帳（A1830） 明治 2 竪冊
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C3 去辰〔明治元年〕租税全貢納取調帳
（A1835）

明治 2 竪冊

C4 明治二己巳年租税取調帳（A1836） 明治 2 竪冊

C4 各藩高並租税調帳（A1838） 明治 3. 7 大蔵省 竪冊

C4 軍資金未納調（A1844） 明治 4. 3.25 竪冊

C3 〔明治五年一至十二月租税収納表〕
（A1867）

明治 6.10 租税寮中属伊藤道爾等 竪冊

C4 明治六年府県税地一覧表（A1869） 明治 6.11 租税寮地理課 横長

C3 〔府県費収額比較調〕（A1570） 明治10 大蔵省 竪冊

C5 〔府県収税事務調査復命書〕（A1927） 明治11. 5 権大書記官立田彰信→大蔵卿大
隈重信

竪冊

地租改正

C4 〔米納ヲ廃シテ金納ニ改メ地券税施行ヲ
猶予スル議〕（A1857）

明治 6. 4.18 鳥取県参事関義臣→大蔵大輔井
上馨

竪冊

C5～7 〔島根県外五県改租一覧表　附美作
備前両地方地租改正一郡並一村限表〕
（A2016）

明治 9. 2.17 地租改正事務局御用掛桜井勉→
改正局事務惣裁大久保利通

竪冊

C8 各府県管内人口当り反別税金表（A2023） 明治10 地租改正事務局 竪冊

C8 地租改正後毎期地価調査規則並地方官心
得書（A2030）

明治11 地租改正事務局 竪冊

C8 地租改正之事（A2032） 明治11 竪冊

C8 〔明治六年至十二年二月各府県地租改租
旧税比較表〕（A2038）

明治12 竪冊

C8 各府県地租改正概算表（A2045） 竪冊

C8 旧藩々税法等府県申牒総計表（A2052） 改正局 一紙

C8 明治六年府県申牒表（A2065） 租税寮 竪冊

秩禄処分

C8 〔華士族禄制改革ニ関スル建議書〕
（A2073）

明治 6. 5 広島県権参事西本正道→大蔵省
事務総裁大隈重信

竪冊

C8 士族家禄奉還者へ資金下賜ニ関スル各府
県知事並参事へノ諭達書案（A2080）

明治 7. 1 戸籍頭 竪冊

C9 内国新旧公債一覧表（A2401） 明治 7. 8 国債寮 一紙

C11～12 藩債処分禄（A2443） 明治14. 4 国債局 竪冊

C8 華族禄高取調（A2111） 太政官 竪冊

C9 旧四十三藩賞典部分表（A2113） 戸籍寮 竪冊

C9 〔金禄公債証書入質入売買等許可ニ付地
方官へノ内諭案〕（A2115）

内務卿・大蔵卿 竪冊

C10 〔金禄渡高表〕（A2116） 大蔵省 竪冊

C12 〔府県別金禄公債高表〕（A2474） 竪冊

財政・地方財政

C12 支配地物成ヲ以テ藩制ニ連候者共取賄調
書（A2479）

明治 3 竪冊

C10 辛未〔明治四〕十月 壬申〔明治五〕十一
月迄官省府県受付書類概数及処分未済件
銘　附正院伺書其外未済之分共（A2158）

明治 5.11.29 検査寮 竪冊

C10 〔自明治五年一月十日至十一月二十八日
正院伺書総計表〕（A2159）

明治 5.11.29 大蔵省往復課 竪冊
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C10 辛未〔明治四〕十月二日ヨリ壬申〔明
治五〕五月十五日迄府県差出書類総計
（A2161）

明治 5.11.29 大蔵省受付課 竪冊

C13 府県経費概算表（A2483） 明治 6. 4 大蔵省 竪冊

C13 明治元年日本府県民費（A2485） 明治 8. 3 政表課 竪冊

C13 明治八年七月ヨリ同九年六月マテ府県経
費表（A2486）

明治 8 竪冊

C14 〔府県経費規定改正ニ関スル取調書〕
（A2489）

明治10. 1.27 検査局長安藤就高 竪冊

C14 〔府県税収入府県費比較〕（A2490） 明治10. 2.27 大蔵省 竪冊

C16 〔民費賦課規則案ニ同意ヲ求ムル書〕
（A2533）

明治10. 6. 8 前島密・大隈重信→大久保利通・
伊藤博文

竪冊

C16 〔各大区民費負担表〕（A2506） 一紙

C15 〔市町村費諸計表〕（A2503） 明治20 竪冊

貿易

C16 〔芸州浅野家ト蘭商アデリアン商社トノ
取引関係書〕（A3112）

慶応 4 小谷久之助 竪冊

C16 明治六年一月ヨリ十一月マデ各港輸出入
物品表（A3141）

明治 7. 1.22 財務課長熊谷武五郎 竪冊

C9 自明治六年十二月至七年十一月各港税関
輸出入貿易物品表（A2337）

明治 7 租税寮外部課 一紙

C9 自明治七年一月至九月十一日各港税関金
銀貨幣類外国輸出入高取調（A2339）

大蔵省理財課議按掛 竪冊

C10 明治七年一月至十一月各海関収税一覧表
（A2338）

明治 7 一紙

C16 明治七・八年輸出入計較表並説明書
（A3159）

明治 9. 3 租税権頭吉原重俊→大蔵卿大隈
重信

竪冊

C16 明治元年ヨリ同十年迄各港輸出入物品元
価及収税比較表（A3241）

一紙

C9 各港輸出入元価並関税種類調表（A2352） 明治11 関税局 横長

C2 〔輸出重要品同業組合法案ニ関スル地方
状況上申書〕

明治30 竪冊

産業・勧業

C17 〔明治六年中産出米麦雑穀代価・各港米
輸出高及生糸・煙草・茶・石炭産出高概
略〕（A3702）

明治 8. 6. 4 竪冊

C18 〔広島県官営鉄山産出ノ銑鉄売却ニ関ス
ル伺書　附・広島県伺書〕（A4031）

明治 9. 3. 7 大録山崎忠門・権大録大塚武 竪冊

C17 〔明治八・九両年各地米七月二十日沽券
相場〕（A3707）

明治 9. 7 大蔵省 竪冊

C2 〔地方物産調査ノ為諸県巡回ニ付通達ヲ
依頼スルノ書〕（A983）

明治12 前田正名→大蔵卿大隈重信 竪冊

C2 〔大蔵省御用掛前田正名出張ニ付神奈川
県外十六県へノ達書〕（A984）

明治12 大蔵卿大隈重信 竪冊

C17 明治十二年従一月至十二月壱ケ年間各米
商会所取引石数一覧表（A3723）

明治12.12 一紙

C17 明治十二年中各米商会所計算一覧表
（A3728）

明治13 一紙

C17 明治十二年内国各府県作毛秋熟ノ概況
（A3770）

明治13. 1 大蔵省常平局 竪冊
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C8 明治十三年綿糖共進会褒賞授与人名一覧
表（A3665）

明治13. 3.28 内務省勧農局・大蔵省商務局 一紙

C16 〔生糸改会社ニ関スル各府県へノ通達〕
（A3242）

租税権頭松方正義 竪冊

C17 〔農事・生糸・水産・種馬関係試験場調査
所等所在表〕（A3777）

一紙

C16 山陽鉄道特別補助金下付ノ義ニ付稟請
（A2878）

明治22.10. 7 山陽鉄道会社社長中上川彦次郎
→総理大臣黒田清隆

竪冊

C2 株式会社数現計表（A1077） 明治29.11.30 竪冊

C19 株式会社数現計表（A4387） 明治30. 1.31 一紙

C19 株式会社業別資本現計表（A4388） 明治30. 1 一紙

C18 本邦産出ノ塩ヲ政府ノ専売ト為スニ関ス
ル意見（A3869）

明治31 農商務省 竪冊

C18 製塩業調査ニ関スル建議（A3872） 貴族院議員田中芳男等 竪冊

各種統計・その他

C17 〔明治二年〕米見込書上（A3780） 明治 2.10. 4 商社会所 竪冊

C18 〔府藩県石高人口表〕（A4361） 明治 2 一紙

C18 日本全国戸籍表（A4366） 明治 7. 2 戸籍寮 一紙

C8 明治六年十一月各地物価表（A3698） 明治 7. 3.22 大蔵省 横長

C8 明治七年二月各地物価表（A3699） 明治 7. 8.24 大蔵省 横長

C2 官省使庁府県官給比較表（A1230） 明治 7. 8 竪冊

C3 明治八年八月官員・御雇人員月給概表
（A1233）

明治 8 大蔵省 横長

C19 〔第一回統計表〕（A4367） 明治 8. 5 大蔵省統計寮 竪冊

C17 明治八年五月物価表（A3703） 明治 8. 7.14 大蔵省 横長

C17 明治八年九月各地物価表（A3704） 明治 8.11.28 大蔵省 横長

C19 明治六年戸口反別比較表（A4368） 明治 8. 8.18 大蔵省統計寮常計課 一紙

C18 〔明治九・十両年度各府県就学人員比較
表〕（A4214）

明治10 一紙

C19 農務統計表（A4376） 明治12. 9 勧農局 竪冊

C19 全国人口〔米麦〕消費高概数表（A4392） 地租改正事務局 一紙

C2 米価騰貴ヲ予防スル之建議（A1229） 明治 7. 8.25 滋賀県令松田道之→内務卿伊藤
博文・大蔵卿大隈重信

竪冊

C2 移民取扱一覧（A1078） 竪冊

C18 明治三十年度実業学校国庫補助一覧表
（A4234）

明治30. 5.15 文部省 竪冊

書翰

C20 伊達宗興書翰（B260）
※津田達蔵に広島県鉄山受負を許可せ
る事情を告ぐ

明治 6.12. 4 伊達宗興→大隈重信 一紙

C20 伊達宗興書翰（B260）
※広島県下静穏の情勢を報ず

明治 7. 2.13 伊達宗興→大隈重信 一紙

C20 伊達宗興書翰（B260）
※広島県鉄山受負許可に関し内務省直
訴あらば呼出を請う

明治 7. 4. 2 伊達宗興→大隈重信 一紙
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C20 内海忠勝書翰（B277）
※佐賀地方情勢を報じ郡区改正は改革
の好機なりとの意見を述ぶ

2.28 内海忠勝→大隈重信 一紙

C20 内海忠勝書翰（B277）
※湊川砂防工事の現状を報じ来港御巡
視を待つの意を告ぐ

明治21. 3.27 内海忠勝→大隈重信 一紙

C20 内海忠勝書翰（B277）
※条約改正反対運動の情況を慨し神戸
居留地内遊園地交換道路開通の急務
を説く

明治22. 7.26 内海忠勝→大隈重信 一紙

P92
37 阿部家文書

阿部家

A63 権限様〔御領知〕御黒印
※江州浅井郡のうち3,000石

慶長7.10. 2 徳川家康→三浦重成 竪紙

A53 〔歴代拝領之御朱印・御判物ニ付〕覚 （安政頃）9.29 阿部伊予守使者山岡治左衛門他 一紙

A47 阿部家系
※文政10年写本

（文化 9頃） 竪冊

A45 系図　阿部備中守　寛政年幕府江御指出
之扣　但以後御続足有之

竪冊

A43 阿部系図 （明治 3頃） 竪冊

A42 阿部家伝拾遺草案　単　副 明治12.10 山岡謙介 竪冊

A44 阿部家伝　副本 （明治23以降） 関藤藤陰・大森操兵衛 竪冊

A32 繁豊私記　阿部家歴世言行録 （明治年間） 竪冊

A47 鳩巣小説書抜
※大猷院御他界之節重次公追服の御事

竪冊

A47 重次公御代慶安元戊子年大坂 江戸・岩
槻江引越并御暇出候者名面

慶安元 竪冊

A48 徳川鎰丸様松平越前守様より被進候御状 弘化 2. 7.14 松永慶永→徳川鎰丸（慶臧） 竪冊

A48 弘化四丁未五月十二日朝過日依尋差出ス
〔同年二月十一日付薩州侯御書翰写〕

弘化 4. 5.12 竪冊

A41 正弘神君御行状 慶応元. 7.12 江木鰐水序撰 竪冊

A30 聿脩叢書　阿部閣老増牘
※阿部正弘書翰

（明治） 水戸徳川家 竪冊

A10～16 裕軒事蹟　第二稿本　第一～七巻（7冊） 天保 7～安政 5 竪冊

A17～21 裕軒事蹟附録　第二稿本　第一～五巻
（5冊）

竪冊

A22～26 裕軒事蹟　第三稿本　第一～四巻（4冊） 天保 7～安政 5（明治27） 浜野章吉他編 竪冊

A27～28 裕軒事蹟附録　第三稿本　第一・二巻（2
冊）

（明治27編） 竪冊

A36 故幕府閣老阿部伊勢守事蹟要領 明治30.11 高嶋信茂他→史談会副会長池田
茂政他

竪冊

A1 正方公御事歴稿本　上・下（2冊） 嘉永元～明治元
（大正13編）

森弥三郎編 竪冊

A66 真田鶴松氏案　伯爵阿部正桓公事蹟 真田鶴松 竪冊

A29 遊学日記　甲 明治 3. 5.5～
明治 3.閏10. 5

阿部正桓 横半

A35 〔北海道開拓費途ニ付嘆願書写〕 明治 4 竪冊
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A49 御東行中日記　明治四年辛未歳従三月下
旬

明治 7 小泉増蔵他 竪冊

A50 〔阿部家〕宗族条約書
※宗族条約写・宗族長職掌則例・相談
心得則例・宗族匡救条例・族中予備
金契約書

明治10・明治11 竪冊

A50 〔阿部家族中予備金〕契約書 族長阿部正桓・幹事秋田映季他 竪冊

A50 福山御家規 （明治 7） 竪冊

A50 去ル七日被仰出候勅諭文ニ付愚案
※華族心得方ニ付

竪冊

A53 御蓄積金総計 明治 5.10 藤井庄蔵他 横長

A53 常用費荒積り （明治） 一紙

A53 新涯へ御貸附集金高 （明治 5）6 横半

勤役

A48 御行列帳 横長

A2 御軍役人数積 慶安 2.10 竪冊

A2 御軍役人数積　乾・坤（2冊） 慶安 2.10 竪冊

A47 大坂陣　旧備家附　大坂御陣之処抜萃 竪冊

A33 〔参勤〕御道中手留 文政12. 5.9～
文政12. 6.10

森戸惣蔵 横半

藩政

A53 御引移御式〔次第書〕 一紙

A47 御定書（2冊）
※郡方支配ニ付

正徳元. 9 三　文左衛門他 竪冊

A38～40 寛政二庚戌歳　諸向被仰出并諸向書付類
扣

（寛政 3以降） 袋

A38～40 ◦存寄申上候書付扣 横半

A38～40 ◦鞆津申渡并書上類 横半

A38～40 ◦御勝手方被仰出候書付扣 横半

A38～40 ◦御家中養老一件御書下・諸向書上類 横半

A38～40 ◦在方被仰出之扣 横半

A38～40 ◦御恵一件 横半

A38～40 ◦五軒屋江被仰出之扣 横半

A38～40 ◦御家中被仰出之扣 横半

A38～40 ◦町場被仰出之扣 横半

A63 上火法 天保 3～嘉永 6 横半

A52 参政日記抄 弘化 3 横半

A49 於大御書院御直書并御年寄衆被仰渡之書
付

文久 2. 2. 1 六浦 竪冊

A49 〔旧幕閣等へ処分申渡覚〕 （文久 2.11） 六浦 竪冊

A53 申送帳 元治元. 4～10 御手留方 竪冊

A51 丁卯・戊辰西京之公用方書類ノ内書抜 竪冊

　　明治元戊辰年東京之執政日記之内書抜

A36 自丁卯十月至癸酉五月諸御達伺等書抜 慶応 3.10～明治 6. 5 竪冊
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A69 福山同役共 文武御引立之儀ニ付奉申上
候書付論評

石川和介 竪冊

A4 福山従享保十三年至文化二年文武之儀ニ
付布達類抜書　第壱号

竪冊

A4 福山弘道館入門覚書　誠之館入学并出席
定　第弐号

安政 2／安政 5. 9 竪冊

A5 江戸文武一件　第三号 寛政 5. 2.22～
天保14. 1.25

竪冊

A5 福山天明八年年寄役日記書抜　第四号 竪冊

A5 正弘直書類　第五号 竪冊

A5 江戸文武一件　第六号 嘉永 6. 7.27～安政 3. 6 竪冊

A5 福山誠之館建築ニ付仕進法ノ定　儒者諸
師範へ教授方含　第七号

（万延元）12. 1 竪冊

A5 文久元辛酉年九月改文武規則便覧　附算
医　第八号

竪冊

A6 江戸誠之館図説　官員　学政　課業　句
読考試并賞賜　講義考試　武術攷試　大
寄セ并数稽古賞賜　第九号

竪冊

A6 福山学問所規則　第十号 竪冊

A6 江戸文武掛留文武諸規則　第十一号 竪冊

A6 福山文武諸掛褒美仕向明細　第十二号 竪冊

A6 福山文武布達類　第十三号 安政 4・安政 5 竪冊

A6 福山句読師筆記書抜　第十四号 安政 3. 3.5～
文久 2.11.14

竪冊

A7 福山文武掛日記書抜　第十五号 安政 6～慶応 2 竪冊

A8 誠之館記　第十六号 竪冊

A8 教科書出版伺　第十七号 明治 4 竪冊

A8 第一新後藩内布告書抜并文武表　第十八
号

明治 2・明治 3 竪冊

A8 学制改革告示并管内医師諭告文　第十九
号

竪冊

A8 啓蒙社大意　第二十号 明治 4. 1 竪冊

A8 福山中学校年報書抜　第廿一号 竪冊

A8 軍法修行一件　第廿二号 安政 2. 9 竪冊

A8 旧福山藩学事取調摘要　号外 竪冊

A9 軍法修行誓詞案文　第廿三号 卯9 竪冊

A9 兵学校律令　第廿四号 竪冊

A9 書籍目録　附器械　第廿五号 竪冊

A48 〔寮規〕 竪冊

A48 舎中条規 3 大学 竪冊

A48 小学生日課規則・学制修身規則・女学校
規則・結啓蒙社説

竪冊

A49 〔士民の学問奨励ニ付説諭書写〕 一紙

A4 〔福山藩藩政諸改革告示綴〕 （明治初） 綴

A4 ◦学制改革告示
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A4 ◦藩庁職制

A4 ◦藩政改革告示

A4 ◦兵制布告

A48 御改革帳 （明治 2）10 政事堂 竪冊

A37 〔福山藩第二次征長出兵記〕 慶応元.11～慶応 2.10 横半

A46 〔征長石州戦役関係書類写綴〕 大正10 竪冊

A46 慶応二丙寅年益田戦役陣没者取調出張記
事

明治42. 9 竪冊

A54 箱館役ニ於ケル福山藩兵　稿本　上・中・
下（3冊）

竪冊

A56 軍監前田雅楽届書写　清水谷文庫抜萃五
冊之内

（明治 2. 4.8～10） 竪冊

A56 弘前藩箱館戦争届書類写　清水谷文庫抜
萃五冊之内

（明治 2. 3～4） 竪冊

A56 函館裁判所懸日記　抜萃　清水谷文庫抜
萃五冊ノ内

（明治元.11.10～15） 竪冊

A56 津軽藩松前表戦争報告抜書　清水谷文庫
抜萃五冊ノ内

（明治 2. 4～5） 竪冊

A56 清水谷文庫　松前藩士蠣崎勇喜衛等上申
書　清水谷文庫抜萃

慶応 4. 7 竪冊

A56 函館出征 明治元・明治 2 竪冊

A56 近事鈔　函館戦記 明治元. 2 竪冊

A57 戊辰記事　吉田直蔵六冊ノ内 慶応 4. 1.9～
慶応 4.10. 5

竪冊

A57 戊辰明治元年・己巳同二年記事　吉田直
蔵六冊ノ内

竪冊

A57 福山藩函館出張総監岡田伊右衛門出張中
日記　吉田直蔵六冊ノ内

明治元.10～明治 2. 1
（明治42写本）

竪冊

A58 福山藩函館出兵記事　吉田直蔵六冊ノ内 明治元. 9.21～
明治 2. 7.10

竪冊

A58 岡村昌之助・吉田箭次郎箱館戦後筆記写
　吉田直蔵六冊ノ内

明治元. 9.21～
明治 2. 5.11

横半

A58 阿部家々伝抜萃　明治元・二年蝦夷地戦
役記事写　吉田直蔵六冊ノ内

竪冊

A58 祈戦勝文 竪冊

A59 〔箱館戦功御賞与ニ付願書〕 明治 5. 5 箱館出張元一番中隊・一番小隊
共

竪冊

A59 〔箱館出兵賞与ニ付〕嘆願書 砲兵共 竪冊

A59 箱館出張附〔手控帳〕 明治元. 9～2. 6 三井亀之助 横半

A59 奥州津軽新城駅屯集名面 明治元.11 兵糧方 横長

A59 奥州津軽油川駅屯集名面帳 明治元.11 兵糧方 横長

A59 奥州津軽中野村屯集御人数名面 明治元.12 兵糧方 横長

A59 函府出兵概略 明治 2. 7.10 大林壮作勝将 竪冊

A59 〔明治二年日記より函館出兵関係抜萃〕 竪冊

A60 箱館出兵日記 明治元. 9～明治 2. 9 関新五左衛門 竪冊

A61 野田豁通　箱館出征日乗　上・下（2冊） 明治元. 9～明治 2. 8 竪冊
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A62 函館出張日誌 慶応 3. 9.21／
慶応 3. 4.10

竪冊

A62 函館出張総督以下諸員氏名 竪冊

A62 小川直衛函府快覆書類并旧総督・旧軍監
付紙答論書類

（明治 5）7 竪冊

A62 函館役関係ノ書写　大正八年十月福山吉
田弘蔵君へ廻ス
※長州話・長州話附録・輜重部・函府
五稜郭図説・擬与徳川氏脱藩諸臣之
書

竪冊

県政

A49 府県職員帳 横長

A50 官員挑灯陣笠目印 竪冊

A35 小田県吏員書翰
※元福山藩届外藩札に付

明治 5. 6.13 　→阿部正桓 一紙

A65 小田県権令諭達戸長相談書 明治 6. 1 竪冊

A65 ◦〔矢野権令諭達書〕 明治 5.10 小田県権令矢野光儀 竪冊

A82 〔賞典禄奉還関係書類〕 明治 7～8 竪冊

A82 ◦賞典禄分与之内奉還願 明治 7～8 阿部正桓 竪冊

A82 〔賞典禄処分方の儀につき奉伺及び指令〕 明治 7～9 竪冊

義倉・晩翠舎他

A74 明治廿八年十一月要用書類　但福山公園
之件

明治28 竪冊

A74 福山公園無代御下付願 明治28.12 刊

A73 福山晩翠舎定規 明治39 竪冊

A67 福山伺書綴込〔抄〕 明治26～41 竪冊

A68 福山伺書綴 明治41～43 竪冊

A70 福山晩翠舎伺書綴込〔抄〕
※世襲財産関係

大正 5～12 竪冊

A71 晩翠舎江交通留〔抄〕 大正11～14 竪冊

A71 晩翠舎江交通留 大正15～昭和10 竪冊

A72 晩翠舎禀申決議綴〔抄〕 昭和 7. 3～ 竪冊

A76 晩翠舎伺来翰綴〔抄〕 大正 8～10 竪冊

　　〔福山銀行〕営業報告書　第47期 大正 8 福山銀行 刊

A76 晩翠舎来翰綴〔抄〕 大正11～14 竪冊

　　師範学校新設寄附追願陳情 大正11. 7.17 福山市長阿武信一→阿部正道 竪冊

A85 晩翠舎来翰綴〔抄〕 大正15～昭和 3 竪冊

　　広島県地方病（日本住血吸虫病）概況 大正14.12 広島県地方病撲滅組合 竪冊

　　〔福山銀行〕営業報告書　第62期 昭和元 福山銀行 刊

　　〔鞆鉄道〕営業報告書　第34回 昭和 2 鞆鉄道株式会社 刊

A77 晩翠舎来翰綴〔抄〕 昭和 4～8 竪冊

A86 晩翠舎来翰綴〔抄〕 昭和 9～14 竪冊

A78 福山教育義会財団概要 竪冊

A78 福山教育義会財団貸資卒業生一覧表 竪冊
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A79 明治廿五年七月義倉一件問答大意 明治25. 7 竪冊

A79 義倉社所有名義ノ不動産及登記ノ件ニ付
請訓

明治31.10. 3 福山区裁判所監督判事佐枝種永 竪冊

A79 〔義倉の法理問題に関する質疑〕 竪冊

A79 請願書
※義倉組織の一件

竪紙

A79 義倉財産所有権復旧主意書 明治25.10 小川直衛 刊

A79 石井英太郎書翰
※義倉細則の件

石井英太郎→山岡謙介 一紙

A80 〔物産用達の件につき歎願〕 竪冊

A83 義田財団規則法人ニ御認可之儀願 明治31.10. 3 吉田豊文→内務大臣板垣退助 竪冊

A83 ◦義田財団規則

A84 福山誠之館中学移転問題第二回評議員会 昭和 6.11. 5 竪冊

A84 納米取立方法改正ニ関スル件 昭和 9. 9.24 晩翠舎 竪冊

A84 財団法人景先会事業概要 昭和 8.10 景先会 刊

A84 深安郡市村御所有地払下ノ件 昭和10. 7. 5 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 土地売却ニ付作配人へ謝義相成度件 昭和10. 7.13 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 米売却済ニ付報告 昭和10.10. 9 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 昭和十年度耕作者奨励方法実施ノ件報告 昭和10.12.11 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 芦品郡網引村農業倉庫組合解散ノ件報告 昭和11. 3.24 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 深安郡湯田村御所有地小作人小作調停ニ
関スル件

昭和11. 7. 4 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 深安郡湯田村小作調停会ノ件報告 昭和11. 7.18 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

A84 米売却済ニ付報告 昭和12.10.22 鳥山勝二→小倉行之 竪冊

家中

A47 〔阿部家・家臣伝〕 （元禄11以降） 竪冊

A49 由緒書差出候扣
※六浦家

寛永 3. 3～万延元. 4 竪冊

A2 御旧臣絶家録　阿部家蔵
※明治17年11月写本

天保 4.10 横半

A51 家督跡式小児ニ而茂無相違被下置候儀ニ
付以御直書被仰出并御書付之写

（寛政12・享和 2） 横半

A51 御続合書　山中 横半

A3 山岡迂柄・安藤藤斎・吉田農辰履歴書 明治27. 5 竪冊

A3 〔山岡治左衛門・安藤織馬・吉田助左衛
門建白書写〕

明治27. 5 竪冊

A3 故山岡八十郎履歴書草稿 明治27. 5 竪冊

A3 故関藤藤陰履歴書草稿 明治27. 5 竪冊

A3 斎藤素軒履歴書草稿 明治27. 5 竪冊

A3 故大森操兵衛履歴書草稿 明治27. 5 竪冊

A3 〔大森操兵衛伏見屯集長州兵へ入説書及
び蝦夷地開拓意見書草稿写〕

明治27. 5 竪冊

A3 〔大森操兵衛履歴書草稿〕 竪冊
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A52 雑誌　大操橋公江建白・大操安藤氏江之
書通京師形勢・江繁筑藩松田ト談論・蝦
夷長征之議論・勅旨御清書・正気歌　藤
田東湖

（幕末） 竪冊

鉄道

A81 福山府中間軽便鉄道布設創業書類 刊

絵図

　　備後鉄道株式会社仮定款 刊

A29 古昔吉備国穴ノ海之頃今備後国深津郡福
山城下辺之古図

一紙

A29 福山城絵図町割
※水野時代

一紙

A35 備後福山城下図
※近世初期

一紙

A29 〔福山藩郡割図〕 （安政 2以降） 一紙

A35 備後国蓑嶋図 分郡水呑村庄屋倉田佐太郎他 一紙

その他

A48 秘書
※東照宮御遺状百箇条写

竪冊

A31 高島喜平建白書　陸軍歴史拙出 嘉永 6.10・安政元. 2 竪冊

A34 諸家論話　第四稿
※栗本鋤雲筆記・勝伯論語・市来氏談
話

明治24以降 竪冊

C1 正智遺稿 明治44. 2.18 巖橋章山 竪冊

P92
38 石川数男資料

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。石川数男は昭和20年当時，九州大学
医学部助教授（放射線科）。放射線の人体への影響を早くから論じていた。

B1 第四回福岡医学会総会（原子爆弾による
人体傷害に関する講演会）〔次第〕

昭和20.11.11 福岡医学会 一紙

B1 放射線ノ生物学的作用ト原子爆弾ニヨル
障害

昭和20.11.11 石川数男

B1 ラヂウム療法の配量問題に関する二三の
基礎的研究（第十回日本医学会誌所収）

昭和13.12.15 井上数雄 刊

P92
39 及川大渓氏収集文書

A1～6 心学道の話　一～廿四〔全24冊〕 天保13序・安政 5刊 奥田頼杖講話・平野橘翁聞書 刊

P92
40 大橋成一文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。大橋成一は陸軍の原爆調査団の一員
で広島入りした。「原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報告」（抄）。
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B1・2 原子爆弾ニ依ル広島戦災医学的調査報告
〔抄〕
※写真・附表・附図

昭和20.11.30 陸軍軍医学校・臨時東京第一陸
軍病院

冊

P92
41 加納竜一文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，同書所収。原爆映画のプロデューサー加納竜一による
原爆記録映画撮影の記録。

B1 〔広島・長崎ロケ日記〕 昭和20 加納竜一 冊

P92
42 幸谷達順氏旧蔵文書

九州の諸豪族に関する戦国期の武家文書33通。年代は天文18年（1549）から天正年間まで。一部が『広島県
史』古代中世資料編IV（p.1008）に掲載されている。

A1 幸谷文書（東大影写本）（文書33点）

P92
43 篠原健一文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。西部軍司令部の依頼で8月9日より11
日まで広島の被害状況を調査した九大理学部篠原健一教授のメモ。

D1 〔篠原健一メモ〕〔抄〕 昭和20 篠原健一 冊

P92
44 田中家文書

※『広島県史』古代中世資料編IV183頁

A1 田中文書（東大影写本）（文書4点）

P92
45 中山弘美文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。中山弘美は昭和20年当時，理化学研
究所仁科研究室の研究員。原子爆弾災害調査研究特別委員会の調査に参加，広島・長崎を実地調査した。そ
の際の記録。

B4 〔中山弘美日記〕〔抄〕 中山弘美 冊

B3 木村健二郎書翰
※広島試料放射能検出報告

昭和20. 8.20 木村健二郎→中山弘美 一紙

B2 原子爆弾の植物に与へた影響〔抄〕 理化学研究所仁科研究室 冊

B1 原爆被害調査日誌 昭和20. 9～10 中山弘美 冊

D1 〔中山弘美メモ〕〔抄〕 昭和20 中山弘美 冊
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P92
46 新妻清一文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。新妻清一は昭和20年当時陸軍省軍事
課所属の少佐，8月8日に大本営調査団の一員として広島入りした。その際入手した資料。

B1 特殊爆弾調査資料 大本営調査団 竪冊

《神奈川県》

P91
8 岡田家文書

A1 〔書翰巻子〕 巻子

A1 阿部正桓褒状
※箱館役戦功ニ付

明治 2. 9. 2 阿部正桓→岡田伊右衛門 一紙

A1 任福山藩大参事太政官宣下 10 太政官→岡田創 一紙

A1 〔函館戦争凱旋記念福山藩軍幹部写真〕 明治 2

C1 〔深安郡長岡田吉顕〕履歴書 明治14～39 竪冊

C1 出張中日誌 明治元10.26～
明治 2. 1.21

竪冊

C1 出張中日誌 明治元10.26～
明治 2. 2. 8

竪冊

C1 函館役関係之書写 大正 8.10 竪冊

P91
10 中村儀三郎氏旧蔵文書

※『広島県史』古代中世資料編IV326頁

A1 中村文書（東大影写本）（文書・記文 7
点）

P91
12 田島英三文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。仁科芳雄の連絡メモ。田島英三は昭
和20年当時理化学研究所所属。

B1 〔仁科芳雄連絡メモ〕 仁科芳雄→田島英三 一紙

P91
13 玉木英彦文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，同書所収。玉木英彦は昭和20年当時，理化学研究所仁
科研究室の研究員。原爆投下のトルーマン声明についての仁科芳雄書簡1通。

B1 仁科芳雄書翰
※原爆投下のトルーマン声明につき

昭和20. 8. 7 仁科芳雄→玉木英彦 一紙
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P91
14 金子氏所蔵文書

A1 備後三次俳諧鵆足 元禄 7. 7 恕交編ヵ 竪冊
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中部

《愛知県》

P93
1 西尾市立図書館岩瀬文庫所蔵文書

白井家文書は旧長州藩士白井友之進家に伝来した武家文書。年代はすべて戦国期（明応～天文）。白井氏は，
関東御家人千葉氏の末流で，白井胤時の時に安芸国に下向し，室町中期には守護武田氏の家臣となった。こ
の文書を伝えたのは仁保島に拠点をもっていた白井氏庶流で，もと武田氏の家臣であったが，大内氏に寝返
り，その後小早川隆景の旗下となり，後には毛利氏に仕えている。文書の大部分は，『萩藩閥閲録』巻94の
白井友之進の項と，『広島県史』古代中世資料編V（p.21）に収載されている。また，毛利家文庫の「譜録」
し76白井友之進胤延にも収録されている。なお，現在は別々の所蔵となっているが，お茶の水図書館成簣
堂文庫所蔵の白井家文書とは元々一体のものである。 典拠：『広島県史』中世

A1 白井家文書（文書18点） （戦国期）

A2 本朝令秘録　全 文化 9写 竪冊

A2 広島開基〔附樫井表軍功之次第〕 （万治元） 竪冊

A3 陪臣録　附諸家臣万石以上并城主記 文政 4序 穂積貞治 竪冊

A3 福島家中屋敷帖
※宝永 5年写本

横半

A3 〔弾左衛門由緒書〕 竪冊
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近畿

《滋賀県》

P94
1 滋賀県庁文書

A1 〔簿冊表題不明〕 大正～昭和初期 滋賀県 竪冊

A1 ◦地方別小作争議概要（大正13年）〔抄〕 大正14. 1 農商務省農務局 刊

A1 ◦小作調停法ニ依ル調停条項実例〔抄〕
※沼隈郡某村

大正14. 9 農林省農務局 刊

A1 ◦調停法外ノ調停条項実例（小作官ノ関
与セルモノ）〔抄〕
※佐伯郡某町

大正14. 9 農林省農務局 刊

A1 ◦自作農創設ニ依ル小作争議調停（法外
調停ヲ含ム）事例〔抄〕

刊

A1 ◦農村問題概観　昭和二年度〔抄〕 協調会農村課

A1 府県郡町村ニ関スル行政備考〔抄〕 明治後期 滋賀県内務部第一課 竪冊

A1 備考〔抄〕 明治後期 滋賀県内務部第一課 竪冊

A1 郡制府県制ニ係ル備考〔抄〕 明治後期 滋賀県内務部第一課 竪冊

A2 府県郡町村ニ関スル行政備考〔抄〕 明治後期 滋賀県内務部第一課 竪冊

A2 備考　地方税規則〔抄〕 明治後期 滋賀県 竪冊

A2 小作問題〔抄〕 大正13～昭和25 滋賀県農地課 竪冊

A2 小作調停〔抄〕 昭和初期～15 滋賀県農務課 竪冊

A2 ◦小作関係諸表〔抄〕 昭和 8.11 農林省農務局 刊

A2 ◦地主小作人組合主要聯合会ニ関スル諸
表　昭和 8年6月末現在〔抄〕

農林省農務局 刊

A2 ◦農村不況下ニ於ケル小作争議調停及組
合ノ近情〔抄〕

昭和 8.11 農林省農務局 刊

A3 府県知事意見書〔抄〕 滋賀県秘書課 竪冊

A4 知事会議〔明治二十六年地方官会議府県
郡市町村制府県知事意見要領〕〔抄〕

明治26 滋賀県秘書課 竪冊

A4 訓令録 滋賀県 竪冊

A5・6 選挙肅正運動の概要 昭和11. 3 広島県 刊

A7 〔内務省布達〕〔抄〕 明治期 滋賀県 竪冊

A7 選挙肅正運動参考資料　2〔抄〕 昭和10.11 滋賀県総務部地方課 竪冊

A7 地方掛　庶務〔抄〕 明治15～31 滋賀県地方課 竪冊

A7 ◦府県会規則・地方税規則・請願規則・
徴発令・区町村会規則　参事院説明録
〔抄〕

A7 ◦町村監督条規参考〔抄〕

848



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 京都府／京都大学医学図書館所蔵富士川文庫（P95�1）

A7 備考　地方税規則 明治13 滋賀県

A7 郡役所引継一件 明治12年 滋賀県庶務課庶務係 竪冊

A8 農業水利慣行調査〔抄〕 刊

A8 耕地整理主任会議要録〔抄〕 大正 7. 7. 5 農商務省農務局 刊

A8 開懇及耕地整理主任会議要録〔抄〕 農商務省農務局 刊

A9 各府県土木費総計表〔抄〕 明治14～24 滋賀県内務部第二課

A10 市町村行政 明治17～22 滋賀県 竪冊

A10 ◦町村制施行ニ係ル書類〔抄〕 滋賀県第一部議事課 竪冊

A10 郡区町村一覧〔抄〕 明治初期 竪冊

《京都府》

P95
1 京都大学医学図書館所蔵富士川文庫

A1 医聖堂叢書（2冊） 竪冊

A2 医範
※嘉永 4年写本

文政 7 吉益南涯 竪冊

A2 〔医範堤綱付図録〕（2冊） 文化 5板 宇田川玄真訳述 刊

A3 翻訳引痘新法全書 嘉永 2刊 小山肆成 刊

A3 引痘喩俗草 嘉永 3 三宅董庵 刊

A3 引痘要略解　全 嘉永 2序・跋 桑田立斎 刊

A4 引痘新法全書　附録（2冊） 嘉永 2刊 小山肆成 刊

A4 引痘新法全書　附録　坤 嘉永 2刊 小山肆成 刊

A5 医家専要 元禄 3刊 北村友伯 刊

A5 医事古言 文化 2刊 吉益東洞 刊

A6 医事或問　上・下（2冊） 明和 6刊 吉益東洞 刊

A7 訂正医事古言 竪冊

A7 医断 宝暦 9刊・文化 9板 吉益東洞述・鶴元逸編 刊

A7 医非司命官論 吉益南涯 竪冊

A8 恵美君医事談 恵美三白 竪冊

A8 御薬種撰方御製法仕方主意書 寛政 4 竪冊

A9 随得随録脚気集説　高枳園・百鳩窓・浅
栗翁・源養徳・飯退蔵・下秋水・織田貫・
赤松民

竪冊

A9 家塾丸散方 吉益東洞述・吉益南涯考 竪冊

A9 桂川医話 弘化 3 森枳園 竪冊

A10 解体新書　上・中・下（3冊） 安永 3刊 杉田玄白・前野良沢・中川淳庵・
桂川甫周訳

刊

A11 奇方集 恵美三白 竪冊

A11 宮外妊娠経験説 安政 4 三宅董庵 竪冊

A11 宮外妊娠治験　全 安政元 鎌田昌琢 竪冊
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A11 新訂牛痘奇法　完 嘉永 2 広瀬元恭 刊

A11 牛痘種法・牛痘弁及種法附問答　合冊
※嘉永 5年写本

扶歇蘭土（独）著・小関三英訳
／本間玄調問・大槻俊斎解

竪冊

A12 牛痘小考 嘉永 2序 楢林宗建 刊

A12 牛痘発蒙　全 嘉永 2 桑田立斎 刊

A13 牛痘非痘弁 嘉永 5 中村元敬 刊

A13 牛痘解蔽 嘉永 4序・嘉永 5刊 西村春雄 刊

A14・15 金匱要略聞書　春・夏・秋・冬（4冊）
※文政11・13年写本

吉益南涯講・伊藤祐義記 竪冊

A16・17 金匱要略聞書　元・亨・利・貞（4冊） 吉益南涯講・伊藤祐義記 竪冊

A18～20 金匱要略釈義　巻之一～五（5冊） 吉益南涯口授 竪冊

A20 金匱〔要略〕精義
※明治14年写本

文化11序・嘉永 5跋 吉益北洲 竪冊

A21 気血水弁　附録　合病論・書三通・痘瘡
考　全

吉益南涯論説 竪冊

A21 気血水弁・毒薬考 文化 4 吉益南涯・村井琴山 竪冊

A21・22 枳園叢攷　上・中・下（3冊） 慶応 3序 森枳園 竪冊

A23・24 救弊医話　一～四（4冊） 文化 2刊 赤沢貞幹（容斎） 刊

A25 山脇東洋・吉益東洞　経験方　十二律方 竪冊

A25 見宜〔家流〕切紙 古林見宜 竪冊

A26 建殊録 宝暦13刊 吉益東洞述・巌恭敬甫編 刊

A26 建殊録　全 宝暦13刊 吉益東洞述・巌恭敬甫編 刊

A27 古方便覧〔上・下合冊〕 天明元序・嘉永 3板 六角重任著・吉益東洞閲 刊

A28 革列亜没爾爸斯説
※酷列辣考を付す

文政 5 宇田川榕庵訳・勃微爾（蘭）著 竪冊

A28 虎厲羅記事　上下合冊
※安政 6年写本

新宮凉閣 竪冊

A29 虎狼痢治準　完（2冊） 安政 4板 緒方洪庵訳 刊

A30・31 採用国伝方　乾・坤（2冊） 森枳園編 横半

A32・33 採用国伝方　天・地（2冊） 森枳園編 横半

A34 三物考　全 （明治 3）明治15刊 尼子佐々木・高野長英 刊

A34 三毒備考　全
※虫獣咬螫備急方を付す

文政 7 原田玄庵（雄煥） 竪冊

A34 刪定十二律方　附類聚方補遣存疑方
※東洞先師家塾方

安永 9 村井琴山校・吉益東洞著 竪冊

A35 種痘新編　全 文化11自序 桑田玄真訳 刊

A35 種痘篇 箕作阮甫訳 竪冊

A35 種痘弁
※牛痘非牛痘弁を付す

嘉永 5刊 中村元敬 刊

A35 種痘必須弁
※種痘法を付す

緒方済庵 竪冊

A36 硝石製造弁・作焰硝製造方 嘉永 7刊 佐藤信淵 刊

A36 身幹儀説 享和 2 星野良悦編・大槻玄沢訳 竪冊

A36 水質論　全 高野長英訳 竪冊
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A37 生々堂丸散方　附東洞散方　同艮山四剤
　完・龍川先生丸散方・春林軒丸散方・
丸散方・同方　五部合本

嘉永 2写 越如川子・中神琴渓他 竪冊

A38 生生堂雑記　上・下（2冊） 寛政10・寛政11 中神琴渓述・和木之光（和）編 刊

A39 世界諸国方角遠近捷見・寛政五年勢州漂
民問答・文化元魯西亜渡米之記・附種子
島鉄砲記　郡司信允書合冊
※天保15年写本

竪冊

A39 成蹟録　上・下（2冊） 文政 4刊 賀屋敬恭安・中川壺山（定故） 刊

A40 迨孫疫痢考　完 文政 5序 原田玄庵（雄煥） 竪冊

A40 獺祭録　単 天保 8 土生玄碩 竪冊

A40 獺祭録 天保 8 土生玄碩 竪冊

A40 天行病論　単　天行病説 安政 5 竪冊

A41 徳本書牘　完 嘉永 6刊 永田徳本著・中村元敬編 刊

A41 吐方考　全 宝暦13刊 永富鳳（独嘯庵） 刊

A41 吐納暇言 宝暦11序 有木吉 刊

A41 南越林安道著述　痘瘡新論并東洋・東洞
秘方　後藤艮山五極秘灸

南越林安道　林皞民他 竪冊

A42 東洞先生痘瘡新論　全 天保 2 吉益東洞 竪冊

A42 東洞遺稿　上・中・下（3冊） 寛政元序・同12刊／
文化 9板

吉益東洞著・吉益南涯等編 刊

A43～46 内科撰要　巻之一～十八（18冊） 寛政 4序・文化 7板 宇田川玄随訳・ヨハネスーデー
ゴルテル（蘭）著

刊

A47～49 中沢氏秘方筌　一～十一（11冊） 享和 2序 岡西巌編 竪冊

A50 寧固〔先生〕医断　完
※恵美君医事談

恵美三白 竪冊

A50 避疫要法　全 天保 7跋 高野長英 刊

A50 弼離力考 文化 4 中井厚沢訳考 竪冊

A51 帆足先生〔雑著〕牛痘論・熱病論・吉那
弁・癩風弁・乳岩弁
※嘉永 6年写本

帆足万里 竪冊

A51 帆足万里先生著　上・下（2冊） 帆足万里 竪冊

A52 補憾録　乾・坤合冊 嘉永 6 三宅董庵 刊

A52 補憾録　乾・坤（2冊） 嘉永 6 三宅董庵 刊

A52 星野医譚　恵美方凾　済世館方凾 石川玄徳・恵美三白他 竪冊

A53 本朝医考 寛文 3 黒川道祐 竪冊

A53 本朝医考補遺　蘭軒翁自筆 竪冊

A54 三宅董庵先生小伝 明治41 芸備医学会 刊

A54 薬徴　上・中・下（3冊）
※文化 9年版

明和 8自序・天明 5刊 吉益東洞 竪冊

A55 遊相医話　完（2冊） 文久 4跋 森枳園 刊

A56 蘭軒遺稿 明治 7板 伊沢蘭軒（門人森枳園輯） 刊

A56 蘭軒医談　完
※嘉永 5年写本

伊沢蘭軒述・森枳園記 竪冊

A57・58 類聚方集成　全 安政 5刊 吉益東洞著・難波経恭補 刊

A58 狼痢考 竪冊
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P95
2 京都大学経済学部図書室所蔵資料

A5 広島県下青年団体状況取調書 明治43. 3 広島県内務部学務課 刊

A6 広島県青年団体状況取調書 大正 2. 8 広島県内務部学務兵事課 刊

D1～44 税務統計書　大正12年度～昭和14年度
〔広島税務監督局統計書の改題〕

広島税務監督局 刊

A1 広島県労働運動史（戦前年表）　因島労
働組合の資料による　労研調査報告第9
集

1952. 8 広島県立労働科学研究所 刊

A2 広島県に於ける鈩工業の実態　労研調査
報告第10集

1952.10 広島県立労働科学研究所 刊

A3・4 広島県における特産物流通機構の実態　
和牛・畳表・こんにゃく・密柑労研調査
報告第13集

1953. 3 広島県立労働科学研究所 刊

P95
3 京都大学農学部農林経済学教室所蔵資料

A1～19 芸備農報　475号～587号（490・541・
545・558・559・567・575～8・584・585
欠）

昭和 8. 1～昭和17. 2 広島県農会 刊

A20 広島控訴院管内第六回小作調停事務協議
会要録

昭和10.10 鳥取県 刊

A21 広島控訴院管内第七回小作調停事務協議
会要録

昭和11.10 広島地方裁判所・広島県 刊

P95
4 京都大学附属図書館所蔵資料

A1 大学発蒙 天明 5板 平賀中南 刊

A1 学問捷径　上・下　全 安永 8刊 平賀中南 刊

A2 学問捷径　上・中・下（3冊） 安永 8刊 平賀中南 刊

A3 初学作文法　上・下（2冊） 明和 4序・明和 5刊 斎静斎 刊

A4 神道解 斎静斎 冊

A5 大学小伝 斎静斎 竪冊

A5 孝経斎氏伝　乾・坤（2冊） 宝暦13刊 斎静斎 刊

A6 易学啓蒙纂略 金子霜山 竪冊

A7・8 四書纂要一～五（5冊） 安政 5刊 金子霜山 刊

A9 紫文消息 文化14板 橋本稲彦 刊

A10 安芸国三社記 元文元自跋 北鄰軒祥麻呂 竪冊

A10 芸州廓亮安心書 文政 5 芸州廓亮（大瀛）・河州謗忍 竪冊

A11～44
／ B1～
10

芸備医事　164～175，224～351，364～
471号

明治43～昭和10 芸備医学会 刊

B11 芸備医志 昭和10.12 芸備医学会 刊

A45 産業組合及農業倉庫要録　昭和10年度 昭和12. 3 広島県経済部 刊
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P95
5 京都大学文学部博物館所蔵文書

–1 教王護国寺文書 –7 東大寺法華堂文書
–2 古文書集 –8 井上文書
–3 熊野橋爪坊文書 –9 原文書
–4 島田文書 –10 福山藩旧記
–5 祇園社文書 –11 その他
–6 桂文書

P95
5–1 教王護国寺文書

A1 巻四 巻子

A1 ◦若狭国太良荘実検取帳 建長6.11.23

A1 ◦若狭国太良荘名寄帳写 . 2.

A1 ◦肥後国鹿子木荘相伝次第 （正元元.10.）

A1 ◦安芸国新勅旨田運上米送進状写 文応元.12. 1

A1 　（紙背）僧実円書状 . 1.24

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状案 （文応 2. 1.25）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （弘長2. 1.9）

A1 ◦若狭国守護代藤原宗教書状写 弘長2. 5. 7 藤原宗数→辻入道

A1 ◦若狭国太良荘文書目録 弘長2. 8.26 僧定宴

A1 巻五 巻子

A1 ◦氏名未詳請状写 文永元. 6.13

A1 　（紙背）文書請取状

A1 ◦遠江国三代御起請地并三社領荘々注文
写

文永 2. 2. 7 左官掌

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢銭支配状 （文永 2）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永 3. 1.15）

A1 ◦若狭国太良荘田数并年貢米内検注進状 文永 3.10.24 公文代・御使

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永 4. 1.20）

A1 ◦伊予国弓削嶋荘運上物用途支配状 （文永 4.10）

A1 ◦若狭国東郷大田文写 文永 5. 7

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米算用状 文永 6. 2.23 公文法眼

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永 7. 1.9）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永 7.12.29）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永 9）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 文永10. 1.11 公文

A1 ◦若狭国太良荘田数并年貢米内検注進状 文永10.10.21 公文代僧豪成・内検使僧定宴

A1 ◦備中国新見荘西方作畠注進状写 文永10.10. 公文・田所他

A1 ◦僧定宴自筆状案 文永10.12.11
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A1 ◦若狭国太良荘文書写

A1 　　僧定宴申状写 .12.26 定宴→上総公御房

A1 　　歓喜寿院寺用米支配定文写

A1 　　（紙背）法会出仕僧交名

A1 ◦若狭国太良荘相伝由緒案

A1 ◦仁和寺准后法助令旨 .10.25 →左衛門督僧都後房

A1 ◦仁和寺准后法助令旨包紙

A1 ◦東寺供僧等申状案

A1 ◦本紙未詳礼紙書

A1 巻六 巻

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永10）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永11）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永12. 2.8）

A1 ◦本紙未詳礼紙書 （文永12. 2.22）

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （文永12. 2.30）

A1 ◦東寺公文所氏名未詳下知状写 文永12. 3. 7 公文所→弓削嶋預所

A1 ◦法会参仕僧交名 建治元.

A1 ◦伊予国弓削島荘領家方塩年貢等送進状

A1 ◦阿闍梨朗遍書状礼紙書

A1 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （建治 2. 1.15）

A1 ◦東寺公文僧円信下文案 . 4.23 公文僧円信→弓削嶋預所

A1 ◦東寺供僧方下知状案

A1 ◦法印教親等連署書状案 （建治 2）. 6.25 法印教親他

A1 ◦氏名未詳書状案

A1 ◦備後国諸荘園領家地頭注文

A1 ◦若狭国太良荘百姓等言上状 （建治 2）. 1.23 太良荘百姓→預所

A1 ◦東寺公文所氏名未詳奉書案 . 7.20 公文所→弓削嶋預所卿法橋御房

A1 ◦氏名未詳書状

A1 ◦安芸国新勅旨田文書集

A1 　　安芸国新勅旨田年貢米支配状 （建治 4. 1）.27 公文法師

A1 　　安芸国新勅旨田年貢米支配状 （建治 2）

A1 　　安芸国新勅旨田年貢米支配状 （建治 2. 2.25）

A2 巻七 巻子

A2 ◦若狭国太良荘百姓藤井宗氏陳状写 弘安元. 5 藤井宗氏

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢納状案 弘安元.閏10.22 僧慶尊他

A2 　（紙背）僧宗守書状并氏名未詳勘返状 （弘安元）閏10.20

A2 ◦僧定賀奉書案 （弘安元）.12.29 僧定賀→太良荘預所

A2 　（紙背）氏名未詳書状

A2 ◦大和国平野殿荘文書集

A2 　大和国平野殿荘瓜送進状 弘安 2. 7. 9
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A2 　大和国平野殿荘瓜送進状 （弘安 2）. 7.23

A2 ◦若狭国太良荘文書目録 （弘安 2）

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （弘安 4. 2.6）

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 弘安 6. 2.17

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢未進代銭支配状 弘安 6. 5. 2

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢未進代銭支配状 弘安 6. 7. 7

A2 ◦安芸国新勅旨田々数并分米注進状 弘安 6. 8.22

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 （弘安 7. 2.13）

A2 ◦安芸国新勅旨田雑掌申状 弘安 7. 3.10

A2 ◦法印厳盛書状案 弘安 7. 3.26

A2 　（紙背）梅小路鳥丸地譲状案

A2 ◦若狭国太良荘年貢米結解状 弘安 7. 5.

A2 ◦丹波国大山荘文書集

A2 　　権少僧都清寛請文写 弘安 7. 7. 3

A2 　　僧教守奉書写 弘安 7. 7.25 教守→中納言僧都御房

A2 ◦丹波国大山荘文書集

A2 　　権少僧都清寛書状写 弘安 7. 7. 2

A2 　　僧教守奉書写 弘安 7. 7.28 教守→中納言僧都御房

A2 ◦若狭国太良荘年貢米支配状 弘安 7.10.16

A2 ◦肥後国松浦荘文書写

A2 　　北条業時・同貞時申状写 弘安 7.12. 8 北条業時・同貞時→前平中納言

A2 　　後深草院々宣写 弘安 7.12.21 →前右京大夫

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 弘安 7.12.29

A2 巻八 巻子

A2 ◦民部少輔光康奉書礼紙書 （弘安 8）. 1.13 民部少輔光康→菩堤院僧正了遍

A2 ◦権少僧都清寛請文写 弘安 8. 8. 3

A2 ◦権少僧都清寛請文 . 3

A2 ◦安芸国新勅旨田守護押領役夫工米評定
事書

（弘安 8. 8.5）

A2 　（紙背）僧厳盛書状并三条実躬勘返状 . 8. 4

A2 ◦若狭国太良荘年貢米支配状案 （弘安 9.11.25）

A2 　（紙背）某荘年貢算用状写

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 弘安10. 1. 7

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 弘安10. 1.25

A2 ◦河内国四条郷住人珍氏女（字薬師女）
申状写

A2 　　河内国四条郷住人珍氏女申状写 弘安10. 3.

A2 　　河内国四条郷住人珍氏女申状写 弘安10. 4.

A2 ◦僧堯学書状

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状 弘安10.12.29

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米未進代銭支配状 正応元. 5. 1
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A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米算用状 正応元. 5. 1

A2 ◦氏名未詳申状案 正応 2.11.30 →松井蔵人大夫

A2 ◦若狭国太良荘糸綿支配状 （正応 3）

A2 　（紙背）僧弁勝書状 弁勝→龍仙寺御房

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢支配状 正応 3. 2.

A2 ◦若狭国太良荘年貢早米送進状 正応 3. 8.13

A2 ◦若狭国太良荘糸綿送進状 正応 3. 9.25

A2 巻九 巻子

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米未進代銭支配状 正応 4. 4.20

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米代銭支配状 正応 4. 4.20

A2 ◦大和国平野殿荘下司職補任状案 正応 4. 5. →右衛門少尉清重

A2 ◦いや源二請文 正応 5. 5.26

A2 ◦正応六年引付表紙 （正応 6）

A2 ◦本紙未詳礼紙書案 （正応 6.12.10）

A2 ◦氏名未詳書状

A2 ◦本紙未詳礼紙書

A2 ◦伊与国弓削島荘役夫工料支配状

A2 ◦若狭国太良荘公物用途注文

A2 ◦安芸国新勅旨田年貢米支配状

A2 ◦料米支配状案

A2 ◦最勝光院領備前国長田荘寺用注進状写

A2 ◦某荘年貢算用状

A3 巻十 巻子

A3 ◦若狭国太良荘文書写

A3 　　鎌倉幕府御教書写 永仁3. 5. 7

A3 　　六波羅探題施行状写 永仁3. 8.10

A3 ◦伊予国弓削島荘年貢送進状 永仁4. 2.15

A3 ◦若狭国太良荘六人部国友注進状写 永仁4. 2.

A3 ◦安芸国新勅旨田文書写

A3 　　平氏女尼某譲状写 正元元.

A3 　　預所縫殿允藤原某下文写 嘉禄 2. 5. 2

A3 　　沙弥光念譲状写 弘安 3. 9. 5

A3 　　文書写

A3 　　氏名未詳譲状写

A3 　　安芸国新勅旨田公文職補任状写 永仁4. 8.14 →佐伯清基

A3 　　文書写

A3 ◦東寺長者寄進状写 永仁6. 2.13

A3 ◦東寺供僧請文案 （永仁6）. 2.15

A3 ◦東寺供僧申状写
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A3 ◦若狭国太良荘百姓時沢・勧心・真利注
進状写

永仁6. 3. 1

A3 ◦備中国新見荘西方胡麻并水手注文 永仁6. 9.23

A3 ◦大和国平野殿荘文書案

A3 　大和国平野殿荘雑掌法橋快実申状案 永仁6.11.

A3 　大和国平野殿荘惣追捕使方南都郡使供
給雑事注進状案

永仁6. 1.

A3 　氏名未詳書状案 永仁6.11.

A3 　（紙背）東寺訴状案 永仁6. 9.

A3 ◦沙弥生観田地売渡状 永仁7. 3. 1

A3 ◦若狭国太良荘助国名坪付注文写 永仁7. 3. 1

A3 ◦東寺下知状写 （永仁7. 3.6）

A3 巻十三 巻子

A3 ◦若狭国太良荘年貢米未進注文案 （乾元元）

A3 ◦三郎太郎年貢請文 嘉元2. 4. 6

A3 ◦北小路寄進田所当米支配状 嘉元2. 9.10

A3 ◦若狭国太良荘文書集

A3 　　東寺雑掌頼尊奉書案 （嘉元2）. 9.21 頼尊→預所

A3 　　若狭国太良荘百姓等損亡申状注記 （嘉元2. 9.17）

A3 　　若狭国太良荘公文勘状 （嘉元2. 9.21）

A3 ◦若狭国太良荘百姓申状包紙 . 8.19

A3 ◦若狭国太良荘文書集

A3 　　僧良厳年貢請文 嘉元3. 3.27

A3 　　大中臣真行年貢請文 嘉元3. 3.26

A3 　　僧厳朝年貢請文 嘉元3. 3.26

A3 ◦丹波国大山荘文書目録 （嘉元3）

A3 ◦東寺四季行事役定文案 嘉元3.閏12.21

A3 ◦安芸国新勅旨田并若狭国太良荘文書包
紙

（嘉元3）

A3 ◦若狭国太良荘文書集

A3 　　ふさ介年貢請文 嘉元4. 4.

A3 　　開善年貢請文 嘉元4. 4. 3

A3 　　丹大夫年貢請文 嘉元4. 3.21

A3 　　参乃介年貢請文 嘉元4. 3.20

A3 ◦若狭国太良荘百姓等申状 . 2. 3 太良荘百姓→木藤次

A3 ◦氏名未詳奉書案 （嘉元4）. 9. 6 某→太良荘預所

A3 ◦安芸国新勅旨田年貢米送進状 嘉元4.11.

A3 ◦氏名未詳書状写 （徳治 2.）4.11

A3 ◦安芸国新勅旨田年貢米送進状 徳治 2.11.17

A3 ◦丹波国大山荘井料田避状案 徳治 3.（5.24）

A3 ◦丹波国大山荘文書目録 徳治 3. 6. 7
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A3 ◦法印祐遍書状案 （徳治 3）. 7. 9 祐遍→北条貞顕

A3 ◦東寺雑掌頼尊書状案 （徳治 3）. 7.26

A3 ◦東寺雑掌頼尊書状案 （徳治 3）

A3 　（紙背）東寺雑掌頼尊書状案 （徳治 3）

A3 ◦僧道恵書状 （徳治 3. 8.20）

A3 ◦法橋円詮書状写 . 6.28 円詮→藤右衛門尉

A3 ◦丹波国大山荘西田井損得田注進状 徳治 3.閏8.29 預所僧

A3 ◦安芸国新勅旨田年貢支配状 . 1.26

A3 ◦東寺供僧等申状案 .（3. 7）

A3 巻十五 巻子

A3 ◦東寺大炊教仏等申状写 .10.

A3 　（紙背）僧頼尊書状 .11. 4

A3 ◦丹波国大山荘文書写

A3 　　権大僧都厳伊請文写 （正和元）. 9. 4

A3 　　東寺長者御教書写 （正和元）. 9.29 →少納言法印御房

A3 　　東寺長者御教書写 （正和元）.11. 2 →少納言法印御房

A3 　　（紙背）僧頼尊書状包紙

A3 ◦若狭国太良荘年貢米算用状写 正和元.12. 7

A3 ◦権少僧都勝瑜書状包紙 （正和元）

A3 ◦若狭国太良荘年貢代銭支配状 正和 2. 4.25

A3 ◦東寺供僧方評定事書 （正和 2. 7.12）

A3 ◦東寺供僧方評定事書 （正和 2. 7.22）

A3 　（紙背）僧頼尊書状包紙

A3 ◦若狭国太良荘年貢米送進状 正和 2.12.18

A3 ◦僧真聖等寄進田文書目録 （正和 2. 5.20）

A3 ◦播磨国矢野荘例名文書目録

A3 ◦播磨国矢野荘文書目録

A3 ◦八条院院町在所注文 （正和 2.12.）

A3 ◦僧寛慶書状写 . 6. 9

A3 ◦安芸国新勅旨田文書写

A3 　　安芸国新勅旨田雑掌頼有重訴状案 正和 2. 4.

A3 　　安芸国新勅旨田雑掌頼有重訴状案 正和 2. 4.

A3 ◦六波羅探題御教書写 正和 3. 4.11 →下妻孫三郎他

A3 ◦法印氏名未詳挙状案 . 9. 6 →北条貞顕

A3 ◦春宮尊治親王（後醍醐天皇）令旨写 正和 3. 7. 3 →栗田口少尉

A3 ◦若狭国太良荘領家年貢米送進状 正和 3.11.17

A3 ◦若狭国太良荘年貢米支配状 正和 3.12. 2

A3 ◦若狭国太良荘預所別進大豆支配状 正和 3.12. 3

A4 巻十九 巻子

A4 ◦安芸国新勅旨田文書包紙

858



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 京都府／京都大学文学部博物館（教王護国寺文書）（P95�5–1）

A4 巻廿六 巻子

A4 ◦後光厳天皇綸旨写 延文元.11. 8 →東寺長者僧正御房

A4 巻四十 巻子

A4 ◦東寺庫収納雑物出納目録集 （康暦元.12. 5）

A4 巻四十六 巻子

A4 ◦播磨国矢野荘学衆方年貢・雑穀等算用
状

至徳 4. 3. 8 田所家久・政所明済

A4 巻四十七 巻子

A4 ◦大勝金剛方所領文書目録 （至徳 4.閏5.12）

A4 ◦備後国因島荘文書包紙

A4 巻四十九 巻子

A4 ◦播磨国矢野荘学衆方年貢并雑穀等算用
状

明徳元. 4.20 田所家久・代官明済

A4 巻五十 巻子

A4 ◦播磨国矢野荘学衆方年貢・雑穀等算用
状

明徳 2. 2. 6 田所家久・明済

A4 巻八十九 巻子

A4 ◦巷所年貢等算用状 （応永24. 9.21）

A4 巻九十一 巻子

A4 ◦沓屋成重請文方紙

A4 巻九十九 巻子

A4 ◦東寺雑掌申状案 応永30. 3.11

A4 巻百廿四 巻子

A4 ◦安芸国衙文書目録

A4 巻百廿五 巻子

A4 ◦備後国因島荘文書包紙

A5 巻百卅三 巻子

A5 ◦播磨国矢野荘学衆方年貢并夏麦・大豆・
雑穀等算用状

文安 4. 3. 玄舜・快増

A5 巻百卅八 巻子

A5 ◦播磨国矢野荘僧万年貢并夏麦・大豆・
雑穀等算用状

宝徳 3. 2.10 玄舜・正林

A5 巻百四十九 巻子

A5 ◦文書受渡状

A5 　　僧堯忠文書渡状 享徳 4. 3.28

A5 　　寺崎玄雅文書請取状 享徳 4. 5.25

A5 　　寺崎玄雅文書請取状 享徳 4. 7. 5

A5 巻百五十七 巻子

A5 ◦備後国因島荘地頭分押領人交名 （長禄 2. 4.）

A5 巻百六十七 巻子

A5 ◦備後国因島荘支証写包紙 寛正 4. 6.24

A5 巻二百三 巻子
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A5 ◦算用注文

A5 巻二百四十六 巻子

A5 ◦五万算用状 永正 7. 2.

A5 巻二百五十一 巻子

A5 ◦五万算用状 永仁10. 2.

P95
5–2 古文書集

A1 小早川隆景和歌短冊 巻子

A1 毛利就方他連署書状 寛文 4.11.28 →阿曽沼太郎左衛門 折紙

A1 備後国石成荘上村武守名内即分田畠坪付 応安 3. 2. 3 案主勘解由左衛門尉 継

A1 毛利輝元願書 天正20. 2.15 →伊勢大神宮 巻子

A1 毛利秀元書状 . 8. 2 →水野美作守 竪紙

A1 安国寺恵瓊書状 . 8.20 →清五郎左 巻子

A1 毛利元就・同隆元連署書状 . 4.12 →宝誠院 巻子

A1 武将書翰 巻子

A1 ◦豊臣秀吉朱印状 . 9.10 →羽柴孫七郎

A1 ◦毛利輝元黒印状 . 1.13 →三沢摂津守

A1 ◦高富長信書状 .10.28

A1 ◦松永久秀書状 .10. 5 →檜山左衛門尉

A1 ◦竹中源介他二名連署状 .11.26 →道山法印

A1 ◦吉川広家書状 . 8. 9 →三摂

A1 ◦安国寺恵瓊・毛利元清連署書状 . 9. 2 →三摂・宍備

A1 ◦毛利元清書状 . 6.20 →全□老

A1 ◦安国寺恵瓊書状 .11.16 →榎本（元吉）

A1 ◦伊賀元鎮書状 . 2.21 →中林久兵衛

A1 ◦某元俊書状 .11.19 →遠

A1 ◦毛利氏奉行人連署書状 . 3.11 →北五郎左

A1 ◦片桐且元書状 .12. 4

A1 ◦伊達政宗書状 . 5.13 →徳禅寺

A1 ◦浅野幸長書状 . 1.18 →薄田隼人

A1 ◦藤堂高虎書状 .10.19 →加美作他

A1 ◦浅野長晟書状 .10.15 →加藤石馬允他

A1 ◦河内守某書状 . 5. 1 →松平越中

A1 ◦木下勝俊書状 . 2.26 →見枝院

A1 ◦岡本宣就書状 .11.27 →富永久左衛門尉

A1 （附属文書）

A1 　加藤清正書状写 . 5. 4 →片桐且元

A1 　武将書翰目録
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P95
5–3 熊野橋爪坊文書

A1 山田元縁書状 .12.26 →橋爪良盛 竪紙

A1 毛利元就・同隆元連署書状写 . 2. 9 →橋爪式部卿 切紙

A1 毛利元就・同隆元連署書状写 . 2. 9 →橋爪式部卿 切紙

A1 熊野那智橋爪坊願書〔乍恐以書付奉願
候〕

正徳 5. 5. 継

A1 熊野那智橋爪坊檀那先達覚書 竪紙

A1 桂広保書状 . 1.17 →橋爪坊 竪紙

A1 采女正書状 . 5.22 →橋爪坊 竪紙

A1 長州藩毛利家門知行高注文 切紙

P95
5–4 島田文書

A1 長講堂所領目録 建久 2.10 巻子

P95
5–5 祇園社文書

A1 王寿書状土代 文安 3. 5.30 →摂津守 竪紙

A1 某仮名書状土代 竪紙

A1 室町幕府奉行人連署奉書案 文安 3. 6. 5 →籾井備後入道 折紙

A1 〔文書案〕 竪紙

A1 ◦後円融上皇院宣案 永徳 2. 9.26 →宰相僧都御房

A1 ◦管領斯波義将施行状案 永徳 2.10. 7 →一色馬頭

A1 某書状土代 竪紙

A1 本願秀貞他四名連署書状 元和 6. 9.22 →三右衛門 竪紙

A1 松武名節気納物注文 竪紙

A1 後醍醐天皇綸旨 元亨3.10.10 →祇園執行法眼房 巻子

A1 室町将軍家御教書 応永13. 1. 5 →当社御師 竪紙

A1 細川繁氏遵行状 文和 4. 7. 1 →秋月兵衛入道 竪紙

A1 政所執事伊勢貞親奉書 長禄 4. 6. 5 →祇園社御師 竪紙

A1 室町幕府奉行人奉書 長禄 4. 6.15 →祇園社執行御房 折紙

A1 室町幕府奉行人連署奉書 明応 4.10.29 →祇園執行房 折紙

A1 定心他一名連署売券 永仁3.11.30 竪紙

A1 権律師栄晴譲状 延文 2. 2.23 竪紙

A1 尼しゃう寄進状 けんかう2. 6. 3 竪紙

A1 尼定心地一名連署去渡状 正安元. 7.23 竪紙

A1 広小路心如譲状 けんこう元.11. 7 竪紙

A1 祇園社納所法眼広峯社公用請取状 文正元. 3.28 切紙

A1 備後国小童保領家方用途請取状 応永18.12.27 権称宜 竪紙
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A1 近江国成安保年貢注文 宝徳 3.12 竪紙

A1 景従書状 .12.21 →原殿 竪紙

A1 道永書状 .12. 2 竪紙

A1 某（室町幕府奉行人ヵ）書状 . 4.17 →執行御坊中 竪紙

A1 飯屋清房書状 . 6. 5 →祇園社執行御房 折紙

A1 土屋熈俊書状 . 8. 4 →祇園修行御坊 竪紙

A1 某書状 . 3.20 →祇園執行御坊 竪紙

A1 飯尾元行書状 .12.26 →祇園行御坊 折紙

A1 某書状 .閏9. 2 →祇園修行御坊 竪紙

A1 某書状 . 2.29 竪紙

A1 小野長左衛門他一名連署書状 . 5.14 →修行 切紙

A1 某書状 . 7.13 折紙

A1 飯尾清房書状 . 6.13 →祇園社執行御房 折紙

A1 長真書状 . 9. 2 →池田 竪紙

A1 波々伯部盛郷書状 . 6.15 →祇園社執行御坊 折紙

A1 某書状 . 7. 7 →宝寿院 竪紙

A1 某書状 . 9.12 竪紙

A1 杉前料足請取状 長享 2. 4.17 切紙

A1 祇園執行坊借銭請取状 享徳 3. 6. 2 竪紙

A1 備後国小童保領家方百姓等申状 康正 2. 2.16 →池田伊賀 継

A1 近江国成安保年貢算用状 文安 4. 2. 9 継

P95
5–6 桂文書

※以下1軸

A1 毛利元就・同隆元連署感状 天文23.10.14 →桂三郎五郎 切紙

A1 毛利興元感状 永正13. 2.25 →桂三郎五郎 切紙

A1 毛利幸松丸感状 永正14.10.28 →桂三郎五郎 切紙

A1 桂元将軍忠覚 天正 2. 5.25 桂元将 竪紙

A1 毛利輝元感状 天正元. 6. 2 →桂善左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 .12.12 →小早川隆景 竪紙

A1 三村元親書状 . 5.27 →桂善左衛門尉 折紙

A1 三村元親書状 . 6.21 →桂善左衛門尉 切紙

A1 三村親成書状 . 5.27 →桂善左衛門尉 折紙

A1 吉川元春・小早川隆景連署書状 . 7. 2 →藤右衛門尉他 竪紙

A1 毛利輝元書状 .閏11.18 →桂善左衛門尉 切紙

A1 毛利輝元書状 . 2. 9 →桂善左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 . 7.23 →桂善左衛門尉 折紙

A1 毛利輝元書状 .12.16 →桂善左衛門尉 折紙
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A1 荒木村重書状 . 6.20 →桂善左 折紙

A1 小早川隆景他4名連署書状 .12. 6 →桂善左衛門尉他 竪紙

A1 毛利輝元書状 . 2.17 →桂善左衛門 折紙

A1 毛利元就書状 .12.12 →井上新左衛門尉他 竪紙

A1 毛利隆元書状 . 4.16 →木戸才法師 切紙

A1 毛利隆元宛行状 永禄 3.10.28 →桂三郎五郎 竪紙

A1 毛利元就宛行状 . 1.13 →桂善左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元宛行状 .12.24 →桂善左衛門 竪紙

A1 小早川隆景書状 . 5. 4 →綿貫杢助 竪紙

A1 毛利輝元判物 . 1.27 →桂善左衛門 折紙

A1 毛利輝元書状 . 1.21 →粟久右 折紙

A1 吉川広家書状 . 9. 5 →桂因幡 折紙

A1 毛利秀就・同輝元判物 元和 6. 9. 5 →桂善左衛門尉 竪紙

A1 毛利秀就・同輝元判物 元和 6. 9. 5 →桂因幡 竪紙

A1 毛利輝元判物 慶長13.11.28 →桂善左衛門尉 竪紙

P95
5–7 東大寺法華堂文書

A1 両諸進祐海・聖弘他十八名連署起請文 建武元. 8.27 継

A1 細川高国書下 永正 5. 7.24 →東大寺法華堂衆 切紙

A1 藤岡秀成書状 .10.20 →薬師寺 継

A1 周防国仁井令記録写 建武5. 2.11 諸進実延他 竪紙

諸進快賢等置文（周防正税物事） 嘉暦 4. 5.30 継

A1 東大寺僧等連署起請文 文保 2. 5. 2 竪紙

A1 長州文書目録 竪紙

P95
5–8 井上文書

※以下1軸

A1 毛利元就書状 . 1.17 →井上神左衛門尉 竪紙

A1 毛利元就書状 . 5. 8 →井上神左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 元亀3. 9.11 →井上槌法師 竪紙

A1 毛利輝元書状 元亀4. 8.19 →井上神左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元袖判安楮状 天正 6. 1.23 →井上七郎三郎 竪紙

A1 毛利輝元安楮状 天正 6. 1.23 →井上七郎三郎 竪紙

A1 毛利輝元袖判宛行状 天正12. 2.26 竪紙

A1 ※以下1軸

A1 毛利輝元宛行状 天正12. 3.21 →井上七郎三郎 竪紙

A1 毛利元就・志道広良連署書状 .12.20 →井上七郎三郎 竪紙
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A1 毛利輝元書状 天正13. 2. 4 →井上伊賀守他 竪紙

A1 毛利輝元書状 . 7.12 →内与三右他 竪紙

A1 毛利元就書状 . 8.18 →山東新兵衛尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 .11.11 →児市 竪紙

A1 毛利元就書状 . 1.21 →右京亮他 竪紙

P95
5–9 原文書

※以下1軸

A1 毛利秀就仮名書出 元和 6.11.16 →原平蔵 竪紙

A1 毛利輝元印判状 元和 3. 7.13 →原九右衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元仮名書出 慶長11. 1. 5 →原平蔵 折紙

A1 毛利宗瑞印判状 . 8. 2 →原九右衛門 折紙

A1 ※以下1軸

A1 毛利輝元書状 . 6.10 （→国司右京亮） 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署奉書 元亀3. 5.21 →原久左衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元安堵状 元亀3. 5.21 →原久左衛門尉 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署書状 天正 3. 3.11 →原久左衛門尉 折紙

A1 毛利輝元受領書出 天正 3. 3.11 →原久左衛門尉 切紙

A1 原武信刀譲状 天正18.12.10 →九右衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 天正 6. 9. 1 →児玉周防守 折紙

A1 毛利氏奉行人連署書状 天正 5.11.29 →原久左衛門尉 折紙

A1 原武信譲状 天正 5. 5.10

A1 毛利輝元書状 .12.26 →元清 竪紙

A1 国司元武書状 永禄13. 3. 2 →原久左衛門尉 折紙

A1 毛利輝元袖判安堵状 永禄 9. 8.18 →原久左衛門尉 竪紙

A1 毛利隆元袖判安堵状 永禄 2.10.28 →原久左衛門尉 竪紙

A1 毛利隆元書状 . 2. 4 →元春 竪紙

A1 毛利隆元禁制 弘治 3. 4. 2 竪紙

A1 毛利氏奉行人連署書状 永禄12.閏5.25 →原久左衛門尉 折紙

A1 毛利氏奉行人連署奉書 弘治 3.10.17 （→原次郎） 竪紙

P95
5–10 福山藩旧記

A1・2 福山藩旧記　第一帙（2冊）

A1 ◦宮津御老中案紙留 延宝 9. 7.28～
延宝 9.12.23

竪冊

A2 ◦月番帳 元禄11.12.11～
元禄12.12. 5

竪冊

A3・4 福山藩旧記　第二帙（1冊）
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A3・4 ◦御日記〔江戸屋敷〕 享保 4. 1.～享保10.10. 竪冊

A5・6 福山藩日記　第三帙（5冊）

A5 ◦日記 正徳 6. 竪冊

A5 ◦日記 享保 6. 9. 月番勘解由左衛門 竪冊

A6 ◦日記 享保20. 7.11～20 大蔵 竪冊

A6 ◦日記 延享元. 6.8～13 竪冊

A6 ◦御用日記 延享元. 6.8～12 竪冊

A7～11 福山藩旧記　第四帙（5綴）

A7 ◦諸月番触 天保12.11.19 竪冊

A7 ◦具足着初略式仕組帳 天保13.11.21 竪冊

A7 ◦御家中着服等御定 天保13. 6. 渡辺氏 竪冊

A7 ◦小役人以下諸組々着服等御定 天保13. 6. 渡辺氏 竪冊

A7 ◦町在着服等御定 天保13. 6. 渡辺氏 竪冊

A7 ◦御家中御倹約御定・小役人巳下諸組々
同断

天保13. 6. 渡辺氏 竪冊

A7 ◦〔着服之義ニ付諸月番触〕 天保13. 9. 5 渡辺氏 竪冊

A7 ◦御家中着服等之御定　諸月番触 天保13. 6.17 渡辺氏 竪冊

A7 ◦小役人以下諸組々着服之御定　諸月番
触

天保13. 6.17 渡辺氏 竪冊

A7 ◦町在着服等御定　諸月番触
※以上10冊合綴

天保13. 6.10 渡辺氏 竪柵

A8 ◦元服略式仕組帳 弘化 2.11. 9 竪冊

A8 ◦具足着初大略式一覧之次第 弘化 2. 3. 4 竪冊

A8 ◦宗雲様百回御忌御法事仕組帳 弘化 3.14.18・19 水野須磨右衛門他 竪冊

A8 ◦御家中取縮御趣意被仰出之扣
※以上4冊合綴

弘化 3.11.11 竪冊

A9 ◦具足着初略式仕組帳 嘉永 3. 7. 3 竪冊

A9 ◦御婚礼御仕組帳　三浦平十郎殿娘岩野
六郎殿妻取組之節下書写也

嘉永 6. 岩野 竪冊

A9 ◦御家中着服等御定 嘉永 6. 5. 竪冊

A9 ◦小役人以下諸組々着服等御定 嘉永 6. 5. 竪冊

A9 ◦西閣院様御直筆の写　製重代鎧記 明和 4. 7.（嘉永 7. 1写） 阿部正右（渡辺松厳写） 竪冊

A9 ◦長生院様・徳輪院様御着脊長目録 嘉永 7. 6.24写 渡辺茂八郎写 竪冊

A9 ◦町在着服等御定
※以上7冊合綴

嘉永 6. 5. 竪冊

A10 ◦御献立〔御着城之節并御本丸并定福寺
江初而被為入候節〕

安政 5. 8. 料理人頭 竪冊

A10 ◦種々御拝領之御品安政五午年八月福山
江御廻ニ相成御用人江御預ケ御朱印蔵
ニ納有之明細書

安政 5. 9写 渡辺延秋写 竪冊

A10 ◦良徳院様御拝領之御太刀御刀御手入日
記

安政 5.10.26～
安政 5.11.27

武具奉行 竪冊

A10 ◦御勝手御趣法帳 安政 6. 5. 新為 竪冊
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A10 ◦安政六己未年九月廿九日江戸出之御飛
脚十月十三日福山着之節江府懇意之も
の 内々此書付差越呉候〔水戸藩状ニ
付〕
※以上5冊合綴

安政 6. 8・9. 竪冊

A11 御婚礼御仕組　新居頼母殿娘岩野猪太郎
殿妻縁組岩野之仕組

文久 2. 2.24～28 岩野氏 竪冊

A11 ◦御在所御右筆前録 明治元.11. 渡部権吉 竪冊

A11 ◦正桓公被為入候仕組帳　新居頼母殿宅
江御入之節仕組写
※以上3冊合綴

明治 2. 8.27～
明治 2.10.19

竪冊

A12～18 福山藩旧記　第五帙（7綴）

A12 ◦佐原旧事御尋御請書 寛延 4. 3写 渡辺氏写 竪冊

A12 天保14. 2写

A12 ◦乙酉歳御元服記　全 正保 2. 竪冊

A12 ◦辛酉歳御白髪　記 天和 3. ト也翁門人撰 竪冊

A12 　※以上3冊合綴 寛延 4. 7写

A13 ◦於染様御結納被為受候一件書抜江戸記 元禄 2.12.19 竪冊

A13 ◦宝永元年光雲院様御逝去之節三ケ条宇
津宮御席日記書抜

宝永元. 6.～宝永 2. 1. 竪冊

A13 ◦宝永二年御阿根様御儀土井様江御縁組
之節周防守様・出雲守様初而御入之手
続扣

宝永 2. 5. 9 竪冊

A13 ◦〔阿部飛彈守様・同七郎様御帖請一件
扣〕
※以上4冊合綴

宝永 3. 5.18 竪冊

A14 ◦正徳三癸巳年福山記 正徳 3. 1.19～
正徳 3. 8. 8

竪冊

A14 ◦正徳四午四月廿五日此度将軍宣下ニ付
御帖請一件扣

正徳 4. 4.25 竪冊

A14 ◦正徳五年上方様御帖請之節江戸来状写 正徳 5.12. 竪冊

A14 ◦正徳五未十二月十八日江戸日記之写
※以上4冊合綴

正徳 5.12.18 竪冊

A15 ◦海辺村々書付写 寛政 6. 9. 竪冊

A15 ◦御倹約申渡之覚 寛政 9.10. 渡辺半六写 竪冊

A15 ◦〔松永村干鰯取計伺書御聞済ニ付申達
書〕

文化 8. 8.19 竪冊

A15 ◦〔阿部家所蔵絞付等書上〕 文化 7. 8.28 竪冊

A15 ◦大殿様御二度目御帰城中御献立伺済扣 文政11. 8.～文政12. 5. 竪冊

A15 ◦大殿様御三度目御帰中御献立伺済扣
※以上6冊合綴

文政13.11～天保 2. 2. 竪冊

A16 ◦御家中着服等之御定 天保 3. 9.13 竪冊

A16 ◦〔家中倹約ニ付着服等之御定〕 辰.12.25 竪冊

A16 ◦小役人以下諸組々着服等之御定 辰. 9. 竪冊

A16 ◦諏訪縫殿助様・竹中彦八郎様・石川大
膳様御巡見御献立帳

天保 9. 6. 料理方 竪冊

A16 ◦龍宝院様御物具御注文（2冊） 天保 7. 2.2写 渡辺延秋写 竪冊

A16 ◦長生院様・徳輪院様御着脊長目録 嘉永 7. 竪冊
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A16 ◦御着城御当日記
※以上8冊合綴

天保 8. 3. 7 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 2. 1～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 3. 4～5. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 4. 4～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 5. 1～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 6. 3～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 7. 1～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜 天保 8. 1～12. 竪冊

A17 ◦江戸廻日記書抜
※以上8冊合綴

天保 9. 1～12. 竪冊

A18 ◦御餝付書 竪冊

A18 ◦諸道具緒付法書　全 竪冊

A18 ◦〔小幡宗八郎義春先祖より〕由緒書 天保11. 6.天保12. 3写 小幡宗八郎義春 竪冊

A18 ◦本朝神拝之巻
※以上4冊合綴

延享 4.夏 水島ト也 竪冊

A19～22 福山旧記　第六帙（七冊）

A19 ◦目録 宝永 7～享保20 竪冊

A20 ◦〔撰書抜〕 宝永 8～正徳5 竪冊

A21 ◦〔撰書抜〕 宝永 7～元文 5 竪冊

A22 ◦水野家色々記 天保10. 2写 渡部延秋写 竪冊

A22 ◦福山藩性名記 嘉永 6. 4.19 竪冊

A22 ◦善巧院様御一代明細書 安永 7～嘉永 7 竪冊

A22 ◦〔福山藩士〕印鑑 ～幕末 竪冊

A23～26 福山藩旧記　第七帙（五冊）

A23 ◦御在所日記 正徳6～享保20 横長

A24 ◦御在所日記 天保 2～元治元 横長

A25 ◦未御年貢米銀納払中勘仕組帳六郡 文化 8.11. 横長

A25 ◦江戸廻日記書抜 文政12～天保 9 渡部氏 横長

A26 ◦日光御社参之節御行列 安永 5. 4. 横長

A26 ◦〔御勝手向之儀ニ付〕御意書并席中
申渡平十郎殿 口上ニ而被申渡候書付
写

午. 4. 横長

A26 ◦天保十二年丑年閏正月晦日大御所様薨
御同二月廿日御葬送御行列書　謚文恭
院殿

天保12. 2.20 横長

A26 ◦独礼・惣礼寺院・社家・修験席順帳 安政 4. 4. 横長

A26 ◦六郡御境目御巡見御道筋并御休泊伺帳
※以上5冊合綴

渡辺延秋 横長

A27～30 福山藩旧記　第八帙（6冊）

A27 ◦公務手扣
※御定式・掟・鞆津祭礼御用出役他

横長

A28 ◦〔諸事書抜〕 正徳元～文政元 横長

A29 ◦箚記 正徳元～寛延 3 忠亮 横長

867



京都府／京都大学文学部博物館（その他）（P95�5–11） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A30 ◦標記
※御吉事・御凶事他

天保11・12. 横長

A30 ◦江戸御家中高并寺院附 渡辺延秋 横半

A30 ◦広島行日記 元治元.11. 3～
元治 2. 1.10

渡辺権吉 横半

A31～33 福山藩旧記　第九帙（5冊）

A31 ◦〔諸事書抜〕 横半

A32 ◦諸月番触扣書抜 寛政 2～寛政 8 渡辺氏 横半

A32 ◦〔阿部家〕御家伝 嘉永 6写 佐藤恒久写 横半

A32 ◦諸役方覚書 安永 3. 横半

A33 ◦福山御役御席順并御留守中御役替被仰
渡之扣

弘化 3. 2写 渡辺延秋写 横半

A33 ◦〔御領分村々畝高并定物控帳〕 横半

A33～38 福山藩旧記　第十帙（2冊4綴）

A34 ◦備後国福山由来 横半

A34 ◦段分〔刀剣類年数〕 天保 渡辺松厳 横半

A34 ◦〔川南村・川北村諸産物〕手扣 横半

A34 ◦公義御役人・御大名様方御会釈扣帳
※以上4冊合綴

（文政頃） 横半

A35 ◦出府手扣 天保 8.10.13～天保 9. 2.
5

渡辺氏 横半

A35 ◦御用手扣長 文化12. 1～10. 渡辺 横半

A35 ◦丑年中取次貸附扣帳
※以上3冊合綴

天保12. 1. 渡辺氏 横半

A36 ◦御国絵図一件手扣 天保 7. 渡辺氏 横半

A36 ◦諸事心得手扣帳 天保 9. 9写 渡辺氏 横半

A36 ◦江戸御家中給人以上家別録高帳 嘉永 4. 7. 渡辺延秋 横半

A36 ◦亥歳貸附帳 嘉永 4. 横半

A36 ◦旅行被下銀書留扣 文化12～天保 7 横半

A36 ◦丑暮出入帳
※以上6冊合綴

文政12. 横半

A37 ◦百百次興撰　御法号譜 慶応 3. 8.13（慶応 3.10
写）

百々忠右衛門次興渡部権吉延写 横半

A38 ◦御両敬御方様御名前并御読書 横半

A38 ◦村々趣法一件手扣 渡辺氏 横半

A38 ◦未暮受払帳 横半

A38 ◦丙甲盆前出入 天保 7. 横半

A38 ◦大坂御館入町人名面 弘化 3.12. 渡辺延秋 横半

A38 ◦〔御在所日記〕 寅.11. 7～卯. 2. 6 横半

A38 ◦朝鮮人正徳元卯・享保四亥年来朝覚書
※以上7冊合綴

宝暦13. 3. 横半
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P95
5–11 その他

A1 〔福島正則大坂陣関係等文書〕 横長

A1 天正・元和年中福島文書 竪冊

A1 福嶋氏世系之図　全 竪冊

A2 福島家分限帳 （慶長末年ヵ） 竪冊

A3 広島藩士筆記 延享 2.閏12. 1～
天保15. 8.24

竪冊

A4 広島藩御留守居役手留 嘉永 7. 6. 竹内肇 横半

A5・6 福山藩分限帳上・下（2冊） （万延期ヵ） 横半

A7 福山城図 舗

P95
6 京都府立総合資料館所蔵文書（東寺百合文書）

東寺百合文書は，京都の東寺（教王護国寺）に伝来した奈良時代から江戸時代に至る寺院文書。昭和42年に
京都府立総合資料館の収蔵となった。東京大学史料編纂所架蔵の影写本のうち，仮名の「と」～「せ」，漢
字の「京」，および片仮名の「イ」～「セ」が複製資料（写真）となっている。その外に，「ヨ」函のみ原本の写
真がある。
目録は，京都府立総合資料館編の『東寺百合文書目録』第一～第五が吉川弘文館より刊行されている。東寺
百合文書のうち安芸・備後両国に関係するものは，『広島県史』古代中世資料編Vに収録されており，また
『大日本古文書 家わけ第十 東寺文書』が刊行されている（現在も刊行継続中）。
東寺百合文書のなかに見える安芸・備後の地名等には以下のものがある。
〔安芸〕 後三条院新勅旨田・井原村・祢村郷・松崎別宮・志芳荘・高屋余田・平田村・三田郷・河内村・竹
原荘・入野郷・郡戸郷・戸野郷・己斐村・杣村・温科村・緑井郷・八木村・仏通寺
〔備後〕 津口荘・因島・三津荘・奴可東条内鉄山村

D1～3 東寺百合文書（原本）

D1～3 　ヨ函（217点，295通）

D1～3 東寺百合文書（東大影写本）

A1 　と1—13上（文書53点）

A2 　と13下—18（文書39点）

A3 　と19—22（文書・絵図67点）

A4 　と23（文書66点）

A5 　を1—5（文書70点）

A6 　を6—7（文書58点）

A7 　を8—10（文書69点）

A8 　を11—13（文書108点）

A9 　を14上（文書49点）

A10 　を14下—15上（文書47点）

A11 　を15下（文書36点）

A12 　を16（文書52点）

A13 　を17上（文書61点）

A14 　を17下—18（文書46点）

A15 　わ1—2上（文書7点）
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A16 　わ2下（文書4点）

A17 　わ3—5上（文書19点）

A18 　わ5下—6（文書18点）

A19 　わ7—9（文書19点）

A20 　わ10—14上（文書18点）

A21 　わ14下（文書2点）

A22 　よ1—4上（文書54点）

A23 　よ4下—6（文書44点）

A24 　よ7—10（文書35点）

A25 　よ11—15上（文書・絵図・系図61点）

A26 　よ15下—16上（文書・記録40点）

A27 　よ16下（文書46点）

A28 　よ17（文書1点）

A29 　よ18（文書102点）

A30 　た1—3（文書・記録26点）

A31 　た4—10（記録17点）

A32 　た11（記録26点）

A33 　た12—15（文書・記録19点）

A34 　た16—22（記録18点）

A35 　た23—27（記録32点）

A36 　た28—34（文書・記録44点）

A37 　れ1（1）（文書10点）

A38 　れ1（2）（文書3点）

A39 　れ1（3）（文書12点）

A40 　れ1（4）（文書8点）

A41 　れ1（5）（文書13点）

A42 　れ1（6）（文書7点）

A43 　れ1（7）—2上（文書38点）

A44 　れ2下—3上（文書39点）

A45 　れ3下—11（文書43点）

A46 　そ1—3上（文書・系図42点）

A47 　そ3下—5上（文書45点）

A48 　そ5下—7上（文書・絵図46点）

A49 　そ7下—10（文書36点）

A50 　つ1—16（文書58点）

A51 　つ17—26上（文書63点）

A52 　つ26下—45（文書42点）

A53 　つ46—57（文書38点）

A54 　ね1（1—2）

A55 　ね1（1—4）
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A56 　ね3

A57 　ね4（1—4）

A58 　ね5（1—4）

A59 　ね5（5—10）

A60 　ね5（11—14）

A61 　ね8（1—6）

A62 　ね9（1—14）

A63 　ね10（1—4），11（1—2），12（1—4）

A64 　な1—10（文書45点）

A65 　な11—15（文書53点）

A66 　な16—22（文書65点）

A67 　な23—24（文書53点）

A68 　な25—26（文書33点）

A69 　な27—28（文書33点）

A70 　な29—31（文書9点）

A71 　な32—39（文書・記録53点）

A72 　な40—47（文書45点）

A73 　ら1—4上（文書19点）

A74 　ら4下（文書12点）

A75 　ら5—8（文書10点）

A76 　ら9—11上（文書26点）

A77 　ら11下—番外（文書9点）

A78 　む1—20（文書39点）

A79 　む21—27（文書24点）

A80 　む28上（文書29点）

A81 　む28下—33上（文書8点）

A82 　む33下—36上（文書29点）

A83 　む36下（文書26点）

A84 　む37—39（文書16点）

A85 　む40—43（文書11点）

A86 　う1—12（文書39点）

A87 　ゐ1—15（文書61点）

A88 　ゐ16—31（文書56点）

A89 　ゐ32—40（文書71点）

A90 　ゐ41—51（文書64点）

A91 　の1—17（文書75点）

A92 　の18—38（文書38点）

A93 　の39—42（文書25点）

A94 　お1—3（文書19点）

A95 　や1上（文書29点）
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A96 　や1下（文書41点）

A97 　や3—5（文書59点）

A98 　や7—13（文書9点）

A99 　や15—号外（文書33点）

A100 　ま2—6（文書6点）

A101 　ま7—16（文書25点）

A102 　ふ1—2上（文書72点）

A103 　ふ2下—3（文書52点）

A104 　ふ5—9（文書88点）

A105 　 1—38（文書46点）

A106 　 39—74（文書40点）

A107 　 75—113（文書40点）

A108 　 114—155（文書45点）

A109 　 1—8（文書36点）

A110 　 9—16（文書42点）

A111 　 17—22（文書37点）

A112 　 23—27上（文書28点）

A113 　 27下—32（文書46点）

A114 　て1—12（文書48点）

A115 　て13—19（文書54点）

A116 　て20—29（文書58点）

A117 　て30—42（文書・帳簿29点）

A118 　あ4—23（文書87点）

A119 　あ24—37（文書30点）

A120 　あ38—56（文書38点）

A121 　さ1—7上（文書40点）

A122 　さ7下—20（文書29点）

A123 　さ21—23（文書55点）

A124 　さ24—35（文書24点）

A125 　さ36—39（文書47点）

A126 　さ40—50下（文書50点）

A127 　さ50下—57（文書42点）

A128 　き1—37（文書38点）

A129 　ゆ1—9（文書31点）

A130 　ゆ10—13（文書29点）

A131 　ゆ14—21（文書38点）

A132 　め1—9（文書36点）

A133 　め10—19（文書40点）

A134 　め20—28（文書33点）

A135 　め29—40（文書36点）
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A136 　め41—50（文書48点）

A137 　み1—15（文書51点）

A138 　み16—29（文書61点）

A139 　み30—31（文書2点）

A140 　み32—48（文書72点）

A141 　し1—3（文書43点）

A142 　し4—5（文書37点）

A143 　し6（文書27点）

A144 　し7（文書26点）

A145 　し8（文書48点）

A146 　し9（文書・記録32点）

A147 　し10—12甲（文書47点）

A148 　し12乙—13（文書49点）

A149 　し14甲（文書29点）

A150 　し14乙—16（文書・記録29点）

A151 　ゑ1—10上（文書43点）

A152 　ゑ10下—16上（文書40点）

A153 　ゑ16下—23上（文書47点）

A154 　ゑ23下—29上（文書52点）

A155 　ゑ29下—37（文書51点）

A156 　ひ1—11（文書・絵図65点）

A157 　ひ12—23（文書55点）

A158 　ひ24—33（文書43点）

A159 　ひ34—43（文書・記録49点）

A160 　ひ44—46上（文書23点）

A161 　ひ46下—49（文書・帳簿28点）

A162 　ひ50—60（文書・絵図65点）

A163 　せ1—20（文書41点）

A164 　せ21—36（文書37点）

A165 　せ37—50（文書49点）

A166 　せ51—60（文書37点）

A167 　せ古文書1—16（文書27点）

A168 　せ太政官補任1—29（文書31点）

A169 　せ太政官補任30—55（文書26点）

A170 　せ武家御教書并達1—28（文書37点）

A171 　せ武家御教書并達29—64（文書37点）

A172 　せ武家御教書并達65—97（文書35点）

A173 　せ南朝文書2—28（文書24点）

A174 　せ足利将軍家下文 1—23（文書33点）

A175 　京1—15（文書37点）
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A176 　京16—24（文書45点）

A177 　京25—27上（文書・記録34点）

A178 　京27下（文書39点）

A179 　京28—37（文書52点）

A180 　京38—目録外（文書・系図51点）

A181 　イ1—24（文書70点）

A182 　イ25—45（文書37点）

A183 　イ46—69（文書36点）

A184 　イ70—97（文書49点）

A185 　イ98—127（文書51点）

A186 　イ128—148（文書47点）

A187 　ロ1—29（文書55点）

A188 　ハ1—12（文書41点）

A189 　ハ13—20（文書33点）

A190 　ハ21—35（文書39点）

A191 　ハ36—49（文書58点）

A192 　ハ50—59（文書52点）

A193 　ニ1—25（文書61点）

A194 　ニ26—56（文書59点）

A195 　ニ57—82（文書50点）

A196 　ニ83—100（文書40点）

A197 　ニ101—120（文書40点）

A198 　ニ121—141（文書40点）

A199 　ニ142—163（文書37点）

A200 　ニ164—187（文書65点）

A201 　ニ188—201（文書66点）

A202 　ホ1—20（文書54点）

A203 　ホ21—35（文書40点）

A204 　ホ36—55（文書43点）

A205 　ホ56—70（文書37点）

A206 　ト1—15（文書46点）

A207 　ト16—30（文書26点）

A208 　ト31—45（文書32点）

A209 　ト46—60（文書32点）

A210 　ト61—75（文書18点）

A211 　ト76—95（文書55点）

A212 　ト96—105（文書41点）

A213 　チ1—6（文書30点）

A214 　チ7—17（文書41点）

A215 　チ18—25（文書28点）
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A216 　チ26—29（文書41点）

A217 　チ30—38（文書56点）

A218 　リ1—13（文書40点）

A219 　リ14—23（文書53点）

A220 　リ24—34（文書51点）

A221 　リ35—46（文書37点）

A222 　リ47—60（文書34点）

A223 　リ61—72（文書36点）

A224 　ヌ1—12（文書45点）

A225 　ヌ13—22（文書34点）

A226 　ヌ23—27（文書53点）

A227 　ル1—8（文書52点）

A228 　ル9—24（文書31点）

A229 　ル25—29（文書35点）

A230 　ル39—37（文書33点）

A231 　ル38—47（文書42点）

A232 　ヲ1—13（文書44点）

A233 　ヲ14—19（文書33点）

A234 　ヲ20—32（文書42点）

A235 　ヲ33—34（文書5点）

A236 　カ1—10（文書31点）

A237 　カ12—19（文書39点）

A238 　カ20—28（文書42点）

A239 　カ29—40（文書39点）

A240 　カ41—50（文書42点）

A241 　カ51—58（文書43点）

A242 　ヨ1—12（文書31点）

A243 　ヨ13—21（文書47点）

A244 　ヨ22—36（文書37点）

A245 　ヨ37—40（文書46点）

A246 　ヨ41—53（文書45点）

A247 　タ1—16（文書23点）

A248 　タ17—29（文書41点）

A249 　レ1—12（文書39点）

A250 　レ13—19（文書49点）

A251 　レ20—31（文書43点）

A252 　レ32—49（文書37点）

A253 　レ50—57（文書41点）

A254 　ソ1—16（文書35点）

A255 　ソ17—29（文書51点）
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A256 　ツ1—10（文書49点）

A257 　ツ11—27（文書33点）

A258 　ツ28—34（文書42点）

A259 　ツ35—38（文書38点）

A260 　ツ39—46（文書41点）

A261 　ツ47—51（文書・絵図62点）

A262 　ツ52—61（文書40点）

A263 　ネ1—12（文書37点）

A264 　ネ25—31（文書49点）

A265 　ネ25—31（文書49点）

A266 　ナ1—14（文書60点）

A267 　ラ，ム1—5（文書16点）

A268 　ウ1—20（文書56点）

A269 　ウ21—34（文書39点）

A270 　ウ35—51（文書39点）

A271 　ウ52—70（文書38点）

A272 　ウ71—87（文書63点）

A273 　ヰ1—15（文書37点）

A274 　ヰ16—27（文書48点）

A275 　ヰ28—38（文書4点）

A276 　ヰ39—54（文書41点）

A277 　ヰ55—60（文書30点）

A278 　ノ1—8（文書53点）

A279 　ノ9—17（文書53点）

A280 　ノ18—33（文書32点）

A281 　ノ34—40（文書41点）

A282 　オ1—25（文書54点）

A283 　オ26—46（文書47点）

A284 　ク1（1）（帳簿1点）

A285 　ク1（2）（帳簿2点）

A286 　ク1（3）（帳簿1点）

A287 　ク1（4）（文書3点）

A288 　ク2—12（文書28点）

A289 　ヤ1—35（文書39点）

A290 　ヤ36—52（文書・記録45点）

A291 　ヤ53—62（文書10点）

A292 　マ1—20（文書38点）

A293 　マ21—38（文書40点）

A294 　マ39—60（文書33点）

A295 　マ61—80（文書35点）
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A296 　マ81—99（文書32点）

A297 　ケ1—7（文書40点）

A298 　ケ8—20（文書38点）

A299 　ケ21—42（文書35点）

A300 　ケ43—47（文書55点）

A301 　ケ48—58（文書39点）

A302 　ケ59—62（文書36点）

A303 　フ1—16（文書59点）

A304 　フ17—40（文書50点）

A305 　フ41—53（文書56点）

A306 　フ54—66（文書42点）

A307 　コ1—14（文書49点）

A308 　コ15—32（文書38点）

A309 　エ1—13（文書23点）

A310 　エ14—16（文書46点）

A311 　テ1—6（文書37点）

A312 　テ7—15（文書32点）

A313 　テ16—23（文書37点）

A314 　テ24—30（文書27点）

A315 　テ31—35（文書16点）

A316 　テ36（帳簿1点）

A317 　テ37—38（帳簿3点）

A318 　ア1—12（文書36点）

A319 　ア13—20（文書66点）

A320 　ア21—35（文書57点）

A321 　ア36—52（文書37点）

A322 　ア53—62（文書36点）

A323 　ア63—70（文書53点）

A324 　ア71—79（文書49点）

A325 　サ1—17（文書48点）

A326 　サ18—28（文書26点）

A327 　サ29—40（文書25点）

A328 　サ41—53（文書25点）

A329 　サ55—65（文書53点）

A330 　サ66—90（文書・帳簿42点）

A331 　サ91—97（文書・帳簿15点）

A332 　キ1—19（文書40点）

A333 　キ20—42（文書49点）

A334 　キ43—64（文書54点）

A335 　キ65—82（文書44点）
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A336 　ユ1—19（文書48点）

A337 　ユ30—34（文書40点）

A338 　ユ35（帳簿1点）

A339 　ユ49—65（文書33点）

A340 　ユ66—68（文書35点）

A341 　メ1—10（文書54点）

A342 　メ11—29（文書54点）

A343 　メ30—50（文書48点）

A344 　メ51—70（文書47点）

A345 　メ71—85（文書61点）

A346 　メ86—98（文書45点）

A347 　ミ1—8（文書58点）

A348 　ミ9—15（文書51点）

A349 　ミ16—31（文書51点）

A350 　ミ32—39（文書72点）

A351 　ミ40—47（文書57点）

A352 　ミ48—62（文書45点）

A353 　ミ63—80（文書52点）

A354 　ミ81—92（文書38点）

A355 　シ1—13（文書52点）

A356 　シ14—29（文書49点）

A357 　ヱ1—9（文書61点）

A358 　ヱ10—24（文書52点）

A359 　ヱ25—31（文書58点）

A360 　ヱ32—37（文書52点）

A361 　ヱ38—45（文書49点）

A362 　ヱ46—50（文書41点）

A363 　ヱ51—54（文書50点）

A364 　ヱ55—66（文書43点）

A365 　ヒ1—31（文書42点）

A366 　ヒ32—43（文書43点）

A367 　ヒ44—45（文書7点）

A368 　ヒ46—48（文書・系図42点）

A369 　ヒ49—54（文書37点）

A370 　ヒ55—65（文書47点）

A371 　ヒ66—68（文書37点）

A372 　モ1—9（文書35点）

A373 　モ10—21（文書31点）

A374 　セ1—20（文書50点）

A375 　セ21—37（文書57点）
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P95
9 龍谷大学本願寺史料研究所所蔵文書

A1～3 備前備中備後美作諸記　一～三　留役所
（3冊）

天保 2. 5～9.11 竪冊

A4 三備作諸記　四　留役所 天保 9.12～11.12 竪冊

A5～18 三備作州諸記　五～拾八　留役所（14
冊）

天保12. 1～弘化 4. 9 竪冊

A19 三備作諸記　十九　留役所 弘化 4. 9～嘉永元. 3 竪冊

A20・21 三備作州諸記　廿・廿壱　留役所（2冊） 嘉永元. 5 竪冊

A22～36 三備作諸記　廿二～三十六　留役所（15
冊）

嘉永 3. 6／文久 4. 2 竪冊

A37 三備作仮帳　三十七　留役所 元治元. 2～12 竪冊

A38～40 三備作諸記　卅八～四十　留役所（3冊） 慶応 2. 1～明治 3.12 竪冊

A41 三備作諸記　四拾壱　典簿 明治 4. 1～7 竪冊

A42～51 備後国諸記　一～五（5冊） 安永 8～文化 3.12 竪冊

A52～69 安芸国諸記　壱～拾（10冊） 安永 8. 1～安政 4.10 竪冊

A70～
120

安芸国諸記　三～五拾五（四拾七欠）留
役所（52冊）

天保 6. 1～明治 3.12 竪冊

A121 安芸国諸記　五十六　典簿 明治 4. 1～6 竪冊

A105 大衆列名記 竪冊

A122 〔山陽道末寺帳〕
※備後国・安芸国含む

竪冊

A123・
124

山陽道　播磨・美作・備前・備中・備後・
安芸・周防・長門

天保15. 1 竪冊

A125 備後国　三上郡・奴可郡・神石郡・恵蘇
郡・安那郡・深津郡・芦田郡・世羅郡

竪冊

A126 備後国　沼隈郡・御調郡・甲奴郡・三次
郡・三谿郡・品治郡

竪冊

A127 三備御帳外 宝暦11 竪冊

P95
10 龍谷大学図書館所蔵資料

A1～7 本山日報 明治 9～12 竪冊

A8～18 本山達書 明治13～22 竪冊

A19～23 本山月報 明治23～25 竪冊

A24～
36・196

本山録事 明治26～36・昭和13・14 竪冊

A44～
195

教海一瀾　1号～870号（欠号あり） 明治30～昭和14 教海雑誌社 刊

P95
11 八坂神社文書

京都府東山区の八坂神社（旧称は感神院・祇園社）に伝来した神社文書。平安時代から江戸時代に及ぶ。明治
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21年影写の『八阪神社文書』4冊と，明治43年影写の『建内文書』34冊から成る。後者は，祇園社社務執行
宝寿院（建内氏）に伝来した文書で，昭和5年に建内氏から八坂神社に寄進されたもの。これらのうち，安
芸・備後両国に関係するものは，『広島県史』古代中世資料編Vのp.765とp.936に収録されており，また，
『建内文書』は，『八坂神社文書』上・下（『八坂神社叢書』三・四，昭和14・15年）として刊行されている。な
お，この刊本には影写本『建内文書』に含まれていない文書も収録されている。
八坂神社文書のなかに見える安芸・備後の地名等には以下のものがある。
〔安芸〕 武清保 〔備後〕 小童保 典拠：『国史大辞典　14』（吉川弘文館）

A1～4 八阪神社文書　一～四（東大影写本）（文
書132点）

（平安～江戸期）

A5～38 建内文書　一～三十四（東大影写本）（文
書・記録・系図・記文1264点）

（平安～江戸期）

P95
12 龍光院文書

A1～15 水野記〔総目録・一～十九・附録上・中・
下〕（15冊）
※明和元年改

吉田秀元・平井良隆 竪冊

A16 〔水野記等送証文〕 5.20 大河原仙左衛門 一紙

A16 瑞源院建立略記 竪冊

P95
13 菊池武彦文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。京大医学部教授菊地武彦（血液学）が
昭和23年10月に原爆被害調査のため広島に旅行した際の日記ほか。

B1 広島原子爆弾被害調査第三回旅行 昭和20.10. 9～20 菊池武彦 冊

B2 〔旧京大原爆災害総合調査班員回想記集〕 昭和41

P95
14 清水栄文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。清水栄は昭和20年当時，京大理学部
講師，京都師管区の要請により広島調査を行った。その前後の日記。

B1 〔清水栄日記〕 昭和20. 7.8～9. 9 清水栄 冊

C2 〔清水栄日記〕 昭和20. 9.19～12.31 清水栄 冊

P95
15 脇坂行一文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。京大原爆災害調査班の一員として診
療研究活動を行った際の資料。

B1 広島市原子爆弾災害調査書 昭和20. 9.5～17

B1 班員出欠簿　中国軍管区原子爆弾災害調
査班

昭和20. 9 竪冊
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《大阪府》

P94
2 大阪市立大学附属図書館所蔵資料

A1 広島県自作農創設維持事業成績概況 昭和 5. 4 広島県内務部 刊

A2 農村状況調査書　第二輯 昭和 7. 9 広島県内務部農務課 刊

A10 広島市社会事業要覧 広島市役所社会課 刊

A8 健康保険事業要覧　昭和 9年度～11年
度

広島県警察部健康保険課 刊

A12 商店経営及び郷土産業　昭和十一年号 広島県立広島商業学校実業調査
部

刊

A6 融和事業要覧 昭和12. 3 広島県 刊

A5 時局農林対策施設概要 昭和14. 4 広島県経済部 刊

A3・4 休閑地解消成績　昭和十三年度 広島県経済部 刊

A6 融和事業要覧 昭和15. 3 広島県 刊

A7 広島県重要農産物増産施設助成要項（食
増特輯　5号）

昭和16. 8 広島県経済部農務課 刊

A9 広島県同和事業概要 昭和17. 3 広島県 刊

A11 中小商工業再編成ニ関スル資料（資料　
13号）

昭和17. 9 広島商工会議所 刊

P94
3 大阪府立中之島図書館所蔵資料

B1・2 広島商業会議所月報　55号～59号 大正15. 1～5 広島商工会議所 刊

B3～25 広島商工会議所月報　15巻7号～20巻9
号（15–9・20–2欠）

昭和10. 7～15. 9 広島商工会議所 刊

B26～43 経済統計月報　28号～98号（52～67欠）
〔以後広島経済統計月報と改題〕

昭和10. 5～昭和16. 3 広島商工会議所 刊

B43～47 広島経済統計月報　99号～125号 昭和16. 4～昭和18. 6 広島商工会議所 刊

P94
5 鴻池家文書

A34 松平安芸守様御加増御書附并被仰渡書附
入（2点）

一紙

A34 芸州御加増弐百俵御書附 明和 4.10.27 一紙

A34 阿部伊予守様　金弐百両御証文 宝暦13. 2 一紙

A34 阿部伊予守様　金千七百両御証文 明和元.12 一紙

A34 阿部伊予守様　興津様御裏印御証文 明和元～4 一紙

A34 厳嶋大鳥井書附銀請取　芸州屋敷 天明 5.10 一紙

A1 芸州御積書目録并御相対御掛合之控 宝暦11～明和 3 竪冊

A2 芸州御積目録并御相対御掛合之控 明和 4～安永 5 竪冊

A3 芸州御積目録并御相対御掛合之控 安永 6～寛政 8 竪冊

A4・5 芸州御積目録并御相対掛合之控 寛政 8～文化11 竪冊
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A6 芸州御積目録并御相対御掛合之控 文化11～文政10 竪冊

A7 芸州御用談扣 文政 8.10 竪冊

A8・9 芸州用談一件控　四 文政11～嘉永 3 竪冊

A10・11 芸州用談控　五 嘉永 3～6 竪冊

A12・13 芸州用談控　六 嘉永 7～安政 2 竪冊

A14・15 芸州用談控　七 安政 2～元治 2 竪冊

A16 芸州用談控　八 慶応 2～4 竪冊

A17 芸州札場用談書 嘉永 4・嘉永 5 竪冊

A18 芸州差引帳 明治 6. 1 蓬莱社 横長

A19 芸州為替帳 明治 6. 1 蓬莱社 横長

A20・21 芸州往復留（袋入） 明治 6. 2～10 蓬莱社 横長

A22 下書帳 明治 6. 1 横長

A23～29 東京大阪よりの送状　広島よりの送状　
壱綴

綴

A30 〔蓬莱社創立方法・蓬莱社規則・蓬莱社
事務章程・枝社規則〕

竪冊

A31 県庁ト為換方トノ約定書 蓬莱商社 竪冊

A32・33 必要請取書書類入　印形鍵入
※明治 5～7年営業関係史料

蓬莱社 竪冊

A35・36 〔証文類〕
※蓬莱社関係

一紙

A37 新旧公債証書買入有物数控 蓬莱社 竪冊

A37 口上覚 高木五兵衛代高木嘉十郎 竪冊

A37 算用書 横半

A37 預り金通 明治 4. 2 開商会社 一紙

A37 通 明治 6. 7 蓬莱社 横長

A37 広島出張　六海社用 横長

P94
6 日本紡績協会所蔵資料

D1 水車場一巻跡書 明治11. 4～明治13. 7 第三大区四小区上瀬野村 竪冊

B1 孝課状　第19回・第24回・第28回・第
31回

明治28下～明治34下 広島綿糸紡績株式会社 刊

B1 営業報告書　第32回 明治35 広島綿糸紡績株式会社 刊

B2・3 中国紡績株式会社報告　第4回～第11回 明治31～34 中国紡績株式会社 刊

B4 営業報告書　第6期 明治35 大阪合同紡績株式会社 刊

B5 孝課状　第11回・第15回～第20回（17
欠）

明治31～35 福山紡績株式会社 刊

B6 報告　第22回 明治36 福島紡績株式会社 刊

B7 報告書　第4回 大正 8 福山撚糸紡績株式会社 刊

B7～13 営業報告書　第5回～第40回 大正 8～昭和12 福山撚糸紡績株式会社 刊

B14・15 営業報告書　第1期～第8期 大正 8～12 関西紡績株式会社 刊
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A17 紡織月報　13号〔抄〕
※明治二十五年上半季間聯合綿糸紡績
会社営業実況一覧表

明治25. 7 刊

A17・18 大日本綿糸紡績同業聯合会報告　1号～
115号〔抄〕
※聯合各紡績会社営業実況一覧表

明治25.10～明治35. 4 大日本綿糸紡績同業聯合会

A18 大日本綿糸紡績同業聯合会月報　116号
～124号〔抄〕
※聯合各紡績会社営業実況一覧表

明治35. 5～明治36. 1 大日本綿糸紡績同業聯合会 刊

A18 大日本綿糸紡績同業聯合会月報〔抄〕
※日本綿糸紡績業年表・本邦紡績会社
沿革史略図

昭和17.10 大日本紡績聯合会 刊

B22～35 尾道商業会議所報〔昭和 3年より尾道商
工会議所報〕大正14年第3回～昭和 3年
第4回・17～48号（45欠）

大正14. 7～昭和10.12 尾道商業会議所（のち尾道商工
会議所）

刊

B16 各府県輸出重要品調査報告（岡山・広島・
山口・島根・鳥取）〔抄〕

明治40. 2 農商務省商工局 刊

B16 各府県重要商品調査報告（島根・鳥取・
岡山・広島・山口）〔抄〕

明治44.11 農商務省商工局 刊

D2 朝鮮総督府統計書〔抄〕
※現住戸口職業別・通漁者県別・海外
渡航

明治43～昭和12 刊

P94
8 朝日新聞大阪本社所蔵資料

D1～70 大阪朝日新聞（広島版） 大正 4.10～昭和15. 8 大阪朝日新聞社 刊

D70～
111

朝日新聞（広島版） 昭和15. 9～昭和31. 6 朝日新聞大阪本社 刊

P94
9 浅田常三郎文書

『広島県史』原爆資料編編纂のため収集した資料で，一部は同書所収。海軍の依頼により8月10・11日に広
島の被害状況を調査した大阪大学理学部浅田常三郎の日記ほか。

D1 〔浅田常三郎メモ〕〔抄〕 昭和20 浅田常三郎 冊

D1 広島原子爆弾災害報告 昭和20.11.15 大阪調査団々員　阪大教授浅田
常三郎他

刊

P94
11 三宅家文書

法道寺文書（P94／12）と本来は一体のもの。法道寺文書の項を参照のこと。

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 備後国安那郡御領村下分給地坪付（1号） 天正10.11.19 横山四郎右衛門尉他→宝童寺 折紙

A1 備後国安那郡御領村上下分給地坪付（2
号）

天正13.10.15 羽仁加賀守他→宝憧寺 継

A1 左馬允家盛付物村外二村知行付立（3号） 天正19. 7.20 左馬允家盛→谷田太郎兵衛 竪紙

A1 左馬允家盛まかり村外二村知行付立（4
号）

左馬允家盛→谷田太郎兵衛 切紙
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A1 〔法道寺由緒〕 竪紙

A1 〔法道寺由緒〕 元文 4. 2 法道寺 竪紙

A1 由来書上帳ひかえ 元文 2. 7 法道寺 竪冊

A1 〔家作方位図〕 図

P94
12 法道寺文書

安那郡御領村（福山市神辺町下御領）にあった修験寺院法道寺（宝童寺・宝憧寺）に伝来した寺院文書。戦国時
代から江戸時代に及ぶ。三宅家文書（P94／11）とは本来一体のものと思われるが，従来から別に扱われて
いる。法道寺は，寺伝によれば，宝治年中，後深草天皇の時代に三条右大臣藤原法道という人が創建し，愛
宕山華蔓院と号したという。戦国期には神辺城主杉原氏と関わりを持ち，寺領を寄進され，また杉原氏の家
中山伏司にもなっている。江戸時代のものは，寺伝や由緒書のほかに，松平河内守（定頼）が水野美作守（勝
俊）にあてた書状など，水野氏に関するものが数通ある。戦国期の文書のみ『広島県史』古代中世資料編IV
（p.928）に収録されている。 典拠：『広島県史』古代中世資料編IV

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 杉原盛重寄進状（1号） 永禄 3. 8.19 杉原盛重→法鐘寺 折紙

A1 阿部豊後守・松平伊豆守連署書状 9.18 阿部豊後守・松平伊豆守→水野
美作守

折紙

A1 杉原景保書状（4号） 天正12. 9.18 杉原景保→ほうとうし 竪紙

A1 杉原盛重山伏司補任状（2号） 永禄 7. 4.27 杉原盛重→宝憧寺 竪紙

A1 一志局書状（5号） 天正12. 9.18 竪紙

A1 松平河内守書状（3通） 5. 7 松平河内守→水野美作守 折紙

A1 杉原元盛山伏司安堵状（3号） 天正10. 6.10 杉原元盛→山伏宝同寺 折紙

A1 松平河内守書状 3.16 松平河内守→水野美作守 折紙

A1 水野日向守書状 7.24 水野日向守→讃岐守 継

《兵庫県》

P94
7 神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター所蔵資料

A1～9 営業報告書　第11期～第48期 大正14～昭和18 芸備銀行 刊

A8・9 株主氏名及持株表　第46期末現在～第
48期末現在

昭和18～19 芸備銀行 刊

A10～16 営業報告　第7期～第42期（8・15・23
欠）

明治31～大正 4 広島貯蓄銀行 刊

A16・17 営業報告書　第45期～第53期 大正 6～10 広島貯蓄銀行 刊

A17 営業報告書　第54期 大正10 広島産業銀行 刊

A18 第一期業務報告書 昭和19. 5 広島共同証券株式会社 刊

A19～22 営業報告書　第80回～第98回（96欠） 昭和 8～17 広島株式取引所 刊

A23～32 営業報告書　第1回～第52回 明治45～昭和12 芸備鉄道株式会社 刊

A33・34 報告書　第4回～第12回（7欠） 明治44～大正 4 広島電気軌道株式会社 刊

A35～37 報告書　第30回～第45回 明治45～大正 8 広島呉電力株式会社 刊
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A38～47 営業報告書　第1回～第42回 大正10～昭和17 広島電気株式会社 刊

A47 清算事務報告書　第1回 昭和17. 6以後 広島電気株式会社 刊

A48・49 事業報告書　第46回～第53回 大正 4～8 広島電燈株式会社 刊

A50・51 営業報告書　第28回～第37回 大正 2～6 備後水力電気株式会社 刊

A52 決算報告書　第5回～第9回 大正 3～5 両備軽便鉄道株式会社 刊

A53・54 営業報告書　第10回～第26回 大正 5～13 両備軽便鉄道株式会社 刊

A55 決算報告書　第27回～第34回 大正14～昭和 3 両備軽便鉄道株式会社 刊

A56～59 報告書　第1回～第15回 明治43～大正 6 広島瓦斯株式会社 刊

A56～63 報告書　第16回～第34回（28・29欠） 大正 6～15 広島瓦斯電軌株式会社 刊

A64～71 営業報告書　第35回～第64回（38欠） 昭和元～16 広島瓦斯電軌株式会社

A72 営業報告書　第65回～第77回（71・75・
76欠）

昭和16～22 広島瓦斯株式会社 刊

B1 実際考課状　第19回・第24回 明治28・31 広島綿糸紡績株式会社 刊

A73 営業報告書　第28回～第31回 明治33～35 広島綿糸紡績株式会社 刊

P94
10 渋谷家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編IVにおける文書番号

A1 毛利輝元書状（1号） 天正10. 5.11 毛利輝元→粟屋就秀 竪紙

A1 毛利輝元安堵状（2号） 天正18. 4. 3 毛利輝元→二宮就辰・佐世元嘉 竪紙

A1 毛利輝元書状（3号） 2. 6 毛利輝元→二宮就辰 竪紙

A1 毛利輝元書状（4号） 10.13 毛利輝元→二宮就辰 竪紙

A1 毛利輝元書状（5号） 8. 6 毛利輝元→正法寺・思潮 竪紙

A1 毛利輝元書状（6号） 8.23 毛利輝元→粟屋元真 竪紙

A1 毛利輝元書状（7号） 2.30 毛利輝元→粟屋就秀 竪紙

A1 毛利輝元書状（8号） 11.22 毛利輝元→粟屋就秀 竪紙

A1 毛利氏奉行人書状（9号） 2.18 佐世元嘉→渋谷与右衛門尉 折紙

A1 毛利氏奉行人書状（10号） 3. 2 佐世元嘉→渋屋与右衛門尉 切紙

A1 某書状（11号） 9.10 　→渋屋与右衛門尉 切紙

A1 毛利氏奉行人書状（12号） 天正16. 3. 2 二宮就辰→黒杭次郎右衛門尉渋
谷与右衛門尉

切紙

A1 毛利氏奉行人連署書状（13号） 天正16.閏5.24 二宮就辰・佐世元嘉→渋谷与右
衛門尉

折紙

A1 毛利氏奉行人鍛預ケ状（14号） 天正17. 4.15 二宮就辰→渋谷与右衛門 切紙

A1 毛利氏奉行人書状（15号） 天正18. 9.16 二宮就辰→渋屋与右衛門 切紙

A1 毛利氏奉行人連署書状（16号） 慶長元.11. 8 少林寺周澄・山田吉兵衛元宗→
成立寺

折紙

A1 毛利氏奉行人書状（17号） 8. 6 思潮→渋屋与右衛門尉 折紙

A1 毛利氏奉行人書状（18号） 8.17 二宮就辰→渋谷与右衛門尉 折紙

A1 木原元定書状（19号） 3.14 木原元定→渋谷与右衛門尉 折紙

A1 毛利氏奉行人連署書状（20号） 11.20 二宮就辰・佐世元嘉→渋谷与右
衛門尉

折紙

885



兵庫県／渋谷家文書（P94�10） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A1 毛利氏奉行人書状（21号）
※以上13通1巻に収める

7. 9 二宮就辰→渋与右 切紙

A1 毛利氏奉行人書状（22号） 慶長2. 4.20 堅田元慶→渋谷与右衛門尉 折紙

A1 堅田元慶書状（23号） 10.15 堅田元慶→渋谷与右衛門

A1 毛利氏奉行人書状（24号） 6. 4 堅田上卿→渋屋与右衛門 一紙

A1 毛利氏奉行人書状（25号） 5. 6 堅田元慶→渋谷与右衛門 折紙

A1 毛利氏奉行人書状（26号） 文禄 4.11. 5 山田元宗→渋屋与右衛門尉 折紙

A1 毛利氏奉行人書状（27号）
※以上6通1巻に収める

6.24 二宮就辰→渋谷与右衛門 折紙

A2 毛利氏奉行人連署書状（28号） 9.15 粟屋元秀・同元連→渋谷与右衛
門尉

竪紙

A2 毛利氏奉行人連署書状（29号） 10.15 粟屋元秀他→渋屋与右衛門尉 折紙

A2 細孫兵元可書状（30号） 2.27 細孫兵元可→渋屋与右衛門尉 折紙

A2 児玉就英書状（31号） 6. 3 児玉就英→渋谷与右衛門尉 折紙

A2 毛利氏奉行人連署書状（32号） 11.20 二宮就辰・佐世元嘉→渋谷与右
衛門尉

折紙

A2 毛利氏奉行人書状（33号） 12.12 二宮就辰→渋谷与右衛門 折紙

A2 毛利氏奉行人連署書状（34号）
※以上7通1巻に収める

7.10 二宮就辰・佐世元嘉→渋与右 折紙

A2 佐甲隼人助渡状（35号） 文禄 5. 2.20 佐甲隼人助→渋屋谷与右衛門尉 切紙

A2 毛利氏所務役人連署渡状（36号） 慶長2. 4.20 稲田対馬守他→渋谷与右衛門尉 切紙

A2 毛利氏所務役人連署渡状（37号） 慶長2. 9.24 稲田対馬守他→渋谷与右衛門尉 切紙

A2 毛利氏所務役人連署請取状（38号） 慶長2. 9.24 稲田対馬守他→渋谷与右衛門尉 切紙

A2 橋本弥右衛門請取状（39号） 文禄 2. 3.10 橋本弥右衛門→しふ屋与衛門尉 切紙

A2 田中佐渡守送状（40号） 慶長5. 9.13 田中佐渡守→蔵田与三兵衛 切紙

A2 相仁右請取状（41号） 文禄 2.？.18 相仁右→渋与右 切紙

A2 橋本弥右衛門請取状（42号） 文禄 2. 3.10 橋本弥右衛門→しふ屋与衛門尉 切紙

A2 船頭孫兵衛請取状（43号） 文禄 2.？.11 船頭孫兵衛→渋屋与右衛門 切紙

A2 久藤某請取状（44号） 慶長5. 9.19 久藤某→田中佐渡守 切紙

A2 某請取状（45号） 天正18. 8.18 　→渋与三 切紙

A2 かや五右衛門請取状（46号）
※以上12通1巻に収める

慶長5. 9.23 かや五右衛門→渋与右 切紙

A2 毛利氏奉行人連署打渡状（47号） 天正19.12. 7 二宮就辰他→渋谷与右衛門尉 継

A2 備後国沼隈郡神村打渡坪付（48号） 慶長5. 2.24 福原就理・内藤元栄→渋谷与右
衛門尉

継

A2 備後国沼隈郡新庄打渡坪付（49号） 慶長5. 3.12 竹内平兵衛他→渋谷与右衛門尉 継

A3 備後国沼隈郡新庄打渡坪付（50号） 慶長5. 9.11 竹内平兵衛他→渋谷与右衛門尉 継

A3 備後国沼隈郡新庄つる木浦田畠書抜帳
（51号）

慶長5. 9.11 継

A3 渋谷家伝来什物目録 文久 2.12 継

A4 備後国沼隈郡新庄つる木畠方定徳分名寄
帳（52号）

慶長5. 9.11 継

A4 備後国沼隈郡信谷畠方書抜帳（53号） 慶長5. 9.11 継
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A4 備後国沼隈郡津郷之内郷分打渡坪村（54
号）

慶長5. 4.27 竹内平兵衛→渋谷与右衛門 継

A4 備後国深津郡下岩成打渡坪村（55号） 慶長5. 2. 7 三輪元徳他→渋屋与右衛門尉 竪紙

A4 備後国品治郡上岩成村打渡坪村（56号） 慶長5. 2. 7 羽仁美濃守他→渋谷与右衛門尉 継

A4 備後国品治郡岩成庄打渡坪村（57号）
※他2点

天正13. 7.27 二宮太郎右衛尉他→渋谷与右衛
門尉

継
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中国

《島根県》

P97
7 出雲大社文書

島根県出雲市大社町にある出雲大社（旧称杵築大社）に伝来した神社文書。明治29年の影写。天正19年（1591）
12月に毛利輝元が発給した「杵築両国造定」以外は江戸時代のものである。

A1 出雲大社文書（東大影写本）（文書21点）

P97
40 阿羅波比神社文書

島根県松江市外中原町にある阿羅波比神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は安土・桃山期～
江戸期。文書の発給者として見えるのは毛利元秋など。

A1 阿羅波比神社文書（東大影写本）（文書・記文 6点）

P97
41 安国寺文書

島根県松江竹矢町にある臨済宗安国寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は南北朝期～安土・桃
山期。安国寺はもと円通寺と称していたが，足利尊氏の一国一安国寺建立によって康永4年（1345）安国寺と
定められた。文書の発給者として見えるのは，足利直義・足利義満ほか室町幕府の管領，出雲国守護京極
氏，尼子氏，吉川広家等である。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.420）に収録されている。

典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 安国寺文書（東大影写本）（文書13点） （南北朝～戦国期）

P97
8 内神社文書

島根県松江市大垣町にある内神社の宮司家原氏に伝来した神社文書。影写本の表題は『家原文書』。明治27
年の影写。年代は南北朝期～安土・桃山期。『新修島根県史』史料篇１古代・中世（p.424）に収録されている。

A1 家原文書（東大影写本）（文書7点） （南北朝～安土・桃山期）

P97
9 井戸神社文書

島根県大田市大森町にある井戸神社に伝来した文書。明治43年の影写。享保18年の井戸平左衛門正明から
井戸内蔵助に宛てた書状。

A1 井戸神社文書（東大影写本）（文書1点） 享保18
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P97
10 揖夜神社文書

島根県松江市東出雲町揖夜にある揖夜神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は鎌倉期～安土・
桃山期。同神社別火職の大宅氏に関するものが多い。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.385）に収録
されている。 典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 揖屋神社文書（東大影写本）（文書8点）（鎌倉～安土・桃山期）

P97
11 宇受賀神社文書

島根県隠岐郡海士町宇受賀にある宇受賀神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は鎌倉期～江
戸期。

A1 宇受賀神社文書（東大影写本）（文書・記
録7点）

（鎌倉～江戸期）

P97
12 雲樹寺文書

島根県安来市清井町にある臨済宗妙心寺派雲樹寺に伝来した寺院文書。明治29年の影写。年代は南北朝期
～江戸期に及ぶ。雲樹寺は鎌倉末期の創建。後醍醐天皇や後村上天皇の帰依を受け，一時は山陰随一の禅刹
であった。寺領や課役免除関係の文書が多い。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.414）に収録されて
いる。 典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 雲樹寺文書（東大影写本）（文書47点） （南北朝～江戸期）

P97
13 小野家文書

島根県簸川郡大社町日御碕（現出雲市）の日御碕神社の宮司（検校）小野家に伝来した文書。明治29年の影写。
年代は鎌倉期～江戸期。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.314）に収録されている。

A1～3 小野文書　一～三（東大影写本）（文書
117点）

（鎌倉～江戸期）

P97
14 蔭凉寺文書

島根県仁多郡奥出雲町三沢の蔭涼寺（いんりょうじ，臨済宗，もとの名は妙厳寺）に伝来した文書。明治27年の
影写。蔭涼寺は三沢郷の地頭三沢氏代々の菩提所であった。文書の年代は安土・桃山期～江戸期。三沢為
清・同為・安国寺恵瓊の書状などがある。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.476）に 1点だけ収録さ
れている。 典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 蔭凉寺文書（東大影写本）（文書11点） （安土・桃山～江戸期）

P97
15 鰐淵寺文書

島根県平田市別所町の天台宗鰐淵寺に伝来した寺院文書。明治29年～昭和30年の影写。年代は鎌倉期～江
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戸期に及ぶ。鰐淵寺の創建は古く推古朝と伝えられ，平安時代になって天台宗に改宗したという。のち神仏
習合により杵築大社（出雲大社）との関係が生じた。戦国期には毛利元就の深い帰依を受けている。活字に
なったものとしては曽根研三編『鰐淵寺文書の研究』があり，大部分の文書が収められている。 典拠：『島
根県大百科事典　上』

A1～12 鰐淵寺文書　一～十二（東大影写本）（文
書・記録423点）

（平安～江戸期）

P97
16 覚融寺文書

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩にある臨済宗妙心寺派覚融寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は戦
国期～安土・桃山期。覚融寺はもと三沢郷にあり，地頭三沢氏と関係の深い寺であったが，三沢為清によっ
て亀嵩に移された。影写されている文書はすべて三沢為清・為虎が発給したもの。『新修島根県史』史料篇1
古代・中世（p.454）に収録されている。 典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 覚融寺文書（東大影写本）（文書5点） （戦国～安土・桃山期）

P97
17 甘南備寺文書

島根県邑智郡桜江町坂本（江津市）にある真言宗甘南備寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は室
町期。ただし文書はすべて写しである。

A1 甘南備寺文書（東大影写本）（文書4点）（室町期）

P97
18 康国寺文書

島根県平田市国富町にある臨済宗妙心寺派康国寺に伝来した寺院文書。昭和15年の影写。応永27年（1420）
の聖徒明麟置文が 1点のみである。この文書については，『島根県大百科事典』（上）に「康国寺の紙本墨書
聖徒明麟置文」として立項されている。

A1 出雲康国寺文書（東大影写本）（文書1
点）

応永27. 2

P97
19 迎接寺文書

島根県松江市八幡町にある真言宗迎接寺（こうじょうじ）に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は南
北朝～安土・桃山期。迎接寺は平浜八幡宮の別当寺群のひとつで，唯一現存する寺。文書は迎接寺のほか，
平浜八幡宮に関係した諸寺（宝光寺等）の寺領に関するもの。この文書は，『新修島根県史』史料篇1 古代・
中世（p.377）に収録され，また『島根県大百科事典』（上）に「迎接寺の紙本墨書迎接寺文書」として立項さ
れている。 典拠：『島根県大百科事典　上』・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 迎接寺文書（東大影写本）（文書・記文
13点）

（南北朝～戦国期）

P97
20 西宗寺文書

島根県松江市上東川津町にある浄土真宗の西宗寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。天正11年（1583）
に多賀元忠が教音坊に宛てて発給した文書 1通のみである。
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A1 西宗寺文書（東大影写本）（文書1点） 天正11. 1.21

P97
21 西念寺文書

島根県迩摩郡温泉津町（大田市）にある浄土宗西念寺に伝来した寺院文書。昭和 3年の影写。文書は西念寺
然休陳状 1通のみである。

A1 石見温泉津西念寺文書（東大影写本）（文書1点）

P97
22 佐太神社文書

島根県松江市鹿島町佐陀宮内にある佐太神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は大体戦国期。
『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.462）に佐太神社文書として収録されている文書とは全く一致し
ない。

A1 佐太神社文書（東大影写本）（文書4点）（南北朝～安土・桃山期）

P97
23 城安寺文書

島根県能義郡広瀬町富田（現安来市）にある臨済宗城安寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。天正 8年
（1580）と 9年（1581）の足利義昭御判御教書である。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.474）に天正 8
年のもののみが収録されている。

A1 成安寺文書（東大影写本）（文書2点） 天正 8・天正 9

P97
24 成相寺文書

島根県松江市荘成町にある真言宗成相寺に伝来した寺院文書。昭和 4年の影写。年代は戦国期（すべて永正年
間）。成相寺は佐太神社の別当職に任じられていた寺。戦国期には尼子氏・毛利氏などの祈願所として保護
された。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.426）に収録されている。

典拠：圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 出雲成相寺文書（東大影写本）（文書4
点）

永正 7・永正 9

P97
25 晋叟寺文書

島根県仁多郡奥出雲町横田にある曹洞宗晋叟寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は南北朝期～
安土・桃山期。晋叟寺は三沢為忠の菩提所であった。文書は寺領の寄進や安堵に関するものが多い。『新修
島根県史』史料篇1 古代・中世（p.451）に収録されている。 典拠：『島根県大百科事典　上』

A1 晋叟寺文書（東大影写本）（文書15点） （南北朝～戦国期）
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P97
26 須衛都久神社文書

島根県松江市西茶町にある須衛都久神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は安土・桃山期～江
戸初期。

A1 須衛都久神社文書（東大影写本）（文書5
点）

（安土・桃山～江戸期）

P97
27 清水寺文書

島根県安来市清水町にある天台宗清水寺に伝来した寺院文書。大正 7年の影写。年代は戦国期～江戸期。清
水寺の創建は古く，平安末期には山陰屈指の天台密教の道場となっていたらしい。戦国期には尼子・毛利両
氏の戦火に逢い衰微した。文書には，尼子氏や毛利元就・毛利輝元・吉川元春・小早川隆景らの発給したも
のがいくつか含まれる。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.458）に中世までの文書が収録されている。

典拠：圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 清水寺文書（東大影写本）（文書・記録
35点）

（戦国～明治期）

P97
28 千手院文書

島根県松江市石橋町にある真言宗千手院に伝来した寺院文書。明治27年の影写。千手院はもと金胎寺とい
い，富田城下にあったが，松江城築城とともに移建される。文書は永禄 8年（1565）に尼子氏から観音寺に寺
領を還付したものが 1通のみである。 典拠：圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 千手院文書（東大影写本）（文書1点） 永禄 8. 9

P97
29 総光寺文書

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩にある曹洞宗総光寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は室町期～江
戸期。総光寺は出雲最古の曹洞宗寺院で，開祖は三沢郷地頭三沢氏の嫡子といわれる不見明見。三沢氏が亀
嵩に築城したころ現在地に移る。三沢氏歴代の墓所がある。文書は開祖明見の譲り状など。『新修島根県史』
史料篇1 古代・中世（p.443）に文書の一部が収録されている。典拠：『島根県大百科事典　上』・圭室文雄編
『日本名刹大事典』

A1 総光寺文書（東大影写本）（文書・記文 9
点）

（室町～江戸期）

P97
30 焼火神社文書

島根県隠岐郡西ノ島町美田にある焼火神社に伝来した神社文書。大正元年の影写。永禄 6年（1563）と天正
13年（1585）の社領寄進状である。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.529）に収録されている。

A1 焼火神社文書（東大影写本）（文書2点）（戦国～安土・桃山期）

P97
31 武明八幡宮文書

島根県邑智郡川本町三原にある武明八幡宮に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。
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武明八幡宮は小笠原氏の祈願所であり，小笠原氏から発給された文書が多い。『新修島根県史』史料篇1 古
代・中世（p.477）に一部が収録されている。 典拠：『日本地名大辞典32　島根県』

A1 武明八幡宮文書（東大影写本）（文書29
点）

（鎌倉～江戸期）

P97
32 富田八幡宮文書

島根県能義郡広瀬町広瀬（現安来市）にある富田八幡宮に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代はいず
れも永禄12年（1569）。 2通とも天野貴重と進藤就勝が連署して出した文書で，宛先を欠いている。 1通は，
竹矢文書として『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.448）に収録されている。

A1 富田八幡宮文書（東大影写本）（文書2
点）

永禄12

P97
33 日御碕神社文書

島根県簸川郡大社町日御碕（現出雲市）にある日御碕神社に伝来した神社文書。明治29～昭和29年の影写。
年代は鎌倉期～江戸期。一部は，『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.275）に収録されている。

A1～10 日御碕神社文書　一～九・元・亨・利・
貞（東大影写本）（文書・記録・帳簿・銘
文・書蹟437点）

（鎌倉～江戸期）

P97
34 平田家文書

島根県邑智郡川本町田窪の平田家に伝来した武家文書。明治27年の影写。年代は戦国期～安土・桃山期。
平田氏は小笠原氏の家臣で，小笠原氏の没落後，田窪村に帰農した。文書は，小笠原長雄から発給されたも
のが多い。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.495）に一部が収録されている。また『島根県大百科事
典』（下）に「平田家文書」として立項されている。 典拠：『島根県大百科事典　下』

A1 平田文書（東大影写本）（文書18点） （戦国～安土・桃山期）

P97
35 平浜八幡宮文書

島根県松江市八幡町にある平浜八幡宮に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は鎌倉期～室町期。平
浜八幡宮は，出雲国にあった石清水八幡宮の別宮（出雲八所八幡宮）のひとつ。『新修島根県史』史料篇1 古
代・中世（p.374）に青木文書として収録されている。 典拠：『島根県大百科事典　下』

A1 平浜八幡宮文書（東大影写本）（文書6
点）

（鎌倉～戦国期）

P97
36 宝照院文書

島根県松江市外中原にある天台宗宝照院に伝来した文書。明治27年の影写。文書は，寛永 2年（1625）の松
江藩主堀尾忠晴敬白願文が 1点のみである。

A1 宝照院文書（東大影写本）（文書1点） 寛永 2. 8
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P97
37 万福寺文書

島根県益田市東町にある時宗万福寺に伝来した寺院文書。明治27年の影写。年代は南北朝期～戦国期。万
福寺は，もと天台宗安福寺と号していたが，時宗として再興され，応安 7年（1374）に益田兼見によって現在
の地に移され現在の寺号に改めた。文書は益田兼見・益田尹兼・益田藤兼らの発給したものである。 5通の
うち， 3通の宛先は末寺の荘厳寺である。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.490）に一部の文書が収
録されている。 典拠：圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 万福寺文書（東大影写本）（文書5点） （南北朝～戦国期）

P97
38 妙義寺文書

島根県益田市七尾町にある曹洞宗妙義寺に伝来した寺院文書。昭和16年の影写。年代は室町期～安土・桃
山期。妙義寺は七尾城主益田氏の菩提寺で，文書には，益田兼見・益田藤兼・益田元祥らの発給したものが
含まれている。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.490）に一部の文書が収録されている。

典拠：『島根県大百科事典　下』

A1 妙義寺文書（東大影写本）（文書12点） （室町～安土・桃山期）

P97
39 物部神社文書

島根県大田市川合町にある物部神社に伝来した神社文書。明治27年の影写。年代は戦国期～安土・桃山期。
物部神社はもと石見国の一宮。文書は，大内義隆の寄進状や，毛利元就・毛利隆元・毛利輝元らの発給した
ものである。『新修島根県史』史料篇1 古代・中世（p.508）に収録されている。

典拠：『国史大辞典　13』（吉川弘文館）

A1 物部神社文書（東大影写本）（文書6点）（戦国～安土・桃山期）

P97
68 小笠原文書（島根大学附属図書館所蔵）

島根県大田市五十猛町（旧迩摩郡磯竹村）の林家に伝来した小笠原氏関係の武家文書。現在，原本は島根大学
附属図書館の所蔵となっている。昭和28年の影写。年代は戦国期～安土・桃山期。文書の内容は，石見の小
笠原氏が大内・尼子・毛利氏等から受け取った文書や，小笠原氏が大嶋氏や横道氏らの家臣に宛てて発給し
た文書などである。この文書は，井上寛司氏によって翻刻と解説がなされている（『山陰地域史研究』伝統文化
第 2号，1986.3）。井上氏によると，この林氏旧藏の小笠原文書は原本ではなく写しであるという。

典拠：井上寛司「島根大学附属図書館架蔵石見小笠原文書について」（『山陰地域史研究』伝統文化第 2号，

1986.3）

A1 小笠原文書（東大影写本）（文書・系図
27点）

《岡山県》

P97
1 岡山大学農業生物研究所所蔵資料

A44 全国煙草一覧〔抄〕 明治30. 5 刊
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A36 稲田経済調査〔抄〕 全国農事会 刊

A41 日本地産統計〔抄〕 明治39. 4 恒藤規隆 刊

A25 農作物累年統計表　稲 明治14～昭和29 農林省農林経済局統計調査部 刊

A8 時局ニ於ケル農事奨励施設及成績〔抄〕 明治38. 1 農商務省農務局 刊

A70 地方資料　第1編～第16編（2欠）〔抄〕 明治40. 2・明治40. 3 内務省地方局 刊

A53 産業組合監督奨励ニ関スル規程竝施設ノ
状況（農務彙纂　第三）〔抄〕

明治42. 9 農商務省農務局 刊

A37 地主ト小作人〔抄〕 明治42.12 農商務省農務局 刊

A53 郡市町村農会事例（農務彙纂　第十六）
〔抄〕

明治43.11 農商務省農務局 刊

A31 漁業ト森林トノ関係調査〔抄〕 明治44. 3 農商務省水産局 刊

A38 道府県主要作物改良奨励方法概要〔抄〕 明治44. 3 農商務省農務局 刊

A53 本邦産牛馬組合要覧（農務彙纂　第二
十）〔抄〕

明治45. 2 農商務省農務局

A54 農家副業ニ関スル調査（農務彙纂　第三
十二）

大正元. 9 農商務省農務局 刊

A54 畜牛業ニ関スル共同経営ノ方法及成績
（農務彙纂　第三十五）〔抄〕

大正元. 9 農商務省農務局 刊

A52 自治的農事機関の事績〔抄〕 大正元.10 茨城県農会 刊

A51 三重県地主団中国九州視察録〔抄〕
※模範村広村

大正 2. 5 三重県農会 刊

A54 本邦産牛馬組合要覧　第二次（農務彙纂
　第四十二）〔抄〕

大正 2. 8 農商務省農務局 刊

A43 日本主要農作物耕種要綱〔抄〕 大正 2.11 農商務省農務局 刊

A54 小作慣行ニ関スル調査資料（農務彙纂　
第四十四）

大正 2.12 農商務省農務局 刊

A55 薄荷ニ関スル調査（農務彙纂　第四十
八）

大正 3. 4 農商務省農務局 刊

A24 道府県畜産主任官及種畜場長協議会要録
〔抄〕

大正 3. 7 農商務省農務局 刊

A48～50 広島県米穀検査成績　第1輯 大正 3.12 広島米穀検査所 刊

A21 耕地整理諮問会要録〔抄〕 大正 4. 3 農商務省農務局 刊

A9 米券倉庫視察報告〔抄〕 大正 4. 9 台湾総督府民政部財務局 刊

A55 農業倉庫ニ関スル調査（農務彙纂　第五
十五）

大正 4.10 農商務省農務局 刊

A55 地主ノ農事ニ関スル施設事例（農務彙纂
　第五十九）

大正 5. 6 農商務省農務局 刊

A43 日本主要農作物耕種要綱〔抄〕 大正 6. 9 農商務省農務局 刊

A33 農業倉庫事例〔抄〕 大正 6.12 農商務省農務局 刊

A17 第二回農業倉庫主任官協議会要録〔抄〕 大正 8. 1 農商務省農務局 刊

A23 小作争議ニ関する調査　其ノ一〔抄〕 大正11. 7 農商務省農務局 刊

A29 地方山村林業経済調査書（山林彙報臨時
増刊）〔抄〕

大正13. 3 農商務省山林局 刊

A21 道府県耕地ノ改良及拡張事業ノ概況〔抄〕 大正14. 7.18 農林省農務局 刊

A56・57 小作調停年報　第一次・第二次〔抄〕〔以
後小作年報と改題〕

農林省農務局 刊

895



岡山県／岡山大学農業生物研究所所蔵資料（P97�1） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A58・59 小作年報　第3次・第4次〔抄〕 農林省農務局 刊

A60～69 小作年報　昭和 3～12（5・11欠）〔抄〕 農林省農務局 刊

A71～88 芸備農報　396号・402号～474号・598
号～600号

大正15～昭和18 広島県農会 刊

A20 農業労働者事情概要 大正期 農林省農務局 刊

A47 内地主要産地に於ける柑橘調査〔抄〕 昭和 2. 6 台湾総督府殖産局 刊

A22 第四回地方小作官会議ニ於ケル諮問事項
ニ対スル答申要録〔抄〕

農林省農務局 刊

A23 小作争議の概況〔抄〕 昭和 2年頃 農林省農務局 刊

A22 第五回地方小作官会議ニ於ケル諮問事項
ニ対スル答申要録〔抄〕

農林省農務局 刊

A10 自作農地創設維持ニ関スル参考資料〔抄〕 昭和 3. 8 農林省農務局 刊

A42 小作争議に関する調査〔抄〕 昭和 3.11 日本勧業銀行調査課 刊

A16 農家生産物需給並共同出荷状況調査〔抄〕 昭和 4.12 帝国農会 刊

A32 農業共同経営調査書〔抄〕 昭和 5. 3 帝国農会 刊

A45 地方産米に関する調査〔抄〕 昭和 5. 3 農林省農務局 刊

A18 農家小組合ニ関スル調査〔抄〕 昭和 5. 3 農林省農務局 刊

A7 広島県に於ける最新藺草栽培法竝畳表製
織法

昭和 5. 6 広島県立農事試験場千年藺草原
苗圃・金江藺草指導場

刊

A12 農業調査結果報告〔抄〕 昭和 4 内閣統計局 刊

A14 小作争議及調停事例〔抄〕 昭和 4 農林省農務局 刊

A23 地方別小作争議概要〔抄〕 昭和 6. 9 農林省農務局 刊

A14 小作争議及調停事例〔抄〕 昭和 5 農林省農務局 刊

A39 優良森林組合事例〔抄〕 昭和 6. 2 大日本山林会 刊

A1 農村状況調査書　第一輯 昭和 7. 9 広島県内務部農務課 刊

A1 農村状況調査書　第二輯 昭和 7. 9 広島県内務部農務課 刊

A40 全国森林組合一覧〔抄〕 昭和 8. 4 大日本山林会 刊

A6 農政資料調査書 昭和 8. 5 広島県内務部 刊

A11 田畑売買価格及賃貸料調〔抄〕 昭和 8 日本勧業銀行調査課 刊

A14 小作争議及調停事例〔抄〕 昭和 7 農林省農務局 刊

A5 広島県農政概覧 昭和 9. 4 広島県内務部 刊

A26 農山漁村共同作業場優良事例ニ関スル調
査〔抄〕

昭和 9. 8 農林省経済更生部 刊

A15 自作農地創設維持者ノ組織スル組合ニ関
スル調査〔抄〕

昭和 9. 8 農林省農務局 刊

A30 全国林野施業制限地調査 昭和10. 3 農林省山林局 刊

A10 自作農創設維持事例（其ノ一）〔抄〕 昭和10. 3 農林省農務局 刊

A19 最近ニ於ケル農村負担ノ変遷ニ関スル調
査〔抄〕

昭和10. 7 農林省農務局 刊

A15 自作農地創設維持者ノ組織スル組合ニ関
スル調査〔抄〕

昭和10. 8 農林省農務局 刊

A2 広島県ノ産米事情並ニ改善計画 昭和10年頃 刊

A13 地方産米に関する調査〔抄〕 昭和11.11 日本米穀協会 刊
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A18 農家小組合に関する調査〔抄〕 昭和11.12 農林省農務局 刊

A27 地方特産品ニ関スル調査〔抄〕 昭和13. 3 農林省経済更生部 刊

A28 輸出向重要農産物生産竝販売事情〔抄〕 昭和13. 6 農林省経済更生部 刊

A34 時局下農業経営及び農家経済の動向〔抄〕 昭和14.10 帝国農会 刊

A46 水陸稲ノ地域別耕種改善規準　第四編
〔抄〕

昭和16. 3 農林省農政局 刊

A35 農作業慣行調査　第五部（中国・四国編）
〔抄〕

昭和16 帝国農会 刊

A3 主要作物所要労力に関する調査 昭和17. 3 広島県農会 刊

A4 農家小組合ニ関スル調査 昭和18. 3 帝国農会 刊

P97
2 岡山大学附属図書館収蔵文書

–1 池田家文庫 –5 橋本家文書
–2 日笠家文書 –6 平川家文書
–3 好本家文書 –7 黒正文庫
–4 小野家文書

P97
2–1 池田家文庫

領地

A1 〔福山領検地条目〕覚 元禄12. 1.27 一紙

A1 〔福山検地関係書翰〕（1包〈6通〉） （元禄12） 包

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰（3
通）

（元禄12）4.21 　→服部図書他 一紙

◦上坂蔵人書翰 （元禄12）4.15 　→池田佐兵衛 一紙

◦今井勘右衛門・森川助左衛門書上（2
通）
※福山検地案内百姓の誓紙・畝並帳
に付

（元禄12）4.15 一紙

A1 〔福山検地関係書翰〕（1包〈3通〉） （元禄12） 包

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰（2
通）

（元禄12）3. 1 　→服部図書他 一紙

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰 （元禄12）5. 1 　→稲川左内他 一紙

A1 福山御法書誓紙案文（1包〈4通〉） （元禄12） 包

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰 （元禄12）3.21 　→服部図書他 一紙

◦〔検地役人勤向ニ付検地総奉行池田靱
負通達案〕

（元禄12） 一紙

◦〔検地役人福山在勤中作法ニ付定書案〕（元禄12） 一紙

◦〔検地役人〕誓紙前書案文 （元禄12） 一紙

A2 〔福山検地関係書翰〕（1包〈1冊8通〉） 包

◦〔福山検地横目付不足ニ付増員名簿案〕 一紙

◦〔福山検地竿先組構成ニ付伺〕 横長

◦詮儀之書付（4通）
※検地諸役・仕法に付伺及び指令

（元禄12） 一紙
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◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰（3
通）

（元禄12）2.15 　→服部図書他 一紙

A2 〔福山検地関係書翰〕（1包〈9通〉） 包

◦日置猪右衛門書翰（2通） （元禄12）3.19 　→服部図書他 一紙

◦柏尾六之丞書翰控 （元禄12）3.18 　→越石善右衛門 一紙

◦〔曲渕市郎右衛門殿御手代中江於福山
明後廿一日柏尾六之丞物語可仕口上
覚〕

（元禄12）3.19 柏尾六之丞 一紙

◦加世藤三郎書翰控 （元禄12）3.18 　→塩谷武右衛門 一紙

◦〔細川越中守様赤穂坂越迄案内致スニ
付〕御注進

辰（元録13）3.16 和気郡福浦村名主勘七他→加世
藤三郎

一紙

◦曲渕市郎右衛門昌隆書翰 （元禄12）3.17 　→柏尾六之丞 一紙

◦木戸彦二郎・西村六之助・村山又左衛
門連署書翰写

（元禄12）3.19 　→安田孫七郎 一紙

◦田中真吉・市川太兵衛連署書翰 （元禄12）3.19 　→上坂蔵人他 一紙

A3 福山後聞書（1包〈2冊〉） 元禄12 包

◦福山御領御検地之沙汰書付 元禄12.12.13 横半

◦福山御領ニ而御代官様方・備前御衆・
九亀衆沙汰書付

元禄12.12.13 横半

A3 〔福山御領御検地松平伊予守様江被仰付
書状留〕
※小田・浅口郡の内新田開発関係書付
留

元禄12 竪冊

A4 備後国福山御検地竿奉行并目付竿取名書 元禄14. 2. 3 横長

A5 〔松山検地窺書〕（1包〈2通〉）
※日置猪右衛門・池田靱負連署書翰

（元禄12）3. 2 　→服部図書他 一紙

A5 〔松山領御検地承届関係書翰〕（3通）
※日置猪右衛門・池田靱負連署書翰

2.23 　→服部図書他 一紙

A33 備後国深津郡奈良津村御検地野帳梶田半
兵衛御ひかへ

元禄12. 6.28 横長

A33～43 神石郡相渡村之内御検地野帳（17冊） 元禄12. 8.25～
元禄12. 9.15

中村多兵衛 横長

A34～43 備後国神石郡相渡村御検地野帳（14冊） 元禄12. 8.29～
元禄12. 9.16

林源三郎 横長

A42 備後国神石郡高蓋村御検地野帳 元禄12. 9.14 安田市左衛門 横長

A44 神石郡上村山藪帳 竪冊

A44 備後国神石郡相渡村山藪帳 竪冊

A44 神石郡高光村山藪帳 竪冊

A44 備後国神石郡木津和村山藪帳 竪冊

A45 備後国神石郡福永村山藪帳 竪冊

A45 備後国神石郡安田村山藪帳 竪冊

A45 備後国神石郡父木野村山藪帳 竪冊

A46 神石郡三坂村山藪帳 竪冊

A46 備後国神石郡永野村山藪下帳 竪冊

A46 備後国神石郡草木村山藪帳 竪冊

A47 備後国神石郡西油木村山藪帳 竪冊
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A47 備後国神石郡古川村山藪帳 横長

A47 備後国神石郡下豊松村山藪帳 竪冊

A48 備中国後月郡高屋村山藪帳 竪冊

A48 備中国小田郡茂平村山藪帳 竪冊

A48 備後国沼隈郡柳津村山藪帳 竪冊

A49 備後国神石郡福永村新開抨地詰帳 寛文11. 6 豊田九郎左衛門・神谷九郎兵衛 竪冊

A50 備後国神石郡福永村新田地詰帳 元禄 4. 8.24 榎本八郎兵衛・弘中左次兵衛 竪冊

A50 備後国神石郡福永村新涯地詰帳 元禄 9.10.19 木村惣助 竪冊

A50 備後国神石郡相渡村新開地詰帳 元禄10.10. 7 木村惣助 竪冊

藩侯

A6 備後福山御馳走記録　全壱冊 元禄11. 8 御留方 竪冊

A7 公儀御用人御通り御馳走留 元禄11～宝永 5 竪冊

A8 八月十四日昼四ツ時ニ京極縫殿助様御家
来衆田尻・鞆ノ間浜へ揚惣人数福山へ押
入申行烈

（元禄11）8.14 横長

A8 元禄十一寅備後福山御城番讃州丸亀京極
縫殿助様御家来名書付

元禄11 横半

A8 元禄十一戊寅八月十日鞆泉水小垣京極縫
殿助様ノ御船御懸り申節之覚書

元禄11. 8.10 横半

A8 元禄十一戊寅備後福山御城請取備後三善
浅野土佐守様御供衆名書付

元禄11 横半

A9 元禄十一戊寅備後福山御城請取備後三善
浅野土佐守様一巻聞書

元禄11 横半

A9 元禄十一年寅備後福山御城請取浅野土佐
守様御供先行并旗本行烈

元禄11 横長

A9 八月十五日八ツ時みのみニ而見及申候松
平駿河守様福山 鞆江御帰之行烈

（元禄11）8.15 横長

A9 元禄十一年八月十三日辰ノ上刻ヨリ大手
口江御供先入ル松平駿河守様備後福山御
城入御供行烈

元禄11. 8.13 横長

A10 八月九日朝五ツ半比ニ松平駿河守様小瀬
戸口平村前 御上リ鞆迄御越被成候御供
行烈

（元禄11）8. 9 横長

A10 元禄十一年備後福山水野松之丞卒去ニ付
拾万石之処壱万石ニ而所替之節旧幕ヨリ
目付衆被参候節之書類　御用老伊木清兵
衛江戸詰文庫中ニ有之分　明治九年十月
改（27通）

（元禄11） 一紙

◦伊木清兵衛書翰控 （元禄11）7.11 　→池田靱負他 一紙

◦福山上使其外御進物覚 一紙

◦伊木清兵衛書翰控 （元禄11）6. 7 　→池田靱負他 一紙

◦伊木清兵衛書翰控 （元禄11）6. 6 　→池田靱負他 一紙

◦〔江戸へ御窺書控〕 一紙

◦伊木清兵衛書翰控 （元禄11）6.29 　→池田靱負他 一紙

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰（2
通）

（元禄11）6.13 　→伊木清兵衛 一紙

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰 （元禄11）7. 1 　→伊木清兵衛 一紙

◦伊木清兵衛書翰控 （元禄11）7. 5 　→池田靱負他 一紙
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◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰（2
通）

（元禄11）6.21 　→伊木清兵衛 一紙

◦〔塩見半兵衛福山上使へ御使者勤候覚
控〕

（元禄11）6.11 塩見半兵衛 一紙

◦吉崎甚兵衛・安東平左衛門連署書翰控 （元禄11）7. 5 一紙

◦某書翰控 （元禄11）7. 9 一紙

◦日置猪右衛門・池田靱負連署書翰 （元禄11）5.24 　→伊木清兵衛 一紙

◦伊木清兵衛書翰 （元禄11）5. 8 　→池田靱負他 一紙

◦岡部庄左衛門殿江伺公仕候御返答 （元禄11）6.11 尾関平九郎 一紙

◦〔尾関平九郎備後福山上使江御使者被
遣候覚〕

（元禄11）6.11 尾関平九郎 一紙

◦河原左介 奥林次兵衛ニ内談承合可申
覚

一紙

◦河原左助書翰 （元禄11）6.19 　→池 左兵衛他 一紙

◦鞆津在番人覚 河原左助 一紙

◦河原左助書翰 （元禄11）6.17 　→池 左兵衛他 一紙

◦河原左助書翰 （元禄11）6.23 　→上 外記 一紙

◦俣野助一へ申聞之覚 一紙

◦塩見半兵衛書翰 （元禄11）6.10 一紙

◦本多新兵衛殿江御口上 一紙

A11～15 備後福山書付（21冊5通3舗） 元禄11

◦八月十日福山鞆見聞書付 （元禄11）8.10 横半

◦京極殿御人数書付 （元禄11） 横半

◦福山沙汰書付 （元禄11） 横半

◦青山殿御人数書付 （元禄11） 横半

◦浅野土佐守様御在所三吉ノ図并御人数
下なりし行列立ノ図共ニ〔他一括〕（4
冊3通1舗）

括

◦備後福山之覚書 （元禄11） 横半

◦日置猪右衛門書翰（2通） （元禄11）7.17・23 一紙

◦福山松之丞殿高取帳 （元禄11） 横半

◦七月廿日福山之聞書 （元禄11）7.20 横半

◦備後福山御城廻リ士町惣町外レ迄之図 一紙

◦聞書 （元禄11）6. 1 日置猪右衛門 横半

◦鞆ニ而松平駿河守様御着船之儀其外見
聞仕候覚書

（元禄11. 8.7～15） 横半

◦浅野土佐守様備後福山御城入御共行烈 元禄11. 8.13 横長

◦八月十五日晩八つ時みのミニ而見及申
候松平駿河守様福山 鞆へ御帰之行烈

（元禄11）8.15 横長

◦八月九日朝五つ半比ニ松平駿河守様小
瀬戸口平村前 御上り鞆迄御越被成候
御供行烈

（元禄11）8. 9 横長

◦備後福山万聞書 （元禄11. 7～8） 横半
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◦八月十日鞆泉水ニ着船也　京極縫殿助
様ノ御船懸リ申節之様子并諸事見聞覚
書

（元禄11. 8.10～15） 横半

◦元禄十一寅八月十四日昼四ツ時ニ京極
縫殿助様御家来衆田尻・鞆ノ間浜江揚
リ福山江惣人数押入申行烈

元禄11. 8.14 横長

◦元禄十一年八月十三日辰ノ上刻 大手
口江御供先入ル松平駿河守様備後福山
御城入御供行烈

元禄11. 8.13 横長

◦元禄十一年寅八月十三日卯ノ中刻大手
御入青山播磨守様・別所孫右衛門様備
後福山御城入御供行烈

元禄11. 8.13 横長

◦福山御城下人数立・鞆ノ湊船着之次第
絵図

一紙

A16 元禄十一年戊寅備後福山・同十四年辛巳
播州赤穂・宝永元年甲申播州姫路御使者
御役人出候書抜

元禄11・元禄14・宝永元 竪冊

A16 備後福山来書之留 元禄12. 9～10 竪冊

A17 江戸御用人江被遣書之留　下 元禄12. 6～12 竪冊

A17 備後福山御領御検地御条目并諸書 元禄12 竪冊

A18 江戸勝部図書・稲川佐内・沢一学へ御検
地御用御両老ヨリ被仰遣御条之留　上

元禄12. 2～4 竪冊

A18 江戸勝部図書・稲川佐内・沢一学来書之
留

元禄12. 2～4 竪冊

A19～21 備後福山被遣書之留　一～四（4冊） 元禄12. 5～10 竪冊

A22 御検地ニ付諸方留 元禄12 竪冊

A23・24 備後国福山御領御検地記録　上 元禄12 竪冊

A25 江戸御用人ヨリ来書　下 元禄12. 6～12 竪冊

A25・27 備後福山来書之留　一・二（2冊） 元禄12. 5～8 竪冊

A28 御検地御条目御窺覚書 （元禄13） 竪冊

A29 備後国福山御領御検地水帳之御扣・小前
帳之御扣目録

元禄13 村田弥兵衛他→安田孫七郎 竪冊

A29 曲渕市郎右衛門様御代官所之分御検地水
帳目録

（元禄13） 竪冊

A30 山木与三左衛門御代官所之分御検地水帳
目録
※小田・後月・安那・神石郡

（元禄13） 竪冊

A30 御検地水帳目録
※沼隈・深津・安那・芦田・品治郡

元禄13. 9 竪冊

A31 備中国松山領御検地御条目窺覚書扣帳 （元禄13） 竪冊

A32 備後国福山御領御検地記録　下 元禄13 竪冊

A32 福山御領御検地御用被遣惣人数（1冊1
通

（元禄13）

A32 ◦阿部伊勢守内高田段右衛門等連署書翰 （元禄13）7. 2 　→松平内蔵守様御役人中 一紙

A32 ◦福山御領御検地御用被遣惣人数 （元禄13） 横半

A32 備後福山江之御目付御通御馳走覚 正徳元 竪冊

法制

A51 打牛仕候者一件 享保17. 5～享保 8. 4 竪冊
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A52 備後福山主殺和田紋平親族共御届一件 享保20. 7～12 竪冊

行政

A53 池田靱負・日置猪右衛門方江服部図書・
稲川佐内・沢一学 申遣御用之状留

元禄11. 9～元禄12. 8 横長

A54 池田靱負・日置猪右衛門江服部図書・稲
川左内・沢一学 書通之扣

元禄13. 4～元禄14. 4 横長

A55 福山御用人誓紙（6通）
※福山検地に付

◦検地惣奉行池田靱負誓紙 元禄11. 5.19 池田靱負 一紙

◦検地御請帳元〆役市川太兵衛・田中真
吉誓紙

元禄12. 9.19 一紙

◦検地元〆役上坂蔵人・津田佐源太誓紙 元禄12. 5.19 一紙

◦検地大横目薄田兵右衛門誓紙 元禄12. 5.19 薄田兵右衛門 一紙

◦検地奉行之誓紙〔雛形〕（2通） 一紙

A55 湯浅新兵衛上書（2冊）
※作廻向・藩主心得に付

安政 2. 6 竪冊

A56 〔日置猪右衛門・池田靱負書翰他一括〕（5
通）
※御廟拝礼名代役に付

1 一紙

A56 〔日置猪右衛門・池田靱負書翰他一括〕

A56 　　〔舟戸七太夫福山目付・代官へ使者返答〕
書上

12.12 舟戸七太夫 一紙

A56 　　日置猪右衛門・池田靱負連署書翰
※舟戸七太夫の福山使者等に付

12.15 　→服部図書他 一紙

A56 〔日置猪右衛門・池田靱負書翰他一括〕
（18通）

一紙

A57 〔服部図書・稲川左内・沢一学宛日置猪
右衛門池田靱負書翰他一括〕（17通）

（元禄12）

A57 　　日置猪右衛門・池田靱負連署書翰
※福山検地実施に付

（元禄12）3.16 　→服部図書他 一紙

A57 　　松平安芸守殿家老中 之書状之写
※福山検地の節領境まで役人出張に
付

（元禄12）3. 6 上田主水他→池田靱負他 一紙

A57 　　〔雀部次郎兵衛福山代官へ使者一件次第
書覚〕

（元禄12）3. 5 雀部次郎兵衛 一紙

A58 〔江戸・国元往復書翰〕（23通） （元禄11）

A58 　　〔紙漉之者五名福山代官山木与惣左衛門
屋敷へ被為召ニ付〕口上書上

寅（元禄11）8.19 津高郡肝煎金川村孫右衛門 一紙

A58 　　福山代官山木与惣左衛門書翰
※伊予守領内大高檀紙漉の者呼寄に
付

（元禄11）8.10 　→津田左源太 一紙

A58 　　山木与三左衛門書翰
※伊予守領内通行に付

（元禄11）8.10 　→津田左源太 一紙

A58 　　福山三代官名代書翰
※福山御城附地方諸運上物取扱人の
入礼希望者入国に付

（元禄11）8.21 宍倉与兵衛代奥津滝右衛門他→上
嶋彦二郎

一紙

A58 　　上嶋彦二郎書翰
※福山御城附地方諸上物取扱人の入
礼希望者福山行に付

（元禄11）8.19 　→三宅惣太夫他 一紙

A58 　　曲渕市郎右衛門・宍倉与兵衛書翰
※見舞御礼

（元禄11）8.21 　→加世藤三郎 一紙
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A58 　　福山三代官申達書
※福山城附地方諸運上物取扱人の入
礼に付

（元禄11）8.16 山木与惣左衛門他→備前岡山町奉
行衆

一紙

A58 　　上嶋彦二郎書翰
※福山御城附地方諸運上物の取扱人
入礼の件領分申触に付

（元禄11）8.18 　→手嶋繁右衛門他 一紙

A58 　　上嶋彦二郎書翰
※福山御城附地方諸運上物の取扱人
入礼希望者の福山付添人に付

寅（元禄11）8.24 一紙

A58 　　日置猪右衛門・池田靱負連署書翰
※大高檀紙漉の者呼寄・福山御城附地
方諸運上物の取扱人入礼に付

（元禄11）8.25 　→伊木清兵衛 一紙

A58 　　岡山城下惣年寄沢屋次右衛門届書
※福山行の運上入札希望者書上

寅（元禄11）8.24 　→上嶋彦二郎 一紙

A58 　　〔福山三代官等へ〕指上物之覚 寅（元禄11）8.23 沢屋次右衛門→上嶋彦二郎 一紙

A58 　　福山三代官申達書
※福山御城附地方諸運上物の取扱人
入札仕方に付

（元禄11）8 宍倉与兵衛他 一紙

A58 　　〔岡山城下惣年寄沢屋次右衛門〕口上
※福山御城附地方諸運上物の取扱人
入札希望者付添にて福山行次第

元禄11. 8.23 　→上嶋彦二郎 一紙

A58 　　運上入札物之覚
※福山城附地方諸運上物の取扱人入
礼に付

寅（元禄11）8.16 宍倉与兵衛他 一紙

A58 〔江戸・国元往復書翰〕（21通） （元禄13）

A58 　　〔尾関弥五左衛門福山へ使者ニ付山木与
三左衛門・曲渕市郎右衛門返答の次第
書付〕

（元禄13）10. 1 一紙

A58 　　〔福山城松平忠雅へ引渡のため幕府目付
野一色頼母・高木貞右衛門福山へ出張次
第〕書上

元禄13.10. 1 丹羽七郎左衛門 一紙

A58 　　〔幕府目付野一色頼母・高木貞右衛門岡
山藩使者に対し返答の次第書付〕

（元禄13）10. 1 丹羽七郎左衛門 一紙

A58 　　〔幕府目付高木貞右衛門福山城引渡ニ付
御返答の次第書付〕

（元禄13）10. 1 山川市内 一紙

A58 　　〔幕府目付野一色頼母福山城引渡ニ付御
返答の次第書付〕

（元禄13）10. 1 山内与八郎 一紙

A58 　　日置猪右衛門・池田主殿書翰
※福山城引渡御用の幕府目付・代官へ
使者派遣に付

（元禄13）10. 5 　→服部図書他 一紙

A59 〔江戸・国元往復書翰〕（20通） （元禄11）

A59 　　鞆在番大河内十郎左衛門・安達助右衛門
連署書翰
※福山目付より書付け伝達

10.13 　→岡部半大夫 一紙

A59 　　福山目付中根宇右衛門・溝口源兵衛申達
書写
※長崎 の御用荷物鞆浦廻船に付

（元禄11）10.12 　→京極縫殿家来 一紙

A59 　　〔俣野助一郎〕口上
※長崎 の御用荷物鞆浦廻船等に付

（元禄11）10.22 一紙

A59 　　日置猪右衛門・池田靱負連署書翰
※長崎 の御用荷物鞆浦廻船に付

（元禄11）10.27 　→服部図書他 一紙

財政

A60 御直筆御書付（4通） 享保 6

◦〔作廻方建白披見ニ付覚〕 （享保 6）7 一紙

◦〔簡略方御役御免ニ付〕口上覚（2通） （享保 6）5.24 日置猪右衛門→伊庭平内 一紙
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◦〔簡略方御役御免ニ付歎願書〕 （享保 6）5.24 日置猪右衛門→伊木豊後 一紙

A60 御簡略御書付（6通）
※日置左門御簡略御積存寄書付他

一紙

A60 御作廻方状留 文化11. 1～8 奥田 竪冊

A61・62 御作廻方文通留 文化11. 5～文政 5.12 堀 竪冊

A63・64 御作廻方文通留（2冊） 文政11. 1～天保 松村 竪冊

A65 御作廻方状留 天保 8 高尾 竪冊

A65 御国産醤油水揚帳 天保 9. 6～天保11. 4 高尾 竪冊

産業

A66・67 産物帳　合本　一～四 竪冊

A68 油稼之儀ニ付御留守居 差出候書付三通
写

寛政10. 2 竪冊

A68 西国・中国筋浦々煎海鼠出劣候付稼方御
糺一件

寛政11 御留方 竪冊

A68 江戸大坂油商売之主法改革被仰出候事　
但同六未年辰年以前江復候事共

天保 3・天保 6 御留方 竪冊

社会

A69 津田佐源太ヨリ来留写
※作廻関係

元禄16～17 竪冊

A69 津田佐源太ヨリ来留
※作廻関係

元禄16～17 竪冊

A69 西国筋御大名方江書付
※凶作飢饉手当の指示

享保17.12 一紙

A69 乞食改申付候書付 延宝 3. 7.12 一紙

A70 郡々百姓ニ成候浪人書　十三括（70通） 延宝6 一紙

A69 備中高松・備後福山・備中倉敷百姓騒動
一件　御留方下帳

天明 6.12 竪冊

A71 杉山善左衛門於江戸借出シ写候検地之帳
（6冊）

◦信濃国高遠御領証文有之寺社改帳留 元禄 3. 5 真田伊豆守内望月監物他→勘定
所

竪冊

◦信濃国高遠御領村々社地改帳 元禄 3. 5 真田伊豆守内望月監物他→勘定
所

竪冊

◦信濃国高遠御領村々寺領改帳留 元禄 3. 5 真田伊豆守内望月監物他→勘定
所

竪冊

◦信濃国高遠御領村々社領改帳留 元禄 3. 5 真田伊豆守内望月監物他→勘定
所

竪冊

◦信濃国高遠御領御検地村々石盛窺帳 元禄 3. 6 真田伊豆守内望月監物他→勘定
所

竪冊

◦武蔵国葛飾・崎玉・足立郡村々御証文
除地窺帳

元禄 9. 4 酒井河内守家来大河内勘兵衛 竪冊

A72 備後国・備中国福山御領証文有之寺社改
帳

元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊

A72 備後国福山御領村々寺社引地改帳 元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊

A73 備後国福山御領村々社領改帳 元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊

A74 備後国福山御領村々社領改帳 元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊
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A75 備後国福山御領・備中国之内村々社領改
帳

元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊

A75 備後国福山御領・備中国之内村々社地改
帳

元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他 竪冊

A76 備後国福山御領村々社地改帳 元禄13. 2 松平伊予守家来池田靱負他→勘
定所

竪冊

教育・文化

A90 森田節斎詩文
※大楠公湊川碑他

竪冊

A77 大坂医師緒方洪庵被召寄一件　洪庵義備
中足守木下石見守殿御藩中（1袋〈2冊〉）

万延元.閏3 袋

◦木下石見守殿御医師緒方洪庵被為召候
一件

万延元 横長

◦木下石見守殿御医師緒方洪庵義大坂
呼寄ニ付懸合其外共

万延元.閏3 横長

国事維新

A77・78 阿州侯書翰（21通）
※備阿芸三藩連署建白等に付

（幕末） 一紙

A79 覚書
※第二次征長大樹御進発に付御処置之
事

慶応元.閏5 竪冊

A79 長再ひ御糺問之儀風説書 （慶応元）12.21 佐藤兵左衛門他 竪冊

A79 芸州探索書取 慶応元.11 三上小次郎 竪冊

A79 芸備往復　二
※浅野茂勲建白書・書翰

（慶応 3） 竪冊

A80 長州 芸州江差出ス書附写 （慶応 2・慶応 3） 竪冊

A81 喬備往復
※一橋慶喜・池田茂政往復書翰

（慶応 2） 竪冊

A81 下辺索
※福山・三原・広島・宮島・小方・小
瀬川・上之関辺風聞

（明治 2） 竪冊

A81 〔長州征討戦況報告写〕 （慶応 2. 6） 竪冊

A81 芸州侯御書翰（20通）
※長州藩周旋関係備芸両藩往復書翰

（文久 3～慶応 3）

A82 〔南石藤三郎建白書〕
※富国策等に付

（慶応元）11 竪冊

A82 浅野長勲殿御越意書
※上院議院設立に付

浅野長勲 竪冊

A82 征長始末　六 元治元.11～慶応元. 2 竪冊

A83～86 征長始末　上・下（2通） 元治元. 6～同2. 2 竪冊

A87 元治元甲子年十二月芸州へ御出馬之節御
人数

元治元.11 一紙

A87 〔芸備両藩へ山陽道幕領支配達書〕 慶応 4 竪冊

A87 芸州侯旌旗小印 竪冊

A87 〔長州征討記録〕
※芸州口・大島口・小倉口・石州口戦
況報告

（慶応 2） 竪冊

A87 芸州口・石州口御戦地之図（2舗） （慶応 2） 一紙
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A87 芸之世子御書翰写・芸州江御返翰写・周
旋方書翰写
※備芸両藩上坂周旋に付

（慶応 2）3 竪冊

絵図

A88 備後国絵図 一紙

A88 備後国ノ図　故学校　明治八年三月改 一紙

A88 〔備後福山城并城下図〕 元禄11 一紙

A89 備後三原城図 一紙

A89 安芸広嶋城図 一紙

A89 安芸広嶋城図 一紙

A89 〔瀬戸内海絵図〕 安永 4 一紙

A89 従大阪至長崎海岸之図 一紙

和書

A90 白鶴堂叢書　六〔抄〕
※栗山雑説・碑碣考（柴野栗山）

竪冊

A90 白鶴堂叢書　八　寛政二年五月松平越中
守殿より林家江被仰渡并林家諸生へ申渡
等之書付・水明館蔵負文亀一件

竪冊

A91 白鶴堂叢書　九　伝心録 松平定信 竪冊

A91 白鶴堂叢書　十二〔抄〕
※兵々空言（松平定信）

竪冊

A92 白鶴堂叢書　十四
※求言録・鸚鵡の言葉・花月亭筆記（松
平定信）・述斎先生遺草（林述斎）

竪冊

A93 白鶴堂叢書　二十〔抄〕
※井上潜勧学教育上書

（寛政 7.11） 竪冊

A93 白鶴堂叢書　廿六〔抄〕
※楽則楽戒楽亭壁書・説得秘書（松平
定信）

竪冊

A93 芳山紀行 中井竹山 竪冊

A94 朴斎先生詩鈔初編　上 慶応 2序・同3刊 門田重鄰 刊

A94 朴斎先生詩鈔初編　下 慶応 2序・同3刊 門田重鄰 刊

A95 朴斎先生詩鈔二編　巻之一 慶応 3序・明治元刊 門田重鄰 刊

A95 朴斎先生詩鈔二編　巻之二 慶応 3序・明治元刊 門田重鄰 刊

A96 黄薇古簡集　序（東大謄写本） 斎藤一興

A97 黄薇古簡集　一（東大謄写本） 斎藤一興

A98 黄薇古簡集　二（東大謄写本） 斎藤一興

A99 黄薇古簡集　三・四（東大謄写本） 斎藤一興

A100 黄薇古簡集　五（東大謄写本） 斎藤一興

A101 黄薇古簡集　六（東大謄写本） 斎藤一興

A102 黄薇古簡集　七（東大謄写本） 斎藤一興

A103 黄薇古簡集　八（東大謄写本） 斎藤一興

A104 黄薇古簡集　九（東大謄写本） 斎藤一興

A105 黄薇古簡集　十・十一（東大謄写本） 斎藤一興

A106 黄薇古簡集　十二（東大謄写本） 斎藤一興
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A107 黄薇古簡集　十三・十四（東大謄写本） 斎藤一興

A108 黄薇古簡集　十五　後篇（東大謄写本） 斎藤一興

P97
2–2 日笠家文書

土地

A1 御検地帳写　藤戸村庄屋日笠源左衛門所
持地

慶長9.閏8 検地奉行矢嶋十右衛門他 横長

A1 備後国福山御領分公儀ヨリ備前国守様へ
検地被仰付ニ付検地竿先御奉行並ニ下役
人々名録

元禄12 日笠猪左衛門 横半

A1 福山御領御検地竿先御奉行并下役人覚 元禄12 日笠小八郎 横半

P97
2–3 好本家文書

交通・運輸

A1 松平安芸守様御参府仕構割帳 安政 7.閏3.14 清水村和七郎→14ヵ村名主中 横長

A1 芸州山形郡大竹村初蔵船大多府南浦磯辺
ニ而難船一件書類清水御扣

慶応元.10 尾関竹蔵 横長

A1 長州様・芸州様御人数御泊御滞船御用諸
入用取調書上帳　和気郡難田村

慶応 4. 1 難田村名主和三郎他→大庄屋清
水村和七郎他

横長

A1 松平安芸守様御下向来ル十九日片上御泊
ニ付仕構

5.15 横長

P97
2–4 小野家文書

支配

A1 〔芸州表ヨリ来帳并諸請取書〕（5冊73通） 慶応 2. 6.26～ 桜井内小野芳太郎 袋

治安

A2 元福山領備後国深津郡□□村穢多丹助忰
当時無宿類之丞 当村浜田町虎吉疵受候
一件書類（8通）

文化13. 3 一紙

商業売買

A3 芸州奥筋銀入并小遣ひ帳 天保12. 7 備中倉敷本町播磨屋源左衛門手
代武兵衛

横長

A3 芸州奥筋銀入并小遣ひ帳 弘化 2. 1 原田源左衛門代武兵衛 横長

A3 芸州広島銀入帳 巳12～午6 手代武兵衛 横長

交通運輸

A3 〔川上郡東油野村庄屋周左衛門等連署備
後国東城村より大坂鉄座へ鉄荷引請諸事
取計方〕為取替申証文之事

天明 5. 5 川上郡東油野村庄屋周左衛門他 一紙

A3 〔川上郡東油野村庄屋周左衛門等連署備
後国東城村より大坂鉄座へ鉄荷引請諸事
取計方為取替証文写〕

天明 5. 5 川上郡東油野村庄屋周左衛門他 一紙

A3 備後国上下御陣屋 御用状壱通当国下道
郡妹村藤次郎・音助途中ニ而飛脚ニ被相
頼当所江持参致御糺ニ相成候一件書付

文化13. 9 妹村音助他→倉敷庄屋七太夫 一紙
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家

A3 芸州広嶋銀入小遣ひ帳 天保14.12～天保15. 2 備中しきはりま屋代武兵衛 横長

絵図

A3 長州征討絵図（3舗）
※玖珂宿新短柵門取立絵図・大島絵
図・幕軍布陣絵図

慶応 2. 6 一紙

P97
2–5 橋本家文書

備後国深津郡本庄村で庄屋を勤めた橋本家に伝来した文書

支配

A1 御巡見様御通行ニ付福山御領分聞合帳 天保 9. 5 御巡見掛本庄村庄屋新左衛門 竪冊

A1 御巡見様御通行ニ付福山御領分聞合帳 天保 9. 5 本庄村庄屋新左衛門 竪冊

A1 〔御巡見使様妹村江御越之節福山御領分
聞合帳・同所御小屋絵図写・同所 勝山
表御立跡聞合帳〕（2冊4舗）

天保 9. 5 本庄村庄屋新左衛門 袋

◦御巡見使様妹村江御越之節御案内帳 天保 9. 7. 9 横半

◦福山御領分備後国中須村軍ケ端御茶屋
〔絵図〕

（天保 9） 一紙

◦福山御領分備後国行騰村橋本御茶屋
〔絵図〕

（天保 9） 一紙

◦福山御領分備後国藪露村天神下池堤端
御水茶屋〔絵図〕

（天保 9） 一紙

◦福山御領分備後国郷分村猪之端御茶屋
〔絵図〕

（天保 9） 一紙

◦〔行騰村 府中市迄御巡見様御通御道
筋左右帳〕
※府中市村庄屋役人江相含候ケ条・
御案内之者心得方

（天保 9） 横半

A6 行騰村 府中市迄御巡見様御通御道筋左
右帳

（天保 9） 横半

A1 深津県管轄区画取調帳 （明治初） 刊

A2 深津県御廻章写 明治 5. 3～明治 6. 3 橋本舎 横長

A3 深津県田畑雛形并其外御達書写 明治 5. 4.14 橋本舎 竪冊

A3 小田県諸願書仮写 明治 5. 4～明治 6. 7 松ヶ島橋本舎 竪冊

A3 深津県ヨリ御廻章写　壱番 明治 5. 3～6 橋本 竪冊

A4 深津県御出張御役人様〔名簿〕 明治 5. 4 円尾橋本舎 横半

A4 深津県御触達写　弐番 明治 5. 3～9 竪冊

A4 小田県官員録 明治 5. 8. 1 橋本永命 横半

A4 御収納御規則御達書 明治 5.10.17 竪冊

A4 〔御布告写〕
※旧藩札取扱に付布告・元岡田藩札価
格比較表他

明治 6. 3 綴

A4 深津県管轄区画取調帳 明治 5 刊

A5 小田県御布告書写　橋本舎 明治 5. 6～11 橋本舎 竪冊

A5 〔小田県御布告書写〕 明治 5.11～明治 6. 2 竪冊
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A6 明治六年酉三月一日御触達之写
※僕婢・馬車・人力車・駕籠・遊船等
諸税規則

竪冊

A6 山林并藪雛形小田県より廻り写 明治 6. 4. 8 竪冊

A6 〔貢額帳雛形小田県より廻り写〕 明治 5. 8.19 竪冊

A6 〔御布告写〕
※違式註違条例他

明治 6 竪冊

A6 〔御布告写〕
※小学校書上雛形・広島鎮台陸軍省巡
回先触書・本県出願之規則書写他

明治 4. 4・明治 6. 4・明
治 6. 5

竪冊

村

A7 深津県堤防課御掛り稲毛重久様御出役之
節入用〔書出帳〕

明治 5. 4.7～17 横長

A7 役用留記 明治 5. 6・明治 5. 7 横半

治安

A7 備後国御調郡尾道久保町石工吉三郎忰兼
吉当村坂右衛門ニ差置候処病死いたし候
節書類（2冊4通）

文政11. 7 庄屋新左衛門

　　尾道一件控 文政11. 7 新左衛門 竪冊

　　本庄村坂右衛門宅へ当分差置候備後国
尾道在帳ものゝ由ニ而吉三郎忰兼吉病
死之節手控

文政11. 7～文政11. 8. 4 慎左衛門 横半

　　尾道町庄屋喜三書翰
※兼吉尾道在帳者に無之に付

（文政11）7.13 尾道町庄屋喜三→下道郡新本村之
内本庄御庄屋新左衛門

一紙

A7 備後国奴可郡聞合
※川奥鉄山濁水流出一件

（天保 2） 横長

A8 〔水車場支配人 服部村万蔵を相手取油
并油粕代其外菜種・綿実等差引残銀滞出
入一件書類〕

天保 6・天保 7

　　水車場掛合手控 天保 6. 1～11 横半

　　御水車場貸銀熟談下済之分約定銀滞掛
リ役 取調呉度与頼立侯手控

天保 7.11・天保 7.12 里正 横半

　　御水車場支配人 服部村万蔵ヲ相手取
候一件内済候諸入用割賦諸控

天保 7. 4 里正 横半

A8 〔水車場支配人 服部村万蔵を相手取油
并油粕代其外菜種・綿実等差引残銀滞出
入一件〕乍恐奉願上口上覚

天保 7. 1 一紙

A8 御水車場支配人 再願手控
※領分中者共多人数を相手取り油并油
粕代銀滞出入一件

天保 9.12 竪冊

A9 鉄穴出入諸入用四ヵ領割賦帳 天保15.11. 6 横長

A9 鉄穴流出入入用御料領引分ケ　岡田御領
分

天保15.11 横長

A9 〔藤方彦市郎代官所浜村庄屋富太郎等連
署訴状写〕
※松山川・成羽川川奥鉄山より濁水土
砂流出出入一件

弘化 2. 4 56ヵ村惣代彦市郎他→勘定奉
行所

竪冊

土木建築

A9 両川筋御掘浚御歎書并諸控 天保10. 4・天保10. 5 横半

A9 水車場入用書類（1冊28冊） 文政元～2 袋

A9 〔厳島千畳閣〕博覧会票告 明治 5. 5・明治 5. 6 深津県庁・広島県博覧会執事 竪冊
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P97
2–6 平川家文書

備中国川上郡平川村庄屋に伝来した文書（備後備中村々御年貢納方に付御触書之写，明和3年備後東城通船一件為取

替証文等）

支配

A1 〔御私領渡リ差障有無御尋ニ付差上候書
類控〕（1袋〈11通〉）

文化 9・文化12・文化14・
文政10

川上郡平川村他11村→津山役
所他

一紙

A1 御触書之写
※備後・備中村々御年貢納方に付

巳10.26 屋代増之助→平川村他 9村庄
屋・年寄

竪冊

土地

A1 〔備後東有木村次郎左衛門・備中平川村
茂左衛門〕高分覚

享保21. 2 東有木村次郎左衛門他→平川庄
屋伴七

一紙

租税

A2 差入申一札之事
※備後国甲怒郡上下村近右衛門四郡
村々年貢金銀掛改に付

嘉永 6.10 上下村百姓近右衛門他→川上郡
惣代平川村庄屋梶右衛門他

一紙

A2 〔備後・備中出掛り庄屋塩田村八百右衛
門より廻状写他〕
※石代残銀上納請書写・中西豊太郎書
翰

慶応 3.11・慶応 4. 2 一紙

村

A2 備中国川上郡平川村昨卯年郷帳 慶応 4. 7 庄屋栄三郎他→芸州鎮撫方役所 竪冊

戸口

A2 相渡申規定書之事
※福山住吉屋三郎吉より土居弥七郎へ
吉野屋株譲渡に付

天保 7. 9 福山住吉屋三郎吉他→土居弥七
郎

一紙

身分

A3 〔茶筌取扱方御尋ニ付〕乍恐以書附奉申
上候

文化 4.10 □□村恩組庄屋左近右衛門他→
山田常右衛門久世役所

一紙

治安

A3 賊盗市十郎・乙吉茶筌一件書類 文化 4～10 袋

　　為結縁札請卯茶筅人別改帳　備中国川
上郡□□村

文化 4. 3 □□村庄屋左近右衛門他→久世役
所

竪冊

A4 後月郡下鴫村清三郎より大坂御奉行所江
訴出候一件勇兵衛預銀証卯引合御尋請書
并備後有木村へ懸合書類（7通）

文化11～13 袋

A4 後月郡下鴫村清三郎 有木村勇兵衛証判
願書類并有木村勇兵衛書類写（1冊8通）
※清三郎・勇兵衛預銀滞出入一件

文化 6～13 袋

　　後月郡下鴫村清三郎方借用一件書出し
写

文化 13. 3 竪冊

A4 大坂御奉行所 上下表江御懸合訴状写　
備中後月郡下鴫村清三郎 備後神石郡有
木村勇兵衛相手取上下御役所差出候請書
写共

文化13 竪冊

A4 〔後月郡下鴫村清三郎より神石郡有木村
勇兵衛へ相掛り預銀出入一件書類〕（7
通）

文化13. 2～5 一紙

A4 下鴫村清三郎訴訟一件巨細書案 文化13. 4 神石郡東有木村勇兵衛事弥作他
→川上郡平川村代右衛門

一紙
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A4 下鴫村清三郎訴訴一件巨細書案并書翰共 文化13. 3・文化13. 4 一紙

A4 後月郡下鴫村清三郎・神石郡東有木村勇
兵衛大坂出入済書類（3通）

文化13・嘉永 3・安政 4 一紙

A5 〔新道一件〕為取替規定書之事
※神石郡東有木村庄屋より川上郡布賀
村へ差送候商鉄平川村地内通行差縺
に付

天保 8. 7 布賀村治太平他 一紙

A5 穴針三治郎一件書類（13通）
※神石郡西有木村百姓富五郎より川上
郡平川村百姓三治郎へ取引算用合差
縺に付

天保11. 2 袋

凶荒

A5 西有木村ニ而山崩一件覚帳　平川村土居 天保 4. 5～6 横長

工鉱業

A5 〔神石郡時安村五郎蔵他一名同村坂田
山・野谷山銅山開堀銀主之儀ニ付懸合願
書案〕

文化 5. 5 時安村五郎蔵他→上野四郎三郎
役所

一紙

A5 献納鉄御貸付割合写
※献納鉄代貸付御下銀美作・備中4郡

106ヵ村へ御渡に付惣代連印請書
（文化 6年6月）写

文化10. 2 川上郡中野村庄屋元次→西組庄
屋中

一紙

金融貸借

A6 〔大和屋武平太御年貢立替銀返納日延願
書控他一括〕（4通）

寅3他 平川村庄屋梶右衛門他 一紙

A6 〔平川村百姓栄三郎後見真八郎石州大森
御役所御取扱御貸付金返納〕乍恐以書付
御日延奉歎願候

戌12 平川村頭百姓惣竹他→上下役所 一紙

A6 〔平川村百姓栄三郎後見真八郎石州大森
御役所御取扱御貸付金返納日延願書〕（2
通）

丑3 平川村拝借人真八郎代兼庄屋栄
三郎他→上下役所

一紙

A6 〔上下大和屋武平太・西平屋長九郎より
平川村梶右衛門江御年貢立替銀滞一件書
類〕（5通）

丑2～寅5 一紙

A6 大森御拝借返納方趣法之覚　拝借人平川
村真八郎

平川村真八郎 横長

A6 大森御貸附増金拝借返納方趣法之覚 横長

交通運輸

A7 〔備後東城通船一件為取替証文写〕 明和 3. 9 平川村庄屋房次郎他→成羽・東
城惣代庄屋十兵衛

一紙

A7 〔備後東城通船一件為取替証文〕 明和 3. 9 成羽・東城惣代川上郡福地村庄
屋十兵衛→西山村・平川村庄屋
中

一紙

A7 〔東城ヨリ成羽迄通船川浚之義ニ付神石
郡笹尾村庄屋忠左衛門願書写・忠左衛門
と成羽町増田屋武八等申合書写他共〕

竪冊

A7 〔東城ヨリ成羽迄通船川俊之義ニ付神石
郡笹尾村庄屋忠左衛門願書写〕

午10・12 笹尾村庄屋忠左衛門→大岡源右
衛門上下役所

竪冊

A7 添触
※川上郡村々より作州久世陣屋へ年貢
銀持参致すに付

西8.25 重田又兵衛手代曽根源次郎→久
世 川上郡村々迄宿村々問屋

一紙

A7 〔東城川筋通船申定書案〕 一紙
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P97
2–7 黒正文庫

中国地方

A1 安芸郡押込村社倉之事　写一 宝暦13.10 押込村西孫六 竪冊

A1 村用諸書附控帳　三冊合本 竪冊

◦村用諸書附控帳　宮野村 文久 2

◦村用諸書附控帳　〔宮野村〕 天保 5

◦村用諸書附控帳　宮野村 天保10

A2 草深村旧記之写 天保13.11 草深村里正笠井治右衛門 竪冊

◦沼隈郡草深村差出帳写 宝永 8. 4 草深村庄屋伝四郎他

◦沼隈郡草深村山藪差出帳写 宝永 8. 4. 8 草深村庄屋他→林弥次兵衛

◦寺社御除地帳写 正徳 4. 9 草深村庄屋伝四郎他

◦当村諸神社書上帳写 宝暦 9.11 草深村庄屋八兵衛他

◦御公儀様御普請場所書上帳写 享保 4. 4.17 草深村庄屋伝四郎他

◦御公儀様御普請所書上帳写 享保 8. 3 草深村庄屋伝四郎他

◦御樋方・御郡方・村方普請場所ケ所附
帳写

安永 2. 2 草深村庄屋熊次郎他

◦御尋ニ付品々書上帳写 文化 2. 7 草深村庄屋栄治他

A2 社倉御目論見御談示書写 文久 2. 8 引野村役場令助 竪冊

P97
3 笠岡市史編纂室所蔵文書

A1 備中国小田郡笠岡町抨地詰帳 寛文11. 6 豊田九郎左衛門・神吉九郎兵衛 竪冊

A2・3 備中国小田郡笠岡村抨地詰帳 寛文11. 6 豊田九郎左衛門・神吉九郎兵衛 竪冊

A4 備中国小田郡笠岡村新開抨地詰帳 寛文11. 6 豊田九郎左衛門・神吉九郎兵衛 竪冊

A4 備中国小田郡笠岡村藪帳 寛文12. 5 掛谷十左衛門・榎本弥右衛門 竪冊

A4 備中国小田郡笠岡村新涯地詰帳 寛文12. 5. 4 掛谷重左衛門・榎本弥右衛門 竪冊

A4 備中国小田郡笠岡村築出屋敷地詰帳 天和 4. 3.24 有間与次右衛門 竪冊

A4 備中国小田郡笠岡村新涯地詰帳 貞享 3 竪冊

A5 備中国小田郡笠岡村町屋敷御検地水帳 元禄13. 5 松平伊予守家来池田靱負 竪冊

P97
42 岡山県立博物館所蔵文書

岡山県邑久郡牛窓町関町の法華宗本蓮寺に伝来した寺院文書。現在は岡山県立博物館の所蔵になっている。
明治33年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。本蓮寺は寺伝によれば南北朝期の創建であるが，事実上は室町
中期頃の開基と思われ，牛窓の豪族石原氏の帰依を受けていた。残された文書の多くは田畑の売券や寄進状
である。『岡山県古文書集』第 2揖（p.54）に大部分が収録されている。 典拠：『岡山県古文書集』第 2揖・
圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 本蓮寺文書（東大影写本）（文書・帳簿
83点）

（鎌倉～江戸期）
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広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 岡山県／安養寺文書（P97�45）

P97
44 安仁神社文書

岡山県西大寺市藤井にある安仁神社に伝来した神社文書。明治30年の影写。年代は鎌倉期・南北朝期が 4
点，江戸期が 1点。安仁神社は備前国の二宮。『岡山県古文書集』第 3揖』（p.105）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第 3揖

A1 安仁神社文書（東大影写本）（文書5点）（鎌倉～戦国期）

P97
45 安養寺文書

岡山県和気郡和気町泉にある天台宗安養寺に伝来した寺院文書。明治31年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。
安養寺の創建は古く，中世には備前国新田荘に属した。文書は寄進状類が多いが，鎌倉期のものでは北条氏
との関係，室町期のものでは赤松氏との関係を窺わせるものがある。『岡山県古文書集』第 1揖（p.1）に収
録されている。 典拠：『岡山県古文書集』第 1揖

A1・2 安養寺文書　一・二（東大影写本）（文
書・帳簿53点）

（鎌倉～江戸期）

P97
46 化生寺文書

岡山県真庭郡勝山町勝山にある曹洞宗化生寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は安土・桃山期
～江戸期。内容は，寺領に関するものが主である。『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.20）に収録されている。

A1 化生寺文書（東大影写本）（文書5点） （安土・桃山期）

P97
47 金山寺文書

岡山市金山寺にある天台宗金山寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は平安期～江戸期。金山寺
は，天平勝宝年間に報恩大師が建立したとの寺伝を持つ。平安時代から吉備地方の有力な寺院であり，鎌倉
時代には将軍家の祈祷所であった。のち，日蓮宗への改宗を拒否して地元の豪族に焼き払われたが，豪円僧
正が宇喜多直家の帰依をうけて天正 3年（1575）に再興を果たし，5900石を寄進されて国中の寺社総管的地
位にたったという。文書は寺領に関わるものが多い。『岡山県古文書集』第 2揖（p.1）に大部分が収録され
ている。 典拠：『岡山県古文書集』第 2揖・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1・2 金山寺文書　一・二（東大影写本）（文
書・帳簿・典籍81点）

（平安～江戸期）

P97
48 吉備津神社文書

岡山市吉備津にある吉備津神社に伝来した神社文書。影写本では「吉備津神社文書」（明治30年影写，97点）

と「賀陽貞則氏所蔵文書」（昭和10年影写，204点）の 2つに別れている。後者はもと社家だった賀陽家に伝来
した文書で，戦後になって神社の所蔵となったものである。年代は鎌倉期～江戸期。吉備津神社は， 9世紀
には正史に見え，延喜式では名神大社に列せられている古社で，後には備中国一宮とされ，多くの信仰を集
めた。平安時代末期には神祇官が当社の本所であったが，鎌倉期以降は御室仁和寺が領家となっている。神
主・禰宜等の神職は，賀陽氏や藤井氏らの社家によって世襲されている。しかし，中世・近世を通じて絶家
するものもあり，社家は次第に衰退した。唯一，中番家であった賀陽家が明治以降も残り，神主家の文書が
伝えられた。これが「賀陽貞則氏所蔵文書」である。「吉備津神社文書」と併せて『岡山県古文書集』第 2揖
（p.129）に収録されている。 典拠：『岡山県古文書集』第 2揖・『国史大辞典　 4』（吉川弘文館）
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岡山県／美作総社宮文書（P97�53） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A1・2 吉備津神社文書　一・二（東大影写本）
（文書・記録・典籍97点）

（鎌倉～安土・桃山期）

A3～6 賀陽貞則氏所蔵文書　一・二（東大影写
本）（文書204点）

（鎌倉～江戸期）

P97
49 西大寺文書

岡山市西大寺中にある真言宗西大寺（観音院）に伝来した寺院文書。影写本の表題は「観音院文書」。明治30
年の影写。年代は室町期～江戸期。西大寺は，寺伝によれば天平勝宝年間の創建。吉井川河口の交通の要所
に立地し，中世には備前国金岡東荘に属した。文書は，寺領に関するものが多い。『岡山県古文書集』第 3
揖（p.1）に収録されているが，影写本に見えるのはそれらのごく一部である。

典拠：『岡山県古文書集』第 3輯・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 観音院文書（東大影写本）（文書24点） （室町～江戸期）

P97
50 木山寺文書

岡山県真庭郡落合町木山の真言宗木山寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は室町期～江戸期。
木山寺は，美作国南三郷（垂水郷・鹿田郷・栗原郷）の惣社であった木山神社に隣接し，その別当寺であった。
文書は，美作の守護や戦国武将らの発給した社領・寺領の安堵状や禁制などが多い。毛利元就・毛利輝元・
小早川隆景らが発給者として見える。『岡山県古文書集』第 2輯（p.113）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第 2輯・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 木山寺文書（東大影写本）（文書・記文
15点）

（室町～江戸期）

P97
51 国清寺文書

岡山市小橋町にある臨済宗国清寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は安土・桃山期～江戸期。
国清寺は元の名を法源寺といい，池田利隆が慶長14年（1609）に建立した。文書の大部分は，江戸時代の寺
領に関する判物である。『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.44）に 2点だけ収録されている。 典拠：『岡山県
史』20巻 家わけ史料・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 国清寺文書（東大影写本）（文書・記文
15点）

（江戸～明治期）

P97
52 清和寺文書

岡山県後月郡芳井町下鴫にある臨済宗清和寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は南北朝期～江
戸期。清和寺は，元の名を安井寺といい，この地の領主安井氏と関係があったらしい。文書は，寺領の寄進
状や縁起類など。『岡山県古文書集』第 3輯（p.243）に収録されている。 典拠：『岡山県古文書集』第 3輯

A1 清和寺文書（東大影写本）（文書・典籍4
点）

（南北朝～江戸期）

P97
53 美作総社宮文書

岡山県津山市総社にある美作総社宮に伝来した神社文書。明治30年の影写。年代は安土・桃山期～江戸期。
毛利元就の発給した文書が 1点含まれる。『岡山県古文書集』第 3輯（p.283）に収録されている。
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広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 岡山県／五流尊瀧院文書（P97�54）

A1 総社宮文書（東大影写本）（文書・記文 2
点）
※謄写文書5点を付す

（安土・桃山～江戸期）

P97
54 五流尊瀧院文書

岡山県倉敷市林にある修験道本庁五流尊龍院に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は室町期。尊龍
院はもと天台宗本山派に属した修験の寺であったが，後に分離独立して修験道本庁となった。文書は 2通と
も所領に関するものである。『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.45）に収録されている。

典拠：『岡山県史』20巻 家わけ史料・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 尊瀧院文書（東大影写本）（文書2点） （室町期）

P97
55 武宮神社文書

岡山県笠岡市走出にある武宮神社に伝来した神社文書。明治30年の影写。天正 9年（1581）の「竹宮山境并
神田坪付」が 1点のみである。『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.60）に収録されている。

A1 武宮神社文書（東大影写本）（文書1点） 天正 9. 3

P97
56 誕生寺文書

岡山県久米郡久米南町誕生寺里方にある浄土宗誕生寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。影写文書 4
点の他に謄写文書が 4点。年代は戦国期～江戸期。誕生寺は，蓮生坊熊谷直実が師法然誕生の地に建久 4年
（1193）に建立したとの寺伝を持つ。文書は『岡山県古文書集　第四輯』に収録されている。

典拠：圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 誕生寺文書（東大影写本）（文書4点） （戦国～江戸期）

P97
57 重玄寺文書

岡山県井原市芳井町吉井篠原にある臨済宗重玄寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は室町期～
戦国期。重玄寺は備中国井原荘に属し，もとは芳井町の大字天神山にあった。文書は寺領に関するものが多
い。『岡山県古文書集』第 3輯（p.217）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第 3輯・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 重玄寺文書（東大影写本）（文書4点） （室町～戦国期）

P97
58 中山神社文書

岡山県津山市一宮にある中山神社に伝来した神社文書。明治30年の影写。年代は戦国期～江戸期。中山神
社は平安初期から文献に見える古社で，後に美作国の一宮になった。文書には戦国武将の書状や判物が含ま
れており，毛利元就・尼子晴久らが発給者として見える。『岡山県古文書集』第 3輯（p.277）に収録されて
いる。 典拠：『岡山県古文書集』第 3輯

A1 中山神社文書（東大影写本）（文書・記文
10点）

（戦国～江戸期）
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岡山県／本山寺文書（P97�64） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

P97
59 日応寺文書

岡山市日応寺にある日蓮宗日応寺に伝来した文書。明治30年の影写。慶長18年（1613）の徳川家康「御定之
十五箇条」ほか。真偽等については疑わしいもののようであるが，江戸時代に庶民に読み聞かせるの使われ
たものという。

A1 日応寺文書（東大影写本）（典籍3点）

P97
60 藤戸寺文書

岡山県倉敷市藤戸町にある真言宗藤戸寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は南北朝期～江戸期。
『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.47）に康暦 2年（1380）の源将範寄進状が 1通だけ収録されている。

A1 藤戸寺文書（東大影写本）（文書2点） 康暦・寛永

P97
61 豊楽寺文書

岡山県御津郡建部町豊楽寺にある真言宗豊楽寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は南北朝期～
江戸期。寺伝によれば，豊楽寺は和銅年間の創建。中世には，美作国弓削荘に属し，美作屈指の古刹として
美作守護の赤松氏や山名氏の帰依を受け，多くの寺領を有した。天正年間に宇喜多直家から日蓮宗への改宗
を強制されたとき，従わなかったため破壊されたが，江戸初期に津山藩主森忠政によって再興された。文書
は寄進状など寺領に関するものが多い。『岡山県古文書集』第 1輯（p.97）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第 1輯・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 豊楽寺文書（東大影写本）（文書・記文
28点）

（南北朝～江戸期）

P97
62 法泉寺文書

岡山県井原市西江原町字長谷にある曹洞宗法泉寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は室町期～
江戸期。法泉寺は，寺伝によれば永享 2年（1430）高越城主伊勢新左衛門行長が開基。中世には備中国後月郡
荏原郷に属した。戦国期までこの地の豪族伊勢氏の菩提寺であり，伊勢氏に関する文書がいくつか含まれて
いる。『岡山県古文書集』第三輯（p.247）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第３輯・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 法泉寺文書（東大影写本）（文書・記文
23点）

（室町～江戸期）

P97
63 宝福寺文書

岡山県総社市井尻野にある臨済宗宝福寺に伝来した寺院文書。昭和14年の影写。年代は南北朝期～江戸期。
宝福寺はもと天台宗で，のち禅宗に改宗して京都東福寺の末寺となる。『岡山県史』20巻 家わけ史料（p.51）

に 8点の文書が収録されている。 典拠：『岡山県史』20巻 家わけ史料・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 宝福寺文書（東大影写本）（文書・書蹟・
帳簿・典籍17点）

（南北朝～江戸期）
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広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 岡山県／牧山家文書（P97�65）

P97
64 本山寺文書

岡山県久米郡柵原町定宗にある天台宗本山寺に伝来した寺院文書。明治30年の影写。年代は江戸期。文書
は森忠政と僧正天海の書状である。

A1 本山寺文書（東大影写本）（文書2点） （江戸期）

P97
65 牧山家文書

A1 牧山文書（東大影写本）（文書7点） （戦国～安土・桃山期）

P97
66 妙覚寺文書

岡山県御津郡御津町金川にある日蓮宗不受不施派妙覚寺が所蔵する寺院文書。明治30年の影写。年代は安
土・桃山期～江戸期。妙覚寺は明治 9年に日正が創建した寺で，所蔵文書はそれ以後に収集されたものであ
る。『岡山県古文書集』第 3輯（p.109）に収録されているが，影写された文書はそのうちのごく一部である。

典拠：『岡山県史』20巻 家わけ史料・圭室文雄編『日本名刹大事典』

A1 妙覚寺文書（東大影写本）（文書・帳簿7
点）

（安土・桃山～江戸期）

P97
67 米井家文書

岡山県津山市の米井家に伝来した武家文書。明治30年の影写。年代は安土・桃山期。この文書はもともと
旧美作国東北条郡の原家に伝来したものであったが，原家は現在絶家となり，米井家に伝来された。原氏は
尼子氏に属した戦国武士であったらしい。『岡山県古文書集』第 3輯（p.293）に収録されている。

典拠：『岡山県古文書集』第 3輯

A1 米井文書（東大影写本）（文書9点） （安土・桃山期）

《山口県》

P98
1 山口県文書館収蔵文書

–1 毛利家文庫 –9 興隆寺文書
–2 県庁旧藩記録 –10 船越家文書
–3 県史編纂所史料 –11 山田家文書
–4 右田毛利文庫 –12 奈古屋家文書
–5 近藤清石文庫 –13 村上家文書
–6 有光家文書 –14 山内家文書
–7 今川家文書 –15 常栄寺文書
–8 熊谷家文書

P98
1–1 毛利家文庫

旧長州藩に伝来した藩政文書記録群。大部分は長州藩の密用方が保存していたものであるが，明治以後，毛

917



山口県／山口県文書館（毛利家文庫）（P98�1–1） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

利家の家職において作成・収集・編修されたものも含まれている。これらを総称して「毛利家文庫」といい，
その総数は 5万点余である。
密用方は文書記録の管理を主要任務とした組織で，藩の諸役局から文書を引き継いでこれを保存するととも
に，家臣等から文書系譜の写しを徴し，種々の記録を編集・作成した。これらの文書記録は廃藩置県後，一
部を除いて新県に引き継がれず，毛利家の所蔵となったが，後に山口県に寄託され公開利用に供されるよう
になった。ただし，鎌倉時代以降の毛利家伝来文書（いわゆる毛利家文書）は除かれている。
毛利家文庫は，密用方以来の方法を踏襲しつつ独自の区分に基づいて整理されているが，なお未整理の文書
が多数ある。目録は現在第 5分冊までが山口県文書館から発刊されている。
毛利家文庫のうち，写真撮影し紙焼版としたのはきわめて一部であり，「譜録」や「毛利氏四代実録考証論
断」がその多くを占めている。

典拠：『山口県文書館史料目録　毛利家文庫目録』 1～ 5（以下，各項目の説明もこれによる）

公統 毛利氏の世系，譜牒，歴代正統の伝記，公族の親姻関係等の文書。

A1～3 17江氏家譜　上・中・下 永田政純 竪冊

A4 228江家秘録集（二・五・八のみ） 竪冊

諸省 諸省は，藩政府諸役局を意味する。藩政期の密用方の整理区分では当省と諸省に分け，当省には役局としての密用方自
体のものを収め，諸役局の一般記録で主題区分にしない庶政関係文書をここに収めたが，明治以降，当省を諸省に統合
した。

A1 88中国路東海道宿駅本陣姓名付・道中筋
御書付（延享 4年～寛政 2年）

竪冊

諸役 藩士の階級や諸役進退に関する記録。密用方の区分名辞では官位。

A5 18当役録 （大永～慶長） 竪冊

A6 25裏判役並郡奉行役員一覧表〔抄〕 （天正11～慶長6） 竪冊

社寺 毛利氏の霊社，菩提寺や領内一般の社寺に関する文書。

A7 3京師龍華院蔵書　廿日市洞雲寺証文 竪冊

A8 7寺院証文（見性院・建咲院・仏護寺・福泉坊） 竪冊

A9 17寺社由来書（萩真宗松林山端坊由来） 竪冊

A10 18満願寺起立法系本尊並縁起棟札本寺宝
物略記（抄）

（寛保元） 竪冊

A11 35端坊御判物写 竪冊

A12 52芸州米山寺書出 竪冊

軍記 元就時代の軍記以下，朝鮮役・関原役・大阪役・島原役等の軍記。

A13 23広島陣 （元和 5） 竪冊

A14 34久代記 竪冊

文武 藩校明倫館における文武教育・西洋学等や，古来の武備・兵制兵器等に関する文書。

A15 16軍役　付船軍御箇条 竪冊

叢書 松岡覚書，森脇覚書，益田牛庵覚書以下諸士の覚書・随筆等。密用方の区分名辞は筆記。

A16・17 1松岡覚書　元・亨・利・貞 松岡頼利 竪冊

A18・19 4森脇覚書（複本共） 元和 4 森脇春方 竪冊

A961 23玉木土佐守覚書 （永禄 9～寛永元） 冊

A20 27広島開基 竪冊

A21 40無尽集　諸家感状之写巻八 竪冊

A22 40無尽集　寺家諸沙汰巻二 竪冊

A23 61雲陣夜話補遺秘伝 曲直瀬道山 竪冊

A20 68広島騒動之時御書付御備付 竪冊

日記 公儀所日記，当職所日記，御在国中日記等，主として藩政府諸役局の日記。
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A24・25 1輝元公上洛日記（写共） 天正16 平佐就言 竪冊

巨室 一門六家，益田福原両永代家老の家譜・伝書等。

A26 11毛利広定家蔵〔文書〕 竪冊

A27 26宍戸譜録 竪冊

A28～30 27右田毛利譜録　一・二 竪冊

A31・32 31大野毛利譜録　一・二 竪冊

A33～36 33福原譜録　一・四・五・七・九・十・十一 竪冊

諸臣 諸士の家譜，伝書，称号，戦死忠死調，閥閲録及び譜録に関連のもの。

A961 18村上家証文（東大謄写本）

A37 23諸臣証文　六　佐々部家 竪冊

A38 23諸臣証文　七　田総家 竪冊

A39 23諸臣証文　十一　多胡家 竪冊

A40～42 24諸家証文　天・地・人 竪冊

A43 32佐世宗孚書案 慶長14. 5.26 宗孚（佐世元嘉）→戸田藤左衛
門尉

竪冊

A44 35御判物古証文写 竪冊

A45 39長田内藤家覚書 竪冊

A20 43広島御城絵図ニ有之名前書取 竪冊

A46 46熊谷豊前天野五郎右衛門等伏誅一件 竪冊

A47 48芸州以来御中間名付 竪冊

A48 51土生玄昌一事 竪冊

A49～51 86五国証文　第一・三・四・五・七 竪冊

A52 142徳山町人所持之御判物 竪冊

A53 144玖珂郡阿賀村三歩一左兵衛所持之御判物写 竪冊

A54 153都濃郡中須村百姓所持御判物写 竪冊

譜録 譜録は，毛利一門六家と永代家老益田・福原両家並びに寄組・大組以下平士・細工人など2595家（現存分）に及ぶ藩士
の系図・正統略譜・伝来の文書等を，藩命によって各家から録上したものの総称。ただし益田・福原両家の分は「巨室」
に区分される。享保年間編修の「閥閲録」についで，元文・寛保・延享年間に録上させたもの（古譜録）と，明和・安永
年間のもの（新譜録）とに大別される。閥閲録に取り上げていない系図と正統略譜を記載し，閥閲録に遺漏や除外の文書
を収録しているなどの特色があり，互いに参酌すべきである。ただし，写真版はすべて一部分のみの撮影である。

A55 あ1阿川伝左衛門直勝〔抄〕 竪冊

A56 あ3阿川与左衛門貞行〔抄〕 竪冊

A57・58 あ6阿曽沼内記秀明（一・二）〔抄〕 竪冊

A59 あ18阿武九右衛門兼和〔抄〕 竪冊

A60 あ19阿武佐右衛門直堅〔抄〕 竪冊

A61 あ22青木七郎兵衛住次〔抄〕 竪冊

A62 あ25青水正左衛門貞時〔抄〕 竪冊

A63 あ26赤川仁右衛門広義（一）〔抄〕 竪冊

A64 あ28赤川半兵衛周照〔抄〕 竪冊

A65 あ36赤川又兵衛之房〔抄〕 竪冊

A66 あ37赤川忠右衛門実方〔抄〕 竪冊

A67 あ43赤木太郎左衛門忠雄〔抄〕 竪冊
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A68 あ55浅田勘右衛門豊玄〔抄〕 竪冊

A69 あ59足立十郎右衛門遠泰〔抄〕 竪冊

A70 あ60足立吉左衛門長宣〔抄〕 竪冊

A71 あ60足立庄左衛門好実〔抄〕 竪冊

A72 あ61厚母七郎兵衛元貞〔抄〕 竪冊

A73 あ62厚母次郎兵衛利忠〔抄〕 竪冊

A74 あ68天野七郎兵衛景良〔抄〕 竪冊

A75 あ72天野舎人隆恒〔抄〕 竪冊

A76 あ73天野八十郎勝政〔抄〕 竪冊

A77 あ89有田権右衛門利忠〔抄〕 竪冊

A78 あ97有地内記兼成〔抄〕 竪冊

A79 あ98有地源之助勝敬〔抄〕 竪冊

A80 あ101有福九郎右衛門直房〔抄〕 竪冊

A81 あ107粟屋帯刀元忠〔抄〕 竪冊

A82 あ108粟屋主殿光久〔抄〕 竪冊

A83 あ112粟屋久右衛門光利〔抄〕 竪冊

A84 あ113粟屋仲平貞信〔抄〕 竪冊

A85 あ116粟屋弥五左衛門方昌〔抄〕 竪冊

A86 あ117粟屋市之助正辰〔抄〕 竪冊

A87 あ118粟屋十太夫英勝〔抄〕 竪冊

A88 あ119粟屋善兵衛倫政〔抄〕 竪冊

A89 あ120粟屋喜兵衛正富〔抄〕 竪冊

A90 あ121粟屋七郎左衛門信定〔抄〕 竪冊

A91 あ122粟屋九郎兵衛如紀〔抄〕 竪冊

A92 あ126粟屋七郎右衛門武信〔抄〕 竪冊

A93 あ127粟屋八郎兵衛光信〔抄〕 竪冊

A94 あ128粟屋長三郎友久〔抄〕 竪冊

A95 あ130粟屋八左衛門親相〔抄〕 竪冊

A96 あ134粟屋新左衛門通知〔抄〕 竪冊

A97 あ137粟屋八郎左衛門光実〔抄〕 竪冊

A98 あ139粟屋理源太直利〔抄〕 竪冊

A99 あ144粟屋弥九郎経陳〔抄〕 竪冊

A100 あ145粟屋平左衛門通次〔抄〕 竪冊

A101 あ146粟屋太郎左衛門幸篤〔抄〕 竪冊

A102 あ148粟屋与四郎光耀〔抄〕 竪冊

A103 あ157安源左衛門政明〔抄〕 竪冊

A104 い6井上善兵衛光久〔抄〕 竪冊

A105 い8井上源三郎盛数〔抄〕 竪冊

A106 い10井上小兵衛勝成〔抄〕 竪冊

A107 い11井上半兵衛長宜〔抄〕 竪冊
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A108 い12井上五郎三郎光包〔抄〕 竪冊

A109 い13井上三左衛門伊貞〔抄〕 竪冊

A110 い18井上清左衛門貞雅〔抄〕 竪冊

A111 い19井上四郎兵衛正幸〔抄〕 竪冊

A112 い22井上六右衛門光貞〔抄〕 竪冊

A113 い23井上孫六景光（一・二・三・四）〔抄〕 竪冊

A114 い24井上孫兵衛勝政（一・二）〔抄〕 竪冊

A115 い25井上作左衛門光久〔抄〕 竪冊

A116 い28井上静馬元盛（2冊）〔抄〕 竪冊

A117 い30井上左兵衛正信〔抄〕 竪冊

A118 い31井上市郎兵衛定之〔抄〕 竪冊

A119 い32井上惣左衛門良清〔抄〕 竪冊

A120 い37井上七郎兵衛信貞〔抄〕 竪冊

A121 い38井上勘解由光正〔抄〕 竪冊

A122 い39井上平左衛門貞久〔抄〕 竪冊

A123 い40井上又右衛門俊忠〔抄〕 竪冊

A124 い44井上五左衛門忠亮〔抄〕 竪冊

A125 い46井上玄静守常〔抄〕 竪冊

A126 い47井上治右衛門勝忠〔抄〕 竪冊

A127 い48井上与市右衛門俊延〔抄〕 竪冊

A128 い52井上八左衛門俊正〔抄〕 竪冊

A129 い55井上九左衛門助信〔抄〕 竪冊

A130 い56井上太左衛門之久〔抄〕 竪冊

A131 い60井上源四郎政俊〔抄〕 竪冊

A132 い65井原彦右衛門元俊〔抄〕 竪冊

A133 い66井原孫三師平〔抄〕 竪冊

A134 い67井原藤兵衛師勝（2冊）〔抄〕 竪冊

A135 い68井原勘右衛門就歳〔抄〕 竪冊

A136 い70井原次郎左衛門久信〔抄〕 竪冊

A137 い71井原市右衛門利直〔抄〕 竪冊

A138 い72伊木三郎右衛門尚識〔抄〕 竪冊

A139 い73伊藤又兵衛祐之〔抄〕 竪冊

A140 い76伊藤半兵衛景尚〔抄〕 竪冊

A141 い77伊藤治右衛門貞利〔抄〕 竪冊

A142 い78伊藤喜右衛門明徴〔抄〕 竪冊

A143 い79伊藤権兵衛清春〔抄〕 竪冊

A144 い82伊藤忠左衛門俊正〔抄〕 竪冊

A145 い84伊藤弥兵衛為祐〔抄〕 竪冊

A146 い86伊藤亦右衛門吉久〔抄〕 竪冊

A147 い87伊藤市郎右衛門道教〔抄〕 竪冊
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A148 い88伊藤猪左衛門恒充〔抄〕 竪冊

A149 い90伊藤五郎右衛門勝久〔抄〕 竪冊

A150 い91伊藤甚右衛門友俊〔抄〕 竪冊

A151 い104飯田平次兵衛信隣（一・二）〔抄〕 竪冊

A152 い108飯田源右衛門有慶〔抄〕 竪冊

A153 い110飯田藤右衛門清久〔抄〕 竪冊

A154 い111飯田与一左衛門親房（2冊）〔抄〕 竪冊

A155 い114飯田善右衛門正共〔抄〕 竪冊

A156 い117飯田八左衛門貞恒〔抄〕 竪冊

A157 い118飯田七郎右衛門信尚〔抄〕 竪冊

A158 い119飯田伝左衛門信敬〔抄〕 竪冊

A159 い121飯田三郎左衛門宣兼〔抄〕 竪冊

A160 い122飯田九郎右衛門孝次〔抄〕 竪冊

A161 い123飯田勝左衛門信侶〔抄〕 竪冊

A162 い125飯田嘉右衛門清通〔抄〕 竪冊

A163 い128飯田久右衛門信当〔抄〕 竪冊

A164 い129飯田蔵之丞倶辰〔抄〕 竪冊

A165 い141諫早七郎右衛門清忠〔抄〕 竪冊

A166 い142諫早織之助清操〔抄〕 竪冊

A167 い145石川乙之助義正〔抄〕 竪冊

A168 い147石川七郎兵衛胤貞〔抄〕 竪冊

A169 い148石川又兵衛信胤〔抄〕 竪冊

A170 い156石川作平治貫任〔抄〕 竪冊

A171 い163石津弥兵衛政由〔抄〕 竪冊

A172 い164石津九左衛門時中〔抄〕 竪冊

A173 い165石津七良兵衛経利〔抄〕 竪冊

A174 い171石原九右衛門信富〔抄〕 竪冊

A175 い176出羽内記祐寿〔抄〕 竪冊

A176 い177出羽小右衛門祐之〔抄〕 竪冊

A177 い178磯兼求馬景秋〔抄〕 竪冊

A178 い182市川俊蔵経矩〔抄〕 竪冊

A179 い184市川太郎左衛門利武（3冊）〔抄〕 竪冊

A180 い185市川孫右衛門経兼〔抄〕 竪冊

A181 い192市川平左衛門保信〔抄〕 竪冊

A182 い193一来七郎左衛門政澄 竪冊

A183 い196糸永八郎兵衛美澄〔抄〕 竪冊

A184 い203今津惣兵衛光直〔抄〕 竪冊

A185 い204今津茂兵衛信時〔抄〕 竪冊

A186 い205今津瀬兵衛好房〔抄〕 竪冊

A187 い207今村与左衛門貞英〔抄〕 竪冊
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A188 い208入江七郎左衛門卓如〔抄〕 竪冊

A189 い210入江半左衛門豊之〔抄〕 竪冊

A190 い211入江与市兵衛通範〔抄〕 竪冊

A191 い213岩井治右衛門政房〔抄〕 竪冊

A192 い216岩佐権之介玄育〔抄〕 竪冊

A193 い218岩崎惣左衛門友直〔抄〕 竪冊

A194 い224岩政六郎右衛門貞恒〔抄〕 竪冊

A195 い226引頭九兵衛勝久〔抄〕 竪冊

A196 う2宇佐川新八可敬〔抄〕 竪冊

A197 う3宇佐川六左衛門繁代〔抄〕 竪冊

A198 う5宇田多藤右衛門信之〔抄〕 竪冊

A199 う7宇田多恒之允全直〔抄〕 竪冊

A200 う8宇野五郎大夫正純〔抄〕 竪冊

A201 う9宇野忠右衛門弘道〔抄〕 竪冊

A202 う10宇野源兵衛弘豊〔抄〕 竪冊

A203 う11宇野与市右衛門弘昌〔抄〕 竪冊

A204 う14鵜飼新左衛門辰長〔抄〕 竪冊

A205 う17上田弥兵衛正豊〔抄〕 竪冊

A206 う24上野武左衛門方章〔抄〕 竪冊

A207 う25植木五郎右衛門忠政〔抄〕 竪冊

A208 う26植木久次郎直政〔抄〕 竪冊

A209 う29植木武右衛門孝之〔抄〕 竪冊

A210 う33後根七郎左衛門盛尹〔抄〕 竪冊

A211 う34後根平左衛門英久〔抄〕 竪冊

A212 う35臼井勘左衛門常清〔抄〕 竪冊

A213 う37臼井五右衛門正常〔抄〕 竪冊

A214 う41臼杵平左衛門忠房〔抄〕 竪冊

A215 う44内海彦左衛門忠直〔抄〕 竪冊

A216 う45内海貞右衛門教胤〔抄〕 竪冊

A217 う47内山藤左衛門義淵〔抄〕 竪冊

A218 う50馬屋原弥四郎輔範〔抄〕 竪冊

A219 う52馬屋原九右衛門武住〔抄〕 竪冊

A220 う53馬屋原右門信顕〔抄〕 竪冊

A221 う57浦主計元伴（一・二）〔抄〕 竪冊

A222 う59浦与吉勝敞〔抄〕 竪冊

A223 う61浦上九右衛門直信（2冊）〔抄〕 竪冊

A224 う62雲谷等徴（原亀之助）〔抄〕 竪冊

A225 え4江川弥一左衛門貞正〔抄〕 竪冊

A226 え5江木次郎右衛門真直〔抄〕 竪冊

A227 え7江田九右衛門敬信〔抄〕 竪冊
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A228 え8江津要人貞好〔抄〕 竪冊

A229 え12榎本織衛忠周（一・二・三）〔抄〕 竪冊

A230 え15榎本三郎右衛門忠房〔抄〕 竪冊

A231 お3小笠原弥右衛門長恒〔抄〕 竪冊

A232 お4小笠原治右衛門長勝〔抄〕 竪冊

A233 お5小方太郎左衛門忠房〔抄〕 竪冊

A234 お6小方三郎左衛門忠次〔抄〕 竪冊

A235 お8小倉源右衛門実益〔抄〕 竪冊

A236 お16小倉六右衛門信嵩〔抄〕 竪冊

A237 お18小沢市郎左衛門輔正〔抄〕 竪冊

A238 お21小田忠蔵信勝〔抄〕 竪冊

A239 お23小田村伊介公望〔抄〕 竪冊

A240 お24小田村長右衛門教布〔抄〕 竪冊

A240 お24小田村八郎左衛門勝美〔抄〕 竪冊

A241 お26小野孫右衛門正辰〔抄〕 竪冊

A242 お28小野新右衛門資之〔抄〕 竪冊

A243 お29小野貞右衛門資房〔抄〕 竪冊

A244 お33小野又右衛門種蕃〔抄〕 竪冊

A245 お34小野清右衛門久光〔抄〕 竪冊

A246 お37小幡小平太遠継〔抄〕 竪冊

A247 お39小幡七左衛門繁幸〔抄〕 竪冊

A248 お42尾川与三右衛門直儀〔抄〕 竪冊

A249 お45尾崎新兵衛乗貞〔抄〕 竪冊

A250 お46尾崎平兵衛乗尹〔抄〕 竪冊

A251 お47尾崎新右衛門以規〔抄〕 竪冊

A252 お53御籏九郎兵衛政勝〔抄〕 竪冊

A253 お54御座平右衛門尉貴〔抄〕 竪冊

A254 お55越知喜代槌〔抄〕 竪冊

A255 お56緒方仲助惟親〔抄〕 竪冊

A256 お57緒方久右衛門惟長〔抄〕 竪冊

A257 お59相嶋作右衛門光実〔抄〕 竪冊

A258 お73大多和惣兵衛滕卓〔抄〕 竪冊

A259 お78大中七郎右衛門晴宣〔抄〕 竪冊

A260 お85大呑十郎兵衛許房〔抄〕 竪冊

A261 お87大庭万里之助景正〔抄〕 竪冊

A262 お88大庭半平賢次〔抄〕 竪冊

A263 お89大庭喜右衛門賢幸〔抄〕 竪冊

A264 お95岡左平次意常〔抄〕 竪冊

A264 お95岡六兵衛堅雄〔抄〕 竪冊

A265 お97岡与三左衛門正武〔抄〕 竪冊
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A266 お99岡惣左衛門正勝〔抄〕 竪冊

A267 お101岡右内信英〔抄〕 竪冊

A268 お104岡忠右衛門利直〔抄〕 竪冊

A269 お105岡忠兵衛信之〔抄〕 竪冊

A270 お108岡権兵衛景之〔抄〕 竪冊

A271 お116岡田一入尚次〔抄〕 竪冊

A272 お119岡田彦左衛門政詮〔抄〕 竪冊

A273 お121岡部四郎左衛門統之〔抄〕 竪冊

A274 お126岡部孫兵衛景卓〔抄〕 竪冊

A275 お130岡本九左衛門勝春〔抄〕 竪冊

A276 お143奥村源之允久堅〔抄〕 竪冊

A277 お145落合七郎右衛門兼昌〔抄〕 竪冊

A278 か2加辺嘉内長完〔抄〕 竪冊

A279 か3香川次郎右衛門景品〔抄〕 竪冊

A280 か5香川久右衛門景明〔抄〕 竪冊

A281 か7香川平之允政忠〔抄〕 竪冊

A282 か9香取判十郎常行〔抄〕 竪冊

A283 か10賀屋太郎左衛門武泰〔抄〕 竪冊

A284 か13賀屋九郎左衛門頼辰〔抄〕 竪冊

A285 か15賀来利仙一貞〔抄〕 竪冊

A286 か17柿並多一郎正長〔抄〕 竪冊

A287 か18柿並勘右衛門為貞〔抄〕 竪冊

A288 か19柿並判右衛門正朗〔抄〕 竪冊

A289 か20景山権兵衛常恒〔抄〕 竪冊

A290 か21笠井孫右衛門貞幹〔抄〕 竪冊

A291 か22笠原新右衛門頼孝〔抄〕 竪冊

A292 か25梶山権左衛門則次〔抄〕 竪冊

A293 か29梶山辰之助良之〔抄〕 竪冊

A294 か32柏村五郎兵衛忠能〔抄〕 竪冊

A295 か39堅田安房広慶〔抄〕 竪冊

A296 か42勝間田権右衛門通澄〔抄〕 竪冊

A297 か45桂主殿広保〔抄〕 竪冊

A298 か46桂式部忠澄〔抄〕 竪冊

A299 か47桂波門将之〔抄〕 竪冊

A300 か48桂彦右衛門保房〔抄〕 竪冊

A301 か49桂五郎左衛門応之〔抄〕 竪冊

A302 か50桂四郎兵衛通繁〔抄〕 竪冊

A303 か51桂八郎右衛門盈英〔抄〕 竪冊

A304 か52桂市郎右衛門保心〔抄〕 竪冊

A305 か54桂又兵衛直良〔抄〕 竪冊
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A306 か56桂久右衛門繁高〔抄〕 竪冊

A307 か62門多五郎左衛門信行〔抄〕 竪冊

A308 か63金子九一郎忠義〔抄〕 竪冊

A309 か64金子与一右衛門範之〔抄〕 竪冊

A310 か66金子平左衛門忠光〔抄〕 竪冊

A311 か70金山清兵衛政純〔抄〕 竪冊

A312 か74兼重五郎兵衛貞連〔抄〕 竪冊

A313 か80兼常源太郎政久〔抄〕 竪冊

A314 か83兼常喜兵衛真武〔抄〕 竪冊

A315 か87上村八左衛門昌方〔抄〕 竪冊

A316 か89上山三郎左衛門泰昭〔抄〕 竪冊

A317 か92上領清右衛門直孝〔抄〕 竪冊

A318 か93上領道慶智定〔抄〕 竪冊

A319 か95神村五郎左衛門親芳〔抄〕 竪冊

A320 か101烏田知庵貫通〔抄〕 竪冊

A321 か102河井源右衛門永貞〔抄〕 竪冊

A322 か110河上伝兵衛光教〔抄〕 竪冊

A323 か111河北長左衛門俊胤〔抄〕 竪冊

A324 か112河北孫左衛門一平〔抄〕 竪冊

A325 か121河瀬太兵衛春泰〔抄〕 竪冊

A326 か124河村弥右衛門直之〔抄〕 竪冊

A327 か125河村三郎左衛門勝政〔抄〕 竪冊

A328 か128河村源左衛門道繁〔抄〕 竪冊

A329 か130河村六兵衛通高〔抄〕 竪冊

A330 き2木梨平左衛門恒通〔抄〕 竪冊

A331 き5木梨次郎吉経品〔抄〕 竪冊

A332 き11木原左近右衛門正勝〔抄〕 竪冊

A333 き12木原新右衛門通之〔抄〕 竪冊

A334 き14木原作左衛門通周〔抄〕 竪冊

A335 き17木原茂左衛門弘恒〔抄〕 竪冊

A336 き19木村弥兵衛次政〔抄〕 竪冊

A337 き21木村又右衛門清房〔抄〕 竪冊

A338 き29来嶋九郎右衛門政勝〔抄〕 竪冊

A339 き30来嶋九右衛門実正〔抄〕 竪冊

A340 く5久芳五郎右衛門兼域〔抄〕 竪冊

A341 く6久芳半左衛門順則〔抄〕 竪冊

A342 く11草苅太郎左衛門良継〔抄〕 竪冊

A343 く13草苅半右衛門継久〔抄〕 竪冊

A344 く14草苅勘兵衛継高〔抄〕 竪冊

A345 く20櫛辺八郎右衛門信美〔抄〕 竪冊
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A346 く22口羽衛士通孝（一・二）〔抄〕 竪冊

A347 く24口羽六兵衛通顕〔抄〕 竪冊

A348 く29沓屋五兵衛貞則〔抄〕 竪冊

A349 く30沓屋八郎左衛門貞良〔抄〕 竪冊

A350 く31国貞平左衛門景卿〔抄〕 竪冊

A351 く33国司内蔵長純〔抄〕 竪冊

A352 く42国司助之丞直経〔抄〕 竪冊

A353 く45国司太郎左衛門信忠〔抄〕 竪冊

A354 く46国司木工信処（2冊）〔抄〕 竪冊

A355 く50国重又右衛門恒信〔抄〕 竪冊

A356 く54国光茂左衛門孟雅〔抄〕 竪冊

A357 く58熊谷帯刀元貞（一・二）〔抄〕 竪冊

A358 く59熊谷七郎兵衛親実〔抄〕 竪冊

A359 く61熊谷太郎右衛門直恵〔抄〕 竪冊

A360 く62熊谷彦右衛門直佳〔抄〕 竪冊

A361 く66熊野才右衛門治記〔抄〕 竪冊

A362 く67熊野二郎左衛門常之〔抄〕 竪冊

A363 く68熊野五郎兵衛昌豊〔抄〕 竪冊

A364 く80蔵掛与兵衛直道〔抄〕 竪冊

A365 く86蔵田市之助信允〔抄〕 竪冊

A366 く90蔵田与三兵衛連軌〔抄〕 竪冊

A367 く93来原利右衛門盛尚〔抄〕 竪冊

A368 く97黒沢孫左衛門義俊〔抄〕 竪冊

A369 く98黒瀬善助政之〔抄〕 竪冊

A370 く102桑原七郎太郎知量〔抄〕 竪冊

A371 く103桑原新左衛門忠明〔抄〕 竪冊

A372 く105桑原貞之助直福〔抄〕 竪冊

A373 く106桑原五郎兵衛信計〔抄〕 竪冊

A374 く110郡司源七信光〔抄〕 竪冊

A375 こ5小川助左衛門信春〔抄〕 竪冊

A376 こ9小川喜右衛門良勝〔抄〕 竪冊

A377 こ11小川源右衛門澄衆〔抄〕 竪冊

A378 こ18小寺忠右衛門直賢〔抄〕 竪冊

A379 こ20小森与三左衛門景尹〔抄〕 竪冊

A380 こ24木屋勘兵衛公真〔抄〕 竪冊

A381・
382

こ26児玉三郎右衛門広長（一・二・三）〔抄〕 竪冊

A383 こ27児玉主計広高（一・二）〔抄〕 竪冊

A384 こ28児玉伊織行典（一・二）〔抄〕 竪冊

A385 こ29児玉糺定次〔抄〕 竪冊

927



山口県／山口県文書館（毛利家文庫）（P98�1–1） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A386 こ34児玉与右衛門真英〔抄〕 竪冊

A387 こ38児玉弥十郎時勝〔抄〕 竪冊

A388 こ39児玉六郎右衛門栄寿〔抄〕 竪冊

A389 こ42児玉市之進茂延〔抄〕 竪冊

A390 こ43児玉八郎左衛門為延〔抄〕 竪冊

A391 こ48児玉与兵衛信房〔抄〕 竪冊

A392 こ49児玉助右衛門之親〔抄〕 竪冊

A393 こ51児玉太兵衛武辰〔抄〕 竪冊

A394 こ52児玉七郎左衛門之達〔抄〕 竪冊

A395 こ53児玉正右衛門之咸〔抄〕 竪冊

A396 こ56児玉新五右衛門正国〔抄〕 竪冊

A397 こ70河内五郎右衛門信貞〔抄〕 竪冊

A398 こ77河内山与左衛門久嘉〔抄〕 竪冊

A399 こ78河内山甚右衛門光通〔抄〕 竪冊

A400 こ79河野六郎通古〔抄〕 竪冊

A401 こ81河野小四郎政俊〔抄〕 竪冊

A402 こ82河野源兵衛通友〔抄〕 竪冊

A403 こ84河野孫右衛門通貫〔抄〕 竪冊

A404 こ87河野九郎兵衛通政〔抄〕 竪冊

A405 こ99河野市右衛門通定〔抄〕 竪冊

A406 こ102河野十左衛門通由〔抄〕 竪冊

A407 こ103河野九郎左衛門主信〔抄〕 竪冊

A408 こ107河野与三左衛門通知〔抄〕 竪冊

A409 こ113香原喜左衛門景忠〔抄〕 竪冊

A410 こ114高四郎左衛門知房〔抄〕 竪冊

A411 こ119神代源左衛門通晶〔抄〕 竪冊

A412 こ120神代長右衛門利行〔抄〕 竪冊

A413 こ122神代六左衛門兼真〔抄〕 竪冊

A414 こ130神代十郎右衛門好清〔抄〕 竪冊

A415 こ133神田彦右衛門久利〔抄〕 竪冊

A416 こ136神田八郎左衛門信治〔抄〕 竪冊

A417 さ1佐伯木工茂共〔抄〕 竪冊

A418 さ6佐伯藤右衛門実胤〔抄〕 竪冊

A419 さ7佐伯次郎右衛門貞詮〔抄〕 竪冊

A420 さ12佐伯伝右衛門親信〔抄〕 竪冊

A421 さ16佐久間権左衛門〔抄〕 竪冊

A422 さ25佐々木弥右衛行盛〔抄〕 竪冊

A423 さ30佐々木七兵衛佐良〔抄〕 竪冊

A424 さ31佐々木阮中惟定〔抄〕 竪冊

A425 さ33佐々木半右衛門栄昌〔抄〕 竪冊
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A426 さ44佐田宅兵衛武故〔抄〕 竪冊

A427 さ48佐藤平七信成〔抄〕 竪冊

A428 さ50佐藤彦三郎実時〔抄〕 竪冊

A429 さ64財満四郎右衛門実延〔抄〕 竪冊

A430 さ65財満新三郎久張〔抄〕 竪冊

A431 さ73斎藤八郎兵衛義卿〔抄〕 竪冊

A432 さ80坂助八忠逵〔抄〕 竪冊

A433 さ90作間瀬兵衛昌胤〔抄〕 竪冊

A434 さ97桜井勘兵衛祐茂〔抄〕 竪冊

A435 さ98桜井市之助智政〔抄〕 竪冊

A436 さ101桜井又次郎常言〔抄〕 竪冊

A437 さ104刺賀治部左衛門信続〔抄〕 竪冊

A438 さ105雑賀織江範正〔抄〕 竪冊

A439 さ107沢源助是久〔抄〕 竪冊

A440 し1志賀茂右衛門詮氏〔抄〕 竪冊

A441 し2志賀平之進〔抄〕 竪冊

A442 し3志道隼人元徳（一・二）〔抄〕 竪冊

A443 し6志道平右衛門良次〔抄〕 竪冊

A444 し7志道太郎左衛門良行〔抄〕 竪冊

A445 し11志道与七郎良次〔抄〕 竪冊

A446 し12清水宮内元周（二・三・四）〔抄〕 竪冊

A447 し14男爵家別家清水家系譜〔抄〕 竪冊

A448 し18重枝与右衛門政久〔抄〕 竪冊

A449 し22重松八兵衛幸通〔抄〕 竪冊

A450 し25重見与三左衛門通和〔抄〕 竪冊

A451 し28重見宗仙通政〔抄〕 竪冊

A452 し33宍戸六郎知之〔抄〕 竪冊

A453 し35宍戸藤兵衛親明〔抄〕 竪冊

A454 し39宍道式部広慶（一・二）〔抄〕 竪冊

A455 し66下瀬七兵衛頼紀〔抄〕 竪冊

A456 し72庄原玄快信存〔抄〕 竪冊

A457 し74勝屋仁左衛門武逸〔抄〕 竪冊

A458 し76白井友之進胤延〔抄〕 竪冊

A459 し82白倉源右衛門貞行〔抄〕 竪冊

A460 し83白根七右衛門兼忠〔抄〕 竪冊

A461 し86神保与右衛門正勝〔抄〕 竪冊

A462 し87神保市郎右衛門常知〔抄〕 竪冊

A463 し88神保喜左衛門誠純〔抄〕 竪冊

A464 し91進三郎兵衛経建〔抄〕 竪冊

A465 す4周田八郎右衛門親述〔抄〕 竪冊
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A466 す9須子五郎左衛門政経〔抄〕 竪冊

A467 す11諏訪藤蔵頼安〔抄〕 竪冊

A468 す13水津半右衛門政恒〔抄〕 竪冊

A469 す18末国与左衛門胤昌〔抄〕 竪冊

A470 す21末武与五郎繁久〔抄〕 竪冊

A471 す24末近九左衛門忠昭〔抄〕 竪冊

A472 す26杉七右衛門文英〔抄〕 竪冊

A473 す28杉善助長貞〔抄〕 竪冊

A474 す29杉七右衛門盛住〔抄〕 竪冊

A475 す30杉善左衛門敷忠〔抄〕 竪冊

A476 す32杉仙弥虎房〔抄〕 竪冊

A477 す34椙原伊織定良〔抄〕 竪冊

A478・
479

す36椙杜六郎広連（一・二）〔抄〕 竪冊

A480 す37助藤弥市右衛門当幸〔抄〕 竪冊

A481 す42隅九左衛門宜平〔抄〕 竪冊

A482 せ2世木九郎右衛門政清〔抄〕 竪冊

A483 せ4世木惣兵衛政直〔抄〕 竪冊

A484 せ6世良四郎左衛門信頼〔抄〕 竪冊

A485 せ9世良四郎左衛門義形〔抄〕 竪冊

A486 そ1十川平右衛門方富〔抄〕 竪冊

A487 そ5祖式又右衛門信辰〔抄〕 竪冊

A488 そ6祖式次郎右衛門正勝〔抄〕 竪冊

A489 そ8曽祢孫左衛門高英〔抄〕 竪冊

A490 た1田上平兵衛正信〔抄〕 竪冊

A491 た2田北太郎右衛門以昌〔抄〕 竪冊

A492 た5田坂市郎右衛門中英〔抄〕 竪冊

A493 た8田坂太郎左衛門応徴〔抄〕 竪冊

A494 た11田門甚右衛門信雅〔抄〕 竪冊

A495 た13田中神六正澄〔抄〕 竪冊

A496 た20田中四郎右衛門則房〔抄〕 竪冊

A497 た22田中清右衛門通高〔抄〕 竪冊

A498 た36田原松軒政貞〔抄〕 竪冊

A499 た41多賀谷久兵衛武久〔抄〕 竪冊

A500 た42多田藤左衛門信臣〔抄〕 竪冊

A501 た45高井小左衛門任方〔抄〕 竪冊

A502 た51高洲長左衛門盛英〔抄〕 竪冊

A503 た52高洲五左衛門盛堅〔抄〕 竪冊

A504 た56高須八郎左衛門盛信〔抄〕 竪冊

A505 た57高洲五源次盛暉〔抄〕 竪冊
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A506 た61高須市之助通政〔抄〕 竪冊

A507 た64高杉小左衛門春信〔抄〕 竪冊

A508 た65高田半左衛門勝政〔抄〕 竪冊

A509 た72高橋九郎右衛門種英〔抄〕 竪冊

A510 た74高橋伝左衛門光茂〔抄〕 竪冊

A511 た75高橋八郎左衛門常久〔抄〕 竪冊

A512 た78高橋走珠光相〔抄〕 竪冊

A513 た85高橋惣左衛門春列〔抄〕 竪冊

A514 た96竹内弥七郎方張〔抄〕 竪冊

A515 た106竹田定安昌信〔抄〕 竪冊

A516 た107竹田弥左衛門光包〔抄〕 竪冊

A517 た116武安助左衛門種雄〔抄〕 竪冊

A518 た118立野孫左衛門正貞〔抄〕 竪冊

A519 ち2張六左衛門至勝〔抄〕 竪冊

A520 ち4張五郎右衛門信勝〔抄〕 竪冊

A521 ち6張源右衛門忠居〔抄〕 竪冊

A522 つ6津野仁右衛門信貞〔抄〕 竪冊

A523 つ8津森長右衛門易通〔抄〕 竪冊

A524 つ11都野七兵衛繿春〔抄〕 竪冊

A525 つ13都野正兵衛祥正〔抄〕 竪冊

A526 つ16土屋右近直次〔抄〕 竪冊

A527 つ18筒井九郎左衛門昌信〔抄〕 竪冊

A528 つ21鼓権兵衛包昭〔抄〕 竪冊

A529 つ21椿九兵衛正直〔抄〕 竪冊

A530 つ23坪井九右衛門貞直〔抄〕 竪冊

A531 つ24坪井与左衛門正豊〔抄〕 竪冊

A532 つ28坪井与三右衛門政豊〔抄〕 竪冊

A533 つ30坪井宇兵衛定応〔抄〕 竪冊

A534 て3豊嶋半右衛門定信〔抄〕 竪冊

A535 と1土肥十兵衛実方〔抄〕 竪冊

A536 と5同町善左衛門辰勝〔抄〕 竪冊

A537 と6東条政右衛門忠房〔抄〕 竪冊

A538 と12遠田六郎兵衛兼継〔抄〕 竪冊

A539 と21友近与市左衛門信明〔抄〕 竪冊

A540 と23豊田権右衛門種直〔抄〕 竪冊

A541 な1奈古屋九郎右衛門以忠〔抄〕 竪冊

A542 な2内藤与三右衛門元慶〔抄〕 竪冊

A543 な3内藤孫左衛門元貞〔抄〕 竪冊

A544 な12内藤弥左衛門実親〔抄〕 竪冊

A545 な16内藤文左衛門正重〔抄〕 竪冊
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A546 な21内藤善兵衛春門〔抄〕 竪冊

A547 な23内藤伝右衛門俊房〔抄〕 竪冊

A548 な30内藤市右衛門為貞〔抄〕 竪冊

A549 な33内藤六郎右衛門繁勝〔抄〕 竪冊

A550 な34内藤平右衛門利房〔抄〕 竪冊

A551 な39中井治郎右衛門恒之〔抄〕 竪冊

A552 な43中尾甚右衛門貞愛〔抄〕 竪冊

A553 な44中麻原備前守徳恒（2冊）〔抄〕 竪冊

A554 な46中川与右衛門清宣〔抄〕 竪冊

A555 な47中沢九郎左衛門正恂〔抄〕 竪冊

A556 な48中島九郎兵衛忠与〔抄〕 竪冊

A557 な49中島八郎左衛門貞茂〔抄〕 竪冊

A558 な52中島忠兵衛武真〔抄〕 竪冊

A559 な53中島自朴蕃邦〔抄〕 竪冊

A560 な56中所三郎左衛門茂明〔抄〕 竪冊

A561 な58中所源兵衛孝之〔抄〕 竪冊

A562 な61中原治兵衛良定〔抄〕 竪冊

A563 な68中村彦左衛門矩忠〔抄〕 竪冊

A564 な72中村仁左衛門景之〔抄〕 竪冊

A565 な73中村庄左衛門信員〔抄〕 竪冊

A566 な75中村孫右衛門信規〔抄〕 竪冊

A567 な77中村嘉兵衛政容〔抄〕 竪冊

A568 な82中村七郎左衛門信旨〔抄〕 竪冊

A569 な83中村市平久武〔抄〕 竪冊

A570 な110中山三郎右衛門房之〔抄〕 竪冊

A571 な113中山吉左衛門政富〔抄〕 竪冊

A572 な120仲平左衛門直房〔抄〕 竪冊

A573 な121仲子平兵衛通和〔抄〕 竪冊

A574 な123長井次郎右衛門時安（2冊）〔抄〕 竪冊

A575 な126長井武兵衛実賢（2冊）〔抄〕 竪冊

A576 な130長井惣次郎信勝〔抄〕 竪冊

A577 な134長岡助八実之〔抄〕 竪冊

A578 な136長崎首令高亮〔抄〕 竪冊

A579 な139長沼九郎右衛門正勝〔抄〕 竪冊

A580 な141長沼与兵衛氏利〔抄〕 竪冊

A581 な144長嶺与右衛門政宣〔抄〕 竪冊

A582 な147長嶺源助長達〔抄〕 竪冊

A583 な149長屋藤兵衛親之〔抄〕 竪冊

A584 な150長屋八郎左衛門親弥〔抄〕 竪冊

A585 な156梨羽源左衛門平勝政〔抄〕 竪冊
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A586 な158梨羽丹治景信〔抄〕 竪冊

A587 な159楢崎長右衛門景忠〔抄〕 竪冊

A588 な169楢崎新十郎資信〔抄〕 竪冊

A589 に1二階藤左衛門信貫〔抄〕 竪冊

A590 に4二宮太郎右衛門辰相〔抄〕 竪冊

A591 に7二宮吉左衛門常政〔抄〕 竪冊

A592 に10仁保八百槌守智〔抄〕 竪冊

A593 に13仁保勘兵衛滋光〔抄〕 竪冊

A594 に19新山五郎左衛門信孟〔抄〕 竪冊

A595 に30蜷川権左衛門親栄〔抄〕 竪冊

A596 ぬ1貫助八貞勝〔抄〕 竪冊

A597 ね1根来主馬元祐〔抄〕 竪冊

A598 の2乃美宇右衛門国興（一・二）〔抄〕 竪冊

A599 の10野上祐碩房正〔抄〕 竪冊

A600 の12野尻三郎右衛門正次〔抄〕 竪冊

A601 の13野尻玄清是廉〔抄〕 竪冊

A602 の14野田庄左衛門時房〔抄〕 竪冊

A603 の16野原九郎右衛門維正〔抄〕 竪冊

A604 の21野村作兵衛正道〔抄〕 竪冊

A605 の29野村五郎兵衛信好〔抄〕 竪冊

A606 の35能美七左衛門豊几〔抄〕 竪冊

A607 の36能美丈之助宣慶〔抄〕 竪冊

A608 の37能美太郎右衛門宣久〔抄〕 竪冊

A609 の39能美弥左衛門天命〔抄〕 竪冊

A610 の42信常太郎兵衛朝喜〔抄〕 竪冊

A611 の43信常仁左衛門実詮〔抄〕 竪冊

A612 の44信常弥右衛門真徳〔抄〕 竪冊

A613 は1羽様半右衛門政純〔抄〕 竪冊

A614 は4羽仁木工幸光〔抄〕 竪冊

A615 は6羽仁四郎兵衛長寛〔抄〕 竪冊

A616 は9羽仁七郎右衛門君雄〔抄〕 竪冊

A617 は14波多野藤右衛門直方〔抄〕 竪冊

A618 は15波多野矢之助雅定〔抄〕 竪冊

A619 は23波根八郎右衛門行和〔抄〕 竪冊

A620 は24長谷川太郎右衛門令文〔抄〕 竪冊

A621 は28服部伝右衛門政状〔抄〕 竪冊

A622 は29服部七郎左衛門光之〔抄〕 竪冊

A623 は39橋本弥左衛門政安〔抄〕 竪冊

A624 は43林三郎右衛門真貫〔抄〕 竪冊

A624 は43林宇兵衛御由緒書〔抄〕 竪冊
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A625 は44林仁左衛門春俊〔抄〕 竪冊

A626 は46林木工義勝（2冊）〔抄〕 竪冊

A627 は47林勘兵衛真良〔抄〕 竪冊

A628 は50林喜右衛門実適〔抄〕 竪冊

A629 は52林小善右衛門常之〔抄〕 竪冊

A630 は53林八郎右衛門房方〔抄〕 竪冊

A631 は55林判兵衛信行〔抄〕 竪冊

A632 は67林武左衛門善房〔抄〕 竪冊

A633 は73原治兵衛直儀〔抄〕 竪冊

A634 は74原九右衛門武真〔抄〕 竪冊

A635 は76原安右衛門兼包〔抄〕 竪冊

A636 は81原小八郎長福〔抄〕 竪冊

A637 は83原田甚右衛門勝俊〔抄〕 竪冊

A638 は90繁沢宮内利充（一）〔抄〕 竪冊

A639 ひ1日野勘解由景征（一・二）〔抄〕 竪冊

A640 ひ3檜垣文右衛門直言〔抄〕 竪冊

A641 ひ10平岡又三郎元家系譜〔抄〕 竪冊

A642 ひ14平川孫兵衛成道〔抄〕 竪冊

A643 ひ16平川吉兵衛正豊〔抄〕 竪冊

A644 ひ21弘才蔵忠春〔抄〕 竪冊

A645 ひ23弘六郎右衛門忠致〔抄〕 竪冊

A646 ひ25弘中半右衛門恒侯〔抄〕 竪冊

A647 ひ27弘中六左衛門信久〔抄〕 竪冊

A648 ひ31弘永茂右衛門宣春〔抄〕 竪冊

A649 ふ1布施三郎右衛門延行〔抄〕 竪冊

A650 ふ2布施忠右衛門光貞〔抄〕 竪冊

A651 ふ7福井七右衛門信交〔抄〕 竪冊

A652 ふ8福井十郎兵衛信之〔抄〕 竪冊

A653 ふ10福井勘兵衛信豊〔抄〕 竪冊

A654 ふ11福井八之進信房〔抄〕 竪冊

A655 ふ12福井五郎右衛門信勝〔抄〕 竪冊

A656 ふ14福井源右衛門真相〔抄〕 竪冊

A657 ふ16福島九郎右衛門知氏〔抄〕 竪冊

A658 ふ17福島彦兵衛親長〔抄〕 竪冊

A659 ふ18福島勘左衛門親貞〔抄〕 竪冊

A660 ふ23福原庄次郎頼邑〔抄〕 竪冊

A661 ふ25福原惣左衛門信忠〔抄〕 竪冊

A662 ふ27福原惣右衛門親常〔抄〕 竪冊

A663 ふ28福原又右衛門祐之〔抄〕 竪冊

A664 ふ33福原三郎左衛門茂郡〔抄〕 竪冊
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A665 ふ36福原右内俊操〔抄〕 竪冊

A666 ふ45福間舎人政明〔抄〕 竪冊

A667 ふ57藤井五郎兵衛貞房〔抄〕 竪冊

A668 ふ59藤井治右衛門益貞〔抄〕 竪冊

A669 ふ60藤井九左衛門利貞〔抄〕 竪冊

A670 ふ62藤井又右衛門勝賢〔抄〕 竪冊

A671 ほ11本間鉄次郎資次〔抄〕 竪冊

A672 ほ12本村常之助明之〔抄〕 竪冊

A673 ま3馬来宗兵衛貞道〔抄〕 竪冊

A674 ま8真鍋長兵衛安休〔抄〕 竪冊

A675 ま15槇垰林可勝這〔抄〕 竪冊

A676 ま27益田河内元言（一）〔抄〕 竪冊

A677 ま28益田隼人兼定（二）〔抄〕 竪冊

A678 ま29益田頼母兼脩（二）〔抄〕 竪冊

A679 ま30益田助左衛門兼言〔抄〕 竪冊

A680 ま31益成彦六行信〔抄〕 竪冊

A681 ま32町田八郎右衛門友利〔抄〕 竪冊

A682 ま34町野貞之進政親〔抄〕 竪冊

A683 ま42松浦九右衛門貞之〔抄〕 竪冊

A684 ま44松岡三郎兵衛頼村〔抄〕 竪冊

A685 ま46松岡彦右衛門頼春〔抄〕 竪冊

A686 ま47松岡次郎右衛門景興〔抄〕 竪冊

A687 ま49松岡右近右衛門房仲〔抄〕 竪冊

A688 ま52松田小内宣秋〔抄〕 竪冊

A689 ま57松田吉左右衛門幸通〔抄〕 竪冊

A690 ま62松原弾蔵通徹〔抄〕 竪冊

A691 ま63松原十郎右衛門弘時〔抄〕 竪冊

A692 ま64松原彦右衛門幸次〔抄〕 竪冊

A693 ま65松原武左衛門善会〔抄〕 竪冊

A694 ま70松原儀兵衛美祇〔抄〕 竪冊

A695 ま72松原武助好連〔抄〕 竪冊

A696 ま79松本甚右衛門常直〔抄〕 竪冊

A697 み3三井吉左衛門資英〔抄〕 竪冊

A698 み4三井善兵衛資誠〔抄〕 竪冊

A699 み14三浦権兵衛棟正〔抄〕 竪冊

A700 み16三浦五左衛門考澄〔抄〕 竪冊

A701 み18三浦又右衛門経奉〔抄〕 竪冊

A702 み20三浦玄巴利忠〔抄〕 竪冊

A703 み22三上藤右衛門忠正〔抄〕 竪冊

A703 み22三上家系図〔抄〕 竪冊
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A704 み23三上七郎右衛門有周〔抄〕 竪冊

A705 み26三須二郎兵衛高通〔抄〕 竪冊

A706 み27三隅作右衛門信影〔抄〕 竪冊

A707 み29三田市左衛門政往〔抄〕 竪冊

A708 み30三谷太郎右衛門盛尹〔抄〕 竪冊

A709 み32三戸源左衛門清昌〔抄〕 竪冊

A709 み32三戸氏系譜〔抄〕 竪冊

A710 み33三戸長右衛門次好〔抄〕 竪冊

A711 み34三戸忠左衛門将次〔抄〕 竪冊

A712 み35三戸勝左衛門忠知〔抄〕 竪冊

A713 み38三戸五郎右衛門顕尹〔抄〕 竪冊

A714 み39三戸小三郎真倚〔抄〕 竪冊

A715 み43三戸九郎右衛門次久〔抄〕 竪冊

A716 み49三戸伝兵衛親直〔抄〕 竪冊

A717 み52三保作右衛門正与〔抄〕 竪冊

A718 み54三増九郎右衛門尚庸〔抄〕 竪冊

A719 み58三宅孫左衛門高静〔抄〕 竪冊

A720 み60三吉藤馬雅郷〔抄〕 竪冊

A721 み61三吉半蔵好房〔抄〕 竪冊

A722 み62三輪善兵衛正在〔抄〕 竪冊

A723 み67美和四郎兵衛郷正〔抄〕 竪冊

A724 み70御郷宮次郎義近〔抄〕 竪冊

A725 み73御手洗留槌勝休〔抄〕 竪冊

A726 み74御手洗七郎右衛門勝政〔抄〕 竪冊

A727 み78溝部長兵衛正清〔抄〕 竪冊

A728 み80光永織江直道〔抄〕 竪冊

A729 み90南方九左衛門親政〔抄〕 竪冊

A730 み92宮権右衛門慶郷〔抄〕 竪冊

A731 み106宮田助之進貞清〔抄〕 竪冊

A732 む2武藤与右衛門正時〔抄〕 竪冊

A733 む17村上三郎兵衛広信（一）〔抄〕 竪冊

A734 む22村上弥左衛門信之〔抄〕 竪冊

A735 む23村上又右衛門常之〔抄〕 竪冊

A736 む28村上太左衛門充行〔抄〕 竪冊

A737 む33村上源右衛門充長〔抄〕 竪冊

A738 む34村上十兵衛信政〔抄〕 竪冊

A739 む46村橋新兵衛貞時〔抄〕 竪冊

A740 む49室田金左衛門行村〔抄〕 竪冊

A741 も4毛利四郎左衛門政澄〔抄〕 竪冊

A742 も6守田平左衛門勝方〔抄〕 竪冊
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A743 も12守永源左衛門武之〔抄〕 竪冊

A744 も15門司弥次右衛門房昌〔抄〕 竪冊

A745 も16門田二郎兵衛愛長〔抄〕 竪冊

A746 も17門田三郎右衛門言顕〔抄〕 竪冊

A747 や1八木左兵衛景実〔抄〕 竪冊

A748 や6八谷源太郎通恒〔抄〕 竪冊

A749 や7八谷半左衛門通利〔抄〕 竪冊

A750 や10矢田忠左衛門基清〔抄〕 竪冊

A751 や13矢田部善左衛門則友〔抄〕 竪冊

A752 や14矢野忠左衛門当久〔抄〕 竪冊

A753 や19安田作右衛門政恒〔抄〕 竪冊

A754 や28安富猪右衛門貞栄〔抄〕 竪冊

A755 や35安村半兵衛連房〔抄〕 竪冊

A756 や40柳沢新右衛門元詮（一）〔抄〕 竪冊

A757 や41柳沢九左衛門光起〔抄〕 竪冊

A758 や44楊井平馬盛次〔抄〕 竪冊

A759 や45楊井常次郎晟彪〔抄〕 竪冊

A760 や46楊井吉兵衛直正〔抄〕 竪冊

A761 や47大和忠左衛門完庸〔抄〕 竪冊

A762 や48大和嘉七郎晴澄〔抄〕 竪冊

A763 や51山県平左衛門直政〔抄〕 竪冊

A764 や54山県平右衛門鎮辰〔抄〕 竪冊

A765 や60山県惣兵衛光年〔抄〕 竪冊

A766 や61山県市兵衛政次〔抄〕 竪冊

A767 や62山県富之助信種〔抄〕 竪冊

A768 や69山県十郎左衛門時久〔抄〕 竪冊

A769 や72山県吉左衛門常之〔抄〕 竪冊

A770 や73山県六右衛門豊之〔抄〕 竪冊

A771 や74山県善右衛門貫寛〔抄〕 竪冊

A772 や77山県弥三左衛門朝次〔抄〕 竪冊

A773 や81山県藤右衛門充景〔抄〕 竪冊

A774 や85山形権右衛門房章〔抄〕 竪冊

A775 や93山崎源右衛門昌次〔抄〕 竪冊

A776 や95山崎権左衛門富勝〔抄〕 竪冊

A777 や101山崎五右衛門孝明〔抄〕 竪冊

A778 や109山田五左衛門直賢（一・二）〔抄〕 竪冊

A779 や113山田半左衛門忠好〔抄〕 竪冊

A780 や114山田二郎右衛門通胤〔抄〕 竪冊

A781 や115山田市郎直政〔抄〕 竪冊

A782 や118山田文右衛門尚兼〔抄〕 竪冊
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A783 や120山田喜左衛門直堅〔抄〕 竪冊

A784 や129山田権八包教〔抄〕 竪冊

A785 や132山名平四郎豊充〔抄〕 竪冊

A786 や136山中八郎兵衛種房〔抄〕 竪冊

A787 や142山中太右衛門兼忠〔抄〕 竪冊

A788 や143山根七郎左衛門之清〔抄〕 竪冊

A789 や144山根六右衛門恒之〔抄〕 竪冊

A790 や148山根道之進通之〔抄〕 竪冊

A791 や151山内松之助通勝〔抄〕 竪冊

A792 や152山内治左衛門通久〔抄〕 竪冊

A793 や155山村源次郎光長〔抄〕 竪冊

A794 や156山本八左衛門武政〔抄〕 竪冊

A795 や161山本五郎兵衛直長〔抄〕 竪冊

A796 や164山本五左衛門孝伯〔抄〕 竪冊

A797 や165山本藤左衛門直矩〔抄〕 竪冊

A798 や166山本勘右衛門勝之〔抄〕 竪冊

A799 ゆ2湯浅八兵衛正好〔抄〕 竪冊

A800 ゆ6湯浅権兵衛之直〔抄〕 竪冊

A801 ゆ7湯浅源兵衛将則〔抄〕 竪冊

A802 ゆ13湯川三郎左衛門常春〔抄〕 竪冊

A803 ゆ14湯川喜左衛門安忠〔抄〕 竪冊

A804・
805

ゆ16湯原宇兵衛国安（一・三）〔抄〕 竪冊

A806 ゆ17遊佐新右衛門隣茂〔抄〕 竪冊

A807 ゆ19有倉三郎兵衛頼実〔抄〕 竪冊

A808 よ2横地七郎兵衛勝貞〔抄〕 竪冊

A809 よ3横見彦右衛門政忠〔抄〕 竪冊

A810 よ6横山勘兵衛政知〔抄〕 竪冊

A811 よ7横山新之允藤賢〔抄〕 竪冊

A812 よ18吉井源左衛門武義〔抄〕 竪冊

A813 よ21吉賀清兵衛国泰〔抄〕 竪冊

A814 よ24吉賀三右衛門親伯〔抄〕 竪冊

A815 よ32吉田孫右衛門房経〔抄〕 竪冊

A816 よ37吉田九郎右衛門兼義〔抄〕 竪冊

A817 よ40吉田三郎次公当〔抄〕 竪冊

A818 よ53吉原太郎左衛門親綱〔抄〕 竪冊

A819 よ54吉原市兵衛延久〔抄〕 竪冊

A820 よ57吉松甚助恭通〔抄〕 竪冊

A821 よ62吉村伊右衛門遊方〔抄〕 竪冊

A822 よ68吉山源右衛門光則〔抄〕 竪冊
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A823 よ70米田平助直勝〔抄〕 竪冊

A824 り1李家数馬正寿（一）〔抄〕 竪冊

A825 り6李家宗億在宥〔抄〕 竪冊

A826 わ1和智帯刀宣郷（一）〔抄〕 竪冊

A827 わ2和智九郎左衛門棣郷〔抄〕 竪冊

A828 わ8脇彦右衛門信之〔抄〕 竪冊

A829 わ9脇五郎左衛門道政〔抄〕 竪冊

A830 わ10脇市郎右衛門正則〔抄〕 竪冊

A830 わ10脇源右衛門信清〔抄〕 竪冊

A831 わ11鷲頭小右衛門盛通〔抄〕 竪冊

A832 わ14渡辺小三郎悠（一）〔抄〕 竪冊

A833 わ15渡辺小右衛門栄家〔抄〕 竪冊

A834 わ16渡辺弥左衛門方〔抄〕 竪冊

A835 わ17渡辺助兵衛光〔抄〕 竪冊

A836 わ18渡辺三郎左衛門直（一・二）〔抄〕 竪冊

A837 わ23渡辺仁右衛門烈恒〔抄〕 竪冊

A838 わ24渡辺九郎兵衛玄〔抄〕 竪冊

A839 わ25渡辺六兵衛満〔抄〕 竪冊

A840 わ28渡辺忠右衛門暉〔抄〕 竪冊

A841 わ31渡辺孫右衛門祝〔抄〕 竪冊

A842 わ33渡辺治右衛門直〔抄〕 竪冊

A843 わ34渡辺長次郎英〔抄〕 竪冊

A844 わ44渡辺権左衛門繁治〔抄〕 竪冊

A845 わ47渡辺与一右衛門俊〔抄〕 竪冊

A846 わ50綿貫新兵衛忠良〔抄〕 竪冊

A847 わ51綿貫四兵衛資勝〔抄〕 竪冊

A848 わ53悪平右衛門正貞〔抄〕 竪冊

A849 足軽其外御判物写13松原与兵衛其外〔抄〕 竪冊

A850 足軽其外御判物写14来島清三郎・鈴木三郎兵衛〔抄〕 竪冊

A851 足軽其外御判物写16阿部勘右衛門〔抄〕 竪冊

A852 足軽其外御判物写17萩町人（宗像友一郎・深野某・近藤宗七）〔抄〕 竪冊

諸家 大内氏，厚東氏その他諸家に関するもの。

A853 2大内殿有名衆今八幡記 竪冊

A854 3大内壁書 竪冊

A854 13堀立家証文写
※県史編纂所史料（245ページ）を見
よ

A855～
858

28芸備事蹟考抜萃　一～四 熊見曲水 竪冊

A859 38村山証文 竪冊

◦一　元就様尊翰之写
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◦二　輝元様御裏方御寄進状之写・尊翰之写

◦三　天野御家御書之写

◦四　御諸家御書之写

◦六　輝元様尊翰之写

◦十二　吉川様御書之写〔抄〕

◦十三　諸家様御諸用御書之写

◦十四　御諸家御書之写

A20 43広島騒動御箇条御備付 元和 5 竪冊

地誌 防長両国の地誌，地図，開作，論地等の記録や，安芸国その他関係地の地誌。

A860～
863

1〔芸州藩〕国郡志御用下調書出　一～
四
※高田郡村々

竪冊

A864 1〔広島独案内〕（国郡志御用下調書出　六のうち） 竪冊

A865 7三備陳跡 竪冊

A866 8芸備古城跡　全 竪冊

A867 11広島独案内・太閣秀吉公御朱印・御家中御知行人名記・御国中御高記 竪冊

A868 12中山遊歴雲芸旧蹟記　付伯州米子迄行程 中山又八郎 竪冊

A869 13備芸雲石遍歴・九州同断 寛延 3・宝暦 7 瓢房 竪冊

A870 15癸亥防長紀行 文久 3 竪冊

A871・
872

16辛未紀行　一・二 文化 8 竪冊

A873・
874

19芸備古跡志　一・二 享和 3 勝島惟恭 竪冊

A875 20芸備古跡志遺漏（遺漏・拾遺・補遺） 竪冊

A876 28芸陽探勝記草案・芸備古跡参考草案・庚申記行草案 竪冊

A877 35祐長老答国司広邑・石雲備芸防覚書・
俵田某往芸之福原路程留書

竪冊

A878 40山代温故録（付録　大永記録・竹内正
虎記録）

安永 6 小幡正蔵 竪冊

A879 41行程記（山陽道） 折本

◦安芸国佐伯郡小野村尾瀬川～同国賀茂郡四日市

◦安芸国賀茂郡西条四日市～備後国御調郡尾道

◦備後国御調郡尾道～備前国上道郡藤井駅

法令 万治制法以下，各種の御書付，御箇条，仕法書など藩の法令。

A880・
881

67御国制　内編・外編 竪冊

給禄 八箇国時代分限帳以下廃藩に至る諸士の分限帳及び給禄に関する記録。

A882～
891

1八箇国御時代分限帳　一～九 竪冊

御什書（実録類） 系譜類（毛利氏やその支族の系図），実録類（毛利氏三代実録等），什書類の三つに大別される。写真版となっている
のは，「毛利氏四代実録考証論断」と「村山書状」（伊勢の御師村山家あての毛利家及び家臣団からの書状類を集めたも
の）のみ。

4毛利氏四代実録考証論断 竪冊

A892 ◦一（永禄 7年）

A892 ◦二（永禄 8年）

940



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 山口県／山口県文書館（毛利家文庫）（P98�1–1）

A893 ◦三（永禄 9年）

A894 ◦四（永禄10年）

A895 ◦五（永禄11年）

A896 ◦六（永禄12年正月～6月）

A897 ◦七（永禄12年7月～12月）

A898 ◦八（元亀元年正月～7月）

A899 ◦九（元亀元年7月～12月）

A900 ◦十（元亀2年正月～6月）

A901 ◦十一（元亀2年7月～12月）

A902 ◦十二（元亀3年）

A903 ◦十三（天正元年）

A904 ◦十四（天正 4年）

A905 ◦十五（天正 5年）

A906 ◦十六（天正 6年）

A907 ◦十七（天正 7年）

A908 ◦十八（天正 8年正月・2月）

A909 ◦十九（天正 8年3月・4月）

A910 ◦二十（天正 8年4月～12月）

A911 ◦二十一（天正 9年）

A912 ◦二十二（天正10年）

A913 ◦二十三（天正11年正月～6月）

A914 ◦二十四（天正11年7月～12月）

A915 ◦二十五（天正12年）

A916 ◦二十六（天正13年正月～6月）

A917 ◦二十七（天正13年7月～12月）

A918 ◦二十八（天正14年）

A919 ◦二十九（天正15年）

A920 ◦三十（天正16年正月～7月）

A921 ◦三十一（天正16年7月）

A922 ◦三十二（文禄元年正月～6月）

A923 ◦三十三（文禄元年6月～12月）

A924 ◦三十四（文禄 3年）

A925 ◦三十五（慶長3年）

A926 ◦三十六（慶長4年）

A927 ◦三十七（慶長5年）

A928 ◦三十八（慶長5年6月・7月）

A929 ◦三十九（慶長5年8月）

A930 ◦四十（慶長5年9月）

A931 ◦四十一（慶長5年10月～12月）
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御什書（什書類）

5村山書状（31～41）

A932 ◦贈村山家返章　安 竪冊

A933 ◦贈村山家返章　安 竪冊

A934 ◦贈村山家返章　左 竪冊

A935 ◦贈村山家返章　幾・由 竪冊

A936 ◦贈村山家返章　美 竪冊

A937 ◦贈村山家返章　志 竪冊

A938 ◦贈村山家返章　恵・比・毛 竪冊

A939 ◦贈村山家返章　世・寸 竪冊

A940 ◦贈村山家返章　寺家　付雑 竪冊

A941 ◦贈村山家証文 竪冊

A942 ◦村山家蔵証書 竪冊

絵図 防長の国・郡・村の古地図，城郭，館邸・陣屋・本陣等の差図等。広島城下の絵図も含む。

A943 200八ヶ国御配地絵図（安芸）

A944 200八ヶ国御配地絵図（備後）

A945 200八ヶ国御配地絵図（備中・伯耆）

A946 200八ヶ国御配地絵図（出雲・石見）

A947 200八ヶ国御配地絵図（周防・長門）

C1 230芸州広島城町割之図

A948 231芸州広島之図

C2 233芸州広島城下屋敷割図

接幕一件 第二次長州戦争（長州征伐）に先立つ慶応元年（1865），幕府は広島に重臣を派遣し，長州藩の罪状を糾問し，その処分
を伝達しようとした。この第二次征長をめぐる幕府と長州の駆け引きは 1年近く継続するが，長州側はついに処分を
受け入れないまま，第二次長幕戦（四境戦争）が始まった。「接幕一件」はこのころの長州と幕府と応接に関する記録
を収めた項目である。

A949・
950

1芸城応接書 慶応元～2 竪冊

四境戦争一件 慶応 2年（1866）6月に幕府軍の周防国大島郡砲撃によって始まった四境戦争は，安芸国境・豊前小倉口・石見方
面の防長四境に展開した。この戦争の戦況報告・戦況日記，及び幕府側諸藩軍の戦況その他の記録。他に，後年
毛利家編輯所において収集した戦記も含まれる。

A951 1芸州口戦争記 慶応 2 毛利家編輯所 竪冊

他藩人履歴 他藩人で，おもに幕末期，長州藩とかかわりのあった諸人の履歴。写真版となっているのは「黒田益男履歴抄略」
のみ。黒田益男は黒田益之丞ともいい，幕末の広島藩士。

A952 11〔安芸〕黒田益男履歴抄略 竪冊

維新記事雑録 毛利家編輯所が採集した維新関係史料を，書名の「いろは別雑録」として蓄積されたもの。写真版となっている
のは「遊芸問答」のみ。これは禁門の変後の長州藩の情勢・動向について，芸州藩との問答を記したもの。

A953 387遊芸問答 元治元 竪冊

他家 他国他藩の諸家から毛利家に宛てた書状類。

A954 1陶弘護書状 7.13 陶弘護→毛利殿御宿所 切紙

毛利家 輝元・秀就・綱広・吉就の書状および婦人の消息文，その他毛利家にかかわる文書。

A954 1井原四郎兵衛へ仰渡輝元條（断簡） （天正年間ヵ） 竪紙

A954 2毛利輝元書状写 （文禄 2）3. 6／（文禄
2）3. 8

毛利輝元→毛利元康 継

A954 3毛利輝元并御同官の御方御昇進の次第 （文禄 4ヵ）1. 6 巻子
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A954 4毛利輝元宛明朝箚符写 万暦23（文禄 4）2 竪紙

A954 5毛利輝元教訓御箇條并毛利元康誓書写 慶長2. 7.21 継

A954 6毛利輝元自筆注文（御朱印，御判の枡，
日頼様の御書箱etc.）

（慶長5ヵ）2.19 巻子

A954 7毛利輝元書状写 （慶長6）1.22 毛利輝元→福原広俊 竪紙

A954 190鵜飼新右衛門（元辰）書状 4.21 鵜飼元辰→千阿 竪紙

家臣 一門家老諸士等の書状類や役職関係文書。

A955 1宮仕衆付立并所々留木請取注文（5通）（慶長以前ヵ）

A955 28桂善左衛門家文書写（文明 3年～元和
6年の毛利氏歴代感状等51通）

継

A956 35佐世元嘉宛書状（銀山落着其外の事）
（後欠）

（天正年間ヵ） 竪紙

A956 36佐世元嘉書状（政務ニ付諸事気付の
事）

（慶長年間）8.16 継

A956 37佐世元嘉書状 巻子

◦元嘉妻離別の事 5. 7・8.19

◦元嘉娘宍戸元真妻離別の事 7.17

A956 87毛利元康宛口宣案写（2通） 文禄 4. 2.22 竪紙

A956 88毛利元康知行打渡状写 慶長4. 7.3／
慶長5.11. 2

毛利宗瑞 継

A956 89毛利元宣家中定写 慶長6. 3.5・慶長6. 3.12 毛利宗瑞 継

A956 90毛利（元康）家聞伝覚并五組衆再検付立（2通）

末家 支藩長府毛利秀元，徳山毛利就隆，吉川広家・広正・広嘉および小早川隆景等の書状。

A957 51後陽成天皇口宣案 継

◦吉川広家叙従五位下 天正16. 7.27

◦吉川広家昇従四位下 天正16. 7.25

◦吉川広家任侍従 天正16. 7.27

◦吉川広家紫紐冠懸免許 （天正16ヵ）7.25

A957 52吉川広家書状 （慶長2）6.24 吉川広家→堅田元慶 継

A957 63小早川隆景一字書出案文 天文20. 2. 9 竪紙

A957 64一任〔安国寺恵瓊〕覚書
※小早川隆景沼田家相続の事

竪紙

A957 65一任覚書
※小早川隆景沼田家相続の事

竪紙

軍事 天正以降寛永年間までの諸陣役関係文書。

A958 1安国寺恵瓊・林木工（就長）連署書状
※毛利・羽柴講和の事

（天正11ヵ） 安国寺恵瓊・林就長→佐世元嘉
他

竪紙

A958 27郡山城内相撲十二番興行付立 天文 3. 8.11 継

A958 33御武具付立 （慶長・元和頃ヵ）

宗教 寺社および切支丹関係文書。

A958 2曼殊院門跡領勅裁并知行目録写 巻子

◦土御門天皇綸旨写
※曼殊院門跡領の事

明応 4. 3. 6

◦曼殊院門跡領知行所目録 天文 3. 9.26
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A958 3毛利元就・同隆元連署売券写 天文21. 4.18 毛利元就・同隆元→高野山安養
院

竪紙

A958 4毛利輝元黒印状
※寺社分限高の事

（慶長年間）8.20 毛利輝元→福原広俊 継

A958 5寺社分限帳 継

用度 御内用物品等の受渡しに関する文書。

A958 79正月買物付立 天文21.12. 3 竪紙

未整理分

A959 村山家檀那帳　目録　天正九年　付端帳 天正 9 竪冊

A960 村山家檀那帳　慶長十七年 慶長17 竪冊

P98
1–2 県庁旧藩記録

廃藩置県後，山口県が長州藩から引き継いだ旧藩の文書記録群。もともとは「毛利家文庫」の大部分の文
書記録と一体のものである。写真版になっているのは天明 4年（1784）の「中国路通人馬御直段付」のみで
ある。

A1 中国路通人馬御直段付（天明四年辰四
月）

尾張屋七兵衛・目代又右衛門・
万屋弥市

竪冊

◦御下向達　中国路通人馬御直段付 天明 4. 4

◦御下向達　東海道・木曽路通人馬御直
段付

天明 4. 3

P98
1–3 県史編纂所史料

A1 堀立家証文
※原本は毛利家文庫諸家13「堀立家証文」

堀直美差出 竪冊

A2～4 御書御判物控　一～三
※原本は徳山毛利家文庫

竪冊

P98
1–4 右田毛利文書

A1 永田秘録　六十三〔抄〕 竪冊

◦工藤内田家系

A1 永田秘録　六十四 竪冊

◦工藤号内田後称益田

A1 永田秘録　六十六〔抄〕 竪冊

◦山口内藤家系

A1 永田秘録　六十七〔抄〕 竪冊

◦〔中島家文書〕

A1 永田秘録　七十二〔抄〕 竪冊

◦山田太郎左衛門家証文

◦三吉与一右衛門家証文

A2 永田秘録　七十四〔抄〕 竪冊
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◦御証文写（佐波家）

A3 永田秘録　七十六 竪冊

◦杉隆泰・杉英勝家証文写

A4 永田秘録　八十五 竪冊

◦安富家証文

A5 永田秘録　八十七 竪冊

◦諸家証文写（山県家）

A6 永田秘録　八十九 竪冊

◦堀立家証文

A7 永田秘録　九十〔抄〕 竪冊

◦伊予八幡社家河野家証文

A7 永田秘録　九十三〔抄〕 竪冊

◦桂保心家御証文写

A7 永田秘録　百〔抄〕 竪冊

◦三戸家御証文写

A8 永田秘録　百五 竪冊

◦平賀隆宗運矢辨

A9 永田秘録　百七 竪冊

◦梨羽紹幽覚書

A9 永田秘録　百八〔抄〕 竪冊

◦相島作右衛門書付

◦湯原太郎左衛門書付

P98
1–5 近藤清石文庫

近藤清石（天保 4（1833）～大正 5（1916））は，もと長州藩密用方助筆，のち右筆役。明治になって山口県庁の
諸役を勤め，特に修史事業に従事した。「大内氏実録」「山口県風土記」等の著書がある。近藤清石文庫は彼
の自筆稿本や国史国文関係の典籍類からなる。写真版になっているのは，「大内氏実録土代」と「正閏史料」
「正閏史料外編」のみである。

大内氏実録土代（全20冊） 近藤清石 竪冊

A1 　巻一　閥閲録（宍戸美濃etc.）

A2 　巻二　閥閲録（浦図書etc.）

A3 　巻三　閥閲録（原権左衛門etc.）

A4 　巻四　閥閲録（阿曽沼六左衛門etc.）

A5 　巻五　閥閲録（馬屋原九右衛門etc.）

A6 　巻六　閥閲録（小方三郎左衛門etc.）

A7 　巻七　閥閲録（周布吉兵衛etc.）

A8 　巻八　閥閲録（児玉庄右衛門etc.）

A9 　巻九　閥閲録（宮与左衛門etc.）

A10 　巻十　大内氏実録引用文書巻（豊浦毛利子爵蔵etc.）
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A11 　巻十一　大内家御判物并奉書写（文久元年5月，安富恕兵衛）

A12 　巻十二　大内氏実録引用文書巻（安芸国・石見国・出雲国・伊予国）

A13 　巻十三　大内氏実録引用文書巻（豊前国）

A14 　巻十四　大内氏実録引用文書巻（筑前国）

A15 　巻十五　大内家掟書

A16 　巻十六　大内譜牒

　　　　　大内義隆記異本

　　　　　言延覚書

　　　　　長門国守護代記

　　　　　長門国一宮大宮司次第記

　　　　　杉新右衛門尉遺書

A17 　巻十七　足利尊氏旗摸本裏書

　　　　　野立屏風裏書

　　　　　応安七年八月十日上宮上棟馬注文

　　　　　嘉吉四年二月十六日上宮遷宮注文

　　　　　長禄三年四月十六日上宮参詣目録

　　　　　文明十八年二月三日上宮参詣目録

　　　　　年紀不知下宮遷宮注文

　　　　　明応六年四月十六日五社参詣次第

　　　　　文亀三年三月六日今八幡宮御遷宮注文

　　　　　高嶺両太神宮御鎮座伝記

　　　　　正平七年仁平寺本堂供養日記

　　　　　応永十一年氷上山本堂供養日記

　　　　　同供養願文

　　　　　応永廿一年菩提院堂供養舞童同諸役人次第

　　　　　応永三十四年四月九日注文

　　　　　氷上山一切経勧進帳

　　　　　秋穂八幡宮奉加帳

　　　　　今山多聞寺奉加帳

　　　　　同縁起

　　　　　長門国厚狭郡下津廃長光寺縁起

　　　　　龍福寺年譜

A18 　巻十八　菅公像賛

　　　　　大内府君甲冑寿容賛

　　　　　大内義隆卿寿像賛

　　　　　大内義隆卿肖像賛

　　　　　陶尾張守弘護肖像賛

　　　　　陶尾張守興房寿像賛

　　　　　同別号偈

　　　　　大内盛見入道徳雄与朝鮮国議政府政丞書
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　　　　　大内義隆卿与朝鮮国礼曹参書

　　　　　朝鮮国曹判姜顕答書

　　　　　大内義隆卿与朝鮮国礼曹参判書

　　　　　朝鮮国礼曹参判任権答書

　　　　　三韻一覧序

　　　　　明人趙秩玉庭吟

　　　　　釈策彦明本書牘跋

　　　　　大朱説

　　　　　古尊宿法語

　　　　　器之為 禅師行巻

　　　　　高野山細入坊成慶院過去帳

　　　　　波多野内蔵助滋信小伝

　　　　　仁保上総介弘有寿像賛

A19 　巻十九　明応九年三月五日将軍御成雑
掌注文

　　　　　毛利隆元山口下向滞在日記

　　　　　毛利元就山口下向饗応記

　　　　　房顕記〔抜萃〕

　　　　　房顕日々記

　　　　　陶全薑頸実検之時勝鬨之記

A20 　巻二十　雲窓賸語
　　　　　長門国住吉社法楽百首

　　　　　道ゆきふり〔抜萃〕

　　　　　鹿苑院殿厳島詣記〔抜萃〕

　　　　　筑紫紀行〔抜萃〕

　　　　　刈藻の露〔抜萃〕

　　　　　奉悼法泉寺殿辞

　　　　　十三仏名号連歌

正閏史料（8冊） 近藤清石

A21 　一〔後半のみ〕 延元元（建武3）～
延元3（暦応元）

竪冊

A22 　二〔第二之上〕 興国元（暦応 2）～
正平6（観応 2）

竪冊

A23 　三〔第二之下〕 正平7（文和元）～
正平23（応安元）

竪冊

A24 　四〔第三・四〕 正平24（応安 2）～
元中9（明徳3）

竪冊

A25 　五〔第五〕年紀不知 竪冊

A26 　六〔補遺〕 竪冊

A27 　外編　第一 康平6～寛元4 竪冊

A28 　外編　第二 宝治元～文永 9 竪冊

正閏史料外編（5冊） 近藤清石

947



山口県／山口県文書館（熊谷家文書）（P98�1–8） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A29 　巻一 承平元～承久 3 竪冊

A30 　巻二 貞応元～正元元 竪冊

A31 　巻三 文応元～永仁6 竪冊

A32 　巻四・五 正安元～元弘元
年紀不知

竪冊

A33 　補遺 竪冊

正閏史料（東大謄写本）（6冊） 近藤清石

A34 　一之上 元弘2～建武2

A35 　一之下 延元元（建武3）～
延元3（暦応元）

A36 　二之一 延元4（暦応 2）～
興国6（貞和元）

A37 　二之二 正平元（貞和 2）～
正平6（観応 2）

A38 　二之三 正平7（文和元）～
正平11（延文元）

A39 　三 正平24（応安 2）～
文中2（応安 6）

P98
1–6 有光家文書

下関市永田郷の正吉八幡宮の宮司家である有光家に伝来した中世の地方文書。年代は鎌倉期～江戸期。内容
は，有光氏（本姓秦氏）の宮司職や所領に関わる安堵，宛行，寄進，譲与，売買などに関するものが多い。地
頭発給文書を始め，大部分が中央との交流を伴わない地下文書である点に特徴がある。『山口県古文書等所
在確認調査報告書』（p.111）に目録が掲載されている。　典拠：国守　進「山口県下の古文書調査」（『山口県
古文書等所在確認調査報告書』）

A1～3 有光家文書（1）～（3）（文書・系図・絵
図等127点）

（鎌倉～江戸期）

P98
1–7 今川家文書

今川家は防府天満宮の小行事役を勤めた家で，姻戚関係から井原家文書も伝存した。井原家文書は，もと長
州藩士の井原氏に伝来した武家文書。『閥閲録』巻73には「井原助之進」として17点の史料を載せる。写真
撮影されているのは文書写 1巻のみで，内容は文安元年（1444）6月13日大内家老臣連署奉書以下，主とし
て大内家からの発給文書31点（室町期～戦国期）である。　典拠：『東京大学史料編纂所報』第13号（p.105）

A1 今川家文書〔井原家文書写1巻〕 巻子

P98
1–8 熊谷家文書

長州藩士熊谷家に伝来した武家文書。大正 9年の影写。年代は戦国期～江戸期。本文書を伝えた熊谷家は，
寄組熊谷氏（もと安芸国国人領主）の庶流で，熊谷信直の末子就真を始祖とする。『閥閲録』巻127に熊谷彦右
衛門として65点の文書を載せ，また『広島県史』古代中世資料編V（p.407）に 2点収録されている。

A1・2 熊谷文書（東大影写本）（文書84点）
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P98
1–9 興隆寺文書

山口市大内御堀の天台宗氷上山興隆寺に伝来した寺院文書。明治21年の影写。年代は南北朝期～江戸期。
興隆寺は寺伝によれば推古朝の草創。貞和 4年（1348）に大内弘幸によって本堂が再建され，以後大内氏の
氏寺として厚く保護された。のちに毛利氏からも崇敬をうけている。文書は，大内氏歴代当主や奉行人か
らの発給文書，毛利隆元・毛利輝元からの発給文書などが中心を占める。『防長史学』（第 1巻 1号～第 3巻 1

号）の付録として御薗生翁甫が本文書を翻刻している。目録としては，平瀬直樹「興隆寺伝来文書編年目録」
（『山口県文書館研究紀要』19号）がある。これは山口県文書館収蔵の興隆寺文書だけでなく，防府国分寺と現
興隆寺住職豊福家が所蔵する興隆寺文書も併せて目録化したものである。　典拠：圭室文雄編『日本名刹大
事典』・平瀬直樹「興隆寺伝来文書編年目録」（『山口県文書館研究紀要』19号）

A1～6 興隆寺文書　一～六（東大影写本）（文書・記録225点）

P98
1–10 船越家文書

周防国玖珂郡山代庄の地侍だった船越家に伝来した武家文書。写真版になっている文書は17点。年代は戦
国期。船越氏は山代庄生見の刀禰であり，戦国時代には大内氏や毛利氏の旗下にあって給地を宛行われたり
している。文書は毛利隆元・毛利輝元・小早川隆景・陶晴賢等から発給された書状・知行宛行状・感状など
が主なもので，『山口県文書館諸家文書目録』 3に全点の目録が掲載されている。なお文書の一部は『閥閲
録』巻159に収録されている。　典拠：『山口県文書館諸家文書目録』 3・『東京大学史料編纂所報』第13号
（p.105）

A1 御判物　一通（1巻） 巻子

◦小早川隆景書状 永禄12.10.25 小早川隆景→舟越淡路守・坂新
五左衛門

切紙

A1 御判物　拾六通（1巻） 巻子

◦毛利隆元宛行状 永禄 3.10.23 毛利隆元→舟越淡路守 竪紙

◦毛利隆元書状 弘治 2ヵ1.20 毛利隆元→舟越淡路守他4名 折紙

◦毛利隆元書状 8.19 毛利隆元→舟越淡路守 竪紙

◦毛利元就・同隆元連署書状 弘治 2ヵ2. 6 毛利元就・同隆元→舟越淡路守 折紙

◦毛利元就書状 永禄12.10.25 毛利元就→舟越淡路守 折紙

◦毛利輝元書状 永禄12.10.25 毛利輝元→舟越淡路守 折紙

◦毛利氏奉行人連署奉書 永禄12. 9.17 毛利氏奉行人→船越主計允他8
名

折紙

◦桂元重・乃美宗勝連署書状 永禄12ヵ11.23 桂元重・乃美宗勝→船越主計允 折紙

◦毛利輝元書状 1.19 毛利輝元→桂左衛門大夫 竪紙

◦毛利輝元書状 12.18 毛利輝元→国司右京兆 竪紙

◦毛利輝元書状 12.27 毛利輝元→粟掃 竪紙

◦毛利輝元書状 8. 7 毛利輝元→船越主計允 竪紙

◦毛利輝元宛行状 天正 7. 1.19 毛利輝元→船越又次郎 竪紙

◦毛利輝元仮名書出 天正20. 6.19 毛利輝元→舟越三郎次郎 折紙

◦〔大内義長ヵ〕書状 元亀元ヵ3. 2 （大内義長ヵ）→舟越淡路守 折紙

◦陶晴賢書状 天文23. 5.30 陶晴賢→舟越淡路守 折紙
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P98
1–11 山田家文書

旧長州藩士山田家（寄組）に伝来した武家文書。写真版になっている点数は 8軸（147点），41通， 2冊。年
代は室町期～江戸期。大部分は戦国末期から安土・桃山期にかけてのものである。山田氏は清和源氏浦野氏
の一族で尾張国の豪族。来歴は不明であるが，元就の時代には山田民部丞満重が毛利氏の旗下にあって軍功
をあげている。以後毛利氏の家臣として藩政期に至っている。文書は毛利元就・毛利隆元・毛利輝元・小早
川隆景・吉川元春等から発給されたものが多い。他に山田民部丞の九州方面での活動を示す文書が多く見ら
れる。『閥閲録』巻31山田吉兵衛に100点近くの文書が収載されているが，これに見えないものも多くある。
それらのうち14点が『広島県史』古代中世資料編V（p.407）に掲載されている。

A1～3 山田家文書（1）～（3）（文書・系図等8軸，
41通，2冊）

（室町～江戸期）

P98
1–12 奈古屋家文書

旧徳山藩士奈古屋家に伝来した武家文書。写真版になっているのは 7点。年代は永禄～慶長。奈古屋氏の来
歴は不明であるが，もとは毛利姓で大内氏の旗下にあった。大内氏滅亡後，毛利氏の支配下に入って奈古屋
姓に改め，のちに徳山毛利家の家臣になった。毛利輝元・小早川隆景・宍戸元義・黒田勘兵衛等の発給文書
が含まれている。『閥閲録』巻63の奈古屋九郎右衛門は分家にあたり，本家所蔵文書の写しが何点か収載さ
れている。

A1 小早川隆景書状 永禄11. 8.22 小早川隆景→毛利河内守 切紙

A1 毛利輝元書状 天正 8. 4.15 毛利輝元→奈古屋左近助 折紙

A1 奈古屋左近助元賀領知譲与状
※毛利輝元袖判

天正14. 2.28 奈古屋元賀→奈古屋余三 竪紙

A1 黒田官兵衛孝高書状 天正14.11.10 黒田孝高→なこや河内 折紙

A1 宍戸元義書状 8.12 宍戸元義→奈古屋九郎右衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状 慶長7.10.20 毛利輝元→佐世元嘉 折紙

A1 毛利輝元官途書出 慶長14.12.28 毛利輝元→奈古屋与三 竪紙

P98
1–13 村上家文書

長州藩士寄組村上氏に伝来した武家文書。年代は南北朝期～安土・桃山期。写真版になっているのは 9巻，
1函，84通（合計183点）。他に東京大学史料編纂所影写本（明治31年影写，106点）がある。本文書を伝えた能
島村上氏は，瀬戸内水軍として有名な三島村上氏のうちのひとつで，伊予国越智郡の能島城を本拠としてい
た。弘治元年（1555）の厳島合戦以後，次第に小早川隆景に接近しはじめ，河野氏滅亡後は完全に小早川氏の
旗下に入り，近世には毛利氏の家臣となった。文書の大部分は，毛利元就・毛利隆元・毛利輝元・小早川隆
景，および毛利氏・小早川氏の家臣らが発給したもので，受取人の大部分は村上武吉とその子の村上元吉で
ある。活字になったものとしては，『愛媛県史』資料編（古代・中世）および『閥閲録』（巻22村上図書）がある。

典拠：『愛媛県史』資料編（古代・中世）解説

※文書名・年代は『愛媛県史』資料編古代・中世に従った。

A1 陸奥守顕家沙汰状（影写本） 3. 1 陸奥守顕家→蔵人中将

A1 顕家寄進状（影写本） 延元3. 1. 7 北畠顕家→伊豆三島社

A1 足利将軍ヨリ御教書 巻子

◦足利義輝御内書 （永禄 6ヵ）3.22 足利義輝→村上掃部助 切紙

A1 毛利家小早川家ヨリ御書 巻子

◦小早川隆景書状 6. 6 小早川隆景→村上掃部頭 切紙
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◦毛利輝元書状 11.11 毛利輝元→村上勝太郎 折紙

A1 諸家ヨリ感状 巻子

◦大友宗麟書状 3.21 大友宗麟→村上掃部頭 切紙

◦大友宗麟・義統連署書状 6. 4 大友宗麟・義統→村上掃部頭 切紙

◦大内義長書状 4.22 大内義長→村上掃部頭 切紙

◦松永久秀書状 10.15 松永久秀→村上掃部頭 切紙

◦細川高国宛行状 4.13 細川高国 切紙

◦一色藤長書状 9.11 一色藤長→村上掃部頭 切紙

◦三好実休書状 9.19 三好実休→村上掃部頭 切紙

◦織田信長朱印状 （天正 9ヵ）11.26 織田信長→村上掃部頭 切紙

◦松浦隆信書状 9.26 松浦隆信→村上 切紙

◦河野通直書状 （天正 4）7.24 河野通直→村上掃部頭 竪紙

◦天野元政書状 （永禄 9）閏8.28 天野元政→村上掃部 継

◦羽紫秀長書状 （天正15）4. 8 羽紫秀長→野嶋 折紙

◦某書状 11.22 某→村掃 継

A1 小早川隆景公御書 巻子

◦小早川隆景書状 （天正13ヵ）2.26 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天文17ヵ）3.27 小早川隆景→村上掃部頭・村上
大和守

継

◦小早川隆景書状 （天正10）4.14 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 4.17 小早川隆景→村上掃部助 切紙

◦小早川隆景書状 （天正10）5. 3 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正11）6. 3 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正12）6.20 小早川隆景→武吉・元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正10ヵ）6.24 小早川隆景→武吉・元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正10ヵ）6.24 小早川隆景→武吉・元吉 折紙

◦小早川隆景書状 （天正10ヵ）6.25 小早川隆景→武吉 継

◦小早川隆景書状 （天正14）6.27 小早川隆景→村上掃部助 竪紙

◦小早川隆景書状 （天正12）7. 6 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正13ヵ）2.26 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正17）7.17 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 7.23 小早川隆景→武吉・元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正15）7.24 小早川隆景→武吉・元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正11）8.13 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正11）8.23 小早川隆景 継

◦小早川隆景書状 （天正10）11.22 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 11.23 小早川隆景→村上少輔太郎 竪紙

◦小早川隆景書状 （永禄11）10.17 小早川隆景→村上掃部頭 竪紙

◦小早川隆景書状 （天正10ヵ）4.14 小早川隆景→武吉 継

◦小早川隆景書状 （天正10）4.14 小早川隆景→村和・村掃 継
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◦小早川隆景書状 （天正10）6. 3 小早川隆景→武吉・元吉 切紙

◦小早川隆景書状 （永禄11）9.29 小早川隆景→村上掃部頭 切紙

◦小早川隆景書状 （天正10）4.10 小早川隆景→武吉 折紙

◦小早川隆景書状 （天正10）10.20 小早川隆景→村上大和守・村上
掃部頭

竪紙

◦小早川隆景書状 （永禄 4）11. 9 小早川隆景→村上掃部頭 切紙

◦小早川隆景書状 （永禄 4）11.28 小早川隆景→村上掃部頭 継

◦小早川隆景書状 （天正 4）7.28 小早川隆景→村上少輔太郎 切紙

◦小早川隆景書状 文禄 2. 6. 7 小早川隆景→村上掃部守 切紙

◦小早川隆景書状 （天正11ヵ）4.16 小早川隆景→武吉・元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正10）12.10 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正 9）4.17 小早川隆景→元吉 継

◦穂田元清書状 （天正10）4.19 穂田元清→武吉・元吉 継

A1 毛利隆元元就輝元公御書 巻子

◦毛利元就書状 （永禄 5ヵ）1.26 毛利元就→村上掃部頭 切紙

◦毛利元就書状 （永禄12ヵ）6.12 毛利元就→武吉 継

◦毛利元就書状 （永禄12ヵ）6.13 毛利元就→武吉 切紙

◦毛利元就書状 （元亀元年）8.29 毛利元就→武吉 切紙

◦毛利元就・隆元連署書状 11.26 毛利元就・隆元→村上掃部頭 切紙

◦毛利元就・輝元連署書状 （永禄11）11.12 毛利元就・輝元→村上掃部頭 切紙

◦毛利隆元書状 （永禄 5ヵ）1.28 毛利隆元→村上掃部頭 切紙

◦毛利隆元書状 （永禄 4）10.18 毛利隆元→村上掃部頭 切紙

◦毛利隆元書状 （永禄 4）11. 9 毛利隆元→村上掃部頭 切紙

◦毛利隆元書状 （永禄 4）11.15 毛利隆元→村上掃部頭 切紙

◦毛利隆元書状 （弘治元）10. 2 毛利隆元→村上掃部頭 竪紙

A1 毛利輝元公御書 巻子

◦毛利輝元書状 （天正10）5. 9 毛利輝元→村上大和守・村上掃
部頭

継

◦毛利輝元書状 （天正10）4.17 毛利輝元→村上大和守 継

◦毛利輝元書状 （永禄12ヵ）6.13 毛利輝元→村上掃部頭 切紙

◦毛利輝元書状 （天正10）6. 8 毛利輝元→村上掃部頭 切紙

◦毛利輝元書状 （天正10）6.25 毛利輝元→村上大和守 継

◦毛利輝元書状 （天正 5）閏7.29 毛利輝元→村上少輔太郎 切紙

◦毛利輝元書状 （天正 4）8. 3 毛利輝元→村上少輔太郎 切紙

◦毛利輝元書状 （天正10）9.23 毛利輝元→村上大和守・村上掃
部頭

竪紙

◦毛利輝元書状 （天正10）12.18 毛利輝元→村上大和守 竪紙

◦毛利輝元書状 （天正17ヵ）4.17 毛利輝元→村上大和守・村上掃
部頭

継

A1 毛利氏神文 巻子

A1 ◦毛利元就・小早川隆景・毛利輝元連署
起請文

永禄13. 9.25 毛利元就他→村上掃部頭 竪紙
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◦小早川隆景起請文 天正13. 2.11 小早川隆景→村上大和守・村上
掃部頭

継

◦小早川隆景起請文 天正13.11. 1 小早川隆景→村上掃部頭・村上
大和守

竪紙

◦小早川隆景起請文 （天正10）4.14 小早川隆景→村上掃部頭 切紙

A1 小早川隆景公御書 巻子

◦小早川隆景書状 （天正13）2.11 小早川隆景→武吉・元吉 切紙

◦小早川隆景書状 （天正10ヵ）3.24 小早川隆景→武吉 継

◦小早川隆景書状 （天正10）4.28 小早川隆景→村上掃部頭 切紙

◦小早川隆景書状 （天正10）5. 3 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正 5）閏7.22 小早川隆景→村上少輔太郎 継

◦小早川隆景書状 （天正 5）後7.24 小早川隆景→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正 5）8.12 小早川隆景→村上少輔太郎 切紙

A1 毛利輝元公御書 巻子

◦毛利輝元書状 （天正10）4.17 毛利輝元→村上掃部助 継

◦毛利輝元書状 （天正12）7. 9 毛利輝元→村上掃部頭 継

◦毛利輝元書状 （天正15）8. 7 毛利輝元→元吉・武吉 継

◦毛利輝元書状 （天正16）11.11 毛利輝元→武吉 継

◦毛利輝元書状 （天正12）11.11 毛利輝元→村上大和守 継

◦毛利輝元書状 （天正11）12.20 毛利輝元→元吉・武吉 折紙

◦毛利輝元書状 （文禄 5）4.27 毛利輝元→村上掃部頭 竪紙

◦毛利輝元書状 （天正14）4. 7 毛利輝元→村上大和守・村上掃
部頭

折紙

◦毛利輝元書状 （天正11）11.20 毛利輝元→元吉 継

◦小早川隆景書状 （天正11）2.26 小早川隆景→児玉三郎右衛門 折紙

◦毛利輝元書状 （天正10）10. 2 毛利輝元→村上掃部頭 竪紙

A1 綸旨（1函） 函

◦口宣案写 天文18. 8.28 　→村上武吉

◦武吉様御頂戴綸旨写　弐枚（1包） 包

　・口宣案写 天文18. 8.28 　→村上武吉 竪紙

　・口宣案写 天文18. 8.28 　→村上武吉 竪紙

◦元慶様御頂戴綸旨写　弐枚（1包） 包

　・口宣案 天正16. 7.26 　→豊臣元慶 竪紙

　・口宣案 天正16. 7.26 　→豊臣元慶 竪紙

A2 村上領石高付立 天正20. 6.19 竪紙

A2 井上春忠書状 （天正10）11.15 井上春忠→元吉 折紙

A2 井上春忠・児玉元良連署書状 天正10.11.21 井上春忠・児玉元良→元吉 折紙

A2 井上春忠・粟屋景親・鵜飼元辰連署書状
案

天正10. 9. 1 井上春忠他→横見太郎右衛門・
友国刑部左衛門尉

折紙

A2 井上春忠書状 天正10.11.21 井上春忠→元吉 折紙

A2 井上春忠書状 天正11. 2.20 井上春忠→武吉・元吉 折紙

A2 井上春忠書状 天正11. 6. 3 井上春忠→元吉 折紙

953



山口県／山口県文書館（村上家文書）（P98�1–13） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A2 井上春忠書状 天正11. 8.12 井上春忠→元吉 折紙

A2 井上春忠書状 天正11. 1.15 井上春忠→武吉・元吉 折紙

A2 井上春忠・鵜飼元辰連署書状 天正11. 8.23 井上春忠・鵜飼元辰→柳沢新右
衛門尉

折紙

A2 井上春忠・鵜飼元辰連署書状 天正11. 8.23 井上春忠・鵜飼元辰→元吉・武
吉

折紙

A2 鵜飼元辰書状 天正11. 8.24 鵜飼元辰→元吉・武吉 折紙

A2 榎本元吉書状案 文禄 3. 5. 2 榎本元吉→村上八郎左衛門 折紙

A2 堅田元慶書状 2. 5 堅田元慶→村掃部 折紙

A2 児玉就英書状 天正11.閏1. 5 児玉就英→元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11. 2. 4 児玉就英→武吉・元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11. 2. 6 児玉就英→武吉・元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正13. 2.16 児玉就英→武吉・元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11. 6.21 児玉就英→武吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11. 7. 9 児玉就英→元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11. 7.24 児玉就英→武吉・元吉 折紙

A2 児玉就英書状 天正11.12.21 児玉就英→元吉 折紙

A2 児玉就方書状 天正11.閏1.20 児玉就方→ 折紙

A2 児玉就方書状 （天正11ヵ）4. 9 児玉就方→村上与兵衛 折紙

A2 児玉就方書状 天正11. 4. 9 児玉就方→武吉・元吉 折紙

A2 児玉就方書状 天正13. 4.24 児玉就方→武吉・景親・元吉 折紙

A2 児玉就方・同就英連署書状 天正11.10.15 児玉就方・同就英→元吉 折紙

A2 児玉就方書状 天正11.12.10 児玉就方→元吉 折紙

A2 児玉就方書状 天正11.12.27 児玉就方→元吉 折紙

A2 児玉就方・同元貫連署書状 （天正11ヵ）2.27 児玉就方・同元貫→元吉 折紙

A2 児玉就方・同元貫連署書状 （天正11ヵ）2.27 児玉就方・同元連→元吉 折紙

A2 児玉元良書状 （天正11ヵ）1.27 児玉元良→元吉 折紙

A2 児玉元良書状 （天正11ヵ）11.19 児玉元良→元吉 折紙

A2 児玉元良・同元兼連署書状 （天正11ヵ）7. 7 児玉元良・同元兼→元吉 折紙

A2 児玉就英書状案 3.28 児玉就英→元吉 折紙

A2 小早川隆景書状写（2通） 天正 4. 7.30 小早川隆景→村上少輔五郎 折紙

A2 河野通直書状 （天正13ヵ）2. 9） 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 （天正13ヵ）2.17 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正11. 3. 5 河野通直→村上大和守・同掃部
頭

折紙

A2 河野通直書状 天正10.11.17 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正10.11.15 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正10.11.20 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正10.11.21 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正10.12. 6 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 河野通直書状 天正10.12.10 河野通直→村上掃部頭 折紙

A2 佐世元嘉他3名連署宛行状案 天正19.12. 2 佐世元嘉他→村上甲斐守 竪紙
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A2 佐世元嘉他2名連署書状案 10.23 佐世元嘉他→□屋新太郎・長崎
隼人

折紙

A2 内藤元栄書状 天正11.10. 3 内藤元栄→元吉 折紙

A2 内藤元栄・児玉元貫書状 天正11. 7.25 内藤元栄・児玉元貫→武吉 折紙

A2 内藤元栄・林就長・渡辺長連署書状 天正11.10.17 内藤元栄他→長井右衛門大夫 折紙

A2 児玉元貫・同就方・内藤元栄連署書状 （天正11ヵ）2.27 児玉元貫他→国司対馬守他4名 折紙

A2 梨羽就定他3名連署書状 9. 9 梨羽就定他→村上八郎右衛門 横長

A2 乃美宗勝書状 （天正12ヵ）2. 4 乃美宗勝→元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 2. 7 乃美宗勝→元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 2.28 乃美宗勝→村和・村掃 折紙

A2 乃美宗勝書状 （天正11ヵ）3. 1 乃美宗勝→武吉・元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 3.18 乃美宗勝→武吉・河内守 折紙

A2 乃美宗勝書状 天正 9. 4.17 乃美宗勝 折紙

A2 乃美宗勝書状 天正10. 4.13 乃美宗勝→武吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 天正10. 5. 1 乃美宗勝→村上掃部頭 折紙

A2 乃美宗勝書状 （天正11ヵ）6.28 乃美宗勝→武吉・元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 7.18 乃美宗勝 折紙

A2 乃美宗勝書状 （天正11ヵ）7.29 乃美宗勝→元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 8.19 乃美宗勝→□吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 8.29 乃美宗勝→武吉・元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 10. 4 乃美宗勝→村和・村掃 折紙

A2 乃美宗勝書状 10.14 乃美宗勝→武吉・元吉 折紙

A2 乃美宗勝書状 天正10.12. 3 乃美宗勝→村掃 折紙

A2 乃美宗勝書状 （天正10ヵ）12.29 乃美宗勝→元吉・武吉 折紙

A2 羽紫秀吉書状 天正10. 4.19 羽紫秀吉→村上大和守 折紙

A2 羽紫秀吉書状 天正10. 4.19 羽紫秀吉→村上掃部頭 折紙

A2 羽仁二郎右衛門尉書状 12.18 羽仁二次郎右衛門尉→元吉 折紙

A2 増田長盛書状 9.30 増田長盛→村上掃部頭 折紙

A2 増田長盛・戸田勝隆連署書状 7.27 増田長盛・戸田勝隆→村上掃部
頭

折紙

A2 増田長盛・戸田勝隆連署書状 8.22 増田長盛・戸田勝隆→村上掃部
頭

折紙

A2 妙寿寺用泉書状 2.24 妙寿寺用泉→元吉 折紙

A2 妙寿寺用泉書状 12. 3 妙寿寺用泉→元吉 折紙

A2 村上景広起請文 文禄 2.閏9. 5 村上景広→元吉 竪紙

A2 村上景広書状 文禄 3. 9.12 村上景広→元吉 折紙

A2 村上武吉・同元吉連署条数 3.26 村上武吉・同元吉→真与三右 竪紙

A2 毛利輝元書状 8. 1 毛利輝元→村掃部 折紙

A2 毛利輝元書状写 12. 8 毛利輝元→村上少輔五郎 切紙

A3～5 村上文書　一～三（東大影写本）（文書・
絵図・典籍106点）
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P98
1–14 山内家文書

長州藩士山内氏に伝来した武家文書。写真版になっているのは75点。年代は鎌倉期～安土・桃山期。山内
氏は山内首藤氏ともいい，もとは相模国の鎌倉御家人である。鎌倉末期に山内通資が西下して，地頭職を有
していた備後国地毘荘本郷に本拠を構えた。室町時代には備後国北部の有力な国人領主となり，山名氏・大
内氏・尼子氏等に属し，山内隆通のとき毛利氏の旗下に入った。文書は『大日本古文書 家わけ文書15 山内
首藤家文書』に収められている。

A1 山内家文書（文書75点） （鎌倉～戦国期）

P98
1–15 常栄寺文書

山口市宮野下にある臨済宗常栄寺に伝来した寺院文書。昭和11年の影写。年代は室町期～江戸期。常栄寺
は毛利元就が毛利隆元の菩提を弔うため安芸国吉田に建立した寺で，慶長年間に毛利氏の防長転封とともに
山口上宇野令の国清寺へ移転合併した。そのため国清寺伝来文書も含む。文書の大部分は『常栄寺史料』（文
書館未収蔵）および『防長寺社証文』巻15・16 （『萩藩閥閲録』第 4巻所収）に収録されている。　典拠：圭室文
雄編『日本名刹大事典』

A1～3 常栄寺文書（東大影写本）（文書106点）

P98
2 岩国徴古館所蔵文書

山口県岩国市の岩国徴古館が所蔵する旧岩国藩庁史料その他。写真版になっているのは編纂物類が大部分
で，吉川家譜・吉川家什書・吉川家中并寺社文書一～十・同東大謄写本・藩中諸家古文書纂一～十，十六・
同東大謄写本（岩国藩中諸家古文書纂）一～十五・御書感状写一，二・吉川家臣覚書一～三などである。この
ほかに，吉川家菩提寺だった岩国永興寺に伝来した中世文書が若干写真化されている。

C1 吉川家諸　序言 竪冊

C1～7 吉川家譜（全15冊） 竪冊

C8 吉川家譜系図 竪冊

C8 吉川家譜略 竪冊

C9 別載吉川家譜　正統一二・三四（2冊） 竪冊

C10 別載吉川家譜　庶流一・二・三（3冊） 竪冊

C11 吉川家什書目録 竪冊

C11 吉川家什書 竪冊

A1 吉川家中并寺社文書　一 竪冊

◦山田右門 差出し覚書

◦下清左衛門より差出し旧記物

◦石氏系図

◦故実（山田三郎左衛門）

◦下二介書状 慶長5. 8. 1

◦三浦氏伝記

◦藤岡より差出候覚書

◦石清十郎差出候旧記物書状写

◦金光公御書
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◦飯田家御書（飯田四郎兵衛差出）

◦御書（飯田四郎兵衛所蔵）

◦御書（河田氏所蔵）

◦広瀬氏家蔵御書

◦御成日記（天正18年9月18日）

A2 吉川家中并寺社文書　二 竪冊

◦広元季光二公碑分

◦道三玄朔伝

◦白崎御宝殿棟札

◦玉手新宮棟札

◦野上家・樋口家御書

◦大坂塩屋新兵衛所蔵御書

◦元就公 信直へ当ル御書・信直書

◦石州森脇氏覚書・江田家所蔵御書・遠
崎八幡宮御寄附・黒田長政公御書・坂
新五左衛門系図・杉治部太輔系図

◦列国家号弁議（御当家ノ分抜書）

◦岡部船越系図

◦香川家軍功略記

◦御書（松浦良太郎家蔵）

◦御書写（松浦秀太郎）

◦聖護院系図

◦村尾検校系図

◦有田加賀守所持書状之写

◦出羽系図

A3 吉川家中并寺社文書　三 竪冊

◦善応国師肖像賛

◦万徳公御像賛

◦安斎随筆

◦金銀図録

◦薀梯二

◦京都下嵯峨寺戸村仙花山願徳寺宝菩提院天台宗巌山末寺撞鐘銘

◦熊谷信直像賛

◦広家公メノウノ御笛

◦見𥹢諸家文
◦策彦鉄叟考

◦江家秘録

◦桂半兵衛系図

◦御本家御譜録三冊物之内抜写

◦御書（平生ヨリ写来）

◦今田帯刀什書
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◦栗屋氏御書

◦石家御書類

A4 吉川家中并寺社文書　四 竪冊

◦隠岐家御書写

◦東（崇一郎）家御書写

◦武田（新左衛門）家御内書写

◦朝枝（七兵衛）家御書御感状御下字等写

◦作間家御書写

◦兼重（金槌）家御書

◦塩谷家御書

◦小林（五郎七）家御書奉書伝来其外申伝之覚

◦安達（十郎右衛門）家御三家御書并諸家書状写

◦小河内家御書并佐々木藤右衛門覚書

◦米原房蔵御書之写

◦市河家御書

◦中村（宗右衛門）家御書

◦三浦（伊右衛門）家御書

◦下家元就公御書写御感状

◦吉岡家御書写

◦朝枝（佐兵衛）家御書御感状御下字写

A5 吉川家中并寺社文書　五 竪冊

◦中村（栄三郎）家御感状写

◦井上（助七郎）家御書系図写

◦朝枝（久吾）家御書写

◦木部（左門家）御書写

◦水落（清太郎）家御書写・軍功書写

◦綿貫（徳郎）家御書写

◦草野（国太郎）家御書写

◦青（松栄）家御書写

◦田公（岡本孫太郎）家御書写

◦桜井（実之助）家御書写

◦境（弁之助）家御書写

◦杉原（兵左衛門）家御書写

◦中村（弥次郎）家御書写

◦須子（栄）家御書

◦中村（源右衛門）家御書之写

◦久津摩（市允）家御書之写

A6 吉川家中并寺社文書　六 竪冊

◦首帳（森脇一郎右衛門差出）

◦慶安四年長府徳山御和平并甲斐殿長門様以来御中御和平之次第

958



広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版） 山口県／岩国徴古館所蔵文書（P98�2）

◦広家公御書附写

◦鈐録（広家公焼飯云々）
◦広家公ヨリ岡本松右衛門へ御書

◦五奉行ヨリ広家公へ御書

◦薀梯佐々部一斎覚書　付諸家系譜

◦御領地一件数々

◦義堯事

◦秋上伊織介願書

◦建仁寺連判書

◦香川宗尤書状

◦御書類数々

◦日記年代（百物語丙）

◦佐々木（権兵衛）御書御感状写

A7 吉川家中并寺社文書　七 竪冊

◦永興寺所蔵之書類写

A8・9 吉川家中并寺社文書　八 竪冊

◦洞雲寺所蔵御書写

◦洞雲寺結縁簿

◦吉川系図

◦大内家系図

◦横山城番人数

◦横山御城図

◦杉系図

◦貫禄考

◦緒方源内由来

◦残雪石図

◦玖珂鞍懸合戦

◦陶晴賢誅伐記（天文17年8月～弘治 3
年11月）

A10・11 吉川家中并寺社文書　九 竪冊

◦小早川氏什書（真田七内差出）

◦五奉行其外書状（真田七内差出）

◦香川氏什書

◦万徳公宮庄春実江被下御書

◦西村（伝左衛門）氏感状

◦尼子家古文書写

◦万里小路御感状写

◦土倉万記旨趣書

◦富屋鶴之助所蔵書写

◦諸家系図類（山田府生差出）
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◦今田靱負家蔵平右衛門遺書

◦青庄右衛門家蔵御書写

◦横道藤兵衛蔵毛利隠岐様手紙

◦広家公御直筆御箇條（元和 3年4月26
日）

◦坂本格ヨリ差出御書類写

◦八重桜之事（吉見家系図之中）

A12・13 吉川家中并寺社文書　十 竪冊

◦桃源公布川御逝去事

◦随浪公吉川氏ヲ継玉フ事

◦香西庄左衛門書状　その他

◦判揃

◦今田氏什書

◦長頼定写本集

◦芸州国郡志郡辻寄記録（山県郡）

◦仁和寺ヨリ元長公江書状

◦秀吉公ヨリ広家公手鑓拝領

◦吉川広家書状　その他

A14～23 吉川家中并寺社文書　一～十（東大謄写
本）

A24～34 藩中諸家古文書纂　一～十・十六（11冊）

A24 　一　今田・井上 竪冊

A25 　二　井下・石・池・筏・飯田・伊藤・市
川

竪冊

A26 　三　長谷川・土倉・原田・二宮・仁多・
西村・本城・細矢・富屋・豊田

竪冊

A27 　四　長・岡田・隠岐・大塚・大草・小
坂・小野・大島・若林・綿貫・渡
辺・和田・香川・桂・兼重・兼行・
笠井・菅・河上・亀屋

竪冊

A28 　五　横道・善岡・米原・米村・竹下・
田中・武永・武安・田公

竪冊

A29 　六　祖式・十河 竪冊

A30 　七　中村・中島・中川・長和・内藤・向 竪冊

A31 　八　宇都宮・内坂 竪冊

A32 　九　野村・熊谷・久代・黒杭・久津摩・
久利・桑原

竪冊

A33 　十　山田・山根・山崎・山県 竪冊

A34 　十六　森脇・鈴川・須子・末永 竪冊

A35 岩国藩中諸家古文書纂〔一〕（東大謄写本）

A36～45 岩国藩中諸家古文書纂　一～十（東大謄写本）

A46 岩国藩中諸家古文書纂　十一（東大謄写本）
〔松浦・松井・益田・福原・藤岡・児玉・小林・江田・豊島・寺本〕

A47 岩国藩中諸家古文書纂　十三（東大謄写本）
〔境・佐々木・真田・佐伯・佐波・財間・桜井・佐藤・作間・坂根〕
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A48 岩国藩中諸家古文書纂　十四（東大謄写本）
〔岸・木部・目加田・三浦・南方・三木・水谷・水落・三戸・宮田・進藤・塩
屋・神西・白井・広瀬・樋口・東〕

A49 岩国藩中諸家古文書纂　十五（東大謄写本）〔森脇〕

A50 御書感状写　一 竪冊

A51 御書感状写　二 竪冊

A52～54 吉川家臣覚書（全3冊）

A52 　一　今田宗興覚書 竪冊

　　　山田氏覚書

　　　森脇飛騨首帳

　　　森脇飛騨覚書

　　　二宮佐渡覚書

A53 　二　広瀬石見覚書 竪冊

　　　朝枝嘉右衛門聞書

　　　山県源右衛門覚書

A54 　三　本城氏覚書 竪冊

　　　足立全休覚書

　　　藤岡市蔵覚書

　　　原田又兵衛覚書

　　　龍門寺死節位牌

　　　盤木山〔洞泉寺〕過去帳

　　　妙福寺由来記

　　　万徳院由来記

　　　岩戸宝鑑

A55 岩国徴古館所蔵文書〔永興寺文書その
他〕

◦懐旧之連歌 慶長6. 6.26 吉川広家他 巻子

◦詠三首和歌 正徹 巻子

◦某燈爐寄進状

◦前大和守三善朝臣・散位清原真人連署
禁制

文明16. 1.24 巻子

◦足利義満御判御教書 至徳 3. 4. 7 巻子

◦吉川広家書状 天正16.11.20 吉川広家 巻子

◦某書状 1.18 　→伊勢守 巻子

P98
3 福原家文書（宇部市立図書館保管）

長州藩の永代家老福原家に伝来した武家文書。年代は鎌倉期～江戸期。巻子15巻と未成巻文書 5通の他に，
大江就郷編の「福原家文書」（東大謄写本）が 5冊ある。
福原氏は毛利氏と同じく大江広元の後裔であり，広元の次男長井時広を始祖とする。代々長井氏を称し，鎌
倉幕府の有力御家人として備後国に長和荘（沼隈郡）や信敷荘（三上郡）等の所領を有していた。南北朝末期
に毛利元春の 5男広世が長井貞広の養子になってからは安芸国内部荘福原村に本貫を移し，福原氏を称する
ようになった。もともとは毛利本家と同族一揆的な関係にあったが，15世紀後半の 8代広俊の頃から家臣化
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し，以後毛利家の内にあって重要な役割を果たす。江戸時代には，宍戸氏・益田氏などとともに永代家老を
勤め，幕末に至っている。
渡辺翁記念文化協会が発刊した『福原家文書目録』のほか，『東京大学史料編纂所報』第15号（p.166）に目
録が掲載されている。活字化されたものは，『福原家文書』上巻・中巻（渡辺翁記念文化協会）と『広島県史』
古代中世資料編V（p.194）がある。

典拠：『福原家文書』上巻解説（渡辺翁記念文化協会）・『東京大学史料編纂所報』第15号（p.166）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 什書　一　〔出羽守貞頼・出羽掃部助貞
広・五郎広世・左近允朝広〕

（鎌倉期）～室徳4 巻子

　　長井道可〔頼秀〕置文（1号） 元徳 2. 1.21 長井道可→長井貞頼

　　福原玄猛〔広世〕譲状（11号） 応永21. 6. 1 福原玄猛→福原朝広

　　福原氏所領惣田数日記案（13号） 永享 6. 4. 7

　　渡辺将はんしゆう役銭請取状（16号） 文安 2. 4 渡辺将 竪切

　　渡辺将役夫工米配符（17号） 文安 3. 6. 3 渡辺将 竪切

　　渡辺将入江保年貢請取状（18号） 宝徳 2.11.22 渡辺将 竪切

　　渡辺将入江保段銭配符案（19号） 宝徳 4. 3.27 渡辺将 切紙

　　入江保年貢未進注文（20号） （康正元年） 竪切

A1 什書　二　〔五郎広世代〕 康暦～応永 巻子

　　安芸守護今川了俊〔貞世〕書状（2号） 8.26 今川了俊→毛利広世

　　室町将軍〔足利義持〕家御教書案（4号） 応永11. 6.26 室町将軍家→山名満氏

　　前信濃守重清書状（5号） （応永11）7. 8 前信濃守重清→毛利左近将監入道

　　室町将軍〔足利義持〕家御教書（7号） 応永11. 9.11 室町将軍家→毛利福原

　　高橋玄高他2名連署契状（12号） 応永26.12.24 高橋玄高他→庵室・小法師

　　安芸守護山名満氏書状（3号） 応永10. 4.19 山名満氏→毛利広世

　　安芸守護山名満氏書状（6号） 応永11. 9. 6 山名満氏→毛利福原入道

　　山名常𠘑〔時煕〕書状（10号） 応永13.閏6. 5 山名常𠘑→毛利左近将監入道

　　山名常𠘑〔時煕〕書状（8号） 応永11. 9.11 山名常𠘑→毛利左近将監入道

　　山名常𠘑〔時煕〕書状（9号） 応永11. 9.26 山名常𠘑→毛利左近将監入道

A1 什書　三　〔式部太輔広俊代〕 永享～文明 巻子

　　福原誠貞〔朝広〕譲状（14号） 永享 6.12.13 福原誠貞→福原広俊

　　福原誠貞〔朝広〕譲状（15号） 永享 7. 4. 8 福原誠貞

　　福原広俊宛行状（21号） 文正 2. 2. 9 福原広俊→あその御方

　　広顕・長璞連署書状（22号） 11.26 広顕・長璞→福原朝広

　　桂景行書状（23号） 11.26 桂景行→福原

　　飯田広親・赤川左京助連署打渡田数注文
（24号）

文明 3. 9. 5 飯田広俊他→福原広俊

　　某書状（25号）

　　某書状（26号） 　→ふくはらとの

　　某書状（27号） 1. 8 　→福原広俊

A1 什書　四　〔左近允貞俊代〕 文明～明応 巻子

　　福原広俊去渡状（28号） 文明18.12.13 福原広俊→少輔次郎

　　福原広俊去渡状（29号） 文明19. 6. 1 福原広俊→毛利少輔次郎
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　　福原広俊去渡状（29号） 文明19. 6. 1 福原広俊→毛利少輔次郎

　　福原元澄売券案（30号） 延徳 2. 6 福原元澄→井上越前守

　　福原広俊譲状（31号） 延徳 2. 9.20 福原広俊→少輔次郎元澄

　　福原広俊譲状（32号） 延徳 2. 9.20 福原広俊→少輔次郎

　　福原広俊置文案（33号） 延徳 2. 9.20 福原広俊→少輔次郎

　　渡辺高起請文（34号） 明応 7. 3.16 渡辺高→福原元澄

　　福原元澄起請文案（35号） 明応 7. 3.21 福原元澄→渡辺高

A1 什書　六　〔出羽守貞俊代〕 天文～天正 巻子

　　毛利元就書状（41号） 天文18. 9. 7 毛利元就→福原貞俊

　　福原貞俊書状（42号） 永禄10.12.29 福原貞俊→平佐就之

　　足利義昭御内書（44号） 天正 3. 3.21 足利義昭→福原貞俊

　　畠山義堯書状（45号） （天正 3ヵ）5. 9 畠山義堯→福原貞俊・元俊

　　明見殿作事入目注文（40号） （天文15）

A2 什書　七　〔越後守広俊代一〕 天正～慶長 巻子

　　山名豊国書状（43号） 天正 3. 2.20 山名豊国→福原元俊

A2 什書　八〔越後守広俊代二〕 慶長年間 巻子

A3 什書　九〔越後守広俊代三〕 慶長・元和 巻子

A3 什書　十〔越後守広俊代四〕 慶長・元和 巻子

A3 什書　十一〔越後守広俊代〕 慶長10 巻子

A3 什書　十二〔左近允元俊代〕 慶長～承応 巻子

A3 什書　十三〔留守中法度之事（毛利輝
元）〕

毛利輝元 巻子

A4 未成巻文書（5通） 寛政～慶応 竪紙

A4 什書　十四〔加冠状・官途書出等14通〕 明応～安永 巻子

A4 什書　十五〔広俊・広頼・広泰・元貞・
広門〕

万治～寛政 巻子

A4 什書　十六 文明～慶長 巻子

A4 什書　十七 慶長～正保 巻子

A5 福原家文書　一〔大江就郷編〕（東大謄写本）
※什書写二・四・五

A6 福原家文書　二〔大江就郷編〕（東大謄写本）
※什書写六～十

A7 福原家文書　三〔大江就郷編〕（東大謄写本）
※什書写十一～十五

A8 福原家文書　四〔大江就郷編〕（東大謄写本）
※什書写十六・十七

A9 福原家文書　五〔大江就郷編〕（東大謄写本）

◦輝元公御書写　五冊之内　波

◦輝元公秀就公御書写　五冊之内　呂

◦秀就公御書写　五冊之内　仁
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P98
4 下関市立長府博物館収蔵文書

–1 長府毛利家文書
–2 功山寺文書
–3 長府博物館所蔵文書
–4 細川家文書

P98
4–1 長府毛利家文書

長府藩主毛利家に伝来した武家文書。年代は室町期～江戸期。写真版となっているのは江戸初期までの巻子
文書17巻と手鑑 1鋪である。長府毛利家は毛利輝元の養子秀元を藩祖とする長州藩の支藩で，現下関市お
よび豊浦郡一帯 5万石を領した。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.121）に中世文書（慶長期以前のも
の）の目録が掲載されているほか，『東京大学史料編纂所報』第16号（p.112）にも仮目録が載せられている。
『広島県史』古代中世資料編V（p.159）に慶長以前のものが活字化されている。　典拠：『東京大学史料編纂
所報』第16号（p.112）

A1 御掟書類〔抄〕 巻子

A1 ◦人沙汰之事 文禄 5. 5.23 毛利輝元

A1 慶長四年御国割書（文書5点） 慶長4 巻子

A1 豊公朱章　壱（文書3点） （天正～慶長） 豊臣秀吉 巻子

A1 豊公朱章　弐（文書9点） 豊臣秀吉 巻子

A1 豊公朱章　参（文書3点） 豊臣秀吉 巻子

A1 豊公朱章　四（文書3点） 豊臣秀吉 巻子

A1 大閤秀吉公朱章（安国寺へ当ル）（文書1
点）

1.11 豊臣秀吉→安国寺 巻子

A1 秀元公朝鮮御出陣書翰 11.25 五大老→毛利秀元 巻子

A1 元就公其他ヨリ興禅寺へ当ル御書類其外 巻子

A1 元就公御手簡 毛利元就 巻子

A1 元就公御消息（輝元公元清公其他へ当
ル）

毛利元就 巻子

A2 隆元公御手書 毛利隆元 巻子

A2 元春公御手書（文書4点） 吉川元春 巻子

A2 秀元公受領 慶長7. 6.20 毛利輝元 巻子

A2 毛利甲斐守秀元譜略〔抄〕 毛利綱元 巻子

A2 輝元公秀就公御誓紙類 巻子

A2 輝元公其他ヨリ秀元公光広公へノ御消息 巻子

A2 毛利家御手鑑〔付目録〕 手鑑

P98
4–2 功山寺文書

山口県下関市長府川端町にある曹洞宗功山寺に伝来した寺院文書。年代は南北朝期～戦国期。写真版になっ
ている文書は 8点。功山寺は旧名を長福寺といい，長門守護厚東氏や大内氏の帰依を受けたが，弘治 3年
（1557）に毛利氏との戦いに敗れた大内義長がここで自刃し堂宇も荒廃した。のち毛利秀元が入府するとそ
の庇護で再興され，秀元の死後に功山寺と称して，以後長府毛利家の菩提所となった。目録は，『山口県古
文書等所在確認調査報告書』（p.117）のほか，『東京大学史料編纂所報』第16号（p.114）に掲載されている。
『広島県史』古代中世資料編V（p.148）に文書が 3点活字化されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』
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第16号（p.114）

A1 光厳天皇綸旨〔写共〕
※後醍醐天皇綸旨ヵ

（正慶2）10.10 竪紙

A1 長門国宣〔写共〕 建武元. 8. 9 長門国司→長福寺僧衆 竪紙

A1 足利直冬書下写 観応 2. 7. 1 足利直冬→傑山和尚 竪紙

A1 毛利元就・同隆元連署打渡状 弘治元.11. 3 毛利元就・同隆元→興禅寺竹英
西堂禅師

竪紙

A1 毛利元就書状 1. 8 毛利元就→刑部大輔 竪紙

A1 小早川隆景書状 12.22 小早川隆景→細川下野守 竪紙

A1 毛利輝元書状 1. 2 毛利輝元→毛利伊予守 竪紙

A1 穂田元清書状 3.18 穂田元清→あさ口五もし 竪紙

P98
4–3 長府博物館所蔵文書

A1 豊臣秀吉朱印状 8. 6 豊臣秀吉→安国寺 折紙

A1 毛利輝元書状 7.16 毛利輝元→端坊 折紙

P98
4–4 細川家文書

長府藩士細川家に伝来した武家文書。大正 3年の影写。年代は室町期～江戸期。現在，原文書は下関市立長
府博物館と長府図書館に別れて収蔵されているが，影写本のみに見えて原本所在不明のものが数点ある。細
川氏は長府藩の家老をつとめた家であるが，もとは室町幕府管領細川頼元の子，管領満元の弟である満国に
発する家筋である。通董（初名通頼）のとき永禄元年（1558）に毛利元就に帰属し，以後毛利氏と婚を通じて
いる。目録は，『東京大学史料編纂所報』第16号（p.114・115）に掲載されている。『広島県史』古代中世資
料編V（p.211）に 1点のみ収録されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』第16号（p.114・115）

※一部長府図書館所蔵のものを含む

A1 細川文書（東大影写本）（文書22点）

　　室町将軍家〔足利義満〕御判御教書 応永14.12. 9

　　室町将軍家〔足利義持〕御判御教書 応永15. 9.30

　　室町将軍家〔足利義持〕御判御教書 応永28.11.28

　　室町将軍家〔足利義教〕御判御教書 永享 6. 6.19

　　室町将軍家〔足利義政〕御判御教書 長禄 4. 3.26

　　文書案

　　・室町将軍家〔足利義満〕御判御教
書案

応永12.10.29

　　・室町将軍家〔足利義持〕御判御教
書案

応永15.12.20

　　・室町将軍家〔足利義教〕御判御教
書案

永享 2. 1.26

　　・室町将軍家〔足利義政〕御判御教
書案

長禄 4. 5.18

　　室町将軍家〔足利義政〕御判御教書 応仁2. 5. 6

　　毛利元就書状 5. 9 毛利元就→細川太郎
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　　小早川隆景書状 12.11 小早川隆景→細川下野守

　　毛利輝元感状 1.29 毛利輝元→浅口少輔九郎

　　毛利秀元書状 8.24 毛利秀元→細川宮内

　　毛利元敏書状 12.31 毛利元敏→細川宮遠

P98
5 赤間神宮文書

山口県下関市阿弥陀寺町の赤間神宮に伝来した旧長門国阿弥陀寺文書と鎮守八幡宮文書。明治39年の影写。
年代は鎌倉期～江戸期。長門国阿弥陀寺は安徳天皇を祀る勅願寺であったが，明治になって赤間宮と改称
し，さらに昭和になって赤間神宮と改め官幣大社となった。文書は，鎌倉期以降の長門国司庁宣や留守所下
文等が残り，国の重要文化財に指定されている。『重要文化財　赤間神宮文書』（吉川弘文館）に原本写真と釈
文・解説が収められている。

A1 赤間宮文書（東大影写本）（文書41点） （鎌倉～戦国期）

P98
6 阿弥陀寺文書

山口県防府市牟礼の華厳宗阿弥陀寺に伝来した寺院文書。写真版になっているのは18点（巻子 7巻，冊子 5

冊，状 4通，綴 2点）。外に東京大学史料編纂所影写本（明治32年影写）の写真が 4冊ある。その大部分は原本
写真と共通するが，宝暦 6年（1756）の「阿弥陀寺略縁起」は影写本にのみ見える。年代は鎌倉期～江戸期。
阿弥陀寺は，東大寺再建のため大勧進として周防国に下向した俊乗坊重源が，東大寺別所として建久 8年
（1197）に創建した寺で，後白河法皇の祈願所とされた。文書は正治 2年（1200）の田畠注文并免除状をはじ
めとして寺領に関するものが多い。『広島県史』古代中世資料編V（p.1231）に 2点の文書が収録されている。

A1 阿弥陀寺田畠注文并免除状 正治 2.11 周防国在庁官人 巻子

A1 開山誓願文写其外 巻子

A1 大内家 巻子

A1 源頼朝自筆消息並案文〔堀池春峰氏筆〕 文治・建久頃

A1 御当家 天正～寛文 巻子

A1 周防国在庁官人連判起請文〔前欠〕 正和 2. 3.10 周防国在庁官人 竪紙

A2 佐波郡寺領打渡坪付 貞享 5. 3.13 財満平兵衛他→阿弥陀寺 継

A2 佐波郡牟礼村寺領打渡坪付 寛文 2.12.13 野尻清右衛門他→阿弥陀寺 継

A2 毛利就信鉄印寄附状 寛文 5. 9.28 巻子

A2 従公儀寺院由緒旧記什宝附出被仰附候控 竪冊

A2 阿弥陀寺由緒公儀御用ニ附差出候控 寛政元.11 竪冊

A2 過去帳念仏講中 文久 2. 1.吉 当山知事 竪冊

A2 附属寄附物目録 明治 4. 5 東大寺沙汰所 竪冊

A2 勅書写御教書等 （鎌倉～戦国期） 巻子

A2 毛利就信書状綴 毛利就信→阿弥陀寺 綴

A2 毛利八郎左衛門等書状綴 綴

A2 弘法大師一千五十年御忌図絵 明治17. 3.20 一紙

A2 勧修寺宮宸筆　附東大寺大勧進上人公慶
寄附状

元録10 巻子

A3 阿弥陀寺文書　一（東大影写本）
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◦開山自筆〔正治 2年11月阿弥陀寺田畠
注文并免除状〕

◦勅書写御教書等

A4 阿弥陀寺文書　二（東大影写本）

◦大内家

A5 阿弥陀寺文書　三（東大影写本）

◦開山誓願文写其外

A6 阿弥陀寺文書　四（東大影写本）

◦御当家

◦国威寄附状〔寛文 5年9月28日毛利就
信鉄印寄附状〕

◦阿弥陀寺略縁起 宝暦 6. 9 興恵

P98
7 加藤家文書

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 加藤家文書

　　陶興房感状（3号） 大永 7. 8.13 陶興房→賀藤左近将監

　　陶興房感状（1号） 大永 3. 8. 6 陶興房→加藤善五郎

　　陶興房感状（2号） 大永 4. 5.13 陶興房→加藤将監

P98
8 熊毛神社文書

山口県熊毛郡熊毛町呼坂字勝間にある熊毛神社に伝来した神社文書。昭和13年の影写。年代は鎌倉期～江
戸期。熊毛神社の名は延喜式神名帳に見え，当社に比定されているが，幕末までは勝間八幡宮という呼称が
一般的だったらしい。寛元 3年（1245）のもの 1点を除いて文書はすべて戦国期以降のものである。『山口県
古文書等所在確認調査報告書』（p.38）に目録が掲載されている。

A1 周防熊毛神社文書（東大影写本）（文書
16点）

（鎌倉～江戸初期）

P98
9 建咲院文書

山口県新南陽市土井にある曹洞宗建咲院に伝来した寺院文書。昭和 8年の影写。年代は永禄11年（1568）。
文書は毛利元就と毛利輝元の寺領宛行状で同一年月日のものである。『山口県古文書等所在確認調査報告書』
（p.51）に目録が掲載されている。

A1 建咲院文書（東大影写本）（文書2点）
※毛利元就・同輝元寺領寄進状

永禄11

P98
10 兄部家文書

周防国の合物商人兄部氏に伝来した商人文書。昭和10年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。兄部氏は，室町
期より周防国で合物商売を営み，合物商人長職（兄部職・相物役司）を世襲した富商。文書は永禄・天正期以

967



山口県／禅昌寺文書（P98�14） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

降のものがほとんどで，毛利氏の家臣から発給された書状が多い。『山口県古文書等所在確認調査報告書』
（p.56）に巻子装にされた 2軸の目録が掲載されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』第13号（p.107）

A1・2 周防兄部家文書（東大影写本）（文書81点）

P98
12 神護寺文書

山口県熊毛郡平生町大野南にある真言宗神護寺に伝来した寺院文書。写真版になっている文書の点数は17
点。年代は戦国期～江戸初期。神護寺はもと塩田村の岩城神社の別当寺であったが，明治 4年（1871）に大野
村に移転し，同村の松蓮寺と合併した寺である。文書は，毛利隆元・毛利輝元・吉川元春・吉川元長らの発
給した書状・安堵状・寄進状などが主なものである。『広島県史』古代中世資料編V（p.1236）に 2点の文書
が収録されている。　典拠：『日本歴史地名大系36　山口県の地名』（平凡社）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 吉川元春預ケ状 永禄 3. 6.28 吉川元春→長俊房 竪紙

A1 毛利隆元安堵状 永禄 5. 4. 5 毛利隆元→神護寺有覚御坊 竪紙

A1 吉川元長寄進状 天正14. 6.30 吉川元長→龍生寺長俊房 竪紙

A1 毛利輝元袖判寺領付立（1号） 竪紙

A1 毛利輝元安堵状 天正18. 1.24 毛利輝元→長俊房 竪紙

A1 吉川元長書状 2. 1 吉川元長 竪紙

A1 吉川元長書状 5.12 吉川元長 竪紙

A1 吉川元長書状 5.12 吉川元長 竪紙

A1 吉川元長書状 1.30 吉川元長→龍生寺宗誉御坊 竪紙

A1 吉川元春書状（2号） 6. 1 吉川元春 竪紙

A1 毛利隆元書状 7.23 毛利隆元→石城山衆徒中 竪紙

A1 毛利輝元安堵状 天正17. 9. 8 毛利輝元→元識坊 竪紙

A1 毛利輝元寄進状 天正17. 9. 8 毛利輝元→別当宥鏡坊 竪紙

A1 毛利輝元安堵状 慶長9. 1.28 毛利輝元→岩城山別当頼誉 竪紙

A1 某禁制 慶長13. 8.26 竪紙

A1 毛利輝元一行状 元和 4. 9.24 毛利輝元→岩城山当住深長坊 竪紙

A1 益田玄蕃頭他2名連署御配所付立 寛永 2. 8.23 益田玄蕃頭他2名→岩城山大坊 竪紙

P98
13 周防国分寺文書

山口県防府市国分寺町の周防国分寺に伝来した寺院文書。明治32年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。周防
国分寺は平安期以来衰退していたが，正中 2年（1325）に周防国目代覚順房覚恵によって再建され，西大寺
の末寺となった。以後，大内氏・毛利氏歴代の保護を受けている。影写本に見えない文書も多く収蔵され，
191点の文書が山口県の指定文化財となっている。活字になったものとして『周防国分寺文書（一）～（三）』
（防府市教育委員会）がある（文書館未収蔵）。　典拠：『東京大学史料編纂所報』13号（p.106）　参考：森 茂暁
「周防国分寺の中世文書について（一）」（『山口県史研究』 4号）

A1・2 周防国分寺文書　一・二（東大影写本）（文書85点）
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P98
14 禅昌寺文書

山口県山口市下小鯖にある曹洞宗禅昌寺に伝来した寺院文書。昭和 3年の影写。年代は室町期～江戸期。禅
昌寺は寺伝によれば応永 3年（1396）に創建され，開基は大内義弘という。大内氏・陶氏・毛利氏の保護を受
け，文書には安堵状・禁制・書状・奉書などが多い。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.83）に近世
初頭以前の文書の目録が掲載されている。　典拠：圭室文雄編『日本名刹事典』

A1～3 禅昌寺文書（東大影写本）（8巻，文書100点）

P98
15 大寧寺文書

山口県長門市深川湯本にある曹洞宗大寧寺に伝来した寺院文書。昭和 8年の影写。年代は安土・桃山期～江
戸初期。大寧寺は応永年間の創建。文書は毛利輝元と毛利秀就の書状である。

A1 大寧寺文書（東大影写本）（文書3点）

P98
16 玉祖神社文書

山口県防府市大崎にある玉祖神社に伝来した神社文書。影写・謄写ともに明治31年の写し。点数は合わせ
て30点。年代は鎌倉期～江戸期。玉祖神社は周防国の一宮。荒廃に帰していたのを建久年間に重源上人に
より再興され，以後歴代の領主から尊崇されている。文書には，天正から慶長にかけて毛利輝元が発給した
神領寄進状や神領裁許状が何点かあり，特に天正17年（1589）の社領打渡坪付が謄写本には多く含まれてい
る。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.61）に天正以前の文書の目録が掲載されている。

A1 玉祖神社文書（東大影写本）（文書・典籍11点）

A2 玉祖神社文書（東大謄写本）（記文・帳簿・典籍・銘文19点）

P98
17 長門国分寺文書

山口県下関市南部町にある長門国分寺に伝来した寺院文書。明治42年の影写。年代は鎌倉期～江戸期。長
門国分寺はもと下関市長府町字田中にあったが明治23年（1890）に現在の地に移る。中世の長門国分寺は
大和西大寺の末寺となり，朝廷の保護を受け，大内氏・毛利氏からも信仰された。文書の原本は昭和20年
（1945）の戦災で焼失している。森 茂暁「鎌倉末期・建武政権期の長門国分寺」（『山口県史研究』 2号）に鎌
倉・南北朝期の文書一覧が掲載され，何点かが翻刻紹介されている。また『広島県史』古代中世資料編V
（p.1237）にも 2点の文書が収録されている。　参考：森 茂暁「鎌倉末期・建武政権期の長門国分寺」（『山口
県史研究』 2号）

A1～3 長門国分寺文書　一～三（東大影写本）（文書・書蹟103点）

P98
18 長門住吉神社文書

山口県下関市一宮町にある長門住吉神社に伝来した神社文書。年代は鎌倉期～江戸期。長門住吉神社は長門
国の一宮で，大内氏・毛利氏の祟敬が厚かった神社である。写真版となっているのは，文明13年（1481）の
大内政弘証判を奥に有する折本形態の文書案 7点と，明治以降に作成された文書写 3冊である。ほかに東大
史料編纂所の影写本の写真版が 2冊ある。 活字化されたものとしては，同社から刊行された『長門国一ノ
宮住吉神社史料』（上・下）がある。

A1 上意御下知〔法泉寺殿様御奥書并御判被
居候〕

文治～文明 折本
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A1 一宮御願書御奉加帳御制札御詠哥臨時御
祭礼以下事

（南北朝・戦国期） 折本

A1 一宮社領田畠在所坪付等之事 （鎌倉～室町期） 折本

A1 御判一宮御神領代々御寄進状并大宮司等
事

（南北朝～戦国期） 折本

A1 一宮御寄進地等事 （南北朝～戦国期） 折本

A1 一宮年中御神事次第并入目以下事 文明13 折本

A2 一宮御造営御遷宮次第并遷座事以下 （鎌倉～戦国期） 折本

A2 古文書写　文書第一〇六号 （鎌倉～戦国期・明治） 竪冊

A3 古文書写　文書第一〇四号 （戦国～江戸期） 竪冊

A3 古文書写　文書第二五九号 （鎌倉～戦国期） 竪冊

A4～6 長門一宮住吉神社文書　一・二（東大影写本）（文書225点）

P98
19 日頼寺文書

山口県下関市長府侍町にある臨済宗日頼寺に伝来した寺院文書。明治44年の影写。年代は南北朝期～江戸
期。日頼寺は，長府毛利家の初代藩主毛利秀元が，衰退していた小比叡山極楽寺（天台宗）を再興して祖父毛
利元就の菩提寺とした寺である。文書は極楽寺時代のものが 4点，興禅寺あての毛利元就書状が 1点，他は
日頼寺あての文書と由緒書である。『東京大学史料編纂所報』18号（p.157）と，『山口県古文書等所在確認調
査報告書』（p.122）に目録が掲載されている。『広島県史』古代中世資料編V（p.191）に 7点の文書が収録さ
れている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』18号（p.157）

A1 日頼寺文書（東大影写本）（文書31点）

P98
20 羽仁家文書

旧長州藩士羽仁家に伝来した武家文書。文書の年代は戦国期～江戸期。羽仁氏は，もと安芸国佐西郡に660
貫の所領を有する厳島神社の有力な神領衆で，天文10年（1541）ころ羽仁藤直は大内義隆の旗下にあった。
のち陶晴賢に従い，陶氏滅亡後は，毛利元就に仕えて毛利家の家臣になっている。『山口県古文書等所在確
認調査報告書』（p.159）と『東京大学史料編纂所報』21号（p.98）に目録が掲載されている。『広島県史』古
代中世資料編V（p.194）に 3点の文書が収録されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』21号（p.98）　
参考：『広島県史』中世（p.479）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 大内義隆袖判宛行状（1号） 天文10. 8.12 大内義隆→羽仁右衛門尉藤直 竪紙

A1 陶晴賢宛行状（2号）
※以上1軸

天文22. 3. 8 陶晴賢→羽仁左近将監 竪紙

A1 毛利元就書状（3号） 永禄13. 8.11 毛利元就→羽仁右衛門尉 竪紙

A1 毛利輝元書状
※以上1軸

10.30 毛利輝元→井但・粟蔵 竪紙

A1 毛利元就加冠状 永禄10. 9.13 毛利元就→羽仁弥四郎 折紙

A1 毛利輝元官途書出 天正 7. 1.17 毛利輝元→羽仁弥四郎 竪紙

A1 毛利輝元宛行状 7.26 毛利輝元→羽仁加賀守 竪紙

A1 毛利輝元書状 2.20 毛利輝元→粟蔵・林木工 竪紙

A1 毛利輝元受領書出 慶長2. 2.11 毛利輝元→羽仁右衛門尉 折紙
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A1 毛利宗瑞〔輝元〕仮名書出 慶長9.12.28 毛利宗瑞→羽仁弥四郎 竪紙

A1 毛利秀就仮名書出 寛永 3.12.13 毛利秀就→羽仁与兵衛 竪紙

A1 毛利秀就受領書出 正保 3.12.25 毛利秀就→羽仁善左衛門尉 竪紙

A1 毛利秀就仮名書出 寛永 3.12.13 毛利秀就→羽仁与次郎 竪紙

A1 毛利秀就官途書出 寛永20. 1.11 毛利秀就→羽仁与兵衛尉 竪紙

A1 毛利宗瑞〔輝元〕加冠状 慶長17.12.26 毛利宗瑞→高水与次郎 竪紙

A1 毛利宗瑞〔輝元〕判物
※以上1軸

慶長17.12.26 毛利宗瑞→羽仁与兵衛尉 竪紙

A1 羽仁家系図 寛政11. 7改 巻子

P98
21 日名内家文書

旧長州藩士日名内家に伝来した武家文書。年代は戦国期～江戸期。写真版になっているのは10点。日名内
氏は小早川氏の庶流で，小早川満平を祖とする。少輔次郎長次のとき安芸国沼田郡南方の日名内村に居住
し，日名内氏を名乗るようになった。小早川隆景没後，毛利氏に仕え長州藩士となったが，『閥閲録』には
その名は見えず，「譜録」は失われている。ただし，安永年間に提出された「譜録」の写しと思われる文書
が残されている。

A1 日名内家文書（文書写・系図等10点）

P98
22 平川家文書

旧長州藩士の平川家に伝来した武家文書。平川氏は家伝によれば，近江源氏の一族で，近江国野洲郡平川村
の領主であったが，建武 3年（1336）に備中国河上六郷のうち穴門郷の領家職を与えられ，同地（のち平川村と
改称）に居住したという。戦国期以降毛利氏の旗下に入り，近世に至っている。文書は系図・由緒書を含め
大体江戸期のものであるが，中に毛利輝元に宛てた織田信長の朱印状（年不祥）が 1通ある。『東京大学史料
編纂所報』23号（p.122）に目録が掲載されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』23号（p.122）

A1 平川家文書（文書・系図等9点） （近世初期）

P98
23 福田寺文書

山口県美祢郡美東町大字大田の浄土真宗福田寺に伝来した文書。明治31年の影写。内容は，天正19年
（1591）の顕如書状（三上豊後守あて）と記録断簡である。

A1 福田寺文書（東大影写本）（文書・記録2点）

P98
24 防府天満宮文書

山口県防府市松崎町にある防府天満宮に伝来した神社文書。影写本の表題は『松崎神社文書』。昭和 8年と
10年の影写。年代は鎌倉期～明治期。防府天満宮はもと松崎神社といい，大内氏・毛利氏等歴代領国主の保
護を受けた。原本は明治28年に整理分類され，15巻の巻子装とされている。

A1～5 松崎神社文書　一～四（東大影写本）（文書・銘文235点）
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P98
25 安尾家文書

長門国の鋳物師に伝来した文書。名古屋大学文学部国史研究室編『中世鋳物師史料』（1982）の解説，『東京
大学史料編纂所報』18号（p.159），『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.12）を参照。

　　 　　 　　

A1 安尾家文書（文書・系図等21点） （鎌倉・南北朝・戦国期）

P98
26 山口大神宮文書

山口県山口市滝町にある山口大神宮に伝来した神社文書。影写本の表題は『高嶺大神宮文書』および『松田
貞輔氏所蔵文書』。いずれも昭和 3年の影写。点数は，前者が 5巻（28点），後者が 2巻（12点）。年代は室町
期～江戸期。山口大神宮は永正17年（1520）に大内義興が創建したと伝える。以前は高嶺大神宮あるいは今
伊勢などと呼ばれ，松田氏が大宮司職を世襲していた。文書は大内氏や毛利氏の歴代当主や家臣から発給
されたものが大部分である。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.91）に目録が掲載されている。　典
拠：『東京大学史料編纂所報』 8号（p.104）

A1 高嶺大神宮文書（東大影写本）（文書・帳
簿・典籍28点）

（戦国～江戸初期）

A2 松田貞輔氏所蔵文書（東大影写本）（文
書12点）

（戦国期）

P98
27 龍王神社文書

山口県下関市吉見下の龍王神社に伝来した神社文書。龍王神社は，大正 6年（1917）に旧郷社の乳母屋神社と
旧村社の大綿津見神社（龍王神社）が合祀されてできた神社。乳母屋神社は長門国の三宮とされ，中世では社
司は大宮司を称した。文書のほとんどはこの乳母屋神社に伝来したものである。年代は鎌倉期～江戸期。原
文書の写真の他に，明治13年（1880）に作成された『郷社乳母屋神社古文書其他写』の東大謄写本の写真が
ある。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.124）と『東京大学史料編纂所報』18号（p.159）に目録が掲
載されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』18号（p.159）

A1・2 龍王神社文書（文書・記録・系図等37点）（鎌倉～江戸期）

A3 乳母屋神社文書（東大謄写本）（文書32点）
※原題　郷社乳母屋神社古文書其他写

P98
28 忌宮神社文書

山口県下関市長府宮の内町の忌宮神社に伝来した神社文書。明治40年と昭和27年の影写。点数は204点。
ただし影写本第４冊目の後半約40点は撮影されていない。年代は鎌倉期～江戸期。忌宮神社は延喜式神名
帳にも名が見え，中世には長門国二宮として武家の尊崇を受けた。文書は神社伝来文書と武内大宮司家文書
とから成り，関東御教書，六波羅御教書，長門探題御教書，足利直義御判御教書，大内氏歴代発給文書，毛
利元就・毛利隆元・毛利輝元らの書状を含む。活字になったものとして『忌宮神社』（田村哲夫編）がある。　
典拠：『国史大辞典　15上』（吉川弘文館）

A1 忌宮神社文書　一～四（東大影写本）（文
書・書蹟204点）

（平安～江戸期）
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P98
29 武久家文書

長門国二宮の忌宮神社の「勅使」役を勤めた武久家に伝来した文書。近世には同氏は長府毛利藩の御神事奉
行をも兼ねている。文書の年代は鎌倉期～江戸期。このうち南北朝初期以前のものは長門国在庁官人永富氏
に関するものである。目録は『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.117）と『東京大学史料編纂所報』
20号（p.102）に掲載されている。　典拠：『東京大学史料編纂所報』20号（p.102）

A1～3 武久家文書（1）～（3）（文書・記録・系図
等98点）

（鎌倉～江戸期）

P98
30 天野毛利家文書

旧長州藩の一門右田毛利家に伝来した武家文書。明治31年の影写。点数は416点。年代は南北朝期～江戸
期。居所にちなんで右田毛利と呼ばれる当家は，また天野毛利とも言われ，もとは伊豆国田方郡天野郷に本
拠を持つ鎌倉御家人天野氏の末裔である。南北朝のはじめ所領の安芸国賀茂郡志芳荘に移住し安芸国の国人
領主となった。のち天野元定が永禄12年（1569）に没すると，毛利元就の七男元政が養嗣子として家督を継
ぎ，天野氏は毛利氏の一門となった。元政は文禄の初めごろ毛利氏に苗字を改め，防長転封後は周防国右田
村に居所を構え右田毛利氏と呼ばれた。文書は歴代ごとに成巻されており，内容は毛利氏やその家臣から発
給されたものが大部分を占めるが，他に大内氏や足利氏，豊臣秀吉からの文書も含まれている。
目録は『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.62）に元倶以前（大体慶長以前）のものが掲載されている。
『広島県史』古代中世資料編V（p.31）に114点の文書が活字化されている。　典拠：『東京大学史料編纂所
報』第13号（p.107）　『戦国大名家臣団事典　西国編』（p.179）

A1 天野毛利文書　一（東大影写本）

◦自顕忠至興次　完（文書18点） 明徳～永正

◦興定　乾（文書23点） 大永年間

A2 天野毛利文書　二（東大影写本）

◦興定　坤（文書27点） 大永～天文

◦隆綱（文書26点） 天文年間

A3 天野毛利文書　三（東大影写本）

◦元定　完（文書32点） 弘治・永禄

A4 天野毛利文書　四（東大影写本）

◦元政　一（文書30点） 永禄～天正

◦元政　二（文書13点） 天正・文禄

A5 天野毛利文書　五（東大影写本）

◦元政　三（文書18点） 文禄年間

◦元政　四（文書19点） 文禄・慶長

A6 天野毛利文書　六（東大影写本）

◦元政　五（文書25点） 天正・慶長

◦元政　六譜外（文書10点） （天正～慶長）

A7 天野毛利文書　七（東大影写本）

◦元政　七　譜外（文書21点） （天正～慶長）

◦元政　八　譜外（文書15点） （安土・桃山期）

A8 天野毛利文書　八（東大影写本）

◦元政　九　譜外（文書7点） （安土・桃山期）

◦元倶　一（文書23点） 慶長年間
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A9 天野毛利文書　九（東大影写本）

◦元倶　二（文書21点） 慶長・元和

◦元倶　三（文書16点） 元和・寛永

A10 天野毛利文書　十（東大影写本）

◦元倶　四　譜外（文書18点） （安土・桃山～江戸初期）

◦元倶　五　譜外（文書17点） （江戸初期）

◦元倶　六　譜外（文書14点） （江戸初期）

A11 天野毛利文書　十一（東大影写本）

◦元法　一（文書6点） （江戸初期）

◦元法　三　譜外（文書2点） （江戸初期）

◦就信　一（文書13点） （江戸初期）

◦広政　広信　完（文書1点） 享保 9. 1

◦広胖　完（文書13点） （江戸中期）

A12 天野毛利文書　十二（東大影写本）

◦土御門院御百首（道円親王筆）

◦後花園院宸筆

◦建武四年十二月廿八日顕氏外十二人花
押誓紙

建武4.12

◦賦何船連歌

◦秀吉公歌

◦従泰閤様隆景様へ之御返状

◦毛利右馬頭殿宛綸旨

◦元就公弘治三年御書　外二通

P98
31 熊谷家文書

旧長州藩士寄組熊谷氏に伝来した武家文書。大正13年の影写。点数は262点。年代は鎌倉～江戸期。熊谷
氏はもと武蔵国熊谷郷を本拠とする鎌倉御家人。承久の乱後，安芸国三入荘の地頭職を得，後に下向して安
芸国の国人領主として発展した。戦国期には有力な国衆の一員として毛利氏に服属し，関ヶ原合戦後は萩に
移り長州藩士となった。文書は重要文化財に指定され，『大日本古文書 家わけ 第十四』として刊行されて
いる。

A1～3 熊谷文書　一（東大影写本）

◦兵衛尉直家至図書助直時　一巻 建久～文永

◦図書助直高彦四郎直満　二巻 文永～元徳

◦尾張守直経上　三巻 嘉暦～建武

◦尾張守直経下　四巻 暦応～貞治（正平）

A4・5 熊谷文書　二（東大影写本）

◦尾張守宗直至二郎三郎元直　五巻 貞和～永正

◦伊豆守信直上　六巻 天文～永禄

◦伊豆守信直下至豊前守元直　七巻 元亀～文禄

A6・7 熊谷文書　三（東大影写本）
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◦丹後守元貞至帯刀就実　八巻 元和～元禄

◦支族上 弘長～貞治（正平）

◦支族下　時代未弁部 暦応～永享・（安土・桃
山期）

P98
32 田総家文書

旧長州藩士の田総家に伝来した武家文書。田総氏は毛利氏などと同じく大江広元を始祖とする武士で，鎌倉
時代に備後国守護であった長井時広・長井泰重の末裔である。甲奴郡田総荘（長福寺領）・世羅郡小童保（祇
園社領）・沼隈郡長和荘東方（安居院悲田院領）などの地頭職をもち，南北朝初期以降は深津郡石成荘下村の地
頭職をも有した。室町時代には守護山名氏に服したが，戦国期には大内氏ついで毛利氏の旗下に入り，近世
に至っている。『山口県古文書等所在確認調査報告書』（p.153）と『東京大学史料編纂所報』21号（p.100）に
目録が掲載され，『広島県史』古代中世資料編V（p.151）に19点の文書が収録されている。　典拠：『東京大
学史料編纂所報』21号（p.100）

※表題欄の丸括弧内は『広島県史』古代中世資料編Vにおける文書番号

A1 長井泰茂請文（1号） 文永10. 8.12 泰茂 竪紙

A1 備後国田総庄雑掌成観地頭代重宗連署和
与状（2号）

嘉元3. 6.10 雑掌成観・地頭代重宗 竪紙

A1 備後国長和庄領家地頭所務和与状（3号） 一紙

A1 足利尊氏御判御教書 建武3. 2.19 足利尊氏→長井縫殿彦寿 竪紙

A1 足利直義袖判下文 貞和元.12.17 足利直義→長井縫殿助重継 竪紙

A1 長井聖重譲状（4号） 貞和 2. 2. 9 長井聖重→孫次郎直千 竪紙

A1 長井聖重譲状（5号） 貞和 5. 3. 7 長井聖重→孫次郎直千 竪紙

A1 長井直千譲状（6号） 永和 3. 1.11 長井直千→長井能里 竪紙

A1 長井能里申状案（7号） 康暦 3. 2 長井能里 継

A1 長井元勝譲状（8号） 応永 5. 2. 3 長井元勝→又次郎（長井広里） 竪紙

A1 長井広里譲状（9号） 応永32. 7.25 長井広里→永寿丸（長井時里） 竪紙

A1 長井道寿置文（10号） 応永34. 1.11 長井道寿（広里） 竪紙

A1 長井時里譲状（12号） 嘉吉元. 6.吉 長井時里→千寿丸（長井豊里） 竪紙

A1 長井時里置文（13号） 文安 4. 8.吉 長井時里 竪紙

A1 大内氏奉行人連署奉書 天文21.10.21 大内氏奉行人→田総宗左衛門尉 切紙

A1 山名教豊感状 享徳 3.12.26 山名教豊→田総次郎 切紙

A1 山名政豊感状 文明 7. 6.20 山名政豊→田総蔵人 切紙

A1 山名政豊感状 文明12.10. 5 山名政豊→田総藤蔵人 切紙

A1 長井豊里譲状（15号） 文明17. 2. 7 長井豊里→新次郎 竪紙

A1 長井豊里置文（16号） 文明17. 2. 9 長井豊里→新次郎 継

A1 長井時里目安状案（11号） 長井時里 一紙

A1 山名政豊感状 文明17. 2.27 山名政豊→田総新次郎 切紙

A1 山名政豊感状（17号）
※同文のものもう1通あり

文明17.閏3.20 山名政豊→田総新次郎 切紙

A1 山名政豊感状 文明17.11. 3 山名政豊→田総中務丞 切紙

A1 山名政豊書状 8. 3 山名政豊→田総藤蔵人 切紙
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A1 山名俊豊書状 11. 6 山名俊豊→田総藤蔵人 切紙

A1 山名政豊書状 11.23 山名政豊→田総藤蔵人 切紙

A1 山名俊豊感状 明応 7.10.28 山名俊豊→田総藤蔵人 切紙

A1 長井豊里譲状 文正元. 8.吉 長井豊里→二郎しゅ丸 竪紙

A1 古志豊綱書状 12. 6 古志豊綱→田総藤蔵人佐 切紙

A1 古志豊綱書状 1. 6 古志豊綱→田総信濃守 切紙

A1 古志豊綱書状 11.28 古志豊綱→田総信濃守 切紙

A1 大内義隆袖判宛行状写（18号） 天文17. 2.28 大内義隆→田総宗左衛門尉元里 切紙

A1 毛利興元書状 永正12. 4.23 毛利興元→田総 切紙

A1 山名宗全書状 3.20 山名宗全→田総蔵人 切紙

A1 山名致豊書状 12.21 山名致豊→田総藤蔵人 切紙

A1 山名豊重書状 12.22 山名豊重→田総藤蔵人 切紙

A1 毛利元就書状 毛利元就→吉川元春 竪紙

A1 毛利輝元書状 2.13 毛利輝元→田総宗左衛門尉 切紙

A1 毛利輝元書状 7.20 毛利輝元→田総新兵衛尉・同小
次郎

竪紙

A1 大田垣胤朝書状 6.12 大田垣胤朝→田総藤蔵人 切紙

A1 大田垣胤朝書状 11. 3 大田垣胤朝→田総藤蔵人 切紙

A1 御先祖田総ニ而御知行所今高 明暦 2. 8.26 瀧口又左衛門→田総七郎右衛門 竪紙

A1 備後国甲奴郡田総庄福原村龍興寺由緒 申2 継

A1 田総氏系図 巻子

A2 田総文書（東大影写本）（文書46点） （鎌倉～江戸期）

P98
33 市原家文書

A1 小笠原長隆知行安堵状 永正 3. 9. 3 小笠原長隆→高橋又三郎 竪紙

A1 小笠原長隆書状 永正 5 小笠原長隆→高橋又三郎 竪紙

A1 小笠原長隆書状 永正 5. 5. 7 小笠原長隆→北又三郎 竪紙

A1 浅井秀広書状 11. 6 浅井秀広 竪紙

A1 大内義隆感状 天文10. 2.22 大内義隆→市原又四郎 切紙

A1 吉見正頼感状案 天文12. 9.24 吉見正頼→竹内豊後守 竪紙

A1 小笠原長徳宛行状 天文15. 3. 1 小笠原長徳→久利藤右衛門 竪紙

A1 小笠原長雄感状 弘治 2. 3.22 小笠原長雄→久利藤右衛門 折紙

A1 小笠原長雄書状 5. 2 小笠原長雄→久利伊賀守 竪紙

A1 小笠原長雄書状 永禄 3. 9. 4 小笠原長雄→久利伊賀守 竪紙

A1 分銭辻付立案 天正13. 6.20 久利伊賀守 竪紙

A1 小笠原元枝書状 天正13. 6.27 小笠原元枝→久利伊賀守 竪紙

A1 小笠原長旌安堵状 天正13. 6.28 小笠原長旌→久利喜三 竪紙

A1 小笠原元枝書状 天正13. 6.28 小笠原元枝→久利喜三 竪紙

A1 吉見広頼宛行状〔写とも〕 天正16. 9.30 吉見広頼→木村木工左衛門尉 竪紙
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A1 吉見広頼感状 4.12 吉見広頼→工藤丹後 竪紙

A1 屋敷坪付 慶長5. 8.18 平兵衛・五兵衛→木村木工左衛
門尉

竪紙

A1 毛利元就書状 寅8. 8 毛利元就 巻子
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四国

《愛媛県》

P96
1 阿沼美神社文書

愛媛県松山市味酒町にある阿沼美神社に伝来した神社文書。大正14年の影写。年代は元和 5年（1619）と元
和 8年（1622）。 2通とも加藤左馬助（嘉明）から発給された文書である。

A1 阿沼美神社文書（東大影写本）（文書2
点）

元和

P96
2 大山祇神社文書

愛媛県越智郡大三島町にある大山祇神社に伝来した神社文書。影写本の表題は『大山積神社文書』。明治24
年の影写。年代は鎌倉期～戦国期。大山祇神社は伊予国の一宮で，中世には源氏・北条氏・足利氏・大内氏
らの尊崇を受け，特に越智氏・河野氏からは氏神として崇敬された。文書は，『愛媛県史』資料編（古代・中
世）に収録され，目録が同書付録『所蔵者別文書目録』に掲載されている。内容は社領に関するものが多い。

A1 大山積神社文書（東大影写本）（文書26
点）

（鎌倉～戦国期）

P96
3 川上神社文書

愛媛県温泉郡川内町南方にある川上神社に伝来した神社文書。影写本の表題は『川上大宮五柱神社文書』。
明治24年の影写。年代は室町期。川上神社は応永34年（1427）に河野通久によって現在地に移建され，以来
河野氏の祈願所として繁栄した。文書は，『愛媛県史』資料編（古代・中世）に収録され，目録が同書付録『所
蔵者別文書目録』に掲載されている。

A1 川上大宮五柱神社文書（東大影写本）（文
書3点）

（室町～戦国期）

P96
4 忽那家文書

伊予国の在地領主忽那氏に伝来した武家文書。明治22年の影写。年代は鎌倉期～室町期。忽那氏は伊予国
風早郡忽那七島（現温泉郡中島町）を本拠とした在地領主で，南北朝期には南朝方の海上勢力として活躍し，
室町・戦国期には伊予国守護河野氏の被官となっていたが，天正13年（1585）に豊臣秀吉旗下の小早川隆景
に攻められ河野氏とともに滅亡した。文書は，鎌倉幕府・六波羅探題・南朝方・河野氏の発給文書が中心を
占める。目録は，『愛媛県史』資料編（古代・中世）付録に収められている。活字化されたものは，『愛媛県史』
資料編の外に，景浦 勉編『忽那家文書』（1964）がある。　典拠：『国史大辞典　 4』（吉川弘文館），『日本史
大事典　 2』（平凡社）

A1・2 忽那文書　乾・坤（東大影写本）（文書
110点）

（鎌倉～室町期）
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P96
5 建徳寺文書

愛媛県北宇和郡松野町目黒にある曹洞宗建徳寺に伝来した文書。昭和10年の影写。文書は元和元年（1615）
の山家清兵衛書下 1点のみである。

A1 伊予建徳寺文書（東大影写本）（文書1
点）

元和元

P96
6 伊予国分寺文書

愛媛県今治市国分にある伊予国分寺に伝来した寺院文書。明治24年の影写。点数は80点。年代は鎌倉期～
安土・桃山期。伊予国分寺は四国遍路第五十九番の札所として知られている。文書には，禁制・下知状・安
堵状・寄進状等が多い。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に収録され，目録が同書付録『所蔵者別文書目録』
に掲載されている。また同寺より釈文付の『国分寺古文書』が発行されている。　典拠：『愛媛県史』資料
編（古代・中世）

A1 伊予国分寺文書　乾・坤（東大影写本）
（文書80点）

（鎌倉～戦国期）

P96
7 興隆寺文書

愛媛県西条市古田（旧周桑郡丹原町）にある真言宗興隆寺に伝来した文書。明治25年の影写。年代は鎌倉～戦
国期。『愛媛県史』資料編（古代・中世）で翻刻され，同付録に目録が収められている。

A1 興隆寺文書（東大影写本）（文書12点） （鎌倉～戦国期）

P96
8 光林寺文書

愛媛県今治市玉川町畑寺（旧越智郡玉川町）にある真言宗光林寺に伝来した文書。大正14年の影写。年代は戦
国期。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に翻刻されているが，影写された文書とは 1通しか一致しない。

A1 光林寺文書（東大影写本）（文書3点） （安土・桃山～江戸期）

P96
9 照源寺文書

愛媛県北宇和郡松野町冨岡にある臨済宗照源寺に伝来した文書。影写本の表題は「西江寺所蔵文書」。昭和
5年の影写。年代は戦国期。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に 1点のみ収録されている。

A1 西江寺所蔵文書（東大影写本）（文書・記
文 2点）

永禄 8.10

P96
10 歯長寺文書

愛媛県西予市宇和町伊賀上にある天台宗歯長寺に伝来した文書。明治22年の影写。年代は室町期。『愛媛県
史』資料編（古代・中世）に翻刻されている。
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A1 歯長寺文書（東大影写本）（文書2点） 享徳 2. 4

P96
11 出石寺文書

愛媛県大洲市豊重にある真言宗出石寺に伝来した文書。大正14年の影写。年代は安土・桃山期。

A1 出石寺文書（東大影写本）（典籍1点） 慶長4

P96
12 善応寺文書

愛媛県松山市善応寺（旧北条市）にある臨済宗善応寺に伝来した文書。明治25年の影写。年代は鎌倉期～江
戸期。内容は同寺に対する寄進状・禁制・置文・譲状・判物などが大部分を占め，多くが河野氏に関係して
いる。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に65通が翻刻され，同付録に目録が収められている。　典拠：『愛媛
県史』資料編（古代・中世）

A1 善応寺文書　乾・坤（東大影写本）（文
書・記録69点）

（南北朝～江戸期）

P96
13 曹渓院文書

愛媛県大洲市にある臨済宗曹渓院に伝来した文書。明治22年の影写。

A1 曹渓院文書（東大影写本）（文書・記文 2
点）

（鎌倉～南北朝期）

P96
14 宗昌寺文書

愛媛県松山市八反地（旧北条市）にある黄檗宗宗昌寺に伝来した文書。昭和 7年の影写。年代は，室町期～江
戸期。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に 3通が翻刻されている。

A1 宗昌寺文書（東大影写本）（文書・記文・
書蹟・帳簿・典籍11点）

（南北朝～江戸期）

P96
15 大隆寺文書

愛媛県宇和島市宇和津町にある臨済宗大隆寺に伝来した文書。明治22年の影写。年代は安土・桃山期～江
戸初期。

A1 大隆寺文書（東大影写本）（文書2点） （安土・桃山～江戸期）

P96
16 武井家文書

昭和 4年の影写。文書は，天文11年の河野晴通宛行状。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に掲載されている。

A1 武井文書（東大影写本）（文書1点） 天文11. 4
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P96
17 長福寺文書

愛媛県西条市北条（旧東予市）にある臨済宗長福寺に伝来した文書。明治25年の影写。年代は戦国期～江戸
期。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に 3通が掲載されている。

A1 長福寺文書（東大影写本）（文書・書蹟
14点）

（南北朝～江戸期）

P96
18 長隆寺文書

愛媛県松山市中島大浦にある真言宗長隆寺に伝来した文書。明治25年の影写。年代は，鎌倉期～江戸期。
『愛媛県史』資料編（古代・中世）に翻刻され，同付録に目録が収められているが，影写本とは出入りがある。

A1 長隆寺文書（東大影写本）（文書・典籍
18点）

（鎌倉～江戸期）

P96
19 浄寂寺文書

愛媛県今治市五十嵐にある臨済宗浄寂寺に伝来した文書。影写本の表題は「能寂寺文書」。明治24年の影
写。年代は鎌倉期～戦国期。能寂寺は越智郡八幡村の岩清水八幡宮の別当寺として諸行事を執行しており，
のち，寛文年間に浄寂寺と改めたという。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に翻刻され，同付録に目録が収め
られている。　典拠：『愛媛県史』資料編（古代・中世）

A1 能寂寺文書（東大影写本）（文書12点） （鎌倉～戦国期）

P96
20 遍照院文書

愛媛県今治市菊間町にある真言宗遍照院に伝来した文書。大正14年の影写。年代は戦国期。『愛媛県史』資
料編（古代・中世）に翻刻され，同付録に目録が収められている。

A1 遍照院文書（東大影写本）（文書4点） （戦国期）

P96
21 保国寺文書

愛媛県西条市中野にある臨済宗保国寺に伝来した文書。昭和16年の影写。年代は南北朝期～江戸期。『愛媛
県史』資料編（古代・中世）に中世文書が翻刻され，同付録に目録が収められている。

A1 保国寺文書（東大影写本）（文書・系図・
銘文32点）

（南北朝～江戸期）

P96
22 法泉寺文書

愛媛県松山市松前町にある真言宗法泉寺に伝来した文書。大正14年の影写。年代は江戸期。

A1 法泉寺文書（東大影写本）（文書1点）

981



愛媛県／近藤家文書（P96�26） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

P96
23 三島家文書

大山祇神社の宮司三島家に伝来した文書。明治24年の影写。年代は鎌倉期～安土桃山期。宮司（大祝）家は
越智氏の出で，在地勢力としても河野氏との関わりを強めた。『愛媛県史』資料編（古代・中世）に翻刻され，
同付録に目録が収められている。　典拠：『愛媛県史』資料編（古代・中世）

A1 三島文書　乾・坤（東大影写本）（文書
70点）

（鎌倉～安土・桃山期）

P96
24 三島神社文書

愛媛県喜多郡内子町臼杵にある三島神社に伝来した文書。明治24年の影写。年代は鎌倉期～南北朝期。『愛
媛県史』資料編（古代・中世）には影写本には見えないものも含めて翻刻され，同付録に目録が収められて
いる。

A1 三島神社文書（東大影写本）（文書・記文
2点）

（鎌倉～南北朝期）

P96
25 龍澤寺文書

愛媛県西予市城川町魚成にある曹洞宗龍澤寺に伝来した文書。明治22年の影写。年代は室町期～江戸期。
『愛媛県史』資料編（古代・中世）に中世文書が翻刻され，同付録に目録が収められている。

A1 龍澤寺文書（東大影写本）（文書・典籍
14点）

（室町～江戸期）

P96
26 近藤家文書

伊予国松山の心学者近藤平格（元良，1800～1868）の残した記録・文書。「芸陽遊学日記」・「三原再遊日記」・
「尾道遊講録」は，『広島県史』近世資料編VIに翻刻されている。』

A1 芸陽遊学日記 文政13. 2～4 近藤元良（平格） 横半

A1 三原再遊日記 文政13. 9 近藤元良（平格） 横半

A2 防州上ノ関宰判廻村日記　付たり熊毛宰
判

天保13. 1 安楽閑人（近藤元良） 横長

A2 防州大島郡廻在日記 天保11. 2～3 安楽真人 竪冊

A2 久万山廻村控 天保15. 3 横半

A2 〔尾道遊講録〕 元治元. 5 近藤元良（平格） 横長

A3 心学道話御発起御取楯被仰付候御授控 天保11. 4.25 年寄小方市右衛門役中 竪冊

A3 江龍雑記　全 近藤元良 竪冊

A3 道歌百人一首麓の枝折 天保 7. 7写 近藤元良（平格） 横半

A3 久万山回村中詩歌草 安政 4・安政 6 安楽道人 竪冊

A3 元良顕草 近藤元良 竪冊

A4 〔近藤平格略譜〕 近藤元良（平格） 横長

A4 遺書講義 安永 5. 5.23 手島堵庵 刊
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A4 明倫舎規則　全 竪冊

A4 〔某二十五回忌に際しての田中利久回顧
文〕

天保 3. 7. 3 田中利久 竪紙

A4 〔近藤平格願書控〕 （元治元. 4） 近藤平格 切紙

A4 〔家内宗旨につき近藤平格差上げ申す一
札控〕

万延 2. 3 近藤平格 竪紙

A4 〔仏法道歌書付〕 切紙

A4 〔二ノ丸御奥道話の記録〕 折紙

A4 〔流行病治療法の覚〕 継

A4 三舎印鑑之写 折紙

A4 〔明倫舎口演書〕 竪紙

A4 心学断書並口上（2通） 宝暦14. 2 手島堵庵 切紙

A4 〔知本心者可守之大略〕（2通） 明和 9.10 手島堵庵

A4 〔安楽閑人詩歌稿〕 安楽閑人 切紙

A4 〔紅鮒詩画帖〕 切紙

A4 盍簪舎印鑑〔近藤平作あて〕（2通） 文政10・文政12 切紙

A4 六行舎印鑑（2通） 天保 4. 9.24 切紙

A4 三舎印鑑〔六行舎近藤平作あて〕 天保 6. 8 折紙
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九州

《福岡県》

P99
1 九州大学文学部九州文化史研究施設所蔵長沼文庫

A1 御船作事所御格式帖　浅野侯爵家書類之
内

正徳 5.10.12 御船作事奉行武井八左衛門他 竪冊

A2 〔尾道問屋記録〕
※貞応二年船法儀・安永九年問屋座定
法・寛永二年船の定他

竪冊

A2 〔尾道問屋記録〕
※御運上所書付之写・天明三年穀物売
買定法并問屋仲買請引の儀他

竪冊

A4 尾道商業沿革史料　諸願
※文化七年午十月会所綿願書控他

文化 7～文政 9 竪冊

A5・6 尾道商業沿革史料　雑録壱・弐（2冊） （文政～明治） 竪冊

A7 芸州倉橋島桂浜八幡社司雑記 竪冊

A8 光照寺由緒抄・光照寺末寺帳・光照蘭若
伝

竪冊

A9 倉橋島御用諸書附控帳・船舶造立履歴書
倉橋島寺沢半三郎氏書附　蒲苅誌抜萃
豊田郡生口島書附　蓑島（豊前）村社社
記

文化11・明治16・延宝2 竪冊

　　〔国郡志下調書上　豊田郡瀬戸田町〕

　　因島中庄村金蓮寺由来書抜

　　国郡志御編集下しらへ書上帳　豊田郡
高崎村

文政 2. 3

　　豊田郡鷺浦村郷土誌　元神主家ノ旧記
写　佐木島八幡宮由来

延宝 9. 2 神主左衛門大夫・庄屋七右衛門→
代官大柿小作他

　　大長御高札并御船手御書降写扣抜萃 寛文13～宝暦元 竪冊

A10 雑集 竪冊

A11 雑集　全
※広村古城址報告・倉橋島桂浜八幡絵
馬他

竪冊

A12 川口番所勤前心得之控　三津浜松本本 天保 8. 5 竪冊

A13 渋谷雑録　尾道港入俵物帳 竪冊

◦御領内米他国 入申俵子切手写帳当番
しふや市右衛門組

明暦 2.10.30 しふや市右衛門他

◦御領内米并他国 俵子入切手写帳しふ
や市右衛門与

正保 3. 5.29 こたまや加兵衛他→山田藤左衛
門

◦御領内之米并他国 俵子入切手写帳 慶安 1. 6.30 しふや市右衛門他→吉村弥右衛
門

A14 渋谷雑録　銀子払・請取・遣払等 竪冊
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◦銀子請遣方日記 元和 2. 9.29 しふや与兵衛他

◦貫壱年分各々取かへ帳　しぶや与兵衛
組

元和 6. 8. 7 しふや与兵衛他

◦川崎多左衛門様 御米請取払帳 寛永13.12. 5

◦銀子払日記 元和 5. 8 しぶや与兵衛他

◦月行事請遣之帳 元和 8. 6 しふや与兵衛他

◦月行事請遣方之帳 元和 9. 6 与兵衛他

◦地子取申買物之帳 寛永 3.12.12

A15 渋谷雑録　加子賃等之事 竪冊

◦請取申銀子之事 元和 3. 9.10・寛永20. 3

◦肥前加子飯米并賃銀渡シ帳　しふや市
右衛門与

寛永14.11.15

◦寛永拾七年月ニ出ル井上筑後様送加子
百拾人算用　しふや市右衛門番

寛永17

◦石州御運上銀室迄送加子六拾人之賃銀
算用之帳　しふや市右衛門組

寛永19. 3

◦〔遊行〕上人尾道 広嶋迄送加子廿四
人・同広嶋 小倉迄送加子五拾人前後
之□リ飯米算用詰帳　しふや市右衛門
与

明暦 2.10.19 しふや市右衛門他→泉や庄右衛
門他

◦尾道町米石付・御加子銀書出之帳角屋
善右衛門与

A16 渋谷雑録 竪冊

◦つる木田畠書抜帳　田方内上之高記
之・畠方内上之高記之・内定辻記之・
屋敷銭定辻記之　但新屋敷四ケ所共ニ

慶長5. 9

◦つる木畠方定徳名寄帳　同屋敷銭共ニ 慶長5. 9.11

◦尾道桶屋役銀戻シ帳 寛永17. 1. 4

◦万小日記 寛永16 すりこきや小法師

◦おないとまかつらくゞの代銀貫取帳　
高百目ニ付弐拾弐匁七り貫

寛永10. 9

◦苫葛くゞおない銀壱拾三与 取帳しふ
や市右衛門与

寛永10. 7

◦追懸苫賃銀算用詰帳　しふや市右衛門
組

明暦 2.10.30 しふや市右衛門他→泉屋庄右衛
門他

◦尾道町当月遣方請払帳　渋谷市右衛門
組

承応 3. 9.30 しふや市右衛門他→泉屋庄右衛
門他

A17 渋谷雑録　雑 竪冊

◦岩城検見帳　徳子之定 文禄 4

◦岩城検見帳 文禄 5

◦大西分御検地田畠之覚 （慶長10）

◦歳志帖 享保10～11

◦歳誌帳　自得院殿・玄徳院殿・天心院
殿

◦歳代記 （寛政）

A18 渋谷雑録　貫高等之事 竪冊

◦元和六年三月弐年分貫 （元和 6～寛永 3）
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◦長江町西かわ并新町貫帳 寛永元. 5 しふや与兵衛他

◦尾道町遺銀子小貫上小路帳　三通之内
　しふや市右衛門与

寛永14.12

◦尾道下町組□□貫改帳　しふや市右衛
門組

寛永18. 2

A19 渋谷雑録　地子 竪冊

◦十四日町地子取帳 元和 7.12. 1

◦土堂町地子取帳

◦尾道町地子之内十三くみはつれ帳しふ
や市右衛門与

寛永12.11. 2

◦寛永拾三年之地子貫日記　しふや市右
衛門

寛永13.11

◦御地子銀貫取帳石ニ付五拾五匁貫しふ
や市右衛門組

寛永19.11.22

◦尾道町地子組中割帳　しふや市右衛門
与

明暦 2

A20 渋谷雑録　加子関係記録 竪冊

◦加子拾六人ちん銀高百目ニ付拾五匁貫
取帳

寛永10. 6.17

◦御運上加子三拾三人之内五人出申ちん
銀貫日記

寛永10.10

◦加子飯米銭代銀子請取帳　しふや市右
衛門与

寛永13.12.16

◦〔寛永拾四年出申ス加子飯米ノ銭貫渡
帳〕

寛永14

◦因嶋水舟并加子賃飯米渡帳 寛永14.12.29 しふや市右衛門与

◦かまかり水船賃飯米極月分払帳しふや
市右衛門与

寛永14.12

◦〔寛永拾七年拾月出ル井上筑後様加子
居増賃・同拾八年殿様御上洛加子之賃
銀〕

寛永17～18

◦石州銀山へ御座候江戸御上使□様御上
り送り加子舟賃銀　しふや市右衛門与

寛永11.10.23

◦〔酉六月十七日拾六人加子ニ渡ス賃銀・
酉八月十三日加子二人大坂へ御侍衆送
り賃銀貫取帳〕

A21 〔渋谷文書〕
※月行事銀子請他

慶長7～慶安 4 竪冊

A22 〔渋谷文書〕
※請取申銀子之事・おのみち町算用之
目録他

天正13～寛永18 竪冊

A23 〔渋谷文書〕
※寛永拾四年霜月 同拾五年迄嶋原加
子仕出貫之覚他

慶長6～明暦 4 竪冊

A24 〔渋谷文書〕
※請取申銀子之事・寛永三年分尾道町
地子之目録他

慶長17～慶安 3 竪冊

A25 〔渋谷文書〕
※梶田出雲様御下米うけ取のひかへ他

慶長11～明暦 8 竪冊

A26・27 渋谷文書　上・下（2冊） 竪冊

A28 松本氏蒐集書類　三津浜松本氏蔵 天明元～文久 2 竪冊
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A29～32 三津浜記録（4冊） 竪冊

A33・34 三津ケ浜吟味役場御用日記　上・下（2
冊）

安政 3～文久 3 竪冊

A35 耶蘇宗濫觴記
※切死丹濫觴・尾道町宗門改帳他

竪冊

A36 大嶋郡小松村浜塩焼由緒 寛延 3. 3 粟屋帯刀領庄屋小三郎

A37 芸州厳島大鳥居棟札之写・建立旧記 竪冊

A38 三津書類　一～四（5冊） 天保14～明治 4 竪冊

A42 尾道書類
※宗門改帳

竪冊

A43 尾道書類 竪冊

◦御領内之米并他国 俵子入切手写帳　
尾道しふや市右衛門書類

慶安元. 6.30 しふや市右衛門他→吉村弥左衛
門

◦尾道町当月遣方請払帳　渋谷市右衛門
組

承応 3. 9.30 しふや市右衛門他→泉屋庄右衛
門他

◦遊行上人尾道 広島迄送加子廿四人広
島 小倉迄送加子五拾人前後の日飯米
算用詰帳　しふや市右衛門与

明暦 2.10.19 しふや市右衛門他→泉屋庄右衛
門他

◦追懸苫賃銀算用詰帳　しふや市右衛門
組

明暦 2.10 しふや市右衛門他→泉屋庄右衛
門他

◦尾道町米石付・御加子銀書出之帳角屋
善右衛門与

◦御領内米并他国 入申俵子切手写帳　
当番しふや市右衛門組

明暦 2.10 しふや市右衛門組他

◦かまかり水船賃飯米極月分払帳在番市
右衛門与

宝永14.12

◦長江町西かわ并新町貫帳 寛永元. 5 しふや与兵衛他

◦万小日記 寛永16 すりこきや小法師

A44 尾道書類 竪冊

◦苫葛くゞおない銀拾三与 取帳しふや
市右衛門与

寛永10.10. 7

◦尾道町地子之内十三くみはつれ帳しふ
や市右衛門与

寛永12.11. 2

◦肥前加子飯米并賃銀渡シ帳　しふや市
右衛門与

寛永14.11.15

◦寛永拾七年拾月ニ出ル井上筑後様送加
子百拾人算用　しふや市右衛門番

寛永18. 2.25

◦尾道桶屋役銀戻シ帳 寛永17. 1. 4

◦〔寛永拾七年拾月ニ出ル井上筑後様送
加子百拾人・同拾八年三月ニ出ル殿様
御上洛加子弐百七人算用〕

寛英17～18

◦御領内米并他国 俵子入切手写帳しふ
や市右衛門与

正保 3

A45 尾道書類 竪冊

◦十四日町地子取帳 元和 7.12. 1

◦加子飯米残代銀子請取帳　しふや市右
衛門与

寛永13.12.16

◦石州御運上銀室迄送加子六拾人之賃銀
算用之帳　しふや市右衛門与

寛永19
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《熊本県》

P99
5 乃美家文書

A1 乃美文書正写（東大謄写本）（文書・記文・書蹟216点）

《大分県》

P99
2 中津市立小幡記念図書館所蔵文書

法制

記註撮要（90冊）

A1 　巻之一　前編　公義被仰出類 享保元～寛延 3 竪冊

A2 　巻之二　前編　被仰出（3冊） 享保15～寛延 3 竪冊

A3 　巻之二　後編　被仰出（3冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A4 　巻之三　前編　御触（2冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A4 　巻之三　後編　御触（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A5 　巻之四　前編　伝（2冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A6 　巻之四　後編　伝（2冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A7 　巻之五　後編　倹約（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A7 　巻之六　前編　御参勤（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A7 　巻之六　後編　御参勤（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A8 　巻之七　前編　寺社（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A8 　巻之七　後編　寺社（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A9 　巻之八　前編　年中行事（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A9 　巻之八　後編　年中行事（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A10 　巻之九　前編　他所用（2冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A10 　巻之九　後編　他所用（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A11 　巻之十　前編　金銀出納（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A11 　巻之十　後編　金銀出納（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A12 　巻之十一　前編　願（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A12 　巻之十一　後編　願（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A13 　巻之十二　前編　不念伺類（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A14 　巻之十二　後編　窺（4冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A15 　巻之十三　前編　届（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A15 　巻之十三　後編　届（2冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A16 　巻之十四　前編　養子縁組（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A16 　巻之十四　後編　養子縁組（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊
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A17 　巻之十五　前編　公用他所行（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A17 　巻之十五　後編　公用他所行（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A18 　巻之十六　前編　私用他所行（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A18 　巻之十六　後編　私用他所行（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A19 　巻之十七　前編　褒賞（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A19 　巻之十七　後編　褒賞（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A20・21 　巻之十八　前編　家督役替（4冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A22・23 　巻之十八　後編　家督役替（6冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A24 　巻之十九　前編　御番（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A24 　巻之十九　後編　御番（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A25 　巻之二十　前編　諸門（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A25 　巻之二十　後編　諸門（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A25 　巻之二十一　前編　対談（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A26 　巻之二十二　前編　徘徊（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A26 　巻之二十二　後編　徘徊（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A26 　巻之二十三　後編　御目付心得（1冊） 明和元～安永 7 竪冊

A27 　巻之二十四　前編　御目付申渡（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A28 　巻之二十四　後編　御目付申渡（2冊）
※宝暦 2～5年分破損甚し

宝暦 2～安永 7 竪冊

A29～32 　巻之二十五　後編　指扣類（10冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A33 　巻之二十六　前編　御叱（1冊） 享保16～寛延 3 竪冊

A33 　巻之二十六　後編　御叱（1冊） 宝暦元～10 竪冊

A34 　巻之二十七　前編　改易（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A34 　巻之二十七　後編　改易（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A35 　巻之二十八　前編　詮議（2冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A36 　巻之二十八　後編　詮議（2冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A37 　巻之二十九　前編　変事類（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A37 　巻之二十九　後編　変事之類（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A38 　巻之三十　前編　雑事（1冊） 享保元～寛延 3 竪冊

A38 　巻之三十　後編　雑事（1冊） 宝暦元～安永 7 竪冊

A42 　続編　巻之一・　巻之二・　巻之三　
公儀被仰出・御手前被仰出・御触（1
冊）

安永 8～寛政12 竪冊

A43 　続編　巻之八・巻之五・巻之七・巻之
三十・巻之廿九　年中行事・倹約・寺
社・雑事・変事（1冊）

安永 8～寛政12 竪冊

A44 　続編　巻之六・巻之十九・巻之廿御参
勤・御番・諸門（1冊）

安永 8～寛政12 竪冊

A45 　続編　巻之十五・巻之十六・巻之九　
公用他所行之部・私用他所行・他所用
（1冊）

安永 8～寛政12 竪冊

A46 　続編　巻之十四・巻之十・巻之十七　
養子縁組之部・金銀出納・褒賞（1冊）

安永 8～寛政12 竪冊

A47 　続編　巻之十一・巻之十三・巻之廿一
　願・届・対談（1冊）

安永 8～寛政12 竪冊
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A48 　続編　巻之十二　窺（2冊） 安永 8～寛政12 竪冊

A49 　続編　巻之十八　家督役替（2冊） 安永 8～寛政12 竪冊

A50 　続編　巻之廿三　御目付心附（2冊） 安永 8～寛政12 竪冊

A51 　続編　巻之廿四　御目付申渡（2冊） 安永 8～寛政12 竪冊

A52・53 　続編　巻之廿五　不念指扣之部（5冊） 安永 8～寛政12 竪冊

A54 　続編　巻之廿六・巻之廿七　御叱・改
易

安永 8～寛政12 竪冊

A55 　続編　巻之廿八・巻之廿二・巻之三十
一　詮議・徘徊・久離義絶

安永 8～寛政12 竪冊

A39・40 ――　――公儀被仰出他 嘉永元～6 竪冊

A41 ――　――褒賞他 安政元～6 竪冊

A73 御条目惣巻数扣　全 明和 2. 9. 1 竪冊

A56～62 公義御条目　一・三・四・五　五巻之内
（4冊）
※明和元年改

竪冊

A63 公義御条目扣　全 明和 2～7 竪冊

A64～66 公義御条目　一・三　五巻之内（2冊） 竪冊

A67 摂州・大坂公義御条目 寛永21～貞享 2 竪冊

A73 従公義之御書付御手前ニ而被仰出候扣　
全
※明和元年改

寛文 6～宝暦14 竪冊

A82 大坂・長崎　公義并御家御条目写 正徳2・享保 4～6 竪冊

A74 御手前御条□□□□□ 寛永14～元禄14 竪冊

A75 御手前御条目　五
※明和元年改

宝暦 2～明和元 竪冊

A68～72 町中御条目御書附　壱～三（6冊） 万治 3～明和 2 竪冊

A80 町在御条目并御書附　上・下（2冊）
※明和 4年改

万治 2～ 竪冊

A76～79 在中御条目并御書附　壱～四（4冊）
※明和 4年改

寛永16～宝暦12 竪冊

A79 在中御触書抜　郡方 宝暦 2～天保 5 竪冊

A81 御高札写・御山御高札写・忠孝御札写　
大根川組

天和 2 竪冊

A82 郡中江書付写
※三組大庄屋・村役人共へ年貢上納に
付

申9 竪冊

A82 読聞せ御書面　拾弐冊之内
※拾壱組へ

竪冊

領知

A90 豊前国筑前国備後国郷村高帳下書 天保 3. 3 竪冊

A91 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内郷村高帳下書

天保 4 →勘定所 竪冊

A92 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内郷村高帳

竪冊

A85 御引渡入記 享保 2 竪冊

A88 三印入郡方書類目録 安永 4. 4 竪冊
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A88 三印三御領分御引渡外書類扣 天明年中 竪冊

A88 三印入郡方書類書附目録 天明 5. 6 竪冊

A88 三印備後御引渡目録 竪冊

戸口

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
領知田畑町歩人数帳

享保 6.閏7 →勘定所 竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
領知男女人数帳扣

明和 5. 4 →勘定所 竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
領知男女人数帳

寛政10. 4 →勘定所 竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内人数帳

寛政10. 4 →勘定所 竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内人数帳

文化元. 9.18 奥平大膳太夫家来岡見仲→勘定
所

竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内人数帳

文化 7. 9.27 奥平大膳太夫家来岡見仲→勘定
所

竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内人数帳

文政 5. 9.20 奥平大膳太夫家来筑砦惣兵衛→
勘定所

竪冊

A89 豊前国上毛郡・下毛郡・宇佐郡　筑前国
怡土郡　備後国甲怒郡・神石郡・安那郡
之内人数帳

天保 5. 9.28 奥平大膳太夫家来高橋貴一→勘
定所

竪冊

A89 豊前国・備後国・筑前国中津藩管内戸数
人口取調帳

（明治初） 竪冊

A89 七年目三御領分男女惣人高帳 午4 竪冊

貢租

A86 享保二酉年 延享元子年迄御取稼之覚続
九ケ年

享保 2～延享 4 竪冊

A84 御祝儀ニ付三御領分献納物并被下方根帳 文化 8～慶応 3 竪冊

A92 領知租税録（2冊） 明治 2. 4 奥平昌邁 竪冊

A92 備後銀納高内分并小税従来之租税高調之
義水島 来状之写

（明治 4）12.16 竪冊

災害

A87 亥子辰巳酉戌年悪作ニ付公儀江御届御損
亡高扣　但午未申ノ悪作なし

享保 2～13 竪冊

A87 備後御領分当寅御損亡高書上 享保19.11 横山伊右衛門・村田平次右衛門 竪冊

A87 年々御損亡公義江御届被遊候御書付之写 （享保） 竪冊

A87 明和二酉秋御領分三ケ国御損毛高御届書
控帳

明和 3. 4 竪冊

A87 亥秋三御領分御損亡高公儀御届書控帳 明和 4.12 竪冊

A101 豊前国・備後国・筑前国当七月廿三日廿
六日大風雨洪水ニ而田畑砂入山崩川欠損
亡高并百姓家宮寺院等潰倒木等之御届ケ

寛政 4. 9 竪冊
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治安

A94 御領分古川村・日出御領河床村山論一件
懸合応答写　板場組古川村

午2～申3 竪冊

寺社

A83 備後御領分寺社由来書写 宝暦 8 竪冊

絵図

A94 〔東油木村七郎左衛門宅絵図面〕 一紙

家中

A95 月番日記〔抄〕（2冊） 天明 6・寛政 4 竪冊

A95～97 月番帳〔抄〕（21冊） 寛政 7・11・12・文化 5
～8・10～文政元・3～7・
9～11

竪冊

A93 備後勤書写　郡方御役所附
※村田藤右衛門・村田蔀・中山運平・
佐竹小弥太他

天保15～安政 6 竪冊

A102 十月 九月迄家禄官禄旅行渡書抜備後
（2冊）

明治 5. 1 竪冊

古記録

A98・99 採要集
※御側御取次・七冊之内第三

安永 5～天保14 竪冊

P99
4 佐分利家文書

A1 荒木善七誓詞条々 文化 4. 3.28 荒木善七→佐分利尚英 竪紙

A1 丹羽藤弥太誓詞条々 文政11. 3.17 丹羽藤弥太→佐分利重道 竪紙

A1 堀田弥一右衛門誓盟五条 宝暦 8 堀田弥一右衛門→佐分利庄内 竪紙

A1 河野兵太夫誓盟五条 宝暦 8 河野兵太夫→佐分利庄内 竪紙

A1 村上小太郎誓盟五条 宝暦 8.11.12 村上小太郎→佐分利庄内 竪紙

A1 覚〔福山佐分利流表・広島島末表〕 切紙

A1 浅野甲斐口上〔使者佐分利文五左衛門〕 浅野甲斐→坂本主礼他 折紙

A1 〔長州家中佐分利家系譜〕 折紙

A1 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→古山桂之助他 折紙

A1 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→斎藤主計 折紙

A1 〔佐分利流槍術構直しに付〕覚 （文政 3） 佐分利蘇介 折紙

A1 起請文前書之事 享保 2. 2.15 戸田左膳→佐分利平蔵 継

A1 戸田茂右衛門祝物添状 明和 6. 3.10 戸田茂右衛門→佐分利庄内他 折紙

A1 斎藤主計書翰写 11. 5 斎藤主計→佐分利（内次ヵ） 折紙

A1 〔三原佐分利家系譜〕 横長

A1 岡田助左衛門書翰 1. 5 岡田助左衛門→佐分利文五左衛
門

折紙

A1 斎藤主計書翰 3.15 斎藤主計→佐分利蘇介 継

A1 杉本勘十郎他三名書翰 9.25 杉本勘十郎他→佐分利文五左衛
門他

切紙

A1 鈴木愚弟書翰 2.10 鈴木愚弟→佐先生 継

A1 佐分利覚次書翰 7.27 佐分利覚次→佐分利末吉 切紙
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A1 島末雄祐書翰 2.24 島末雄祐→佐分利文五左衛門 継

A1 佃廉蔵書翰 3. 6 佃廉蔵→佐分利先生 切紙

A1 惟中書翰 11.11 惟中→佐分利 継

A1 水上源太書翰 2. 2 水上源太→佐分利郡次郎 継

A1 助左衛門書翰 11.23 助左衛門→（佐分利）文五左衛
門

継

A1 貫介〔佐分利〕書翰 3. 5 貫介→（佐分利）蘇介 切紙

A1 戸田茂右衛門申達 10. 2 戸田茂右衛門→佐分利蘇介 切紙

A1 佐分利蘇介書翰 5.28 佐分利蘇介→斎藤主計 継

A1 佐分利内次書翰 12.27 佐分利内次重真→西田東介 継

A1 大田清兵衛書翰 6. 3 大田清兵衛→堀江左平太 継

A1 〔槍術口伝の覚（断簡）〕

A1 梅原徳一郎書翰 6.15 梅原徳一郎→佐分利文五左衛門 折紙

A1 〔佐分利重勝門人誓紙〕

◦岡野宜哉誓盟五条 明和 4. 4.15 岡野宜哉→佐分利庄内 竪紙

◦香川多仲誓盟五条 宝暦 8 香川多仲→佐分利庄内 竪紙

◦久野八十助誓盟五条 宝暦 8. 6.12 久野八十助→佐分利庄内 竪紙

◦勝屋六之丞誓盟五条 宝暦 8 勝屋六之丞→佐分利庄内 竪紙

◦幸田金十郎誓盟五条 宝暦 8. 6.24 幸田金十郎→佐分利庄内 竪紙

◦野村彦四郎誓盟五条 宝暦 8 野村彦四郎→佐分利庄内 竪紙

◦河野左一郎誓盟五条 宝暦 8 河野左一郎→佐分利庄内 竪紙

◦林角左衛門誓盟五条 宝暦 8 林角左衛門→佐分利庄内 竪紙

◦〔佐分利庄内重勝門弟書付〕 折紙

A1 兵法地理之大事 文政 3.11. 8 筑紫長治→佐分利蘇介 竪紙

A1 乙中甲目録〔兵法大事〕 文化11. 3.13 筑紫董蔵→佐分利蘇介 竪紙

A1 乙中甲目録〔兵法大事〕 文化11. 3.13 筑紫董蔵→佐分利内次 竪紙

A1 根本之曲尺相伝目録〔兵法地理大事〕 文化 9. 1.13 筑紫董蔵→佐分利内次 継

A1 西甚蔵誓盟五条 宝暦 8.11.12 西甚蔵→佐分利庄内 竪紙

A1 掲示 明治 2. 1 浅野長訓・長勲 刊

A1 佐分利軍蔵娘和歌 佐分利軍蔵娘 竪紙

A1 〔斎藤主計先祖につき〕口上之覚 斎藤主計 継

A1 斎藤主計口上之覚 斎藤主計（使者山中嘉兵衛）→
御留守居衆中

継

A1 斎藤主計書翰 11. 2 斎藤主計→佐分利内次 折紙

A1 斎藤主計書翰 3.18 斎藤主計→佐分利蘇介 折紙

A1 斎藤主計弟子古山桂之助他2名連署書翰 11. 2 古山桂之助他→佐分利内次 折紙

A1 判物写 寛文 6. 4.23 　→佐分利源五左衛門 折紙

A1 大事之書付 佐分利源五左衛門 切紙

A1 浅野甲斐書翰 11. 4 浅野甲斐→辻縫殿他 折紙

A1 法名書付 文化12. 1.25 三原寿徳寺 切紙

A1 佐分利源之進・同源内連署書翰 佐分利源之進・源内→佐分利文
五右衛門他

継

993



大分県／佐分利家文書（P99�4） 広島県立文書館 複製資料目録 第 1～3 集（PDF 版）

A1 岡田助左衛門書翰 1.25 岡田助左衛門→佐分利豊五左衛
門

継

A1 西田東助書翰 2.27 西田東助→佐分利蘇介 継

A1 戸田茂右衛門申達 6. 6 戸田茂右衛門→佐分利源五左衛
門

切紙

A1 戸田茂右衛門・同静馬申達 10. 9 戸田茂右衛門・静馬→佐分利軍
之助

切紙

A1 戸田茂右衛門申達 3. 3 戸田茂右衛門→佐分利源五左衛
門

切紙

A1 戸田茂右衛門・同静馬申達 10. 5 戸田茂右衛門・静馬→佐分利軍
之助

切紙

A1 佐分利覚次進物添状 12.15 佐分利覚次→佐分利軍之助 切紙

A1 渡部正三郎書翰 7.12 渡部正三郎→佐分利軍之助 切紙

A1 岡田助左衛門書翰 3. 6 岡田助左衛門→佐分利軍之助 継

A1 岡田助左衛門書翰 12.13 岡田助左衛門→佐分利軍之助 継

A2 〔三原槍稽古出精面々書付扣〕 継

A2 〔褒美銀書付〕 安永10.10.23 切紙

A2 湯浅和十郎書翰 4. 2 湯浅和十郎→佐分利先生 切紙

A2 岡田助左衛門書翰写 4. 1 岡田助左衛門→佐分利軍之助 継

A2 杉村源左衛門書翰 1. 5 杉村源左衛門→佐分利軍之助 折紙

A2 佐分利軍之助願書 1.13 佐分利軍之助→戸田茂右衛門・
静馬

竪紙

A2 妙林寺書翰 10.29 妙林寺→佐分利軍之助 折紙

A2 某（姓不詳）三右衛門書翰 1. 5 某三右衛門→佐分利源五左衛門 折紙

A2 杉村源左衛門書翰 3. 6 杉村源左衛門→佐分利軍之助 折紙

A2 岡田三右衛門・同助左衛門書翰 1. 5 岡田三右衛門・助左衛門→佐分
利軍之助

折紙

A2 佐分利軍之助願書 10. 4 佐分利軍之助→戸田茂右衛門・
静馬

竪紙

A2 岡田三右衛門書翰 1. 5 岡田三右衛門→佐分利源五左衛
門他

折紙

A2 岡田直右衛門書翰 3. 6 岡田直右衛門→佐分利軍之助 折紙

A2 岡田助左衛門書翰 11.26 岡田助左衛門→佐分利軍之助 継

A2 申渡覚 3.30 　→佐分利軍之助他 継

A2 岡田直右衛門書翰 11.26 岡田直右衛門→佐分利軍之助 継

A2 杉村源左衛門書翰 3. 6 杉村源左衛門→佐分利軍之助 折紙

A2 斎藤主計書翰 3. 8 斎藤主計→佐分利蘇助 折紙

A2 〔槍術格式御覧の次第（写）〕 10. 2 折紙

A2 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→西田東助 継

A2 〔御覧仕相の覚（4冊）〕 弘化 2.10.18・
弘化 3.10. 2

佐分利源八郎 横長

A2 備後福山家中佐分利家・長門萩家中佐分
利家系図（1包）

包

A2 〔佐分利家先祖履歴（断簡）〕 折紙
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A2 杉村源左衛門書翰 5. 6 杉村源左衛門→佐分利文五右衛
門

折紙

A2 小野又右衛門誓紙 万治 2. 7. 7 小野又右衛門→佐分利源五左衛
門

竪紙

A2 板原弥太郎誓詞 宝暦 4. 3.15 板原弥太郎→佐分利重勝 竪紙

A2 堀弥門誓詞 宝暦 7.12.18 堀弥門→佐分利重勝 竪紙

A2 本庄雄助誓詞 天保 4. 7. 8 本庄雄助→佐分利重道 竪紙

A2 都筑九郎右衛門誓詞 天保 6.10.28 都筑九郎右衛門→佐分利重道 竪紙

A2 丹羽登馬誓詞 寛政 5. 6.28 丹羽登馬→佐分利重之 竪紙

A2 山田常恕書翰 4.28 山田常恕→佐分利 継

A2 行田六郎右衛門書翰 7. 8 行田六郎右衛門→佐分利平蔵 継

A2 某書翰 3.12 　→佐分利平蔵・片山宇兵衛 継

A2 片山宇兵衛書翰 4.23 片山宇兵衛→佐分利平蔵 継

A2 行田六郎右衛門書翰 3. 8 行田六郎右衛門→佐分利平蔵 切紙

A2 本郷村庄屋甚平・幸三郎書翰 11.23 甚平・幸三郎→三原御目代金右
衛門他

継

A2 氏沼左仲書翰 8. 7 氏沼左仲→佐分利平蔵 継

A2 戸田茂右衛門他1名申達 閏6.16 戸田茂右衛門他→佐分利文五左
衛門

切紙

A2 〔殿様御機嫌伺につき〕覚 継

A2 喜右衛門・東左衛門書翰 5.26 喜右衛門・東左衛門→佐分利文
五左衛門

継

A2 戸田茂右衛門・同静馬申達 10.26 戸田茂右衛門・静馬→佐分利文
五左衛門

切紙

A2 佐分利九允書翰 6.25 佐分利九允→佐分利文五左衛門 切紙

A2 伊藤一学書翰 12. 4 伊藤一学→佐分利文五左衛門 切紙

A2 脇和五郎・井上惣平次書翰 2.14 脇和五郎他→佐分利文五左衛門 切紙

A2 伊藤一学書翰 12. 4 伊藤一学→佐分利文五左衛門 切紙

A2 佐分利軍兵衛書翰 5.13 佐分利軍兵衛→佐分利文五左衛
門

継

A2 佐分利軍兵衛書翰 4.15 佐分利軍兵衛→佐分利文五左衛
門

継

A2 佐分利九允書翰 4. 1 佐分利九允→佐分利文五左衛門 継

A2 佐分利文五左衛門書翰 1.15 佐分利文五左衛門→佐分利覚次 継

A2 伊藤一学書翰 2.17 伊藤一学→佐分利文五左衛門 切紙

A3 〔殿様御機嫌伺につき〕覚 12. 佐分利文五左衛門 横長

A3 摂州大坂宗禅寺浜松原において敵討之次
第

11. 4 小川甚五右衛門・朝岡三左衛門
→高谷太兵衛

横長

A3 岡田助左衛門書翰 11. 2 岡田助左衛門→佐分利文五左衛
門

継

A3 〔岡田三右衛門〕誓盟五条 享和元. 4. 2 〔岡田三右衛門〕→佐分利軍之
助

折紙

A3 袋〔表書に御屋敷目録二通・買掛付出入
とあり〕

文久元・文久 2

A3 関浦惟中〔書巻臨写の儀につき〕覚 9. 関浦惟中→佐分利 竪紙
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A3 〔佐分利流槍術免許并構相直候面々〕覚 11. 佐分利蘇介 折紙

A3 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→斎藤主計 折紙

A3 免証 文化 5. 4.14 堀弥門他→佐分利源五左衛門 竪紙

A3 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→斎藤主計 折紙

A3 堀江専右衛門誓詞条々 天保 6.10.28 堀江専右衛門→佐分利重道 竪紙

A3 橋本藤左衛門書翰 1.10 橋本藤左衛門→佐分利文五左衛
門

折紙

A3 助左衛門書翰〔別紙〕 1. 5 助左衛門（岡田ヵ）→佐分利文
五左衛門

切紙

A3 香川多仲誓詞条々 天保 6.10.28 香川多仲→佐分利重道 竪紙

A3 並河猪之助誓詞条々 文化 8. 5.10 並河猪之助→佐分利重真 竪紙

A3 岡田助左衛門書翰 1. 5 岡田助左衛門→佐分利豊五左衛
門

折紙

A3 丹羽武一兵衛誓詞条々 天保 6.10.28 丹羽武一兵衛→佐分利重道 竪紙

A3 〔文書包紙〕 文政 3. 2 佐分利蘇介 切紙

A3 〔佐分利辰雄墓銘〕 （明治19. 1.2卒） 切紙

A3 〔先祖由緒書差出しにつき〕達書控 4. 折紙

A3 岡田三左衛門書翰 4.19 岡田三左衛門→佐分利蘇助 折紙

A3 古山桂之介書翰 3. 8 古山桂之介→佐分利蘇助 折紙

A3 忠四郎書翰 6. 1 忠四郎→佐分利蘇助 折紙

A3 斎藤主計書翰写 継

A3 佐分利蘇介書翰 5.28 佐分利蘇介→斎藤主計 継

A3 大谷次助書翰 12. 6 大谷次助→佐分利文五左衛門 切紙

A3 本庄三太郎書翰 8.17 本庄三太郎→佐分利文五左衛門 切紙

A3 佐分利軍兵衛書翰写 4.15 佐分利軍兵衛→佐分利文五左衛
門

継

A3 助左衛門書翰 1.15 （岡田ヵ）→佐分利文五左衛門 継

A3 佐分利流密談江戸御旗本家 尋来ル扣 文化11. 8.17 横長

A3 槍術免許扣 弘化 5 佐分利茂登八他→浅野忠助 折紙

A3 槍術免許扣 天保 8. 8. 8 佐分利茂登八他→浅野忠厚 折紙

A3 荒木宇門誓詞条々 文政11. 3.25 荒木宇門→佐分利重道 竪紙

A3 浅野忠真知行地宛行状 寛文 6. 4.23 浅野忠真→佐分利源五左衛門 竪紙

A3 西田東助書状包紙〔堀江左平太・佐分利
蘇助あて〕

竪紙

A3 戸田直記誓詞条々 天保 4. 7. 1 戸田直記→佐分利重道 竪紙

A3 佐分利槍一願書 （明治 4）3.15 佐分利槍一→三村権蔵 竪紙

A3 表次第扣〔包〕 安永 9. 2 佐分利文五左衛門

◦〔太刀相・素鑓相氏名書付〕 10. 2 切紙

◦〔槍術御覧仕相の覚〕 （安永 9）2 折紙

A3 〔殿様本郷へ御成につき覚〕 11.24 佐分利庄内 横長

A3 文書包紙〔2枚〕
※対応する中身不明

一紙
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A3 乾次五平他2名書翰 3.24 乾次五平他→佐分利庄内 切紙

A3 佐分利内次書翰 12.28 佐分利内次→斎藤主計 折紙

A3 丹羽勇次郎誓詞条々 文久元.12. 6 丹羽勇次郎→佐分利重武 竪紙

A3 佐分利家家系〔2枚〕 折紙

A3 西田東助書翰〔写〕
※裏に書翰草案あり

6. 5 西田東助→佐分利蘇助 折紙

A3 細源九郎書翰写 10.20 細源九郎→戸田平左衛門 折紙

A3 某書翰〔草案ヵ〕 折紙

A3 氏沼左仲書翰 11.29 氏沼左仲→佐分利軍十郎 折紙

A3 某書翰 10. 6 折紙

A3 煙草包袋〔裏に戸彦・丹充不当ニ付駈合
書とあり〕

A3 鑓歌之巻 大正 2.10.23 島末千国他→倉橋誠太 巻子

A4 鍵槍一巻之書〔佐分利流門人起請文〕 承応 2 巻子

A4 四代佐分利庄内重勝門人歴名 継

A4 起請文前書之事 （明暦～貞享） 継

A4 五代佐分利文五左衛門重之門人誓盟五条 正徳 5. 8 巻子

A4 六代佐分利内次重真門人・七代佐分利文
五左衛門重道門人誓盟五条

文化 7. 4 巻子

A4 兵書巻端之序 正保 3. 9.11 佐分利猪之助他→佐分利平蔵 巻子

A4 佐分利流鍵寸法図 宝暦 8. 4.15 佐分利庄内重勝→佐分利軍兵 巻子

A4 鍵鑓　一巻〔写とも〕 宝暦 7.12.18 佐分利源五左衛門重竪他→堀弥
門

巻子

A5 鑓目録〔写とも〕 宝暦 4 佐分利庄内重勝→板原弥太郎 巻子

A5 佐分利流槍術免許状 文政11. 3.17 佐分利文五左衛門重道→荒木権
左衛門

巻子

A5 佐分利流槍術免許状 文化 8. 5.10 佐分利内次重真→渡辺三左衛門 継

A5 佐分利流槍術印可状 宝暦 4. 3.15 佐分利庄内重勝→板原弥太郎 継

A5 〔惣暈〕 宝暦 4. 3.15 佐分利庄内重勝→板原弥太郎 巻子

A5 〔当流初段第一，十九ケ条〕 文化10. 5 木本直馬→佐分利内次 巻子

A5 西田東助書翰 7.29 西田東助→堀左平太他 継

A5 西田東助書翰 7.29 西田東助→堀左平太他 継

A5 佐分利半書翰 5.13 佐分利半→佐分利文五左衛門 切紙

A5 岡田助左衛門書翰 1.25 岡田助左衛門→佐分利豊五左衛
門

切紙

A5 佐分利軍兵衛書翰 4.15 佐分利軍兵衛→佐分利文五左衛
門

切紙

A5 西田東助書翰 7.24 西田東助→堀江左平太他 継

A5 浅野甲斐口上〔使者佐分利文五左衛門〕 12. 浅野甲斐→坂本主礼 折紙

A5 佐分利貫介書翰 3. 4 佐分利貫介→佐分利蘇介 継

A5 岡田助左衛門書翰 1. 5 岡田助左衛門→佐分利文五左衛
門

折紙

A5 〔高田善蔵刃傷一件につき覚〕 横長
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A5 〔殿様本郷御成につき覚〕 12. 6 佐分利文五左衛門 横長

A5 佐分利流槍術免許皆伝以下歴名 （文化10ヵ）3.10 佐分利内次 横長

A5 〔佐分利家略歴の覚〕 継

A5 〔佐分利文五左衛門隠居・同軍之助家督
相続に関する仰〕

（寛政 8） 継

A5 〔佐分利家歴代への申渡控〕 継

A5 〔乾盛人百ケ条相伝につき書付〕 12 乾盛人→佐分利文五左衛門 竪紙

A5 西田東助書翰 3.13 西田東助→佐分利蘇助 継

A5 早川覚右衛門書翰 5.13 早川覚右衛門→岩本仁右衛門他 切紙

A5 某書翰 12. 9 　→佐分利文五左衛門 竪紙

A5 某書翰写 （天保13. 5写） 継

A5 西田東助書翰 7.24 西田東助→堀江左平太他 折紙

A5 佐分利蘇介書翰控〔草案とも〕 4. 3 佐分利蘇介 折紙

A5 佐分利貫之介書翰 2.20 佐分利貫之介→諸先生 折紙

A5 斎藤忠四郎書翰 6. 1 斎藤忠四郎→佐分利蘇助 折紙

A5 亀山鹿源太誓詞条々 文政元.11. 2 亀山鹿源太→佐分利重道 竪紙

A5 戸田新誓詞条々 安政 6.12. 2 戸田新→佐分利重武 竪紙

A6 大田幾之進誓詞条々 天保14. 6. 1 大田幾之進→佐分利重道 竪紙

A6 〔寄進能についての聞書〕 切紙

A6 岡田助左衛門書翰 5.19 岡田助左衛門→佐分利文五左衛
門他

継

A6 橋本藤左衛門書翰 12.10 橋本藤左衛門→佐分利文五左衛
門

継

A6 橋本藤左衛門書翰 5. 3 橋本藤左衛門→佐分利文五左衛
門

継

A6 西田東助書翰 6.12 西田東助→堀江左平太 継

A6 諸謝物其外之覚 継

A6 流義修行之次第扣書 天保13. 5 佐分利文五左衛門 横長

A6 岡田助左衛門書翰 4.25 岡田助左衛門→佐分利豊五左衛
門

継

A6 〔三原浅野家当主歴名〕 切紙

A6 〔戸田茂右衛門・同数人佐分利流槍術伝
授についての覚〕

11 佐分利蘇介 切紙

A6 申渡写〔佐分利源五左衛門へ申渡覚〕 4 切紙

A6 助左衛門書翰 4.23 助左衛門〔岡田ヵ〕→佐分利文
五左衛門

継

A6 充之進書翰 充之進→御兄様 継

A6 香川多仲書翰 11.22 香川多仲→丹羽喜雄夫 切紙

A6 木村長門守書翰 4. 6 木村長門守→猪飼野左馬助 継

A6 頼弥太郎〔春水〕書翰 7.16 頼弥太郎→佃貴一 切紙

A6 某書翰 9.17 継

A6 菅谷充之進書翰 6.17 菅谷充之進→丹羽御兄様 継

A6 伝八書翰 5.13 伝八→佐分利貫介 継
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A6 佐分利文五左衛門書翰 1.15 佐分利文五左衛門→佐分利覚次 継

A6 岡田助左衛門書翰 4.29 岡田助左衛門→佐分利豊五左衛
門

継

A6 〔菅谷充之進除門につき覚〕 6.22 切紙

A6 〔彦輔一条につき書付〕 切紙

A6 〔殿様本郷御成につき覚〕 12. 6 佐分利文五左衛門 横長

A6 相伝ニ付謝礼之覚 継

A6 〔佐分利流槍術免許等の覚〕 慶応元.12.20 佐分利源五左衛門 折紙

A6 御屋敷付建具目録 文久 2. 1 堀江専右衛門→佐分利源五左衛
門

継

A6 免許 宝暦12. 9.15 堀弥門→佐分利軍平 竪紙

A6 佃丹蔵誓詞条々 弘化 3.11. 4 佃丹蔵→佐分利重武 竪冊
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更新履歴

平成24年 3月30日 新規作成・公開

平成24年 7月11日 目次部分の郡名見出しの不備を訂正
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