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岡山県下市町村役場引継文書　解題

出所・作成：総社市役所・笠岡市役所・岡山市役所・児島市役所（現・倉敷市）・邑久町役場（現・瀬戸

　　　　　　内市）・加茂町役場（現・津山市）

資料記号：34C

年　　代：元和7年～昭和19年

物的状態：（数量）1212件

出所の履歴：

　岡山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、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。

　総社市役所引継文書は、神在町・三須村・秦村・常盤村・阿曽村・池田村・下倉村・浅尾村・総社町

役場から引き継いだものである。

　笠岡市役所引継文書は、陶山村・城見村・大井村・新山村役場から引き継いだものである。

　岡山市役所引継文書は、幡多村・大野村役場から引き継いだものである。以下、児島市役所引継文書

は、長浜村・鴻村役場から引き継いだものであり、邑久町は晶晶村役場、加茂町は、西加茂村役場から

引き継いだものである。

　これ以外に、出所不明文書として岡山県下のいずれかの役場文書としか推定できないものがある。

範囲と内容：

　本文書函のなかでも総社市役所引継文書が3分の2を占める。文書は江戸期から明治初期にかけての

村方文書・役場文書であり、土地および租税に関するものが大半である。これらは、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。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が、とりわけ明治初期の大区・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い。総社市引継文書の中核

は旧三須村役場文書であり、次いで多いのが旧秦村役場文書、以下、旧阿曽村と旧常盤村が続き、旧神

在・旧池田・旧下倉・旧浅尾・旧総社町役場文書は分量としてはわずかである。

　総社市以外では、笠岡市役所引継文書がこれに次ぎ、総社市と同じような内容構成となっている。こ

のうち半数近くを占めるのは旧陶山村役場文書であり、以下、旧城見村・旧大井村・旧新山村役場文書

と続く。

　笠岡市に次ぐ岡山市役所引継文書は、総社・笠岡と同じような内容構成であり、ほとんどが旧幡多村

役場文書であり、わずかに旧大野村役場文書が混在する。

　以下、数量としてはわずかとなる児島市役所引継文書は、旧長浜村・旧鴻村役場文書から構成され、邑

久町は旧笠加村役場文書のみから構成される。いずれも総社市と同じような内容構成である。
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　加茂町は、西加茂村役場文書のみであるが、内容は他の引継文書と異なり町村制施行後の脚達・応報

から構成される。

　出所不明文書は、窪屋郡と推定できるものとそれ以外に分類した。

関連資料：

　当館所蔵文書群に関連するものとして、岡山県立記録資料館には以下の文書群が所蔵されている。

　・御野郡大野村役場資料

　・児島郡下津井村戸長役場資料

　・賀陽二六阿曽村資料

　また、倉敷市立中央図書館には以下の文書群が所蔵されている（記録資料館に複製）。

　・旧下津井町役場文書

　この他、笠岡市教育委員会には以下の文書群が所蔵されている（記録資料館に複製）。

　・小田郡旧大戸村役場文書

総社市役所引継文書

出所・作成：総社市役所

資料記号：34C

年　　代：元和7年～昭和19年

物的状態：（数量）861件

出所の履歴：

　総社市は、昭和29年3月31日に総社町・常盤村・山田村・久代村・新本村・阿曽村・池田村・下倉

村が合併して誕生した。また、この合併に先立つ同月1日に秦村・三須村が総社町に編入されている。

　総社町は昭和26年4月1日にも神在村・服部村を編入しているが、戦前も明治41年2月11日に浅尾

村を合併、明治29年2月26日町制施行以前の同22年6月1日に総社村と井出村が合併している。この

合併はもともと明治8年9月25日に金井戸村・井出市場・井出村・清水村・八田部村が合併して出来た

総社村が同17年8月13日に総社村・金井戸村・井出村に分村したものを再合併したものであった（金

井戸村は明治22年6月1日に服部村へ編入）。

　明治29年に合併された浅尾村は、明治22年6月1日に小寺村・門田村・井尻野村・福井村・砥部村が

合併して出来た村である。また、このうち福井村は明治14年9月2日に福井村と阿部村が合併して出来

た村である。

　昭和26年に合併された神山村は明治22年6月1日に上原村・富原村・下原村・八代村が合併して出来

た村であり、上原村・富原村は明治10年5月25日に上原村・上原村富原が合併して誕生した上原村が

明治14年9月2日に分村したもの、下原村・八代村は同10年5月25日に下原村と下原村八代が合併し

て出来た御諸村が同14年9月1日に分村したものである。
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　また、服部村は明治22年6月1日に窪木村・南溝手村・北溝i手村・長良村・金井戸村が合併して誕生

した村であり、このうち窪木村・南溝手村・北溝手村は窪木村（明治7年12月28日に大文字村・南窪木

村・北窪木村が合併）・南溝手村・北溝手村が明治8年10月28日に合併して出来た茅村が同17年8月13

日に分村したものである。

　昭和29年に編入された秦村は、町村制施行後の明治22年9月2日に同村と福谷村が合併して出来た村

であるが、そもそも両村は明治10年5月25日に秦下村・秦下村福谷・秦下村上件・秦下村南秦が合併し

て出来た秦村が同14年9月2日の分村を経て再合併したものである。なお、昭和23年4月1日には秦村

大字福谷の一部が下倉村へ編入されている。町村制施行前は、明治5年の工区小区制では小田県（明治

8年12月岡山県と統合）第十六大台小十四区（秦下村・南料率）・小十五区（上貼村・福谷村）に属し、

明治10年11月の戸長役場設置の際には第五戸長役場（上原村に設置。翌11年9月の郡区町村編成法施

行後は秦村）、明治16年2月からの連合戸長役場では下道郡第十部戸長役場に属した。

　三須村は、明治22年6月1日の町村制施行により三須村・上林村・下林村・赤浜村が合併して出来た

村である。このうち三須村（明治10年5月25日に西三須村から改称）は明治8年6月28日に西三須村

と西三須村西組が合併、上林村は明治9年10月31日に上林村と下林村の飛地が合併、下林村は明治9年

10月31日に上林村の飛地が下林村（明治7年12月28日に下林村と下林村中林が合併して出来た村）に

編入されて誕生したものである。なお、町村制施行以前においては、明治5年3月の大区小区制では第

十五大町（野屋郡）小二十四区（西三須村・西三須村西組）・小二十七区（上林村・中林村・赤浜村）

に属し、明治10年11月の戸長役場設置の際には第九戸長役場（地頭片山村）で村務が執り行われて

いたが、翌11年9月の郡区町村編成法施行による戸長役場廃止後は、各村に戸長が置かれ、明治16

年2月からの連合戸長役場制では、窪屋郡第十一戸長役場が上林村に置かれ、町村制の施行まで続い

た。

　昭和29年に合併された常盤村は、明治22年6月1日に三輪村・真壁村・溝口村・中原村が合併して出

来た村であり、このうち三輪村は明治8年10月28日に三輪村・三和村・小屋村の飛地が合併、真壁村は

明治14年9月3日に真壁村（明治9年10月31日に真壁村が八田部村飛地を編入）・八田部村（真壁村八

田部が溝i口村の飛地・真壁村の飛地を編入）・真壁村恵地新田が合併、溝口村は明治13年10月1日に真

壁村溝i口（明治9年10月31日に真壁村溝口が八田部の飛地を編入）を改称、中原村は明治13年10月1

日に真壁村中原を改称したものである。町村制施行以前は、明治5年3月の大区小区制では、小田県第

十五大区小二十区（三輪村）・小二十二区（真壁村・真壁村料地新田および中原）・小二十三区（真壁

村八田部および溝口）、同10年11月の戸長役場設置では第九戸長役場に属し、同16年2月からの連合戸

長役場では帯屋郡第九戸長役場（真壁村に設置）の所管となり、町村制施行に至った。

　阿曽村は、明治22年6月1日に黒尾村・久米村・奥坂村・西阿曽村・東阿曽村が合併して出来た村で

あり、このうち黒尾村・久米村・奥坂村・西阿曽村は明治9年10月31日に誕生した美川村（黒尾村・久

米村・奥坂村・西阿曽村が合併）が同14年9月2日に分村したものである。

　池田村は明治22年6月1日に穴栗村・見延村（明治13年10月1日に穴栗村見学を改称）・槙谷村が合

併して出来た村である。

　下倉村は昭和23年4月1日に秦村大字福谷の一部を編入した他は合併・編入は無かった。山田村・久
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代村は明治以降の合併・編入は無く、新本村は明治7年12月27日に本庄村と新庄村が合併して出来た

村である。
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範囲と内容：

　総社市の変遷を眺めてみると、複雑な合併・編入を繰り返して現在に至っていることが理解できよう。

このような経緯は当然、残存文書の構造に大きな影響を与えている。

　当館が所蔵する岡山県下の各市町村引継文書のなかの中心を占めるこの総社市役所引継文書は、神柏

町・三須村・秦村・常盤村・阿曽村・池田村・下倉村・浅尾村・総社町役場から引き継いだものである。

なかでも三須村・秦村・常盤村・阿曽村が大半を占め、特に三須村が中核となっている。

　旧三須村役場文書（506点）は、三須村役場（町村制施行以前139点と以後68点の合計207点）・上林

村役場（152点）・下林村役場（159点）・赤浜村役場（92点）・連合戸長役場（55点）が作成または保管

していた文書から構成される。内容は土地・租税に関するものが中心であり、その他には衆議院選挙名

簿などが含まれる。作成時期も江戸期から昭和期まで幅広い（中心は明治初期から中期にかけてのもの）。

　旧秦村役場文書（152点）は、秦村役場（100点）・白下村役場（35点）・福谷村役場（17点）が作成

または保管していた文書から構成される。内容は土地・租税に関するものが中心であり、その他には県

達・訓令綴などが含まれる。作成時期は明治初期から中期にかけてのものが中心である。

　旧常盤村役場文書（61点）は、常盤村役場（13点）・三輪村役場（12点）・真壁村役場（25点）・溝口

村役場（6点）・中原村役場（5点）が作成または保管していた文書から構成される。内容は土地・租税

に関するものが中心であり、作成時期は明治中期のものが中心である。

　旧阿曽村役場文書（118点）は、阿曽村役場（21点）・美川村役場（17点）・奥坂村役場（16点）・東

阿曽村役場（23点）・黒尾村役場（20点）・西阿曽村役場（13点）・久米村役場（8点）が作成または保

管していた文書から構成される。内容は土地・租税に関するものが中心であり、土地台帳・地籍簿が大

半である。作成時期は明治初期から中期にかけてのものが中心である。

　この他、少量としては、旧池田村役場文書が14点、旧総社町役場文書が4点、旧下倉村役場文書が3

点、明神在村役場文書が2点、旧浅尾村役場文書が1点混在する。

笠岡市役所引継文書

出所・作成：笠岡市役所

資料記号：34C

年　　代：明和4年～明治40年

物的状態：（数量）186件

出所の履歴：

　笠岡市は、昭和26年4月1日に笠岡町に今井村が編有されて誕生した。その翌年4月1日、金浦町を

合併、翌28年10月1日に城見村・陶山村・大井村・吉田村・新山村・神島内村を編入、昭和30年4月

1日に神島外町・白石島村・北木島町・真鍋島村・大島村（柴木地区を除く）を編入、35年4月1日に

北川村を編入して現在に至っている。

　当館が所蔵する笠岡市引継文書は昭和28年の合併時に城見村・陶山村・大井村・新山村から引き継が
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れ、その後廃棄されたと考えられる文書群である。

　城見村は、明治22年6月1日に用之江村・茂平村・大宜村の3ヶ村が合併して出来た村である。陶山

村は同年同月日に押撫村・有田村・篠坂村・入田村の4ヶ村が合併、新山村は同年同月日に新賀村・山

口村が合併して出来た村である。大井村は同年同月日に東大戸村・西大戸村・小平井村の3ヶ村が合併

して出来たが、このうち合併前に東大戸村は東大戸村が西大戸村飛地を編入、西大戸村は東大戸村飛地

と大河内村飛地を編入（年次不詳）している。ちなみに、西大戸村および東大戸村の飛地が明治9年10

月に大河村に編入されており、大河村は明治22年6月1日に西浜村・吉浜村・木一目村・生江浜村と合

併し金浦村となり、金浦町（明治34年2月6日町制施行）を経て笠岡市に合併（昭和27年4月1日）さ

れた。

　ちなみに、小田郡は深津県（明治5年6月7日に小田県に改称）に属し、大詔小区で当館所蔵文書に

関わるものは、第一魚区小三区（生江浜村・茂平村・大宜村・用之江村）・小四区（有田村・篠坂村・押

扇村）・小八区（西大戸村・東大戸村・大河村）・小九区（小平井村・新賀村）である。小田県は明治8

年12月10日越岡山県と合併、明治10年11月8日に区務所および戸長役場が開設された。笠岡市に第十

区務所が置かれ、西浜村・吉浜村・木ノ目村・生江浜村・茂平村・大宜村・用之江村・有田村・篠坂村・

押素面は第二戸長役場（吉浜村）に、西大戸村・東大戸村・大河村・小平井村・新雨村・関戸村・尾坂

村・山口村・吉田村は第四戸長役場（吉田村）に属することになった。

　郡区町村編成法施行による連合戸長役場制への移行に伴う戸長役場区域変更（明治17年7月1日）後

は、小田郡第四部（用之江村・大宜村・茂平村）、第五部（押撫村・有田村・篠坂村）、第八部（東大戸

村・西大戸村・入田村）、第十部（座払村・山口村）を構成した。

範囲と内容：

　笠岡市役所が昭和28年の合併時に引き継いだ文書のうち、当館所蔵のものは、陶山村・大井村・新山

村・城見村から引き継いだものである。

　旧陶山村役場文書（85点）は、大半が旧有田村役場が作成または保管していた文書（82点）であり、

内容は名寄帳・証文控などの土地関係と宗門改帳・五人組帳控など近世文書が中心である。その他には、

篠坂村役場が作成または保管していた文書が3点ある。

　旧大井村役場文書（21点）は、近世期の大戸村文書（19点）が大半であり、その他は東大戸村役場が

作成した文書が2点ある。

　旧新山村役場文書は、近世期の新賀村文書（17点）である。

　旧城見村役場文書（63点）は、大宜村役場文書が作成または保管していた文書（37点）が中心で、こ

れに茂平村（9点）・用之江村（17点）役場が作成または保管していた文書が混在する。いずれも明治初

期から中期にかけての地租関係と村費関係文書が中心であり、近世文書が含まれていないことが特徴で

ある。
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岡山市役所引継文書

出所・作成：岡山市役所

資料記号：34C

年代：元禄3年～明治19年

物的状態：（数量）92件

出所の履歴：

　岡山市が市政を施行したのは明治22年6月1日である。その後、戦後にかけて周辺村を編入し今に至っ

ているが、当館が所蔵する文書群は、明治29年4月1日に編入された旧幡多村役場文書が大半である。

その他、昭和27年4月1日に編入された旧大野村役場文書がわずかに混在する。

　幡多村は、明治22年6月1日に8ヶ村（関村・赤田村・藤原村・沢田村・高屋村・兼基村・今谷村・

清水村）が合併して出来た村である。またこのうち、兼基村は明治8年12月27日に苅田村と勅旨村、清

水村は同年月日に清水村と荒井村が合併して出来た村である。当館所蔵の文書群は、これらすべての村

が作成または保管していた文書から構成されており、特に苅田村・勅旨村が中心である。

　大野村は、明治22年6月1日に高柳村・大安寺村・野田村・北長瀬村・野殿村と岡山四二西川・伺区

下西川が合併して誕生した。また、北長瀬村は明治8年12月27日に辻村と北長瀬村が合併して出来た

村である。当館所蔵の文書群は、大安寺村と辻村が保管していた文書である。

範囲と内容：

　岡山市役所が引き継いだ文書のうち、当館所蔵のものは幡多村・大安寺村から引き継いだものである。

　旧幡多村役場文書は、苅田村（19点）・赤田村（8点）・勅旨村（24点）・沢田村（13点）・藤原村（9

点）・関村（5点）・高屋村（3点）・荒井村（3点）・清水村（2点）・今谷村（1点）・兼基村（1点）役場

が作成または保管していた文書（88点）である。なかでも苅田村・勅旨村・沢田村が多く、次いで赤田

村・藤原村が続き、関村・高屋村・荒井村・清水村・今谷村・兼基村はわずかである。内容は、検地帳

や高等帳など土地と租税に関するものがほとんどであり、時代も江戸期から明治初期となっている。

　旧大安寺村役場文書は、大安寺村・辻村が保管していた文書（4点）であるが、数量は大安寺村3点・

辻村1点とわずかであり、内容も天保期の田畑畝並帳などとなっている。

児島市役所引継文書

出所・作成：児島市役所

資料記号：34C

年代：寛文9年～明治10年

物的状態：（数量）8件
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出所の履歴：

　児島市は、昭和23年4月1日に味野町・下津井町・本庄村・児島町が合併して誕生した。その後、琴

浦町を合併（S31．4／1）、郷内村を編入（S34．3／1）し、1967年2月1日に倉敷市・玉野市と合併し倉敷市の一部

となった。

　当館が所蔵する児島市引継文書は、昭和23年忌合併時に下津井町から、昭和31年の合併時に琴浦町

から引き継がれ、その後廃棄されたと考えられる文書群である。

　下津井町は、明治40年10月1日に長浜町と下津井町が合併して出来た町である。長浜町（M33．2／1町

制施行）は明治22年6月1日に大畠村と田ノ浦村が合併して誕生した長浜村が、下津井町（M29．2／26町

制施行）は明治22年6月1日に吹上村と下津井村が合併して誕生した下津井村が前身である。

　ちなみに、当初は大畠村（第三十八区六番小区）・田ノ浦村（第三十八区七番小区）・吹上村（第三十

八区八番小謡）・下津井村（第三十八区九番小区）であり、明治10年11月以降の戸長役場時代では、第

七二二所第七戸長役場（大畠村・田ノ浦村・吹上村・下津：井村の4ヶ村）、郡区町村編成法施行後の連合

戸長役場制への移行に伴う戸長役場区域変更によって児島郡第二部（田ノ浦村・吹上村・大畠村）・同郡

第三部（下津井村）を構成していた。

　琴浦町（T4．11／1町制施行）は、明治40年4月1日に鴻村と田ノロ村が合併して出来た生霊村が前身であ

る。鴻村は明治22年6月1日に下村と上村が合併、田ノロ村は明治22年6月1日に引網村と田ノロ村が

合併して出来た村である。

　ちなみに、当初は引網村および田ノロ村（第三十八区一番小忌）・下村（第三十八区二番小区）・上村

（第三十八区三・番小区）であり、明治10年11月以降の戸長役場時代では、第七区務所第六戸長役場（引

網村・田ノロ村・下村・上村・稗田村の5ヶ村）、同区町村編成法施行路の連合戸長役場制への移行に伴

う戸長役場区域変更によって児島郡第三十部（田ノロ村・引網村）・同郡山三十一部（下村・上村）を構

成していた。

範囲と内容：

　児島市役所が引き継いだ文書のうち、当館所蔵のものは、下津井町および琴浦町から引き継いだもの

である。

　旧下津井町役場文書は、旧長浜村役場から引き継いだものであり、長浜村役場と大畠村役場が作成お

よび保管していた文書5点である。長浜村は1点、大畠村は4点とわずかであり、名寄帳など土地関係

に限定される。また、時期も江戸期から明治初期である。

　旧琴浦町役場文書は、旧註村役場から引き継いだものであり、上村役場と下村役場が保管していた文

書3点である。こちらも上村1点、下村2点とわずかであり、内容も江戸期の名寄帳となっている。
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邑久町役場引継文書

出所・作成：邑久町役場

資料記号：34C

年代：寛永10年～明治15年

物的状態：（数量）19件

出所の履歴：

　邑久町は、昭和27年4月1日に邑久村・豊原村・福田村・今城村・本庄村・笠加村の6ヶ村が合併し

て誕生した。その後、玉津村（S29．1／1）・裳掛村（S33．4／1）を相次いで編入、2004年11月1日に牛窓

町・長船町と合併して現在は瀬戸内市となった。

　当館が所蔵する邑久町引継文書は昭和27年の合併時に笠加村から引き継がれ、その後廃棄されたと考

えられる文書群である。

　笠加村は、明治22年6月1日に上笠加村・下笠加村・箕輪村・北池村の4ヶ村が合併して出来た村で

ある。また、下笠加村は、明治8年12月27日に下笠加村と南谷村が合併して出来た村であり、廃藩置

県（明治4年7月14日）の時点では、上笠加村・南谷村・下笠加村・箕輪村・北池村の5ヶ村があった

ことになる。、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　ちなみに、当初は第十六区一番小学、明治10年11月以降の戸長役場時代では、第五区務所第七戸長

役場（豆田・福元・山田庄・山手・下笠加・上笠窪・箕輪・土師・養豚・長船・八日市・福岡の12ヶ村）、

郡区町村編成法施行後の連合戸長役場制への移行に伴う戸長役場区域変更によって邑久郡第二十一部（上

原加村・下笠加村・箕輪村・北池村）を構成していた。

範囲と内容：

　邑久町役場が引き継いだ文書のうち、当館所蔵のものは笠加村から引き継いだものである。

　旧笠加村役場文書は、箕輪村（10点）・上笠加村（4点）・下笠加村（2点）・笠加新村（1点）・南谷村

（2点）役場が作成または保管していた明治22年の4ヶ村合併以前のもの合計19点であり、北池村の文

書は存在しない。北池村は他の3村と異なり連合戸長制移行前は第五戸長役場に属していたことが文書

の存在しない背景として考えられる。

　内容は改丁などの文書に限られており、時期も江戸期から明治初期がほとんどである。

加茂町役場引継文書

出所・作成：加茂町役場

資料記号：34C

年　　代：明治19年～明治30年
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物的状態：（数量）18件

出所の履歴：

　加茂町は、加茂村（M22．6／1に小中原村・原口村・斉野谷村・戸賀村・黒木村・塔中村・宇野村・倉

見村の9ヶ村合併により誕生）が大正13年7月1日に町制施行となり、その後、昭和17年5月27日に

西加茂村と東加茂村を合併、戦後になって昭和26年1月1日に新加茂町と加茂町に分町したが、昭和29

年4月1日に上加茂村を含めて再び合併し、2005年2月28日に津山市に編入された。

　当館が所蔵する加茂町引継文書は昭和17年の合併時に西加茂村から引き継がれ、その後廃棄されたと

考えられる文書群である。

　西加茂村は、明治22年6月1日に中原村・百々村・楢井村・行重村・成安村の5ヶ村が合併して出来

た村である。ちなみに、北条県時代は第六区、岡山県統一後の明治10年11月以降の戸長役場時代では

第二十区務所第五戸長役場（24ヶ村）、四割町村編成法施行後の連合戸長役場制への移行に伴う戸長役場

区域変更によって東北条郡第五部（中原村・百々村・楢井村・行重村・成安村の5ヶ村）を構成した。

範囲と内容：

　加茂町役場が引き継いだ文書で、当館所蔵のものは西加茂村から引き継いだもののみである。

　旧西加茂村役場文書は、連合戸長役場時代の文書と明治22年合併後の村役場文書の合計18点から構

成される。内容は、明治19年から30年までの県達や県報に限られている。

その他出所不明文書

出所・作成1不明

資料記号：34C

年　　代：明暦2年～明治43年

物的状態：（数量）28件

出所の履歴：

　岡山県下のいずれかの役場文書としか確定できないものがあり、これらは出所不明とした。

範囲と内容：

　出所不明文書のうち、窪屋郡に関わるものとそれ以外に分類した。内容は土地と土木に関わるものが

中心であり、時期も江戸期から明治後期まで広範囲にわたる。役場が作成または保管していた文書であ

る。
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岡山県総社市役所引継文書





岡山県総社市役所引継文書／1日神在村役場文書／神在村関係／村政一般

岡山県総社市役所引継文書

旧神書鋪役場文書

神在村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

水災者給与金領収証纏神在村 明治27年 1冊 384－1

選挙

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔衆議院議員選挙人名簿・県会議員選挙人名簿等綴〕

@神在村役場

明治22年9月～39年 21冊・合綴 331

旧三須村役場文書

三須村関係（町村制施行後）

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔寄留届等綴〕三須村役場 明治20年～26年 56通・二二 234

〔寄留届等書類〕三須村・下林村・上林村 明治20年～22年 10通・合綴 395－8

〔営業及び廃業願綴〕三須村役場 明治32年1月13日～12月18日 1冊 134－2

水利組合準則　三須村長山本携 明治28年4月 1冊 184－24

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔直接国税納額証状綴〕三須村 明治26年 1冊 384－2

窪屋郡三須村大字三須戸別等級査定簿・廿五年度上林 明治25年2月4日 4冊・合綴 110－3

区戸別等級帳・廿五年度下林区戸別等級帳・廿五年度
赤浜区戸別等級帳

三須村大字三須区戸別等級簿区会議員高杉宗右衛門・同 明治28年2月15日 1冊 146－1

高杉金五郎・同児玉嘉右衛門・同小池其次郎
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岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行後）／土地・租税

大字上林明治廿八年度戸別等級表上林区会議員矢吹楷 明治28年2月15日 1冊 146－2

次郎・同守安仲呂衛門・同小山品右衛門・同矢吹仙右衛
門・同山本讃右衛門

下林区戸別等級表　区会議員田中仙次郎・同角田多右衛 明治28年2月15日 1冊 146－3

門・同角田兵吉・同角田貞治・同角田善右衛門

三須村大字赤恥戸別等級帳杉山利右衛門・前田新三 明治28年2月 1冊 146－4

郎・守谷亦十郎・犬飼伊三郎・守谷千賀治・芳谷恭平

大字三須区直立渡寄帳朱書「及臨時区費共」 明治23年度 1冊 101－18

自明治十九年至聖二十一年諸費未納徴集帳窪屋郡元 明治22年6月15日～24年 2冊・合綴 101－24

上林村外三ヶ村戸長役場 3月11日

明治廿四年度三二三二立二二・明治廿四年度赤浜区費 明治24年度 2冊・合綴 101－36

取調帳

大字上下林両区費取調帳都窪郡三須村役場 明治36年6月2日～10月30日 1冊 101－11

上林区費金立渡名寄帳都窪郡三須村役場 明治36年度 1冊 103－19

明治四拾四年度無二区費取立帳 明治44年7月11日～12月25日 1冊 101－7

明治四拾四年度赤浜区費取立帳 明治44年4月8日～12月25日 1冊 101－8

〔土地分割売渡証書綴〕三須村役場 大正12年 1冊 168

土地処分昌昌三須村役場 昭和2年1月ヨリ 1冊 174－1

土地処分録三須村役場 昭和13年～14年 1冊 174－2

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔三〕須区経常・臨時土木費帳朱書「決算報告済」 明治13年～24年6月28日 1冊 103－24

土木費金出方人別寄帳　丸屋郡三須村 明治21年度 1冊 103－8

土木費這出方人〔別話帳〕二二郡〔破損〕 明治22年度 1冊 103－16

道路修繕費取調帳・道路修繕費立渡し名寄帳窪屋郡 明治23年 2冊・合綴 102－3

三須村大字上林村

明治廿四年度道路費金取調帳窪屋郡三須村大字三須 明治24年 1冊 102－1

三須区土木二人別立二二帳 明治25年度 1冊 103－10

三須区経常土木費帳三須区長高杉金五郎 明治25年度 1冊 103－10

赤浜区土木虫取調帳 明治25年度 2冊・合壁 103－20

明治廿六年度道路修繕費取調帳・明治廿六年度道路修 明治26年度 2冊・合綴 102－2

繕立渡帳大字赤浜

大字三須臨時土木費取調帳窪屋郡三須村 明治26年10月 1冊 103－11

三須区経常土木費帳・三須国費人別立渡寄帳三須区 明治26年度 2冊・合綴 103－14

長高杉金五郎　朱書「区費」

非常水害工事目論見書・非常水害第三類工事・非常水 明治26年11月 3冊・合綴 99－7

害第二類第三類翠嵐工事実費調書窪屋郡三須村

乙種　復旧工事費人夫賃諸雑費立渡帳大字二二 明治27年12月 1冊 103－2
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岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行後）／土木

三須区経常土木費記帳朱書「精算」 明治27年度 1冊 103－25

明治廿八年度三須区土木費記帳 明治28年度 1冊 103－13

明治廿九年度工費土木取調帳窪屋郡三須村 明治29年度 1冊 103－3

明治廿九年度土木二丁渡方人別寄帳窪屋郡三須村 明治29年度 1冊 103－12

明治廿九年度三須村道路費立渡帳・明治廿九年度三須 明治29年度 2冊・合綴 102－4

村道路費立三二大字赤浜

明治廿九年度道路費金渡方人別丁帳三三郡三須村大字 明治29年 1冊 102－5

三須

明治廿九年度道路費修繕費取調式量屋郡三須村大字三 明治29年 1冊 102－6

須

道路修繕費立渡名寄帳大字上林村 明治30年 1冊 102－7

土木費〔立二二〕表紙破損。上林・下林区 明治30年度 1冊 103－22

土木区費立渡名寄帳大字上林 明治31年度 1冊 103－6

明治三十一年度土砂拝止費取調書三須村大字上林・下 明治31年度 2冊・合綴 103－7

林

三須村土木費立渡帳常設委員杉山利右衛門 明治33年1月 1冊 103－17

土木区野立渡名寄帳大字上林区 明治33年度 1冊 101－22

経常土木上林区費取調帳都窪郡三須村役場 明治36年度 1冊 103－18

大字上林道路修繕費取調帳・上林区道路修繕費金立渡 明治36年 2冊・合綴 102－8

名寄帳窪屋郡三須村役場

土木経常学費取調帳・上林区野立渡名寄帳都窪郡三 明治37年度 2冊・合綴 103－23

須村役場

明治四拾四年度三須区費土木費帳 明治44年度 1冊 103－15

明治四拾四年度赤浜道路費取調帳 明治44年4月6日～45年2月1日 1冊 101－9

明治四拾四年度赤浜道路費立野帳 明治M年5月17日～45年2月旧 1冊 101－10

選挙

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

衆議院議員選挙関係書類　窪屋郡三須村役場 明治22年～25年2月 2冊・合綴 159－1

衆議院議員選挙人名簿・選挙人文字書スル細結サル由 明治23年 5冊・合綴 159－2

申立ル者代書人名控書・衆議院議員選挙会諸費帳・入
場券紛失届・衆議院選挙人名　窪屋郡三須村

〔衆議院選挙人名簿・直接国税総納付額取調帳〕三二 明治24年4月 2冊・合綴 159－3

郡三須村

衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治25年4月8日 1冊 159－4

衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治26年4月 1冊 159－5

衆議院議員選挙人名簿　窪屋郡三須村 明治27年4月1日 1冊 159－6

衆議院選挙人名簿窪屋郡三須村 明治28年4月 2冊・合綴 159－7
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廿八年衆議院議員選挙人名下調・直接国税納額証状 明治28年 1冊・4枚・合綴 159－8

霊屋郡三須村役場罫紙

衆議院議員選挙人名簿・衆議院議員選挙人名調窪屋 明治29年4月1日 2冊・合綴 159－9

郡三須村

衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治30年4月 1冊 159－10

衆議院議員選挙人名簿虫屋郡三須村 明治31年4月 1冊 159－11

衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治32年4月 1冊 159－12

衆議院議員選挙人名簿窪屋郡三須村 明治33年4月1日 ユ冊 159－13

衆議院議員選挙人名簿　酒屋郡三須村 明治34年4月 1冊 159－14

衆議院議員選挙人名簿　副本都窪郡三須村 明治35年4月1日現在調 1冊 159－15

兵事

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

善行証書歩兵第廿連隊長友田美喬　三須村 明治23年9月30日 1枚 384－3

三山村・赤浜村・上林村・下林村連合戸長役場関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔諸願・諸届綴〕窪屋郡第十一部戸長役場前半部欠 明治18年2月～7月 1冊 184－11

明治十年両村費帳備中国窪屋郡上林村下林村 明治10年1月 1冊 101－33

〔書類記録簿〕長屋郡第十一部三須村・上林村・下林村・ 明治 1冊 643
赤浜村戸長役場

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

地租納税類証状綴野屋郡三須村・上林村・下林村・赤浜 明治22年 1冊 140

村戸長役場

誤謬地申告書香順継数引出し帳窪屋郡三須・上林・赤 明治 1冊 79

浜村分

割下取替未金取調帳窪屋郡下林両村 明治7年2月 1冊 106－1

割後取替未金取調割賦帳鍵屋郡上林村・下林村 明治7年1月 1冊 106－2

米金銭入費月改帳窪屋郡下林村・中林 明治7年 1冊 107
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土地台帳調製諸費日記戸長役場三須・上林・下林・赤 明治20年8月20日ヨリ 1冊 115－2

浜村分

地方・営業税・雑種税収入日計簿窪屋郡三須村・上林 明治16年7月より 1冊 124－2

村・下林村・赤浜村戸長役場

荒地筆数取調書・荒地一筆限取調帳窪屋郡三須村・上 明治11年11月 2冊・合綴 97－11

林村・下林村・赤浜村

〔荒地一筆取調帳・三須村荒地旧地価取調書換帳〕第 明治16年11月 2冊・合綴 97－12

十一部戸長役場　赤浜村・三須村分

野取絵図帳窪屋郡三須村・上林村・下林村・赤浜村 明治 1冊 97－13

〔開墾地価御修正願・開墾願・開墾並鍬下年期願等一 明治22年1月 5冊・合綴 97－15

括〕赤浜村・上林村分

誤謬三々二二手入願備中国窪屋郡三須村 明治21年 1冊 81－1

〔地所証明願綴〕 明治21年 1冊 161

地類組換願備中国窪屋郡三須村 明治20年5月 1冊 86－8

〔地券書換願綴〕三須村戸長役場 明治15年1月 1冊 86－5

地券書換願望綴　第＋一部戸長役場 明治16年1月～12月 1冊 343－2－3

地券書換願綴野屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸 明治16年2月以降 1冊 86－4

長役場　朱書訂正「明治七年一月」

地券書換願綴込窪屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村 明治18年12月以降 1冊 86－7

戸長役場

〔不納者届〕壽屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐 明治18年2月 1冊 157－15
野為一郎

〔不納者届〕壽屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐 明治18年2月 1冊 157－16

野為一郎

御届〔田祖金不足につき〕闇屋郡上林村・三須村・下林 明治 1冊 87－2

村・赤浜村戸長佐野為一郎→忌屋郡長戸川晩香

御届〔舞錐金不足につき〕陣屋郡上林村・三須村・下林 明治18年2月5日 1冊 87－3

村・赤浜村戸長佐野為一郎→上屋郡長戸川晩香

御届〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治18年2月 1冊 87－23

御忌〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治19年8月 1冊 87－14

二二〔不納人書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治20年10月 1冊 87－28

御記〔不納者書付につき〕三須・上林・下林・赤浜村分 明治21年2月 1冊 87－13

召喚状窪屋郡上林村外三ヶ村戸長役場 明治21年1月6日 1冊 196－3

召喚状〔下林村角田紋七郎村費不納につき〕窪屋郡上 明治21年1月6日 1冊 99－15
林村外三ヶ村戸長役場

村費不納合人別寄帳窪屋郡□□外三ヶ村戸長役場 明治 1冊 87－17

明治十九年度村費不納鼓動屋郡三須村・上林村・下林 明治19年度 1冊 196－6
村・赤浜村戸長役場

明治十九年度村費反別割不納者壱人別帳庄屋郡三須 明治19年目20年2月 11冊・愚母 87－5
村・上林村・下林村・赤浜村戸長窪津質→窪屋郡長森田作平

明治十九年度地租割裏道数不納人別帳部内四ヶ村 明治19年度 1冊 87－15

明治十九年度第六期田税金不納者壱人別帳上林村・ 明治19年 1冊 87－18
下林村・赤浜村戸長役場
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修復寄附金不納人書抜上林村・下林村・赤浜村 明治20年11月 3冊・合綴 99－24

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

十九年度役場論及高梁川修堤寄付金下林・赤浜村分 明治19年 1冊 87－38

高梁川改良工事出夫帳三須村・上林村・下忌寸・赤浜村 明治20年6月6日 1冊 92－5

高梁川改良工事出夫帳三須村・上林村・下林村・赤浜村 明治20年6月20日以降 1冊 92．6

高梁川修堤工事人夫並雑費取調帳馬屋郡三須村・上林 明治20年5月 1冊 92－7

村・下林村・赤浜村

明治廿年度高梁川修学寄付金別除賦課及雑費取調帳 明治20年 1冊 92－1

窪屋郡三須村・上林村・下林村

兵事

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔精勤証書綴〕三須村・上林村・下林村・赤浜村戸長役場 明治21年9月 1冊 384－4

学事

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔学務委員選挙状綴〕上林・下林・赤浜村 明治13年4月 1冊 384－5

日新小学学務委員投票者数学務委員佐野為一一郎・寺島 明治14年11月2日 1冊 184－27

源右衛門

日新小学校外諸校教育費徴収簿戸長役場朱書「第七拾 明治17年9月 1冊 143－1

八号」

日新小学校費徴集簿赤浜村分朱書「第七＋七号弐冊ノ内 明治17年 1冊 143－2

一」

日新小学校費徴集簿朱書「第七十七号弐冊ノ内弐」 明治18年11月 1冊 143－8

〔小学校則送付の件〕戸長役場→日新校 明治20年3月21日 1冊 143－4

亀山小学建築費等級賦課帳窪田郡上林村外弐ヶ村 明治20年11月 1冊 105

亀山小学建築費徴収日計窪屋郡上林村外三ヶ村戸長役場 明治20年11月 1冊 142

朱書「子月決算済」
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宗務

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔神社境内区画報告・社号改称願等綴〕窪屋郡第八区務
@所第九戸長役場　上林村・下林村分

_社据置願　岡山県令高崎五六宛下林村・赤浜村分

明治10年3月～ll年3月

ｾ治10年3月～11年6月18日

8冊・合綴

R冊・合綴

181－17

P81－8

勧業

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

勧業課報告〔農工商通信仮規則・岡山県下茶業組合取
�K約〕第＋一部役場

明治19年2月10日～6月19日 1冊 550

衛生

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

種痘人名簿上林村・下林村・赤浜村 明治19年2月 1冊 184－34

三山村関係（町村制施行前）

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

備中国窪屋郡三須村村誌用掛山本廣太郎 明治21年1月 1冊 184－29

諸二二　第二大区小二十四区戸長 明治8年2月 1冊 158－1

明治十六年備中国弓勢郡三須村普通物産表他に上林 明治16年 1冊 793
村・下林村・赤浜村分

窪屋郡三須村統計表甲　戸長高杉寛郷 明治15年5月 1冊 99－2

明治九年非常之旱魑二付御貸下金拝借連名証書第＋五 1冊 187－1

大区窪屋郡二十四小区西三須村　西三須村借人三十八名惣
代片山近治郎他→副戸長高杉寛郷他

村会議事録三須村 明治25年度 1冊 139－1

臨時区会議事録・御届 明治25年5月 2冊・合綴 139－4

欠席御届　三須区々会議員高橋宗右衛門→三須区々会議長 明治25年5月28日 1枚 139－2

欠席届　三須区々会議員高橋宗右衛門→三須区々会議長山本 明治26年2月6日 1枚 139－3

謹太郎

明治十四年度諸税収入簿三須村戸長高杉寛郷 明治14年 1冊 90－1
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諸税徴収簿三須村戸長 明治 1冊 90－2

三畑島々費取調帳並屋郡第＋一部戸長役場 明治20年度 1冊 117－1

上屋郡三須道々費取調帳窪屋郡第十一部戸長役場 明治20年度 1冊 117－2

上屋郡三須村通常・臨時村費取調帳窪屋郡第＋一部戸 明治19年度 1冊 117－3

長役場

協議費取立帳三三郡三須村 明治13年 1冊 128

協議費取立指引簿窪屋郡三須村 明治14年1月 1冊 138

明治十四年度協議費取立簿窪屋郡三須村 明治15年1月 1冊 99－18

明治17年度協議費取調賦課帳備申国窪屋郡三須村 明治17年 1冊 116

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

地租収入日計簿三須村戸長役場 明治18年度 1冊 124－4

備中国壷屋郡山三須村地価帳岡山県窪屋郡西三須村 明治 1冊 67－5

岡山県窪屋郡西三須村　2冊の内科1冊

備中国上屋郡西三須村地価帳　岡山県塩屋郡山三須村 明治9年 1冊 67－6

岡山県窪屋郡西三須村　2冊子内第2冊

明治八年改正窪谷郡三須村宅地名寄帳第＋一部戸長役 明治16年5月改 1冊 57－1

場

明治九年改正書屋郡三須村山林原野名寄帳　第＋一部 明治16年5月改 1冊 57－2

戸長役場

甲屋郡三須村母方名寄帳第十一部戸長役場 明治8年～明治20年 1冊 61－1

〔窪屋郡三須村田方名寄帳〕第＋一部戸長役場 明治8年～明治21年 1冊 61－2

岡山県管下備中国窪屋郡三須村地籍　岡山県窪屋郡三須 明治13年10月 1冊 64－1

村

〔岡山県管下備中国窪屋郡三須村奥地地籍〕〔岡山県窪 明治 1冊 64－2

屋郡三須村〕

土地台帳下造窪屋郡三須村 明治22年迄 1冊 69－17

土地台帳下造　窪屋郡三須村 明治23年迄 1冊 69－18

土地台帳二丁下屋郡三須村 明治24年迄 1冊 69．19

土地台帳下造下屋郡三須村 明治25年迄 1冊 69－20

土地台帳下野三三郡三須村 明治26年迄 1冊 69－26

土地台帳下造窪屋郡三須村 明治27年迄 1冊 69－27

土地台帳下造窪屋郡三須村 明治28年迄 1冊 69－28

土地台帳下甑窪屋郡三須村 明治29年迄 1冊 69－29

土地台帳下造　高屋郡三須村 明治30年迄 1冊 69－30

三須村沽券帳戸長 明治9年以降 1冊 84－3

一34一



岡山県総社市役所引継文書／旧三須村役場文書／三須村関係（町村制施行前）／土地・租税

地所持主名代講壇帳窪津郡三須村三須・上林・下林村 明治10年 1冊 89－1

分

明治八年改正窪屋郡三須村地券台帳第＋一部戸長役場 1冊 141－1

「三冊之内弐」

明治八年改正窪屋郡三須村地券台帳　第＋一部戸長役場 1冊 141－2

「三冊之内三」

明治十年六月　地籍取調帳備中国窪屋郡三須村　朱書 明治10年6月 1冊 144－1

「第四拾四号」

明治九年改正窪屋郡三須村山林原野地価取調帳　第＋ 明治16年5月 1冊 144－2

一部戸長役場

山林原野地価取調帳備中窪屋郡三須村窪屋郡西郡村戸 明治14年11月 1冊 145－4

長守安正典・八田部戸長松原譲・三須村戸長高杉二郷→岡
山県令高崎五六　朱書「第廿三号」

野取絵図帳芦屋郡三須村 明治18年1月 1冊 94－4

荒地起返一筆陣取調帳備中国際屋郡三須村戸長高杉寛 明治13年12月～14年3月 2冊・合綴 93－19

郷→岡山県令高崎五六

荒地起返一筆霜取調帳備中国窪屋郡三須村 明治15年3月 1冊 93－21

荒地起返一筆限取調帳備中国忌屋郡三須村戸長高杉寛 明治16年1月 1冊 93－25

郷→岡山県令高崎五六

荒地起返一筆限取調帳備中国訓屋郡三須村戸長佐野為 明治17年1月 2冊・導燈 93－20

一郎→岡山県令高崎五六代理岡山県小書記官高津

荒地一筆限取調帳・荒地起返一筆限取調帳備中国窪屋 明治17年7月 2綴・合綴 93－27

郡三須村　戸長高杉寛郷→岡山県令高崎五六

荒地起返一筆耳翼調帳備中国都屋郡三須村・窪屋郡上林 明治18年1月 1冊 93－22

村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→岡山県令千
坂高雄代理岡山県少書記官高津

荒地起返一筆限取調帳・野取絵図帳備中国遠屋郡三須 明治18年1月 2冊・合壁 93－23

村　山屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一
郎→岡山県令千坂高雄代理岡山県少書記官高津

荒地年季明山野成一筆口取調帳備中国窪屋郡三須村 明治18年1月 1冊 93－24

買屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→
岡山県令千坂高雄殿代理岡山県少書記官高津

荒地年季明山野成一際限取調離郷申国窪屋郡三須村 明治18年1月 1冊 93－26

壷屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸長佐野為一郎→
岡山県令千坂高雄殿代理岡山県少書記官高津

荒地年期継願帳・奪取絵図帳備中国記屋郡三須村 明治18年1月 4冊・合綴 97－2

荒地起返御壁単願・荒地起返り丈量絵図書記興敗屋郡 明治20年1月～21年11月 2冊・合綴 97－1

三須村

変換地界牽牛脱落比準引出表煙毒郡三須村 明治 1冊 98－2

変換地御壁及地価修正之義二付願三須三分 明治 2冊・合綴 98－3

荒地免税ヶ二二取調帳備中国窪屋郡西三須村岡山県令 明治9年8月 1冊 97－7

高崎五六宛

畑及宅地々正金取立簿戸長高橋寛郷「第六拾五号拾弐冊 明治10年8月 1冊 583
ノ内」

三二宅地々祖金取立帳三須村戸長 明治14年 1冊 88－6

畑及宅地隠匿金取立帳三須村戸長役場 明治13年 1冊 88－7
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畑及宅地々租金取立帳三須村戸長高杉寛郷 明治12年 1冊 88－8

田方地券税金取立簿凹屋郡三須村 明治10年 1冊 88－1

田方地券税金取立帳三須村戸長 明治 1冊 88－2

田方地券税金取立帳三須村戸長 明治12年 1冊 88－3

田方地券税金取立帳三須村戸長 明治14年 1冊 88－4

田方地券税金取立帳三須村戸長 明治13年 1冊 88－5

所有地証明書綴中国郡三須村役場 明治22年7月以降 1冊 130－2

地籍早番取調帳備中国辛煮郡三須村副戸長高杉寛郷・ 明治10年6月～11年3月 1冊 192

戸長友野拙雄・同神々和太郎

田畑地縛書抜帳零屋郡西三須村朱書「七＋六号」 明治5年10月 1冊 427－1

最初調　地押番二三屋郡三須村分 明治 1冊 212－3

地押表二二郡三須村 明治19年4月ヨリ 1冊 83－8

地券書換諸事届書綴担屋郡三須村戸長役場 明治21年1月～22年3月 1冊 71－6

合併地券御書換願備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－7

平宛

合併地券御書二三備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－8

平削

合併地券御書二二備中国窪屋郡三須村 明治 1冊 71－9

池沼地券御書換願備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田伊 明治21年3月 1冊 71－10

平宛

池沼地券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田伊 明治21年3月 1冊 71－11

平宛

分裂地券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長森田作 明治21年 1冊 71－12

平宛

改組誤謬訂正願備中国窪屋郡三須村戸長窪津質他→岡 明治20年5月 1冊 72－1

山県知事千坂高雅

改組誤謬地訂正願備中国窪屋郡三須村戸長窪津質他→ 明治29年5月 1冊 72－2

岡山県知事千坂高雅

誤謬晶々券御午入願備中国窪屋郡三須村窪田郡長森田 明治21年 1冊 72－3

作平宛

地唄変換地地券御書換砂壌中国窪屋郡三須村窪屋郡長 明治21年 1冊 76

森田作平宛

地券書換願綴込三須村戸長役場 明治16年1月以降 1冊 86－1

開墾廃止御尋　備中国郡屋郡三須村 明治21年4月 1冊 95－7

開墾鍬下年期明丈量絵図備中国窪屋郡三須村 明治21年4月 1冊 95－8

〔開墾地鍬下年期継願帳綴〕備中国窪屋郡三須村 明治18年1月 6冊・合綴 95－9

開墾地々券御書換願備中牛耳屋郡三須村 明治21年 1冊 95－10

開墾地願・開墾地地価御修正警備中国窪屋郡三須村 明治20年5月 1冊 95－11

地類組熱願表窪屋郡三須村 明治 1冊 95－12

〔開墾願関係書類綴〕三須村 明治22年1月8日～36年4月 1冊 95－13

御届〔地租割不納人書上〕琴曲郡三須村上林村・下林村・ 明治18年 1冊 158－14
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赤浜村戸長佐野為一郎→窪屋郡長戸川晩香代理岡広太郎
「地方税戸数割追徴不納に付財産取調書」添付。

地券諸願届書綴窪屋郡三須村戸長役場 明治21年1月以降 1冊 86－9

新規御賦物願・新規御町誓願丈量絵図門屋郡三須村肝 明治20年12月 2冊・合綴 98－4

人高杉一郎・戸長窪窪質→岡山県知事千坂高雄

地押費用取調帳・土地調査及土地台帳調製諸費取調帳 明治19年12月～21年1月 3冊・合綴 115－1

窪屋郡三須村

土地調査及土地台帳調製野立渡帳・土地調査用二付総 明治21年1月～2月 2冊・合綴 115－3

代出頭願松屋郡三須村

〔家族名書付〕大字赤浜・下林・三須・上林 明治　　2月 1冊 115．4

土地調台帳・名寄帳・地軸調書換・米籾監査費　収入 明治21年8月 1冊 127－2

日計簿窪屋郡三須村

二二調査費　予防費　十七年度村費　収納日計簿窪 明治20年1月 1冊 127－3

屋郡三須村

土地台帳訂正願綴三須村役場 明治22年　　　　　・ 1冊 129

本村より三須村へ編入組替地西野村 1冊 197－2

錯雑地組尊書備中国窪屋郡三須村 明治13年4月 1冊 197－4

脱落地編入願備中国二三郡三須村 明治20年 1冊 327－2

〔地目変換届綴〕窪屋郡上林村・三須村・下林村・赤浜村戸 明治17年7月～18年9月 1冊 184－12

長佐野為一郎宛　三須二分

地目変換地価修正願窪屋郡三須村 1冊 428－6

地目変換願備中国運屋郡三須村朱書「第四拾八号」・「反 1冊 428－12

古」・「二十五□之内」

地目変換地々券御書二二備中国窪屋郡三須村窪屋郡長 明治21年 1冊 428－15

森田佐平宛

変換地温届並地価御修正願備中国窪屋郡三須村岡山県 明治21年4月 1冊 428－18

知事千坂高雄宛

〔両脚郡三須村地目変換地価修正面総計〕 1冊 428－20

〔窪屋郡三須村地類組換地価修正面総計〕 1冊 428－21

〔締屋郡三須村誤謬寄附録総計〕 1冊 428－22

〔窪屋郡三須村地目変換□□〕 1冊 428－23

改組誤謬訂正願備中国窪屋郡三須村 1冊 428－24

脱落地鳥入願望中国蛸屋郡三須村 1冊 428－25

畦畔廃除生地成願飼屋郡三須村 1冊 428－26

〔新開試作鍬下年季願上帳・地目変換届他〕三須村分 明治9年9月～明治18年4月 1冊 184－13

山林原野持主之義二付御願岡山県地租改正掛宛三須村 明治16年8月 1冊 184－23

分

十八年度郡門門地祖金野納者壱人別帳三須門戸町役場 明治18年8月31日 1冊 87－12

戸長佐野為一郎→窪屋郡長戸川晩香

明治十九年度第二期畑野金不納者壱人別帳三須平戸長 明治19年 1冊 87－16

役場

明治十九年度第一期畑税金不納者壱人別帳三須村戸長 明治19年 1冊 87－24
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