
岡山県総社市役所引継文書／旧秦村役場文書／三輪村関係／土地・租税

三輪村地籍押幣串 1冊 48－2

台帳聖子窪屋郡三輪村 明治～22年 1冊 69－21

土地台帳抄造甲屋郡三輪村 明治～22年 1冊 69－22

〔明治八年地租改正反別地価収穫等級限取調表〕窪屋 明治14年5月 1冊 187－3

郡三輪村戸長神々和太郎

荒地年期継願帳高屋郡三輪村戸長神戸和太郎→岡山県令 明治18年1月 1冊 97－6

千坂高雄

〔地籍訂正願下綴〕窪屋郡三輪村 明治13年6月～16年2月9日 1冊 340－2－13

丁目変換一筆引取調帳窪屋郡三輪村 明治16年7月 2冊・合綴 428－2

地目変換願窪屋郡三輪村弐百四拾六番地願人河田多十郎他 明治16年3月 1枚 428－14

3名→窪屋郡長戸川晩香

〔備中丁丁屋郡三輪村地目変換願〕備中二丁屋郡三輪村 明治16年3月 6枚・合綴 428－16

山野開墾願窪屋郡三輪村表紙のみ 1枚 428－13

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

草生路並外溝共取調野取帳三輪村後欠。 明治19年11月30日写 1冊 49

真壁村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

地籍調帳　〔窪屋郡〕真壁 1冊 96－4

地籍下調帳真壁村 1冊 96－6

地籍下調帳岡山県二三郡八田部岡山県門屋郡八田部一 明治9年12月 1冊 68－5

部破損

宅地台帳下造真壁村 明治～22年 1冊 69－32

下造帳墓地真壁村 明治20年～22年 1冊 69．33

名寄帳下造真壁村 明治21年～20年 1冊 70－1

名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－2

名寄帳下山真壁村 明治21年～21年 1冊 70－3

名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－4

名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－5

名寄帳下造真壁村 明治21年 1冊 70－6

〔土地台帳堅甲誤記訂正関係書類一括〕真壁村村長神々 明治21年2月～23年1月 2綴・2枚・合綴 184－38
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岡山県総社市役所引継文書／旧常磐村役場文書／真壁村関係／土地・租税

和太郎

〔三輪村・真壁村・中原村・溝口村反別地価取調書〕 明治18年12月 1冊 184－39

〔真壁村土地関係書類綴〕 明治20年 1冊 184－40

〔畑反別取調書〕真壁村分 明治 1冊 184－41

〔明治十四年分月割税十六年度追納書付・明治十六年 明治14年12月～16年12月 6冊・合綴 99－22

分第壱期税額追納書付・明治十四年御下渡山野新規賦
税地一筆限取調帳〕窪屋郡真壁村戸長神々和太郎

山林原野地価取調帳備中国窪屋郡真壁村朱書「第九＋ 明治13年3月～14年9月3日 1冊 145－5
三号」

明治拾七年御下渡山野新規賦見地壱筆限取調帳備中 明治17年6月 1冊 145－13
国魂屋郡真壁村　戸長神々和太郎→岡山県令高崎五六

代詠分地裂地地検御書換願控窪屋郡真壁村 明治9年11月 1冊 71－1

荒地御免租年期願備中国窪屋郡真壁村 明治19年1月 1冊 97－4

脱落地編入願備中国窪屋郡真壁村 明治20年4月 1冊 327－8

開墾御願備中国高屋郡真壁村 明治20年4月 1冊 184－35

荒地起返御汁租願備中国台屋郡真壁村 明治21年1月 1冊 184－36

新売御賦租願備中国窪屋郡真壁村 明治21年6月 1冊 184－37

地目変換丈量絵図・変換地御届並地価御修正願・地目 明治21年2月～7月 4冊・合綴 428－7
変換丈量絵図・変換地御届並地価御修正願備中国窪

屋郡真壁村

溝口顎関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

名寄帳下造溝口村 明治21年～22年 1冊 70－7

名寄下造帳溝口村 明治21年 1冊 70－8

名寄帳下造溝口村 明治21年目22年 1冊 70－9

名寄下血帳澤口村 明治21年～22年 1冊 70－10

地籍下調野帳窪屋郡溝口 1冊 96－3

脱落地編入願備中国平屋郡溝口村 明治20年5月 1綴 327－9
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岡山県総社市役所引継文書／旧秦村役場文書／中原村関係／土地・租税

中原村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

精算記中原村里 明治 1冊 184－42

〔荒田等書上帳〕字宝塔寺 明治13年 1冊 93－28

山林原野地価取調帳備中国窪屋郡中原備中国油屋郡中
@原総代横田八十七・横田鶴太郎・横田源次郎・横田辰三

明治13年3月 1冊 145．3

郎・横田源郎治・横田市治・戸長横田浜太→岡山県令高崎

五六朱書「第五号」

潰地御免高畠備中国二二郡中原村 明治20年5月 1冊 94－2

潰地々券御書換願窪屋郡中原村 明治21年2月 1冊 94－3

旧阿曽村役場文書

阿曽村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日誌阿曽村役場 明治22年10月 1冊 232

爵文之写　大字西阿曽之部吉備郡阿曽村役場貼札「阿 明治10年10月～15年7月 1冊 233
曽村役場用　文書第一〇〇四号　棚第三号　永年」

〔諸帳簿備品引渡目録綴〕賀陽郡西阿曽村・奥坂村・久米 明治19年6月 6冊・合綴 228
村・黒尾村・第七部戸長役場　貼札「阿曽村役場用」

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

名寄壱番貼札「第六号三冊ノ内一」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－1

名寄二番貼札「第六号三冊ノ内二」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－2

名寄三番貼札「第六号三冊ノ内三」・「阿曽村役場用」 明治5年10月 1冊 208－3

土地関係諸願届書綴阿曽村役場 明治30年～35年 1冊 214

土地絵図帳「阿曽村役場用文第一二号二冊ノ内」 1冊 729

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第二号五 明治11年8月改 1冊 210－1

冊ノ内」
●

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－2

冊ノ内」
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岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／阿曽村関係／土地・租税

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第二号五 明治11年8月改 1冊 210－3

冊ノ内」

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－4

冊ノ内」

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－5
冊ノ内」

〔田畑宅地等級反米調帳〕貼札「阿曽村役場用文第三号五 明治 1冊 210－6

冊ノ内」

阿弥陀原実地丈量　一番ヨリ八十一一番迄貼札「阿曽 5月乙亥 1冊 226－1

村役場用一議一九号十七冊ノ内」

寺川内面覚実地丈量控帳貼札「阿曽村役場用文第一九号 7月乙亥 1冊 226－3

十七冊ノ内」

耕宅地地租人別仕訳帳備中国賀陽郡〔破損〕貼札r阿曽 明治9年6月 1冊 227－1

村役場用文第二四号二冊ノ内」

〔耕宅地地租人別仕訳帳〕貼札「阿曽村役場用文第二三号」 明治13年～19年 1冊 227－2

畦畔廃除並御賦租願阿曽村 明治23年5月～30年 1冊 225

弐冊ノ内面壱号　山名寄簿 明治 1冊 346－1－2

弐冊ノ内第二号　山岳名寄簿貼札「阿曽村役場用」 明治 1冊 346－1－1

美川村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

岡山県下山中国賀陽郡美川村地籍　「文第二八号二冊ノ 1冊 202－2－1

内」

岡山県下墨中国賀陽郡美川村地籍「文第二八号二冊ノ 1冊 202－2－2

内」

備中国賀陽郡美川村内鼠黒尾地籍「文第五一号二冊ノ 1冊 202－2－3

内」

備中国賀陽郡美川村内故黒尾地籍「文第五一号二冊ノ 1冊 202－2－4

内」・付箋「九十三号」

岡山県管下備中国賀陽郡美川村地籍　故久米「文第五 明治14年9月 1冊 202－2－5

無職二冊三内」・付箋「九十二号四冊ノ内」

岡山県下備中国賀陽郡美川村地籍朱書「四冊ノ内第弐 1冊 202－2－6

番」・付箋「九十二号」・「文第五〇号弐冊ノ内」

岡山県下備中国賀陽郡美川村地籍　元奥阪「文第二九 1冊 202－2－7

号弐冊ノ内」・付箋「百三十三号二冊ノ内」

岡山県下備中国賀陽郡美川村地籍　元奥坂「文第二九 1冊 202－2－8

号弐冊ノ内」・付箋「百三十三号二冊ノ内」
，

地価名寄帳賀陽郡美川村故西阿曽「文第一三号二冊ノ内」 明治8年 1冊 204－1

地価名寄帳賀陽郡美川村故西阿曽　「文第一三号二冊ノ内」 明治8年 1冊 204－2
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岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／美川村関係／土地・租税

地価取調簿美川村之内〔破損〕朱書「第弐号」・貼札「阿曽 明治10年 1冊 206－6

村役場用文第三八号三冊ノ内」

地籍下調帳備申国賀陽郡美川邑故西阿曽貼札「阿曽村役 明治10年5月 1冊 209－1

場用文第三六号」

宅地反別等級限樽町　従壱等至廿等朱書「第廿壱号」・ 明治 1冊 209－2

貼札「阿曽村役場用文第十号」

地価取調簿美川村之内故由阿曽朱書「第壱号」・貼札「阿 明治10年 1冊 209－3

曽村役場用文第三八号三冊ノ内」

山林原野地価取調帳賀陽郡美川村故西阿曽 明治9年9月 1冊 211－1－4

山林地価下調帳備中国賀陽郡美川村 明治10年7月 1冊 211－1－6

山林原野地価名寄帳賀陽郡美川村故黒尾 明治14年9月 1冊 211－2－2

奥坂村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

町村制関係諸達綴賀陽郡奥坂村外三ヶ村戸長役場

�ﾓ帳奥坂村

明治22年4月

ｾ治6年7月

1冊

P冊

229

Q23－1

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

第壱号備中国耕宅地名転簿賀陽郡奥坂村「文第一四 明治8年12月 1冊 203－1

号二冊ノ内」

第弐号　備中国耕宅地名転簿賀陽郡奥坂村「文第一四 明治8年12月 1冊 203－2

号二冊ノ内」

反別地価取調帳備中国賀陽郡奥坂村貼札「阿曽村役場用 明治8年12月 1冊 206－4

文第一五号七冊ノ内」

土地台帳下押賀陽郡奥坂村　阿曽村役場「文第九一号九 1冊 207－3－1－1

冊ノー」・朱書「九冊之内第壱号」

土地台帳下造賀陽郡奥坂村朱書「九冊之内第二号」 1冊 207－3－1－2

土地台帳〔丁丁〕賀陽郡奥坂村朱書「九冊之内第三号」 1冊 207－3－1－3

土地台帳下造賀陽面識坂村朱書「九冊之内第四号」 1冊 207－3－1－4

土地台帳下造賀陽郡奥坂村朱書「九冊之内第五号」 1冊 207－3．1－5

土地台帳下馴賀陽郡奥坂村朱書「九冊之内第六号」 1冊 207－3－1－6

土地台帳醸造賀陽出面坂村朱書「九冊之内第七号」 1冊 207－3－1－7

土地台帳下造賀陽郡奥坂村朱書「九冊之内第八号」 1冊 207－3－1－8

土地台帳下造賀陽門外坂村朱書「九冊之内第九号」 1冊 207－3－1－9
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岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／奥坂村関係／土地・租税

地盤表賀陽幽幽坂村

字願上ヨリ慶嘉幽幽鼻血実地丈量野取控帳小廿三区奥
　坂村　貼札「阿曽村役場用文第一九号十七冊ノ内」

明治19年4月

6月乙亥

1冊

1冊

212－2

226－2

東阿曽村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

印鑑証明手帳東阿曽村 明治20年～22年 1冊 223－2

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

第壱号　田畑名寄帳備中国賀陽郡東阿曽村「文第一号四 1冊 205－1

冊ノ内」・付箋「二十六号」

第二号　田畑名寄帳備中国賀陽華東阿曽村「文第一号四 1冊 205－2

冊ノ内」・付箋「二十六号」

第三号　田畑名寄帳備中国賀陽華東阿曽村「文第一号四 1冊 205－4
冊ノ内」・付箋「二十六号」

第四号　田畑名寄帳備中国賀陽郡東阿曽村「文第一号四 1冊 205－3

冊ノ内」・付箋「二十六号」

土地台帳即興賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内弁壱号」 1冊 207－1－1－7

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第弐号」 1冊 207－1－1－1

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第三号」 1冊 207．1－1－2

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第四号」 1冊 207－1－1－3

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第六号」 1冊 207－1－1－4

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第七号」 1冊 207－1－1－5

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第八号」 1冊 207－1－1．6

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第九号」 1冊 207－1－1－8

土地台帳下造賀陽郡東阿曽村朱書「拾冊之内第拾号」 1冊 207－1－1－9

山林原野其他地価下調帳備中国第拾三大区小九区賀陽郡 明治10年3月 1冊 211十3
東阿曽村

山林原野地価取調帳備中国賀陽郡東阿曽村 明治14年5月 1冊 211－2－1

山林原野名寄簿賀陽郡東阿曽村 明治17年4月更正 1冊 211－2－3

地押取調表賀陽郡東阿曽村 明治19年10月 1冊 212－1

地押取調表賀陽郡東阿曽村 明治19年5月 1冊 212－4

小溝通リ面取調帳賀陽郡東阿曽村「阿曽村役場用文第一 明治20年6月ヨリ 1冊 626
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岡山県総社市役所引継文書／1日阿曽村役場文書／東阿曽村関係／土地・租税

八二号永年」

改組誤謬訂正丁丁中国賀陽丁丁阿曽村 明治20年5月 1冊 213－1

改組誤謬訂正願備中国賀陽郡東阿曽村 明治20年5月 1冊 213－2

〔土地に関する諸野心届〕東阿曽村長橋本財治宛他 明治20年3月～22年8月 102枚・合綴 220－2

黒尾村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

反別地価取調帳備中国賀陽郡黒尾村「文第一五号七冊ノ 明治8年12月 1冊 206－1

内」・「三冊ノ内第三」

反別地価取調帳〆中国賀陽二黒尾村「文第一五号七冊ノ 明治8年12月 1冊 206－2

内」・「三冊ノ内第弐」

反別地価取調帳備中国賀陽郡黒尾村「文第一五号七冊ノ 明治8年12月 1冊 206－3

内」・「三冊ノ内第壱」

土地台帳下穿賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内界壱号」 1冊 207－1－4－1

土地台帳下平賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内帯弐号」 1冊 207－1－4－2

土地台帳下穿賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内第三号」 1冊 207－1－4－3

土地台帳下町　賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内第四号」 1冊 207－1－4．4

土地台帳下穿賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内第五号」 1冊 207－1－4－5

土地台帳下穿賀陽郡黒尾村朱書「六冊之内第六号」 1冊 207－1－4－6

山藪地価帳黒尾村高中国賀陽郡美川村故黒尾惣代石井清 明治10年3月～14年8月 1冊 215

九四阿4名→岡山県令高崎五六

山畝地代金書上帳備中国賀陽郡黒尾村戸長富岡伊勢之 明治6年11月 1冊 218

進他1名→地券局

誤謬地訂正願備中国賀陽二黒尾村 1冊 213－3

誤謬地訂正亭亭中国賀陽高高尾村 1冊 213－4

地所開墾願備中国賀陽二黒尾村地主二代角田栄太郎他4 明治20年4月 1冊 216
名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾四号」

地所開墾地価修正願備中国賀陽郡黒尾村地主惣代角田 明治20年4月 1冊 217－1

栄太郎他4名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾五号」

地目変換地価修正願備中国賀陽郡黒尾村地主惣代角田 明治20年4月 1冊 217－2

栄太郎他4名→岡山県知事千坂高雄　朱書「第百五拾三号」

地目変換地価修正願備中国賀陽郡黒尾村 明治19年 1冊 428－9

荒地起返御賦租願備中国賀陽郡黒尾幽幽 明治20年1月 1冊 221－1

荒地起返御廟直願備中国賀陽郡黒尾村岡山県令千坂高 明治21年1月 1冊 221－2

雄宛

荒地起返丁丁租願備中国賀陽丁丁尾村岡山県令千坂高 明治20年1月 1冊 221．3

雄宛
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岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／西阿曽村関係／村政一般

西阿曽村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

印鑑届 西阿曽村 明治10年11月 1冊 223－3

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第壱号」 1冊 207－1－2－1

土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第弐号」 1冊 207－1－2－2

土地台帳下造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第三号」 1冊 207－1－2－3

土地台帳下造 賀陽丁丁阿曽村 朱書「拾冊之内第四号」 1冊 207－1－2－4

土地台帳転造 賀陽錦鯉阿曽村 朱書「拾冊之内第五号」 1冊 207－1－2－5

土地台帳下直 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第六号」 1冊 207－1－2－6

土地台帳若造 賀陽加西阿曽村 朱書「拾冊之内第七号」 1冊 207－1－2－7

土地台帳玉造 賀陽郡西阿曽村 朱書「拾冊之内第八号」 1冊 207－1－2－8

土地台帳玉造 賀陽加西阿曽村 朱書「拾冊之内第九号」 1冊 207－1－2－9

土地台帳玉造 賀陽沸点阿曽村 朱書「拾冊之内第拾号」 1冊 207－1－2－10

野畑絵図帳 備中国賀陽南西阿曽村 戸長□部直治郎他33名 明治19年1月 1冊 219
→岡山県令千坂高雄 賀陽郡西阿曽村

脱落地編入願 備中国賀陽門門阿曽村 明治20年4月 1冊 327－10

久米村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第壱号」 1冊 207－1－3－1

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第弐号」 1冊 207－1－3－2

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第四号」 1冊 207－1－3－3

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第五号」 1冊 207－1－3－4

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第六号」 1冊 207－1－3－5

土地台帳下面賀陽郡久米村朱書「八冊之内第七号」 1冊 207－1－3－6

土地台帳下造賀陽郡久米村朱書「八冊之内第八号」 1冊 207－1－3－7
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岡山県総社市役所引継文書／旧阿曽村役場文書／久米村関係／土地・租税

山林地価書上帳・反別地価取調帳賀陽郡久米村・阿部

@村

明治5年11月 2冊・合綴 211－1

旧池田村役場文書

池田村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

岡山県管下何国何郡何村町地籍雛形。朱書「廿七十区」 明治9年10月 1冊 201

「三号」

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「四号」 明治 1冊 202－1－1

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「弐号」 明治 1冊 202－1．2

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「壱号」 明治 1冊 202－1－3

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「参号」 明治 1冊 202－1－4

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「四号」 明治 1冊 202－1－5

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「三号」 明治 1冊 202，1－6

岡山県管下備中国賀陽郡槙谷村地籍朱書「弐号」 明治 1冊 202－1－7

土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「九冊之内第壱号」 明治 1冊 207－2－2－1

土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「三冊之内隠弐号」 明治 1冊 207－2－2－2

土地台帳玉造賀陽郡槙谷村朱書「三冊之内第五号」 明治 1冊 207－2－2－3

土地台帳下造石陽郡宍粟村朱書「三冊之内第三号」 明治 1冊 207－2－1－1

岡山県下口中国賀陽郡宍粟村地籍 明治 1冊 202－3－1

岡山県下上中国賀陽郡宍粟村地籍 明治 1冊 202－3－2

旧下倉村役場文書

下倉村関係

　土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治十六年　條約書〔養水路新築修繕二付汁約書晶出 明治16年 1冊 557
云々〕下道郡下倉村丁部橋本源三郎以下

〔下倉村渡舟橋下モ手水面ヨリ堤内畑地迄云々〕 1冊 560

養水路新築修繕二付條約書之事下倉村分 1冊 562
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岡山県総社市役所引継文書／旧浅尾村役場文書／浅尾村関係／土地・租税

旧浅尾村役場文書

浅尾村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔田畑反別地取調帳〕刑部村・福井村他分 明治20年 1冊 521

旧総社町役場文書

総社町関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治十五年度後半期同十六年度前半期九ヶ郷諸入費賦 明治17年1月6日 1冊 385－4

課帳池上達治他14人

地籍下調野帳窪屋郡八田部 明治9年9月 1冊 96－1

山林地価帳消中国賀陽郡小寺村惣代秋山甚四郎・平田常太 明治13年11月 1冊 67－4

郎・戸長吉冨禎太郎→岡山県令高崎五六　表紙欠。貼札「容
器番号二五　第二種　簿僧園〇号」

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

下川橋梁架設費立渡帳総社町・加茂村 明治34年3月～4月 1冊 103－5
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　　　　　岡山県笠岡市役所引継文書／旧陶山村役場文書／有田村関係／村政一般

岡山県笠岡市役所引継文書

　　　　　旧陶山村役場文書

有田村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

御条目五人組帳小田郡有田村 天保2年2月 1冊 267－2

御条目五人組帳小田郡有田村 天保3年3月 1冊 267－1

御条目五人組帳小田郡有田村 天保5年3月 1冊 267－3

御条目五人組帳・御免定皆済目録拝見証文小田郡有田 天保7年3月 2冊・合綴 267－4

村

御条目五入組帳小田郡有田村 天保9年3月 1冊 267－6

御条目五人組帳小田郡有田村 天保11年3月 1冊 267－7

御条目五人組帳小田郡有田村 天保13年3月 1冊 267－8

御条目五人組帳小田郡有田村 天保15年3月 1冊 267－9

御条目五人組帳小田郡有田村 弘化3年3月 1冊 267－10

御条目五人組帳備申国小田郡有田村 嘉永1年3月 1冊 267－11

御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永3年3月 1冊 267－13

御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永4年3月 1冊 267－14

御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 嘉永6年3月 1冊 267－12

御条目五人組二村控小田郡有田村 安政5年3月 1冊 267－15

御条目五人組帳拍小田郡有田村 安政6年3月 1冊 267－16

御条目五人組帳控　備中国小田郡有田村 文久2年3月 1冊 267－17

御条目五人組帳拍備中国小田郡有田村 文久4年3月 1冊 267－18

御条目五人組隣村控備中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 267－19

地方御条目　庄屋菊右衛門 1冊 267－5

御触書小田郡有田村 天保2年5月 1冊 268

奉差上御受書拍・奉差上御受書控・地引帳・村触有 天保8年5月7日～10年5月 4冊・合綴 269．1

田村分

奉差上御請証文拍小田郡有田村 嘉永1年6月 1冊 269－2

御役所書上留帳一橋御領知有田村庄屋菊右衛門 天保6年5月～安政4年5月 1冊 292
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岡山県笠岡市役所引継文書／旧陶山村役場文書／有田村関係／土地・租税

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔破損〕新検名寄帳小田郡〔破損〕 文化3年3月 1冊 272－1

〔山〕藪名寄帳有田村 1冊 272－2

二丁新検名寄帳小田郡有田村庄屋門門衛門・俊作 弘化3年6月 1冊 272－3

〔新〕開田畑名寄帳小田郡有田村庄屋〔破損〕貼札「明治三 文久2年～明治5年 1冊 275
十三年十二月調第有田六号」

御新検田畑・御見取場畑仮名寄帳小田郡有田村 1冊 276

山林地引野帳有田村 天保11年3月 1冊 277

〔田畑〕証文拍帳有田村庄屋〔破損〕 天明3年 1冊 281－1

田畑証文拍〔帳〕庄屋久次郎坪生村 寛政6年ヨリ 1冊 281－2

田畑山証文拍帳庄屋久治郎朱書「弐拾号ノ内」 享和1年 1冊 281－3

田畑山証文拍帳庄屋久治郎貼札「明治三＋三年＋二月調 文化2年9月ヨリ 1冊 281－4

第有田一二号」

田畑山林証文拍　有田村 文政2年2月～3年8月 1冊 281－5

〔田〕畑山藪証文拍帳小田郡有田村庄屋菊右衛門・長七郎 天保10年12月～弘化4年 1冊 281－6

田畑山蔓証文拍帳有田村庄屋菊右衛門・俊作 弘化4年12月～嘉永4年12月 1冊 281－7

田畑山蔓証文控帳小田郡有田村庄屋俊作運右衛門 嘉永4年12月ヨリ 1冊 281－8

田畑山藪証文控有田村分 嘉永7年12月～文久2年5月 1冊 281－9

田畑山岨証文拍帳有田村庄屋満寿次・長七郎 文久3年6月半明治5年8月 1冊 281－10

吉浜村へ相掛山論一件目録帳小田郡有田村 天保5年4月ヨリ 1冊 286－3

吉浜村当村地境山論一件記録小田郡有田村 天保5年6月1日 1冊 286－1

吉浜村へ相掛山論一件目録帳小田郡有田村 天保5年8月25日ヨリ 1冊 286－4

吉浜村へ丁掛山回一件記録小田郡有田村 天保6年7月～7年5月 1冊 286－2

当村ヨリ吉浜村へ相懸リ山論所地下一件記録小田郡 天保8年4月25日 1冊 286－5

有田村

国論地改一件他出有田村 天保10年5月2日 1冊 286－6

御囲□麦拝借小前貸渡帳・御囲□麦拝借証文・差上申 天保15年11月弘化4年11 5冊・合綴 287－7

丁目証文拍小田郡有田村 月・嘉永1年11月

礫耕籾虫付候一件二佐御役所御書付写並嘆願書写有 弘化4年5月 1綴 287－8

田村

御門籾拝借証文・御三籾御拝借小前貸渡証帳・三囲籾 弘化4年6月 4冊・合綴 287－1

拝借証文拍・御囲米取立帳備中国小田郡有田村

差上預リ証文小田郡有田村 弘化4年11月 1冊 287－2

差上預リ証文拍小田郡有田村 弘化4年11月 1冊 287－3

拝借証文小田郡有田村 安政4年8月 1冊 287－9

拝借証文村拍・御稗穀拝借証文帳小田郡有田村 安政4年8月 2冊・合綴 287－6

御下貸論判預拝借証文帳・御薗稗拝借証文拍小田郡 安政6年3月～4月 2冊・合綴 287－4
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岡山県笠岡市役所引継文書／旧陶山村役場文書／有田村関係／土地・租税

　有田村

差上申拝借証文　小田郡有田村

御免定並皆済目録拝見証文控　小田郡有田村

御年貢米銀割賦小前帳　有田村庄屋菊右衛門

申御年貢米銀割賦小前帳小田郡有田村庄屋菊右衛門

未御年貢米銀牌賦帳小田郡有田村庄屋菊右衛門・見□満
　寿治

正命年貢米銀割賦小前帳小田郡有田村庄屋満寿次・後見
　菊右衛門

田方地券取調帳小田郡有田村

畑方地券取調帳小田郡有田村

畑方地券取調帳小田郡有田村

安政6年8月

天保13年3月

天保12年9月

嘉永1年9月

安政6年9月

文久6年9月

明治

明治

明治

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

287－5

311

312－1

312－2

312－3

312－4

282－1

282－2

282－3

宗務

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

真言宗宗門人別御魂帳・宗門御改惣寄書上帳・家数人 天保2年2月～3年3月 3冊・合綴 270－1

面差晶晶小田郡有田村

真言宗宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村教積院 天保4年3月 1冊 270－2

宗門人別改諸帳有田村庄屋菊右衛門 天保2年7月 1冊 270－3

宗門御改惣寄書上帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－4

浄土真宗宗門人別御蚕帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－5

真言宗宗門人別寺内丁丁備中国小田郡有田村憎憎院 天保7年3月 1冊 270－6

浄土宗宗門人別御改帳小田郡有田村 天保7年3月 1冊 270－7

〔宗門人別御改帳〕備中国小田郡有田村教積院 天保7年3月力 1冊 270－8

宗門人別御改帳・真言宗宗門人別寺内帳・宗門御改惣 弘化2年3月～4年3月 3冊・合綴 270－9

寄書上帳拍備中国小田郡有田村

真言宗宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村教積院 嘉永1年3月 1冊 270－10

〔宗門人別帳〕備中国小田郡有田村百姓代馬治郎・同年寄助 嘉永2年3月 1冊 166－2

右衛門・同庄屋見習濃寿治・同庄屋菊右衛門→郷原御役所

浄土宗門人別露霜中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 271－1

真言宗人別御改帳備中国小田郡有田村 慶応2年3月 1冊 271－3

宗門人別寺内帳備中国小田郡有田村真言宗直積院 慶応2年3月 1冊 271－4

真言宗門人別御改帳備中国小田郡有田村 慶応4年3月 1冊 271－5

真言宗門人別御中帳・宗門人別寺内帳・宗門御三惣寄 明治3年3月 4冊・合綴 271－6

書上帳・御条目五人組帳小田郡有田村

真言宗人別御払帳・家数人別増減書上帳・御仕置五人 明治4年3月 3冊・合綴 271－2

組帳小田郡有田村
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社務人別書上帳備中国小田郡有田村式内在田神社社務従 明治4年3月 1冊 289－1

五位下清水国重

宗門人別書付帳備中国小田郡有田村真言宗教積院 明治4年3月 1冊 289－2

寺院持貢租付地書上帳小田郡有田村 4月7日戌 1冊 288

篠坂村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

田畑起高名寄帳篠坂村力。虫損甚大 嘉永8年目明治 1冊 54－4

地価取調帳拍　大縄場備中国小田郡篠坂村朱書「三冊 1冊 206－5
ノ内三番」・「役第四号三」

地券田反別代価回附帳備中国小田郡篠坂村 明治5年11月 1冊 283

旧大井村役場文書

大戸村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

戌年三小入用帳大戸村 享和3年1月 1冊 280－1

亥面出小入用帳面中国小田郡大戸二二組 享和4年1月 1冊 280－2

子二村小入用帳二言国小田郡大戸村東組 文化2年1月 1冊 280－3

純理村墨入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化3年1月 1冊 280－4

寅脚質小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化4年1月 1冊 280－5

卯年村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化5年1月 1冊 280－6

丁年丁丁入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化6年1月 1冊 280－7

巳二村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化7年1月 1冊 280－8

午年子小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化8年1月 1冊 280－9

未年村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化9年1月 1冊 280－10

申年村小入用帳備中国小田郡大戸村東組 文化10年1月 1冊 280－11

〔村小入用帳〕備中国小田郡大戸村東組 1冊 280－30

内見帳備中国小田郡大戸村東組 1冊 307－3
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土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

田方御検地帳写備中国小田郡大戸村西組 文久2年8月 1冊 303

田畑高免合反別御取箇米銀員其外上納物書上帳備中 慶応4年4月 1冊 278

国小田郡大戸村東組

池明細書上ヶ帳小田郡大戸村両組 明和4年 1冊 279

西谷水銀勘定帳 文政6年12月～明治8年4月25日 1冊 599

東谷水銀勘定帳大河西分 文政7年12月～明治8年4月25日 1冊 598

嘉永五年置正月ヨリ　田畑林山質物入証文留帳大戸 嘉永5年1月～嘉永7年 1冊 722

面分

東大戸村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

内見帳備中国小田郡東大戸村

?X合併立代金勘定帳東大戸村

明治5年9月

ｾ治5年12月～8年12月

1冊

P冊

307－4

U01

旧新山村役場文書

新賀村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

回申定補物村入用別紙帳新賀村 天保7年ll月26日 1冊 280一屡2

当戌村小入用別紙帳小田郡四賀村 天保9年11月8日 1冊 280－13

当町村小入用別紙帳小田郡新賀村 天保10年11月25日 1冊 280－14

寅町村小入用帳小田郡新賀村 天保13年1月 1冊 280－15

卯郷村小入用帳小田郡新賀村 天保14年1月 1冊 280－16

巳年村小入用帳小田郡新旧村 弘化2年1月 1冊 280－17

高年村小入用帳小田郡新賀村 弘化3年1月 1冊 280－18

高年高小入用帳小田郡三賀村 嘉永3年1月 1冊 280－19

当辰村小入用別紙帳小田郡新賀村 安政3年11月27日 1冊 280－20

当午村小入用別紙帳小田郡新賀村 安政5年 1冊 280－21
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岡山県笠岡市役所引継文書／旧新山村役場文書／新賀村関係／村政一般

当申村小入用別紙帳小田郡新賀村

毎年村小入用帳小田郡新郎村

亥寒村小入用帳小田郡厚賀三

岳丑村小袖用別紙帳　小田郡厚賀三

岳辰村小味用別紙帳小田郡厚賀村

万延1年11月 1冊 280－22

文久2年1月 1冊 280－23

文久3年1月 1冊 280－24

慶応1年11月 1冊 280－25

明治1年1月 1冊 280－26

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

田畑売渡質物入証文控新口村庄屋増右衛門 安政6年1月目文久1年10月 1冊 545

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

早渡上作普請入用勘定帳新賀村 安政1年12月～明治8年4月25日 1冊 481－4

旧城見村役場文書

大宜村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治八亥年村費書出し帳小田郡大宜村 明治9年3月 1冊 280－27

明治十年一月ヨリ三月迄村費取調帳小田郡大宜村 明治10年1月～3月 1冊 280－28

明治十年四月ヨリ六月自村費取調帳小田郡大宜村 明治10年4月～6月 1冊 280－29

丁丁村費割賦帳小田郡大二村 明治9年3月 1冊 308－14

ケ年村費書出シ帳小田郡大憎憎 明治9年12月 1冊 308－10

村費七歩五厘取立帳小田郡大宜村 明治9年12月 1冊 308－15

明治十年村費帳備中国小田郡大宜村 明治10年10月 1冊 308－5

明治十年村費帳備中国小田郡大宜村 明治11年1月～年3月 1冊 308－6

明治十一年村費帳小田郡大宜村 明治11年 1冊 308－4

明治十三年村費帳小田郡大宜村 明治14年1月～15年1月 1冊 308－8

協議費収入簿　小田郡大宜村 明治15年 1冊 309－4

明治十四年分協議費割賦取立帳小田郡大宜村 明治15年1月 1冊 309－1
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明治十六年分協議費取調割賦帳小田郡大宜村

ｾ治十六年分協議費収入簿小田郡大宜村

明治17年1月

ｾ治17年1月

1冊

P冊

309－3

R09－5

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

実地丈量二付諸入費帳小田郡大宜村 明治8年1月ヨリ 1冊 294－1

丈量入費並戸別割共取立帳大宜村 明治9年2月 1冊 294－2

明治八年山藪税取立帳小田郡大宜村 明治8年 1冊 299－1

地方税・民費百分野五割賦取立帳副戸長松浦由之助 明治11年12月 1冊 297－1

明治十二年一月六月迄　地方税地価割賦取立帳小田 明治12年1月 1冊 297－2

郡大宜村

地租金取立帳小田郡大三山 明治9年 1冊 306－1

御租税納二大宜村 明治8年12月 1冊 300－1

明治十年地価据帳小田郡小三区大招電 明治10年11月 1冊 296－1

地価据帳 明治12年7月1日改 1冊 296－4
，

地価据帳小田郡大宜村戸長役場 明治13年7月1日改 1冊 296－3

地価丁丁　小田郡小三区大宜村戸長役場 明治14年7月1日 1冊 296－2

地価据帳小田郡大宜村 明治15年12月改 1冊 296－5

二二田方合三下調帳備中国小田郡大宜村 明治10年 1冊 301

明治九年非常旱災二付拾ヶ年賦延納金取立帳・拾ヶ年
株q借返納収入帳簿・拾ヶ年賦拝借金返納取立帳小

明治11年4月～14年 5冊・合綴 298－3

田郡大二村

明治九年非常三災二藍拾ヶ年賦延納貸附帳小田郡大 明治 1冊 298－2

宜村

明治十年非常旱二二付　五ヶ年賦延納金取立帳・明治　　　　　　　　　　　　　　　　　五ヶ年賦拝借延十年非常旱災日付　田方郡券税之内

[金取立帳・明治十年非常旱二二付　田方地券税之内
@五ヶ年賦拝借延納金取立帳・明治十年非常旱堺田付
@五ヶ年出歯納金取立帳・明治十年非常旱災二付　田

明治11年～15年度 5冊・合綴 304－1

租五ヶ年賦延納金側入門小田郡大町村

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

溜池処々普請人足帳小田郡大宜村 明治10年1月ヨリ 1冊 295－1
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学事

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治十二年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大宜村 明治13年1月 1冊 310－3

明治十五年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大宜村 明治13年1月1日～16年2月 1冊 310－4

明治十三年学校諸費出納取調帳備中国大丁丁 明治14年1月 1冊 310－2

明治十四年学校諸費出納取調帳備中国小田郡大丁丁 明治15年1月 1冊 310－1

明治十六年学校費取調帳小田郡大宜村 明治17年1月 1冊 310－6

明治十七年学校諸費出納取調簿備中国小田郡大宜村 明治18年1月1日 1冊 310－5

茂平村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

地租相二二小田郡茂平村 明治11年4月～16年 1冊 284

地券書換証印税取立帳小田郡茂平村 明治11年5月 1冊 285

田方小前寄帳小田郡茂平村 明治10年12月 1冊 290

明治九年拝借返納金割賦帳小田郡茂平村 明治11年4月ヨリ 1冊 298－1

子地租金請取帳小田郡三小区茂平村 明治9年9月 1冊 300．2

戸別賦課課金請取帳小田郡茂平村 明治11年5月 1冊 300－3

卯地方税地価割賦請取帳小田郡茂平村 明治12年1月 1冊 300－4

船税・第二期漁業税・十二年度前半年分雑種税取立帳 明治12年7月 1冊 302
小田郡茂平村

凶歳田方収穫内見帳備中国第一大区小三区小田郡茂平村 明治10年10月～11月 1冊 307－1

用之江村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

審理入費曲用之江村 明治9年3月 1冊 308－1

明治九年村費帳小三区用之江村 明治9年 1冊 308－7

明治九年村費丁丁三区用之江村 明治9年 1冊 308－11

明治九年村費帳小三区用之江村 明治9年 1冊 308－12

明治十年村費帳小田郡用之江村 明治10年 3冊・合綴 308－13
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明治十一年村費帳小田郡用之江村 明治11年 1冊 308－2

明治十一年村費帳小田郡用之江村 明治11年4月 1冊 308－3

明治十五年度後半年協議費帳小田郡用之江村 明治16年7月 1冊 309－7

明治十六年度前半年協議費帳小田郡用之江村 明治16年～17年3月 1冊 309－8

明治十六年度後半年協議費帳小田郡用之江村 明治18年1月 1冊 309－2

明治十七年度前半年協議費帳小田郡用之江村 明治18年1月 1冊 309－6

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

地租金取立帳小田郡用之江村 明治9年 1冊 306－2

明治八亥年山野税取立帳小田郡用之江村 明治9年10月 1冊 299－2

明治十年租税延納金収入簿小田郡用之江村 明治12年2月 1冊 305

明治十年干災延納金書出帳小田郡用之江村 明治10年11月 1冊 291

凶歳田方収穫内見帳小田郡用之江村 明治10年11月 1冊 307－2

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

道路修繕人夫帳大字用之江 明治40年度 1冊 295－2
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　　　　　岡山県岡山市役所引継文書／旧幡多村役場文書／苅田村関係／土地・租税

岡山県岡山市役所引継文書

　　　　　旧幡多村役場文書

苅田村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治五壬申年租税皆済帳備前国上道晶晶田村朱印「第 明治6年5月 1冊 23－1

弐番会議所」

明治六年租税皆済帳・明治七年租税皆済帳備前国上道 明治7年5月～8年5月 2冊・合綴 23－4

郡苅田村

従天和三元禄三迄分改直田畑万高引帳上道郡苅田村 元禄3年12月 1冊 1．1

押印「第二番会議所」

上道郡苅田村永荒高引下県中田村名主治介・浅越村名主 享保9年 1冊 14－2

甚六郎・土方六左衛門　押印「第二番会議所」

御改正田畑高引高帳上道郡苅田村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 15－2

御晶晶御蔵払田畠発返・田畠開帳上道郡苅田村押印 元禄3年12月 1冊 4－1

「第二番会議所」。朱書「従天和3年元禄3迄分改直」

上道郡苅田村永荒畠内発返検地帳瀧川覚左衛門・那須 宝暦5年3月 1冊 7－2

惣七郎　押印「第二番会議所」

内道郡苅田村永上之内田を畑二直差響里下発返改帳 寛政5年9月 1冊 7－4

鵜飼権平・窪川七太夫　押印「第二番会議所」

上道郡刈田村田畑畝並製浅野清左衛門・野間源太兵衛 天保10年9月 1冊 9

上道郡苅田村土取畑田成三二近藤作之丞朱印「第弐番 宝永6年4年19日 1冊 18－1

会議所」

永荒之晶晶米改帳上道郡苅田村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 19－1

貯銭人別取立つ二二田村朱印「第二番会議所」 弘化3年 1冊 27

長駆高年々引方目録上道郡苅田村朱印「第二番会議所」 天保10年 1冊 29

荒手川内田方畝高書上帳上道郡苅田村朱印「第弐番会 宝永6年5月13日 1冊 30－1

議所」

内存書上帳苅田村 文化11年1月 1冊 10

上道郡刈田村百間川内筋城願上帳 10日未 1冊 31

上道郡刈田村百間川内筋城願上帳朱印r第弐番会議所」 文化5年9月 1冊 32

上道郡刈田村百間川内筋城願上帳朱印r第弐番会議所」 文化8年10月 1冊 33

苅田村郷中絵図 天保7年8月 1枚 19「1－4
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岡山県岡山市役所引継文書／旧幡多村役場文書／赤田村関係／土地・租税

赤田村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

従天和三元禄三周分改年畑測高引照上道郡赤田村 元禄3年12月 1冊 1－2

御課方御蔵払畠発返帳上道郡赤田村朱書「従天和3年元 元禄3年12月 1冊 4－6

禄3前山五山」。虫損甚大。開冊不能

上道郡赤田村永荒越恩返改血伊勢村弥兵衛・水野丈介 寛政5年9月 1冊 7－7

上道郡山田村畑土取面出成改血虫損甚大。開冊不能 正徳6年3月2日 1冊 8－1

上道郡赤田村永荒凶引改血幽幽甚大。開冊不能 宝暦5年3月 1冊 8－3

上道郡赤田村永荒〔高論帳〕土方六左衛門出血甚大。 享保9年 1冊 14－3

開冊不能

上道郡赤田鋸歯土取三田成改帳虫損甚大。開冊不能 5月22日亥 1冊 14－4

上道郡赤田村桶改帳河原幸次郎朱書「第五七〇号」 明和3年～文久1年 1冊 22－1

勅旨村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

戸口御改判形帳備前国上道郡勅旨村「第弐冊之内壱」 明治4年1月1日 1冊 28

貢額帳写勅旨村朱印「第弐番会議所」 明治5年5月 1冊 23－5

明治五壬申年租税皆済帳備前国上道郡勅旨村朱印「第 明治6年5月 1冊 23－3

弐番会議所」

土倉租税上税割賦帳備前国上道郡山山村朱印「第二番 明治5年11月 1冊 17－1

会議所」

当明治六年租税上納割賦帳備前国上道郡勅旨村 明治6年12月 1冊 17－2

当明治七年租税上納割賦虚血前国上道郡勅旨村 明治7年12月 1冊 17－3

勅旨村田畑島並帳面話中井村佐六郎 元禄16年8月～寛政4年8月 1冊 424－1

引地虚無御座分泌帳写書上帳勅旨村 元禄16年8月 1冊 424－2

荒手川内田田畑諸山書上帳勅旨村 1冊 30－2

上道郡勅旨村御百姓割帳 享保19年 1冊 25

上道郡勅旨村万引地永宇高引解服部半助 宝永6年9月3日 1冊 14－1

上道郡勅旨村永荒高引改帳土方六左衛門押印r第二番 享保9年 1冊 14－5

会議所」

上道郡勅旨村永荒高引帳長田八左衛門・的場六大夫押 天保10年9月 1冊 14－9

印「第二番会議所」

上道郡勅旨村古往還跡新開田畑検地帳山田杢右衛門 慶応4年8月 1冊 2－1

8
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岡山県岡山市役所引継文書／旧幡多村役場文書／勅旨村関係／土地・租税

御郡方御蔵払田畑発返・田畑開帳上道郡勅旨村押印 元禄3年12月 1冊 4．4

「第二番会議所」。朱書「従天和3年元禄3迄分改直」

上道郡勅旨村永荒内発返検地帳那須惣七郎・瀧川覚左 宝暦5年3月 1冊 7－1

衛門　押印「第二番会議所」

上道郡勅旨村永荒事内発返改帳鵜飼権平・番川七大夫 寛政5年9月 1冊 7－5

押印「第二番会議所」

上道郡勅旨村永荒発射改帳守井貞作押印「第二番会議 慶応4年閏4月 1冊 7－8

所」

上道郡勅旨村心高帳　山方　河原幸次郎　朱書「第567 明和3年 1冊 13－5

号」。朱印「第弐番会議所」

上天和三元禄三界分三智田畑万障引帳上道郡勅旨村 元禄3年12月 1冊 1－3

押印「第二番会議所」

上道郡勅旨村当葬祭内発地改帳長田八左衛門・的場六 天保10年9月 1冊 21－2

太夫　虫損甚大。開白不能

上道郡勅旨村母方即成改押明彦左衛門朱印r第弐番会 宝永6年4月19日～享保2 1冊 18－2

議所」 年6月3日

永荒之内平米改帳上道郡勅旨村朱印「第弐番会議所」 明治4年5月 1冊 19－2

上道郡勅旨村百間川内源所外城見分帳朱印「第弐番会議 宝暦7年4月 1冊 34
所」

沢田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

上道郡沢田村邑方御検地帳那須惣七郎貞享3年・貞享 宝暦5年3月29日 1冊 3－1

．4年・元禄3年・宝永3年の検地改分

上道郡沢田村新開方御検地帳那須惣七郎寛永7年・正 宝暦5年3月 1冊 3－2

徳元年・享保15年・の検地改分

上道郡沢田村新々開方御検地帳石原半七郎・前原清治 宝暦5年3月29日 1冊 6

郎・久保田六郎左衛門・滝川覚左衛門・那須惣七郎

上道郡沢田村永荒之内帯斗代下一返改革伊勢村弥兵 寛政5年9月 1冊 7．6

衛・水野丈介　押印「第二番会議所」

上道郡沢田村桶改帳河原幸次郎朱書「第571号」 明和3年～元治2年5月 1冊 13－1

上道郡沢田村永荒高引改帳那須惣七郎・瀧川覚左衛門 宝暦5年3月 1冊 14－6

上道郡沢田村永荒高引改帳長田八左衛門・的場六大夫 天保11年5月 1冊 14－7

上道郡苅田村永荒高趣帳浅野清左衛門・野間源太兵衛 天保10年9月 1冊 14－8

押印「第二番会議所」

上道郡沢田軽率荒事内発地盛帳長田八左衛門・的場六 天保11年5月 1冊 21－1

太夫

前寺領畑取調差引帳上道郡沢田村 明治4年8月 1冊 20

御改正田畑高自転帳上道郡沢田村 明治4年5月 1冊 16－1
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岡山県岡山市役所引継文書／旧幡多村役場文書／沢田村関係／土地・租税

御改正田畑取調差別帳上道郡沢田村

�O国上道郡沢田村地図

明治4年5月 1冊

P冊

16－2

P91－3

藤原村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

上道郡藤原村雨往還跡新開田畑検地帳山田査右衛門 慶応4年8月 1冊 2－2

虫損甚大

御伊方御蔵払田畑丁丁帳上道郡藤原村朱筆「従天和3年 元禄3年12月 1冊 4－2

元禄3迄各改置」

〔上道〕郡藤原丁丁土取丁田成改丁虫損甚大・開冊不能 正徳6年 1冊 8－2

上道郡藤原村土取跡改帳虫損甚大・開冊不能 1冊 8－4

元禄九年忌敷引地高引改帳上道郡藤原村　虫損甚大・ 宝暦6年～宝永6年 1冊 11

開冊不能

〔破　損〕上道郡藤原村溝発帳上道郡藤原村　虫損甚 延宝3年 1冊 12
大・開冊不能

上道郡藤原村桶改帳　仁方 明和3年享和3年～慶応2年 1冊 22－2

〔破　損〕藤原村盛代発露破損甚大 1冊 726

〔上道郡藤原村絵図〕上道郡下村田淵弥三郎 天保6年 1枚 191－11

関村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治五壬申年租税皆済帳備前国上道郡関村 明治6年5月 1冊 23－2

御造方御蔵払田畠発熱帳上道郡関村朱筆「従天和三年 元禄3年12月 1冊 4－3

元禄三迄各改置」。虫損甚大・三三不能

上道郡関村永表内発返照帳水野丈介・伊勢村弥兵衛 寛政5年9月 1冊 7－3

御改正田畑高引改帳上道郡関村 明治4年5月 1冊 15－1

〔関村地図〕 1枚 191－5
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高屋村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

上道郡高屋村古往還跡新開田畑検地帳山田杢右衛門

纉ｹ郡高屋村桶改帳　組方河原幸次郎朱書「第573号」

芍?ｳ田畑高雄郷帳上道郡高屋村

慶応4年8月

ｾ和3年

ｾ治4年5月

1冊

P冊

P冊

2－3

P3－4

P5－3

荒井村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

備前国上道郡荒井村御検地帳波多野武左衛門・蒔田四郎

@右衛門

明暦2年3月3日 1冊 5

宗務

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

産土神改　荒井村　里正岩藤弥次郎控

Y土神改　荒井村戸長河合武平次控

明治5年1月

ｾ治5年1月

1冊

P冊

24－1

Q4－2

清水村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

上道郡清水村軒樋帳

纉ｹ郡清水村桶改帳

河原幸次郎

ﾍ原幸次郎

朱書「第571号」

驤�u第弐番会議所」

明和3年

ｾ和3年

1冊

P冊

13－2

P3－3
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今谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

御詠臨御蔵払田畠開帳上道郡今谷村朱筆「従天和3年元
@禄3二二二二」。虫損甚大。晶晶不能

元禄3年12月 1冊 4－5

兼基村関係

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

河溝道路堤三等取調表備前国上道郡兼基村 明治19年 1冊 26

旧大野村役場文書

大安寺村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

御野郡大安寺村田畑畝並帳浅野清左衛門・羽原次郎右 天保6年9月～安政5年9月 1冊 55－1

衛門

御野郡大安寺領内矢板笹ヶ瀬堤添砂置永荒高引帳浅 天保6年9月 1冊 56
野清左衛門・羽原次郎右衛門

〔年貢割付帳〕大安寺二分 天保6年9月 1冊 718

辻村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

畑野郡辻村田畑畝蝿帳赤堀長四郎・吉田嘉源次 天保6年4月 1冊 55－2
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　　　　　岡山県児島市役所引継文書／旧長浜村役場文書／長浜村関係／土地・租税

岡山県児島市役所引継文書

　　　　旧長浜村役場文書

長浜村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

児島郡長浜村新発帳 寛文9年9月18日 1冊 51

大畠村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

児島郡大畠村田畑畝並帳長田八左衛門・的場清太夫 天保12年4月 1冊 52

田畑屋敷名寄帳　児島郡大畠村 明治10年9月改 1冊 53－1

田畑屋敷名寄帳　児島郡大畠村 明治10年9月改 1冊 53－2

田畑屋敷名寄帳児島郡大畠村 明治エ0年9月改 エ冊 53－3

二二村役場文書

上村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

児島郡上邑田方御名寄帳 天保13年 1冊 54－1

下村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

児島郡下村高名寄帳　名主請持上村弥太郎

剴㈹S下村畑方名寄帳　名主□八郎

安政3年9月改 1冊 54－2

T4－3
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岡山県邑久郡邑久町役場引継文書





　　　　岡山県邑久郡邑久町役場引継文書／旧笠加村役場文書／箕輪村関係／土地・租税

岡山県邑久郡邑久町役場引継文書

　　　　　　　旧笠加村役場文書

箕輪村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

邑久郡箕輪村揚土畑御改帳邑久郡箕輪村名主上笠加村入 貞享5年7月晦 1冊 35
江六兵衛控　「邑久郡箕輪西新川筋田畑改帳」

邑久郡箕輪村田畑引地御改帳 元禄3年11月13日 1冊 36

揚土畑御改血邑久郡箕輪村 貞享5年7月晦 1冊 37

占方　□□御普請帳箕輪村名主上笠加村六兵衛 1冊 41

邑久郡箕輪丁丁改丁　西方 明和3年 1冊 38－1

箕輪丁掛丁丁換記帳 明治15年 1冊 38－2

御改正田畑高引改帳　邑久郡箕輪村 明治4年5月 1冊 42－3

畝並帳奥寄書上箕輪村 明治4年8月 1冊 47

畝並帳奥寄仕出増減目録色久郡箕輪村 明治4年8月 1冊 47

備前国邑久郡箕輪村地図　箕輪村戸長三宅豊吉他5名→岡 明治13年11月 1冊 191－6

山県令高崎五六

上笠加村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔上笠加村名寄帳〕邑久郡 天保10年4月 1冊 40

御改正田畑高引跡帳邑久郡上笠加村 明治4年5月 1冊 42－2

御改正田畑取調差別帳 明治4年5月 1冊 44

前社領御上り知紙帳　邑久郡上笠加村 明治4年8月 1冊 46

下笠加村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

邑久郡下笠加村永荒高引帳浅野清左衛門・野間源太兵衛 天保10年4月 1冊 39
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御会所入　邑久郡下笠加村永荒引地改帳下笠加村太郎
　兵衛・長沼村新介・土方六郎兵衛

正徳3年8月21日 1冊 45

笠加新村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

笠賀新村田方御検地帳・邑久郡之内笠賀新村畠田帳
@大村定平

寛永10年9月～11年3月29日 2冊・合綴 166－1

南谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治五壬申年租税皆済帳・明治五壬申年租税皆済帳・ 明治6年5月～7年5月 4冊・合綴 43
明治七年租税皆済帳・明治六年租税皆済帳南谷村・

下笠加村

御改正田畑高引改帳邑久郡南谷村 明治4年5月 1冊 42－1
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岡山県苫田郡加茂町役場引継文書





　　　　岡山県苫田郡加茂町役場引継文書／旧西加茂村役場文書／西加茂村関係／村政一般

岡山県苫田郡加茂町役場引継文書

　　　　　　　旧西加茂村役場文書

西加茂村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

岡山県乙調達・地押関係能心得書東北條郡中原村外 明治19年3月13日～20年 2冊・合綴 518－1

四ヶ日戸長役場委員　貼札「苫田郡西加茂村役場　保存期限

永年番号第四四号」

明治十九年従一一月　岡山県酉脚達東北条郡第五部戸長 明治19年1月 1冊 518－2

回忌　貼札「苫田郡西加茂村役場　保存期限永年　番号第四
五号」

明治廿年一月ヨリ十二月迄・二二一年一月ヨリ　岡山
ｧ達丙号東北聾児中原村外四ヶ村戸長役場貼札「苫田郡西

明治20年1月～21年 1冊 518－4

加茂村役場　保存期限永年　番号第五五号」

明治廿一年一月ヨリ　岡山県薫煙号東北條郡中原村外 明治21年 1冊 518－5

四ヶ村戸長役場　貼札「苫田郡西加茂村役場保存期限永年
番号第五八号」

明治廿弐年　岡山県制号訓令東北條郡中原村外四ヶ村戸 明治22年 1冊 518－6

長役場　貼札「苫田郡西加茂村役場保存期限永年　番号第
六一号」

明治廿九年　岡山県訓令早言西加茂村役場貼札「苫田 明治29年 1冊 518－11

郡西加茂村役場　保存期限永年　番号第八二号」

自明治二十年壱月至明治二十年五月　岡山県県令・告 明治20年1月～5月 1冊 518－3

示東北条郡西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂村役場保存
期限永年　番号第五四号」

明治弐拾壱年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西 明治21年 1冊 519－1

加茂村役場　保存期限永年　番号第五七号」

明治廿弐年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治22年 1冊 519－2

村役場　保存期限永年　番号第六二号」

明治廿三年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治23年 1冊 519．3

村役場　保存期限永年　番号第六六号」

明治廿四年分　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西 明治24年 1冊 519－4

加茂村役場　保存期限永年　番号第六七号」

明治廿五年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治25年 1冊 519－5

村役場　保存期限永年　番号第七〇号」

明治廿六年　岡山県報西加茂村役場貼札「苫田郡西加茂 明治26年 1冊巳 518－7

村役場　保存期限永年　番号第七二号」

明治廿七年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治27年 1冊 518－8

限永年　番号第七六号」

明治廿八年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治28年 1冊 518－9

限永年　番号第七九号」

明治廿九年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治29年 1冊 518－10

限永年　番号第八一号」

明治三十年　岡山県報貼札「苫田郡西加茂村役場保存期 明治30年1月～10月 1冊 518－12
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岡山県苫田郡加茂町役場引継文書／旧西加茂村役場文書／西加茂村関係／村政一般

限永年　番号第八五号」

明治三拾年　岡山県報 西加茂村役場 貼札「苫田郡西加 明治30年10月～12月 1冊 518－13

茂村役場　保存期限永年 番号第八六号」
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岡山県下出所不明文書





岡山県下出所不明文書／出所不明文書／窪屋郡関係／村政一般

岡山県下出所不明文書

出所不明文書

窪屋押回係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

備中国賀陽郡湛井堰起立並明細書上帳都宇郡上庄村庄 嘉永7年8月 1冊 224

屋内田八年時　朱印「第七拾五号」

決議書〔湛井十二ヶ郷に係わる諸費・経費につき〕井 明治16年5月30日 1冊 222－2

組十ニケ郷連合会議員都宇郡山地村犬飼篤太郎他15名　朱
印「第七十九号」

二二十二ヶ郷専務委員並二関野村々戸長へ対スル請求 明治16年7月30日 1冊 553

書備中国都宇郡大福村・古新田村朱印「第七拾七号」。押
印「佐野為一郎」

明治十五年度后半期同十六年度前半期十二ヶ郷諸入費 明治17年1月7日 1冊 552
賦課帳戸長池上達治他16名　朱書「第七＋八号弐冊ノ内」

絵図面〔拾六番字松井〕窪屋郡山手宿村高谷顕一 1枚 536

〔書面願之趣聞届地券朱書ヲ加へ下渡候事〕窪屋郡長林 明治12年12月19日 1枚 646

孚一

旧領主蒔田広徳殿ヨリ御酒料被下配賦帳・旧領主蒔田 明治24年3月21日 2冊・合綴 585

広徳殿ヨリ貧民之直江被下米配賦帳

出所不明

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明治拾五年協議費取立国労杉一郎 明治16年力 1冊 376－1

〔受取帳〕表紙欠 明治17年1月 1冊 101－32

城下町絵図〔岡山城下〕 1枚 191－1

備中国一面罵図都合十一郡 1枚 191－9

〔図面一括〕字幸崎 一括 196－5

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

備前国津高郡野取村御検〔地帳〕加藤二郎左衛門・高野
@三郎左衛門

明暦2年3月28日 1冊 50
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岡山県下出所不明文書／出所不明文書／出所不明／土地・租税

〔備前国検地帳〕蒔田四郎右衛門・波多野武左衛門　虫 明暦2年3月3日 1冊 526
損。一部開披不能

〔年貢割付帳〕大庄屋邑久郡大ヶ嶋村〔破損〕 天保11年4月 1冊 716

〔土取跡改帳〕虫損甚大。開冊不能 寛政3年2月改 1冊 8－5

年々谷々水代銀取立小人別書出帳 文久1年～明治8年 1冊 600

池成川成溝成溝之符並永荒起業茶柿山林年貢拍　上 安政6年改 1冊 274
村・下村・中村・鬼田村他

東沼反別野取帳 1冊 96－2

堤外反別取調野帳 1冊 96－5

〔地籍下調帳〕表紙欠 1冊 96－7

〔地籍下調帳〕破損甚大 1冊 96－8

〔社寺領寄附原由並高反別書上等書写雛形〕小田県権 明治7年11月 1冊 182
令矢野光儀・参事益田包義

〔名寄帳〕表紙欠。吹上村・柳田村 嘉永～明治 1冊 54－5

〔田方名寄帳〕久米村・上足守村等 明治 1冊 253－4

土地所有者名寄帳字劔下・字折回蛸等 1冊 238－2

磐梨郡物理下村定免相之事梶川三次兵衛 延宝3年10月15日 1枚 735

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔明治四十三年度前田道路修繕費控〕 明治43年度 1冊 308－9
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