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鳥取県日野郡福栄村役場引継文書／旧豊栄村役場文書／豊栄村関係／村政一般

鳥取県日野郡福栄村役場引継文書

旧豊栄村役場文書

豊栄村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

豊栄村公費修繕御組入願帳伯書国第＋六大区小二区豊栄 明治 1冊 462－5

村　朱書「拍第七十七号三冊ノ内」

豊栄村公費修繕御組入願帳伯書国第＋六大区小二区豊栄 明治 1冊 462－6

村　朱書「拍第七十一号ノ内八冊」

大坂村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

第百四区日野郡大坂村地組下調帳大坂村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 459－2

形四郎七→鳥取県庁　朱印「無期保存　第参号」

第百四区日野郡大坂村田畑反別露坐原村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 449－6

二四二七→鳥取県御三　朱書「明治五年壬申九月」・「二二」・

朱印「無期保存　第一一号」

伯者国日野郡大坂村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年5月 1冊 406－2－4

下渡願帳同村弐百五拾番屋敷持主遠藤政市朱書「一村内持
主人別帳合四拾六冊ノ内八」・「明治十二年九月譲受」

伯四国日野郡大坂村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年5月 1冊 406－2－6

下渡願帳同村弐百五拾壱番屋敷持主益田亀四郎朱書「一村
内持主人別帳合四十五冊ノ内九」・「明治十年九月譲渡ス」

伯書国日野郡大坂村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年5月 1冊 406－2－7

下渡願帳同村弐百五拾弐番屋敷益田梅四郎朱書「一村内持
主人別帳合四拾五冊之内十」・「明治十三年二月代換」

旧福塚村役場文書

福塚村関係

村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

福塚村公費修繕御組入願帳伯心心第＋六大一蹴二区福塚
@村　墨書「十年」

明治 1冊 462－3
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鳥取県日野郡福栄村役場引継文書／旧福塚村役場文書／福塚村関係／村政一般

明治 1冊 462－4

宮田村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

第百四区　日野郡宮田村高反別帳村長増田繁重→鳥取
@県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村控」・朱印「無期保存

@　第九号」

明治5年9月 1冊 449－4

高代村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡高代村田畑加損取分帳朱印r無期保存第一四号」 明治5年7月 1冊 458－3

白谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡白谷村田畑加損取分帳朱印r無期保存第一七号」 明治5年7月 1冊 458－5

旧神福村役場文書

神福村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

神福村公費修繕御組入願帳伯書国第＋六大区小二区神橋 明治 1冊 462－1

村　朱書「和第七十一号内八冊」
1冊

神福村公費修繕御組入願帳伯書国第＋六大区小二区神橋 明治 462－2

村　朱書「拍第弐十三号」・墨書「戌年」
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鳥取県日野郡福栄村役場引継文書／旧神福村役場文書／飛時原村関係／土地・租税

飛時原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

飛時原村田畑人別名寄帳朱印「無期保存第五号」 弘化2年12月 1冊 458－8

日野郡飛時原村田畑加損取分帳 明治5年7月 1冊 458－1

第百四区　日野郡飛時原村田畑反別帳村長青木藤四郎 明治5年9月 1冊 449－3

→鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月目・「村控」・朱印「無

期保存　第八号」

第百四区日野郡飛時原村地租下調帳村長青木藤四郎→ 明治5年9月 1冊 459－1

鳥取県庁　朱印「無期保存　第弐号」

神戸村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡神戸村田畑加損取分帳朱印「無期保存第五号」 明治5年6月 1冊 458－2

第百四区日野郡神戸村田測高反別帳村長青木藤四郎→ 明治5年9月 1冊 449－1

鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村誌」・朱印「無期

保存　第六号」

第百四区日野郡神戸村地租下調帳村長青木藤四郎→鳥 明治5年9月 1冊 459－3

取県庁　朱書「明治五年壬申九月」・朱印「無期保存　第四号」

中野村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡中野村田上山寄地続帳大庄屋月瀬村西二三平治 明治5年2月 1冊 403－47

朱印「無期保存　第十九号」

日野郡中野村田畑温品取分二朱印「無期保存第一二号」 明治5年7月 1冊 458－6

第百四区日野郡中野村田畑高反別帳村長青木藤四郎→ 明治5年9月 1冊 449－2

鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村控」・朱印「無期

保存　第七号」

第百四区日野郡中野村地峠下調帳村長青木藤西郎→鳥 明治5年9月 1冊 459－4

取県庁　朱印「無期保存　第五号」
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鳥取県日野郡福栄村役場引継文書／旧神福村役場文書／井原村関係／土地・租税

井原村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡井原村・大坂村・上坂村地井手御改書上帳庄 弘化2年2月 1冊 455－2

屋上坂村新兵衛　年寄井原村市左衛門・同断大坂村直八・
庄屋上坂村新兵衛→緒形四郎兵衛。　朱書「出張中旧井原村
分ハ神坂村組入」

日野郡井原村田畑加損取分帳朱印「無期保存　第一六号」 明治5年7月 1冊 458－4

第百四区　日野郡井原村高反別帳井原村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 449－5

形四郎七→鳥取県御庁　朱書「明治五年壬申九月」・「村控」・

朱印「無期保存　第一〇号」

第百四区日野郡井原村地租下調帳井原村村長上坂村山 明治5年9月 1冊 459－5

形四郎七→鳥取県庁　朱印「無期保存　第一号」
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鳥取県日野郡大宮村役場引継文書





鳥取県日野郡大宮村役場引継文書／旧印賀村役場文書／折渡村関係／土地・租税

鳥取県日野郡大宮村役場引継文書

旧印賀村役場文書

折渡村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡折渡村名寄帳朱書「第八号五ノ内」・「記第九号弐冊
@ノ内」。表紙破損

寛□10月 1冊 405－2－12

宝谷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡宝谷村田畑字寄地続帳大庄屋西村入沢格治朱書 明治5年2月 1冊 403－24

「第十五号　□第拾九□五冊ノ内　折渡宝谷村　当村トシテ
弐冊」

伯者国日野郡宝谷村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年6月30日 1冊 406－2－1

下渡願誓同村二百＋三番屋敷持主白根勇蔵朱書「一村型持
主人別帳合六十冊ノ内野」

高垣内村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡榎垣内村御田畑御手引帳庄屋甚右衛門朱書「六 享保21年8月 1冊 407－4

号二内弐番　□第七号四冊ノ内」

伯三国日野郡榎垣内村地内田畑山林所持限書上地券証 明治6年6月 1冊 406十69
御下渡二選大宮宿八拾五番屋敷持主古都菊治郎朱書「一

村内持主人別帳合五拾四冊之内三十四」
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鳥取県日野郡大宮村役場引継文書／旧印賀村役場文書／大宮宿関係／土地・租税

大宮宿関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯誉国日野郡大宮宿地内田畑山林所持限書上地券証御
ｺ渡願帳同村八拾弐番屋敷持主田渕柳平朱書「一村内持
@主人別帳合八拾五冊之内二拾六」

明治6年9月 1冊 406十70

旧菅沢村役場文書

菅沢村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

日野郡菅沢村田畑字寄地続帳大庄屋西村入沢格治朱書 明治4年12月 1冊 403－4

「副詞二百四十□号　二冊之内二番村控　□□十九号五冊ノ
内」

漁者国日野郡菅沢村地内田畑山林所持限書上地券証御 明治6年10月25日 1冊 464
下渡願帳同村五拾五番屋敷持主細帯芳平朱書「一村内持主

人別帳合八拾七冊之内四十」

伯誉国日野郡菅沢村地内　田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 474－5

御下渡口証　第百六区大戸村持主高橋半平朱書「一村内持
@主人別帳合八拾七冊之内二十九」

●

伯中国日野郡菅沢村地内　田畑山林所持限書上地券証 明治6年10月25日 1冊 474－6

御下渡島帳　同村四拾壱番屋敷持主段塚定治郎朱書「一村
内持主人別帳合百壱冊之内二十六」
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鳥取県日野郡日野村役場引継文書





鳥取県日野郡日野村役場継文書／旧渡村役場文書／奥別所村関係／土地・租税

鳥取県日野郡日野村役場引継文書

旧渡村役場文書

奥別所村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

別所村先弘化三年安政二出精未用残借当成荒場三歩一
續[囲蔵納全所身許御取立出精囲籾三口囲籾取立帳

文久2年11月 1冊 586

別所村身許御取出精囲籾荒場三歩一上納囲蔵納先年両 慶応1年10月 1冊 587
度出精未用残借不足三口囲籾取立人別帳

別所村当□身許御取出精囲籾去ル亥子当□三年分荒場 慶応3年11月 1冊 588
三歩一当度拝借籾返納並古借共当度五年賦拝借□賦四
囲籾取立人別帳

別所村御囲籾五年賦拝借人別元帳 慶応3年5月 1冊 589

別所両村御囲籾五年賦拝借人別元帳 慶応3年5月 1冊 590

本郷村関係

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

渡村御囲籾頭分出精之分人別割渡し帳庄屋治右衛門 嘉永4年5月 1冊 578

渡村御囲籾五年賦拝借人別印形帳・渡り弐ヶ村出精籾 慶応3年5月～明治2年7月 2冊・合綴 582
拝借人別帳

渡り弐ヶ村御囲籾出精人別書上帳大庄屋近藤平右衛門 弘化3年9月 1冊 579
添役近藤寿一郎→飛田惣左右衛門　朱書「控」

渡り・漆原弐ヶ村亥拝借籾三歩壱残リ人別取立帳庄 安政2年10月 1冊 580
屋平一郎

渡村・漆原村出精籾拝借貸付人別帳・渡二ヶ村御囲籾 万延1年7月～文久1年6月 3冊・合綴 581

拝借人別印形帳・御囲籾取調人別帳庄屋次左右衛門
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鳥取県下出所不明文書





　　　　　　　鳥取県下出所不明文書／出所不明文書／日野郡関係／村政一．般

鳥取県下出所不明文書

　　　　出所不明文書

日野郡関係

　村政一般

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔受領控〕日野郡戸長役場 明治 4枚 771

改正方細工及店山盛山並仕渡帳戸長富田利八郎朱書 明治8年～9年 1冊 466．7

「第百六十八号」

明治元年分御詠定物仕渡帳大庄屋野坂弥一右衛門朱 明治2年1月 1冊 472－1

書「第四十九号」。日野郡各村

明治弐年分　御勘定物仕渡帳大庄屋野坂弥一郎朱書 明治3年1月 1冊 472－2

「第五十号」。口日野郡

〔鉄砲四季御三判形帳〕内山源兵衛・中野門門衛門表紙 元禄10年6月 1冊 475－2

破損

土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

伯州日野郡之内沼釜村御検地帳岡助右衛門・武藤猪右 元和4年4月17日 1冊 401－1

衛門

伯州日野郡之内木越村御検地帳　岡助右衛門・武藤猪右 元和4年4月19日 1冊 401－2

衛門

畠中・杢田田畑名寄帳庄屋孫四郎　朱書「戌改二百四＋ 明和3年8月 1冊 405－1－7

号」・貼札「癸未第五号」

名寄帳上〔破損〕村 天保14年3月 1冊 405－2－7

〔日野郡田畑字寄地続帳〕中庄屋青砥長右衛門→大庄屋近 慶応3年12月 1冊 403－22

藤喜兵衛　表紙欠

〔日野郡田畑前程地続帳〕富村。表紙欠。 1冊 403－23

〔日野郡田畑字寄地続帳〕大宮村等。表紙欠 1冊 403－29

〔日野郡御検地帳〕表紙欠 1冊 403－39

〔日野郡田畑地詰帳〕表紙欠。 1冊 403－45

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－2－1

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－2－2

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－2－3

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－2－4

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－3－1

〔日野郡御地詰帳〕裏表紙「地廻り帳」 1冊 408，3－2
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鳥取県下出所不明文書／出所不明文書／日野郡関係／土地・租税

〔日野郡御地詰帳〕破損 1冊 408－3－3

〔日野郡村々牛馬売買二関スル帳簿〕畑池・福岡・二部 1冊 486－5
等

新開御改帳池野村朱書「戌改二＋九号」 天明3年12月 1冊 432－36

〔破損〕開方荒改野取帳改役人□□・和助朱書「戌改七＋ 8月 1冊 434－9
五号」

〔破損〕屋村田畑山川添並荒御改野取帳大庄屋徳岡九右 明和4年4月 1冊 434－10
衛門・改役人庄村与三右衛門　朱書「戌改二百二十二号」

〔田畑年貢帳簿〕池野村 1冊 416－19

券状紛失二付再御授與願益田梅治郎他1名→鳥取県日野 明治17年10月2日 1冊 406－2－7－1

郡長天野祐治
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出所不明文書



出所不明文書　解題

出所・作成：不明

資料記号：34C

年　　代：寛永5年～明治33年

物的状態：（数量）70件

出所の履歴：

　岡山・広島・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。また、岡山・広島・鳥取県とは無関係のものがあり、これらは混入文書とした。

範囲と内容：

　出所不明文書は田畑帳など土地関係の文書と絵図の合計56点である。作成時期は江戸期から明治30年

代まで幅広い。役場が作成または保管していた文書である。

　混入文書（12点）は、当館受け入れ時にはすでに混入していたものか受け入れた後に混入したのかは

定かではない。ただし、明らかに当館所蔵の他文書群から混入したと思われるものが2点存在する（近江

国蒲生郡南津田村文書〔33N－1〕1点：兵庫県津名郡・三原郡村々戸長役場文書〔34　J〕1点）。本来は

本目録に掲載するものではないが、検索の便宜上、そのまま掲載した。
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出所不明文書



　　　　　　　出所不明文書／出所不明文書／出所不明／土地・租税

出所不明文書

出所不明文書

出所不明

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

〔名寄帳〕 天保 1冊 344－6

田畑畝並帳 寛永5年9月25日慶安ユ年 1冊 345
3月晦日書直

〔田畑物成改帳〕虫損。一部開披不能 1冊 524－1

〔田畑明細帳〕 1冊 525

〔金銭支払帳〕 1冊 499－4

〔田畑明細帳〕表紙欠 1冊 499－5

〔田地質物国入借用申証文之事〕勘助・庄兵衛→伝太 12月27日申 1冊 544
田畑質物借用証文関連綴

御水帳［破損］フケ 1冊 546

前々荒所改仕出し帳 天保3年8月 1冊 551

〔小物成明細帳〕山・藪・山山・草山等小物成個人別明細 1冊 555

〔質地証文記録帳〕庄屋惣三郎 安政2年～明治3年 1冊 439－3

心乱偏二二付墓地取調人夫記載 明治25年10月 1冊 584

明治十四年九月堀発地券渡帳 明治14年9月 1冊 488－2

〔地租改正関連帳簿〕表紙破損 1冊 496十2

〔地租改正関連帳簿〕表紙欠 1冊 496－1－3

池普請日銀帳 天保7年1月 1冊 597

池入用出町控帳 天保7年 1冊 602

〔各種証明願記録簿〕 明治 1冊 605

戸籍事項欄記載例 大正 1冊 606

〔田畑地価地租記載帳〕東谷 明治 1冊 621

〔田畑物成帳〕 1冊 648

〔田畑名寄帳〕 1冊 717

〔田畑反別地価取調帳〕 明治 1冊 719

癸之覚〔大明神祭日云々〕文左衛門→御役場 9月丑 1枚 738

農事二関スル調査報告書村農会 明治36年12月末調 1冊 763

〔物成帳〕 1枚 776

〔地価明細帳〕 1冊 777

田畑山林所持限書上地券証御下渡願帳安達林三郎上 明治 1冊 781
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出所不明文書／出所不明文書／出所不明／土地・租税

□村

〔田畑帳〕 1冊 782

〔田畑帳〕 1冊 786

明治四辛未八月十七日　約定書印形取百姓共 明治4年8月17日 1冊 790

字東山ヨリ西谷マテ　地押下調表 1冊 83－6

〔断片〕 1袋・一括 804

地□下調表　字西住山ヨリ西川迄一部開披不能 1冊 556

図面内容無記入 1枚 574

絵図面　廿三番字辺リ后山 1枚 575

図面　内容無記入。紙片1通 2枚 576

〔田畑絵図面〕 1枚 623

絵図面農村関係絵図面 1枚 527

図面〔二十五番字折敷山下〕田畑図面 1枚 528

図面〔字十一ヶ畔四拾壱番他〕 1枚 529

図面〔壱番弐番字帝釈前功〕 1枚 530

絵図面〔二十五番野宮渡・二十六番字西原〕 2枚 532

絵図面〔字佳若林〕 1枚 533

絵図面〔拾三番字東国分地〕 1枚 534

絵図面〔字唐笠五番〕 1枚 535

絵図面〔四緑ヶ沖三番〕一部開披不能 1枚 537

絵図面〔七番字大水海〕 1枚 538

絵図面〔二十七番甲子〕 1枚 539

絵図面〔拾七番字唐井辺〕 1枚 540

絵図面〔字西楽口〕 1枚 541

絵図面〔拾壱番字江崎〕一部開披不能 1枚 542

絵図面〔六番字山津田〕一部開披不能 1枚 543

阿波国絵図 1枚 191－2

大阪地域図（五十万分野一）大日本図書株式会社 明治33年9月28日 1枚 191－8
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出所不明文書／出所不明文書／混入文書／土地・租税

混入文書

　土地・租税

表題・作成等 年代 数量・形態 整理番号

石戸山割帳柏原町分 明治22年8月～30年7月 1冊 293

池普請人足帳栢原町 天保7年3月力 1冊 591

池諸入用帳栢原町 天保7年5月 1冊 592

池入用諸書出シ控へ帳栢原町仲間 文化6年5月 1冊 593

池普請買物覚帳栢原町 文化6年2月24日 1冊 594

奥村池普請万事控帳町仲間 文政15年3月 1冊 595

奥村池普請仕出し控百足屋忠左衛門→町仲間御役人 文化6年5月17日 1冊 596

天保四歳巳十月吉日　田畑名寄帳坪井村 天保4年10月明治5年8月改 1冊 715

明治五壬申二月改　人員増減毎月届控第廿二区上ノ郷 明治5年2月 1冊 801
村

明治元戊辰年貢米中勘定目録控上之郷村 嘉永6年～明治4年 1冊 802

〔地目変換・宅地変更等申請書控〕畑宮村二＋ヶ村戸長． 明治20年3月12日～31年 1冊 554
石田九郎右衛門→兵庫県知事内海忠勝 2月15日

官有地取調書多紀郡畑村役場 1冊 772

明治十年丑十二月調　戸籍簿蒲生郡第四区南津田村 明治10年12月～12年2月 1冊 712

〔修正地価調査の件〕津名郡佐野村戸長菅補策→郡長倉本 1冊 770
雄三
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