
番号 表 題 年 代 作 成 受 取 表題以外の表紙記載、（作成村・保存情報）

1 流開御改帳 貞享 2年（1685） 地詰御奉行ほか （三部村）、（破損）

2 流開御改帳 貞享 2年（1685） 地詰御奉行ほか （三部村）、戌改145号

3 流開御改帳 貞享 2年（1685） （三部村）、戌改48号-1

4 三部村田畑荒改帳 享保20年（1735） 三部村庄屋忠次郎ほか 大庄屋大江平兵衛構、改役人黒坂和助、戌改99号

5 三部村内林御改帳 延享 4年（1747） 庄屋豊治郎ほか 戌改90号、（綴③-4/6）

6 三部村田畑荒所御改帳 寛延元年（1748） 大庄屋宮原村大江平兵衛構、改役人宮原村久次郎、戌改146号

7 三部村田畑山川添並ニ荒所改野帳 寛延元年（1748） 戌改147号、（綴①-1/2）

8 日野郡三部村田畑午流未御改帳 宝暦13年（1763） 庄屋理左衛門ほか 村控、戌改80号

9 日野郡三部村田畑午流戌御改帳 明和 3年（1766） 庄屋林右衛門ほか 村控、戌改55号

10 日野郡三部村田畑開添新開免直御改帳 明和 4年（1767） 三部村庄屋林右衛門ほか 大庄屋大江豊蔵構、改人古市村次郎左衛門、戌改52号

11 日野郡三部村開方御改帳 明和 4年（1767） 三部村庄屋林右衛門ほか 大庄屋大江豊蔵構、改人古市村次郎左衛門、戌改53号

12 三部村大庄や改丑ノ改帳 年代不詳 戌改123号、（明和 6年（1769）か？、綴③-5/6）

13 三部村掛樋並樋戸籍御改帳 明和 7年（1770） 庄屋林右衛門 戌改124号

14 日野郡三部村堤並土橋御改帳 明和 8年（1771） 庄屋林右衛門ほか 大庄屋足羽助八構、戌改122号

15 日野郡三部村田地辰流御改帳 明和 9年（1772） 庄屋林右衛門ほか 村ひかへ、徳岡三郎兵衛構、戌改107号

16 日野郡三部村卯辰別取立之内辰流巳御改帳 安永 2年（1773） 庄屋甚兵衛ほか 村控、徳岡三郎兵衛構、戌改112号、巳→永荒（朱書訂正）

17 日野郡三部村午上納御断所辰流書上帳 安永 2年（1773） 庄屋甚兵衛ほか 村控、徳岡三郎兵衛構、戌改113号

18 三部村御立山御改帳 安永 2年（1773） 庄屋甚兵衛ほか 控、戌改114号

19 日野郡三部村御田地辰流永荒御改帳 安永 3年（1774） 庄屋甚兵衛ほか 村控、戌改115号

20 日野郡三部村別取立辰流永荒御改帳 安永 3年（1774） 庄屋甚兵衛ほか 村控、戌改116号

21 日野郡三部村午上納御断所辰流永荒御改帳 安永 3年（1774） 庄屋甚兵衛ほか 戌改117号

22 日野郡三部村御田地辰流巳御改帳 安永 3年（1774） 庄屋甚兵衛ほか 村控、徳岡三郎兵衛構、戌改142号、巳→永荒（朱書訂正）

23 三部村御田地荒起書上帳 安永 5年（1776） 庄屋甚兵衛ほか 控、戌改118号

24 三部村内林御改帳 安永 5年（1776） 庄屋甚兵衛ほか 村控、戌改119号

25 三部村荒起新田御改帳 安永 9年（1780） 庄屋甚兵衛ほか 戌改120号
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26 三部村田畑荒方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋甚兵衛ほか 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改72号

27 日野郡三部村内林御改帳 弘化 2年（1845） 庄屋吉兵衛ほか 米原奥三郎ほか 戌改93号

28 新開之帳 寛文13年（1673） 外構村、戌改49号-1

29 流開御改帳 貞享 2年（1685） 外構村、戌改48号-2

30 外構村新開差出し書上ケ帳 元禄14年（1701） ひかへ、戌改29号

31 外構村古荒物成引改起帳 元禄14年（1701） ひかへ、戌改30号

32 外構村卯新開帳 正徳元年（1711） 外構村庄屋三郎兵衛ほか ひかへ、戌改66号

33 鉄炮御改帳 享保10年（1725） 外構村、戌改12号、（綴②-1/5）

34 外構村田畑荒改帳 享保11年（1726） 控、戌改16号

35 日野郡外構村田畑手引帳 享保21年（1736） ひかへ、大庄屋宮原村大江平兵衛構、戌改4号

36 外構村田畑辰流巳改帳 元文 2年（1737） 大庄屋宮原村大江平兵衛上構、戌改75号

37 外構村田畑山川添並ニ荒所改野取帳 寛延元年（1748） 戌改56号

38 外構村田畑荒取御改帳 寛延元年（1748） 戌改85号

39 日野郡外構村田畑午流戌ノ御改帳 明和 3年（1766） 庄屋林右衛門ほか 村控、大庄屋徳本九右衛門構、戌改18号、（破損）

40 日野郡外構村荒方御改帳 明和 4年（1767） 庄屋林右衛門ほか 大庄屋大江豊蔵構、改人古市村次郎左衛門、戌改22号

41 日野郡外構村御田地午流丑御改帳 明和 6年（1769） 外構村庄屋助左衛門ほか 大庄屋足羽助八構、 改役人古市村伊兵衛、戌改26号

42 日野郡外構村田畑荒起並開添御改帳 明和 8年（1771） 庄屋助左衛門ほか 大庄屋足羽助八構、戌改27号

43 外構村巳ノ開酉ノ改帳 宝永 2年（1705） 外構村庄屋茂助ほか 戌改40号

44 外構村内林御改帳 安永 5年（1776） 庄屋助左衛門ほか 桂幸左衛門 戌改60号

45 日野郡外構村新開御改帳 安永 7年（1778） 外構村庄屋助左衛門 ひかへ、戌改62号

46 外構村田畑荒方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋三部村甚兵衛ほか 梅林忠兵衛 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改44号

47 外構村開方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋三部村甚兵衛ほか 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改45号

48 外構村田畑御改野取帳 寛政 4年（1792） 庄屋三部村甚兵衛ほか 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与三右衛門、戌改46号

49 日野郡福吉村田畑字寄地続帳 天保12年（1841） 庄屋三部村甚兵衛ほか 近藤平右衛門 大庄屋二部宿足羽伊右衛門構、戌改114号

50 日野郡福吉村地改出物成当上納別取立帳 天保15年（1844） 庄屋三部村吉兵衛ほか 緒形四郎兵衛 大庄屋緒形四郎兵衛構、戌改113号
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51 日野郡福吉村内林御改帳 弘化 2年（1845） 庄屋三部村吉兵衛ほか 米原奥三郎ほか 戌改67号

52 流開御改帳 貞享 2年（1685） 船越村、戌改48号、（破損）

53 流開御改帳 貞享 2年（1685） 船越村、戌改49号

54 船越村卯ノ新開帳 正徳元年（1711） 船越村庄屋三郎兵衛ほか 控、戌改4号、（破損）

55 船越村田畑荒所改帳 享保 3年（1718） 船越村庄屋次郎兵衛ほか 大庄屋二部宿助八構、組頭二部宿四兵衛組下、戌改22号

56 御条目写人別判形 享保 5年（1720） 戌改66号、（綴②-3/5）

57 船越村畑直シ開添新開田畑改帳 享保20年（1735） 庄屋藤屋村源次郎ほか 日野郡大庄屋大江平兵衛構、改役人黒坂和助、戌改24号

58 船越村田畑辰流改帳 元文 2年（1737） 日野郡大庄屋宮原村大江平兵衛構、改人三部村豊治郎他、戌改72号

59 船越村田畑改野取帳 寛延元年（1748） 改人三部村豊治郎ほか、戌改32号、（綴①-1/2）

60 船越村新開御改帳 寛延元年（1748） 戌改34号

61 船越村内林御改帳 宝暦 7年（1757） 戌改6号

62 日野郡船越村田畑午流未御改帳 宝暦13年（1763） 庄屋助右衛門ほか 村控、大庄屋足羽助八構、戌改12号

63 日野郡船越村御田地丑御改免直シ帳 明和 6年（1769） 船越村庄屋藤屋村源次郎ほか 控、戌改62号

64 船越村御田地起所三年御免御埋帳 明和 8年（1771） 庄屋外構村助左衛門 大庄屋足羽助八構、戌改56号

65 日野郡船越村午上納御断所辰流書上帳 安永 2年（1773） 庄屋外構村助左衛門ほか 控、徳岡三郎兵衛構、戌改44号

66 日野郡船越村午上納御断所辰流永荒御改帳 安永 3年（1774） 庄屋藤屋村市右衛門ほか 村控、戌改47号

67 日野郡船越村開方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋藤屋村市右衛門ほか 村控、大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門他、戌改65号

68 日野郡船越村田畑あさ名寄作高帳 文政13年（1830） 戌改119号

69 日野郡船越村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 庄屋三部村吉兵衛ほか 米原奥三郎ほか 戌改77号

70 船越村地井手 明治 5年（1872） 郡長野阪栄 戌改129号

71 田畑新開帳 元禄 7年（1694） 藤屋村、戌改121号

72 藤屋村物成引改起シ帳 元禄12年（1699） 藤屋村庄屋清右衛門ほか 別帳新田分、戌改119号

73 藤屋村巳開改帳 元禄14年（1701） 庄屋彦兵衛ほか ひかへ、戌改117号

74 藤屋村田畑新開帳 元禄14年（1701） 改人藤屋村三郎兵衛ほか 戌改118号

75 藤屋村巳新開水帳 元禄14年（1701） 庄屋彦兵衛ほか 戌改120号、（合綴№76）
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76 巳ノ田畑新開帳 元禄14年（1701） 庄屋彦兵衛ほか 藤屋村、戌改120号-2、（合綴№75）

77 藤屋村田畑荒改帳 享保11年（1726） 藤屋村庄屋弥三兵衛ほか 日野郡大庄屋二部宿助八構、改役人庄村夫八衛門、戌改175号

78 藤屋村田畑開添改帳 享保20年（1735） 藤屋村庄屋弥三郎ほか 日野郡大庄屋大江平兵衛構、改役人黒坂和助、戌改176号

79 藤屋村内林書上帳 延享 4年（1747） 戌改204号、（綴③-6/6）

80 藤屋村社地木改帳 延享 4年（1747） 戌改242号、（綴②-5/5）

81 藤屋村田畠新開御改帳 寛延元年（1748） 開添田畑改帳→田畠新開御改帳（訂正）、戌改185号

82 （表紙破損） 寛延

83 藤屋村田畑午流未御改帳 宝暦13年（1763） 庄屋源次郎ほか 戌改203号

84 日野郡藤屋村御田畑午流御改帳 明和 6年（1769） 藤屋村庄屋源治郎ほか 改役人古市村伊兵衛、戌改221号

85 神社御改帳 明和 6年（1769） 藤屋村庄屋源治郎ほか 藤屋村、戌改241号、（綴②-4/5）

86 藤屋四ヶ村内林御改帳 安永 5年（1776） 庄屋弥二郎ほか 戌改244号

87 藤屋村開方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋市右衛門ほか 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門ほか、戌改234号

88 藤屋村田畑荒方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋市右衛門ほか 梅林忠兵衛 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門ほか、戌改237号

89 日野郡藤屋村内林御改帳 天保 5年（1834） 庄屋焼杉村安蔵ほか 戌改190号

90 日野郡藤屋村地改出物成当上納別取立帳 天保15年（1844） 庄屋焼杉村宇吉ほか 緒形四郎兵衛 大庄屋緒形四郎兵衛構、戌改196号

91 日野郡藤屋村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 庄屋焼杉村宇吉ほか 米原奥三郎ほか 上ノ名須鎌分も先きニ綴有、戌改198号

92 日野郡藤屋村地井手御改帳 嘉永 7年（1854） 庄屋二部宿久兵衛ほか 生田甚兵衛 戌改164号

93 日野郡藤屋村試開畑田成当毛荒起年限延願書 安政 3年（1856） 庄屋受持年寄作左衛門 生田甚兵衛 戌改199号

94 焼杉上ノ名流改帳 元禄16年（1703） 焼杉村庄屋清兵衛ほか 戌福焼改12号

95 焼杉上ノ名午流申改帳 宝永元年（1704） 焼杉村庄屋改人清兵衛ほか 控、戌改福焼30号

96 焼杉上名午流酉ノ改帳 宝永 2年（1705） ひかへ、戌改福焼29号

97 焼杉須鎌上名三ヶ村永荒物成引改帳 正徳元年（1711） 焼杉三ヶ村庄屋五郎兵衛ほか 戌改福焼32号

98 焼杉三ヶ村しやふろ御用木帳 享保 4年（1719） 庄屋藤屋村源二郎ほか 戌改福焼25号

99 焼杉三ヶ村社地御用木改帳 延享 4年（1747） 戌改福焼23号

100 藤屋焼杉両村鉄山所鉄穴御改帳 宝暦13年（1763） 四ヶ村庄屋藤屋村文三郎ほか 控、戌改2号
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101 日野郡焼杉村開方御改帳 明和 4年（1767） 焼杉村庄屋源次郎ほか 大庄屋大江文
ママ

蔵 大庄屋大江豊蔵構、改役人庄村与三右衛門、戌改19号

102 日野郡上名村荒方御改帳 明和 4年（1767） 上名村庄屋源治郎ほか 大庄屋大江豊蔵構、改役人庄村与三右衛門、戌改109号

103 上名村荒方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋源七ほか 梅林忠兵衛 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改111号

104 上名須鎌焼杉三箇村内林御改帳 享和 4年（1804） 庄屋清左衛門ほか 控、 戌福焼改5号

105 焼杉村御新田当寅免付帳 天保13年（1842） 庄屋三部村甚兵衛ほか 近藤平右衛門 村ひかへ、大庄屋近藤平右衛門構、戌改16号

106 日野郡須鎌村田畑荒方御改帳 天保14年（1843） 庄屋三部村甚兵衛ほか 近藤平右衛門 大庄屋根雨宿近藤平右衛門構、改人庄村貞助ほか、戌改1号

107 日野郡焼杉村地改出物成当上納別取立帳 天保15年（1844） 庄屋宇吉ほか 緒形四郎兵衛 大庄屋緒形四郎兵衛構、戌改34号

108 日野郡須鎌村地改出物成当上納別取立帳 天保15年（1844） 庄屋焼杉村宇吉ほか 緒形四郎兵衛 大庄屋緒形四郎兵衛構、戌改36号

109 福嶋村巳ノ新開流改帳 元禄16年（1703） 庄屋九郎兵衛ほか ひかへ、戌改147号

110 福嶋村荒改帳 享保11年（1726） 野取、戌改96号

111 福嶋村田畑荒改帳 享保11年（1726） 福嶋村庄屋喜右衛門ほか 日野郡大庄屋二部宿助八構、改役人庄村夫八衛門ほか、戌改97号

112 福嶋村新開帳 享保14年（1729） 庄屋二部宿喜右衛門ほか 戌改6号

113 福嶋村三年御免亥ノ新開帳 享保16年（1731） 庄屋二部宿喜右衛門ほか 日野郡大庄屋二部宿助八構、戌改5号

114 福嶋村畑直シ開添新開田畑改帳 享保20年（1735） 福嶋村庄屋七左衛門ほか 日野郡大庄屋大江平兵衛構、改役人黒坂和助、戌改2号

115 福嶋村田畑荒改帳 享保20年（1735） 庄屋七左衛門ほか 戌改2号

116 福嶋村内林帳 延享 4年（1747） 福嶋村庄屋二部宿源七ほか 戌改12号、（綴③-1）

117 福嶋村田畑荒所御改帳 寛延元年（1748） 福嶋村庄屋源七ほか ひかへ、戌改136号

118 福嶋村午ノ当荒御改帳 寛延 4年（1751） 福嶋村庄屋二部宿源七ほか 「宝暦２年ノひかへ」か、戌改130号

119 日野郡福嶋村田地午流戌御改帳 明和 3年（1766） 庄屋二部宿源七ほか 村控、戌改160号

120 福嶋村田畑荒方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋二部宿助六ほか 梅林忠兵衛 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改150号、（破損）

121 福嶋村開方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋二部宿助六ほか 大庄屋梅林忠兵衛構、改人庄村与惣右衛門、戌改152号

122 日野郡福嶋船越福吉三ヶ村地井手帳 天保 3年（1832） 庄屋三部村吉兵衛 近藤平右衛門 船越福吉三ヶ→消去、戌改115号

123 日野郡福嶋村地改出物成当上納別取立帳 天保15年（1844） 庄屋三部村吉兵衛 緒形四郎兵衛 大庄屋緒形四郎兵衛構、戌改117号

124 福嶋村新開畑田成年限延願書 安政 3年（1856） 庄屋受持年寄作左衛門 生田甚兵衛 戌改42号

125 二部宿三郎兵衛新田改帳 正徳 6年（1716） 青木甚太夫ほか５名 写シ、戌改201号-2、（元禄15年～文政2年の貼り紙あり）
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126 二部宿丑寅流改帳 享保 7年（1722） 二部宿庄屋喜右衛門ほか ひかへ、戌改71号、

127 二部宿田畠改帳 享保11年（1726） 二部宿庄屋喜右衛門ほか 日野郡大庄屋二部宿助八構、同郡改人庄村夫八衛門ほか、戌改86号

128 二部宿田畑荒改帳 享保11年（1726） 二部宿庄屋喜右衛門ほか 日野郡大庄屋二部宿助八構、改役人庄村夫八衛門ほか、戌改235号

129 二部宿田地酉ノ新流改帳 享保15年（1730） 二部宿庄屋喜右衛門ほか ひかへ、戌改67号

130 二部宿寅ノ畑直シ帳 享保15年（1730） 控、戌改80号

131 二部宿新井手数御改帳 宝暦 6年（1756） 庄屋源七ほか

132 日野郡二部宿当午流御改帳 宝暦12年（1762） 庄屋源七ほか 村控、大庄屋足羽助八構、戌改116号

133 日野郡二部宿田畑午流申御改帳 明和元年（1764） 庄屋源七ほか 村控、戌改5号-5

134 二部宿田畑御改野取帳 明和 4年（1767） 上名村庄屋源治郎ほか 大庄屋大江豊蔵構、改人古市村次郎左衛門、戌改120号-2

135 二部宿荒起並畑直シ御改帳 天明 5年（1785） 庄屋五兵衛ほか 梅林弥三郎構、戌改83号

136 二部宿田畑御改野取帳 寛政 4年（1792） 庄屋二部宿助六ほか 戌改24号-3、（表紙破損）

137 二部宿御囲蔵敷荒帳 文政 9年（1826） 庄屋元右衛門ほか 大庄屋足羽伊右衛門構、改人庄村伊兵衛ほか、戌改108号

138 日野郡二部宿内林御改帳 弘化 2年（1845） 庄屋好助ほか 米原奥三郎ほか 戌改234号、（鉄穴流し跡に関する慶応3年覚書、巻末にあり）

139 日野郡二部宿試開畑田成実付不足年限延願帳 安政 4年（1857） 庄屋藤蔵ほか 生田甚兵衛 戌改156号

140
日野郡二部宿物成引記当毛荒記新開御見分
場所手引帳

安政 5年（1858） 庄屋藤蔵ほか 生田甚兵衛 中庄屋大江喜一郎構、庄屋久兵衛、戌改101号

141 畑中村無主地御聞届免違帳 宝永元年（1704） 畑中村庄屋三郎兵衛ほか 戌改127号

142 畑中村卯ノ新開帳 正徳元年（1711） 畑中村庄屋三郎兵衛ほか 戌改105号、（合綴№143）

143 畑中村巳ノ新開帳 正徳 3年（1713） 畑中村庄屋三郎兵衛ほか （合綴№142）

144 畑中村午流ニ付免違所人別帳 享保11年（1726） 畑中村庄屋三郎兵衛ほか 庄屋忠左衛門、戌改122号

145 畑中村午新流荒改帳 享保14年（1729） 畑中村庄屋忠左衛門ほか 戌改119号

146 畑中村神木書上ケ帳 延享 4年（1747） 畑中村庄屋佐五郎ほか ひかへ、庄屋佐五郎、戌改101号、（綴③-2/6）

147 畑中村内林書上帳 延享 4年（1747） 庄屋佐五郎ほか 桂吉左衛門 庄屋佐五郎、戌改103号、（綴③-3/6）

148 畑中村悪田免違人別帳 寛延元年（1748） 戌改141号

149 畑中村悪田御加損付キ書出シ帳 宝暦10年（1760） 庄屋源四郎、戌改120号

150 畑中村悪田御加損付キ書出シ帳 宝暦10年（1760） 庄屋源四郎、戌改121号
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151 日野郡畑中村田畠土畝戌改帳 明和 3年（1766） 上名村庄屋源治郎ほか 大庄屋緒形四郎兵衛構、 庄屋源四郎、戌改135号

152 畑中村田畠午流改野帳 明和 5年（1768） 上名村庄屋源治郎ほか 戌改143号

153 日野郡池田村新開免付書上帳 文政 8年（1825） 庄屋安左衛門ほか 手嶋伊兵衛 大庄屋手嶋伊兵衛構、庄屋安左衛門、戌改154号

154 池田畑中両村道筋田畑損所書上帳 天保 8年（1837） 庄屋庄右衛門ほか 近藤平右衛門 庄屋庄右衛門控へ、戌改27号

155 日野郡畑中村池田村田畑荒場蔭所新林願帳 天保 9年（1838） 庄屋庄右衛門ほか 谷口右平太 村控、戌改45号

156 日野郡畑中村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 戌改188号、（表題「池田村」部分貼り紙消去）

157 日野郡池田村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 畑中池田両村庄屋合原村 喜右衛門ほか 米原奥三郎ほか 戌改245号

158 上代下代田畑新開改帳 寛文 4年（1664） 戌改48号

159 上代村流開御改帳 貞享 2年（1685） 戌改66号

160 上代村田畑新開帳 元禄 7年（1694） 上代村庄屋善兵衛ほか 戌改34号

161 畑方新開帳下代村 元禄 7年（1694） 戌改168号

162 下代村古荒物成引改起帳 元禄11年（1698） 下代村庄屋善兵衛ほか 三部村嘉左衛門、戌改171号

163 下代村新開改帳 元禄14年（1701） 戌改167号

164 下代村午流酉ノ改帳 宝永 2年（1705） 上代村庄屋与七ほか ひかへ、戌改177号

165 上代下代両村亥ノ新開帳 宝永 4年（1707） 上代村庄屋与七ほか 戌改5号

166 上代下代両村亥新流帳 宝永 4年（1707） ひかへ、戌改10号

167 上代村荒起改帳 正徳 3年（1713） 彦九郎ほか 控、戌改58号

168 下代村荒起改帳 正徳 3年（1713） 下代庄屋彦九郎ほか 控、戌改179号

169 下代村荒起帳 享保元年（1716） 戌改22号

170 御条目写人別判形 享保 5年（1720） 上代村下代村、戌改51号、（綴②-2/5）

171 下代村永荒物成引酉ノ起シ改帳 享保14年（1729） 下代村庄屋徳左衛門ほか 戌改20号

172 上代下代両村卯改出物成人別帳 享保21年（1736） 改人新助、庄屋藤兵衛、戌改53号

173 日野郡上代村御蔵屋鋪御年貢書上ヶ帳 宝暦 4年（1754） 上代村庄屋畑ヶ中村 伝五郎ほか 緒形四郎兵衛 戌改95号

174 上代村下代村午流未改野帳 宝暦13年（1763） 戌改89号、（破損）

175 日野郡上代村下代村田畑新開畑直シ書上帳 宝暦13年（1763） 村ひかへ、戌改90号
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176 上代村午起新田未御免付書上帳 宝暦13年（1763） 村ひかへ、戌改92号

177 日野郡上代村田畠午流申改帳 明和元年（1764） 村控、大庄屋緒形四郎兵衛構、改役人下榎村幸助、戌改69号

178 上代村田畑午流酉改帳 明和 2年（1765） 大庄屋緒形四郎兵衛構、改役人野田村和多七、戌改71号

179 上代下代両村田畑午流酉改野帳 明和 2年（1765） 大庄屋緒形四郎兵衛構、改役人野田村和多七、戌改73号

180 日野郡上代村古荒願起改帳 明和 2年（1765） 大庄屋緒形四郎兵衛構、改役人野田村和多七、戌改83号

181 上代村田畠午流戌改野帳 明和 3年（1766） 戌改74号

182 日野郡下代村荒方御改帳 明和 4年（1767） 下代村庄屋伝五郎ほか 大庄屋徳本九右衛門 村ひかへ、大庄屋徳本九右衛門構、下改人野田村和多七他、戌改24号

183
下代村本免永荒下免永荒本免物成引下免物成
引起屑捨テ米起下免高算用帳

明和 9年（1772） 算者上菅村定平 庄屋畑中村源四郎、戌改25号

184
上代村本免永荒下免永荒本免物成引下免物成
引御蔵屋敷物成引井手敷物成引年々起屑捨テ
起下免人別算用帳

明和 9年（1772） 算者上菅村定平 庄屋畑中村源四郎、戌改87号

185 日野郡上代村開方御改帳 寛政 4年（1792） 庄屋元右衛門ほか 緒形三郎右衛門 戌改（破損）号

186 上代村古荒物成引改起帳

187 日野郡上代村下代村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 上下代両村庄屋近右衛門ほか 米原奥三郎ほか 村控、戌改182号-1、（表題「下代村」消去）

188 日野郡下代村新古内林御改帳 弘化 2年（1845） 上下代両村庄屋近右衛門ほか 米原奥三郎ほか 戌改183号

189 （表紙欠） （裏紙欠）

190 地租名寄帳 宅地之部 大字溝口 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

191 地租名寄帳 畑之部 大字溝口 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

192 地租名寄帳 宅地之部 大字大江長山上野 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

193 地租名寄帳 雑地之部 大字長山大江 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

194 地租名寄帳 畑之部 大字谷川 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

195 地租名寄帳 雑地之部 大字大倉 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

196 地租名寄帳 雑地之部 大字古市 昭和 鳥取県日野郡旭村役場

197 地租名寄帳 雑地之部 大字宇代 昭和 鳥取県日野郡旭村役場

198 土地台帳 昭和10年（1935） 旭耕地整理除去分

199 土地台帳 大字大倉 昭和27年（1952） 耕地整理除去分

200 家屋名寄帳 溝口町 昭和
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201 家屋台帳 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

202 家屋補充課税台帳 畑池・福岡 昭和

203 兵事動員ニ関スル日誌
昭和12年（1937）
～昭和20年

日野郡二部村

204 現役兵名簿 昭和 （溝口町罫紙）

205 第二国民兵名簿 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

206 出勤在隊各将兵名簿 昭和 日野郡溝口町

207 国民兵役下士官兵名簿 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

208 在郷軍人名簿 昭和 鳥取県日野郡二部村

209 海軍在郷軍人名簿（下士官兵） 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場

210 公報死亡告知書 昭和21年～22年 溝口町

211 軍人軍属遺族資格者台帳 昭和 鳥取県日野郡溝口町役場、（合綴№212）

212 軍人軍属遺族年金扶助料資格者台帳 昭和 二部村役場、（合綴№211）

213 引揚者名簿 昭和22年（1947） （鳥取県海外引揚者厚生会日野郡支部）

214 引揚者在外事実調査票 昭和 （社団法人鳥取県海外引揚者協会）

215 復員軍人調査表 昭和

216 （在郷軍人名簿） 昭和 （鳥取県方面委員用紙、綴からの剥落分）
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