
山城国京都堀之上町万屋小堀家文書　1．小堀家

1－6．普請

　堀之上町の居宅普請、土蔵普請、借家普請などの一件文書。いずれも明治期のものである。No．112

は瀬尾多門・松浦茂等に、家相方位、普請吉日などを占わせた一件文書である。明治期の陰陽師の動

向を知ることができる。なお、松浦茂の書状は、1－7．交際の中にもあるので、参照のこと。Nα119は、

貴峯が「地面家建ハ大切之物」という考えから、他家の地相・家相による現在の吉凶を検討するため

に書写した絵図面で、一部には松浦氏を通じて入手したものもある。絵図は精粗があるが、明治期の

商家の屋敷図95点がまとまって利用できる。

〔封筒〕　上書r沽券　堀之上町永々万代　小堀甚兵衛居 切　1通 98－0
宅」

朱書付紙「永代所持沽券名前覚」、紙背：掛屋宛請取書包
紙

〔小堀甚兵衛居宅坪数拍〕 美　3通 98－1
屋敷図あり

○

明治十六未年太陰暦十一月節中6東備土蔵取払手始作 （明治16・17年） 18．0×38．1（水引） 107－1

雛律離縁顯糞監聡鶴鷺圭戴 1冊

紙背文書あり

従来之新土蔵巾五間ヲ今般相改六間二致候普請之覚 明治21年太陽暦4月8 17．8×226（水引） 107－2

紙背文書あり 日63月節中 1冊

向家借家皆造普請兼而入口対正凶相二付此度附直シ井 明治23年8月節中 17．8×22．5　1冊 107－3

二井戸西之領江堀直し候作事之覚
方位撰者松浦氏，紙背文書あり

未申之方五畳敷改築之覚帳 明治4年3月7日ヨリ着 横美（水引）1冊 107－4

松浦茂氏撰定，紙背文書あり 手

積り書帳（六帖土蔵普請代見積明細書） 午1月10日 横半　1冊 107－5

河内屋清兵衛→小堀様

御積り書（九帖土蔵普請代見積書） 明治19年3月 横半　1冊 107－6

大工清兵衛→小堀様

覚（五月分材木代・大工手間賃請取帳） 7月前 横半　1冊 107－7

大工清兵衛→小堀様

覚（三月分材木代・大工手間賃請取帳） 5月前 横半　1冊 107－8

大工清兵衛→小堀様

覚（九月分材木代・大工手問賃請取帳） 11月前　明治20年10月 横半　1冊 107－9

大工清兵衛→小堀様，中土蔵普請分 31日払

覚（三月四月分材木代・大工手間賃請取帳） （明治21年）4月27日 横半　1冊 107－10

大工清兵衛→小堀様，小乾蔵普請分

覚（材木代請取帳） 5月前 横半　1冊 107－11

大工清兵衛→小堀様，借家家分

覚（材木代・雇人賃銀請取帳） （4月～6月分） 横半　1冊 107－12

大工清兵衛→小堀様，借家家分

六帖敷座敷折廻縁側床廻り木材明細区別書 明治40年7月4日 美罫　1冊 107－13

中村清兵衛（印）→小堀様，「西村用紙」

堺町四条町御借家弐ヶ所新ノ築見積明細書 明治40年2月14日 美罫　1冊 107－14

中村清兵衛（印）→小堀様

「
（
封
筒
）
」
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綴

包
紙
）

筒
）

封
筒

覚（四条町借家普請見積書） （明治）40年7月4日 半罫　1冊 107一喋5

中村清兵衛（印）→小堀様

御家根用之通（材木代・手間賃請取帳） 明治19年4月 横半　1冊 107－16－1

北尾三左衛門→小堀甚兵衛様

記（石代請取状） （明治）19年4月30日 切　1通 107－16－2
中村久吉→小堀様

覚（手間賃他請取状） 5月前 切　1通 107－16－3

石田清兵衛→小堀様御用向中村様

記（竹代他請取状） 5月前 切　1通 107－16－4

ひさ吉→小堀様

御家根用之通（材木代・手間賃請取帳） 明治18年11月 横半　1冊 107－17

北尾三左衛門→小堀甚兵衛様

O方位馨文

〔包紙〕　上書「方馨書小堀様」 半　1通 112－1－0

〔封筒〕　上書r方位墾書」 元治元年10月撰 封筒　1通 112－1－1－0

〔瀬尾某書状〕（糸屋町6本宅へ移候方難） 10月6日 切継　1通 112－1－1－1

瀬尾→小堀大人

〔瀬尾某書状〕（店方三条6西向丁へ移方馨） 12月20日 横折　1通 112－1－1－2

瀬尾→小堀様

〔瀬尾多門書状〕（店方三条6引移方墾） 蝋月晦日 切　4通 112－1－1－3

瀬尾多門→小堀甚兵衛様

〔瀬尾多門書状〕（土蔵方位） 11月25日 切　1通 112－1－1－4

瀬尾→小堀様

墾々（土蔵潰・西隣普請吉凶） 11月1日 切　1通 112－1－1－5

瀬尾（印）→小堀様

方墾（土蔵引始・本宅移吉日） 11月18日 切　1通 112－1－1－6

業明撰（瀬尾印）→小堀様

墾々（蔵引始・店柱建吉日） 10月6日 切　1通 112－1－1－7

瀬尾業明（花押）→小堀御氏

方墾（店引移他吉日） 切　1通 112－1－1－8

〔普請入用書付〕 切　1通 112－1－1－9

〔居宅間口書付〕 切　1通 112－1－1－10

〔左官住所名前書付〕 切　1通 112－1－1－11

〔封筒〕　上書r記　目出土申酉年普請日撰」 封筒　1通 112一摩一2－0

〔方墾〕（土蔵修復吉日） 切継　1通 112－1－2－1

松浦→小堀様

〔銭蔵取払他普請日程〕 切　1通 112－1－2－2

方盤（本宅普請吉日）付、上便所普請吉日 未ll月 切継・切　2通 112－1－2－3
松浦（印）→小堀様

〔瀬尾渡書状〕（土蔵修復他吉日〉 10月28日 切継　1通 112－1－2－4

墾文（本宅座敷上棟吉日） 申3月 切継　1通 112－1－2－5
松浦（印）→小堀様

方難（西隣借家普請上棟他吉日） 丑2月 切継　1通 112－1－3
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相伝秘書

尾業明撰（瀬尾印）→小堀御氏

書付〕（経備之事） 切（15β×35） 112－1－4
1通

目竈窺書付〕 切　1通 112－1－5

毛某書状〕（天降の事） 11月1日 切　1通 112－1－6
尾→小堀様

毛某書状〕（北ノ正当に大将軍の銘柄） 3月4日 切継　1通 112－1－7
尾→小堀様

毛多門書状〕（新西蔵普請吉日） 4月ll日 切継　1通 112－1－8
門→甚兵衛様

毛某書状〕（蔵間普請吉日） 4月10日 切継　1通 112－1－9
尾→小堀様

毛某書状〕（菊屋町方角） 8月7日 切継　1通 112－1－10
尾→小堀様，図あり

毛某書状〕（清水坂6帰宅吉日） 12月16日 切継　1通 112－1－11

尾→小堀様

テ坊書状〕（普請泊番人の件） 10月27日 切　1通 112－1－12

野一行坊→小堀様

立と家相の心得〕 切継　1通 112－1－13

甫某書状〕（足量の事） 3月9日 切　1通 ≦12－1－14

浦→小堀様

菜普請井井戸堀直方馨〕 切　1通 112－1－15

青方墾〕 切　1通 112－1－16

調　　上書r撰吉辰書」 切　1通 唾12－1－17－0

木氏之撰

名譲受吉辰書〕 安政乙丑年 切　1通 112－1－17－1

毛渡書状〕（普請方墾） 9月4日 切　1通 112－1－18

尾渡→小堀様

工某書状〕（方替の方位） 9月10日 切　1通 112－1－19

江→小堀大人

星飛宮之秘運動而謹難文 巳雪有 切継　1通 112－2
生館主人誌（松浦印）

四柱真訣八域秘令謹旋之（明治4年1月6日生男） 折　1通 112－3

藤飯生子

甫茂書状〕（菊屋町方位） 6月14日 切継　1通 112－4

浦茂→小堀様

昔家改造普請吉日） 未2月10日 切継　1通 112－5
公浦弘印）

秘書 5．0×15．0　1冊 112－6

反住居6入京の吉日） 立9月5日 切継　1通 112－7
公浦弘印），墨引抹消あり

木方・阿部方畳の数撰法〕 切　1通 112－8

屋根修繕他吉日） 辰10月10日 切　1綴（2通） 112－9
公浦弘印）
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起例一覧　全 上元乙丑年仲夏発見 畳　1通（封筒入） 112－10
松浦佳宝・同最陽著，印刷

〔小島茂兵衛盤文綴〕 （明治22～27年） 半罫　1綴（20通〉 112－11

○屋敷図・家相

〔袋〕　上書r地面家建ハ大切之物二付他家之地相家相之形 袋　1通 119－0
二寄現在吉凶為弁之写置候図面入」

〔大坂三井店高麗橋間取図〕 367×515　1舗 119－1

〔東洞院蛸薬師下ル大原氏宅地荒増図面〕 266×615　1舗 119－2

〔井上大丸家図面〕 明治23年10月4日写 23．8×28．21舗 119－3
松浦宅にて

〔宝町通西側問口丸五間図面〕 24．6x34．6　1舗 119－4

〔間之町押小路下ル藤井家居宅図面〕 383×733　1舗 119－5

上原氏凡家図 28．4×21．2　1舗 119－6

〔封筒〕　上書r江戸丁子治様図面・江戸丁子甚様図面」 封筒　1通 119－7－0
松浦→小堀様

東京丁字星家全図 美（27．8x400〉 119－7－1
1舗

小林吟右衛門様御別家江戸富沢町丁子屋治兵衛様宅相
　図面

32．6×44，3　1舗 119－7－2

〔松浦茂添状〕 6月4日 切　1通 119－7－3
茂→貴峯様

〔烏丸三条上ル山本氏新規の座敷図〕 明治初年頃 半（241×333） 119－8
1舗

出水松屋家相 2ZO×27．91舗 119－9

〔七条古長地面凡の所図面〕 切（154×2α6〉 119－10
1通

〔六角喜多川孫家図面〕 切（25，8×20。2） 119－11
1舗

〔大坂八百屋屋町家略図〕 切（2＆0×22．0） 119－12
1舗

大坂境筋垣内清之図略 切（2生6×17，0） 119－13
1舗

〔小野善助旧地屋敷図〕 切（17．2×240） 119－14
1舗

〔指吸氏隠居方屋敷図〕 半（器0×34．5） 119－15
1舗

〔泉州堺指吸家縮図〕 切（2ao×139） 119－16
1舗

六角堀之上町之南側信濃七之旧地（家敷図） 美（278×4α7） 119－17
1舗

〔封筒〕　上書r太極定」 封筒　1通 119－18－0

〔屋敷図案〕 切（166×6．5）（16， 119－18－1
1×39．7）（16．0×

33．1）3通
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袋

包
紙

〔小松原福井氏屋敷略図〕 切（168×14．3） 119－19
1舗

〔屋敷略図〕 半（24．5×33．7） 119－20
1舗

〔屋敷略図家相〕 切（2生0×323） 119－21

1舗

〔一条笹藤氏家略図〕 切（16．3×22．3） 119－22
1舗

〔間之町通り藤井家略図〕 半（247×34．0〉 119－23
1舗

〔井上大丸家略図〕 24．7×24．21舗 119－24

蛸薬師森氏凡家図 2＆6×2381舗 119－25

紙背＝万病感応丸包紙

〔富久田氏家略図〕 半（25．1×345） 119－26
1舗

〔藤井御両様家略図〕 330×1681舗 119－27

〔株式公債商某家家相〕 切（15．3×162） 119－28

付紙あり 1舗

〔畳数吉相〕 半（24．5×323） 119－29
1通

明治廿一年灘屋佐兵衛様宅図 277×22．01舗 119－30

高新様図面 27．5×3431舗 119－31

〔新土蔵方位吉相〕 3月1日 美（2乳8×4α5） 119－32

（松浦弘印） 1舗

一〔包紙〕　上書「いせ市様御図面返上」 半　1通 119－33－0

〔伊勢市家家相〕 3α5×20．O　l舗 119－33－1

〔松浦茂書状〕（二階押入場所吉相） 11月16日 切　1通 119－33－2

松浦茂→小堀様

〔伊勢市方位〕 切　1通 419－33－3

〔伊勢市方家略図〕 切（155xl35） 119－33－4
1通

一〔伊勢市方家略図〕 切（215×28．8） 119－33－5
1通

一〔袋〕　上書r東隣借家・向家借家・丸屋町借家・菊屋町借 袋　1通 119－34－0

家・四条町借家家図入」

〔中立売町屋敷図〕 半（25．0×33．8） 119－34－1
1舗

〔出格子略図〕 切（17。0×9．7） 119－34－2
1舗

丸屋町借家図面 切（27．8x22．6） 119－34－3

押紙あり 1舗

菊屋町借家図面 美（278x399） 119－34－4
1舗

向家図面 美（28D×43．3） 119－34－5
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1舗

向家図面、押紙付 切（27．8×23．6） 119－34－6
1舗

東隣家借家（図面） 35．9×26．8　1舗 119－34－7
付紙あり

明治四十年二月新築家屋堺町通四条下ル借家図面 40．6x795　1舗 119－34－8

〔屋敷図〕 2乳8×19．7　1舗 119－34－9

〔屋敷側面図〕 399×558　1舗 119－34－10

〔北川正面図〕 美（28．0×398） 419－34－11
1舗

〔西側妻入母家図〕 美（279x4α0） 119－34－12
1舗

座敷弐拾分壱之絵 36．7×81．31舗 119－34－13
付紙あり

O
〔瓦師・手伝人数手間賃書上〕 （明治）19年3月25日 半罫　1通 唾09－1

鉄尾房吉（印）→小堀御店

〔向家上棟祝儀分交名〕 横半　1通 109－2

〔洛東頂妙寺修覆明細書〕 安政6年6月 折　1通 109－3

〔包紙〕　上書「惣積り書　請取入」 半　1通 109－4－O
大工清兵衛

覚（金20円請取証） 3月31日 切　1通 109－4－1
大工清兵衛→小堀様

覚（金40円請取証） 5月29日 切　1通 109－4－2
大工清兵衛→小堀様

覚（金20円請取証） 6月27日 切　1通 109－4－3
大工清兵衛→小堀様

覚（明治20年8月中土蔵造作費明細書） （明治20年）8月30日 横半　1冊 109－5
大工清兵衛→小堀様

覚（明治20年加茂御別所分造作費請取帳） 明治20年7月 横半　1冊 109－6
大工清兵衛→小堀様

積り書（土蔵普請） 明治19年3月 横半　1冊 109－7
手伝方中新→小堀殿御用中村清兵衛様

御積り書（土蔵他普請） 明治19年3月 切継　1通（包紙 109－8
左官徳次郎→中村清兵衛様 入）

義掃金領収之証（京都・大坂水害） 明治18年7月17日 切　1通（包紙入） 109－9
中外電報社・日出新聞社募集掛（印）→小堀甚兵衛殿，（下
京第四組六角高倉東入堀之上町）

証（神楽所神饅所社務所建築費寄付金請取証） 明治25年8月 切　1通（包紙入〉 摩09－10
八坂神社々務所（朱印）→小堀甚兵衛殿

証（寄付金請取証） 明治25年12月24日 切　1通（包紙入） 109－11
京都府紀念祭（印）・京都鉄道期成同盟会（印）→小堀甚兵
衛殿

〔土蔵上棟祝儀分書付〕 （4月ll日～18日） 切　1綴（3通） 109－12
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覚（巽土蔵用牡丹餅代） 4月22日 切　1通 109－13

（四条通大福印）→万甚様

覚（材木代金請取証） 5月IO日 切継　1通 109－14

（竹屋町通柳馬場角吉田吉次郎印）→小堀様

覚（代金書上） 横半　2通 109－15

記（二階修復造作吉日墾文） 11月19日 切　1通 109－16

（松浦弘印）

記（造作日限吉日整文） 辰12月25日 切　1通 109－17

（松浦弘印）

覚（金百疋請取証） 3月26日 横半　1通 109－18

身延十万部寺（印）→京都万屋甚兵衛様

覚（御経料請取証） 巳3月23日 切　1通 109－19

身延役僧（印）→京都万屋甚兵衛殿

〔玄関上塗日程〕 切　1通 109－2σ

〔玄関上塗日程〕 切　1通 109－21

1－7．交際

　4代貴峯宛の書状が中心である。なお、解題で説明したように、ここでは現配列を尊重した配列を

とり、内容的に関連すると判断できる史料についても、現配列を崩して細かく再編成することはしな

かった。そのため、項目編成上の厳密さを欠いている

紙

〔三井八郎右衛門書状〕（百花式御本持参） 3月 切継　1通 90－1

八郎右衛門→亀太郎様

〔三井八郎右衛門書状〕（持病に付本日不参加、池坊様 3月10日 切継　1通 90－2
にも連絡）

三井八郎右衛門→□堀亀太郎様

○

〔安田太蔵書状〕（開業祝宴招待） 22．5×29．3　1通110－1

安田太蔵（京都市室町六角南入）→小堀甚兵衛殿 （封筒入）

〔封筒〕 封筒　1通 110－2－0

東京皇典講究所長伯爵山田顕義→小堀甚兵衛殿

國学院設立趣意書 明治23年7月 27ρ×392　1通 110－2－1

山田顕義

一全国有志諸君に向て賛成を請ふ文 明治23年ll月 27．0×392　1通 110－2－2

國学院（東京市麹町区飯田町5丁目）

〔金銭差引書〕 切　29通 110－3

一〔某書状〕（素品進呈） 切継　1通 110－4－1

〔松浦茂書状〕（商法施行延期の件） 12月7日 切継　1通 110－4－2

松浦茂→小堀様

御答（四尺蛇の件） 明治6年8月28日 折　1通 110－4－3

常通→小堀様

一〔万屋次兵衛書状〕（家督改名祝儀の品請取礼状） 2月22日 折　1通 110－4－4

万屋次兵衛→万屋甚兵衛様

口上之覚（加茂川井高野川筋湊に付上納銀差加願状） 安政3年5月6日 切　1通 95
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1．小堀家

）

1

六角通高倉東へ入町万屋甚兵衛→下古京八組御年寄衆中
様

〔露国皇太子入京時美術品出品に付礼状〕 明治24年5月28日 切継　1通
京都市参事会→小堀甚兵衛殿

O
〔県下震災救並金寄付に付感謝状〕 明治26年1月6日 切　1通

岐阜県知事従三位勲三等小崎利準（公印）→京都府京都市
下京元四組堀ノエ町小堀

承認状（軍資金献納） 明治27年12月4日 24．4×31．7　1通
陸軍憧兵監陸軍騎兵中佐正六位勲四等大蔵平三（公印）→
小堀甚兵衛殿

領収証書（金5円） 明治27年12月21日 18．2×ll．6　1通
中央金庫（印）→小堀甚兵衛殿

覚（寄付金五両受納之請状） 4月9日 切　1通
宝塔寺日寛（印）→小堀甚兵衛様御支配人衆中

O
〔去年済方諸藩に貸附の分申年6公債50ケ年賦の所証
　書を相譲り候に付金高月々の利息見積〕

半横折　1通

〔証文覚〕（淀・鯖江・吉田・松山・和歌山・久居・彦
根）

切　1綴（2通）

〔土御門殿内医師中川遠江書付〕 切　1綴（3通）

〔21年～23年配当金・利子の覚〕 切継　2通

新版てうし新まんざい 小　1冊

〔方位円〕
切　4点

〔京都盲唖院慈善会招待状〕 明治28年10月25日 切　5通（封筒入
京都盲唖院慈善会→小堀甚兵衛殿，付、参聴券3通、菓子
券1通

〔散文〕
折　1通

〔内外科医師鈴木七平・鈴木格次郎診療案内写〕 切　1通

〔太宰府神社保存金募集依頼井規則〕 明治20年ll月 23．0×41．3　1通

太宰府神社宮司西高辻信巌・禰宜浦橋信淳・主典小野好
廉・主典大城谷俊誠，印刷

〔日出新聞記事写〕（薩長破談・憲法政治中止の権言） （明治27年2月9日） 半　1通

〔包紙〕　上書「午私五月廿三日6堺へ下り廿六日帰宅候 切　1通
事」

〔献立目録〕 半横折　1通

東山芭蕉堂に月を賞す・良夜の余興 18年9月13日 切　1通
野波書，印刷

八坂神社奉納発句合 明治4年膿月 升　1冊
印刷

〔句集〕（庚辰1月） 小　1冊（13丁）

断簡、印刷

〔御神号札〕（南無天満自在天神） 切（24．5×4。9）

木村氏6→ 通（包紙入）

「
（
丁
間
）
」

「
（
包
紙
）
」
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名産鮎鮮広告 明治27年 切　1通 116－19

福井県越前国敦賀郡匹田本店川尻まさ，印刷

〔東京より入京の吉日〕 明治23年 切　1通 116－20

御神筆（火用心〉 49．0×18．1　1通 116－21

印刷

〔御神筆〕（火要鎮） 66．6×24．0　1通 116－22

印刷

大白小朱（朱印見本） 29．7×12，2　1通116－23
（封筒入）

〔包紙〕　上書「御挨拶」 半　1通 116－24

包紙のみ

〔包紙〕　上書「摩利支天御鏡餅代金五十銭」 半　1通 116－25

願主小堀甚兵衛→本法寺様，包紙のみ

〔土蔵普請吉日書付〕 切（16．3×218） 116－26
1通

〔祇園社神僕備願〕 （明治22年） 切　2通 116－27

〔土産目録〕 切（18．0×15．1） 116－28

指吸→小堀様 1通

〔肴目録〕 切　1通 116－29

治郎市

○

証（神影軸物代金請取証） 18年6月24日 切　1通 109－22

大仏師職七條彦一代北村助蔵（印）→小堀甚兵衛様

〔季料請取証〕 5月15日 切　1通 109－23

斉藤安行（印）→小堀甚兵衛様，印刷

〔家根用材木代金書付〕 明治19年5月 横美　1通 109－24

北尾三左衛門→小堀様

キ（四条町請負残金領収証） 明治40年9月4日 切　1通 109－25

中村清兵衛（印）→小堀様

記（召衣代金請取証） （明治19年）9月13日 切　1通 109－26

三上店→小堀様御用

〔松浦茂書状〕（普請吉日〉 5月18日 切継　1通 109－27

松浦茂→小堀御主人様

〔中井藤太郎病状書付〕 （明治6年10月以降） 切　3通 109－28

〔藤井源四郎書状〕（見舞） 4月23日 切　1通 109－29

藤井源四郎→小堀甚兵衛様

〔藤河五郎左衛書状〕（割符方継目調印の件） ll月5日 切　1通 109－30

藤川五郎左衛門→小堀御両主

〔書状下書〕（紋付上下肴一具） 切　1通 109－31

〔次作書状〕（絵図面返上） 19日 切　1通 109－32

次作→甚兵衛様

〔松浦茂書状〕（裏町6境目高塀造作の吉日） 3月17日 切継　1通 109－33

松浦茂→小堀様

〔源四郎書状〕（価格二期払方の件） 切継　1通 109－34

源四郎→小堀御老主
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〔松浦茂書状〕（西方修造吉凶） 12月12日 切継　1通 109－35
松浦茂→小堀様

〔神事供衆振舞規則大略〕 切　2通 109－36

〔家元書状〕（華道書加筆延引） 11月4日 切　1通 109－37
家元→会頭職

〔別口方口取入金等書付〕 切　7通 109－38

〔次作書状〕（千家茶事招待） 4月18日 切継　1通 109－39
次作→亀太郎様

〔別口方口取入金等書付〕 切　23通 109－40

〔万屋次兵衛書状〕（改名祝儀進上） 卯12月27日 折　1通（包紙入） 109－41

万屋次兵衛→万屋要蔵様・万屋甚兵衛様

〔松浦茂書状〕（暮風の時修復の件） 9月13日 切継　1通 109－42
松浦茂→小堀様

〔ば・書状〕（菓子の礼状） 切継　1通 109－43
ば・→利三郎へ

〔次作書状〕（鶴頭花篭の礼状） 切　1通 109－44
次作→甚兵衛様

〔次作書状〕（図画贈答の礼〉 菊月 切継　1通 109－45
次作→甚兵衛様

〔采野為吉書状〕（進物礼状菓子返礼） 4月27日 切　1通（封筒入） 109－46
采野為吉→小堀甚兵衛様

〔松浦茂書状〕（竈衣掛の吉日） 1月10日 切継　1通 109－47
松浦茂→小堀様

〔封筒〕 （明治23年2月4日） 封筒　1通 109－48
天賞堂（東京）→小堀甚兵衛様，封筒のみ

〔重潤書状〕（秘蔵の茶器・画等の件） （万延元年）臆月25日 切継　1通 109－49
重潤→小堀玉芝君

覚（妙経三部受納証） 3月25日 切　1通 109－50
身延七面山役僧（印）→京都万屋甚兵衛様

〔松浦茂書状〕（建増の吉凶）
　茂（印）→貴峯様

12月2日 切　1通（封筒入） 109－51

〔某書状〕（光琳・応挙軸物購入の件） 切　1通 109－52

〔閑唱寺書状〕（御礼の詠草）
　越前福井御坊閑唱寺→村山七郎兵衛様

2月26日 折　1通 109－53

〔山本弥太郎書状〕（御膳拝領の礼状） 4月27日 切継　1通 109－54
山本弥太郎→小堀甚兵衛様

〔指吸千太郎書状〕（鏡餅の礼状）
　指吸千太郎→小堀甚兵衛様

12月16日 折　1通 109－55

〔松浦茂書状〕（送籍吉日）
　松浦茂→小堀御主人様

（明治24年）11月28日 切継　1通（封筒） 109－56

〔某書状〕（歌仙奉納句の件） ll月20日 切継　1通 109－57

〔小林吟次郎書状〕（年賀）
　小林吟次郎→小堀甚兵衛様

’
1
8
年 1月17日 切継　1通 109－58

〔通集メ名前記〕 切　8通 109－59
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〔松浦茂書状〕（取込中に付同行不可） 2月26日 切継　1通 109－60

茂→小堀御主人様

〔源四郎書状〕（進物礼状） 1月19日 切継　1通 109－61

源四郎→小堀様

〔中嶋助左衛門書状〕（女子出生の件問合） （9月27日） 切継　1通（包紙 109－62

中嶋助左衛門→万屋甚兵衛様，前欠 入）

〔長生館主人書状〕（一年吉日） 午12月2日 切継　1通 109－63

〔荻田次兵衛書状〕（新土蔵上棟吉日） 12月21日 折　1通（包紙入） 109－64

荻田次兵衛→小堀甚兵衛様

〔斉藤新助書状〕（家督・隠居祝儀進上） 2月1日 折　1通（包紙入） 109－65

斉藤新助→小堀甚兵衛様・小堀要造様

〔包紙〕　上書「高尾氏6御世話之御品之内下立売七本松 明治7年太陰暦7月9日 半　1通 109－66－0

妙尭寺様へ相納申候書附也」

請書（奉納物請取証） 明治7年8月20日 折　1通 109－66－1

神力山妙尭寺日樹→万屋甚兵衛御元衛

○

〔包紙〕　上書r改年賦証文」 竪　1通 113－1

紙背：銭屋六兵衛・同与兵衛・同又兵衛所持家屋敷書付

〔借金返済次第書付〕 切継　1通 113－2

差入申絵図約定一札之事（家屋敷永代売渡証文下書） 文久元年12月 半　2通 113－3

近江屋忠七・親類証人近江屋八兵衛・同帯屋彦兵衛→万
屋要蔵殿

〔卯七月七日改差引書付〕 切継　1通 113－4

諺仲芳賊乞膳（写〉 32，1×63．O　l通 113－5

肥州八代庄正法寺快専

〔御彙料奉納礼状〕 5月18日 切継　1通 113－6

斉藤安行（印）→小堀甚兵衛様

覚（金請取） 3月8日 切継　1通 113－7

順妙寺→小堀様

手荒者名前記 明治27年4月19日 横半半　1冊 113－8

〔備忘綴〕 切　1綴（6通） 113－9

〔包紙〕　上書「印判司」 包紙2通、切2通 113－10

尾沢善輔（印）

〔封筒〕　上書rおし鮎」 封筒　2通 113－11

〔差図〕 31．5×43．O　l通 113－12

一〔包紙〕　上書r売扇庵」 半　1通 113－13－0

宮脇新兵衛

〔鈴木出張所広告〕（癩病療治他） 半　1通 113－13－1

全科医師本家鈴木七兵衛・同格治郎，印刷

一御薫物諸品（広告）、付香袋 切　2通 113－13－2

印刷

〔塩松亭罫紙〕 切　14通 113－14

〔封筒〕　上書r青物」 封筒　1通 113－15

青錦社

「
（
包
紙
）
」

「
（
包
紙
）
」
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〔封筒〕　上書r柳さくら」
　東洞院東入鳥居又七

封筒　1通 113－16

〔封筒〕　上書rゆふ東風」
　青錦社

封筒　2通 113－17

〔封筒〕　上書rす・め留」 封筒　1通 113－18

〔封筒〕　上書rはつ東風」
　青錦社

封筒　1通 113－19

〔封筒〕　上書r庵之春」
　付紙「金砂女君」

封筒　3通 113－20

〔封筒〕　上書r万寿縣彊」
　大草園

封筒　1通 113－21

〔封筒〕　上書r歳旦」 封筒　1通 113－22

荻の万可幾（句集）
　印刷

小冊子　1冊 113－23

〔下絵〕（ぼたん） 切　1通 113－24

〔袋〕　上書rや津橋」
　玄鶴堂

袋　1通 113－25

〔包紙〕　上書r印シ苗字下書也福井老先生筆」
　（高倉通四条南松浦茂印）あり

半　1通 113－26

〔小堀甚兵衛宛書付〕
　断簡

切　1通 113－27

〔箱寸法書略図〕 半　1通 113－28

〔明治21年吉日〕
横美・半　1綴 113－29

〔方位家相に付書付〕 切　1通 113－30

〔包紙〕　上書「軍人江贈輿金請取」 明治27年 半　1通 113－31

〔包紙断簡〕　上書r明治廿八年五月おきし婚礼滞りなく
　相祝幾久敷く目出度納書付入」

明治28年 袋　1通 113－32

〔袋〕　上書r万袋物提物類」

　綾小路角春田市太郎
袋　1通 113－33

〔包紙〕

　指吸千太郎→小堀甚兵衛様
袋　1通 113－34

〔包紙〕
竪　1通 113－34

年賦銀請取方之事 切　2通 113－35

〔小堀甚兵衛名札〕 11月29日から7日間 切（256×6．2） 113－36
1通

〔包紙〕　上書「打しもり懐紙」 切（24，5×26．8） 113－37
1通

〔神前鏡餅御備願下書〕 切　1通 113－38

〔布〕
1点（包紙入） 113－39

嘉永三年十二月晦日改
　紙背：進物目録包紙

横折　1通 113－40

〔揮毫〕（閑雲）
34．5×48．4　1通 113－41

一233一



山城国京都堀之上町万屋小堀家文書　1．小堀家

〔封筒〕 上書「津登」 封筒 1通 113－42

雀庵編

〔白紙〕 切 1通 113－43

1－8．記録

区内之学校6前代未聞之義申来候二付以来心得之拍 （明治10年1月2日～明 半　1冊 55
治27年）

堺行日記帳（諸経費書付） （明治） 半三切（水引） 89
1冊

世間之事書写 （明治） 横半半　1冊 111

紙替文書あり

〔小野組失敗の聞書〕 半　1冊 77－2

〔旧慣諮間案井応答書写〕（手形為替井商取引の旧慣取 （明治22年） 半罫　1冊 57
調）

抜葦（銀行成規　附三井銀行用借用金証書） 小冊子　1冊 78

年中之気侯二伽而人民心得之事 半　1冊 61

淡雅雑著之内抜記 半　1冊 62

兼而御頼申入置候事（雇人に付当店家風） 明治14年1月 美　1通 100

辻店→各宿元御一同中，板刷

〔近世考見録写〕（嶋田八郎右衛門他） 美　1冊 77－1

〔包紙〕　上書「十二徳」 明治12年9月13日 半　1通 106－0

フランクリン自警十二徳記 明治12年9月13日 2α6×26。5　1通 106－1

印刷

宝来 切　1通 106－2

芸
画

文
書

・
↓

問
珀

学身1

入木篇目抄　上 美　1冊 114

下は表紙のみ

〔菊花図〕 934×25．41軸 114－2

文亀筆

一字書　手本 中本　1冊 114－3

西谷洪水先生書 折本　1冊 114－4

金銀目手本 半　1冊 52

貴置筆

目　1ノ、ゾ ノ

〔包紙〕 上書「価下拍」 美 1通 58－0

　　　1－9．2．茶道

　4代貴峯は亀太郎時代から茶道、華道を嗜んだようで、1－8．交際の中にもその文化交流を窺わせる

書状がある。No．58は、堺屋甚助を通しての茶道具や茶掛の購入記録。

一234一



1．小堀家　山城国京都堀之上町万屋小堀家文書

1
（
包
紙
）

紙
）

目録（茶掛）

　堺屋甚助印→万屋甚兵衛殿，下札あり、端書「細川」
弘化3年5月2日 横美　1冊 58－1

〔包紙〕　上書r道具帳二添、入用之書付」
　小堀

半　1通 58－2－0

〔茶道心得覚〕
半　1冊 58－2－1

〔入用之書付〕
折　1通 58－2－2

〔入用之書付〕
折　1通 58－2－3

〔細川氏道具類値付目録〕 弘化3年5月 横　1冊 88

1－10．講

覚（稲荷講出銀177匁余請取状）
　津国屋喜左衛門（印）→平田作十郎様・小堀甚兵衛様

安政3年5月22日 切　1通 96
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山城国京都堀之上町万屋小堀家文書　2．両替商

表題／作成・授受／備考 年代 形態 数量 整理番号

2．両替商

2－1．惣差引書抜帳

　いずれも半紙横折帳。表紙に「書抜」とのみしかないものもあるが、「惣差引書抜帳」が正式名称

であろう。内容は、1番大福帳・福大帳・2番大福帳・3番大福帳・4番大福帳・5番大福帳の毎月

の惣差引を記載した決算帳簿である。

寅七月三日書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－1

寅八月三日書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－2

寅九月三日惣指引書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－3

寅十月三日惣指引書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－4

寅十一月三日惣指引書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－5

寅十二月二日書抜 （慶応2年ヵ） 横半　1冊 1－6

慶応三卯二月三日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－1

慶応三卯二月晦日惣差引書抜　三月分 （慶応3年） 横半　1冊 2－2

慶応三卯四月三日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－3

〔指引帳〕 （慶応3年） 横半　1冊 2－4

慶応三卯五月朔日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－5

慶応三卯五月二日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－6

慶応三年卯七月三日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－7

慶応三年卯八月三日惣指引書抜 （慶応3年） 横半　1冊 2－8

卯九月三日惣差引書抜 （慶応3年ヵ） 横半　1冊 2－9

卯十月三日惣指引書抜 （慶応3年ヵ） 横半　1冊 2－10

卯十一月三日惣指引書抜 （慶応3年ヵ） 横半　1冊 2－11
右後日十一日二相改書抜別二有之

卯十一月十一日惣指引書抜 （慶応3年ヵ） 横半　1冊 2－12

辰六月二日書抜帳 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－1

辰七月三日指引書抜 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－2

辰八月三日書抜帳 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－3

辰九月三日書抜帳 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－4

辰十月三日書抜 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－5

辰十一月三日書抜 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－6

辰十二月二日書抜 （明治元年ヵ） 横半　1冊 3－7

巳二月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－1
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2．両替商　山城国京都堀之上町万屋小堀家文書

巳二月晦日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－2

巳四月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－3

巳五月二日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－4

巳六月二日書抜帳 （明治2年力） 横半　1冊 4－5

巳七月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－6

巳八月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－7

巳九月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半1冊 4－8

巳十月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－9

巳十一月三日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－10

〔十一月十一日書抜帳〕 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－11
仮綴

巳十二月二日書抜帳 （明治2年ヵ） 横半　1冊 4－12

午二月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－1

午二月晦日書抜帳 （明治3年力） 横半　1冊 5－2

四月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－3

午五月三日惣書抜 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－4

午六月二日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－5

午七月四日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－6

午八月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－7

午九月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－8

午十月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－9

午閏十月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－10

午十一月三日書抜帳 （明治3年ヵ） 横半　1冊 5－11

午十二月二日書抜帳 （明治3年力） 横半　1冊 5－12

未二月三日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－1

未三月朔日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－2

未四月三日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－3

未五月三日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－4

未六月二日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－5

未七月三日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－6

未八月三日書抜帳 （明治4年ヵ） 横半　1冊 6－7

酉一月廿日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－1

酉二月四日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－2

酉三月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－3

酉四月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－4
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山城国京都堀之上町万屋小堀家文書　2．両替商

酉五月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－5

酉六月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－6

酉八月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－7

九月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－8

酉十月三日書抜 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－9

十一月二日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－10

酉十二月三日書抜帳 （明治6年ヵ） 横半　1冊 7－11

戌五月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－1

小堀

戌六月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－2

小堀

戌七月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－3

小堀，朱書「此時速二算当合也」

戌八月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－4

小堀，朱書「此時速二算当合也」

戌九月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－5

小堀，朱書「此時速二算当合也」

戌十月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－6

小堀，朱書「此時速二算当合也」

戌十一月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－7

小堀，朱書r算当合也」

戌十二月三日書抜 （明治7年ヵ） 横半　1冊 8－8

小堀，朱書r速二合也」

亥二月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－1

小堀

亥三月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－2

小堀

亥四月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－3

小堀

亥五月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－4

小堀

亥六月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－5

小堀，朱書「速二算当合也」

亥七月三日書抜 （明治8年ヵ） 横半　1冊 9－6

小堀，朱書「速二合也」

子二月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－1

子三月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－2

子四月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－3

子五月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－4

子六月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－5

子七月二日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－6

子八月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－7
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子九月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－8

子十月三日書抜帳 （明治9年ヵ） 横半　1冊 10－9

子十一月三日書抜拍
　小堀

（明治9年ヵ） 横半　1冊 10－10

子十二月三日書抜
　小堀

（明治9年ヵ） 横半　1冊 10－11

丑二月四日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－1

丑三月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－2

丑四月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－3

丑五月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－4

丑六月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－5

丑七月三日書抜
　小堀

（明治10年力） 横半　1冊 11－6

丑八月四日書抜
　小堀

（明治10年ヵ〉 横半　1冊 11－7

丑九月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－8

丑十月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－g

丑十一月三日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－10

丑十二月四日書抜
　小堀

（明治10年ヵ） 横半　1冊 11－11

寅二月三日書抜
　小堀

（明治ll年ヵ） 横半　1冊 12－1

寅三月三日書抜
　小堀

（明治11年ヵ） 横半　1冊 12－2

寅四月三日書抜
　小堀

（明治11年ヵ） 横半　1冊 12－3

寅五月三日書抜
　小堀

（明治11年ヵ） 横半　1冊 12－4

寅六月三日書抜
　小堀

（明治ll年ヵ） 横半　1冊 12－5

寅七月三日書抜
　小堀

（明治ll年ヵ） 横半　1冊 12－6

寅八月三日書抜
　小堀

（明治ll年ヵ） 横半　1冊 12－7

寅九月三日書抜
　小堀

（明治11年ヵ） 横半　1冊 12－8

寅十月三日書抜
　小堀

（明治11年ヵ） 横半　1冊 12－9
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寅十一月三日書抜 （明治ll年ヵ） 横半　1冊 12－10

小堀

寅十二月三日書抜 （明治11年ヵ） 横半　1冊 12－11

小堀

卯二月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－1

小堀

卯三月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－2

小堀

卯四月三日書抜 （明治12年力） 横半　1冊 13－3

小堀

卯五月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－4

小堀

卯六月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－5

小堀

卯七月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－6

小堀

卯八月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－7

小堀

卯九月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－8

小堀

卯十月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－9

小堀

卯十一月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－10

小堀

卯十二月三日書抜 （明治12年ヵ） 横半　1冊 13－11

小堀

辰二月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－1

小堀

辰三月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－2

小堀

辰四月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－3

小堀

辰五月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－4

小堀

辰六月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－5

小堀

辰七月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－6

小堀

辰八月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－7

小堀

辰九月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－8

小堀

辰十月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－9

小堀

辰十一月三日書抜 （明治13年ヵ） 横半　1冊 14－10

小堀
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辰十二月三日書抜 （明治13年力） 横半　1冊 14－11

小堀

巳二月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－1
小堀

巳三月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－2
小堀

巳四月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－3
小堀

巳五月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－4
小堀

巳六月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－5
小堀

巳七月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－6
小堀

巳八月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－7
小堀

巳九月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－8
小堀

巳十月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－9
小堀

巳十一月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－10
小堀

巳十二月三日書抜 （明治14年ヵ） 横半　1冊 15－11

小堀

午二月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－1
小堀

午三月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－2
小堀

午四月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－3
小堀

午五月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－4
小堀

午六月二日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－5
小堀，表紙朱書あり、朱印

午七月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－6
小堀

午八月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－7
小堀

午九月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－8
小堀

午十月三日書抜 （明治15年ヵ〉 横半　1冊 16－9
小堀

午十一月三日書抜 （明治15年力） 横半　1冊 16－10
小堀

午十二月三日書抜 （明治15年ヵ） 横半　1冊 16－11

小堀
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子三月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－1
小堀

子四月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－2
小堀

子五月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－3
小堀

子六月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－4
小堀

子七月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－5
小堀

子八月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－6
小堀，朱書「此算当合也」

子九月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－7
小堀

子十月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－8
小堀

子十一月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－9
朱書「算当合」

子十二月三日書抜 （明治21年ヵ） 横半　1冊 17－10

小堀，朱書「算当合」

丑十一月三日書抜 （明治22年ヵ） 横半　1冊 18－1
小堀，朱書「当算凡合也」

丑十二月三日書抜 （明治22年ヵ） 横半　1冊 18－2
小堀

寅二月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－3
小堀

寅三月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－4
小堀

寅四月三日書抜 （明治23年力） 横半　1冊 18－5
小堀，朱書「算当済」

寅五月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－6
小堀，朱書「算当合」

寅六月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－7
小堀，朱書「速算当合」

七月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－8
小堀，朱書「算当合也」

寅八月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－9
小堀，朱書「算当速二合也」

寅九月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－10

小堀

寅十月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－11

小堀

寅十一月三日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－12

小堀，朱書「算当合也」

寅十二月四日書抜 （明治23年ヵ） 横半　1冊 18－13

小堀，朱書「算当不合」
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卯二月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－1
小堀

卯三月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－2
小堀

卯四月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－3
小堀

卯五月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－4
小堀，算当競

卯六月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－5
小堀

卯七月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－6
小堀

卯八月三日書抜　　　　　　　　　　　　　、 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－7
小堀

卯九月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－8

卯十月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－9
小堀

卯十一月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－10
小堀

卯十二月三日書抜 （明治24年ヵ） 横半　1冊 19－11
小堀

辰二月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－1
小堀，算当合ス也

辰三月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－2
小堀，朱書「正算合也」

辰四月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－3
小堀，朱書「算当合也」

辰五月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－4
小堀，朱書「凡算当合」

辰六月三日書抜 （明治25年力） 横半　1冊 20－5
小堀，朱書「算当合」

辰七月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－6
小堀

辰八月四日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－7
小堀，朱書「算当合」

辰九月四日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－8
小堀，朱書「算当合ス也」

辰十月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－9
小堀

辰十一月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－10
小堀

辰十二月三日書抜 （明治25年ヵ） 横半　1冊 20－11
小堀

巳二月三日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－1
小堀

巳三月三日書抜 （明治26年力） 横半　1冊 21－2
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小堀

巳四月三日書抜 （明治26年ヵ） 樟半1冊 21－3
小堀

巳五月三日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－4
小堀

巳六月二日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－5
小堀

巳七月三日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－6
小堀

巳八月三日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－7
小堀

巳九月二日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－8
小堀，算当済

巳十月二日書抜 （明治26年ヵ） 横半　1冊 21－9
小堀，朱書「算当合ス」

書抜 明治29年1月4日（～明 横柵 22
小堀店，紙背文書あり 治42年）

○

第壱番6伍番大福帳書抜井粟田大帳共 明治4年12月改 横半　1冊 26

弐番大帳之口々書抜　粟田大帳書抜 明治20年春 横半　1冊 27
改印、出入済印あり

〔第一番6伍番大福帳書抜） 安政6年春改 横綴（水引〉．1冊 28－1

〔第一番6伍番大福帳書抜〕 横綴（水引）1冊 28－2

〔一番6五番大福帳書抜〉 （元治元年冬） 横半　1冊 36

〔一番6五番大福帳井粟田帳書抜〕 慶応2年 横半　1冊 37

〔辰年九月十九日迄一番6五番大福帳〕 辰年 横半　1冊 39－4

〔辰年九月十三日迄一番6五番大福帳〕 横半　1冊 39－5

〔安政三年丙辰九月十六日改〕 安政3年9月16日改 横半　1冊 39－6
紙背文書あり

〔古金類所持之分書抜〕 辰年 横半　1冊 39－7

金札書抜 横半　1冊 39－8
紐切れ

当座之内書 （安政6年） 横半　1冊 39－9

〔大福帳書抜〕 横半　1冊 39－10

2－2．仕分方・別口方書抜帳

　いずれの帳簿も小堀甚兵衛宛の賀状、寒中見舞、暑中見舞の書状折紙の紙背を料紙に用いているた

め、備考欄に「紙背文書あり」の注記は省略した。綴紐は水引を用い、丁数は5枚前後の薄目の帳簿

である。もとは仕分方と別口方は別々に綴られていたが、安政4年以降には合綴となっている。

嘉永四亥年仕分ケ方 横綴（水引） 1冊 23－1
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上己御祝儀 嘉永4年12月改 横　1通 23－2
後欠力

嘉永五壬子年極月廿九日仕分ケ方覚書留 横（水引）1冊 23－3

嘉永五壬子暮別口方 横（水引）1冊 23－4

嘉永六丑年十二月針日仕分方覚 横（水引）1冊 23－5

安政元年寅極月光日改仕分方之覚 横（水引）1冊 23－6

安政弐卯極月改別口方書抜 横（水引〉1冊 23－7

安政三辰之暮別口方書抜 横（水引）1冊 23－8

〔別口方安政四年巳暮貸附井仕分方之覚〕 横綴（水引）1冊 23－9

〔安政五年極月改目出度別口方書抜井仕分方之覚〕 横綴（水引〉1冊 23－10

文久弐戌年十二月改別口方書抜 横綴（水引）1冊 24－1

文久三年極月冊日改別口方書抜 横綴（水引）1冊 24－2

慶応元乙丑極月改 横　2通 24－3

〔別口方書抜井仕分方覚〕 慶応元年12月改 横綴（水引）1冊 24－4

慶応弐寅年極月珊日改 横　2通 24－5

〔別口方書抜井仕分方覚〕 慶応2年12月改 横綴（水引）1冊 24－6

〔別口方書抜井仕分方覚〕 慶応3年12月改 横綴　1冊 24－7

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治元年12月改 横綴　1冊 25－1

〔別口方・新別口方書抜井仕分方覚〕 横綴（水引〉1冊 25－2

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治2年12月改 横綴（水引）1冊 25－3

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治3年12月改 横綴（水引）1冊 25－4

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治4年12月改 横綴（水引）1冊 25－5

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治5年12月改 横綴（水引）1冊 25－6

〔別口方・新別口方書抜井仕分方之覚〕 明治6年 横綴（水引）1冊 25－7

〔別口方・新別口分書抜井仕分方之覚〕 明治7年 横綴（水引）1冊 25－8

〔別口方・新別口方之分書抜井仕分方之覚〕 明治8年 横綴（水引）1冊 25－9

〔別口方・新別口方之分書抜井仕分方之覚〕 明治9年 横綴（水引）1冊 25－10

〔別口方・新別口方書抜井仕分ケ方覚〕 明治10年 横綴（水引）1冊 25－11

〔別口方・新別口方書抜井仕分方之覚〕 明治ll年 横綴（水引）1冊 25－12

〔別口方・新別口方書抜井仕分方之覚〕 明治12年改 横綴（水引）1冊 25－13

〔別口方・新別口方書抜井仕分方之覚〕 明治13年改 横綴（水引）1冊 25－14

〔別口方書抜井仕分方覚〕 明治15年改 横綴（水引）1冊 25－15

〔別口方・新別口方書抜井仕分ケ方覚〕 明治16年改 横綴（水引）1冊 25－16
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2－3．勘定帳

　表表紙に朱書で1番から3番、墨書で4番から6番までの通し番号が付けられている。東京経済大

学所蔵文書の「勘定帳」は天保期のものを欠くが、本史料群は天保期のものながらそれらの「勘定帳」

を補うものではなく、別系統の帳簿である。なお、辻本氏については不詳。

朱書r第壱番」　天保弐年卯七月勘定帳 （天保2年） 横半 1冊 34－1

朱書r第弐番」　天保弐辰二月三日勘定帳 （天保2年） 横半 1冊 34－2
辻本氏

朱書r第三番」　天保三年辰八月四日勘定帳 （天保3年） 横半 1冊 34－3
辻本

第四番　天保四年巳二月七日勘定帳 （天保4年） 横半 1冊 34－4
辻本

第五番　天保四巳十月三日勘定帳 （天保4年） 横半 1冊 34－5

第六番　天保五年甲午四月六日迄勘定帳　但、 巳十月 （天保5年） 横半 1冊 34－6
三日6翌年四月迄

子年十月三日迄勘定帳拍 横半 1冊 35

2－4．改書抜・改

　小堀（万屋）甚兵衛宛の年賀、暑中見舞、寒中見舞などの書状折紙の紙背を料紙に用いている。内容

的には7月改と12月改めの2期に、惣差引改書抜と総持高の改めを記載する2系統の文書が作成され

ている。文書作成の機能としては、大勘定の日付で改められているので、「勘定帳」の作成と連動し

て作成された一連の文書群と見られる。一括状態で保管されており、一部には無年号文書や現段階で

は内容の特定できない文書もあるため、現状通りに配列した。そのため、年代がやや前後している。

なお、No．113の一括文書の中に、本文書群と関連性があると思われる〔卯七月七日改差引書付〕

（Nαll3－4）が1点含まれている。

〔弘化6年12月差引書抜〕 （弘化6年12月） 折　1通 38－1
紙背：進物目録

〔弘化3年～5年差引書抜〕 （弘化3～5年） 折　1通 38－2

午年七月十四日改書抜 横　1通 38－3
紙背：近江や定助書状（暑中見舞）

午極月改書抜 横　1通 38－4
紙背：村田七右衛門書状（暑中見舞）

安政弐年卯極月書抜〆惣差引 安政2年12月 折　1通 38－5
紙背：米や平三郎書状（年始）

安政三辰年七月書抜〆 安政3年7月 横半　1通 38－6
紙背：殿村伊太郎書状（寒中見舞） ㌧

安政五年七月十四日〆 安政5年7月14日 横半　1通 38－7
紙背：殿村伊太郎書状（寒中見舞）

〔安政5年書抜〕 安政5年 折　1通 38－8
紙背：加嶋屋作之助書状（歳暮進上）

明治弐年七月改書抜 明治2年7月 横半　1通 38－9
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明治弐年巳極月改（書抜） 明治2年12月 横半　1通 38－10

明治弐年七月十四日改 明治2年7月14日 横美　1通 38－11
紙背1近江屋定助書状（年始）

明治弐年極月十四日改 明治2年12月 横美　1通 38－12
紙背：近江屋定助書状（寒中見舞）

明治三庚午年七月十四日改 明治3年7月14日 横美　1通 38－13
紙背：銭屋清次郎書状（寒中見舞）

明治三午年十二月改 明治3年12月改 横美　1通 38－14
紙背：村田七右衛門書状（年賀）

明治四年七月十四日改 明治4年7月14日 横美　1通 38－15
紙背：丁子屋吟次郎書状（年賀）

明治四未年極月三十日改 明治4年12月30日 折　1通 38－16
紙背：中屋四郎兵衛（年賀）

〔申年分入金書抜〕 申年 横半　1通 38－17

〔手拍〕 辰年 横半　1通 38－18

年々八十〆日五朱利盛算用 横半　1通 38－19
紙背：小堀貴置宛包紙

〔惣勘定心得〕 横半　1通 38－20
綴穴あり

〔安政3年12月書抜〕 美竪切　2通 38－21

〔勘定帳断簡〕 横半　3通 38－22

〔辰年入金書抜〕 横半　1通 38－23
紙背二羽二重越之覚

覚（酉年入金書抜） 横　1冊 38－24
紙背：酒屋宗左衛門書状（寒中見舞）・殿村伊太郎書状（年
賀）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－25
紙背＝早崎雅四郎宛万屋甚兵衛書状（暑中見舞）

〔改勘定書抜〕 折　1通 38－26
紙背：尾本証兵衛宛万屋甚兵衛書状（寒中見舞）

〔書抜下書〕 折継　1通 38－27
墨引抹消あり

〔午7月14日改〕 （午7月14日） 折　1通 38－28

〔諸方書抜〕 折　1通 38－29
紙背＝近江屋権兵衛書状（寒中見舞）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－30
紙背：田中屋弥兵衛・弥三郎書状（年始）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－31
紙背：藤野四郎兵衛宛万屋甚兵衛書状（寒中見舞）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－32
紙背：木屋孫兵衛書状（年賀）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－33
紙背二進物目録

〔勘定改書抜〕

　紙背：大南久太郎・植田平馬・横河分輔書状（栗進上）
横折　1通 38－34
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安政三辰年極月改 安政3年12月 折　1通 38－35
紙背：近江屋半次郎書状（年賀）

安政五年七月十四日〆（書抜） 安政5年7月14日 折　1通 38－36
紙背＝中村金九郎書状（年賀）

安政四巳極月晦日迄〆（書抜） 安政4年12月30日 折　1通 38－37
紙背＝塚本彦兵衛書状（年賀）

〔勘定改書抜〕 折　1通 38－38
紙背＝中村四郎兵衛書状（年始）

〔子年勘定下書〕 折　1通 38－39

丑七月十四日改書抜 （慶応元年） 折　1通 38－40－1

紙背二米屋長兵衛書状（年賀）

慶応乙丑元年七月十四日改 慶応元年7月14日 横美　1通 38－40－2
紙背：銭屋忠三郎書状（年賀）

慶応弐寅七月十四日改 慶応2年7月14日 折　1通 38－41－1

紙背：境屋次郎兵衛書状（年賀）

慶応弐寅年七月改再改高 慶応2年7月14日 折　1通 38－41－2
紙背：近江屋楢之助書状（暑中見舞）

慶応三卯年七月十四改日 慶応3年7月14日 折　1通 38－42－1

紙背：近江屋半次郎書状（中元祝儀）

慶応三卯七月書抜 慶応3年7月14日 折　1通 38－42－2
紙背＝松永伊兵衛書状（暑中見舞）

慶応三丁卯極月三十日改 慶応3年12月30日 折　1通 38－43－1

紙背：銭屋忠三郎書状（寒中見舞）

〔慶応三年十二月書抜ヵ〕 横半　1通 38－43－2

子七月改 折　1通 38－44－1

紙背：村田七右衛門書状（年賀）

子七月改（書抜） 横半　1通 38－44－2
紙背’：鴻池庄兵衛書状（年賀）

〔辰7月改書抜〕 折　1通 38－45－1

紙背：今屋長吉郎書状（暑中見舞）

慶応四戌辰年七月十四日改 慶応4年7月14日 横半　1通 38－45－2
紙背＝近江屋定助書状（寒中見舞）

一明治元戌辰極月廿九日改 明治元年12月 横美　1通 38－46－1

紙背：近江屋定助書状（年賀）

一明治元辰極月改（書抜〉 明治元年12月 横半　1通 38－46－2

一文久三亥年七月十四日改 文久3年7月14日 折　1通 38－47－1

紙背：米屋伊太郎書状（寒中見舞）

一文久三亥年七月（書抜） 文久3年7月14日 横美　1通 38－47－2

文久三癸亥年極月三十日改 文久3年12月 折　1通 38－48

紙背：殿村伊太郎書状（年賀）

文久三年亥極月改書抜〆 文久3年12月 折　1通 38－49

紙背：長田作次郎書状（年賀）

文久元酉年極月晦日勘定（下書） 文久元年12月30日 折　1通 38－50

紙背：木屋孫太郎書状（暑中見舞）

一元治元年甲子年極月改 元治元年12月 折　1通 38－51－1
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　紙背：近江屋半次郎書状（年賀）

〔子12月改書抜〕

　紙背：鴻池庄兵衛書状（暑中見舞）
元治元年12月 横美　1通 38－51－2

2－5．勘定諸帳簿

　ここでは、単独で伝存している勘定帳簿をまとめて配列した。「大宝栄」や各帳簿の関係について

は解題を参照のこと。

大宝栄　内題：参番中勘定帳面 （明治元～大正5年） 横美半列　1冊 30

銀箔控 15．9×6．3　1冊 85

〔手尻書帳簿〕

　前後欠、紐切れ，紙背文書あり
横美半列　1冊 41

46
　
　
4
0

冊
　
　
　
冊

1
　
　
　
　
　
　
　
　
1

半
　
　
　
半

横
　
　
　
横

慶応2年冬

弘化2年3月24日撰

　口U　I失rノ、、　　門コ■臨7ヤノ’1『

御扶持方米覚帳
　小堀

再書抜

2－6．勘定心得

　貴置・貴峯によって書かれた勘定帳簿作成の心得書。

〔勘定諸帳面書抜〕 （安政4～6年） 横美半（水引） 33
表紙「此帳面二有之候分者先年下地調帳二認置候分丈ケ 1冊

残し置候分也」

本元方考之記録 （天保15年7月14日改～ 横半　1冊 43
綴紐切れ 嘉永2年12月改迄）

酉米積視方より入方記録 （嘉永2年・3年） 横綴（水引）1冊 29
奥書「酉米積視方則大蔵入方之根元也、父貴置此備被始、
後代之者三代目貴置之如心相守、殖集良勘定可致事第一
也　小堀貴峯誌」

成長年積之覚 弘化元年12月改（～嘉 横美　1冊 42－1
小堀貴置，朱書経文あり、後欠、綴紐切れ 永2年迄）

名目競方大帳之表口々書抜之覚 嘉永7年7月14日改 横美　1冊 42－2
小堀貴置，朱書経文あり

後日心得之覚（阿波国山林引当貸付加入の件） 明治17年春 半　1冊 56

2－7．契約文書

　小堀家文書の中には、契約書類、日常的業務書類はほとんど残されていない。わずかに本項目の振

手形が伝来するのみである。また、筏株を引き当てにした木村源三郎の拝借銀願の一件文書があるが、

小堀家との関係はよくわからない。

〔包紙〕　上書「万次6振手形弐枚不用之分在中仕舞置」 包紙　1通 83－0

覚（振手形金760両受取証） 卯12月9日 切　1通 83－1
万次（印抹消）→万甚殿

覚（振手形金1，060両受取証）
　万次（印抹消）→万甚殿

卯12月10日 切　1通 83－2

「
（
包
紙
糊
付
）
」
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包
紙

〔振手形綴〕 明治ll年～12年 切　1綴（9通） 84

覚（江戸為替金千両請取証案文） 年号月日 切　1通 97
小林彦兵衛・桧木屋太右衛門・同常祐→万屋甚兵衛殿

○

〔包紙〕 半　1通 63－0
木村源三郎→清水様

口上書之覚（筏株引当拝借銀願状下書） 半継　1通 63－1
木村源三郎→清水様

筏一件諸入用控 天保5年 横半半　1冊 64－1
中村姓

覚（役人への贈物竹子・餅代支払証） 半　1通 64－2

2－8．取引先通帳

　各取引先には専用の通帳が作られていた。表紙には年、取引先名、万屋甚兵衛（万屋の印あり）が記

され、綴紐には割印がある。美濃紙の横折本であるが、通常は4つ折にして利用され、裏表紙ののど

の部分には取引先名が書かれている（4つ折にした時にのどが表紙になる）。それらの取引先の全容は、

2－9．帳簿注文の項目を参照。

金銀取引通 安政6年1月 横美　1冊 31－1
万屋甚兵衛→俵屋清助殿

金銀取引通 慶応4年1月 横美　1冊 31－2
万屋甚兵衛→近江屋弥兵衛殿，裏表紙上書「巳八月五日
差引渡出入済」

金銀取引通 慶応4年1月 横美　1冊 31－3
万屋甚兵衛→近江屋宇助殿

○

本店調達方人数抽 元治元年4月 折本　1冊 47
小堀持

2－9．帳簿注文

　小堀家で必要とする通帳、大福帳その他の帳簿の仕様を書いた帳簿が「取引先通帳拍」である。年

初に通帳を持える必要のある取引先名と通帳の丁数が記されており、丁数を比較すると取引先の推移

がある程度つかめる。なお、各大福帳の注文控帳の後半にも通帳の記載があるので、それらもあわせ

て見る必要がある。

取引先通帳拍 文久元年冬改 半四切（水引） 32－1
小堀店 1冊

取引先通帳拍 安政2年春改 半四切（水引） 32－2
小堀店 1冊

取引先通帳抽 万延2年春 半四切（水引） 32－3
小堀店 1冊

取引先通帳拍 慶応元丑年冬改 横半半（水引） 32－4
小堀店 1冊

取引通拍 横半半　1冊 32－5
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〔嘉永2年冬取引先通帳拍〕 嘉永2年冬 横半　1冊 39－1
紙背文書あり

〔戌井子年取引先通帳拍〕 戌12月・子 横半　1冊 39－2

〔嘉永3年戌11月5日取引先通帳拍〕 嘉永3年ll月5日 横半　1冊 39－3

目出度諸帳面井通紙数拍 横美半（水引） 45
小堀店，紙背文書あり 1冊

〔来寅春用取引通帳注文控〕 丑ll月19日 切継　1通 82－1
万甚→小松さ様

〔来寅分大福帳他注文控〕 子11月23日 切継　1通 82－2
万甚→小松佐様，丑年注文書付を再利用

〔明治26年春大福帳持様目録〕 （明治26年） 横半（水引）1冊 115－1

〔明治26年大帳日披露口取仕様書〕 （明治26年） 横半（水引）1冊 115－2

〔大福帳持差目録〕 横半　1冊 115－3

〔大福帳持差目録〕 横半　1冊 115－4

〔大福帳持差目録〕 横半　1冊 115－5
紐切れ、断簡ヵ

〔明治25年大福帳持様目録〕 （明治25年） 横半　1冊 115－6

〔包紙〕　上書「安政三辰年書抜〆仕分帳安政四巳年安政
　御年」

竪　1通 115－7

2－IO．大名貸

　郡山・久居・紀伊藩の大名貸関係の記録文書8点。ただし、大名貸に直接関わる記録文書はない。

No．49は、藤井（松前屋）源四郎が父源右衛門の遺跡を継いだことにより、引き続き郡山屋敷への出入

りと扶持米の拝領を願い出た件に関して、藤井と郡山藩用人との間の往復書簡を書留たもので、「認

候事」の下札が付けられている。藤井源四郎と小堀家との関係は不詳。No．50は明治2年（1869）1月

22日に郡山屋敷に麻上下で出かけ、家老・用人・年寄り・留守居・下役に挨拶している。同日、六角

通りの油小路の久居藩留守居にも挨拶している。

郡山様書状之拍 文久2年10月吉日 横半　1冊 49
下札あり

郡山御殿様御在京之節年頭御礼之・久居御留守居在京
之節年頭御礼之拍

明治2年1月2日 横半　1冊（2丁） 50

紀州手形挟 （文政13年12月改・慶 28．5×7，2　1点 51
小堀店，紐付き 応4年1月）

〔紀州様御構之節一札之訳文面写〕 （天保7年） 包紙　1通 65

乍恐奉願上候口上書（上使の節掛屋被仰付候様願状下
　書）

天保15年2月 美　1通 91

京都六角通高倉東二入町万屋（以下切断），後欠

〔某家諸役人江進物控〕 横折　1通 76

下ノ方年頭七夕廻礼覚 巳6×8．0（水引） 86
1冊
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2－11．両替仲間

　No．48は幕府代官築山茂左衛門が上京した際に、両替屋敷を提供するように要求され、仲間中で対

応した一件記録。

証（寛政度仲間冥加金等入用銀覚）

築山様御上京一条二付所持心覚

天保15年 切　1通

横半　1冊

92

48

2－12．総区長取替金一件

　No．54は、明治3年（1870）に小堀以下が京都府総区長詰所へ呼び出され、公用諸経費を市中一体で

取り集め、半期ごとに納入するよう命じられた総区長取替金の件を問いただされたもので、小堀側は

始末書と勘定書を裁判所に提出した。その後の結末については、本史料群の中からは明らかではない。

〔帯〕　上書r総区長之取替之事裁判所6御尋二付書付差出 切　1通 54－0
候拍」

委任状（部理代人村松猪介） 半　1冊 54－1
小堀甚兵衛（下京第四区六角通高倉東へ入町堀之上町）→
京都裁判所長北畠少判事殿代理大塚大解部殿

始末書（総区長中へ月々取替金の濫膓御尋に付申状） 半　1冊 54－2
小堀甚兵衛病気二付代手代村松猪助・竹原弥兵衛病気二
付代手代山本孫兵衛・上原次郎兵衛病気二付代手代村尾
嘉助→京都裁判所長北畠少判事殿御代理草野大解部殿

御断書（病気に付代人差出の件） 54－3
小堀甚兵衛・竹原孫兵衛・上原次郎兵衛→京都裁判所長
北畠少判事代理草野代解部殿

総区長取替金之拍 明治6年10月17日 54－4
小堀甚兵衛・竹原孫兵衛・上原次郎兵衛→京都裁判所長
北畠少判事代理艸野代解部殿，小堀甚兵衛印・竹原弥兵
衛印・上原次郎兵衛印→京都裁判所長北畠少判事殿・御
代理牧野大解部殿

「
（
包
紙
箒
）

2－13．為替会社

〔為替会社創立尽力に付褒賞状〕（金3，000疋） 巳12月 切継　1通 75－1

民部省通商司→万屋甚兵衛代勤嘉七

〔包紙〕　上書「通商司出役書附」 切　1通 75－2－0

〔当局勘定方兼証文方任命状〕 8月26日 切　1通 75－2－1

為替会社（印）→足立嘉七

［
（
包
紙
）
」

2－14．その他

　江戸期の万屋の極印打銀500目用の封紙が未使用のまま10枚ある。また、小堀家の看板の拓本が3枚

帳簿の小口分箋が未使用のまま71枚伝来している。

〔万屋甚兵衛封紙〕（極印打銀500目） 切（32．0×15．8） 80
六角通多倉東入町両替　御掛屋万屋甚兵衛，板刷 10枚

〔拓本〕（万・小堀看板） 綴　3枚 81

福井瓢斎先生下書
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〔帳簿小口分箋〕 7．6x4．5 71枚 118
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