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鳥取県下町村役場引継文書　解題

出所・作成：溝口町役場（現・伯者町）・華南町役場（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

年代：元和4年～明治17年

物的状態：（数量）821件

出所の履歴：

　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、溝口町（現・伯替町）・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。

　溝口町役場引継文書は、日光村役場（旧金沢村役場・旧米原村役場経由）と二部村役場（旧二部村役

場・旧野上村役場経由）から引き継いだものであり、元々は大内村・添谷村・富江村・吉原村・二部宿・

畑池村（畑中村・池田村）・福岡村（郷原村・下代村・上代村）・三部村・福吉村・福島村・船越村・焼

杉村・福居村（上名村・藤屋村・須町村）に関わる文書である。

　阿南町役場引継文書は、山上村役場（旧笠木村役場・四聖万来村役場・甲佐木谷村役場・旧茶屋村役

場・旧福寿実村役場経由）から引き継いだものであり、元々は笠木村・水谷村・下多田村・見田村・葉

侶村・二部門・三郷村・狩場村・佐木谷村・大戸村・一国村・大内谷村・矢原村・狩屋原村・潤谷村・

小濁村に関わる文書である。

　福栄村役場引継文書は、旧豊栄村役場・旧福塚町村役場・旧神州村役場から引き継いだものであり、

元々は豊栄村・大坂村・福塚村・宮田村・高代村・白谷村・神福村・男時原村・神戸村・中野村・井原

村に関わる文書である。

　大宮村役場引継文書は、旧平賀村役場・旧菅沢村役場から引き継いだものであり、元々は折渡村・宝

谷村・榎寺内村・大宮宿・菅沢村に関わる文書である。

　日野村役場引継文書は、旧渡村役場から引き継いだものであり、元々は奥別所村・本郷村に関わる文

書である。

　これ以外に、不明文書として鳥取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：

　本文書群のなかでも溝口町役場引継文書が全体の八割近くを占める。文書は江戸町から明治初期にか

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、とりわけ江戸後期に作成さ
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れた文書が多い。溝二口町役場引継文書のなかで中核を占めるのは二部村役場から引き継がれたものであ

り、その中でも最も多いのが二部宿に関わる文書である。

　溝口町以外では、琴南町役場引継文書がこれに次ぎ（全体の1割弱）、内容は溝口町と同じような構成

となっている。このうち7割を占めるのは旧佐木谷村役場から引き継いだ佐木谷村に関わる文書である。

　これ以外の福栄村役場引継文書・大宮村役場引継文書・日野村役場引継文書は数量としては少ない。

内容は江戸期から明治初期にかけての土地および租税に関するものが大半である。

　不明文書は、すべて日野郡に関わるものである。

溝ロ町役場引継文書

出所・作成：溝口町役場

資料記号：34C

年　　代：元和年間～明治15年

物的状態：（数量）639件

出所の履歴：

　溝口町は、昭和29年4月1日に溝口町と二部村、および日光村の一部（全村の三分の二にあたる大字栃

原・大滝・大坂・富江・男子・添谷・大内）が合併して誕生した。

　合併前の溝口町は、昭和6年9月に溝口村と旭村が合併して誕生した。それ以前は、大正3年2月に溝口

村・金岩村・栄村が合併している。旭村は、明治22年10月1日の町村制施行時に父原村・荘村・中祖村・

宇代村・古市村が合併、金岩村は、岩立村と金屋谷村が合併、栄村は、白水村と根雨原村が合併して出

来た村である。なお、旭村は単独の役場であったが、溝口村・金岩村・栄村は組合役場であった。

　二部村については、大正10年12月に二部村・野上村が合併しているが、二部村は明治22年10月1日の町

村制施行時に二部村・畑池村（明治10年に畑中村・池田村が合併）・福岡村（明治10年に郷原村・下代

村・上代村が合併）が合併、野上村は三部村・福吉村（旧外構村）・福島村・船越村・福居村（明治10

年に上名村・藤屋村・須鎌村が合併）・焼杉村が合併して誕生した村である。なお、二部村と野上村は

組合役場であった。

　日光村は、大正7年4月に米原村・金沢村が合併して誕生した村である。明治22年の町村制施行時には、

米原村は大河原村・吉原村・栃原村・大滝村が合併、金沢村は大坂村・富江村（旧小浅村）・福兼村（明

治10年に福永村・末弊村が合併）・添谷村・大内村が合併して出来た村である。なお、米原村と金沢村

も組合役場であった。

　町村制施行以前については、明治16年3月1日からの連合戸長役場制度（大小区制を廃止し戸長役場

制へ移行したのは明治12年1月から）で第一連合は、二部宿・福島村・三部村・父原村・福吉村・拠

村・福居村・焼杉村・畑池村・福岡村から構成（役場は二部宿）、第二連合は、溝口宿・古市村・中祖村・

荘村・宇代村・大江村・長山村・上野村・金屋谷村・岩立村・谷川村・宮原村・大倉村・富江村・岡谷
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村・福兼村・大内村から構成（役場は溝口宿）、第四連合は、大坂村・白水村・大瀧村・栃原村・根雨原

村・柿原村・吉原村・大河原村から構成（役場は大坂村）された（下線部があるものが当該文書群関係）。

　戸長役場制以前の区制・大小区制時代は、明治5年に定められた区では、日野郡全体で10区あり、当

該文書群に関わる第九十九区には、柿原・根雨原・白水・大坂・末鎌・福永・大倉・大河原・栃原・大

滝・吉原・大内・漆谷・富江の14ヶ村が、第百区には、宇代・中祖・荘・古市・父原・三部・福吉・遍

島・船越・藤屋・須鎌・上名・焼杉・二部宿・畑中・池田・郷原・下代・上代の19ヶ村が属した（下線

部があるものが当該文書群関係）。

　明治6年12月からの大小区制では、日野郡は十五大区・十六大区の2大区となり、当該文書群に関わ

るものとしては、第十五大区小二区が大河原・吉原・大滝・材原・柿原・根雨原・大坂・白水・大倉・

富江．・福永・末鎌・添谷・太内の14ヶ村、小三区が郷原・上代・下代・畑中・池田・二部宿・上名・焼

杉・須鎌・藤屋・船越・福島・福吉・三部・父原・古市・荘・中祖・宇代の19ヶ村が属した（下線部が

あるものが当該文書群関係）。

範囲と内容：

　当館所蔵の溝口町役場引継文書は、三回の引継を経た文書群である。まず、最終的な出所と見られる

溝口町は、日光村と二部村から文書を引き継いだ。そして、日光村は金沢村と米原村から、二部村は二

部村と野上村から文書を引き継いでいる。さらに、金沢村は大内村・添谷村・富江村から、米原村は吉

原村から、二部村は二部宿・畑池村（畑中村・池田村）・福岡村（郷原村・下代村・上代村）から、野上

村は三部村・福吉村・福島村・船越村・焼杉村・福居村（上名村・藤屋村・三野村）の文書を引き継い

でいた。この過程を図で示すと以下のようになる。

　　　　　　　　大内村　　　　　　金沢村

　　　　　　　　添舗諺21、1）

　　　　　　　　富江村

　　　　　　　　吉原村一→米原村
　　　　　　　　　　　　　　　　（明22．10．1）

　　　　　　　　二部宿　　　　　　二部村

繍］繭1諮畑村諺21、1）

lll莉測
　　　　　　　　三部村

　　　　　　　　繍

　　　　　　　　講

1鰯刊轡

合併
（大74）

合併
（大10．12）

日光村

野上村

合併
（明22．10．1）

二部村

合併
（昭29．4．1）

溝口町
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　旧日光村役場文書は、旧金沢村役場および旧米原村役場から引き継いだものであり、日光村に直接関

わる文書は無い。旧金沢村役場文書も金沢村に直接関わる文書は無く、大内村（7点）・添谷村（7点）・

富江村（14点）が作成および保管していた文書合計28点からなる。内容は改帳など土地関係が中心であ

り、作成時期は江戸期から明治期まで広範囲にわたる。

　旧米原村役場文書も米原村に直接関わる文書は無く、吉原村が作成および保管していた文書3点から

なる。内容は明治6年に作成された地券証下心願帳のみである。

　旧二部村役場文書は、旧二部村役場および旧野上村役場から引き継いだものであるが、合併後の二部

村および合併前の二部村・野上村に直接関わる文書は無い。合併前の旧二部村役場から引き継がれたと

考えられる文書は、二部宿（129点）・畑池村（合併前の畑中村38点・池田村36点）・福岡村（2点：そ

の他に合併前の郷原村26点・下代村32点・上代村71点）が作成および保管していた文書334点から

なる。内容は土地関係の文書がほとんどであり、作成時期は江戸期から明治期まで広範囲にわたる。

　旧野上村役場から引き継がれたと考えられる文書は、三部村（68点）・福吉村（40点）・福島村（36点）・

船越村（40点）・福居村（1点：その他に合併前の上名村26点・藤屋村31点・須鎌村9点）・焼杉村（23

点）が作成および保管していた文書274点からなる。内容は土地関係の文書がほとんどであり、作成時

期は江戸期から明治期まで広範囲にわたる。

　なお、大正10年の合併前の旧二部村役場文書および旧野上村役場文書はそれぞれ別々のサブフォンド

グループと見なすことも可能であるが、大正10年の合併後、両役場文書は二部村役場で現用文書として

使用されていたと見られるため、合併後の二部村役場文書をサブフォンドグループとした。また、同様

に大正7年の合併前の旧金沢村役場および旧米原村役場の扱いについても、合併後の日光村役場文書を

サブフォンドグループとした。

伯山町役場引継文書

出所・作成：上露町役場

資料記号：34C

年　　代：天保14年～明治6年

物的状態：（数量）106件

出所の履歴：

　昭和34年4月1日、伯南町・高宮村・多里村・福栄村・石見村が合併して誕生したのが日南町である。

このうち伯南町は、昭和30年5月20日に山上村と日野上村が合併した村であるが、当館所蔵文書に関

わる山上村は明治22年10月1日の町村制施行の際、福寿実村・茶屋村・福万来村・笠木村・佐木谷村

が合併して誕生したものである。さらに、笠木村は明治10年5月に小雀村・水谷村・画嚢村・大原村・

日谷村・影村・仁山・鉄穴村が、福万来村は同年月に狩場村・二部村・見田村・下多田村・葉侶村・尾

郷村が、茶屋村は同年月に大戸村・細屋村・矢原村・大内谷村が、福寿実村は同年月に狩屋原村・潤谷
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村・小濁村が合併したものである。

範囲と内容：

　当館が所蔵する伯南町役場引継文書は、昭和30年または34年の合併後に廃棄されたと考えられるも

のである。ただし、最終的な引継先と廃棄を行った役場は日南町・伯南町のいずれかは定かではないが、

内容は合併前の山上村役場に引き継がれた文書群（福寿実村・茶屋村・福万来村・笠木村・佐木谷村）で

あり、山上村役場が現用文書としてある時期まで使用していた文書である。

　旧山上村役場文書は、旧笠木村役場・旧福万来村役場・旧佐木谷村役場・旧茶屋村役場・旧福寿実村

役場から合併により引き継いだ文書である。旧笠木村役場から引き継いだ文書は、笠木村（江戸期の各

村上納帳・差別帳の合帯2点）・水谷村（安政期の差引帳1点）に関わるものである。

　旧福万来村役場から引き継いだ文書は、下多田村（文久期の上納帳1点）・見田村（文久期の上納帳・

差引帳の2点）・葉侶村（文久期の上納帳1点）・二部村（文久期の上納帳1点）・尾郷村（幕末期の差引

帳・上納帳の2点）・狩場村（文久期の上納帳・差引帳の2点）に関わるものである。

　旧佐木谷村役場から引き継いだ文書は、佐木谷村（幕末から明治初期にかけての下渡願帳70点）に関

わるものである。

　旧茶屋村役場から引き継いだ文書は、大戸村（幕末期の差引帳・上納帳の4点）・細屋村（幕末期の差

引帳・取分帳・取調帳・上納帳の6点）・大内谷村（幕末期の差引帳・取分帳・上納帳の4点）・矢原村

（幕末期の取調帳・上納帳の3点）に関わるものである。

　旧福寿実村役場から引き継いだ文書は、狩屋原村（幕末期の書上帳・上納帳の2点）・潤谷村（幕末か

ら明治初期の書上帳・上納帳・下渡願の3点）・小濁村（文久期の上納帳・差引帳の2点）に関わるもの

である。

福栄村役場引継文書

出所・作成：福栄村役場

資料記号：34C

年　　代：弘化2年～明治6年

物的状態：（数量）29件

出所の履歴：

　昭和34年4月1日、伯南町・高宮村・多里村・福栄村・石見村が合併して誕生したのが日南町である。

このうち福栄村は、明治22年10月1日の町村制施行の際、豊栄村・福塚村・神福村が合併して出来た

村である。さらに、豊栄村は同年月に大坂村と上坂村が、福塚村は明治10年5月に高代村・宮田村・白

谷村が、神福村は同年月に神戸村・飛時原村・中野村・井原村が合併して誕生した村である。
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範囲と内容：

　当館が所蔵する福栄村役場引継文書は、昭和34年の合併後に廃棄されたと考えられるものである。た

だし、内容は合併前の福栄村役場に引き継がれた旧豊栄村役場文書・旧福塚村村役場文書・旧子福村役

場文書であり、福栄村誕生後の文書は含まれていないため、出所表題は福栄村役場引継文書とした。

　旧豊栄村役場文書は、豊栄村（明治初期の願帳2点）・大坂村（明治初期の下調帳・反別帳・地券下渡

願帳の5点）に、旧福塚村役場文書は、福塚村（明治期の南洋2点）・宮田村（明治初期の反別帳1点）・

高代村（明治初期の取分帳1点）・白谷村（明治初期の取分帳1点）に関わるものである。

　旧神聖村役場文書は、神福村（明治期の雅馴2点）’・善時原村（弘化期の名寄帳1点と明治初期の取分

帳・反別帳・下調帳の3点）・神戸村（明治初期の取分帳・反別帳・下調帳の3点）・中野村（明治初期

の地続帳・取分帳・反別帳・下調帳の4点）・井原村（弘化期の書上帳1点と明治初期の取分帳・反別帳・

下調帳の3点）に関わるものである。

大宮村役場引継文書

出所・作成：大宮村役場

資料記号：34C

年　　代：享保21年～明治6年

物的状態：（数量）10件

出所の履歴：

　昭和34年4月1日、伯南町・高宮村・多里村・福栄村・石見村が合併して誕生したのが日南町である。

このうち高宮村は、合併に先立つ昭和30年6月30日、大宮村と阿毘縁村が合併して誕生した村である。

大宮村は、大正6年12月1日に印賀村と菅沢村の合併によって誕生した。戸賀村は明治22年10月1日

の町村制施行の際、印賀宿（明治10年5月に大宮宿と榎垣内村が合併）・宝谷村（同年月に宝谷村と阿

太上村が合併）・折渡村の合併、菅沢村は、明治10年5月に菅沢村と本山村が合併したものである。

範囲と内容：

　当館が所蔵する大宮村役場引継文書は、昭和30年または34年目合併後に廃棄されたと考えられるも

のである。ただし、最終的な引継先と廃棄を行った役場は日南町・高宮村・大宮村のいずれかは定かで

はないが、内容は合併前の大宮村役場に引き継がれた旧印賀村役場文書と旧菅沢村役場文書であり、大

宮村誕生後の文書は含まれていないため、出所表題は大宮村役場引継文書とした。

　不印賀村役場文書は、折渡村（江戸期の名寄帳1点）・宝谷村（明治初期の地続帳と地券下至上帳の2

点）・羽軸内村（享保期の手引帳1点と明治期の地券下渡郷帳1点）・大宮宿（明治初期の地券下平静帳

1点）に関わるものである。

　旧菅沢村役場文書は、菅沢村に関わるもののみで明治初期の地続帳と地券下渡願帳の4点である。
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日野村役場引継文書

出所・作成：日野村役場

資料記号：34C

年　　代：安政2年～慶応3年

物的状態：（数量）10件

出所の履歴：

　昭和34年5月1日、根雨町と黒坂町が合併して誕生したのが日野町である。この合併に先立つ昭和28

年10月1日、根雨町と日野村が合併している（町名は根雨町）。日野村は、大正2年9月2日に渡村と安

井村が合併して誕生した村であり、このうち、渡村は明治22年の町村制実施にあたって本郷・奥別所・

小原・榎市の4ヶ村の合併によって誕生した（ちなみに、安井村は舟場・野田・津地・安原・下榎の4ヶ

村が合併して誕生）。なお、奥別所村は、明治10年3月に別所村を改称したものであり、本郷村は同年

5月に渡村と漆原村が合併して誕生したものである。

範囲と内容：

　当館が所蔵する文書は、昭和28年または34年の合併後に廃棄されたと考えられるものである。ただ

し、最終的な引継先と廃棄を行った役場は日野町・根雨町・日野村のいずれかは定かではないが、内容

は合併前の日野村役場に引き継がれた旧註村役場文書であり、日野村誕生後の文書は含まれていないた

め、出所表題は日野村役場引継文書とした。

　旧渡村役場文書は、奥別所村役場と本郷村役場が作成および保管していた文書から構成される。奥別

所村は5点、本郷村は5点とわずかであり、取立帳・人別帳に限定される。また、時期も幕末期に限定

される。

その他出所不明文書

出所・作成：不明

資料記号：34C

年代：元和4年～明治17年

物的状態：（数量）27件

出所の履歴：

　鳥取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。
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範囲と内容：

　出所不明文書はすべて日野郡に関わるものである。内容は、検地帳・名寄帳など土地に関わるものが

中心であり、作成時期は江戸期から明治期まで幅広い。役場が作成または保管していた文書である。

一156一



鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書





　　　　　鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧日光村役場文書／大内村関係／土地・租税

鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書

　　　　　　　旧日光村役場文書

大内村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

明和五副子年田畠永流改帳大内村 明和5年1月 1冊 442．15

大内村新開三軍大内村 元禄12年9月22日 1冊 432－15

大内村新田下呂帳大庄屋椎木藤左衛門朱書「三四＋九 文政1年11月 1冊 432－26

号」・「第三十六号」

大内村新開田畑改帳西明学頭証本二院他5名。　朱書「□ 享保17年7月～天保3年 1冊 432－28

耳漏三拾六号」・「第三十九号」

文化二乙丑改新開御図上大内村朱書「□□第三＋二号」 文化2年4月 1冊 432－30

大内村　十年分宝暦開　帳大内村朱書「□□第三拾壱 宝暦7年9月～天保3年 1冊 432－31

号」・「第三十四号」

年不詳ノ部　第五号　新開改地　大内村大内村朱印 貞享4年8月～天保3年11月改 1冊 800
「無期保存」

添谷村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

第十五大凶小二区日野郡添谷村統計引合人伊達慶造・ 明治 1冊 462－7

同矢田貝出品　墨書「年不詳ノ部第六号」・朱書「拍記第四十

七号」・朱印「無期保存」

文政十二年丑八月　御院内流場所人別帳朱印r無期保 文政12年8月～明治5年 1冊 797
存」・「村長本庄保一郎」

年不詳ノ部　第二号添谷村添谷村朱印「無期保存」・ 宝暦3年10月3日～明治4年 1冊 798
「庄屋本庄保一郎」

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

新開乙卯年改西工穂村　朱印「無期保存」。添谷村 宝暦9年5月明治5年調査 1冊 432－32

文政七年申十二月改　新田下面並畑七並谷村朱印「無 文政7年12月 1冊 796
期保存」

添谷村新田下改帳庄屋武右衛門朱書「第廿六号」 文政7年11月明治5年調査 1冊 432－34
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鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧日光村役場文書／添谷村関係／土地・租税

明和五戌子年田畑永流改帳添谷村 明和5年明治5年調査 1冊 442－16

富江村関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡冨江村御改正組合帳庄屋吉右衛門

ｾ治三年午二月　宗門御改帳　第弐号冨江村朱印
@「無期保存」

明治2年4月

ｾ治3年2月

1冊

P冊

505－1

V95

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

小浅村新開幽幽 貞享4年8月 1冊 432－4

小浅村新開改帳 元禄13年8月4日 1冊 432－5

御検見名寄帳小浅村朱印「無期保存」 享保10年3月 1冊 273

小浅村新開畠改帳朱印r無期保存」 享保17年7月 1冊 432－33

小浅村　辰年分宝暦開　帳小浅村 宝暦7年9月 1冊 432－17

明和乙酉新開御図牒　小浅村 明和2年9月 1冊 432－10

文化二憎憎改新開白図上小浅村 文化2年4月 1冊 432－29

伯誉国日野郡富江村地内田畑山林・村中持・公有地 明治6年4月 1冊 406－2－3

品々寄書上地券証御下渡願帳同村惣持総代遠藤善重他
4名→関鳥取県参事　朱書「一村内持主人別帳合六拾六冊ノ
内六十六」

伯者国日野郡富江村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年4月 1冊 406－2－8

御下渡願帳持主竹村政重他4名→関鳥取県参事朱書「一村
内持主人別帳合六十六冊之内十二」・「明治十年七月譲受」

伯者国日野郡富江村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年4月 1冊 406－2－9

御下出願帳持主遠藤善重他4名→関鳥取県参事朱書「一村
内持主人別帳合六十六冊之内三」・「明治十年二月譲渡ス」

免土代書上取調帳　日野郡富江村朱書「第四＋八号」・「□ 明治4年12月 1冊 411－9

第三拾九号」・墨書「二十九号」・「第九十八号」

慶応四年辰四月　御高書上帳控冨江村朱印「無期保 慶応4年4月 1冊 799
存」
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鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧日光村役場文書／吉原村関係／土地・租税

吉原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

山雪国日野郡吉原村地内田畑山林所持回書上地券証御 明治6年7月 1冊 406－2．5

下渡願帳持主中陣幸吉他4名→三吉鳥取県参事朱書「一村
内持主人別帳合百九冊ノ内三十三」・「明治十三年十一月　代
□」

伯誉国日野郡吉原村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年7月 1冊 406－2－10

下渡油壷持主丸山村安田京造他4名→三吉鳥取県参事朱
書「一村内持主人別帳合百九冊之内九十七」

伯誉国日野郡吉原村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年7月 1冊 406－2－11

下渡願帳持主清水栄三郎他4名→三吉鳥取県参事朱書「一
村内持主人別帳合百九冊之内二十八」

旧二部村役場文書

二部宿関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔日野郡二部宿御検地帳〕朱書「戌改七＋四号二」 寛永10年7月力 1冊 403－38

〔日野郡二部宿畑方検地帳〕平尾喜左衛門朱書「戌改七 寛永 1冊 403－40

十四号」。表紙破損

伯誉国日野郡弐部宿田畑地詰帳平尾喜左衛門・□川勘 寛永10年5月 1冊 403－34

助　朱書「戌改六十四号」・「二冊ノ内第十二号」

伯書国日野郡二部宿田畑地詰帳墨書「二冊ノ内一」。表 寛永10年 1冊 403－41

紙破損

日野郡二部宿田畑字寄地続帳近藤平右衛門朱書「戌改 天保14年10月 1冊 403－10

三十二号二」・「第四□□□」

日野郡二部宿田畑字泊地続帳朱書「戌改百三＋二号二」・ 明治4年8月 1冊 403－21

「第百七十六号」・墨書「三冊之内二番」

日野郡二部宿田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－7

朱書「戌改百三十二号三」・「第百七十録号」・墨書「三冊之内

三番」

日野郡二部金田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治5年1月 1冊 403－2

朱書「戌改三百二十一号一」・「第九十五号　全九冊　三冊之

内壱番」

日野郡二部畠田高高寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治5年1月 1冊 403－6

朱書「晶晶三百□十一号三」・「第百八十一号三冊ノ内三
番」

日野郡二部宿田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治5年1月 1冊 403－26

朱書「戌改三百十一号二」・「第百八十一号三冊ノ内弐番」
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鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧二部村役場文書／二部宿関係／土地・租税

二部宿田畑名寄帳宮原題詩八・信之助朱書「戌改第六＋ 嘉永2年9月～11月 1冊 403－46
六号二」・「第六拾弐号二冊ノ内」

二部宿田畑名寄帳名寄八目三右衛門朱書「戌改二十九号 寛政10月 1冊 405－2－1

一」・「第三十九号三冊ノ内一」

二部宿田畑名寄帳朱書「戌改二＋九号二」・「第三＋九号三 寛政9年10月 1冊 405－2－2

冊ノ内二」

二部宿田畑名寄帳庄屋助録・年寄喜兵衛朱書「戌改二＋ 寛政9年10月 1冊 405－2－3

九号三」・「第三十九号三冊ノ内三」

日野郡弐部宿田畑あさ名寄一高帳大庄屋近藤平右衛門 寛政13年10月力 1冊 405－2－4

朱書「戌改三十号一」・「三冊之内壱番」。表紙虫損

日野郡弐部宿田畑あさ名寄作高鷲　朱書「戌改三＋号 寛政13年10月力 1冊 405－2－5

二」・「三冊之内二番」。表紙虫損

日野郡弐部宿田畑あさ名寄作高声朱書「戌改第三＋号 寛政13年10月力 1冊 405－2－6

三」・「第四十二号三ノ内　三冊之内三番」。表紙虫損

二部墨筆買上里人別割賦帳庄屋信重朱書「戌改二百＋ 文久1年10月 1冊 482－1

三号ノニ」・「第百六十六号」

二部宿入替拝借峰町付帳 文久1年8月 1冊 482－2

二部宿庄村御囲籾五七人別渡帳朱書「戌改二百＋三号＋ 文久1年9月 1冊 482－3
四」

二部宿墨乱発口々人別貸付取調帳庄屋信重朱書「戌改 文久1年10月 1冊 483－1

二百七十□号」

二部宿御講籾出精人別取立帳庄屋好二朱書「戌改弐百 弘化3年9月 1冊 483－2
号」

二部宿御囲晶出情人別書上帳庄屋近藤平右衛門・近藤寿 弘化3年9月 1冊 484
一郎　朱書「戌改百九十九号」

日野郡二部宿出精籾拝借人別印形帳庄屋所ひかへ朱 明治3年8月 1冊 485－1

書「戌改二百四十五号」 1

午八月出精御三籾貸付内存書上三二三宿朱書「戌三二
@百四十八号」・「第七十五号」

明給3年8月25日 1冊 485．2

日野郡二部宿出精籾拝借人別印形帳庄屋所ひかへ朱 明治3年5月 1冊 485－3

書「戌改二百八十四号」

二部宿夫々人別取立帳庄屋浦部吉重朱書「戌改二百六＋ 明治4年12月 1冊 485－4
号」

二部宿人別段取出精拝借籾弐歩取立帳庄屋浦部吉重 明治4年12月 1冊 485－5

朱書「戌改三百三十四号」

二部宿御地蔵御鉢籾拝借割賦帳庄屋久蔵朱書「戌改二 文久1年7月 1冊 485－6

百十一号」

二部宿望雑損人別□出し帳庄屋藤重朱書「戌改三百船 安政5年6月 1冊 485－7

十一号」・「百七十四号」

日野郡二部宿段取出精籾並当毛荒三歩卜書上帳二部 明治4年12月 1冊 485－8

宿組頭柴田伊平他4名→野坂弥一郎　朱書「戌改二百五十九
号」

日野郡二部宿、去年賦段取籾中ノ中以上出精籾並三歩 明治4年12月 1冊 485－9

一籾書上帳二部宿組頭柴田伊平他5名→野坂弥一郎朱書
「戌改二百五十八号」・「第八十三号全八冊」

日野郡二部宿馬分出精御町籾拝借之内二歩通返納書上 明治4年12月 1冊 485－10
帳二部宿組頭柴田伊平他6日頃野坂弥一郎
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鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／旧二部村役場文書／二部宿関係／土地・租税

日野郡二部宿段取出精籾並当毛荒三歩一越書上帳二 明治4年12月 1冊 485－11

部宿組頭柴田伊平他7名→野坂弥一郎

日野郡二部宿身許段割囲血豆出精人別印形帳二部宿組 文久2年10月 1冊 485－12

頭伊平他4名→橋谷善左衛門　朱書「戌改二百十号」

日野郡二部宿田畑野晒流二野御救頂戴人別印形帳庄 元治1年7月 1冊 485－13

屋信十→足羽文平　朱書「戌改百四十九号」

日野郡二部軸承拝借人別内耗書上帳庄屋信＋→足羽文 明治2年4月 1冊 485－14

平　朱書「戌改二百五十六号」・「第五十弐号」

二部宿遣米人別割賦帳朱書「戌改三百五＋五号」 文久1年11月 1冊 476．1

二部塵肺入米人別割賦帳　庄屋久蔵　朱書「戌改血＋一 万延1年10月 1冊 476－2

号」・「百四十二号二冊ノ内」

二部宿五歩米取調人別輩出庄屋信＋朱書「白上八＋五 元治1年12月 1冊 477－1

号」

二部宿五歩米持高弐歩五厘、作高弐歩五厘取調帳庄 元治1年11月 1冊 477－2

屋信重　朱書「戌改八十八号」

二部宿御高弐歩五厘米持高壱歩弐厘五毛、作高壱歩弐 明治4年10月 1冊 477－3

厘五毛御懸米取立帳庄屋浦部吉重朱書「戌改百六＋三
号」・「第八十二号」

二部宿御高寄霊山帳庄屋信重朱書「戌改百三＋一号」・ 慶応2年10月 1冊 478－1

「第四十七号」

二部宿御高寄免割帳庄屋苗田利八郎朱書「戌改百六＋ 明治2年10月 1冊 478－2

号」・「第百六十五号」・「第六十四号」

二部宿馬銀間損高温割賦帳朱書「戌改百四＋八号」 文久1年4月 1冊 479－1

弐部宿情御下札替別□三三抜帳朱書「戌改三百三号」・ 明治3年10月 1冊 479－3

「ロノ七十弐号」

弐部宿情御上作廻頂戴人別出来米仕出シ帳朱書「戌改 安政4年12月 1冊 479－4

九十三号」・「第百五十八こ口

日野郡二部宿荷馬書上帳庄屋信重→足羽文平朱書「戌 文久3年2月 1冊 480
改百四十一号」・「第九十七号」

日野郡二部宿堰財木割賦帳庄屋信＋ 文久2年4月 1冊 481－1

二部宿酔財木割賦帳朱書「戌改第七号」・「第百六号」。下 万延1年1月 1冊 481－2

半睡破損

二部宿御地蔵普請木縄茶割出し帳庄屋信重・組頭釜治 文久1年10月 1冊 481－3

郎・千賀蔵・又兵衛　朱書「新改五十三号」・「第百十六号二
冊」

二部宿田畑地続手引帳　日野郡大庄屋大江平兵衛朱書「戌 元文1年8月 1冊 407－7

改八十四号」・「二冊ノ内第十三号」

二部宿田畑御門野取帳 明和4年～天保14年 4冊・合綴 409

弐部宿田畑魚鋤野取帳大庄屋大江平兵衛・画人□□村治 明和4年6月 1冊 409－1

郎左衛門　朱書「戌改百二十号一」・「第廿三号三冊ノ七一」・

「二冊子内壱番」

日野郡二部宿田畑御改野取帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年8月 1冊 409－2

門・改人三部村長右衛門・同父原村忠治郎　朱書「戌改九十
八号三」・「第四十八号三冊ノ内」

日野郡二部宿田畑御改野獣帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年8月 1冊 409－4

門・改人三部村長右衛門・同父原村忠次郎　朱書「戌改九十
八号一」・「第四拾八号三冊ノ内」
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日野郡二部熟覧制御補語取帳朱書「戌改百二＋六号」・ 弘化2年4月 1冊 412－1

「第五十五号」

弐部宿諸上作疋田畑畝高物成詠口米取調帳朱書「戌改 安政4年5月 1冊 410－4

百七十六号」・「第百廿六号」

二部官立高寄引割帳庄屋久蔵朱書「戌改百六＋一号」 安政5年10月 1冊 411－7

日野郡二部宿明キロ地諸木書上帳庄屋信重→田渕引治 明治2年2月 1冊 412－2

郎　朱書「戌改三百六号」・「第二百六十四号」・「第五十五号」

二部宿内林人別代数書出し帳朱書「戌二九＋七号」・「第 安政3年11月 1冊 412－3

百四十五号」

二部宿秣場取調簿朱書「戌改百六＋四号」 明治6年8月力 1冊 412－4

二部宿田畑永代高出入取調帳朱書「戌改二百五＋七」・ 明治3年10月 1冊 413－1

「第七十一号」

二部宿田畑永代売高出入取調帳庄屋信重朱書「戌改二 元治1年11月 1冊 413－2

百二□□号」

二部宿田畑永代煮出蕊取調帳庄屋〔破損〕朱書「戌三二 明治4年9月 1冊 413－3

百五十五号」・「第百六十三号」。破損

二雨宿田畑永代高出入取調帳朱書「戌改二百七＋二号」・ 明治2年10月 1冊 413－4

「第五十四号」

二部宿田畑永代中出入書抜帳庄屋信重朱書「戌改二百 文久1年11月 1冊 413－5

二十八号」

弐部宿田畑永代売買高察入控朱書「戌改二百二＋七号」 文久1年10月 1冊 413－6

日野郡二部宿余業遣取調帳二部宿組頭伊平他4名→足羽 元治2年4月 1冊 414－1

文平　朱書「戌改二百廿三号」

〔日野郡二部宿余業二関スル帳面〕表紙破損 慶応 1冊 414－2

営業人名書抜二部宿分 1冊 414－3

二部宿引即成・田新開・畑新開御請書　日野郡二部宿世 明治2年8月 1冊 426－1

話人円蔵他6名→芦川源次郎朱書「戌改百五十七号二」・「□
□九号　二冊ノ内」・「第五十号　五冊ノ二一」

日野郡二部宿地続帳総計田畑取訳帳二部宿村長苗田利 明治5年8月 1冊 426－2

八郎→鳥取県御庁　朱書「戌改二百六十四号」・「第二百六
号」・「第九十三号」・「一括」

日野郡二部宿□出し朱書「戌改二百九＋壱号二」・「第百九 1冊 426－3

十二号二冊ノニ」

日野郡二部宿当上納別取立帳・日野郡二部宿畑田成・ 明治2年8月 2冊・合綴 426－4

新開当上納別取立帳足羽文平朱書「戌興言＋七号」・「第
五十七号」・「直直第十八号」

二部宿畑田成・田新開・畑新開御請書　日野郡二部宿世 明治2年8月 1冊 426－5

話人円蔵他6名→芦川源次郎　朱書「戌改百五十七号一」・「百

廿九号二冊ノ内」・「五冊ノ内四」

日野郡二部落蓋下札表下構分当歳免上取調帳中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－1

谷善左衛門・降人船越甲州七・野宮原村光右衛門　朱書「戌

改百六号二」・「第八十八号□冊ノ内」

〔日野郡二部宿田畑宛口出帳〕頭組年行司武助他6名→緒 安政4年5月 1冊 416－4

形四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　表紙に「戌改九十九

□」と朱書きあり。

日野郡二部村本免田畑宛詩感年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 416－23

三蔵　朱書「帳第廿八号九冊ノ内」・青書「万□第廿□号」
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奥日野郡二部村本免田畑宛訓電年貢差引帳緒形七郎右 文久2年5月 1冊 415－9

衛門・門人大宮門下右衛門　表紙に「帳第五拾三号八冊ノ内」

と朱書きあり。「□□第四十四号ノ内」と青書きあり。

日野郡二部宿畑田成品々御改□帳・日野郡二部宿新
J・畑田成・物成引起実名不定品々御改帳中庄屋橋谷

万延1年 2冊・合綴 429－6

善左衛門・用人船越村田七・同宮原村光右衛門　朱書「遠望
百五号一　二冊ノ内一」・「第八十七号」・「戌改百五号二　二

冊ノ内二」

日野郡二部宿新開・畑田成・荒起・様付不定下改野虫 万延1年4月 1冊 439－1

帳中庄屋橋谷善左衛門・二人船越三助七・同宮原光左衛門
表紙に「戌改五十一号」と朱書きあり。

　隻
坙?S二部宿新開当上納帳・日野郡二部宿畑田成二上 明治3年2月～5年6月 4冊・合綴 451－15

宿善帳・日野郡二部宿報成引起当上納改帳・日野郡二
部宿新開当上納改帳二部宿組頭又平・同断豊治郎・同断

庄平・庄屋苗田信重　朱書「戌改三百七号」・「戌改三百八
号」・「戌改三百九号」・「□心止」

二部宿林野改帳 享保21年 1冊 457

日野郡二部額田畑加引取野帳朱書「戌改二百六＋五号」・ 明治5年8月 1冊 458－7

「第百十弐号」

日野郡二部厭地井手野鳥修繕諸役書上帳二部宿組頭遠 明治5年3月 1冊 455－3

藤庄平・村長苗田利八郎　朱書「戌改三百五十八号一」

弐部宿新井手臨御画帳年寄七郎左衛門・庄屋源七朱書 宝暦7年3月 1冊 455－4

「戌改八十一号」・「第拾六号」

日野郡二部宿地井手御改帳二部宿庄屋信重→足羽文平 文久3年5月 1冊 455－5

朱書「戌改百三十六号」・「第九十五号」

二部臨地井手書上帳二画面庄屋好助→近藤寿一郎朱書 嘉永4年1月 1冊 455－6

「戌改第三十三号」

日野郡弐部宿御囲蔵敷面責大庄屋近藤平右衛門・改人庄 文政13年8月 1冊 465．1

村伊兵衛・同断久古村清右衛門　朱書「戌改三十四号」・「第

百七十号弐冊ノ内」

弐部宿御盛蔵敷荒帳大庄屋足羽伊右衛門・三人庄村伊兵 文政12年9月 1冊 474－3

衛・同断久古村清右衛門　朱書「戌改三十五号」・「第百七十

号弐冊ノ内」

二部宿当四四御門米人別帳朱書「戌改三百三＋二号」・ 元治1年10月 1冊 496－2－1

「百四十二号」

二部園山臨御趣向二付御下札入荒差別野帳朱書「戌改 文久3月 1冊 496，2－2

百三十〔破損〕」

日野郡二部宿稗畏縮趣向型付永観差別野帳中庄屋橋谷 文久2年3月 1冊 496－2－3

善左衛門・改人三部村長右衛門・舟越村助七　朱書「戌改百
三十八号」

日野郡二部宿田畑加損取分帳朱書「戌改二百六＋六号」 明治5年 1冊 496－2－4

日野郡二部宿田屋刈田高荒願帳大庄屋根雨宿近藤平右 弘化4年4月 1冊 496－2－5

衛門・三二役近藤寿一郎　朱書「戌改百二十九号」・「第五拾
九号」

弐部宿帳ノ出物成書出帳年寄七〔破損〕・庄屋源七朱書 寛延1年11月 1冊 497－1

「外聞七十九号」・「第十八号」

二部宿口々出物成書出帳朱書「二丁三四＋六号」・「第百 文久1年10月 1冊 497－3

六十四号」

二部宿御物曲直出作入作指引取調帳朱書「戌改三百二十 明治4年8月 1冊 497．4
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三号」・「第百四十五号」・「第八十八号」

二部福嶋両村野津土橋御不慣二部門年寄久右衛門・福嶋 明和7年1月 1冊 512－3

村年寄平七・両村庄屋七郎左衛門

日野郡二部宿当上納別取立帳中庄屋大江喜一郎朱書 安政5年10月 1冊 516－1

「戌改第九号」

日野郡二部呼捨上納別取立昨年寄信＋他2名→生田甚兵 安政4年10月 1冊 516－10
衛　朱書「堆糞第十三号」

二部宿免上ヶ並出物成人別別取立帳庄屋信重朱書「戌 文久1年11月 1冊 497－2

改二百十五号」・「第百六十一号」

名寄帳源治方 安政6年1月～明治5年 1冊 607

〔名寄帳〕二部宿文書挟込 安政～明治 1冊 608

〔古林・新林琴弾調帳〕年寄好助・庄屋又助→谷口右平太 3月 1冊 727
二部宿分

〔入用木割出帳〕二部徳分 4月8日計 1冊 778

二部宿川端町普請御入用木左之通御別紙二付右之通苅 1冊 779
り出し覚二部宿分

〔入用木割出島〕二部宿分 1冊 780

二部宿三郎兵衛新田改帳青木甚太夫他3名朱書「戌改二 正徳6年3月～享保1年10月 1冊 432－11

百一号ノー」・「第百三七号　二冊ノ内」

二部良臣畝新開・荒起畑直・□直免直子御改帳大庄 寛政5年9月 1冊 432－25

屋梅林忠兵衛・改役人庄村与惣右衛門　朱書「戌改二十二
号」・「□廿三号ノ内第弐号ノー」・「第三十三号」

二部宿開方荒起並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 433－6

八・改役人庄村〔丈左衛門〕・同断例〔河崎村与六〕朱書「戌
改七十六号」・「第九号」・貼札「四番」

弐部宿午流井野取帳庄屋源七朱書「戌改百＋五号」・「第 宝暦12年7月 1冊 434－3

二十九号」

弐部宿午流蝋地回覚帳朱書「戌改二百三号」 宝暦12年8月 1冊 442－23

二部宿御上作廻地高□帳朱書「戌改百七＋四号」 安政4年1月 1冊 442－29

〔二部宿畑田成帳〕朱書「戌改五＋八号」 文久2年2月 1冊 442－18－1

日野郡御郡役所敷地当毛荒御損米帳・野取帳中庄屋□ 安政6年11月 1冊』 450－6

□斗出左衛門→大庄屋生田甚兵衛　朱書「戌改百八十二号」

日野郡二部宿継流当町回御潤筆帳・日野郡二部宿寅流 安政6年8月 3冊・合綴 450－9

内払荒御三米塩・日野郡弐部宿田畑当毛荒御損米帳
大庄屋生田甚兵衛・改同根雨宿熊蔵　朱書「戌改百八十四
号」・「謡曲百八十七号」・「戌改八十六号」

日野郡二部宿当毛虫御法米誌中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－10

船越村自公・同宮原村光右衛門　朱書「心慮二百七号」

日野郡二部宿当血荒御船米仕渡帳朱書「戌改二百八号」 万延1年7月 1冊 450－16

日野郡二部堅田畑当毛荒御階米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政2年9月 1冊 450－17

改人肉雨宿熊蔵　朱書「戌改百八十七号」。表紙破損

日野郡二部宿去亥凹凹野荒御門米帳大庄屋野坂弥一 明治4年9月 1冊 450－19

郎・改正宮原村大江文七　朱書「戌改二百四十二号」

日野郡二部宿解毛荒御損米帳大庄屋野坂弥一郎・改人宮 明治4年9月 1冊 450－20

原村大江文七　朱書「前言二百四十三号」
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日野郡二部宿当年当毛荒御損画帳大庄屋野坂弥一郎・ 明治4年9月 1冊 450－21

改丁宮原村大江町七　朱書「戌改二百四十四号」

日野郡二部宿輪作御替二幅肩幅差引熱中庄屋橋谷善左 文久3年5月 1冊 451－9

衛門・改人三部村長右衛門・同船越村助七。　朱書「戌百四

十五改号」

日野郡二部宿稗作画趣向面付、御下導入荒差引血中 文久2年3月 1冊 451－11

庄屋橋谷善左衛門・二人三部村長右衛門・同舟越村助七
朱書「戌改百四十五号」

日野郡二部宿田畑懸組屋敷三門付自分田成改帳大庄 安政4年5月 1冊 421－4

屋生田甚兵衛　朱書「戌改三十九号」

二部宿地租改正総計書類二二三宿朱書「戌改三百＋九 明治 1冊 463
号」・「第百七十号」

土木

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔道路改修請願書〕二部宿議員砂原伊蔵他→日野郡長天野

@祐治

明治15年9月25日 1冊 474－2

畑中村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

吉利支丹宗門改申渡シ高上亭亭覚松浦仁左衛門・田渕
@伝兵衛・畑中三ヶ村　朱書「戌改第百十号」・「第拾三号」

延宝7年7月 1冊 475－1

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

畑中言出下段三囲門並二毛荒場三歩一一上納籾取立帳 元治1年 1冊 470－3

庄屋治兵衛　朱書「戌顛落七十七号」

畑中村当毛荒御損米町三歩一門納人別仕守門朱書「戌 文久2年10月 1冊 466－6

改第七十二号」

畑中〔見消：池田〕両村御亭直示面内二歩通返上納差別 明治4年3月 1冊 470－4

帳畑中村庄屋所朱書「戌改第七＋八号」

畑中・池田〔見消〕両論身許面割・稗作場三歩一・拝借 明治4年3月 1冊 466－2

二歩通返納籾取立帳村長白根金二郎朱書「戌改第八＋
七号」

日野郡畑中〔見消：池田〕両村身許門脇囲籾出精人別帳 明治4年12月 1冊 468－3

朱書「二二第八十九号」
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日野郡畑中村田畑野寄地続帳大庄屋緒形四郎兵衛朱書 天保12年12月 1冊 403－16

「戌改二百四十三号二」

日野郡畑中村田畑字寄地続物頭組年行事治兵衛他6名→ 天保12年12月 1冊 403－18
近藤平右衛門　朱書「戌改二百四十三号一」・「弐冊之内弐番」

〔日野郡田畑字寄地続帳〕畑中・池田村分。表紙破損 天保12年 1冊 403－19

日野月頭中村田畑字寄地続経論長雨口写野坂栄朱書 明治5年6月 1冊 403－30

「戌改二百四十六号」

畑中村田畑名寄帳庄屋上代村近右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－2－8

十一号一」・墨書「三冊之内壱番」

畑中村田畑名寄帳朱書「戌改二百四＋壱号二」・墨書「二冊 嘉永1年11月 1冊 405－2－9

丁丁弐番」

畑中村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「漏壷二百四 嘉永1年11月 1冊 405－2－10

十一号三」・墨書「三冊之内三番」

畑中勢門物成並階上名寄帳朱書「戌改第四＋三号」 文久1年11月 1冊 498－6

畑中村諸表帳庄屋二部出好助朱書「臨画第三＋八号」 安政2年10月 1冊 411－5

日野郡畑中村田畑堅甲米帳大庄屋飛田惣左衛門朱書 安政2年3月 1冊 416－1

「戌改百五十八号」

日野郡畑中村本免田畑糊口御年貢差引帳大庄屋飛田惣 安政4年9月 1冊 415－15

左衛門・筆算方河村郡大原村治右衛門他　朱書「戌改第四十
八号一」

日野郡畑中村　本四差引帳御国紙差引帳宛口段分 安政4年9月 1冊 416－9

帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方河村郡大原村治右衛門他
朱書「戌改第四十九号」

日野郡畑中村屋敷面大庄屋飛田惣右衛門・筆算方河村郡 安政4年9月 1冊 430－1

大原村治右衛門他　朱書「戌改血五十三号」

日野郡畑中村田畑人別請合一札帳大庄屋飛田惣左衛門 安政3年9月15日 1冊 423－3

朱書「戌改第百号」

田畑新開帳畑中村・池田村・合原村　朱書「特質平門二 寛文4年4月 1冊 432－3

号」・墨書「大庄屋改」

日野郡畑中村出物成場所之内声調増御越損願帳改人 文久2年6月 1冊 422－6

三部村長右衛門・同父原村金録・中庄屋橋谷善左衛門。
朱書「特改第八号」

日野郡畑中皆空作御趣向二三物成引差別帳・日野郡畑
?f絹作御趣向二付加急心差別帳・日野郡畑中村稗作

文久2年3月～5月 3冊・合綴 420－3

御趣向二付永荒差別帳改人三部村長右衛門・同舟越村助
七　朱書「戌改第十四号一」・「十四号二」・「十四号三」・

日野郡畑中村塾下札表下免分引改池上取調船中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－4

谷善左衛門・改人船越村助七・丁丁原村光右衛門　朱書「戌

改第三号」・貼札「旧跡中村六十一」

日野郡畑中村新御下損付下平分平門本免直取調帳・ 万延1年8月 2冊・合綴 429－5

〔池田村〕増加損願年中庄屋橋谷善左衛門・改人船越村助
七・同宮原村光右衛門　朱書「劇壇第四号」・「応益第五号」

畑中露宿年貢取立帳朱書「戌改第四＋一号」 万延1年5月 1冊・ 489－1

畑中村当毛荒御損出人別帳朱書「戌改百五＋二号」 元治1年10月 1冊 496－1－1

畑中池田両村二丁上側帳庄屋治平朱書「階下第八＋六 明治2年12月 1冊 499－3

号」・「第五十三号」

日野郡畑中三囲籾拝借人別印形二二中村組頭兼庄屋治 慶応2年5月～明治2年6月 2冊・合綴 500－3
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兵衛→足羽文平　表紙破損

口日野郡畑中村当三二取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－18

門→大庄屋野坂金次郎　朱書「二二第九号一」

〔破損〕出物成書記帳田畑中村破損 1冊 773

日野郡畑中村田畑開方御改帳頭組年行司治兵衛他6名→ 天保12年12月 1冊 417－2

近藤平右衛門　朱書「二三第二号三」・「弐冊之内弐」・「拍」

畑中村田畑二二帳　日野郡大庄屋二部宿助八・改人庄村丈 享保11年ll月 1冊 431－4

左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改三十三号」

畑中村三年御免新開改帳朱書「戌改第百三＋一号」 享保16年9月 1冊 432－8

〔畑中村・池田村・合原村田畑新開改帳〕 元禄7年 1冊 432－20

日野郡畑中村寺開戌改廓大庄屋緒形四郎兵衛・庄屋源四 明和3年7月 1冊 432－21

郎　朱書「戌改第百三十六号」

畑中村品々御改帳朱書「戌改第†号」。虫損甚大 文久1年10月 1冊 442－27

畑中村永荒起亥新開帳二三中村庄屋忠左衛門・同断年寄 享保16年9月 1冊 445－2

平八・同断平六　朱書「戌零細百三十二号」

日野郡畑中村当毛織御忌論旨中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－3

船越村平臥・同原原村光右衛門　朱書「戌改百六十号」

日野郡畑中村荒方差別帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方河 安政4年9月 1冊 451－20

村郡大原村治左衛門他　朱書「亭亭第五十号」

池田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

池田・畑中・合原田畑地続手引帳大江平兵衛朱書「畑 元文1年8月 1冊 407－1

□戌改第一号一」

日野郡池田村田畑野寄地続帳 天保12年 1冊 403－11

日野郡池田村田二字旧地続帳郡長溝口三野坂栄朱書 明治5年6月 1冊 403－3

「戌改二百四十七号」

日野郡池田村田単字寄地続工大庄屋緒形四郎兵衛朱書 天保12年12月 1冊 403－17

「戌改第二十一号二」・「弐冊ノ内壱番」

池田村田畑名寄帳庄屋上代村近右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－1－2

十二号一」・墨書「三冊之内壱番」

池田村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「戌改二百四 嘉永1年11月 1冊 405－1－3

十二号三」・墨書「三冊之内三番」

池田村田畑名寄帳朱書「戌改二百四＋二号二」・墨書「三冊 嘉永2年11月 1冊 405－1．4

之内弐番」

池田村二毛荒御山米人別帳朱書「戌改百四＋六号」 元治1年10月 1冊 494－10

池田・畑中二村御上籾取立人別帳庄屋円蔵・同近右衛 弘化3年9月 1冊 470－1

門　朱書「戌改第九十三号」

池田・畑中両村山二二出精人別帳大庄屋緒形四郎兵衛 弘化3年10月 1冊 470－2

朱書「戌四辺七十四号」
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池田村口々出物成書出帳朱書「戌改百六＋五号」 文久1年10月 1冊 498－4

日野郡池田二塁籾拝借人別印形帳庄屋畑中村治兵衛 明治2年6月 1冊 500－2

朱書「第五十八号」

池田村出精籾拝借人別印形帳畑中村庄屋金二郎→野坂弥 明治3年8月 1冊 500－4

一郎　朱書「戌改第九十七号」・「第七十六号」

日野郡諸池田村身許段割囲籾出精人別印形帳池田村庄 慶応1年5月 1冊 500－5

屋組頭兼与三兵衛→足羽文平　朱書「戌改第五十七号」

池田護持高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改百＋三 元治1年11月 1冊 501－1
号」

池田村持高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改第百＋五 慶応2年11月 1冊 501－2
号」

池田村奥〆取調帳朱書「戌改第百五＋号」 慶応4年3月 1冊 501－4

口日野郡池田回申上納聴取立帳朱書「戌改百七＋四号」 安政5年10月 1冊 516－9

口日野郡池田村当酉別取立上納帳庄屋郷原村三右衛門 安政6年11月 1冊 516．20

→徳尾野馳左衛門　朱書「戌改第七十一号」

口日野郡池田村三酉別取立上納帳中庄屋足羽文平→大 慶応2年6月 1冊 516－25

庄屋野坂弥一右衛門　朱書「戌改百七十八号」

池田村身許段三囲籾並二三作歩分一納籾・寅拝借籾並 慶応3年11月 1冊 466－4

卯時斗出返納籾□取立帳庄屋治兵衛朱書「戌改第五＋
六号」

〔田畑反別地価取調帳〕池田村 1冊 720

明治六年八月十九日池田村合筆願帳惣計・田畑反別地 明治6年8月19日 2冊・合綴 723
価取調帳村用掛泉原庄平

日野郡池田村地井手山中庄屋橋谷善左衛門朱書「戌改第 万延2年2月 1冊 455－1

二十八号」

日野郡池田村新開田畑年限延願書願主惣代組頭助小頭 慶応2年6月 1冊 444
政蔵・庄屋組頭兼與三兵衛→足羽文平　朱書「戌改第四十六
号」

池田村指高出入取調帳庄屋与三兵衛朱書「戌改百十四 慶応1年11月 1冊 446－3
号」

日野郡池田村□□内所割囲籾稗出精人別印形帳朱書 元治1年 1冊 479－2

「掘建六十号」

池田村監獄帳庄屋弐部宿好助朱書「戌改第百四＋九号」 安政2年10月 1冊 411－6

日野郡池田・郷原三番田畑人別手離一札帳大庄屋飛田 安政3年9月15日 1冊 423－7

惣左衛門　朱書「戌改十一号」・「福岡畑地」

〔田畑物成帳〕池田村・二部養分 安政4年9月 1冊 787

日野郡池田村天保以後新開・畑田成・永送り□・□引 万延1年8月 1冊 421－2

□・実付不定品々御改帳唐人舟越村助七・同宮原村光右
衛門　朱書「戌改百七十九号」

日野郡池田村新開並垂訓流物成□□起改心大庄屋緒健 寛政2年5月 1冊 443－1

ケ取県日野郡溝口町引継文書

奥日野郡池田村下改野立帳中庄屋橋谷善左衛門・詠人船 万延1年4月 1冊 441－11

越村助七・同宮原村光右衛門　朱書「戌改百六十六号」

池田・畑中二ヶ村竹藪役銀蘭改塵取帳画人舟越村八橋 明治4年6月 1冊 502－5

清作　朱書「戌改百九十九号」

池田村竹林藪役銀糸改帳朱書「戌改十九＋八号」 明治4年6月 1冊 502－8
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池田村社地辻堂墓地御忌帳朱書「戌改二百号」・「第八＋
@七号全弐冊」

明治4年6月 1冊 507－4

福岡村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

土地改帳福岡村朱書「戌改二百二＋三号二」・墨書「年号不
@詳　此帳ハ名目不詳二二仮リニ本表ノ通りトス　福岡村」

汢ｪ村誌田畑改帳朱書「座面二百四＋六号」

1冊

P冊

404．4

S52－2

郷原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡郷原村本免田畑宛口回年貢差引帳大庄屋飛田惣 安政4年9月 5冊・合綴 415－10

左衛門　朱書「戌改二百五十五号一」・「戌改二百五十三号ノ

二」・「戌改二百五十三号三」・「七十八字より百三十八字
迄」・「戌改二百五十三号四」・「百三拾九字より百四拾九字

迄」・「戌改二百五十三二五」・「百五拾三字ヨリ」

日野郡郷原村本免田三三口御年貢差引帳組頭勝蔵他lo 安政4年9月 1冊 415－12

名→緒形四郎兵衛・飛田惣左衛門・松尾平助朱書「戌改百
八十五号四」

日野郡郷原村本免田畑宛口御年貢差引帳朱書「戌改百 1冊 416－28

八十五号二」・「百四拾壱字より百五拾九字迄」

日野郡郷原村本免田畑宛口御年貢差引帳朱書「戌改百 1冊 416－29

八十五号三」・「百六拾字より百七拾八字迄」

日野郡郷原村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋飛田惣 安政4年9月 1冊 415－11

左衛門・筆算方岩井郡忍志村藤四郎他　朱書「戌改百八十五
三一」

日野郡郷原村御割紙田畑鳶口御年貢差引帳大庄屋飛田 安政4年9月 1冊 415－2

惣左衛門・筆算方岩井郡忍志村藤四郎他　朱書「戌改二百九
号」

郷原村荒起改丁緒形三郎右衛門　朱書「戌改二百＋九号」 寛政1年8月 1冊 431－9

郷原村荒起新開相改帳大庄屋緒形三郎右衛門朱書「戌改 寛政1年8月 1冊 431－10

二百十八号」

郷原村田畑名寄帳朱書「戌改二百六＋八号二」・墨書「三冊 嘉永1年11月 1冊 405－1－8

之内弐番」

郷原村田畑名寄帳筆者黒坂村本右衛門朱書「戌改二百六 嘉永1年11月 1冊 405－1－14

十八号三」・墨書「三冊之内三番」

郷原村田畑名寄帳晶晶 嘉永11月 1冊 405－1－16
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郷原出御囲籾一雨心身庄屋又右衛門　朱書「戌改第百四 嘉永3年7月 1冊 467－1

号」。上部破損

郷原出御貸臨急三歩二取立帳庄屋吉郎右衛門朱書「戌 嘉永7年11月～安政2年11月 1冊 466－1
高唱百五号」

日野郡郷原村新御加損付下免分当改本免直取調帳中 万延1年8月 1冊 429－3
庄屋橋谷善左衛門・高輪船越村雲七・斗出原村光右衛門
朱書「十四二百五十八号」。虫損

日野郡郷原扇面作御趣向二付草木□□油鼠・当戌ヨリ 文久2年8月 1冊 419－2
取平取免上納之内三歩一村□帳改入福吉村作兵衛・
同二部宿平八　朱書「焼亡二百五十九号」

日野郡郷原村三歩御白米拝借人別印形帳中庄屋足羽文 文久4年3月 1冊 500－1

平・庄屋三右衛門配下　朱書「戌改第百七号」

郷原村田畑新聞ノ儀二付御請書郷原村組頭市兵衛・庄 明治2年8月 1冊 493－1

屋仁兵衛→芦川源次郎　朱書「戌改二百四十三号」・「五冊ノ
内三」 9

郷原村田畑新聞ノ儀二白血請書　芦川源次郎・山本平作 明治2年8月8日 1冊 493－2
朱書「戌改二百四十号」・「五冊ノ内二」

郷原村田畑新聞ノ儀目付御請書郷原村小頭喜＋郎・組 明治2年8月8日 1冊 493－3
頭市兵衛・庄屋仁兵衛→芦川源次郎　朱書「戌改二百四十一
号」・「五冊ノ内五」

伯州日野郡郷原村田畑地詰帳横川次右衛門・三吉左衛 寛永10年8月 1冊 403－31
門・前田権左衛門　朱書「戌改三十六号」

合原村御地詰臨写朱書「戌改三＋五号一」 寛永10年ll月 1冊 512－2

日野郡郷原村田畑字寄地続帳郡長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年6月 1冊 403－9
書「謹厳二百八十二号」

合原村田畑野拾高寄免割帳池田・畑中村庄屋庄右衛門・ 天保6年10月 1冊 411－1

合原村庄屋角右衛門　朱書「戌改第百六号」

合原村議囲籾出精人別書上帳朱書「戌改第百＋三号」 弘化3年10月 1冊 468－1

合原村田畑免割人別帳庄屋又〔破損〕朱書「戌改第百九 嘉永3年8月 1冊 411－2
号」

日野郡合原村天保改以後新開・畑田成・永送り□・□ 万延1年8月 1冊 421－3

□引当・盛付不定品々御魂帳改人舟越村助七・同宮原
村醸右衛門　朱書「戌改二百五十五号」

下代村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

下代村開園新開田畑改帳　日野郡大庄屋大江平兵衛・改役 享保20年11月 1冊 432－35
人黒坂和助　朱書「戌改丁二十一号」

日野郡下代村竹林御調帳朱書「戌改二百三＋三号」・「第 明治5年4月 1冊 510
百十四号」

伯州日野郡下代村御地詰帳前田権左衛門・岡吉左衛門 寛永10年7月 1冊 512－1

朱書「戌改第四十四号」

伯州日野郡下代村御地詰帳前田権左衛門・岡吉左衛門 寛永10年7月 1冊 403－33
朱書「戌改第三十五号二」
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伯州日野郡下代村御検地詰帳前田権左衛門・岡〔破損〕 寛永10年7月 1冊 403－35

日野郡下代村田丁字寄地続帳大庄屋根雨宿下藤平右衛門 天保14年9月 1冊 403－13

朱書「戌改二百六十九号」・「下四十七」

日野郡下代村田畑鮎寄地続外点長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年4月 1冊 403－1

書「戌改二百八十三号」

下代村持平入頭取調帳庄屋上代村久右衛門朱書「戌改血 元治1年1月 1冊 501－5

百三十四号」

下代村高入組取調帳庄屋上代村久右衛門朱書「戌改百 文久3年10月 1冊 501－3

三十五号」

日野郡下代二丁下札表門免分特改免上平調帳中庄屋橋 万延1年7月 1冊 429．2

谷善左衛門・改人船越村助七・同塵原村光右衛門力　朱書
「二二百四十七号」・貼札「癸未第十二号」。虫損

日野郡下代霜被畝御消遣帳大庄屋根雨宿近藤平右衛門・ 天保14年9月 1冊 509
改人野田村惣左衛門・同同村幾蔵。　朱書「戌改第百五十二
号」

口日野郡下代村早業引取立上納帳中庄屋橋谷善左衛門 文久1年8月 1冊 516－24

→大庄屋野坂金治郎　朱書「二二百五十八号」

〔下代村稗作御趣向詩題永荒差別野帳他〕 文久2年 一括 755

日野郡下代村田御趣向二付物音引差別野帳中庄屋橋谷 ．文久2年3月 1冊 499－2

善左衛門・改人三部村長右衛門・同父原村金隈

口日野郡下代二三作御趣向二付物成引差別帳中庄屋橋 文久2年5月 1冊 517－2

谷善左衛門・改人三部村長右衛門・同福吉村作兵衛　朱書
「融融百六十二号」

日野郡下代村本免田畑宛口御年貢差引帳筆算方久米郡 安政4年9月 1冊 410－6

生竹村善三郎・同断同郡今西村重右衛門・同断同郡生竹村
伊三郎　朱書「戌改第百二十七号」

日野郡下代村本免田畑宛口御年貢差引帳筆算方久米郡 安政4年9月 1冊 410－7

生竹村善三郎・同断同旨今西村重右衛門・同断同郡生竹村
伊三郎　朱書「戌改第百三十八号」

日野郡下代村当毛荒場宛口□組差引帳大庄屋飛田惣左 安政4年9月 1冊 441－15

衛門・筆二方久米郡生竹村善三郎二朱書「二三百三十二号」

日野郡下代村荒方差引帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方久 安政4年9月 1冊 442－25

米郡生竹村善三郎他　朱書「戌改百三十一号」

日野郡下代村品々遣口米鋼筆野方久米郡生竹村善三郎・ 安政4年9月 1冊 410－9

同断同郡今西村重右衛門・同断同難生竹村伊三郎　朱書「戌

改百二十八号」

下代村免割帳庄屋下黒坂村三右衛門 嘉永7年8月 1冊 411－4

日野郡下代村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年9月 1冊 417－3

門・改人野田村惣左衛門・同同村幾蔵。　朱書「戌改第百四
十一号」・「控」

日野郡下代村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年7月 1冊 421－7

改帳改人舟越村助七・同宮原村光右衛門・中庄屋橋谷善左
衛門。　朱書「戌改百四十九号」

日野郡下代村新開・畑田成・実態不定下畑野取帳　中 万延1年4月 1冊 441－13

庄屋橋谷善左衛門・三人舟越三助七・同宮原三光右衛門
朱書「即製百五十号」。

日野郡下代村屋敷帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方久米郡 安政4年9月 1冊 430－4

生竹村善三郎他　朱書「戌改百二十九号」
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下代生霊々別取立名寄帳朱書「戌改第百三＋六号」 文久1年11月 1冊 490

下代村当毛荒御損米人別帳朱書「戌改二百三＋七号」 文久1年11月 1冊 494－8

下代村免上出物成品々書出し帳　朱書「丁田第百三＋七 文久1年10月 1冊 498－7
号」

日野郡下代村出物成ノ内増加損再調野帳　中庄屋橋谷善 文久2年6月 1冊 494－9

左衛門　朱書「戌改百六十四号」

日野郡下代村新開田年限延願書下代村組頭貞右衛門・ 慶応2年6月 1冊 474－1

庄屋郷原村平一郎→足羽文平　朱書「戌改百七十八号」

日野郡下代村寺毛荒御構米帳中庄屋足羽文平朱書「戌 明治3年1月 1冊 450－18
改二百三十五号」

日野郡下代村地価仕出し帳朱書「虚血二百二号」・「第百 明治5年 1冊 469
十一号」

上代村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡上代村田畑字寄地続帳郡長根雨宿近藤喜八郎朱 明治5年4月 1冊 403－27
書「戌改二百八十号一」・「二冊ノ内二番」

日野郡上代村田畑名寄帳朱書「戌改二百六＋六号一」・ 弘化4年7月 1冊 405－1－1

「壱番」
‘

日野郡上代村田畑名寄帳庄屋近右衛門・年寄下代村孫四 弘化4年7月 1冊 405－1－6

郎　朱書「戌改二百□十六号二」・「弐番」・「第三拾六号」

日野郡上代村本免田畑宛口御年貢差引帳組頭藤左衛門 安政4年9月 1冊 410－5

他8名→緒形四郎兵衛・飛田惣左衛門・松尾平助　朱書「戌
改第百十八号」。表紙破損

日野郡上代村□取立場所宛口御年貢差引帳筆算方久米 安政4年9月 1冊 410－8

郡生竹村善三郎・同断同郡今西村重右衛門・同断同郡生竹
村伊三郎　朱書「戌改第百十五号」

上代村免割帳庄屋下黒坂村三右衛門朱書「戌改第百二＋ 嘉永7年8月 1冊 411－3
号」

日野郡上代村田畑山口米蔵　大庄屋飛田惣左衛門　朱書 安政4年3月 1冊 416－5

「丁丁二百十六号」

日野郡上代村本碁立画帳・別取立差引帳本免三部宛口 安政4年9月 1冊 439－2

□分帳大庄屋飛田惣左衛門・筆算方久米郡生竹村善三郎・
同断同村伊三郎　朱書「戌改第百十四号」

上代村耕地養草山反別取調帳　朱書「戌改第二百四＋二 明治6年3月 1冊 487－1

号」・「第百三十四号」

日野郡上代下代郷原三村増料御銀拝借人別証文印形帳 明治3年5月 1冊 500－6

朱書「戌改二百四十五号」・「第七十七号」

上代下代両村御平米拝借人別印形帳朱書「戌改二百四＋ 明治3年8月 1冊 500－9

四号」

上代下代村両村持高出入取調帳庄屋安達久三郎朱書 明治4年8月 1冊 501－6

「弓田二百三十一号」・「第九十弐号」
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