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上代・下代両村卯新開帳□□庄屋善兵衛・年寄忠左衛門 正徳1年9月 1冊 432－18

朱書「戌無爵五十九号」・「此帳享保十一年ノ全二二入、此

帳不入」

上代下代両村巳ノ開創直弟上代村庄屋善兵衛・年寄市兵 元禄16年8月 1冊 442－3

衛・同断与七　朱書「戌改第三十三号」

日野郡上代村田蓋附流未改帳・上代村荒起御新田重帳 宝暦10年9月～13年7月 2冊・合綴 442－9

大庄屋緒形四郎兵衛・改役人下板蔀幸助　朱書「戌第九十
三号」

日野郡上代村別取立高内岬町野帳大庄屋緒形四郎兵 明和1年8月 1冊 491
衛・改役人下□□　朱書「戌改第六十八号」。下半分破損

日野郡上代村田畠午流寧日帳大庄屋緒形四郎兵衛・庄屋 明和3年7月 1冊 442一嘩4

伝五郎　朱書「戌改第七十六」

日野郡上代村田畑午三野改帳大庄屋緒形四郎兵衛朱書 明和4年10月 1冊 442－13

「戌改第八十一号」

上代村開方盲斑並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部門助 享保11年11月 1冊 443－2

八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改丁
五十号」

上代村開方悪門並二免古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 443－3

八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改第
十四号」

日野郡上代村田畑開方御野帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年9月 1冊 417－8

門・改人野田村惣左衛門・同村幾蔵。　朱書「戌改二百二十
一号二」・「弐冊之内壱番」・「控」

日野郡上代村田畑開方御門帳頭組年行司文平他4名→近 天保14年9月 1冊 417－10

藤平右衛門　朱書「戌改二百二十四号」・「弐冊之内弐番」・
「控」

上代村田畑・開方・二方御下野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－1

二」

上代村田畑・開方・荒方面改野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－2

一」

上代村田畑・開方・荒方御慶野帳 天保14年力 1冊 438－3

上代村田畑・開方・野方御下野帳朱書「戌改第百＋三号 天保14年4月 1冊 438－4
四」

日野郡上代村新開・畑田成・様付不定下冷野取帳　中 万延1年4月 1冊 441－14

庄屋橋谷善左衛門・胡人船越村助七・同宮原村光右衛門
朱書「蜜豆第百二十三号」

上代村減歩改野取帳朱書「戌改二百三＋九号」・貼札「癸未 明治6年5月 1冊 466－5

第三十二号」

上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡し願帳車嘉 明治6年 1冊 461－1

吉　朱書「三十一」

早書国電百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－2

地券謹御下渡願帳車久治　朱書「三＋弐番」

〔上代村田畑山林所持電撃上地券謹御下渡願帳〕土市 明治6年 1冊 461－3

平朱書「三十三番」

上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳上代梅原 明治6年 1冊 461－4

金蔵　朱書「三十四番」

〔上代村田畑山台所二言書上地券謹御下渡願帳〕安達 明治6年 1冊 461－5

平野　朱書「三十五番」
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伯者国日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上地券謹 明治6年5月 1冊 461－6
御下渡出歯　同村安達久三郎朱書「三＋六番」

伯西国第百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－7
地券謹御下立願帳安達徳三郎朱書「三＋七番」

上代村田畑山林所持早書上地券謹御下渡開帳安達平重 明治6年 1冊 461－8
朱書「三十八番」

〔上代村田畑山賢所持早書上地券謹御下渡開帳〕下代 明治6年 1冊 461－9
村九十六番屋敷西村弥重　朱書「三十九番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕下代 明治6年 1冊 461－10
村住田彦市　朱書「四十番」

〔上代村田畑山甲所持手書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－11
村須村腎臓　朱書「四十一番」

上代村田畑山賢所持限書上地券謹御下渡願帳郷原村肝 明治6年 1冊 461－12
村武平　朱書「四十二番」

伯下国第百区日野郡上代村地内　田畑山林所持限書上 明治6年 1冊 461－13
地券謹御下一審帳面原村池信八＋八朱書「四＋三番」

上代村田畑山門門期限書上地券笹野下寺運帳郷原村沢 明治6年 1冊 461－14
村吉重　朱書「四十四番」

〔上代村田畑山林所持四書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－15
村池本甚三郎　朱書「四十五番」

上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡守平郷原村池 明治6年 1冊 461－16
田平一郎　朱書「四十六番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－17
喜十郎　朱書「四拾七番」

上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳郷原村池 明治6年 1冊 461－18
本房蔵　朱書「四十八番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕郷原 明治6年 1冊 461－19
村杉原定市　朱書「四十九番」

〔上代村田畑山平門菅野書上地券謹御下僧門帳〕郷原 明治6年 1冊 461－20
村杉原留一郎　朱書「五十番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡野帳〕郷原 明治6年 1冊 461－21
村杉原真栄　朱書「五十一番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願下〕郷原 明治6年 1冊 461－22
村杉原忠平　朱書「五十二番」

上代村田畑山賢所持唄書上地券謹御下渡願帳郷原村杉 明治6年 1冊 461－23
原話景　朱書「五拾三番」

上代村田畑山林所持壁書上地券謹御下渡願帳郷原村杉 明治6年 1冊 461－24
原伊三郎　朱書「五拾四番」

上代村田畑山好所持限書上地券謹御下渡願解郷原村杉 明治6年 1冊 461－25
原庄三郎　朱書「五十五番」

〔上代村田畑山肝所持限書上地券讃御下渡願誓〕郷原 明治6年 1冊 461－26
村杉原喜十郎　朱書「五拾六番」

上代村田畑山林所持押書上地券謹御下渡願帳畑中村白 明治6年6月 1冊 461－27
根金一郎　朱書「五十七番」

〔上代村田畑山林所持内書上地半可御下渡願帳〕畑中 明治6年 1枚 461－28
村古庄伊蔵　朱書「五十八番」
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〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－29

村舟越清九郎　朱書「五十九番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下結願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－30

村高橋直市　朱書「六十番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－31

村高橋卯平・同高橋政次郎　朱書「六十一番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－32

村田辺為十　朱書「六十弐番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕焼杉 明治6年 1冊 461－33

村高橋直平　朱書「六十三番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券護御下渡斗帳〕古市 明治6年 1冊 461－34

村山根萬寿雄　朱書「六拾四番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕谷川 明治6年 1冊 461－35

村篠田貞重　朱書「六十五番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕近藤 明治6年 1冊 461－36

喜八郎朱書「六十六」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕渡村 明治6年 1通 461－37

河上金蔵朱書「六＋七」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕□原 明治6年 1冊 461－38

村柴田甚十郎　朱書「六十八番」

〔上代村田畑山四所持胃壁上地券謹御下渡願帳〕会見 明治6年 1枚 461－39

郡山根村恩田平蔵　朱書「六十九番」

〔上代村田畑山林所持限書上地券謹御下渡願帳〕村中 明治6年 1冊 461－40

持温良住田自蔵　朱書「七十番」

上代村田畑山甲所期限書上地券謹御下渡願帳梅林儀八 明治6年 1冊 461－43

朱書「□十番」

上代村地券証御渡し願帳総計虫堅甲大 明治6年6月 1冊 461－41

上代村合□手帳番並屋敷番付 明治6年 1冊 461－42

三部村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡三部村立合儀定書　日野郡三部村 明治1年9月 1冊 402－1

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡三部村田畑地続手引帳大庄屋門門朱書「戌改六
¥号」

享保21年3月 1冊 403－44
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三部村田畑名寄帳庄屋吉兵衛・年寄喜左衛門・組頭年行 弘化3年11月 1冊 405－1－5

事和七・当冊認メ生田内信之助　朱書「戌改二百三十五号」

三部村田畑縮流申酉指引人別帳朱書「戌改四＋二号」 明和2年11月 1冊 446－1

長龍寺祠堂米貸人別帳　日野郡三部村庄屋理左衛門　朱書 宝暦9年11月 1冊 507－1

「判事五十六号」

御借米割賦人別帳　日野郡三部村　朱書「戌改第二＋五号 宝暦9年11月 1冊 468－2

一」

三部村去三流物成引人別帳庄屋林右衛門朱書「戌改三 宝暦13年10月 1冊 446－2

十三号」

三部村当二三物成人別取立帳庄屋甚兵衛朱書「戌改二 寛政4年12月 1冊 498－2

十七号」

三部村悪田加胆割帳朱書「戌改百八号」 享保21年3月 1冊 448

日野郡三部村田三人二手離一札帳・日野郡三部二刀 安政3年9月15日～10月30日 5冊 423－12

下ヶ田畑人別手離一札帳・日野郡三部村田畑人別請合
一札帳・日野郡三部村□品行・日野郡三部村田上作廻
田畑之内下地物成□□之分宛口米取調帳大庄屋生田甚
兵衛　朱書「戌改百五十六号」・「戌改百五十七号」・「戌二百

五十八号」・「壱」

三部村野取帳朱書「戌改百五＋九号」 1冊 423－13

日野郡三部村□□　中庄屋橋谷善左衛門→生田甚兵衛　表 万延1年7月 1冊 423－14

紙面

日野郡三部村御下札口以後［コ円環取立場所宛口御年貢 安政4年5月 1冊 423－15

差引帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長右衛門。　朱書
「戌改十三号」

日野郡三部村御地詰論朱書「戌改五＋八号」 享保9年10月 1冊 408－1

日野郡三部村畑田成年限願帳年寄喜左衛門・庄屋吉兵衛 弘化3年9月 1冊 505－2

→野坂弥一右衛門

日野郡三部村御改正組合帳庄屋宇三郎配下朱書「三筆 明治3年3月 1冊 505－3

百五十四号」・「第七十号」

日野郡三部村田畑人別願下願書地主池田村与一右衛門r 安政3年10月 1冊 515
他10名→緒形四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　朱書「戌

改百六十号」

日野郡三部村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛宛 安政3年10月15日 1冊 423－9

朱書「戌改百六十一号」

日野郡三部村屋敷帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長 安政4年5月 1冊 430－2

右衛門　朱書「戌改四十九号」

三部村荒改帳朱書「戌改百廿七号」 享保1年9月 1冊 431－1

三部村田畑三所改帳大庄屋二部宿助八・組頭二部宿四兵 享保3年8月 1冊 431－2

衛組下　朱書「戌改百四十三号」

三部村流改帳三部村庄屋理兵衛・同年寄弥三郎朱書「戌 享保6年8月 1冊 431－3

改百四十四号」

三部村田畑荒改丁　日野郡大庄屋二部宿助八・三人庄村丈 享保11年11月 1冊 431－5

左衛門・同断例河崎村与六。　朱書「戌改六十二号」

日野郡三部村田畑三方御改帳大庄屋大江豊蔵・三人真市 明和4年11月～5年8月 1冊 431－7

村治郎左衛門　朱書「戌改百廿一号」

三部村田新開帳三部村庄屋半右衛門・同年寄惣左衛門朱 元禄6年5月～7年4月 2冊・合綴 432－6

書「特改百九十一号」・「戌改百九十二号」
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三部村新田別帳三部村庄屋半右衛門・同村年寄惣左衛門 元禄4年9月 1冊 432－7

朱書「自画百八十一号」

三部村申新開帳朱書「戌改百廿六号」 享保1年9月 1冊 432－12

三部門新開甲子朱書「轡型百子＋八号」 元禄14年10月 1冊 432－13

三部村新田改悪朱書「戌改百官＋六号」 元禄14年10月 1冊 432．14

三部村新開改帳朱書「陰部百七＋七号」 元禄14年10月 1冊 432－16

日野郡三部村雨開当面悔改帳村長父原村橋谷善一郎・改 明治5年6月 1冊 440
人庄村森田吾平治→野坂栄　朱書「戌改二百五号」

三部村田畑御意野田帳大庄屋大江豊蔵・島人古市村治郎 明和4年5月 1冊 434－8

左衛門　朱書「戌改五十四号」

日野郡三部宿田畑御改感取帳大庄屋根雨宿近藤平温□□ 天保14年5月 1冊 409－3

朱書「戌改十九号」・「弐番」

三部村去々辰流午ノ御改野取帳朱書「戌改四＋三号」 安永3年9月 1冊 441－7

三部村野取帳・三部葦登上作各地田畑割穿下タ帳朱 安政4年4月 2冊・合綴 441－10

書「戌改八十九号」・「肝腎八十八号」

日野郡三部村新開・畑田成・物成引地・実付不定下改 万延1年4月 1冊 441－12

弓取期中庄屋橋谷善左衛門・改人舟越村助七・三宮原村光
右衛門　朱書「戌改八号」

三部村御触損割賦帳朱書「戌改丁＋五号」 安政5年5月 1冊 494－6

〔三部村田荒物画引関連・三部村翁開田方川物成引高 元禄6年～14年 2冊・合綴 451－1

連〕朱書「戌丁田＋三号」・「戌改百八十八号」。表紙破損

三部論旨荒物成引起明器・三部村御物忌引帳朱書「戌 元禄6年～14年 2冊・合綴 451－2

改百八十二号」・「戌改百八十九号」

日野郡三部村田畑荒縄帳大庄屋野坂弥一右衛門　朱書 弘化3年9月 1冊 451－5

「戌改五十号」

日野郡三部村畑自分荒野大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－8

村長右衛門

日野郡三部村田畑連々荒鳥三部村組頭生田順一郎・村長 明治5年7月 1冊 451－12

父原村橋谷善一郎→鳥取県庁　朱書「岬町百六十六号」

日野郡三部村苗物敷当毛荒場増御語論願忌中庄屋橋谷 文久2年6月 1冊 451－16

善左衛門・賢人舟越村助七・父原村金井　朱書「戌改百七十
一号」

日野郡三部北新御加音付本丁分当御改本免□取調帳 万延1年7月 1冊 451－17

中庄屋橋谷善左衛門・改人庄村治右衛門・上諭原村光右衛
門　朱書「戌改第三号」

日野郡三部村物成引改敷帳三部村庄屋甚兵衛・年寄次兵 元禄12年5月 1冊 465－2

衛　朱書「野晒百八十六号」

三部村古荒起当御免附野帳朱書「戌二二＋六号」 天明4年7月 1冊 442－28

日野郡三部村当毛荒御忌米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－11

船越割干七・同宮原村光右衛門　朱書「戌改第四号」

三部村新開名寄帳朱書「戌改百九十号」 元禄7年8月 1冊 432－19

三部村田畑開方帳三部村庄屋利兵衛・年寄弥三右衛門 正徳1年9月 1冊 432－22

朱書「戌改百三十号」

三部村凶荒物成引改丁帳朱書「戌改戌百八＋七号」 元禄11年5月 1冊 433－1

三部畑開所改野取帳朱書「戌改百八＋号」 元禄14年9月 1冊 434－1
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三部村先年永川起改帳三部村朱書「戌改百八＋五号」 元禄12年 1冊 453

三部二二永川起改帳朱書「戌改百八＋四号」 元禄13年9月 1冊 454－1

三部二三永川起改帳朱書「三巴二七＋九号」 元禄14年10月 1冊 454－2

日野郡三部村御田地荒起御改帳大庄屋徳岡三郎兵衛 明和9年6月 1冊 434－11

朱書「利改二百弐号」

三部村流繍帳三部村庄屋甚兵衛・年寄理兵衛朱書「戌改 元禄16年8月 1冊 442－1

百九十七号」

三部村御免不時流繍帳朱書「戌舞岡七＋五号」 元禄16年8月 1冊 436

三部村流改帳三部村年寄弥三右衛門・同村庄屋理兵衛朱 享保7年8月 1冊 442－2

書「亭亭高高八号」

三部村田畑亥二流二二大庄屋二部宿二八朱書「戌百三＋ 享保17年6月 1冊 442－19
五号」

三部村午ノ流未ノ改帳年寄重四郎・庄屋藤兵衛朱書「戌 元文4年7月 1冊 442－20

改九十一号」

三部村亥流子御改帳朱書「戌改三＋九号」 宝暦6年8月19日 1冊 442－22

三部村亥流丑御改帳朱書「戌哉二＋八号」 宝暦7年3月 1冊 442－24

日野郡三部村当午流御改帳年寄次右衛門・庄屋理左衛門 宝暦13年8月 1冊 442－10

朱書「戌改七十八」

日野郡三部村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年8月 1冊 417－9

門・改人三部村長右衛門・同父原村忠治郎　朱書「戌改十五
号」

三部村開方御里帳大庄屋梅林忠兵衛・久□村久左衛門・ 寛政5年8月 1冊 432－24

庄村与惣右衛門　朱書「戌改六十九号」

三部村申新開改帳朱書「戌改九＋五号」 9月 1冊 432－27

〔一腰成米壱石鉢斗弐升壱合云々〕三部村 1冊 774

〔破損〕断帳三部村 明治3年1月 1冊 775

福吉村関係

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯州日野郡之内外構村田臨御検地帳朱書「戌改五＋号」 元和 1冊 401－3

伯州日野郡之内外構村田畑田検地帳朱書「戌改四＋七 寛永10年 1冊 404－3

号」

日野郡外構村地翠帳朱書「戌改三＋四号」 元禄6年10月 1冊 433－8

外構村地平野取帳朱書「戌改三＋三号」 元禄6年10月 1冊 425－1

外構二三平野取帳朱書「戌改三＋五号」 元禄7年3日 1冊 425－2

外構村二三御三下米人別割賦帳朱書「戌改＋三号」 享保12年8月 1冊 494－1

外構二二二三帳外構村庄屋長兵衛朱書「戌改九号」 享保14年4月 1冊 442－5
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外構村永荒物成引留二二帳外構村庄屋長兵衛朱書「戌 享保14年9月 1冊 445－3

改十号」

外構村開添田畑改号　日野郡大庄屋大江平蔵朱書「戌改七 享保20年10月 1冊 432－9

号」

日野郡外構村田畑手引帳大庄屋宮原村大江平兵衛朱書 享保21年3月 1冊 407－6

「戌改五号」

日野郡外構村午流本改野取帳朱書「戌改五＋八号」 宝暦12年7月 1冊 434－4

外構村田皇典流未御斎野取帳朱書「戌改組＋七号」 宝暦13年7月 1冊 441－2

外構村午流臼歯帳外立敵庄屋茂助・年寄三郎兵衛朱書 宝永1年7月 1冊 442－4

「戌改四十一号」

外構村午流酉改帳外構村庄屋茂助・年寄三郎兵衛朱書 宝永2年7月 1冊 442－21

「戌改三十九号」

外構村物成引並御加損割帳朱書「戌改七＋八号」 元文1年10月 1冊 494－3

外構村田畑演出物成帳朱書「戌改＋九号」 明和4年11月 1冊 498－5

日野郡福吉村田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年9月 1冊 403－5

朱書「戌改第三号」

福吉村田畑名寄帳庄屋船越村助七・年寄伴助・組頭留蔵 嘉永1年6月 1冊 405－1－11

朱書「戌改第二号」・「第四拾号j

日野郡福吉村種馬紙田畑宛口御年貢差引帳大庄屋生田 安政4年5月 1冊 416－12

甚兵衛・筆算方舟越村清七　朱書「戌改第十三号」

日野郡福吉村本免田畑宛口御年貢差引帳朱書「戌改八 安政4年5月 1冊 416－21

十九号」

日野郡福吉村本田子自分即成懸組・手付不定懸組宛口 安政4年5月 1冊 416－8

米取分帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改九＋二号」

福吉村田畑人別手離一札帳・福吉村田畑人別請合一札 安政3年9月15日～10月15日 5冊・合綴 423－8

帳・福吉村出口田畑人別手離一札帳・日野郡下吉村畑
人別請合一札帳・日野郡福吉村畑人別願下願書大庄

屋生田甚兵衛　朱書「戌改九十五号」・「特改九十六号」・「戌

改九十七号」・「戌改九十八号」

日野郡福吉村田畑下毛荒御田米二大庄屋近藤平右衛 弘化4年8月 1冊 450．1

門・同店役近藤寿一郎・改役人庄村与右衛門　朱書「戌改六
十九号」

日野郡福吉村田畑当毛荒御建米帳　大庄屋近藤平右衛 弘化4年8月 1冊 450－2

門・同添役近藤寿一郎・改役人庄村与右衛門　朱書「戌改六
十八号」

日野郡福吉村田畑当毛荒御損米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政6年力8月力 1冊 450－7

改劇団雨宿熊蔵　表紙破損

日野郡福吉村当毛荒御損米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－15

父原村墨画・同同村馬太郎　朱書「野心百二十三号」

日野郡福吉村鑑当流当毛荒御損米帳・日野郡福吉村当 明治4年9月 2冊・合綴 450－23

毛荒二二記帳大庄屋野坂弥一郎・改人宮原村大江文七朱
書「戌改百五十八号」・「戌改百五十九号」

日野郡福吉村□□□免荒願帳年寄直七・庄屋舟越村治右 弘化3年9月 1冊 451－4

衛門→近藤平右衛門・同寿一郎　朱書「戌改七十一号」

日野郡福吉村田畑自分荒願帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 弘化3年9月 1冊 45ト6
門・同寿一郎　朱書「戌改八十三号」

日野郡福吉村荒方差引帳頭組年行司留蔵他3名→緒形四 安政4年5月 1冊 451－7
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郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　朱書「戌改□［コ［］号」

日野郡福吉触文化八二御下札表御高物成増減差別帳 天保12年8月 1冊 517－1

大庄屋根雨宿近藤平右衛門・改人庄村貞助・同溝口宿勝
蔵・同父原村忠次郎　朱書「戌改百拾号」

福吉村畑新開年限□願書願主福吉到着左衛門他3名→足 慶応2年6月 1冊 456－1

羽文平　朱書「二三四十二号」

日野郡福吉村諸帳面□大庄屋弐部宿足羽□右衛門朱書 天保12年3月 1冊 486－6
「野外百六号」

日野郡三部村田地導流御尋野取帳庄屋林右衛門　朱書 明和9年9月 1冊 441－8
「翠陰四十号」

日野郡福吉村当毛荒場本三野取帳　中庄屋橋谷善左衛 安政7年3月 1冊 434－2

門・改人口原村金録・同同村馬太郎　朱書「戌改百四号」

日野郡福吉村田二二二野取帳大庄屋足羽伊右衛門・改人 天保12年4月 1冊 441－9

庄村貞助・同溝口宿勝蔵・同持屋原村甚兵衛　朱書「戌改百
十一号」

日野郡福吉村田畑開方御斗帳大庄屋根雨宿近藤平右衛門 天保12年8月 1冊 417－1

朱書「戌改百八号」

日野郡福吉村田畑開方御改帳大庄屋野坂弥一右衛門・中 慶応4年4月 1冊 417－11

庄屋足羽文平　朱書「戌改百三十九号」

福吉村竹林藪役銀御改帳・福吉村社地墓地並田畑新開 明治4年6月 2冊・合綴 502－2

御改帳庄屋福嶋村中田慶一郎朱書「戌改百六＋三号」・「第
八十四号全七冊」・「第八十四号全八冊」

日野郡福吉・舟越・福嶋・三部村地所売買質入書入奥 明治7年～12年 1冊 471
書割印帳福吉・舟越・福島・三部村分表紙一部破損

福島村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯州日野郡福嶋村御検地詰帳朱書「戌改百三＋九号二」 寛永10年1月 1冊 403－36

日野郡田畑字寄地続帳福嶋村年寄平右衛門他2名福島村 明和4年11月 1冊 403－14
分。表紙欠。

丑御亭大庄屋改福嶋村朱書「戌改七＋三号一通帳二冊 貞享2年7月 1冊 404－1

不用」

福嶋村丑ノ御改大庄屋改庄屋与右衛門・孫左衛門→初野 貞享2年7月 1冊 404－2

仁左衛門・大中州兵衛　朱書「戌改七十二号二」・「数之合帳」

福島村新開剛直シ改書上帳朱書「戌改百四＋四号」 元禄14年10月 1冊 435

福嶋村田地二流申御三野上帳朱書「戌改七＋九号」 宝暦14年7月 1冊 441－4

福嶋村隠避改帳福嶋村年寄長兵衛朱書「煙焔九＋五号」 享保7年8月 1冊 442－6

日野郡福嶋村田畑手引帳大庄屋宮原村大江平兵衛朱書 享保21年2月 1冊 407－3

「戌改八十五号」

日野郡福嶋村田畑手引帳　日野郡大庄屋宮原村大江平兵衛 享保21年2月 1冊 407－5
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朱書「戌改百九号」

福嶋村未之流部曲帳福嶋村年寄弥三郎・同村庄屋弐部宿 寛延3年5月 1冊 442－7

源七・改役人宮原村□治郎　朱書「丁丁百三十一号」

日野郡福嶋村田五感流申御改血庄屋弐部宿源七・年寄 明和2年7月 1冊 442－11

平右衛門　朱書「戌改六十一号」

福嶋直心田地丑巳流地霊御改帳大庄屋西□甚左衛門・ 文政1年8月 1冊 442－17

改血庄村与三右衛門　朱書「戌改八十七号」

福嶋村御田地心巳流地欠御改帳朱書「戌改八＋八号」 文政2年8月 1冊 442－26

日野郡福島村田畑開方御改帳大庄屋近藤平右衛門・三人 天保12年8月 1冊 452－1

庄村貞助他　朱書「戌改百十四号」

日野郡福嶋村田畑開方御改帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保12年8月 1冊 417－7

門・改人庄村貞助他　朱書「暗紅百十六号」・「直し済」・「拍」

日野郡福嶋村三密御盛野営帳朱書「戌改六＋六号」 弘化2年4月 1冊 441－16

日野郡福嶋村天保以後新開・畑田成・物成引□品々御 万延1年8月 1冊 421－1

改帳改人通原村金録・同同村馬太郎朱書「戌改五＋六
号」

福嶋村竹林難役旧劇掛帳朱書「戌改訂七＋号」 明治4年6月 1冊 502－7

福嶋村田畑名寄帳庄屋弐部宿好助・年寄好右衛門・組頭 嘉永2年6月 1冊 405－1－10

善左衛門　朱書「戌改百七十六号」

日野郡福島村御窃帳改人庄村貞助・同清口宿然蔵・同父 天保12年8月 1冊 508
原村忠次郎　朱書「戌改百十一号」

福嶋早出物成寄取立帳朱書「戌改百五＋五号」・「第百九 明和5年10月 1冊 498－1

号」

福島村御年貢麦代銀人別取立帳庄屋吉兵衛朱書「戌改 天保13年6月 1冊 488－1

百十八号」

日野郡福嶋村田方当毛子御損米帳　大庄屋近藤平右衛 嘉永2年8月 1冊 450－4

門・煙焔役近藤寿一郎・良人根雨宿孫録　朱書「戌改七十号」

日野郡福嶋村田方三毛荒御覧米帳大庄屋生田甚兵衛・ 安政4年8月 1冊 450－8

改人根雨宿熊蔵　朱書「戌改百二十二号」

日野郡福嶋村当毛荒御損米帳中庄屋橋谷善左衛門・改人 万延1年6月 1冊 450－12

父原村金山・同同村馬太郎　朱書「戌改六十一号」

日野郡福嶋村当毛脚御借米帳大庄屋野坂弥一郎・平人宮 明治4年9月 1冊 450－25

原村大江文七　朱書「戌改百八十五号」

御囲籾御拝借人別乱淫福嶋村朱書「戌十六＋九号」 嘉永4年5月 1冊 467－2

日野郡福嶋村畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛朱 安政3年9月15日 1冊 423－6

書「戌改四十一号」

福嶋村御上作割地畝高取調帳・福嶋村田畑□□帳朱 安政4年1月 2冊・合綴 486－1

書「戌改百二十号」

日野郡福嶋村本免田畑庭口御年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－25

兵衛　朱書「戌改百二号」

日野郡福嶋村本免差引帳・当毛□差引帳・御割紙差引 安政4年9月 1冊 416－16

帳日野郡藤高南分工大庄屋生田甚兵衛・筆算方宮原露光
右衛門　朱書「二丁百二四号」

日野郡福嶋面謁目分荒藁筆話方宮原村光右衛門朱書 安政4年5月 1冊 420－1

「戌改二十三号」

日野郡福嶋村二三出物成場所之内増御三二二二二人 万延1年8月 1冊 422－2
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鳥取県日野郡溝口町役場引継文書／旧二部村役場文書／福島村関係／土地・租税

父原村金録・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門。　朱書
「戌改五十五号」

日野郡福嶋丁丁作趣向二付門守荒差別野取帳・日野郡 文久3年3月 3冊・合綴 486－3

福嶋村稗作御趣向二付物成引差別亀住帳・日野郡福嶋
村生作御趣向二三□荒差別弓取帳朱書「戌改五＋号」

日野郡福嶋村田畑遠寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－24

朱書「戌改百六十七号」・墨書「村控」

福島村地租改正手引帳戸長生田秀三郎他表紙破損 明治8年 1冊 460

船越村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯州日野郡舟越村御検地帳朱書「戌改＋四号」 寛永10年8月 1冊 403－37

舟越村新開帳朱書「戌宝尽＋二号」 元禄6年4月 1冊 432－37

舟越村古荒物導引巨峯劇壇越村庄屋吉兵衛・同村年寄安 元禄11年5月 1冊 433－3

右衛門　朱書「戌改三十七号」

舟越村古聖物成引改起帳盛人久次郎他3名　朱書「戌改三 元禄14年10月 1冊 433－2

十九号」

別帳開物成引起帳舟越村庄屋三郎兵衛・同村年寄次兵衛 元禄14年10月 1冊 433－7

朱書「戌改四十号」

舟越村永荒物成引改帳舟越村庄屋三郎兵衛・同断二郎兵 正徳1年9月 1冊 445－1

衛朱書「戌改五号」

舟越村起開取分帳朱書「戌改測＋九号」 享保11年8月 1冊 437

舟越村開方荒起並劇的古代改帳　日野郡大庄屋二部宿助 享保11年11月 1冊 433－5

八・改役人庄村丈左衛門・同断例河崎村与六　朱書「戌改三
十号」

日野郡船越村新加損割方改血大庄屋入沢千賀蔵・改丁三 安政4年3月 1冊 417－5

部村長右衛門・同父原村金録。　朱書「戌改九十七号」

日野郡舟越村自分田成殊畑懸組・本田交自分田成懸
g・開添懸組宛口米取分帳・日野郡舟越村田懸組屋敷

安政4年5月 2冊・合綴 416－13

並塩畑付自分田成り改帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改
百一号」・「戌改百二号」

日野郡舟越村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年8月 1冊 421－5

改帳改人父原村金録・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門
貼札「第五十七番」

船越村竹林藪空士御膳帳・舟越村社地辻堂墓地御改帳 明治4年6月 2冊・合綴 502－4

庄屋福嶋村中田慶一郎　朱書「戌改百五十六号」

日野郡舟越村午流下豊野取帳舟越村史屋助右衛門・同村 宝暦12年7月 1冊 441－1

年寄幸四郎　朱書「戌改七号」

舟越村田畑曲流未御改野鶴帳朱書「戌改九号」 宝暦13年7月 1冊 441－3

舟越村田畑午流申丁丁野取帳朱書「戌改五＋九号」 明和1年8月 1冊 441－5

舟越村醸上納御改所動々辰流山御娘盛取帳朱書「戌改 安永3年9月 1冊 441－6
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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／船越村関係／土地・租税

四十五号」

舟越村田畑午即断御無地損所御呼損差米帳朱書「戌改 宝暦13年7月 1冊 494－4

十号」

舟越村悪田御里損米人別割引朱書「戌改題＋七号」 享保14年8月 1冊 494－2

舟越村田畑地続手引帳　日野郡大庄屋大江平兵衛朱書「戌 享保21年2月 1冊 403－43

改廿三号」・墨書「村拍」

舟越・藤屋両村辻堂相改書上ヶ帳庄屋□□村源治郎・ 寛延4年5月 1冊 506
舟越村年寄藤三郎　朱書「戌改百八十六号」

船越村田畑名寄帳舟越村庄屋□□□嘉兵衛・筆者庄村保 文政1年10月 1冊 405－1－13

蔵　朱書「戌改百十七号」

船越村田畑名寄帳庄屋年寄兼助七・組頭友右衛門　朱書 嘉永1年1月 1冊 405－1－12

「二二二百三十壱号」・貼札「第五十二番」

舟越聖別取立上納帳大庄屋近藤平右衛門朱書「戌改七＋ 天保4年10月 1冊 511
八号」・貼札「第四十八番」

日野郡船越村田墨字寄地続帳近藤平右衛門・近藤寿一郎 天保14年12月 1冊 403－20

朱書「戌改八十三号」

長龍寺祠堂米側早舟越村分・庄屋市右衛門朱書「三洋四 安永3年6月 1冊 507－2

十六号」・「第十九号」

日野郡舟越村田豊里口米綿大庄屋生田甚兵衛朱書「戌 安政2年3月 1冊 416－3

改八十八号」・貼札「三番」

日野郡舟越村田畑人別手離一札高大庄屋生田甚兵衛 安政3年9月15日 1冊 423－2

朱書「融和四十九号」・貼札「第五十四番」

日野郡舟越村垂下ヶ田畑人別手離一札帳大庄屋生田甚 安政3年9月15日 1冊 423－10
兵衛　朱書「戌改九十号」・「三番」

日野郡舟越村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年9月15日 1冊 423－11

朱書「戌改九十一号」

日野郡舟越村雲人別請合一札帳地主市右衛門・頭組年 安政3年 1冊 423－5

行司兼年寄友右衛門・庄屋官戸・群口母人三部村長右衛門
朱書「戌改九十五号」

日野郡舟越村祭人別願下願書願主市右衛門他2名　朱書 安政3年10月 1冊 416－7

「戌改九十三号」

日野郡舟越村御上南幸田畑唯一米之内出仕シ隅隅口取 安政3年10月30日 1冊 416－6

取調帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改九十二号」

日野郡船越村当作高帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改悪＋ 安政3年12月 1冊 514
四号」

日野郡舟越村本免田畑宛口開年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－22

兵衛　朱書「三三百八号」

日野郡船越村畑自分荒帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－19

村長右衛門　朱書「戌改百五号」

日野郡船越村本免差引帳・御幸紙差引帳宛口段分載 安政4年9月 1冊 416－17
大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部村長右衛門　朱書「戌改百九
号」

日野郡船越混乱改出物成場所之内増御三損三二改人 万延1年8月 1冊 422－1

父原村金塊・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門　朱書「戌
改百十一号」

日野郡船越村田畑押脚荒帳船越村組頭影山唯蔵・村長福 明治5年7月 1冊 451－13

嶋村中田慶一郎→鳥取県庁　朱書「戌改百五十五号」
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鳥取県日野郡溝口町役場引継文書／旧二部村役場文書／船越村関係／土地・租税

回書国日野郡船越村田畑山林所持限書上地券証御下願 明治6年5月 1冊 406，2－2

統計朱書「戌改訂四＋二号」

船越村田畑合筆願下帳 明治6年8月 1冊 504－2

焼杉村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯州日野郡焼杉村御検地朱書「戌改第六号」 元和4年5月7日 1冊 401－4

〔日野郡検地帳・日野郡焼杉村御地開帳〕破損 寛永10年7月 2冊・合綴 403－42

焼杉村田畑新開帳焼杉村朱書「戌改第四号」 元禄7年4月 1冊 432－1

焼杉三ヶ村古荒物成二三起帳控焼杉三ヶ村朱書「戌改 元禄11年8月 1冊 433－4

第十五号」

焼杉三ヶ村詰所改弓取帳朱書「戌二二焼三＋九号」 元禄14年10月 1冊 434－5

焼杉三ヶ村荒所開所素振取帳朱書「戌福山改第＋一号」 元禄14年10月 1冊 434－7

焼杉村田畑山川添並荒御改野取帳庄屋源治郎・改早撃 明和4年6月 1冊 434－6

庄村与三右衛門　朱書「心急十七号」

日野郡焼杉村単方御平帳大庄屋大江豊蔵・改役人庄村与 明和5年8月 1冊 431－6

三右衛門　朱書「戌改十八号」

焼杉村開方御改帳大庄屋梅林忠兵衛・久同村久左衛門・ 寛政5年8月 1冊 432－23

庄村与惣右衛門　朱書「戌二九号」

日野郡焼杉村田畑開方御改選大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年10月 1冊 417－6

門・改人庄村貞助・同父原村忠治郎　朱書「戌改三十八号」

焼杉村田畑名寄帳朱書「戌改二＋四号」 弘化1年5月 1冊 405－1－9

日野郡焼杉村田畑当毛荒御願帳大庄屋近藤平右衛門・ 弘化3年9月 1冊 451－3

同寿一郎　朱書「二二二十二号」

焼杉・上ノ名・須鎌三山村御山損米人別割賦帳庄屋 弘化3年6月 1冊 494－7

卯吉　朱書「焼杉福居戌改四十三号」

日野郡焼杉・上ノ名・須鎌三ヶ村地井手御野帳年寄 嘉永7年2月 1冊 455－7

長右衛門・庄屋弐部宿久兵衛→生田甚兵衛　朱書「焼杉・福
居士改四十一号」・貼札「内、上ノ名・脚病二村者、当今福居
村之内」

日野郡焼杉村本田交自分田田懸組・実付不定懸組・当 安政4年5月 2冊・合綴 416－11

□□面懸組宛回米取分帳・日野郡焼杉村田畑懸組屋敷
改帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改第二＋八号」

日野郡焼杉村屋敷帳筆算方長右衛門朱書「戌改三十二 安政4年5月 1冊 430．3
号」・「三番」

焼杉・上ノ名・須鎌三ヶ村御囲籾拝借人別印形帳右 明治2年7月 1冊 5∞一8

三ヶ村庄屋焼杉村為重→野坂弥一郎　朱書「焼杉福居戌改四
十七号」・「第五十一号」

日野郡焼杉・上名・頸回三ヶ村増料御銀拝借人別印形 明治3年5月 1冊 500－7

此上名村組盃淋代小頭久四郎他4名→野坂弥一郎朱書「焼
杉福居戌改四十八号」
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鳥取県日野郡溝ロ町役場引継文書／1日二部村役場文書／焼杉村関係／土地・租税

〔拝借籾高帳〕焼杉村・上ノ名村・面面村庄屋田辺為重→野 明治4年12月 1冊 792
坂弥一郎　焼杉村・上ノ名村・須鎌村分

焼杉村田畑山林合筆願下帳朱書「戌痛点＋五号」 明治6年7月 1冊 503－1

焼杉村田畑山甲所持書上地券証御下渡願帳同村三百四 明治6年2月28日 1冊 503－2

十三番邸金田源平　朱書「戌改六十六号」

焼杉村田畑山二会持書上地券証御下渡願帳同村小前惣 明治6年2月 1冊 ’503－3

代船越〔破損〕朱書「戌改六十七号」・「十五冊之内壱番」

〔焼杉村耕地畑之部地価改帳〕 1冊 517－4

福居村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

福居村丈三三検査御手引帳戸長舟越村八橋目一郎・副戸
@長向田周三郎・立会人安達亀重　朱書「〔破損〕百九十六号」・

@「三号之内第二号」

明治 1冊 486－4

上名村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡上名村田畑字寄地続帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保15年3月 1冊 403－12

門・近藤寿一郎　朱書「戌改百十四号」

日野郡上名村御地二二朱書「戌改□□五号」 寛永10年7月 1冊 403－32

上名村田畑名寄帳朱書「戌改二百九＋二号ノニ」 弘化3年5月 1冊 405－2－11

o

日野郡上名村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋生田甚 安政4年5月 1冊 416－26

兵衛・筆算方父原村金録　朱書「戌改六十四号」

日野郡上名村荒方差引帳筆算方父原村金録朱書「戌改 安政4年5月 1冊 420－2

五十八号」

日野郡上名村田畑宛口米帳大庄屋生田甚兵衛朱書「戌 安政2年3月 1冊 416－20
改六十六号」

日野郡上名村自分田成品々宛口米帳筆者方父原村金録 安政4年5月 1冊 419－1

朱書「戌改六十号」

日野郡上名村当改出物成場所之内増森加損願帳乱人 万延1年8月 1冊 422－4

福吉村作兵衛・同溝口宿権平・中庄屋橋谷善左衛門　朱書
「至当八十二号」

日野郡上名村御下札子下免分解甲子上棚調帳中庄屋橋 万延1年8月 1冊 429－9

谷善左衛門・改人皇吉村作兵衛・同溝口宿権平　朱書「戌改
八十一号」

上名村竹林藪役銀面改帳朱書「黒熱百官＋号」 明治4年6月 1冊 502－1
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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／上名村関係／土地・租税

上名村田畑山林合筆願下帳朱書「戌改七＋六号」 明治6年8月 1冊 504－1

上名村社地辻堂墓地御改帳朱書「戌改百三＋一号」 明治4年6月 1冊 507－3

上名村新田改野取帳朱書「戌改九＋二号」 宝暦12年8月 ’1冊 513－1

上名村新田所地欠御理人別野取帳庄屋二部宿理八・改 安永9年11月 1冊 441－17
人庄村与三右衛門　朱書「戌改七十一号」

上名村砂子南開替場所野帳三人庄村与三右衛門・庄屋二 天明4年7月 1冊 513－2

部宿利八　朱書「戌改七十号」

日野郡上ノ名村田畑新開年限延願書願主上ノ名村直蔵 慶応2年6月 1冊 444
他10名→足羽文平　朱書「丁丁百二十五号」

上名村新旧□高御物成書上帳控上名村庄屋藤屋村源治 宝暦13年8月 1冊 447
郎・同村年寄九右衛門　朱書「戌改百二十七号」

日野郡上名村田畑人別請合一一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年10月15日 1冊 474－4

朱書「戌改五十六号」

日野郡上名村稗作御趣向二付物成引差別帳・日野郡上 文久2年3月 1冊 499－1

名村稗御趣向二付当毛荒差別帳　中庄屋橋谷善左衛門・
痴人三部村長右衛門・同福吉村作兵衛　朱書「戌改九十一号
一」。七曲2冊

上名・焼杉・須鎌三ヶ山子ノ出物成仕出割帳庄屋二部 寛政4年12月 1冊 498－3

宿源七　朱書「戌改四十弐号」・「焼杉・福居」

〔日野郡立茶田畑改帳〕6ヶ村庄屋源次郎他4名 宝暦7年4月 1冊 524－2

日野郡上名村新開当上納別取立帳　上名村組頭船越直 明治4年10月 1冊 516－21

蔵・庄屋焼杉村田辺為重→野坂弥一郎　朱書「戌改三十四
号」・「第八十号」

日野郡上名村書毛荒御損米帳　改人宮原村与三郎朱書 明治2年8月 1冊 420－4
「戌改百三十二号」・「第五十六号」

日野郡上名村二毛荒御損米州大庄屋野坂弥一郎・肥人宮 明治4年9月 1冊 450－22
原村大江文七　朱書「戌改百三十三号」

日野郡上名村田畑当科荒審尋名村組頭舟越直蔵・村長焼 明治5年7月 1冊 451－21

杉村田辺藍蝋→鳥取県庁　朱書「戌改二百八十二号」

日野郡上名村田畑連々荒帳上名村組頭舟越直蔵・村長焼 ・明治5年7月 1冊 451－22

杉村田辺為十→鳥取県庁

藤屋村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

鉄炮四季船改判形帳藤屋村朱書「戌改百八＋四号」

k鉄砲四季御改判形帳〕円山源兵衛・中野又左衛門→藤屋
@村百姓　朱書「戌改百四十号」

元禄10年6月

ｳ禄10年6月

1冊

P冊

473－1

S73－2
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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／藤屋村関係／土地・租税

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡藤屋村田方御検地帳山内夫左衛門・鷲見助左衛門 寛文1年9月18日 1冊 401－5

藤屋村田畑名寄帳庄屋焼杉古宇吉・年寄庄蔵・組頭年行 弘化3年5月 1冊 405－1－15

詞壇要吉　朱書「戌改二百九十二号三」

藤屋村田畑地続手引帳　日野郡大庄屋大江平兵衛朱書「戌 享保21年2月～元文1年5月 1冊 407－2

改百八十三号」・墨書「村拍」

藤屋村御高寄免画帳庄屋助七　朱書「戌改心六＋二号」 慶応2年9月 1冊 411－8

日野郡藤屋村田畑屋敷懸組・本田交自分田野明旦・実 安政4年5月 1冊 416－10

付不定懸組・開□懸組宛口米取分帳大庄屋生田甚兵衛
朱書「戌改第百五十号」

藤屋村当午流御門帳朱書「戌改二百二号」 宝暦12年8月 1冊 442－8

日前郡藤屋頭角方御煎帳大庄屋大江豊蔵・改役人庄村与 明和5年8月 1冊 431－8

三右衛門　朱書「三三；二百十九号」

日野郡藤屋村天保以後新開・畑田成・実付不定品々御 万延1年7月 1冊 421－6

三嘆改劇壇原村金目・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門
朱書「戌改百五十八号」

日野郡藤屋村当改出物成場所之内増御加損願帳改人 万延1年7月 1冊 422－3

父原村金録・同同村馬太郎・中庄屋橋谷善左衛門　朱書「戌
改百五十六号」

日野郡藤屋村田畑人別手離一札帳・藤屋村田畑人別請 安政3年9月15日 2冊・合綴 423－1

合一札二大庄屋生田甚兵衛朱書「戌改百四＋四号」

日野郡藤屋村田畑人別請合一札帳大庄屋生田甚兵衛 安政3年10月15日 1冊 423．4

朱書「賭博百四十七号」

日野郡藤屋村当毛荒場宛口惣組差別帳大庄屋生田甚兵 安政4年5月 1冊 418
衛　朱書「戌改百四十三号」

藤屋丁丁開帳朱書「二丁二百二十号」 正徳1年9月 1冊 432－2

日野郡藤屋村田畑午流申込改帳　庄屋□□三郎・年寄伊 明和1年7月 1冊 442－12

右衛門　朱書「三叉二百二十四」

日野郡藤屋村田畑当毛荒御損米帳　大庄屋近藤平右衛 嘉永2年8月 1冊 450－5

門・同添役近藤寿一郎・改人根雨宿孫録　朱書「戌改百七十
四号」

日野郡藤屋村当野荒御門野帳中庄屋橋谷善左衛門・門人 万延1年6月 1冊 450－13

父原村金碧・同同村馬太郎　朱書「戌改二百十三号」

日野郡藤屋村当毛荒御山米帳中庄屋橋谷善左衛門。改人 万延1年6月 1冊 450－14

父原村金融、同同村馬太郎　朱書「戌改百五十九号」

日野郡藤屋村冬毛荒御損面素大庄屋野坂弥一郎・改人宮 明治4年9月 1冊 450－24

原村大江文七　朱書「戌改二百四十七号」

日野郡藤屋村稗作画趣向餌付不入益荒差引帳面谷善左 文久2年3月 1冊 451－10

衛門・改人三部十右衛門・同父原村金録　朱書「三三二百十
五号」

日野郡藤屋丁丁上作廻田丁丁内自分荒地願受願書大 安政4年4月 1冊 451－14

庄屋生田甚兵衛　朱書「戌改百五十二号」

日野郡藤屋村段取出精籾並二去ル巳年当年拝借返上 明治4年12月 1冊 466－3
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鳥取県日野郡溝口町役場引継文書／旧二部村役場文書／藤屋村関係／土地・租税

籾・去ル午年より三歩一籾取立帳庄屋福嶋村中田慶一
郎・組頭砂原文六　朱書「戌改二百五十六号」

藤屋村御上作質地畝高取調帳朱書「戌改百四＋一号」 安政4年1月 1冊 486－2

藤屋網間［］間免差顎脚損米帳・藤屋村土成間高当毛荒 弘化3年9月 2冊・合綴 494－5

御損画帳朱書「戌改百五＋五号」

日野郡藤屋罫引作事趣向極付三毛荒差別帳中庄屋橋谷 文久2年3月 1冊

善左衛門・改人三部村長右衛門・同父原村金録　朱書「戌改 495－1

二百六号」

日野郡藤屋村下作御趣向二付不入御下札荒胆別帳改 文久2年3月 1冊 495－2

人三部村長右衛門・同父原村金録

日野郡藤屋村田畑字寄地続熱望庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年8月 1冊 403－8

朱書「戌改二百四十九号」

藤屋村竹林藪役銀甲改帳・藤屋村社地辻堂墓地御三帳 明治4年6月 2冊・合綴 502－3

朱書「戌改二百四十八号」

三者国日野郡藤屋村荒地起返年三御請書　戸長二部宿 明治6年5月 1冊 492
〔破損〕　朱書「戌改二百五十七号」

〔田畑反別地価取調帳〕藤屋村総計 1冊 721

島島村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡須鎌村田畑開方御改帳大庄屋根両宿近藤平右衛 天保14年10月 1冊 417－4

門・改人庄村貞助・同断父原村忠治郎。　朱書「戌改第十六
号」

日野郡須鎌村田畑字寄地続帳大庄屋根雨宿近藤平右衛 天保14年12月 1冊 403－15
門・近藤寿一郎　朱書「三山第十三号」

日野郡心心村田畑宛口米帳頭組年行司幸助他3名→緒形 安政2年4月 1冊 416－2

四郎兵衛・生田甚兵衛・野坂金治郎　朱書「戌改三十□」・貼
札「六番」

日野郡須鎌村書方差別帳大庄屋生田甚兵衛・筆算方三部 安政4年5月 1冊 451－18

村長右衛門　朱書「戌改三十二号」

日野郡珍襲村勢改出物成場所之内増二二損願帳改人 万延1年8月 1冊 422．5

福吉村作兵衛・同溝口宿権平・中庄屋橋谷善左衛門。　朱
書「晶晶第十八号四」

日野郡須野村当改出物成場所之内脚半制御加損願帳 文久2年6月 1冊 422－7

二人福吉村作兵衛・同二部宿平八・大庄屋橋谷善左衛門
朱書「戌改第二十号」

日野郡須町村田畑字寄地続帳大庄屋溝口宿野坂弥一郎 明治4年5月 1冊 403－28

朱書「戌改四十八号」・墨書「村雨」

須鎌村竹林藪役銀御改号朱書「戌改四＋号」 明治4年6月 1冊 502－9

第百区伯者国日野郡草鎌村田畑山林総計朱書「戌改二 明治6年3月31日 1冊 456－2

百七十六号」
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鳥取県日野郡伯南町役場引継文書／旧山上村役場文書／笠木村関係／土地・租税

鳥取県日野郡伯南町役場引継文書

旧山上村役場文書

笠木村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡小雀村当酉別取立上納帳・奥日野郡山裏村当 文久1年8月 8冊・合綴 516－22

酉別取立上納帳・奥日野郡水谷村当酉別取立上納帳・
奥日野郡鉄穴内村当酉別取立上納帳・奥日野郡大原村
当酉別取立上納帳・奥日野郡影村当酉別取立上納帳・
奥日野郡日谷村当酉別取立上納帳・奥日野郡坊村当酉
別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛門→大庄屋近藤平右衛門

朱書「十四号十一冊」・青書「万フ第三十八号」

日野郡日谷村文化八面御下札表御重訂成増減差別帳・ 天保14年4月 8冊・合綴 517－3－1

日野郡影野文化八未御下札表御高物成増減差別帳・日
野丁丁原村文化八丁御下札表御高物成増減差別帳・日
野郡二二内村文化八重御下野里御高物成増減差別帳・
日野郡小雀村文化八未御下札表御高物成増減差別帳・
日野郡回想村文化八未御下札表御高物成増減差別帳・
日野郡坊村文化八未御下札表御高物成増減差別帳・日
野細水谷村文化八未御下札表御高物成増減差別帳大

庄屋黒坂村緒形四郎兵衛・改人黒坂村与平・同月瀬村遠平

水谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡水谷村本免田畑画工御年貢差引帳大庄屋入沢千
@賀蔵・筆算方上河口比縁村源太左衛門　青書「万□第十五号
@ノ内」

安政4年5月 1冊 416－24

下多田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡下多田村当酉より別取立上納帳中庄屋緒形七
@郎右衛門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ
@内」・青書「万フ第三十六号ノ内」

文久1年8月 1冊 516－2
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鳥取県日野郡伯南町役場引継文書／旧山上村役場文書／見田村関係／土地・租税

見田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡見田村高酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－4
門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青
書「万フ第三十八号ノ内」

奥日野郡見田村本免田畑宛口御年貢差引帳緒形七郎右 文久2年5月 1冊 415－8
衛門・改人大宮村硝右衛門　朱書「帳第五拾三号」・青書「□

□第四十四号」

葉田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡葉侶村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛
@門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青
@書「万フ第三十八号□□」

文久1年8月 1冊 516－5

二部村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡二部村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛
@門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青
@書「万フ第三十八号□」

文久1年8月 1冊 516－6

尾郷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野高尾郷村亭亭田畑宛江御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－5

高蔵・筆算方大宮村硝右衛門　朱書「帳第廿八号　九冊ノ内」

奥日野郡尾郷村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛
門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青 文久1年8月 1冊 516－16
書「万フ第三十八号ノ四」
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鳥取県日野郡伯南町役場引継文書／1日山上村役場文書／狩場村関係／土地・租税

狩場村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡狩場母子直別取立上納帳狩場村小頭市左衛門 文久1年8月 1冊 516－7

ほか6名より、中庄屋緒形七郎右衛門宛。中庄屋緒形七郎右
衛門より、大庄屋近藤平右衛門宛。　朱書「帳第四拾七号十

冊ノ内」・青書「万フ第三十八号□」

奥日野郡狩場村本免田二丁口御年貢差引帳緒形七郎右 文久2年5月 1冊 415－6

衛門・改人大宮村硝右衛門　朱書「帳第五拾参号」・青書「□

□第四十四号」

佐木谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

佐木谷村田畑三口米取調書上帳村中総代頭組文助・同 安政2年3月～3年3月 1冊 410－3

断久右衛門→庄屋千左衛門・年寄為蔵　朱書「帳第廿四号十
冊ノ内」

奥日野郡佐木谷村別取立上納帳佐木谷村小頭亀右衛門 文久1年8月 1冊 516－11

他9名→緒形七郎右衛門。　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・

青書「佐フ拾八号」

二二国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持二二上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－10

御下渡願帳同村四百六＋四番邸持主坪倉芳五郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊ノ内五十五」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－11

御下渡願帳　同村四百四拾五番屋敷持主坪倉芳五郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾四」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－12

御下渡願帳尾郷村四百八拾八番屋敷持主坪倉忠蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾五」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－13

御下渡願帳葉侶村五百弐番屋敷持主坪倉豊蔵朱書「一村
内持主人別帳合八十一冊ノ三三拾六」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－14

御下渡山兎下多田村四百九拾三番屋敷持主坪倉六蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾七」

伯再訂日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－15

御下呪願平尾郷村四百八拾壱番屋敷持主坪倉林蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内二丁八」

寸寸国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－16

御下渡願帳　三郷村四百八拾弐番屋敷持主藤縄貞蔵朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内三拾九」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406十17
御下渡願帳同村四百七拾壱番屋敷神田受坪倉啓四郎朱書
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鳥取県日野郡伯南町役場引継文書／旧山上村役場文書／佐木谷村関係／土地・租税

「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内四拾」

廻者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持誓書上地忠孝御下渡即興持屋原村三百五拾弐番屋敷持主池岡八寿郎朱
明治6年10月25日 1冊 406－1－18

書「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内四拾壱」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証御下渡願帳下多田村持主高橋近太郎朱書「一村内持主人
明治6年10月25日 1冊 406－1－19

別帳合八十一冊ノ内四拾二」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証御下渡願帳持主近藤喜八郎朱書「一村内持主人別帳合印
明治6年10月25日 1冊 406－1－20

十一冊ノ内冠拾三」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－21

御下渡願帳尾郷村四百八拾三番屋敷持主耳聞兼次郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊ノ内四拾四」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－22
御下耳印帳　山子村六百三拾七番屋敷持主木下太平治暦3名

朱書「一村内持主人別帳合四拾八冊ノ内四拾□」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－36
御下渡願帳　同村四百五拾番屋敷持主坪倉直次郎朱書「一

村内持主人別帳合八十一冊内懐訳無」

捌者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－37
御下的弓帳佐木谷村持主坪倉鹿太郎他4名→三吉鳥取県参事表紙

破損

捌者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持叢書上地券売御下附則帳　同村四百七拾壱番屋敷持主坪倉啓四郎　朱書
明治6年10月25日 1冊 406－1－38

「一村内持主人別帳合八十一冊之内二」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券壷網下渡願帳同村四百七拾九番屋敷町主矢田貝大次郎朱書
明治6年10月25日 1冊 406－1－39

「一村内持主人別帳合八十一冊之内三」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持叢書上地券壷網下渡願帳　同村四百七拾六番屋敷持主矢田貝嘉平　朱書
明治6年10月25日 1冊 406－1．40

「一村内持主人別帳合八十一冊之内四」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－41

御下渡願帳　同村四百七拾三番屋敷持主大塚亀吉　朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内五」

伯岩国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－42
御下単願帳　同村四百七拾番屋敷持主山城熊太郎　朱書「一・

村内持主人別帳合八十一冊之内六」

伯当国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－43

御下渡願帳同村四百五拾番屋敷持主坪倉吉蔵朱書「一村
内　持主人別帳合八十一冊之内七」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－44

御下渡願帳　同村四百七拾七番屋敷持主矢田貝友平朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内八」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－45

御下渡願帳同村四百六拾七番屋敷持主泰藤次郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内九」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－46

御下渡願帳同村四百五拾壱番屋敷持主坪倉為蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内応」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－47

御下渡願帳　同村四百六拾九番屋敷持主矢田貝只七　朱書
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「一村内持主人別帳合八十一冊之内拾壱」

伯雪国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－48

御下渡富盛同村四百六拾三番屋敷持主坪倉周蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之豊富二」

智者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－49

御下渡画帳　同村四百七拾八番屋敷持主矢田貝直重朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内画筆」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－50

御下渡願帳同村四百六拾七番屋敷持主泰繁三寿朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内論評」

伯雪国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－51

御下渡臼歯　同村四百四拾九番屋敷持主坪倉伊蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内蓋五」

伯下国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－52

御下肉類帳　同村四百五拾四番屋敷持主坪倉要蔵　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内幽暗」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－53

御下渡調帳　同村四百五拾四番屋敷持主坪倉要蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内動議」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－54

御下渡願帳同村四百五拾九番屋敷持主坪倉亀蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内義八」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－55

御下渡願帳同村四百四拾七番屋敷持主坪倉利作朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内密九」

伯丁丁日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－56

御下渡日帳　同村四百四拾六番屋敷持主坪倉仙次郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之蔵幅拾」

伯誉国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－57

御下渡日帳　同村四百六拾四番屋敷持主坪倉廉蔵　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾壱」

二者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－58

御下渡日帳　同村四百五拾五番屋敷持主飛田大吉朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内二十二」

伯書国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－59

御下出願帳　同村四百四拾八番屋敷持主前田善吉　朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内二十三」

伯下国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－60

御下渡願帳　同村四百五拾八番屋敷持主坪倉利蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一島之内二曲四」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－61

御下直願帳同村四百五拾弐番屋敷持主坪倉常蔵朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内診拾五」

伯書国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－62

御下渡画帳同村四百七拾五番屋敷持主矢田貝惣太郎朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之自認拾六」

伯野守日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－63

御下渡願帳　同村四百五拾六番屋敷持主坪倉善一郎　朱書
「一村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾七」

伯雪国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－64

御下富盛帳　同村四百六拾壱番屋敷持主坪倉善太郎朱書
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「一種目持主人別帳合八十一冊之内郭拾八」

看者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持重書上地論証 明治6年10月25日 1冊 406－1－65
御下割田帳　同村四百六拾六番屋敷持主妹尾亀太郎　朱書

「一村内持主人別帳合八十一冊之内弐拾九」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－66

御下渡願帳　同村四百六拾番屋敷持主坪倉卯三郎朱書「一
村内持主人別帳合八十一冊之内三拾」

看者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－67
御下渡願帳　同村四百五拾三番屋敷持主板伝吉　朱書「一村

内持主人別帳合八十一冊之内三拾壱」

伯者国日野郡佐木谷村地内田畑山林所持重書上地券証 明治6年10月25日 1冊 406－1－68

御下渡願帳同村持主飛田岡たけ朱書「一村内持主人別帳
合八十一冊立内三毛弐」

看貫国日野郡佐木谷村地内田畑山林・村中持・公有地 明治6年10月25日 1冊 406－1－27

品々書上地券証御下渡願帳刀持惣門村用掛坪倉吉蔵朱
書「一村内持主人別帳合四拾八冊之内四拾八」

右書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－1

下渡願帳持主惣代近藤喜八郎門下人墨書「四＋八ノ弐」

伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－2

下渡願帳持主佐木谷村井上市蔵朱書「一村内持主人別帳合
八拾一冊ノ内六十五」

玉書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－3

下渡願帳持主入沢格治朱書「一村内持主人別帳合八＋壱冊
ノ内五十九」

工廠国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－4

下渡蘭貢持主古都栄蔵朱書「一村内持主人別帳合八十一冊
ノ内五十六」

虚者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－5

下渡願帳持主川西亀蔵朱書「一村内持主人別帳合八拾壱冊
ノ内五十七」

毛書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持血書上地屠龍御 明治6年10月 1冊 406－1－6

下渡願帳村尾村持主井川治三郎・同井川六平朱書「一村内
持主人別帳合四十一冊ノ内五十八」

看者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－7

下渡二野持主大塚亀吉朱書「一村内持主人別帳合八拾一冊
ノ内五十二」

伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山箭所下限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－8

下渡戸帳持主室谷村遠藤與平朱書「一村内持主人別帳合八
拾一冊ノ内五十三」

伯直濡日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券叢叢 明治6年10月 1冊 406－1－9

下渡願帳持主玉山伊右衛門朱書卜村内持主人別帳合八拾
一冊ノ内五十四」

伯直濡日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券画配 明治6年10月25日 1冊 406－1－23

下渡願帳持主岸與平朱書「帳第七拾四号ノ内一村内持主
人別帳合八十一冊ノ内四拾五」

伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持廻書上地論証御 明治6年10月 1冊 406－1－24

下渡願帳持主池岡彦三郎他6名朱書「一村内持主人別帳合
八拾一冊ノ内四十六」

伯三国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持慰書上地券亜流 明治6年10月 1冊 406－1－25

下渡願帳持主大宮宿青戸幸寿郎・室谷村遠藤與平朱書「一
村内持主人別帳合八拾一冊ノ内五十一」
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伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－26

下渡願帳持主坪倉忠蔵・矢田貝友平朱書「一村内持主人別
帳合八十一冊ノ内六十二」

伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－28

下渡願帳持主近藤喜八郎朱書「一村内持主人別帳合八＋一・
冊ノ内四十八」

伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406÷29
下渡願纏持主木下治作他5名朱書「一村内持主人別帳合八

拾一冊ノ内四十七」

伯憂国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－30

下渡願帳持主池岡田寿郎・田辺休蔵朱書「一村内持主人別
帳合八拾一冊ノ内五十」

伯母国日野郡佐木谷村地内鉄山墓所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－31

下渡願帳矢戸村持主入沢豊吉朱書「一村内持主人別帳合八
十一冊ノ内四十九」

伯亭亭日野郡佐木谷村地内鉄山林所持高書上地二二御 明治6年10月 1冊 406千32
下渡願帳持主池岡八寿郎朱書「一村内持主人別帳合八拾一

冊ノ十六十四」

伯者国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－33

下渡願帳持主川西角治郎・川晒五郎朱書「一村内持主人別
帳合八拾一冊ノ内六拾一・」

伯書国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－34

下渡願帳持主坪倉忠蔵・青戸文吉朱書「一村内持主人別帳
合八十一冊ノ内六十」

伯誉国日野郡佐木谷村地内鉄山林所持限書上地券証御 明治6年10月 1冊 406－1－35

下渡願帳持主河西亀蔵・河西五郎朱書「一村内持主人別帳
合八十一冊ノ内六十三」

大戸村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡大戸村御話紙田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢 安政4年5月 1冊 415－1

千賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　青書「□第三五号ノ内」

日野郡大戸村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－13

賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　青書「万□第廿□号ロノ内一」

日野郡大戸村本免田畑幽晦御年貢差引帳大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－14

賀蔵・筆算方持屋原村彦三郎　朱書「廿九号　八冊」

奥日野郡大戸村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－3

門→大庄屋近藤平右衛門
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細屋村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡細屋村本免田畑即言御年貢差引帳 大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 415－4
丁丁 朱書「弐冊之内壱番」

日野郡細屋村本免田畑宛口御年貢差引帳 大庄屋入沢千 安政4年5月 1冊 416－27
賀蔵

日野郡細屋村一本田交り自分田成懸組 物成引自分執 安政4年5月 1冊 416－14
懸組 実付不定懸組　宛口米□取分帳 大庄屋入沢千賀

蔵 朱書「三十三号二冊」・「九冊之内八」

奥日野郡細屋村古地下免場所限有無取調帳 中庄屋緒形 万延1年6月 1冊 429－7
七郎右衛門・改人西村又兵衛

奥日野郡細評村当酉別取立上納帳 文久1年8月 1冊 516－14

奥日野郡下屋村当酉町取立上納帳 文久1年8月 1冊 516－23

大内谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡大内谷村本免田畑宛口御年貢差引帳大庄屋入沢 安政4年5月 1冊 415－3
千賀蔵　朱書「七冊之内　拍」

日野郡大内谷村　自分田成殊畑懸組　本田交自分田成 安政4年5月 1冊 416－15
懸組　実付不定懸組　宛口米□取分帳大庄屋入沢千賀

蔵

奥日野郡大内谷村当判別取立上納帳 文久1年8月 1冊 516－15

〔日野郡大内谷村田畑宛口御年貢上納二関スル帳簿〕
　中庄屋緒形七郎右衛門→大庄屋近藤平右衛門　表紙欠。

文久1年8月 1冊 416－18

矢原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡矢原村古地下問場所限有無取調帳中庄屋緒形 万延1年5月 1冊 429－8
七郎右衛門・改人□□村藤一郎・同西村又兵衛　朱書「二十
号三冊之内」

奥日野郡矢原村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－17
門→大庄屋近藤平右衛門
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奥日野郡矢原村当酉別取立上納帳
　門→大庄屋近藤平右衛門

中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－19

狩屋原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

狩屋原村田畑三口米取調書上帳頭組年行事丹重・年寄 安政2年3月～3年3月 1冊 410－2

為蔵・庄屋仙左衛門→段塚直右衛門　朱書「帳第廿四号十冊
ノ内」

奥日野郡狩屋原村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右 文久1年8月 1冊 516－8

衛門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号」・青書「寿

フ弐十五号」

潤谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

潤谷村田畑戸口米取調書上光頭十年行事万助・年寄持ヤ 安政2年3月～3年3月 1冊 410－1

原村為蔵・庄屋同村仙左衛門→段塚直右衛門　朱書「帳第廿

四号十冊ノ内」

奥日野郡潤谷村当酉別取立上納帳中庄屋緒形七郎右衛 文久1年8月 1冊 516－13

門→大庄屋近藤平右衛門　朱書「帳第四拾七号十冊ノ内」・青

書「寿不三拾四号□内□」

〔伯者国日野郡潤谷村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年7月～9年7月 41冊・合綴 406－2－12

御下渡願綴〕朱印「山上村役場簿冊第四二号」・「無期保存」

小濁村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

奥日野郡小濁村当酉別取立上納帳朱書「帳第四拾七号＋ 文久1年8月 1冊 516－12

冊ノ内」・青書「寿不第三拾号二内一」

奥日野郡小濁村本免田畑宛口御年貢差引帳緒形七郎右 文久2年5月 1冊 415－7

衛門・改人大宮村硝右衛門　朱書「帳第五拾三号八冊ノ内」・

青書「寿□第三□八号」
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