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1．「衆議院議員選挙関係書類」窪屋郡三須村役場・明治22年

　く番号159－1・本書p29＞

2．「地租納税類証状綴」窪屋郡三須村・上林村・下林村・灘浜

　村戸長役場・明治22年く番号140・本書p．30＞

3．「太政官布告」秦村・福谷村戸長役場・明治18難く番号257－
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　津村・明治13年3月〈番号375－6・本書p．124＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

6．「御調郡向島東村地券申請野饗帳

　11月く番号316－1・本書p，136＞

四番」寺内組・明治5年

7，「奥日野郡二部村当酉別取立上納帳」文女1年8難く番号

　516－6・本書p．194＞

8，「〔伯欝欝日野郡潤谷村地内田畑山林所持購書上地券証御

　下渡門門〕」明治6年7描く番号406－2－12・本書p．201＞＊「山

　上村役場簿冊第四二号」の印あり



凡　　例

1　本目録は、『史料目録』第85集として「岡山・広島・鳥取県下市町村役場引継文書目録」を収めた。

本目録が対象とした文書群は、岡山・広島・鳥取の三県にわたるものであるが、これらは購入時期を

同じくするものの出所を同じくするものではなく、それぞれが独立した文書群である。そのため、正

確には、岡山県下市町村役場引継文書・広島県下市町村役場引継文書・鳥取県下町村役場引継文書の

　3つの文書群から構成される。

2　目録の編成にあたっては文書群の階層構造に留意し、ISAD（G）（国際標準：記録史料記述の一般

原則）の考え方も参考にした。フォンドレベルは、「岡山県下市町村役場引継文書」・「広島県下市町村

役場引継文書」・「鳥取県下町村役場引継文書」の3つからなり、サブ・フォンドレベルは、「～役場

引継文書」（市町村合併後、直接の廃棄を行った機関）、シリーズレベルは、「旧～役場　文書」（合併

前の保管機関）、フォルダーレベルは、「～村関係」（文書を作成した機関）に対応する。以下、「村政

一般」・「土地・租税」・「土木」・「兵事」・「学事」・「衛生」・「宗務」などのフォルダーレベルと一点ご

　とのアイテムレベルとなる。

3　史料の集合的記述は、フォンドとサブフォンドのレベルで解題を記した。

4　史料1点ごとの記述は、①表題・作成等（表題、作成または作成→宛所、備考）、②年代（作成年月

　日）、③数量・形態、④整理番号、の順に記載した。

　表題は、冊子型史料も書付型史料も原表題もしくは粋事をとり、それがない場合には〔〕で仮表

題を付与した。原表題や柱書だけで不十分な場合は、その後に〔〕で内容を摘記した。

　　表紙に朱書・朱印・貼札などで引継役場や保管番号・保存期限などが記されているものがある場合

は、備考にその内容を表記した。また、作成が不明な場合でも内容が特定の地域を示すものである場

合もその内容を備考に表記した。

　数量・形態は、和綴なども含めて冊とし、手紙などは枚で表記した。また、合綴されたものは西哲、

袋などで一括されているものは一括と表記した。

5　本目録が対象とした史料は、廃棄から当館受入後の整理までの過程で原秩序が失われ、整理された

際の順序によってが史料番号が付与されたため、目録上で史料が整理番号順に並んでいない。そのた

め番号による検索には不便をきたすので、史料の引用に際しては番号のほか掲載頁もできるならば併

記することをお願いしたい。

6　本目録はアーカイブズ研究系加藤聖文が担当し、2004・2005年度に林進一郎（国士舘大学大学院生）・

菅野洋介（駒澤大学大学院生）・川島淳（駒澤大学大学院生）がデータ作成の補助にあたった。
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岡山・広島・鳥取県下市町村役場引継文書目録　解題

収蔵：国文学研究資料館

出所・作成：岡山県下市町村役場

　　　　　　　総社市役所・笠岡市役所・岡山市役所・邑久町役場（現・瀬戸内市）・加茂町役場（現・

　　　　　　　津山市）・児島市役所（現・倉敷市）

　　　　　　広島県下市町村役場

　　　　　　　松永市役所（現・福山市）・向東町役場（現・尾道市）

　　　　　　鳥取県下町村役場

　　　　　　　溝口町役場（現・伯者町）・伯南町役場（現・日南町）・福栄村役場（現・日南町）・大宮

　　　　　　　村役場（現・日南町）・日野村役場（現・日野町）

資料記号：34C

資料名称：岡山・広島・鳥取県下市町村役場引継文書（旧称は鳥取）

年　　代：元和4年（1618）～昭和19年（1944）

物的状態：（書架延長）17．Om．（数量）2619件

出所の履歴：

　本目録に掲載されている文書は、岡山県・広島県・鳥取県下の各市町村役場が戦後の市町村合併時に

引き継いだ後、不要文書として廃棄処分されたと考えられるものである。廃棄処分の際、故紙業者を経

て市場へ流出し、当館が購入するにいたった。

　具体的には、岡山県の場合、総社市・笠岡市・岡山市・児島市（現・倉敷市）・邑久町（現・瀬戸内市）・

加茂町（現・津山市）の6つの自治体、広島県の場合、松永市（現・福山市）・向東町（現・尾道市）の

2つの自治体、鳥取県の場合、溝口町（現・伯書町）・伯南町（現・日南町）・福栄村（現・日南町）・大

宮村（現・日南町）・日野村（現・日野町）の5つの自治体において町村合併の際、旧町村から引き継が

れた後、廃棄された文書である。

範囲と内容：

　この文書群は江戸期から昭和戦前期にかけての村方文書・役場文書から構成される。これらは明治以

降、村政に関わるものとして戸長役場・町村役場に引き継がれ、ある時期まで現用文書として活用され

てきたものである。したがって、文書には、表紙に明治期以降に朱書された番号（保管番号と考えられ

る）や役場の貼札・押印などが散見される。全体として明治初期の大区・小区制時代または戸長役場時

代（連合戸長役場時代を含む）に作成された文書が多く、次いで江戸期の検地帳や名寄帳、田畑改帳な

どの村方文書が続く。また、町村制施行後の役場文書も混在する。

　このように、この文書群は江戸期から明治初期に至るまでにどのような文書が引き継がれていったの

かを村単位で窺い知ることの出来る特徴を持っているが、多くの問題もまた含んだものとなっている。
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　まず、文書群は土地や租税に関わるものが大半であるため、内容に偏りが見られる。当館が購入した

後、最近まで「歓伯土地租税史料」と通称されていたのは、ある意味で内容を反映したものであった。ま

た、廃棄処分されてから当館が購入するまでに業者の問で何らかの選別が行われていた可能性も否定で

きない。このため、近世から近代にかけての役場文書の引き継ぎ過程の一面しか知ることができないので

ある。

　また、昭和30年代という時代の影響も無視できない大きな問題となっている。当館が購入した当時は、

史料整理において原秩序維持・出所尊重という考え方ではなく主題別分類が全盛期でもあった。そのた

め、現在保管されているこの文書群は、検地帳なら検地帳、人別帳なら人別帳と地域を無視したまとま

りとなっており、ほぼ完全に原秩序が失われた状態となっている。これは、当館が受け入れる前にこの

ようになっていた可能性もあるが、むしろ当館で行った整理のなかでこのようになった可能性が高い。し

かもこの文書群は近世から近代にかけて「公文書」として引き継がれてきたものであり、明治から昭和

にかけて頻繁に行われた町村合併の影響を受けて、文書群も複雑な変遷を辿ったため、どの段階を適切

な秩序と見なすかは極めて困難な状態にある。

　さらに、当館では岡山・広島・鳥取三七の役場文書を一括して購入したため、本来は全く異なる地域

の役場文書が一つの文書群とされている。しかし、この文書群は、岡山県下市町村役場引継文書・広島

県下市町村役場引継文書・鳥取県下町村役場引継文書というそれぞれ構造の異なる3つの文書群の集合

体であり、しかも、岡山・広島・鳥取各県はそれぞれ複数の自治体引継文書から構成されている。

　本文書群の中核である岡山県の場合、総社市・笠岡市・岡山市・邑久町（現・瀬戸内市）・加茂町（現・

津山市）・児島市（現・倉敷市）の6つの自治体の引継文書から構成され、なかでも総社市が3分の2を

占めるが、文書の作成時期は江戸期から明治期にかけて比較的広範囲にわたっている。

　一方、広島県の場合、松永市（現・福山市）・向東町（現・尾道市）の2つの自治体の引継文書であり、

大半が明治期以降の役場文書である。また、岡山・鳥取と比較して本来は簿冊形態であったものが解体

されてしまったため、原形の復元が極めて困難であるものが多いことも特徴である。

　また、鳥取県の場合、溝口町（現・惑者町）・伯南町（現・日南町）・福栄村（現・日南町）・大宮村（現・

日南町）・日野村（現・日野町）の5つの自治体の引継文書であるが、大半が江戸期の村方文書であり、

明治期の文書も10年代以降が全く見られないことが特徴である。

編　　　成：

　以上のような各面書函構造の特徴を考えると、岡山県は6つ、広島県は2つ、鳥取県は5つ、文書群

の合計は13となり、出所原則からするとこれらが本来的なフォンドにあたるといえよう。

　したがって、岡山・広島・鳥取三県でまとめた3つの文書群は、スーパーフォンドとし、以下それぞ

れの文書群のなかで本来の出所の復元を試みた。

　本目録が対象とした文書群は、最終的には、昭和30年代に市町村合併で誕生した市町村に引き継がれ

廃棄された状態を原秩序（第一層秩序）と見なし、フォンドとした（表記上は「～役場引継文書」）。さ

らにこの原秩序は合併前の各市町村役場文書から構成されるが、この段階を第二層秩序と見なし、サブ

フォンドとした（表記上は「旧～役場文書」）。このレベルが現用文書として実際には引き継がれ活用さ
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れていた状態を反映している。

　以下、第二層秩序に引き継がれる前の段階、すなわち文書を直接作成・授受した段階の機関を第三層

秩序とし、シリーズとした（表記上は「～村関係」）。これ以下は、「村政一般」・「土地・租税」・「土木」・

「兵事」・「学事」・「衛生」・「宗務」などのサブシリーズと一点ごとのアイテムとなる。なお、本目録に掲

載されている史料の大半は一点ごとに独立したものであり、ファイルに該当する簿冊形態のものや一括

されたものは少ない。

受入に関する情報：

　本文書群は昭和34年度（1959年度）に古書店より一括購入した。

注　　　意：

　これまでの文書群名は「鳥取・岡山・広島県諸村役場文書」。それ以前は、「鳥取・岡山・広島県下戸

長役場書類」、別称「備伯土地租税史料」。

参考資料：

【岡山県】

　岡山県編『岡山県市町村合併誌』畔編・市町村編（岡山県、1960年）

　岡山県編『岡山県平治誌』上下巻（岡山県、1938年）

　岡山県史編纂委員会編『岡山県史第十巻近代1』（岡山県、1985年）

　都窪郡教育会編『都窪郡誌』（名著出版復刻、1971年置

　小田郡教育会編『増訂追補小田郡誌』下巻（名著出版復刻、1975年）

　小林久磨雄編『改訂邑久郡史』下巻（邑久郡史刊行会、1954年）

　児島郡教育会編『岡山県児島郡誌』（文献出版復刻、1975年）

　総社市史編さん委員会編『総社市史通史編』（総社市、1998年）

　笠岡町沿革史編纂期成会編『笠岡町沿革史』（笠岡町沿革史編纂期成会、1951年）

　岡山市役所編『岡山市史全』（岡山市役所、1920年）

　岡山市史編集委員会編『岡山市史政治編』（岡山市役所、1964年）

　邑久町監修『邑久町史』（邑久町役場、1972年）

【広島県】

　広島県総務部地方課編『広島県市町村合併史』（広島県総務部地方課、1961年）

　広島県編『広島県史近代1通史・』（広島県、1980年）

　広島県沼隈郡役所編『沼隈郡誌』（名著出版復刻、1972年）

　沢井常四郎編『御調郡誌』（御調郡教育会、1925年）

　村田露月編『松永町誌』（松永町役場、1952年）

　村田露月編『柳津村誌』（柳津郷土研究会、1958年）
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【鳥取県】

　鳥取県編『鳥取県町村合併誌』（鳥取県、1964年）

　鳥取県編『鳥取県史近代第1巻総説篇』（鳥取県、1969年）

古橋幸吉編『日野郡史』上下巻（日野郡自治協会、1926年）

　日野町誌編纂委員会編『日野町誌』（日野町、1970年）

溝口町誌編さん委員会編『溝口町誌』（溝口町役場、1973年）
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