
資料番号 枝№ 標   題 年 月 日 宛　先　・　差　出 形態 点数 備  考

50.10-1 1.2
加州加賀郡上松根村御印
①加州加賀郡上松根村御印
②加州加賀郡上松根村御印写

①寛文１０年９月７
日
②年未詳

①（印文「満」）→上松根村百姓中
①竪紙（軸装）
②一紙

2

50.10-2 河北郡松根村百姓持高帳 文化４年
松根村肝煎権次郎（印）・組合頭久右衛門
（印）→北川尻村市十郎

袋綴（５丁） 1

50.10-3 河北郡松根村百姓持高帳 文政４年正月
松根村肝煎久右衛門・組合頭久兵衛→倉見
村市十郎

袋綴（５丁） 1

50.10-4 引地帳 文久３年2月５日 松根村 横帳（２４丁） 1 下帳
50.10-5 松根村御田地取しらべ書出シ申帳 文久3年２月１０日 五郎丸村新左衛門（印） 長帳（６丁） 1
50.10-6 碁盤割鬪田鬮取仕申帳 文久3年２月１０日 松根村百姓中 長帳（９丁） 1
50.10-7 松根村基盤割田引地本帳 文久3年２月１０日 算者竿取五郎丸村新左衛門（印） 横帳(２６丁） 1 亥２月５日より８日迄

50.10-8 上納銀取立覚帳及び釜石用水人足帳 慶応３年正月 松根村百姓中
合綴（長帳２９丁・
横帳４丁）

1 「釜石用水人足帳」（卯３月）

50.10-9 神ノ谷堤普請費用書上 たつ５月２日 松根村組合頭久兵衛 袋綴（４丁） 1
附：雅名泉高堤
辰５月　組合頭久兵衛

50.10-10 松根村百姓銭受取状（後欠） 年未詳 続紙 1
「算用場印」あり
１９名分１貫９４０文

50.10-11 碁盤割御田地割鬮田鬮取仕帳 年未詳 長帳（５丁） 1

50.10-12 松根村代り肝煎仰付願 明治２年３月

松根村百姓久右衛門（印）・甚右衛門（印）・半
兵衛（印）・平四郎（印）・覚右衛門（印）・六右
衛門（印）・小助（印）・与三右衛門（印）・平助
（印）・喜兵衛（印）・惣右衛門（印）・八左衛門
（印）・仁助（印）・権次郎（印）・林三郎（印）
（奥書）亀田金右衛門（花押・印）・新田市十郎
（花押・印）・木津源五郎（花押・印）・岩佐清兵
衛（花押・印）→勧農局
（裏書）松江啓介（印）・後藤喜兵衛（印）

続紙（３丁） 1

50.10-13 松根村方人足卸帳 明治３年１月 河北郡松根村 長帳（１０丁） 1
50.10-14 上納銭取立覚帳 明治４年正月 松根村百姓中 長帳（２７丁） 1
50.10-15 上納銭取立覚帳 明治５年正月 松根村百姓中 長帳（２７丁） 1
50.10-16 石新方万覚帳 明治４年７月 五ヶ庄組松根村百姓中　 長帳（６丁） 1
50.10-17 田引地覚帳 明治５年１１月８月 改人松根村 横帳（１２丁） 1

特５０　松根村山本文庫目録

５０．１０　近世
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50.21-1 1.2 人足覚書
①明治６年１月
②明治７年２月

第十七区小四区松根村
①長帳（４丁）
②長帳（１０丁）

2

50.21-2 裁判所召喚通達等綴 明治９年１１月２７日 石川県令桐山純孝 こより綴（6丁） 1

明治９年１１月２７日～同年１２月26
日
（端書）「松根渡し」
①裁判所へ出頭時刻訂正に付通
達（明治9年12月8日　石川県令桐
山純孝）
②民事訴訟に付通達（明治9年11
月27日　司法卿大木喬任代理司
法大輔山田顯義）
③裁判所召喚に付通達（明治9年
12月8日　石川県礼桐山純孝　「別
紙」明治9年12月1日　金沢裁判所
長六等判事桜井直養）
④地租金納難儀の為抵当上米に
付通達（明治9年12月26日　石川
県令桐山純孝）
⑤営業願出における税金并鑑札
料差出方に付通達（明治9年12月

50.21-3 金沢裁判所開庁等に付布目綴
明治９年１１月年２８
日

石川県権令桐山純孝 こより綴(4丁） 1

①金沢博労町第一警察出張所移
転
②秩禄公債盗難
③新田義貞神霊別柊宮弊社藤島

50.21-4 村人足帳 明治１０年１月 第九大区小三区松根村 長帳（５丁） 1
50.21-5 諸事入払帳 （明治１０年か） 横帳（４８丁） 1
50.21-6 村人足覚書帳 明治１１年３月 第九大区小三区松根村山本久次郎 長帳（１４丁） 1
50.21-7 村人足帳 明治１２年２月１日 河北郡松根村 長帳（５丁） 1

50.21-8 戸籍実書御引直願 明治１２年３月５日

河北郡松根村山本半平衛（印）・同郡同村俵
新左衛門（印）・同郡土子原村高本伝兵衛
（印）・戸長中本七右衛門（印）→郡長代理河
北郡書記三好亘
（奥書）明治１２年３月１１日　郡長代理河北郡
書記三好亘

罫紙 1 長男山本新兵衛妻スラ

50.21-9 コレラ病予防に付報告 明治１２年８月５日 石川県 切紙（印刷） 1 石川県報告第三十八号

５０．２１　行政一般
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50.21-10 虎列刺検疫出張所開設通達等綴 明治12年８月１２日 中尾村等戸長→河北郡長織田幸民 罫紙綴（３丁） 1

（朱書）「坤第百九十五番」
①死亡者届方通達に付廻状（明
治１２年８月１５日　戸長中本七右
衛門（印）→滝下松根村瀧窪宇右
衛門・上平村安田善右衛門・琴村
松田七郎兵衛・琴坂村東田清次
郎・北千石村小坂八十郎・南千石
村佃伝次郎・松根村山本久次郎
右村々用係）
②出張所開設通達に付廻状（８月
１５日　中本七右衛門（印）→中尾
村・瀧下松根村・上平村・琴村・琴
坂村・北千石村・南千石村右村々

50.21-11 旧義倉金維持法一件綴 明治１３年４月 河北郡各村戸長総代金子忠平 仮綴（１７丁） 1
維持法・取扱方法・義倉社則・窮
民救恤規則

50.21-12 種痘済証明書 明治１３年5月５日
金沢区春日町種痘医友光勝三（印）→松根村
山本ルタ

切紙 1

50.21-13 中尾村役場通達書 明治１３年７月５日
中尾村中本七右衛門（印文「中尾役場」）→松
根村　山本久次郎

切続紙 1

①借用金返納に付証書返却依頼
②義倉籾代金下渡に付受取書指
出方依頼
③出生人幷死亡人取調に付衛生
委員出頭方通達

50.21-14 河北郡旧義倉社精算勘定報告及び救恤金明細表 明治１３年７月
河北郡旧義倉社々長吉田次太郎・同副社長
沢野弥平他４名
（奥書）河北郡委員戸長金子忠平他３名

こより綴（印刷１１
頁・４頁）

1
明治十三年五月六月分救恤金明
細表

50.21-15 出生御届 （明治１３年１０月） 河北郡松根村宮村喜三右衛門 切紙 1
明治１３年１０月２５日第二号　「三
男宮村定次郎」
明治１３年１０月３０日

50.21-16 出生御届 （明治１３年１０月） 河北郡松根村今井栄助 切紙 1
「長男仁三郎分　次女　孫　ひな」
明治１３年１０月１９日生

50.21-17 精算勘定報告等綴 明治１４年１月 河北郡旧義倉社 こより綴（7丁） 1
①明治13年7月ヨリ12月迄之精算
勘定報告（河北郡旧義倉社）
②明治13年救恤金明細表

50.21-18 村方人足付帳 明治１４年２月 河北郡松根村 長帳（１４丁） 1

50.21-19 1～3

衛生委員に付布達綴
①河北郡第四組衛生委員仮会則届書
②貧窮患者救療手続施行等に付布達
③町村衛生委員選挙法布達

①明治１４年７月20
日
②明治14年10月11
日
③明治15年11月8

①河北郡第四組衛生委員総代高島新助・同
郡同組各村戸長総代池田徳平→河北郡長小
川清太代理河北郡書記三好亘
②石川県令千坂高雅
③石川県令千坂高雅

①こより綴（６頁）
②こより綴（１２頁）
③こより綴（６頁）

3

③コレラ病患者全治及び死亡届出
方布達（明治14年10月31日　石川
県令千坂高雅）
飲食物着色料施用方布達（明治
14年11月14日　石川県令千坂高

50.21-20 集会費等差出方達書 明治１４年７月 戸長役場→山本久次郎 切続紙 1

50.21-21 精算勘定報告等綴 明治１４年 河北郡旧義倉社 こより綴（１２丁） 1

明治１４年～明治１５年
①明治十四年一月ヨリ六月迄之精
算勘定報告（河北郡旧義倉社）
②明治拾四年救恤金明細表
③医術開業に付注意勧告（明治
15年1月26日　石川県令千坂高
雅）
④石川県医制改正に付通達（明

50.21-22 村方人足印帳 明治１５年２月 河北郡松根村 合綴（長帳）（１９ 1
50.21-23 人足人数等覚書 明治１５年１１月９日 長帳（５丁） 1 人足・わら・木：かや・米等

3 / 49 ページ



50.21-24 村方人足印帳 明治１６年２月 河北郡松根村山本久次郎 長帳（１０丁） 1
50.21-25 村人夫記帳 明治１７年２月 河北郡松根村村用係 長帳（９丁） 1

50.21-26 一戸取畳み附籍願
明治１７年12月１９
日

河北郡松根村山本半平衛（印）・親戚同郡同
村山本二次郎（印）・同同郡同村俵原新左衛
門（印）・河北郡今町村外二十七ケ村戸長山
本豊（印）→河北郡長小川清太
（奥書）明治１７年１２月２２日　河北郡長小川
清太（印）

罫紙 1

50.21-27 河北郡義倉金取扱所第八回報告 明治１８年１月７日

河北郡河北義倉金取扱所頭取本岡三千治・
副頭取橋安二郎他３名
（奥書）河北郡戸長和田三五郎・岡部喜久治・
同郡義倉議員木下小三郎・寺口甚左衛門

こより綴（印刷１６
頁）

1 明治十七年一月ヨリ十二月マテ

50.21-28 河北義倉金規則一件綴 明治１８年４月 河北郡戸長 こより綴（40頁） 1 義倉金規則・窮民救恤規則
50.21-29 村人夫記帳 明治１８年２月 河北郡松根村村用係り 長帳（８丁） 1

50.21-30 布達綴 明治１８年 こより綴（印刷１０丁） 1

①小原谷往来議定東原脇原村外
二十八ヵ村連合会（明治１８年５月
２５日　河北郡長小川清太）
②小原谷往来土木工事惣代人処
務規程併撰挙方法に付布達（明
治１８年１０月２８日　河北郡長小川
清太）
③明治十八年度東原脇原外二十
八ヵ村連合村費支出予算書（明治
１８年１０月２８日　河北郡長小川清
太）
④東原脇原外二十八ヵ村連合村
費戸別割賦課法布達（明治１８年１
０月２８日　河北郡長小川清太）
⑤明治十八年度東原脇原外二十
八ヵ村連合村費微収期限布達（明
治１８年１０月２８日　河北郡長小川
清太）
⑥義倉金規則修正に付布達（明
治１９年３月１９日　河北郡戸長）
⑦県会議員選挙当選者布達（明
治１９年８月２８日　河北郡長小川
清太）
⑧地券下附書換手続及手数料布
達（明治２０年１月７日　大蔵大臣
伯爵松方正義）
⑨往来区域臨時連合村会開設に

50.21-31 河北義倉金取扱所第九回報告 明治１９年１月６日

河北郡河北義倉金取扱所頭取本岡三千治・
副頭取橋安二郎・同寺本重右衛門・同高木五
左・同百々小右衛門
（奥書）河北郡委員戸長此木薫・中山𣳾・同郡
義倉会議員村上市二郎

仮綴（１８頁） 1
（朱書）「■■部之内松根村渡り」
明治十八年救恤金支払明細表

50.21-32 村人足記帳 明治１９年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（１４丁） 1

50.21-33 乕列刺流行予防諸費用御下渡願一件 明治１９年８月
河北郡松根村惣代山本久次郎（印）→河北郡
検疫支部

罫紙綴（６丁） 1
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50.21-34 河北郡義倉金取扱所第拾回報告 明治２０年１月５日

河北郡河北義倉金取扱所頭取本岡三千治・
副頭取橋安二郎他３名
（奥書）河北郡戸長白川治・同表与兵衛・河北
義倉会議員庭田次平同西村丈次郎

袋綴（印刷・１０丁） 1 明治十九年自一月至十二月

50.21-35 火葬願及び死亡証書 明治２０年１月６日

①火葬願　河北郡松根村葬主中町長七（印）
→河北郡今町村外二十七ケ村戸長吉田次太
郎
（奥書）河北郡今町村二十七ケ村戸長代理筆
生前田和道（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-36 火葬願 明治２０年１月１６日

河北郡字松根村本田平四郎（印）→河北郡今
町村外廿七ヶ村戸長吉田次太郎
(奥書）１月１６日　河北郡今町村外廿七ヶ村
戸長戸長代理筆生前田和道（印）

罫紙 1

50.21-37 火葬願及び死亡証書 明治２０年１月３１日

①火葬願　河北郡松根村前田竹次郎（印）→
河北郡今町村外二十七ケ村戸長吉田次太郎
（奥書）河北郡今町村等戸長代理筆生前田和
道（印）
②死亡証書　明治２０年１月３０日　越中砺波
郡末友医師録沢幸次郎（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-38 河北義倉金取扱所第十一回報告 明治２０年１月～１２ 仮綴（５頁） 1 （朱書）「松根村」

50.21-39 火葬施行に付認可申請書 明治２０年２月６日

河北郡松根村葬主親戚塚本庄助（印文）「柄
庄」→河北郡今町村外二十七ヶ村戸長吉田
次太郎
（奥書）明治20年1月6日　河北郡今町村外二
十七ヶ村戸長吉田次太郎（印）

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「書面火葬施行之義認許
候事　明治二十年一月六日石川
県河北郡今町村外二十七ヶ村戸
長吉田次太郎（印）」
「死亡証書（塚本与吉）」あり（明治
20年2月6日　河北郡二日市村医
者田近知三（印））
「第弐号」「明治二十年二月六日
受取　河北郡今町村外二十七ヶ村
戸長役場」の印有り
塚本与吉の火葬について許可の
申請

50.21-40 村方人足記帳 明治２０年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（９丁） 1

50.21-41 家名取立復籍願 明治２０年3月１０日

河北郡松根村松井多次郎（印）・河北郡松根
村松田源次郎（印）・右幼少に付后見人母さと
（印）・親戚同郡同村松村与三右衛門（印）・同
同郡同村山崎権次郎（印）→河北郡長小川清
太

罫紙綴（2丁） 1

50.21-42 火葬願及び死亡証書 明治２０年４月１２日

①火葬願　河北郡松根村塚本庄助（印）→河
北郡今町村外二十七ヶ村戸長吉田次太郎
（奥書）河北郡今町村外廿七ヶ村戸長代理筆
生　前田和道（印）
②死亡証書　同郡二日市村医師田近知三

こより綴（２丁） 1

50.21-43 村落清潔法 明治２０年４月２９日 石川県知事岩村高俊 こより綴（2丁） 1
（朱書）「松根村衛生組長」
石川県令第八十号

50.21-44 道路取締規則 明治２０年４月３０日 石川県知事岩村高俊 仮綴（４頁） 1
（朱書）「松根村瀬野組長」
石川県令第八十三号
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50.21-45 義倉金規則中修正増補等一件綴 明治２０年５月１２日 石川県河北郡戸長 こより綴（5頁） 1

河北義倉金規則・河北義倉金附
則・貧民救恤規則内における修正
并増補
河北義倉会議員交替手続

50.21-46 葬場新設願 明治２０年６月１７日

河北郡松根村惣代山本久次郞（印）・地主惣
代松本久兵衛（印）・河北郡今町村外廿七ケ
村戸長吉田次太郎（印）→石川県知事岩村高
俊
（奥書）明治20年7月13日　石川県知事岩村

罫紙綴（２丁） 1

50.21-47 塚本与吉死亡跡相続方に付願書 明治２０年６月２０日

河北郡松根村亡塚本与吉妻ひろ（印）・同郡
同村中町長七弟中町与三郎（印）・同郡同村
親戚中町長七（印）・同郡同村同上塚本庄助
（印）→河北郡長小川清太
（奥書）明治２０年６月３０日　河北郡長小川清
太（印）

こより綴（2丁） 1

50.21-48 死亡証書及び火葬願 明治２０年９月１３日

①死亡証書　河北郡二日市村医師田近知三
（印）
②火葬願　河北郡字松根村葬主今井仁太郎
（印）→河北郡今町村外廿七ヶ村戸長吉田次
太郎
（奥書）明治２０年９月１３日　河北郡今町村外
二十七ヶ村戸長吉田次太郎（印）

こより綴（2丁） 1

50.21-49 死亡証書及び火葬願 明治２０年１０月２日

①死亡証書　同郡二日市村医師田近知三
（印）
②火葬願　河北郡松根村山田六右衛門（印）
→河北郡今町村外廿七ヶ村戸長吉田次太郎
（奥書）河北郡今町村外弐拾七ヶ村戸長吉田

こより綴（２丁） 1

50.21-50 御用之儀に付出頭申付状（後欠） 明治２０年１０月３日 石川県河北郡役所（以下欠）→（欠損） 切紙 1

50.21-51 火葬願及び死亡証書
明治２０年１１月２９
日

①火葬願　河北郡松根村前田竹次郎（印）→
河北郡今町村外二十七ケ村戸長吉田次太郎
（奥書）河北郡今町村廿七ケ村戸長吉田次太
郎（印）
②死亡証書　同郡二日市村医師田近知三

こより綴（２丁） 1

50.21-52 鈴木重幸等紀念標建設主旨書 明治２０年

京都府下京区三十一組三十三堂廻町発起人
下間頼世・同寺務所志賀松弥太・同有志者総
代神田作造
（奥書）京都府下京区愛宕郡東山霊山紀念標
建設出張事務所金沢区尾張町事務所（印）

罫紙綴（３丁） 1

両本願寺願済
金沢警察署届済・金沢両別院届
済
（朱書）「第五百九拾参号」
飛騨守鈴木重幸公紀念標

50.21-53 村方人足記帳 明治２１年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（８丁） 1

50.21-54 火葬願及び死亡証書 明治２１年４月１０日

①火葬願　（河北郡松根村）右戸主葬主松根
忠蔵（印）→河北郡今町村外二十七ケ村戸長
吉田次太郎
（奥書）河北郡今町村廿七ケ村戸長吉田次太
郎（印）
②死亡証書　同郡二日市村医師山森勘兵衛
（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-55 寄留御届 明治２１年５月１５日
河北郡松根村本田惣七（印）→河北郡今町外
二十七ヶ村戸長吉田次太郎

罫紙 1
「出稼御届」長野県更級郡埴崎村
へ出稼ぎ
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50.21-56 稲虫送執行御届 明治２１年７月２６日

河北郡松根村惣代山本久次郞→石川県津幡
警察署石川県警部猿川直栄（印）
（奥書）明治２１年７月２６日　津幡警察署長石
川県警部猿川直栄（印）

罫紙 1

50.21-57 火葬願及び死亡証書
明治２１年１０月１４
日

①火葬願　河北郡松根村葬主中田市郎右衛
門（印）→河北郡今町村外廿七ケ村戸長吉田
次太郎
（奥書）河北郡今町村廿七ケ村戸長吉田次太
郎（印）
②死亡証書　河北郡竹又村医師松田市郎左
衛門（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-58 河北義倉金取扱所第十二回報告書 明治２２年１月５日

河北義倉金取扱所頭取本岡三千治・副頭取
橋安二郎・理事寺本重右衛門他２名→
(奥書）河北郡委員戸長表与兵衛・河北郡義
倉金常議委員

こより綴(５頁） 1

50.21-59 村方人足記帳 明治２２年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（１０丁） 1
「４月１日ヨリ小原谷村字松根惣代
手長」

50.21-60 戸籍訂正願 明治２２年４月１１日
石川県知事岩村高俊（印）→河北郡小原谷村
字松根西村喜三次郎

罫紙 1
（朱書）「石川県指令庶第四百八
十二号」

50.21-61 松根村費に付公借金証書 明治２２年５月２日
河北郡今町村外廿七ヶ村戸長吉田次太郎
（印）・同上戸長役場会計掛主任筆生高村暠

一紙 1

50.21-62 放楽相撲御届 明治２２年９月１７日

願人河北郡小原谷村字松根山本久次郎
（印）・願人同郡同村字松根松村与三右衛門
（印）→津幡警察署長石川県警部猿川直栄
（奥書）明治２２年９月１８日　津幡警察署長石
川県警部猿川直栄（印）

罫紙 1

50.21-63 戸籍訂正願 明治２２年１１月6日
石川県知事岩村高俊（印）→河北郡小原谷村
字松根宮村喜三右衛門

罫紙 1
（朱書）「石川県指令庶第一三九
五号」

50.21-64 御示談有に付出頭依頼状
（明治）２３年１月２０
日

土子原小学校教員内田孝勝（印）→山本久次
郎・松本久兵衛・中町長七

罫紙 1

50.21-65 村人足記帳 明治２３年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郞 長帳（2丁） 1

50.21-66 稲虫送御届 明治２３年７月２５日
河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎（印）
→津幡警察署長石川県警部猿川直栄
（奥書）津幡警察署長石川県警部猿川直栄

罫紙 1

50.21-67 村人足記帳 明治２４年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（７丁） 1
50.21-68 村人足記帳 明治２５年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（９丁） 1
50.21-69 石川県公報　第三十八号・第三十七号附録 明治２５年５月１３日 仮綴（３丁） 1
50.21-70 河北義倉金常設委員会規則 明治２５年１０月１６ 河北義倉金常設委員会→山本久次郎 仮綴（１０丁） 1

50.21-71 切山新道開鑿方出願に付回報
明治２５年１２月２４
日

河北郡薬師谷村長山本長次郎→河北郡小原
谷村長鷹野徳三郎

罫紙 1

50.21-72 議事必要書類到着に付通知
明治２５年１２月２６
日

河北郡小原谷村長鷹野徳三郎（印）→議員山
本久次郎

罫紙 1 「河北郡小原谷村役場」用箋

50.21-73 義倉金等分配之儀に付願 明治２５年
河北郡小原谷村字松根山本久次郞（印）・同
村字竹又松田市郎左衛門（印）・同村字堀切
堀本宗平（印）

罫紙綴（２丁） 1 「小原谷村ノ内引高等調書」あり

50.21-74 村人足記帳 明治２６年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（５丁） 1
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50.21-75 火葬願及び死亡証書 明治２６年３月１３日

①火葬願　河北郡小原谷村字松根村葬主塚
本与三郎（印）→河北郡小原谷村長鷹野徳三
郎
（奥書）河北郡小原谷村長鷹野徳三郎（印）
②死亡証書　河北郡小原谷村字竹又村医師

こより綴（2丁） 1

50.21-76 村人足記帳 明治２７年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（８丁） 1

50.21-77 第二回軍事公債応募奨励方に付応募者出頭依頼 明治２７年１２月５日
河北郡小原谷村役場（印）→松根区長山本久
次郎・松本久兵衛

罫紙 1 「河北郡小原谷村役場」用箋

50.21-78 山野火入願 明治２８年８月３０日
河北郡小原谷村字松根山本久次郎（印）→石
川県津幡警察署

こより綴（２丁） 1

50.21-79 村人足記帳 明治２９年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（８丁） 1

50.21-80 山野火入願 明治２９年９月１日

河北郡小原谷村字松根北村惣右衛門（印）→
石川県津幡警察署
（奥書）明治２９年９月６日　石川県津幡警察
署（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-81 山野火入願 明治２９年９月３日

河北郡小原谷村松根山本久次郎（印）→石川
県津幡警察署
（裏書）明治２９年９月６日　石川県津幡警察
署（印）

こより綴（２丁） 1

50.21-82 軍馬紀念碑建設費義損金交名簿 明治29年 金沢市上大樋町軍馬紀念碑建築事務所 こより綴（１丁） 1
（朱書）「松根」
未使用

50.21-83 御発棺に付遙拝式挙行方訓令及び通達 明治３０年２月１日 河北郡小原谷村役場（印）→土子原小学校 こより綴（2丁） 1
英照皇太后崩御（孝明天皇妃）
訓令（明治３０年１月３１日　河北郡
長髙橋寛→町役場）

50.21-84 火葬願及び死亡証書 明治３０年３月４日

①火葬願　河北郡小原谷村字松根村葬主木
下仁助（印）→河北郡小原谷村長鷹野徳三郎
（奥書）河北郡小原谷村長鷹野徳三郎（印）
②死亡証書　河北郡小原谷村字竹又村医師
松田市郎左衛門（印）

こより綴（2丁） 1

50.21-85 加越能村寄帳 明治３０年９月２２日 小原村字松根山本喜宇仁 冊子（59丁） 1
明治３１年６月表紙ヲ附
明治９年１１月１日布達　石川県権
令桐山純孝

50.21-86 松根区長当選状 明治３２年４月１日
石川県河北郡小原谷村役場（印）→河北郡小
原谷村字松根山本久次郎

罫紙 1

50.21-87 徴発軍馬紀念碑建設費寄附金領収書 明治３２年６月２８日 軍馬紀念碑建設事務所（印）→字松根 切紙 1

50.21-88 諸事記帳 （明治３３年）子５月 横帳（２７丁） 1

50.21-89 1.2
無念状（謝状）
①無念状（謝状）
②無念状（謝状）

①明治３４年３月
②明治３４年３月

①河北郡小原谷村字松根中町長七（印）・同
郡小原谷村字松根証人中田太三郎（印）・同
塚本与三郎（印）・河北郡小原谷村字切山林
太三郎・同郡田近村字今泉森田了円→山本
久次郞他２３名
②河北郡小原谷村字松根中町長七（印）・同
所ニテ証人中田太三郎（印）・塚本与三郎
（印）・河北郡田近村字今泉森田了円・小原谷
村字切山林太三郎→字松根御若連中

①罫紙
②罫紙

2
①こよりはずれヵ
②こよりはずれヵ

50.21-90 寄附金領収書 明治34年9月29日 当田助次郞→字松根区長当番今村勘助 罫紙 1

50.21-91 即決言渡書 明治34年12月18日
石川県津幡警察署長警部平方清旭・巡査通
下盛義（印）→河北郡小原谷村字松根山本久

罫紙 1 灰置場規則違背

50.21-92 科料金領収書証 明治34年12月27日
津幡警察署分任収入官吏警部平方清正（印）
→山本久次郎

切紙 1
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50.21-93 明治三十四年分村万造割符書上 明治３４年 長帳（5丁） 1
50.21-94 村人夫帳 明治３５年正月 横帳（4丁） 1
50.21-95 1.2 明治三十四年度分郡統計書下調 明治３５年９月 河北郡小原谷村字松根 罫紙綴（32・９丁） 2
50.21-96 村人夫記帳 明治３６年２月 河北郡小原谷村大字松根区長 長帳（７丁） 1

50.21-97 調査費用代等書上綴 明治３６年 横帳（８丁） 1

①宿代等代金差引書（年未詳）
②異動地調代金受取書（明治３６
年６月１日　大字宮野大野啓→山
本久次郎）
③変換落地検査料等費用書上
（明治３６年８月　大野啓→松根山
本久次郎）
④清之丞分貸金書上（年未詳　大
野啓→松根山本久次郎）
⑤人足数等書上（年未詳）

50.21-98 村人夫記帳 明治３７年２月 河北郡小原谷村字松根区長 長帳（４丁） 1
50.21-99 村人夫記帳 明治３８年２月 河北郡小原谷村字松根区長 長帳（５丁） 1

50.21-100 愛国婦人会通常会員認定証 明治38年11月16日
愛国婦人会総裁仁親王妃勲一等智恵子・愛
国婦人会長公爵婦人岩見久子→山本のし

賞状 1

50.21-101 村人夫記帳 明治３９年２月 河北郡小原谷村字松根区長 長帳（６丁） 1

50.21-102 松根区長月手当給与状 明治40年8月10日
石川県河北郡三谷村役場（印）→松根区長事
務取扱山本久次郎

罫紙 1 ２円支給

50.21-103 松根区長当選告知書 明治40年12月24日
石川県河北郡三谷村長鷹野徳三郎→松根区
山本久次郞

罫紙 1 村会において当選する

50.21-104 松根区長代理当選告知書 明治40年12月24日
石川県河北郡三谷村長鷹野徳三郎→松根区
山本久藏

罫紙 1 村会において当選する

50.21-105 村人夫記帳 明治４１年２月 河北郡三谷村字松根区長 長帳（７丁） 1
50.21-106 村人夫記帳 明治４２年２月 河北郡三谷村字松根区長 長帳（７丁） 1

50.21-107 郡長訓示
（明治４４年１２月３
日）

こより綴（印刷・５
丁）

1

明治四十四年十二月三日青年団
役員招集ノ際ニ於ケル
「宇ノ気村字内日角青年団調査」
明治四十四年十一月調あり

50.21-108 松根往来工費等書上 大正３年８月 こより綴（３丁） 1
50.21-109 松根往来雑記帳 大正４年８月 河北郡三谷村字土子原 罫紙綴（８丁） 1

50.21-110 1.2 支払命令状 大正5年3月23日
金沢区裁判所判事田中主税
（奥書）金沢区裁判所書記森本勝二（印）

罫紙 2

債権者金沢市上大樋町斉田喜右
衛門　
債務者河北郡三谷村字松根山本
久次郞・同村字土子原橋向作次
郎・同村字堀切竹林市之丞
「大正五年（督）四七六号」「（五年
四月七日異議申立）」
一部はカーボン複写

50.21-111 貸金事件に付期日呼出状 大正5年4月7日
金沢区裁判所裁判所書記黛公平（印）→山本
久次郞

切紙 1
原告斉田喜右衛門
被告竹林市之丞

50.21-112 支払命令に対する異議申立書 大正5年4月7日
河北郡三谷村字松根山本久次郎→金沢市裁
判所判事田中主税

罫紙 1

50.21-113 人足割符等書上 大正5年9月27日 こより綴(6丁） 1

50.21-114 松根大和会規約 大正8年10月2日
山本幸次郎（印）・松村与（印）・下田宗太郎
（印）他１６名

罫紙綴（２丁） 1 旧来ノ悪風ヲ矯正

50.21-115 吉見伊之松巡査転任に付寄付金願 大正８年１２月
発起人寺田次吉郎・宮森義忠・大野啓→字松
根松本久蔵・山本久次郎

一紙 1
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50.21-116 急性吐瀉患死者届出に付通達 大正9年7月26日 三谷村役場（印）→字松根区長 一紙 1
「虎列刺予防ノ為魚介、海草等移
入停止ノ件」

50.21-117 記念事業等施設に付通知 大正9年11月3日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1

50.21-118 失火見舞帳 大正15年6月19日 字松根 長帳（２丁） 1
50.21-119 経済更正計画書 （昭和１０年） 河北郡三谷村 袋綴（３６丁） 1 昭和十年度指定

50.21-120 第十一回決議事項報告書 昭和13年3月8日 罫紙 1

場所山本久二宅、講師国田文司
朗、参加者山本久二・山本久文・
松田卯吉他６名、閉会１０時
「河北郡三谷村役場」用箋

50.21-121 講会組織許可願及び二十日会会則 昭和１３年
発起人河北郡三谷村字松根山本久二→津幡
警察署長

罫紙綴（7丁） 1
区域は、三谷村の内、松根・土子
原・曲子原・堀切の四字
請員名あり

50.21-122
農村負債整理組合法施行規則第二十二係ノ事項報告
書

昭和15年3月
（空白）郡（空白）村字（空白）責任（空白）負債
整理組合組合長理事（空白）→石川県事（空

一紙 1

50.21-123 負債整理事業報告書提出方に付通知 昭和17年1月4日 石川県経済部長→各負債整理組合長 切紙 1

50.21-124 世話役委嘱書 昭和17年10月1日
大政翼賛会石川県支部長田中重之（印）→河
北郡三谷村字松根常会山本久二

罫紙　 1

50.21-125 第十九年度財産目録等綴 昭和18年2月16日

保証責任三谷信用販売購買利用組合組合長
中嶋外余治・事務理事下川久雄・理事亀田康
雄・同高山六三郎・同山崎小三郎・同丸山利
市・同福田善次郎・同荒木喜市

冊子（２７頁） 1
財産目録、貸借対照表、事業報告
書、余剰金処分案

50.21-126
中尾村役場達書

3月5日
中尾村等戸長役場（印文「中尾役場」）→松根
村用具係り山本久次郎

切続紙 1

①相続に付地券書換印章指出方
達書
②県会委員選挙投票方に付出頭
依頼状
③地券状差出方達書

50.21-127 衛生委員一同申渡有に付出頭依頼状 4月7日
戸長役場（印文「中尾役場」）→松根村用係り
山本久次郎

切紙 1

50.21-128 峠道人足代金書上 6月5日 長帳(５丁） 1

50.21-129 養水溜井修繕村費取調方御達に付出頭申付状 6月8日
戸長中本七右衛門（印）→松根村用係り山本
久次郎

切続紙 1 明治３月より１３年まで分

50.21-130 種痘済名簿差出方依頼状 6月27日
戸長役場→松根村用係り山本久次郎・衛生
委員本田安次郞

切続紙 1

50.21-131 衛生委員集会に付出頭依頼状 7月6日 戸長（印文「中尾役場」）→本田安次郎 切続紙 二日市村学校にて衛生委員集会
50.21-132 字シヤカノたん堤工事人足代書上 7月13日 山本久次郎・惣代松田久右衛門→掘本宗平 一紙 1
50.21-133 悪疫予防要訣 年未詳 （松根村） 一紙（印刷） 1 虎列刺（コレラ）病の予防法につい
50.21-134 山本久次郎宛封筒 年未詳 河北郡小原谷村役場→松根区長山本久次郎 封筒 1 (朱書）「徴兵検査ノ件」

50.21-135 万造高書上(後欠） 年未詳 字竹又区長→字松根松本久蔵 折紙 1

50.21-136 松根村戸籍簿 年未詳 松根村 罫紙綴（２９丁） 1
50.21-137 戸籍簿 年未詳 小原谷（以下欠損） 罫紙綴（３０丁） 1
50.21-138 証書（封筒） 年未詳 山本伝次郎 封筒 1
50.21-139 前田農商務大書記官演述大意 年未詳 　 こより綴（２０頁） 1 （朱書）「松根」

50.21-140 飲料水採集方法 年未詳 こより綴（2丁） 1
「字松根来ル二十九日分三十一
日マテ三日間ノ内」

50.21-141 村人足代万造等書上帳 年未詳 長帳(13丁） 1
50.21-142 河北郡徴兵待遇規約 年未詳 仮綴（８頁） 1
50.21-143 三谷村役場移設可決に付意見書下書 年未詳 切紙 1
50.21-144 松根村他人足数等書上 年未詳 こより綴（４丁） 1
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50.22-1 河北郡第七番学区議案書一件綴 明治15年■月２５日
河北郡薬師村外三十八ケ村連合村会議長中
島新七→河北郡第七番学区戸長岩倉秀信

こより綴（5丁） 1

明治15年～17年
①明治十五5年一月現在目安表　
②河北郡第七番学区議案
③河北郡第七番学区薬師村外三
十八ヶ村明治十七年度学費支出
予算議案
④河北郡第七番学区薬師村外三
十八ヶ村明治十七年度学費収入
予算議案

50.22-2
河北郡第七番小学区薬師村外三十八ヶ村連合村会
議事規則

（明治１５年） 仮綴（8丁） 1
（朱書）「弐番」
「傍聴人心得」「第七番小学校連
合村会諸費」等

50.22-3 議案確定に付決議開申書 明治１７年９月２９日

河北郡今町村外二十七ケ村連合村会仮議長
寺本金右衛門→戸長山本豊
（奥書）明治１７年１０月２日　河北郡今町村外
廿七ケ村戸長山本豊

こより綴（印刷１２・
１２・７４頁）

1

①第一号議案修正決議録「明治
十七年河北郡今町村外二十七ケ
村連合村会諸費」
②第二号議案修正決議録「河北
郡今町村外二十七村戸長役場経
費」
③第三号議案修正決議録「河北
郡今町村外二十七ケ村戸長役場
器械新調費」
④「河北郡今町村外二十七ケ村連
合村会日誌」第一号・第二号

50.22-4 河北郡今町村外二十七ヶ村連合村会議事規則 （明治17年） 仮綴（１２丁） 1

（朱書）「山本久次郎」
「連合村会受付心得」「傍聴人心
得」「明治十七年今町村外二十
七ヶ村連合村会諸費」等

50.22-5 河北郡二番学区教育費等決議報告 明治１８年４月３０日 河北郡長小川清太 こより綴（8丁） 1 第三十九号
50.22-6 河北郡東原脇原村外二十八か村連合会議員当選状 明治１８年７月１８日 河北郡役所（印）→松根村会議員松本久兵衛 罫紙 1

50.22-7
明治十八年度河北郡今町村外二十七ヶ村連合村費
支出予算議案

（明治１８年） 仮綴（１６丁） 1 （朱書）「拾八番」

50.22-8 河北郡東原脇原村外二十八ヶ村連合村会議案 （明治１８年） 冊子（１９頁） 1

50.22-9 明治十九年度河北郡松根村費支出予算等議案書綴 明治19年 罫紙綴（９丁） 1

①明治十九年度河北郡松根村費
支出予算議案書
②村費支出について議案書
③明治十九年松根村戸数割戸別
割賦課法に付議案書
④松根村没収品処方方法に付議
案書

50.22-10 河北郡今町村外二十七ヶ村連合臨時会決議録 明治19年 袋綴（2丁） 1
（朱書）「拾四番」
挟み紙あり

50.22-11 明治十九年度松根村収支精算報告書 （明治１９年） 仮綴（4頁） 1

50.22-12
明治十九年度河北郡今町村外二十七ヶ村連合村費
支出追予算并追収入予算議案

（明治１９年） 仮綴（３丁） 1 （朱書）「拾四番」

５０．２２　議会
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50.22-13 明治二十年度河北郡松根村通常会決議録 明治2０年2月 袋綴（１２丁） 1

①明治二十年度河北郡松根村々
費支出予算
②松根村々費支出予算増減比較
表
③明治二十年度河北郡松根村々
費収入予算
④河北郡松根村戸数割并戸別割
賦課方法
⑤松根村等級乗率表
⑥松根村等差人名書

50.22-14
明治二十年度河北郡松根村村費支出予算等議案書
綴

明治２０年 罫紙綴（１０丁） 1

（朱書）「修正帳ハ議員用ノ分ニ朱
書ス」
　１～２丁目に付有り
①②明治二十年度河北郡松根
村々費支出予算
③村戸数并戸別割賦課方法
④松根村貧民授産并救恤方法

50.22-15 明治二十年度今町村外二十七ヶ村連合村費 （明治２０年） 仮綴（7丁） 1

（朱書）「拾四番」
「明治二十年度今町村外二十七ヶ
村連合村費」「明治二十年度今町
村外二十七ヶ村連合村費賦課法」

50.22-16
明治二十年度今町村外二十七ヶ村連合村費収支精
算報告書

（明治２０年） 袋綴（５頁） 1 説明書

50.22-17
明治二十年度河北郡今町外二十七ヶ村連合会通常
会決議録

（明治２０年） 袋綴（６頁） 1

(朱書）「拾四番」
①明治二十年度河北郡今町村外
二十七ヶ村連合村費支出予算
②明治二十年度河北郡今町村外
二十七ヶ村連合村費収入予算
③明治二十年度河北郡今町村外
二十七ヶ村連合村費賦課法

50.22-18 明治二十年度松根村費収支精算報告書 （明治２０年） 袋綴（6丁） 1

50.22-19 明治二十一年度河北郡松根村通常会決議録 明治２１年２月 袋綴（９丁） 1

①明治二十一年度松根村費支出
予算決議
②明治二十一年度松根村費収入
予算決議
③松根村等級乗率表
④松根村等差人名書

50.22-20
明治二十一年度河北郡今町村外二十七ヶ村連合村
費支出并収入予算議案

（明治21年） 袋綴（４頁） 1

50.22-21 1.2 明治二十一年度松根村費支出予算等議案書綴 （明治21年） 冊子（8頁） 2

①村費支出予算議案
②村費収入予算議案
③戸数割井戸別割賦課方法議案
④松根村貧民授産并救恤方法

50.22-22 明治廿一年度河北郡今町村外廿七ヶ村連合村会決 （明治２１年） 袋綴（９丁） 1
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50.22-23 小原谷村議案決議綴 （明治２２年） こより綴（11丁） 1

①～⑤小原谷村規則（地方税戸
数割賦課規則、村史員俸給支給
規則、日給支給規則、報酬金支給
規則、村史員旅費規則）
⑥収入役身元金額
⑦河北郡小原谷村明治二十二年
度歳入出総計予算
⑧河北郡小原谷村歳入予算表
⑨河北郡小原谷村歳出予算表

50.22-24 河北郡小原谷村明治二十三年度歳入出決算書 明治２３年 こより綴（７頁） 1 ・「松根　山本渡リ」
50.22-25 河北郡小原谷村明治二十三年度歳入出決算書 （明治２３年） こより綴（印刷・３丁） 1 山本久渡り

50.22-26
明治二十四年度臨時小原谷村往来区域連合村会議
錄

明治２４年 仮綴（３丁） 1
・（朱書）「松本渡り」
・「明治２４年１０月７日決議」

50.22-27 河北郡小原谷村明治廿四年度歳入出予算書 （明治２４年） 罫紙綴（４丁） 1
50.22-28 河北郡小原谷村明治二十四年度歳入決算書 （明治２４年） 袋綴（5丁） 1

50.22-29 小原谷村会議員当選に付告知状 明治２５年３月２３日
石川県河北郡小原谷村長鷹野徳三郎→小原
谷村字松根山本久次郎

罫紙 1
第２級選出による当選
「小原谷村役場」用箋

50.22-30 小原谷村議案書綴 （明治２５年） こより綴（３丁） 1

①議案第一号小原谷村規定第八
号学務委員設置規定
②議案第二号河北郡小原谷村明
治廿五年度歳入出予算追加
③議案第三号小原谷村規定第九
号学校基本財産規定

50.22-31 河北郡小原谷村明治廿五年度歳入出予算表 （明治２５年） 罫紙綴（印刷・６ 1

50.22-32 河北郡小原谷村明治廿五年度歳入出決算書 （明治２５年） 袋綴（印刷・７丁） 1
「河北郡小原谷村明治廿六年度
歳入出予算追加及び更正」等

50.22-33 明治二十六年度戸数割合賦歩合議案等綴 明治２６年４月 河北郡小原谷村長高野徳三郎 袋綴（１４丁） 1

①「明治二十六年度戸数割分賦
歩合議案及説明」
②「明治二十六年度県税商業税
分賦歩合議案及説明」

50.22-34 河北郡小原谷村明治廿六年度歳入出予算追加 （明治２６年） 罫紙 1 議案第一号
50.22-35 河北郡小原谷村明治廿六年度歳入出予算更正及追 （明治２６年） こより綴（印刷・２丁） 1 山本議員渡り
50.22-36 河北郡小原谷村明治二十六年度歳入出決算表 （明治２６年） 袋綴（４丁） 1 山本久次郎　挟紙あり（１－２頁の
50.22-37 明治二十七年度小原谷村往来連合村費歳入出予算 明治２７年１月１９日 河北郡長高橋寛 袋綴（５丁） 1
50.22-38 明治二十七年度小原谷村往来区域臨時連合村会議 明治２７年４月２５日 袋綴（５丁） 1

50.22-39
河原佐太郎議員失権者通知及び河北郡小原谷村明
治二十六年度歳入出決算書

明治２７年７月１１日 石川県河北郡小原谷村長広野徳三郎 こより綴（６丁） 1

50.22-40 河北郡小原谷村明治二十七年歳入出予算追加 （明治２７年） 罫紙綴（２丁） 1 議案第一号
50.22-41 河北郡小原谷村明治廿七年度歳入出予算追加 （明治２７年） 罫紙 1 （朱書）「議案第二号」
50.22-42 明治廿七年度小原谷村歳入出予算表 （明治２７年） こより綴（印刷・５丁） 1 山本議員渡り
50.22-43 河北郡小原谷村明治二十七年度歳入出決算書 （明治２７年） 袋綴（５丁） 1

50.22-44 小原谷村往来連合村会議案 明治２８年１月１８日 河北郡長高橋寛 袋綴（９丁） 1

「明治二十八年度通常会」
①「明治二十八年度小原谷往来
連合村費歳入出予算書」
②「明治二十八年度小原谷往来
連合村費歳入出決議書」

50.22-45 明治二十八年度小原谷村歳入出予算表 明治２８年 袋綴（６丁） 1 山本
50.22-46 河北郡小原谷村明治二十八年度歳入出決算書 （明治２８年） 袋綴（４丁） 1 「決算表」

50.22-47
河北郡小原谷村明治二十八年度歳入出予算案更正
及追加

（明治２８年） 罫紙 1 「小原谷村役場」用箋
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50.22-48 河北郡小原谷村明治廿八年度歳入出予算追加 （明治２８年） 罫紙 1 （朱書）「議第壱号」
50.22-49 小原谷村往来連合村会議案及決算 明治２９年３月２５日 河北郡長高橋寛 袋綴（７丁） 1 「明治二十九年度通常会」
50.22-50 明治二十九年度小原谷村歳入出予算表 明治２９年 袋綴（６丁） 1 山本議員
50.22-51 河北郡小原谷村明治廿九年度歳入決算書 （明治２９年） 袋綴（5丁） 1 山本久次郞

50.22-52 1.2 小原谷村往来連合村会議案及決算 明治３０年１月 河北郡高橋寛 袋綴（7丁） 2
「明治三十年度通常会」
「明治二十八年度小原谷往来連
合村費歳入出決算書」等

50.22-53 明治三十年度小原谷村歳入出予算表 （明治３０年） 袋綴（４丁） 1 山本議員
50.22-54 河北郡小原谷村明治三十九年度歳入出総決算表 明治40年7月11日 河北郡小原谷村西田久次郎 袋綴（８丁） 1 明治40年7月11日認定

50.22-55 河北郡三谷村明治四十年度歳入出追加総計予算表 明治４０年 冊子（８丁） 1
明治４０年１１月２８日提出　石川県
河北郡三谷村長事務扱吉田有恪
明治４０年１１月２８日決議

50.22-56 村会等級之表 年未詳 河北郡松根村 罫紙綴（2丁） 1 １等から８等まで　村方協儀決定

50.31-1 鬮組改覚帳 明治６年２月 第十七区四番組松根村農 長帳（８丁） 1

50.31-2 松根村字泉高堤積書記 明治６年４月
第十七区四番組松根村助役今村甚助・同松
田久右衛門・惣代松本久兵衛→久世加平・亀
田八郎

袋綴（３丁） 1

50.31-3 万品々切帳 明治７年３月３１日 松根村 横帳（９丁） 1
50.31-4 地所調人足帳 明治８年６月４日 加賀国第拾七区松根村 長帳（１８丁） 1
50.31-5 へﾉ部折立方野帳 明治８年６月13日 加賀国第十七区小四区松根村耕田久右衛門 横帳（５０丁） 1
50.31-6 チﾉ部打立方野帳 明治8年6月18日 加賀国第十七区小四区松根村耕田 横帳（２７丁） 1

50.31-7 一村字限地ノ所打立方野帳 明治８年６月１８日 今村善右衛門 横帳（１８丁） 1
加賀国第十七区小四区松根村字
安知浦

50.31-8 田畠宅地御田地打立野帳 明治８年６月 第十七区小一区松根村　 横帳（２８５丁） 1
50.31-9 ホ之部順記帳 明治８年８月２６日 今村甚助 横帳（２７丁） 1 「字チくぶ上わり一」「五字之部」
50.31-10 イ之部順記帳 明治８年８月 加賀国第十七区小四区松根村 横帳（１２丁） 1
50.31-11 ロ之部順記帳 明治８年８月 加賀国第十七区小四区松根村 横帳（１１丁） 1
50.31-12 ト之部順記帳 明治８年８月 加賀国第十七区小四区松根村 横帳（１６丁） 1 「突合済」
50.31-13 チ之部順記帳 明治８年８月 加賀国第十七区小四区松根村 横帳（２０丁） 1
50.31-14 一筆限帳 明治９年１月 加賀国第十七区小四区松根村　 長帳（１０３丁） 1

５０．３１　土地一般
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50.31-15 1～24

一筆限帳
①第十七区小四区松根村俵新左衛門
②第十七区小四区松根村清水喜兵衛
③第十七区小四区松根村松田久右衛門
④第十七区小四区松根村山本半兵衛
⑤第十七区小四区松根村今井栄助
⑥第十七区小四区松根村高田久左衛門
⑦第十七区小四区松根村荒井清助
⑧第十七区小四区松根村塚本庄助
⑨第十七区小四区松根村木下仁助
⑩第十七区小四区松根村本田平四郎
⑪第十七区小四区松根村山崎権次郎
⑫第十七区小四区松根村中町長七
⑬第十七区小四区松根村北村惣右衛門
⑭第十七区小四区松根村前田八左衛門
⑮第十七区小四区松根村山田六右衛門
⑯第十七区小四区松根村井田覚右衛門
⑰第十七区小四区松根村山本久次郎
⑱第十七区小四区松根村松本久兵衛
⑲第十七区小四区松根村本田九郎兵衛
⑳第十七区小四区松根村中田市郎右衛門
㉑第十七区小四区松根村西村喜三郎
㉒第十七区小四区松根村下田惣左衛門
㉓第十七区小四区松根村宮崎小助
㉔第十七区小四区松根村宮村喜三右衛門

明治９年３月

①長帳（５丁）
②長帳（６丁）
③長帳（５丁）
④長帳（６丁）
⑤長帳（５丁）
⑥長帳（６丁）
⑦長帳（５丁）
⑧長帳（７丁）
⑨長帳（３丁）
⑩合綴（長帳）（９
丁）
⑪長帳（７丁）
⑫長帳（７丁）
⑬長帳（７丁）
⑭長帳（４丁）
⑮長帳（６丁）
⑯長帳（５丁）
⑰合綴（長帳）（１２
丁）
⑱長帳（１４丁）
⑲長帳（６丁）
⑳長帳（６丁）
㉑長帳（５丁）
㉒長帳（６丁）
㉓長帳（５丁）
㉔長帳（４丁）

24

50.31-16 一筆限帳 明治９年 第十七区小四区松根村松村与三右衛門 長帳（１０丁） 1
50.31-17 共有地内訳書上帳 明治１０年３月 第九大区小三区松根村 罫紙綴（６丁） 1
50.31-18 山林測量入費覚帳 明治１１年８月 第九大区小三区松根 長帳（９丁） 1
50.31-19 山打廻り野帳 明治１１年１２月１１ 松根村甚助 横帳（２１丁） 1
50.31-20 山林窓打立野帳 明治１１年１２月１２ 横帳（１８丁） 1
50.31-21 山林原野実地折立帳 明治１１年１２月 第九大区小三区加賀国河北郡松根村 横帳（１８丁） 1
50.31-22 字城山ヨリ山林実地折立帳 明治１１年１２月 松根村 横帳（１０丁） 1
50.31-23 山林番号順記帳 明治１１年１２月 加賀国河北郡松根村地主惣代松本久兵衛 罫紙綴（２６丁） 1
50.31-24 山林番号順記帳 明治１１年１２月 第九大区小三区松根村 罫紙綴（２６丁） 1
50.31-25 山林原野実地打立反別帳 明治１１年１２月 第九大区小三区松根村 長帳（１６丁） 1 「字下ヤキノヨリ同モヽノケダ」
50.31-26 山林原野実地打立反別帳 明治１１年１２月 松根村百姓 長帳（１０丁） 1
50.31-27 山地等級等書上帳雛型 明治１１年 仮綴（１１頁） 1 第２号

50.31-28 山地改正に付委任状 明治１２年１１月

河北郡松根村井田覚右衛門（印）・同郡同村
山田六右衛門（印）・同郡同村安田仁右衛門
（印）・同郡同村宮崎小助（印）・同郡同村松村
与三右衛門（印）他２０名→山本久次郎・松田
久右衛門・松本久平

罫紙綴（４丁） 1

50.31-29 田畑宅地価修正一筆限帳 明治１２年 河北郡松根村 罫紙綴（６５丁） 1
50.31-30 田畑宅地請卸記帳 明治１３年８月 松根村 長帳（７丁） 1
50.31-31 山林一筆限下帳 明治１３年８月 河北郡松根村 罫紙綴（２５丁） 1
50.31-32 御田地請卸半金指引記帳 明治１３年８月 河北郡松根村 長帳（２１丁） 1
50.31-33 御田地御附五歩米記帳 明治１３年８月 河北郡松根村 長帳（6丁） 1
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50.31-34 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代松田久右衛門（印）・同中田市郎右衛
門（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令
千坂高雅

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村松田源次郎・山本
二次郎他３名

50.31-35 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代山崎権次郎（印）・同山本二次郎（印）・
戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂高雅

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村山崎二次郎・西野
喜三次郎他４名

50.31-36 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代山本二次郎（印）・同松田久右衛門
（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令千

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村北村総右衛門・山
本二次郎他３名

50.31-37 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代松本久兵衛（印・）同山本久次郎（印）・
戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂高雅

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村松本久兵衛・山田
六右衛門他６名

50.31-38 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代松本久兵衛（印）・同松田久右衛門
（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令千

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村松本久兵衛・松田
源次郎他４名

50.31-39 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代山崎権次郎（印）・同宮村喜三右衛門
（印）・戸長中本七右衛門→石川県令千坂高

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村下田惣左衛門・宮
村喜三右衛門他３名

50.31-40 山林原野共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代松田源次郎（印）・同山本久次郞（印）
戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂高雅

袋綴（3丁） 1
松根村松田源次郎・本田安次郎
他６名

50.31-41 共有地連名簿 明治１３年１１月
右惣代松本久兵衛（印）・同松田久右衛門
（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令千

袋綴（２丁） 1
河北郡松根村山崎権次郎・松村
与三右衛門他２名

50.31-42 地所交換願
明治１３年１２月１５
日

河北郡松根村地主今村甚助（印）・地主惣代
松本久兵衛（印）・右戸長中本七右衛門（印）
→石川県令千坂高雅
（奥書）明治１４年４月２日　石川県令千坂高
雅（印）

罫紙綴（２丁） 1

50.31-43 山林原野共有地連名簿 明治１３年
右惣代松本久兵衛（印）・同山本久次郎（印）・
戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂高雅

袋綴（４丁） 1
河北郡松根村塚本与三郎・松本
久兵衛他６名

50.31-44 山林原野共有地連名簿 明治１３年
右惣代中田市郎右衛門（印）・同本田三四郎
（印・戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂
高雅

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村松村与三右衛門・
中田市郎右衛門他２名

50.31-45 山林原野共有地連名簿 明治１３年
右惣代山本二次郎（印）・同清水喜兵衛（印）・
戸長中本七右衛門（印）→石川県令千坂高雅

袋綴（４丁） 1
河北郡松根村清水喜兵衛・中田
市郎右衛門他５名

50.31-46 山林原野共有地連名簿 明治１３年
惣代松本久兵衛（印）・同宮村喜三右衛門
（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令千

袋綴（４丁） 1
河北郡松根村宮村喜三右衛門・
清水喜兵衛他６名

50.31-47 持地反別代価等書上 明治１３年
河北郡松根村地主惣代松本久兵衛改租惣代
山本久次郎・戸長中本七右衛門

罫紙綴（１５丁） 1 山林原野税法御改正に付

50.31-48 山林共有地連名簿調製費書上 明治１４年１月２１日 中本七右衛門（印）→松根村用係り 切紙 1

50.31-49 共有地連名簿 明治１４年５月５日
右惣代松村与左右衛門(印)･同淸水喜兵衛
(印)･戸長中本七右衛門(印)→河北郡帳小川
清太代理河北郡書記三好亘

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村松村与三右衛門・
淸水喜兵衛他３名

50.31-50 共有地連名簿 明治１４年５月５日
右惣代西本喜三次郎・同荒井清助（印）・戸長
中本七右衛門（印）→河北郡長小川清太代理
河北郡書記三好亘

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村西村喜三郎・木下
仁助他２名

50.31-51 共有地連名簿 明治１４年５月５日
右惣代宮崎小助（印）・同山本半兵衛（印）・戸
長中本七右衛門（印）→河北郡長小川清太代
理河北郡書記三好亘

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村宮崎小助・高田久
左衛門他２名

50.31-52 共有地連名簿 明治１４年５月５日
右惣代松本久兵衛（印）・同山崎権次郎（印）・
戸長中本七右衛門（印）→河北郡長小川清太
代理河北郡書記三好亘

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村下田惣左衛門・山
崎権次郎他２名

50.31-53 河北郡松根村地内一筆限帳写 明治１４年５月５日
河北郡松根村中田市郎右衛門（印）・受山本
久次郎（印）

罫紙 1

50.31-54 田畑宅地請卸記帳 明治１４年８月 河北郡松根村山本久次郎 長帳（５丁） 1
50.31-55 田畑宅地請卸記帳 明治１５年２月 河北郡松根村村用係 長帳（５丁） 1
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50.31-56 共有地連名簿 明治１５年７月２４日
右惣代中田市郎右衛門（印）・同清水喜兵衛
（印）・戸長中本七右衛門（印）→河北郡長小
川清太

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村中田市郎右衛門・
清水喜兵衛他５名

50.31-57 田畑宅地請卸記帳 明治１６年８月 河北郡松根村村用係 合綴（長帳）（８丁） 1
50.31-58 田畑宅地請卸記帳 明治１７年８月 河北郡松根村山本久次郎 合綴（長帳）（６丁） 1

50.31-59 山林原野共有地連名簿 明治１７年
右惣代松本久兵衛（印）・同松田久右衛門
（印）・戸長中本七右衛門（印）→石川県令岩

袋綴（３丁） 1
河北郡松根村山崎権次郎・中町
長七他５名

50.31-60 地目反別地価地租人名書上 明治１８年７月２７日
河北郡松根村惣代山本久次郎→今町村戸長
役場

罫紙綴（７丁） 1

50.31-61 田畑宅地請卸記帳 明治１８年８月 河北郡松根村惣代手長山本久次郎 合綴（長帳）（８丁） 1
50.31-62 土地調査掛諸費人足等控帳 明治１９年２月 河北郡松根村地主惣代山本久次郎 長帳（１８丁） 1
50.31-63 実地丈量野帳 明治１９年７月１２日 松根村 横帳（３８丁） 1 （朱書）「甲第一号」
50.31-64 田畑宅地請卸記帳 明治１９年８月 河北郡松根村惣代手長 長帳（５丁） 1

50.31-65 一類地ヲ二類地ヘ編入願 明治１９年１２月９日
河北郡松根村地主惣代山本久次郞・同松本
久兵衛・同松村与三右衛門→石川県知事岩
村高俊

罫紙綴（１２丁） 1

明治１２年７月の水災によって地目
が変化したため
「編入野取絵図帳」あり（石川県河
北郡松根村地主惣代山本久次
郞・同松本久兵衛・同松村与三右
衛門・同今村甚助）

50.31-66 地押野取帳 明治１９年 河北郡松根村 横帳（１２丁） 1 （朱書）「甲第五号」

50.31-67 実地取調事業委託に付誓約書 明治１９年

河北郡松根村地主今村勘助（印）・山崎権次
郞（印）・松田久右衛門（印）・中田市右衛門
（印）他２０名・同郡土子原村平田久兵衛
（印）・松根村地主惣代松本久兵衛（印）・松村
与三右衛門（印）・山本久次郎（印）

罫紙（２丁） 1

50.31-68 打立野取絵図帳 明治２０年４月１日
松根村
丈量者西田利兵衛

横帳（４３丁） 1 （朱書）「甲第四号」

50.31-69 共有地連名簿 明治２０年６月１４日

河北郡松根村松村与三右衛門（印）・河北郡
松根村高田久左衛門（印）・河北郡松根村井
田■右衛門（印）・河北郡松根村松田源次郎
（印）
（奥書）右惣代松村与三右衛門（印）・同松田
久右衛門（印）・河北郡今町村外廿七ケ村戸

袋綴（３丁） 1

50.31-70 落地御編入願野取簿 明治２０年６月 河北郡松根村 袋綴（２０３丁） 1

50.31-71 異動地打立野帳 明治２０年６月 河北郡松根村 横帳（１２丁） 1
但、へ之部・ト之部・チ之部
（朱書）「甲第七号」

50.31-72 異動地抜出シ打立簿 明治２０年６月 河北郡松根村 横帳（１２丁） 1 （朱書）「甲第八号」

50.31-73 地押調査異動并落地抜出丈量簿 明治２０年６月 横帳（33丁） 1

（朱書）「甲第六号」
「イ之部ヨリホノ部マテ」「控写野
帳」「符号限」
（裏書）「河北郡松根村必携薄」

50.31-74 実地見取絵図中誤廉記 明治２０年８月 河北郡松根村 横帳（６丁） 1

50.31-75 誤診地御訂正願及び誤謬地野取絵図 明治２０年８月
河北郡松根村地主総代松本久兵衛・山本久
次郎・松村与三右衛門→石川県知事岩村高
俊

合綴（７１丁） 1
「訂正願」松根村控帳
「野取絵図」明治１８年

50.31-76 異動地脱落地抜出帳 明治２０年９月１６日 河北郡松根村 横帳（８丁） 1
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50.31-77 地所登記済証明書下付願 明治２０年１０月３日

河北郡松根村中町長七（印）・同郡同村共有
人惣代下田惣左衛門（印）→南森下登記所
（奥書）明治20年10月3日　（印文）「南森下登
記所」

罫紙 1

（朱書）「登記済　明治弐拾年拾月
参日」
「共有地売渡証」（明治20年10月3
日　河北郡松根村本田総七（印）
→中町長七
（朱書）「松根村地所登記第拾八

50.31-78 実地再調査野取打立帳 明治２０年
河北郡松根村
丈量人中山和三郎

横帳（１９丁） 1
（朱書）「イノ部・レノ部」
「乙第一号」

50.31-79 実地再調査打立野取帳 明治２０年
河北郡松根村
丈量人中山和三郎

横帳（１４丁） 1
（朱書）「ロノ部・ヨノ部・カノ部」
「乙第二号」

50.31-80 実地再調査打立野取帳 明治２０年
河北郡松根村
丈量人西田利兵衛

横帳（２３丁） 1
（朱書）「字ハノ部・ワノ之部・カノ
部」

50.31-81 実地再調査打立野取帳 明治２０年
河北郡松根村
丈量人中山和三郎

横帳（２０丁） 1
（朱書）「字二ノ部・ヨノ部・タノ部」
「乙第四号」

50.31-82 実地再調査打立野取帳 明治２０年
松根村
丈量人勝田理衛門・中山和三郎

横帳（１４丁） 1
（朱書）「ホノ部・ヺノ部」
「乙第五号」

50.31-83 実地調査打立野取帳 明治２０年
松根村
丈量人勝田理衛門・中山和三郎

横帳（１２丁） 1
（朱書）「字へノ部・ヌノ部・ルノ部」
「乙甲第六号」

50.31-84 実地再調査打立野取帳 明治２０年
松根村
丈量人中山和三郎

横帳（１３丁） 1
（朱書）「字トノ部・リノ部・タノ部」
「乙第七号」

50.31-85 実地再新調査打立野取帳 明治２０年
松根村
丈量人中山和三郎・西田利兵衛

横帳（２０丁） 1 （朱書）「字チノ部」「乙第八号」

50.31-86 地目交換御届書及び地目変換野取絵図 明治２０年
河北郡松根村地主惣代山本久次郎・同松本
久兵衛・同松村与三右衛門→石川県知事岩
村高俊

合綴（２６丁） 1

50.31-87 畦畔廃除申告書及び畔発設野取絵図帳 明治２０年
河北郡松根村地主総代松本久兵衛・同山本
久次郞・同松村与三右衛門→石川県知事岩
村高俊

合綴（２５丁） 1

50.31-88 反別等詳細書并地所登記済之証下付願状 明治２１年１月１２日
①河北郡松根村前田竹次郞（印）
②河北郡松根村山本久次郞（印）→南森下登
記所（奥印）「南森下登記所」

罫紙綴（３丁） 1
①反別等詳細書
②地所登記済之証下付願状

50.31-89 土地合筆願 明治２１年１月２１日

河北郡松根村山本久二郎（印）→石川県河北
郡長小川情太
（奥書）河北郡今町外二十七ヶ村戸長吉田次
太郎（印）

罫紙 1

50.31-90 田畑宅地請卸記帳 明治２１年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎手長 長帳（５丁） 1

50.31-91 河北郡松根村地籍編纂実地測量取帳 明治２１年７月 測量人佃伝二 横帳（３８丁） 1
二活内一
（朱書）「二話之内第一号」

50.31-92 河北郡松根村地籍編纂実地畦畔打立野帳 明治２１年９月
河北郡小原谷村字松根地籍編製委員　山本
久治郎・測量者中南・松利・北庄

横帳（２２丁） 1
イ之部・ハ之部・ホ之部・ロ之部・ニ
之部・ヘ之部・ト之部・チ之部

50.31-93 河北郡松根村地籍編纂測量取帳 明治２１年 測量人佃伝二・北川庄蔵・西田利兵衛 横帳（５６丁） 1

「第一土子原村等ノ境界及今泉村
南千石村中尾村等ノ境界測又ハ
字イノ部ホノ部チノ部ノ境界測アリ」
「二活ノ内二」
（朱書）「二活之内第二号」

50.31-94 各自地価帳 明治２１年 松根村 罫紙綴（７丁） 1

50.31-95 食料幷ニ出勤簿 明治２２年７月７日
河北郡小原谷村字松根村
地籍編纂係り

横帳（４丁） 1

50.31-96 地籍編纂関係人足記帳 明治２２年７月 松根村惣代 長帳（１８丁） 1 「松根村　惣代手帳」
50.31-97 田畑宅地請卸記帳 明治２４年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（５丁） 1
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50.31-98 共有地内訳書 明治２４年２月 小原谷村字松根 罫紙綴（16丁） 1

50.31-99 土地台帳名面訂正願許可書 明治２４年３月４日
石川県知事船越衛→河北郡小原谷村大字竹
又掛作大字松根山本二次郞

罫紙 1

50.31-100 居屋敷替に付定約証 明治２４年５月３日

河北郡小原村字松根西村喜三次郎（印）→山
本久次郞（印）・清水喜兵衛（印）・今村甚助
（印）
（奥書）河北郡小原谷村字松根山崎権次郞
（印）・同郡同村字松村与三右衛門（印）・同郡
同村字中町長七（印）・同郡同村字中田市郎

罫紙綴（４丁） 1

50.31-101 地所書入登記反別抜取約定証 明治２４年６月２７日

河北郡津幡町字加賀爪河北義倉金取扱所総
裁由井与三平（印）→中田市郎右衞門
（奥書）明治２４年７月９日　（印文）「金沢市裁
判所」

罫紙 1

50.31-102 地所書入登記反別抜取約定証 明治２４年６月２７日

河北郡津幡町字加賀爪河北義倉金取扱所総
裁由雄与兵衛（印）→北村惣右衛門
（奥書）明治２４年７月９日　（印文）「金沢市裁
判所」

罫紙 1

50.31-103 山林時価御届 明治２４年７月８日

売人河北郡小原谷村字松根村俵新左衛門
（印）・同人同郡同村字同中田市右衛門（印）・
買人同郡同村字同松本久兵衛（印）→金沢区
裁判所

罫紙 1

50.31-104 地所書入登記反別抜取約定証 明治２４年７月３１日

河北郡津幡町字賀爪河北義倉金取扱所総裁
由雄与三平（印）→西村喜三次
（奥書）明治24年7月31日（印文）「金沢区裁判
所」

罫紙 1

50.31-105 田畑宅地請卸記帳 明治２５年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（４丁） 1

50.31-106 道路溝渠打立野帳 明治２５年９月 河北郡小原谷村字松根 横帳（13丁） 1

50.31-107 耕地山林字番号調帳 明治２５年９月 石川県河北郡小原谷村字松根区 横帳（１５丁） 1

50.31-108 田畑宅地請卸記帳 明治２６年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（４丁） 1

50.31-109 共有地遺産相続に付登記済下附願 明治２７年５月５日

河北郡小原谷村字松根相続人山本二大郎
（印）→金沢区裁判所森本出張所
（奥書）明治27年5月5日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

罫紙 1

50.31-110 共有地遺産相続に付登記済ノ証下附願 明治２８年１月１０日

相続人河北郡小原谷村字松根山本二太郎・
後見人母りつ（印）→金沢区裁判所森本出張
所
（奥書）明治28年1月10日（印文）「金沢区裁判

罫紙綴（２丁） 1

50.31-111 共有地家督相続に付譲渡証 明治２９年５月30日

譲渡人河北郡小原谷村字松根松村与三右衛
門（印）・共有人同郡同村同字山本久次郎
（印）他23名→松村与三右衛門
（奥書）明治29年6月3日（印文「金沢区裁判所
森本出張所」）

罫紙綴（６丁） 1

50.31-112 共有地家督相続に付譲渡証 明治29年5月30日

譲渡人河北郡小原谷村字松根清水喜平
(印)・同郡同村同字山本久兵次郎（印）・共有
人同郡同村同字松本久蔵（印）・共有人同郡
同村同字山田六左衛門（印）他２１名→淸水
政次郎
（奥書）明治29年６月12日（印文）「金沢区裁

罫紙綴（８丁） 1
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50.31-113 地所家督相続に付譲渡証 明治２９年５月３０日

河北郡小原谷村字松根譲渡人清水喜平（印）
→清水政次郎
（奥書）明治29年6月25日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

罫紙（１０丁） 1

（朱書）「登記済第七十五号　第二
百三号　第二百三十五号　第二百
三十六号明治廿九年六月廿五
日」
「明細書」　（右譲渡人淸水喜平）　
所有権移転に伴う登記済印申請
書受付年月日・受付番号・登記原
因及日付・登記の目的・登記権利
者幷并■位番号についての記載
（山本久次郎・荒井清次郎分）と

50.31-114 田本歩打立帳など目録書受取状 明治３０年４月１日 山崎権次郎（印）→山本久次郎 一紙 1

50.31-115 登記済証滅失に付保証証 明治33年1月15日
河北郡小原谷村字松根保証人中町長七
（印）・河北郡森本村字南森下保証人中村貞
二（印）

袋綴（2丁） 1

50.31-116 登記済証滅失に付保証証 明治34年12月25日
河北郡森本村字南森下保証人中村貞二
（印）・河北郡森本村字南森下保証人中村文
次（印）

袋綴（2丁） 1

50.31-117 異動地調 明治３５年 大字松根 横帳（４０丁） 1

50.31-118 脱落地編入地価設定表 明治36年4月15日
津幡税務署長税務署税務属川島八十二（印）
→河北郡小原谷村字松根下田惣左衛門他３

罫紙 1

50.31-119 山林開墾許可証綴 明治36年9月30日
石川県知事村上義雄（印）→河北郡小原谷村
字松根下田惣左衛門他６名

仮綴（7丁） 1
宮村喜三右衛門・今村甚助・高田
久左衛門・松本久蔵・今井仁太
郎・木下仁助・西村松次郎

50.31-120 異動申告書 明治３６年 大字松根 罫紙綴（１３９丁） 1

50.31-121 登記済証滅失に付保証書 明治38年8月16日

保証人河北郡小原谷村字松根松村与三次郎
（印）
（奥書）明治３７年８月３１日　右同村同字松田
源次郎（印）

袋綴（２丁） 1 所有者山本久次郎

50.31-122 田畑宅地請卸記帳 明治３９年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（４丁） 1

50.31-123 共有地贈与証 明治39年4月24日

贈与者河北郡小原谷村字松根村松与三右衛
門（印）・共有人同郡同村同字荒井清次郎
（印）他４名→松村与三次郎
（奥書)明治29年4月２４日　(印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

罫紙綴（２丁） 1

50.31-124 手作反別高書上 明治４１年 松根村 こより綴(３丁） 1

50.31-125
土地寄附証及び土地登記名義人表示更正登記申請
綴 罫紙綴（１３丁） 1

①土地寄附証（明治４１年２月１０
日　河北郡三谷村字松根今村甚
助（印）→字松根村社八幡社）　代
書者中村文次
②寄附証（明治41年１０月３日　河
北郡三谷村字松根松本久蔵（印）
→字松根鎮座村社八幡社）　代書
者中村文次
③寄附証（明治４１年２月１０日　河
北郡三谷村字松根俵作次郎（印）

50.31-126 土地登記表示ノ更正登記申請書 明治43年2月25日
義務者河北郡三谷村字松根高田小三郎
（印）・権利者河北郡三谷村字松根山本久二
（印）→金沢区裁判所森本出張所

罫紙綴（２丁） 1 明細書あり
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50.31-127 土地分割届 明治４３年
地主河北郡三谷村字松根宮村喜三右衛門・
松本久蔵→金沢税務署

罫紙綴（２丁） 1

50.31-128
無年期開墾竣功御届下帳及び無年期開墾野帳取絵
図

明治
河北郡松根村地主惣代山本久次郎・同松本
久兵衛・同松村与三右衛門→石川県知事岩
村高俊

合綴（８０丁） 1

50.31-129 実地調査竣工之義に付御届 明治
河北郡松根村地主惣代山本久次郞・同松本
久平衛・同松村与三右衞門→石川県知事岩
村高俊

罫紙 1

50.31-130 落地御編入願 明治

河北郡松根村地主惣代山本久次郞・同松本
久兵衛・同松村与三右衞門・河北郡竹又村地
主惣代大窪次右衛門・河北郡中尾村地主惣
代中本七右衛門・同西田利兵衛・河北郡今泉
村地主惣代松田仁八郎・同佐野善六・河北郡
土子原村地主惣代山本次郞右衛門→石川県
知事岩村高俊

袋綴（１７丁） 1

「落地測量絵図」（明治　石川県河
北郡松根村地主惣代山本久次
郞・同松本久兵衛・同松村与三右
衛門→石川県知事岩村高俊）

50.31-131
保持外畔分裂見積地価御査定願及び保持外畔分裂
野取絵図

明治
河北郡松根村地主総代山本久次郎･同松本
久兵衛・同松村与三右衛門→石川県知事岩

合綴（６４丁） 1

50.31-132 河北郡小原谷村字松根地籍帳 明治
河北郡小原谷村字松根地籍編製委員松本久
兵衛（印）・松村与三右衞門（印）・山本久次郎
（印）

罫紙綴（９丁） 1

50.31-133 河北郡小原谷村字松根地籍帳 明治
河北郡小原谷村字松根地籍編製委員松本久
兵衛・松村与三右衞門・山本久次郎

罫紙綴（１０丁） 1

50.31-134 河北郡松根地籍帳下物 明治
河北郡松根地籍編製委員松本久兵衛・松村
与三右衞門・山本久次郎・河北郡小原谷村長
→　石川県知事

罫紙綴（１０丁） 1

50.31-135 耕地整理設計調査に付通知 大正9年2月5日
河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長山
本久次郎

罫紙 1

50.31-136 下田惣左衛門相続に付共有地券差出方申付状 4月19日
戸長中本七右衛門（印）→松根村用係り山本
久次郎

切紙 1

50.31-137 字社野谷ゟ野帳 6月12日 横帳（３９丁） 1
50.31-138 居屋敷打立野帳 7月14日 横帳（１６丁） 1
50.31-139 字古屋敷ゟ野帳及び三字野帳 7月24日 合綴（横帳）（１９丁） 1

50.31-140 不動産登記申請誤謬に付訂正願 年未詳
河北郡三谷村字松根村社八幡神社々掌十握
来三郎→河北郡三谷村長山本長次郎

罫紙 1

50.31-141 落地御編入願 年未詳
河北郡松根村地主惣代山本久次郞・同松本
久兵衛・同松村与三右衛門→石川県知事岩
村高俊

罫紙綴（４１丁） 1

50.31-142 百姓高当り歩数受取に付連印状 年未詳
塚本庄助（印）松村与三右衛門（印）他２４名・
助役今村甚助（印）松田久右衛門（印）惣代松
本久兵衛（印）

長帳（２丁） 1

50.31-143 河北郡小原谷村字松根地籍帳（後欠） 年未詳 河北郡松根村 罫紙綴（7丁） 1
50.31-144 一筆限帳 年未詳 松根村 罫紙綴（３丁） 1
50.31-145 異動地字順記 年未詳 河北郡松根村 罫紙綴（３１丁） 1
50.31-146 一類地ヲ二類地へ編入願 年未詳 河北郡松根村 罫紙 1
50.31-147 一類地ヲ二類地ヘ編入願 年未詳 河北郡松根村 罫紙綴（６丁） 1

50.31-148 イ之部田改野帳 年未詳 加賀国第十七区小四区松根村 横帳（３８丁） 1
字向山ゟ彦次郎・次郎兵衛谷内
釜之谷

50.31-149 順記帳 年未詳 河北郡小原谷村字松根 罫紙綴（８１丁） 1
50.31-150 壱字之野帳 年未詳 今林 横帳（２６丁） 1 壱字之峠ゟ古屋敷迄
50.31-151 田畑歩数書上 年未詳 第十七区小四区河北郡松根村 長帳（６丁） 1
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50.31-152 田畑歩数書上 年未詳 長帳（16丁） 1
50.31-153 田畑歩数書上 年未詳 　 長帳（４丁） 1
50.31-154 田畑歩数書上 年未詳 長帳（３丁） 1

50.31-155 田畑歩数書上 年未詳 長帳（３丁） 1

50.31-156 田畑歩数書上 年未詳 長帳（２丁） 1

50.31-157 反別歩数書上 年未詳 長帳（14丁） 1

50.31-158 1～22

田畑歩数書上
①高田久左衛門分
②中町平助分
③松田久右衛門分
④俵新左衛門分
⑤北村惣右衛門分
⑥山本半兵衛分
⑦今村甚右衛門分
⑧今井栄助分
⑨山本久次郎分
⑩清水喜兵衛門分
⑪宮崎小助分
⑫松本久兵衛分
⑬下田惣左衛門分
⑭山崎権次郎分
⑮山田六右衛門分
⑯中田市郎右衛門分
⑰宮村喜三右衛門分
⑱本田九郎兵衛分
⑲井田覚右衛門分
⑳塚本庄助分
㉑本田平四郎分
㉒西村林三郎分

年未詳

①長帳（３丁）
②長帳（3丁）
③長帳（５丁）
④長帳（2丁）
⑤長帳（3丁）
⑥長帳（3丁）
⑦長帳（4丁）
⑧長帳（3丁）
⑨長帳（3丁）
⑩長帳（3丁）
⑪長帳（2丁）
⑫長帳（6丁）
⑬長帳（3丁）
⑭長帳（3丁）
⑮長帳（3丁）
⑯長帳（3丁）
⑰長帳（2丁）
⑱長帳（2丁）
⑲長帳（3丁）
⑳長帳（4丁）
㉑長帳（2丁）
㉒長帳（2丁）

22

50.31-159 1～3

田畑歩数書上
①松本久兵衛分
②松村与三次郎分
③山本久次郎分

年未詳
①罫紙綴（8丁）
②罫紙綴（3丁）
③罫紙綴（6丁）

3

50.31-160 田畑歩数地租など書上 年未詳 長帳（１３６丁） 1

50.31-161 井田仁三郎分田畑歩数書上 年未詳 罫紙綴（４丁） 1 小原谷村字松根井田仁三郎
50.31-162 今泉ヨリ松根へ組替分調書綴 年未詳 合綴（罫紙綴）（１２丁）1 田のノ部・畑ノ部・山林原野ノ部
50.31-163 山田六左衛門分田畑歩数書上 年未詳 罫紙綴（５丁） 1 小原谷村字松根山田六左衛門
50.31-164 地目別反別歩数地価等書上 年未詳 罫紙綴（８丁） 1 河北郡小原谷村字松根
50.31-165 字嶋字町ゟ野帳 年未詳 横帳（８丁） 1
50.31-166 地番別歩数書上 年未詳 袋綴（7丁） 1
50.31-167 ハ之部番号順帳 年未詳 横帳（１１丁） 1
50.31-168 イ之部字向山順帳 年未詳 横帳（５丁） 1
50.31-169 山本久次郎有地歩数書上 年未詳 罫紙綴（3丁） 1
50.31-170 松根村人々歩数地価等書上 年未詳 罫紙綴（２丁） 1
50.31-171 山林原野実地打立反別帳 年未詳 長帳（1６丁） 1
50.31-172 へ之部順記帳 年未詳 横帳（１８丁） 1
50.31-173 字七字畑打立野帳 年未詳 横帳（４９丁） 1
50.31-174 字峰口野帳 年未詳 横帳（３２丁） 1
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50.31-175 字善次郎野帳 年未詳 横帳（５８丁） 1
50.31-176 字きん馬下わり野帳 年未詳 横帳（３４丁） 1
50.31-177 山開など野帳 年未詳 横帳（２０丁） 1

50.31-178 宅地分野帳 年未詳 横帳（７丁） 1

50.31-179 1～3

打立野帳
①打立野帳
②打立野帳
③打立野帳

①年未詳
②年未詳
③年未詳

①横帳（１２丁）
②横帳（３丁）
③横帳（11丁）

3

50.31-180 六字畑地野帳 年未詳 横帳（42丁） 1

50.31-181 1.2
五字畑地野帳
①五字畑地野帳
②五字畑地野帳

①年未詳
②年未詳

①横帳（５２丁）
②横帳（6丁）

2

50.31-182 鬮割歩数書上 年未詳 こより綴（8丁） 1
50.31-183 字平柿野帳 年未詳 横帳（１０丁） 1
50.31-184 田畑宅地山林名寄下帳 年未詳 こより綴(2丁） 1
50.31-185 四字むね坂上畑地野帳 年未詳 横帳（１５丁） 1
50.31-186 字天ごぜゟ野帳 年未詳 横帳（３３丁） 1
50.31-187 地目別反別歩数地価等書上 年未詳 罫紙綴（４丁） 1
50.31-188 山本二太郎分田畑歩数書上 年未詳 罫紙綴（３丁） 1
50.31-189 人別歩数書上綴 年未詳 合綴(長帳･横帳）(7丁）1
50.31-190 共有地内訳書 年未詳 罫紙綴（５丁） 1
50.31-191 山林実地打立野帳 年未詳 横帳（２８丁） 1
50.31-192 盛切土箇所及び坪数等書上 年未詳 罫紙綴（９丁） 1
50.31-193 松根村百姓歩数書上帳 年未詳 長帳（９丁） 1
50.31-194 反別帳等出来方に付書上（前・後欠） 年未詳 切紙 1

50.31-195 反別地価書上（前・後欠） 年未詳 切紙 1

50.32-1 田山売証文 明治１０年９月１５日
売人本田平四郎・買人山本久次郞･請人中町
長七・同人山田六右衛門

一紙 1

50.32-2 土地売渡証 明治１４年５月５日
河北郡松根村松本久兵衛（印）・受人山本久
次郞（印）→同村中田市郎右衛門
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1 （朱書）「第八号」

50.32-3 土地売渡証 明治１４年５月５日
河北郡松根村中田市郎右衛門（印）・山本久
次郎（印）→同村松本久兵衛
（奥書）中本七右衛門（印）

罫紙 1 （朱書）「第十一号」

50.32-4 土地売渡証 明治１４年５月５日
河北郡松根村井田覚右衛門（印）・受人山本
久次郞（印）→同村松本久兵衛
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1 （朱書）「第十二号」

50.32-5 土地売渡証 明治１４年５月５日
河北郡松根村松本久兵衛（印）・受人山本久
次郞（印）→同村井田覚右衛門
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1

50.32-6 地所売渡証
明治１４年１２月２０
日

河北郡松根村売渡人北村惣右衛門（印）・同
郡同村保証人高田久左衛門（印）→山本久次
郞
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「第弐十三号」「役場印改
調中ニ付欠印」
「一筆限帳写」（明治１４年９月　河
北郡松根村北村惣右衛門（印））

５０．３２　土地売買
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50.32-7 地所売渡証
明治１４年１２月２０
日

河北郡松根村本田平四郎（印）→同郡同村中
田市郎右衛門
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1
（朱書）「第廿四号」「役場印改調
中ニ付欠印」

50.32-8 地所売渡証
明治１４年１２月20
日

河北郡松根村本田平四郎（印）→同郡同村松
村与三右衛門
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1
（朱書）「第二十六号」「役場印調
中ニ付欠印」

50.32-9 地所売渡証
明治１４年１２月２０
日

河北郡松根村本田平四郎（印）→同郡同村塚
本与吉
（奥書）右戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1
（朱書）「第弐拾七号」「役場印改
調中ニ付欠印」

50.32-10 地所売渡証
明治１４年１２月２０
日

河北郡松根村本田平四郎（印）→同郡同村山
本久次郞
（奥書）戸長中本七右衛門（印）

罫紙 1

50.32-11 土地売渡証綴 明治１６年８月７日 罫紙綴（３丁） 1

①土地売渡ノ証（明治１６年８月７
日　売人河北郡中尾村荒木市右
衛門（印）→同郡松根村山本久次
郎）
（奥書）戸長中本七右衛門（印）
②土地売渡ノ証（明治１６年８月７
日　売人河北郡中尾村今井六右
衛門（印）→同郡松根村山本久次
郎）
（奥書）戸長中本七右衛門（印）　
③土地売渡ノ証（明治１６年８月７
日　売人河北郡中尾村下村六左
衛門（印）→同郡松根村山本久次

50.32-12 土地売渡証
明治１７年１０月２７
日

河北郡松根村売渡人北村惣右衛門（印）→同
村高田久左衛門
（奥書）河北郡今町村外二十七ヶ村戸長山本
豊（印）

罫紙 1
（朱書）「第三十一号」「明治十七
年十月廿七日公証」

50.32-13 土地売渡証
明治１７年１０月２７
日

河北郡松根村売渡人北村惣右衛門→同村塚
本兵吉
（奥書)河北郡今町村外二十七ヶ村戸長山本
豊（印）

罫紙 1
（朱書）「第三十三号」「明治十七
年十月廿七日公証」

50.32-14 土地売渡証
明治１７年１０月２７
日

河北郡松根村売渡人北村惣右衛門（印）→同
村山本久次郎

罫紙 1

50.32-15 土地売渡シ証 明治１７年１２月

河北郡松根村松田久右衛門（印）→山本久次
郞
（奥書）河北郡今町村外廿七ヶ村戸長山本豊
（印）

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「第八十八号」「明治十八
年三月廿五日公証」
「一筆限帳写」（明治１０年　河北郡
松根村松田久右衛門（印））

50.32-16 土地売渡証 明治１９年３月２４日

河北郡松根村宮村喜三右衛門（印）→同村松
本久兵衛
（奥書）明治19年3月24日　石川県河北郡今
村外廿七ヶ村戸長代理筆生山本益太郎

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「第八十二号」
「一筆限帳写」（明治19年3月24日　
河北郡松根村宮村喜三右衛門
（印））

50.32-17 土地受渡証
明治１９年１２月２６
日

河北郡松根村西村喜三次郞（印）→中田市右
衛門
（奥書）明治19年12月26日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長吉田次太郎（印）

罫紙 1 （朱書）「第二百三十二号」

50.32-18 土地売買証
明治１９年１２月２６
日

河北郡松根村清水喜兵衛（印）→山田六右衛
門
（奥書）明治19年12月26日　河北郡今町村外

罫紙 1 （朱書）「第二百三十四号」
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50.32-19 土地売渡証
明治１９年１２月２６
日

河北郡松根村宮崎小助（印）→松村与三右衛
門
（奥書）明治19年12月26日　石川県河北郡今

罫紙 1 （朱書）第二百三十六号

50.32-20 土地受渡証
明治１９年１２月２６
日

河北郡松根村松本久兵衛（印）→山崎権次郞
（奥書）明治19年12月26日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長吉田次太郎（印）

罫紙 1 （朱書）「第二百三十八号」

50.32-21 地所売買に付公証願 明治１９年
河北郡松根村中町長七→河北郡今町等戸長
江尻直人
（奥書）山本久次郞

罫紙 1

50.32-22 地所売渡証 明治２０年１月１０日

河北郡松根村松村与三右衛門（印）→中田市
郎右衛門
（奥書）明治20年1月15日　石川県河北郡今
町村外廿七ヶ村戸長代理筆生寺本太四郎

罫紙 1 （朱書）「第七十号」

50.32-23 地所売渡証 明治２０年１月１０日
河北郡町根村松村与三右衛門（印）→宮崎小
助
（奥書）明治20年1月15日　河北郡今町外二

罫紙 1 （朱書）「第七十二号」

50.32-24 地所売渡証 明治２０年１月１０日
河北郡松根村松村与三右衛門（印）→中町長
七
（奥書）明治20年１月１５日　河北郡今町村外

罫紙 1 （朱書）「第七十三号」

50.32-25 土地売渡証 明治２０年１月１０日
河北郡松根村松本久兵衛（印）→山本久次郎
（奥書）明治20年１月15日　河北郡今町村外
廿七ケ村戸長代理筆生寺本太四郎（印）

罫紙 1

50.32-26 土地売買証 明治２０年１月１２日

河北郡松根村中田市郎右衛門（印）→西村喜
三太郎
（奥書）河北郡今町外廿七ヶ村戸長代理筆生
寺本太四郎（印）

罫紙 1 （朱書）「第七十四号」

50.32-27 土地受渡証 明治２０年１月１２日
河北郡松根村山田六右衛門（印）→中町長七
（奥書）明治20年1月15日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長代理筆生寺本太四郎

罫紙 1 （朱書）「第七十六号）

50.32-28 土地売買証 明治２０年１月１２日
河北郡松根村宮崎小助（印）→本田平四郎
（奥書）明治20年1月15日　石川県河北郡今
町村外廿七ヶ村戸長代理筆生寺本太四郎

罫紙 1 （朱書）「第七十八号」

50.32-29 土地売渡証 明治２０年１月１２日
河北郡松根村中町長七（印）→松村与三右衛
門
（奥書）明治20年１月15日　河北郡今町村外２

罫紙 1

50.32-30 土地受渡証文 明治２０年１月１２日 河北郡松根村前田竹次郎(印）→山本久次郎 罫紙 1

50.32-31 土地売買証 明治２０年１月１５日
河北郡松根村中町長七（印）→清水喜兵衛
（奥書）明治20年１月17日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長寺本太四郎（印）

罫紙 1 （朱書）「第八十一号」

50.32-32 地所売渡証
明治２０年１２月２２
日

河北郡松根村本田総七（印）→松本九兵衛 罫紙綴（２丁） 1

「地券登記済之証下付願」（明治
20年12月22日　河北郡松根村松
本九兵衛（印）→南森下登記所
（奥書）明治22年12月23日　（印
文）「南森下登記所」
（朱書）「登記済　明治弐拾年拾弐
月弐拾参日」）
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50.32-33 地所売渡証
明治２０年１２月２３
日

河北郡松根村本田総七（印）→山本久次郞 罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「松根村地所登記　自第１
号至第１３号」（印文）「岡嶋」
「反別等内訳詳細表」（明治20年
12月23日　河北郡松根村本田総
七（印）→　　）
「地所登記済之証下付け願」（明治
20年12月23日　河北郡松根村山
本久太郎（印）→南森下登記所
（朱書）「登記済明治弐拾年拾弐
月弐拾参日」　（印文）「南森下登

50.32-34 地所売渡証
明治２０年１２月２３
日

（欠損）→下田惣右衛門
（奥印）（印文）「岡嶋」

罫紙綴 1

差出人部分欠損
（朱書）「松根村地所登記　第五拾
六号」
「地所登記済之証下附願」（明治
20年12月23日　河北郡松根村下
田惣左衛門（印）→南森下登記所)
（朱書）「登記済明治弐拾年拾弐
月弐拾三日」　（印文）「南森下登
記所」）

50.32-35 地所売渡証
明治２０年１２月２３
日

河北郡松根村本田総七（印）→山本久次郞
罫紙綴（３丁） 1

（朱書）「松根村地所登記　第五拾
七号」
「反別等内訳詳細書」（明治20年
12月23日　河北郡松根村本田総
七（印））
「地所登記済之証下付願」（明治
20年12月23日　河北郡松根村山
本久次郎（印）→南森下登記所　
（朱書）「登記済明治弐拾年拾弐
月弐拾参日」　（印文）「南森下登

50.32-36 土地売買証 明治２１年１月１５日

河北郡松根村中田長七（印）→今井仁太郎
（奥書）明治20年1月17日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長吉田次太郎・代理筆生寺本太
四郎（印）

罫紙 1 （朱書）「第八十号」

50.32-37 地所売渡証 明治２２年８月２４日

河北郡小原谷村字松根宮崎幸次郞（印）→山
本久次郞
（奥書）明治26年8月24日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済地第百参拾五号　
明治廿六年八月廿四日」

50.32-38 建家売渡証 明治２２年９月１０日
売渡人河北郡松根村本田惣七・受人同村山
本久次郞・仲人砺波郡内山村竹田乙三郎・同
満田与十郎→山弥助

罫紙 1

50.32-39 地所売渡証 明治２４年６月１８日

河北郡小原谷村字松根本田総七（印）→山本
久次郎
（奥書）明治２４年６月１８日（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（２丁） 1 「明細書」あり

50.32-40 地所売渡証 明治２４年６月１８日

河北郡小原谷村字松根宮村喜三右衛門（印）
→山本久次郎
（奥書）明治２４年６月18日（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
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50.32-41 地所売渡証 明治２４年６月１８日

河北郡小原谷村字松根宮崎幸次郎（印）→山
本久次郎
（奥書）明治２４年６月１８日（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1

50.32-42 地所売渡証 明治２４年６月１９日

河北郡小原谷村字松根松村与三右衛門（印）
→山本久次郎
（奥書）明治２４年７月８日（印文）「金沢区裁判
所」

罫紙 1

50.32-43 共有地売渡証 明治24年６月２４日

河北郡小原谷村字松根売渡人北村惣右衛門
（印）・同郡同村字同共有人俵新左衛門（印）
→松村与右衛門
（奥書）明治２４年７月８日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1 （朱書）「登記済　第百七号」

50.32-44 共有地売渡証 明治２４年６月２４日

売渡人河北郡小原谷村字松根塚本庄助
（印）・売渡人同郡同村字同高田久左衛門
（印）・共有人同郡同村字同山本久次郎→買
受人山本久次郎
（奥書）明治24年７月８日　（印文）「金沢裁判

罫紙綴（２丁） 1

50.32-45 地所売渡証 明治２４年６月２４日
河北郡小原谷村字松根高田久左衛門→山本
久次郎
（奥書）昭和２４年７月８日　（印）

罫紙綴（２丁） 1 明細書あり

50.32-46 共有地売渡証 明治２４年６月２４日

売渡人河北郡小原谷村字松根高田久左衛
門・共有人同郡同村字同中田市郎右衛門・共
有人同郡同村字同塚本与三郎→山本久次郎
（奥書）明治２４年６月２４日　売人河北郡小原
谷村字松根高田久左衛門（印）・共有人同郡
同村字同中田市郎右衛門（印）・共有人同郡
同村字同塚本与三郎（印）・買請人同郡同村
字同山本久次郎（印）→金沢区裁判所
（奥書）明治２４年７月８日　（印）

罫紙綴（３丁） 1

50.32-47 共有地売渡証 明治２４年６月24日

河北郡小原谷村字松根売渡人松村与三右衛
門（印）・同郡同村字同売渡人松田源次郎・右
同人ノ母后見人松田さと（印）・河北郡小原谷
村字松根親戚中町長七（印）・同郡同村字同
同山田六衛門（印）・同郡同村字同同高田久
左衛門（印）・同郡同村字同共有人井田覚右
衛門（印）→山本久次郎・松村与右衛門
（奥書）明治24年7月8日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（２丁） 1

50.32-48 共有地売証 明治24年６月24日

売渡人河北郡小原谷村字松根中町長七
（印）・共有人同郡同村同字山崎権次郎（印）・
共有人同郡同村同字今村甚助（印）他６名→
山本久次郎
（奥書）明治24年7月8日（印文）「金沢区裁判
所森本出張所」

罫紙綴（６丁） 1

50.32-49 地所売渡証 明治２４年６月２４日

河北郡小原谷村字松根北村惣右衛門（印）→
山本久次郎
（奥書）明治２４年７月８日（印文）「金沢区裁判
所森本出張所」

罫紙 1
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50.32-50 地所売渡証 明治２４年６月２７日

河北郡小原谷村字松根売渡人松田源次郎・
右同人ノ母后見人松田さと（印）・河北郡小原
谷村字松根親戚中町長七（印）・同郡同村字
同同山田六右衛門（印）→山本久次郎
（奥書）明治24年7月10日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（４丁） 1 「明細書」あり

50.32-51 地所売渡証 明治２４年６月２８日

河北郡小原谷村字松根清水喜兵衛（印）→宮
村喜三右衛門
（奥書）明治24年7月8日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済第八十八号　明治
廿四年七月八日」

50.32-52 地所売渡証 明治２４年６月２８日

河北郡小原谷村字松根松本久兵衛（印）→高
田久右衛門
（奥書）明治24年7月8日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済第百六号　明治廿
四年七月八日」

50.32-53 地所売渡証 明治２４年7月７日

河北郡小原谷村字松根松本久兵衛（印）→山
本久次郎
（奥書）明治２４年７月１５日　（印文）「金沢区
裁判所」

罫紙綴（２丁） 1 「明細書」あり

50.32-54 地所売渡証 明治２４年７月８日

河北郡小原谷村字松根西村喜三次郎（印）→
高田久左衛門
（奥書）明治24年7月31日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1

（朱書）「登記済地第三十四号　明
治廿四年七月三十一日」
訂正を記した切紙　挟み込み（無
関係のものヵ）

50.32-55 地所売渡証 明治２４年7月8日

河北郡小原谷村字松根北村惣右衛門（印）→
山本二次郞
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済地所第百二十六
号　明治二十四年七月十五日」

50.32-56 地所売渡証 明治２４年7月8日

河北郡小原谷村字松根山本久次郞（印）→松
本久兵衛
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「登記済所第百二十七号　
明治二十四年七月十五日」
「明細書」（明治24年7月8日　山本
久次郎（印）→山本久兵衛）

50.32-57 地所売渡証 明治２４年７月８日

河北郡小原谷村字松根高田久左衛門（印）→
西村喜三次郞
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「登記済地所第百二十八
号　明治廿四年七月十五日」
「明細書」（明治24年7月8日　髙田
久左衛門（印）→西村喜三次郎）

50.32-58 地所売渡証 明治２４年７月８日

河北郡小原谷村松根山本二次郎（印）→北村
惣右衛門
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済地所第百二十九
号　明治二十四年七月十五日」

50.32-59 共有地受渡証 明治２４年7月8日

河北郡小原谷村字松根売渡人松本久兵衛
（印）・同郡同村字同共有人今井仁太郎（印）
→今井仁太郎
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済地所第百三十号　
明治二十四年七月十五日」

50.32-60 共有地売渡証 明治２４年7月8日

売渡人河北郡小原村字松根俵新左衛門
（印）・同同郡同村字同中田市郎右衛門（印）
→松本九兵衛
（奥書）明治２４年７月１４日　（印文）「金沢区
裁判所」

罫紙 1
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50.32-61 地所売渡証 明治２４年７月１０日

河北郡小原谷村字松根塚本庄助（印）→山本
二次郎
（奥書）明治24年7月15日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済地所第百三十三
号　明治二十四年七月十五日」

50.32-62 地所買請代金等書上 明治２４年１１月 長帳(８丁） 1

50.32-63 地所売渡証 明治２６年８月24日

河北郡小原谷村字松根松田源次郎（印）・右
同人母后見人松田さと（印）・同郡同村字同親
戚山崎権次郎（印）・同郡同村字同同松村与
三右衛門（印）→山本久次郎
（奥書）同郡同村字同右買人山本久次郎（印）
（奥書）明治26年8月31日（印文）「金沢区裁判
所」

罫紙綴（３丁） 1

（朱書）「登記済地所第一百四拾
七号　明治廿六年八月三十一日」
「明細書」（明治26年8月24日　松
田源四郎（印）・后見人松田さと
（印）→山本久次郎）

50.32-64 地所売渡証 明治２６年８月２５日

河北郡小原谷村字松根松本源次郎･右同人
母后見人松田さと（印）･同郡同村字同親戚山
崎権次郞（印）･同郡同村字同同松村与三右
衛門（印）→高田久左衛門
（奥書）同郡同村字同右買人高田久左衛門
（印）
（奥書）明治26年8月31日　（印文）「金沢区裁

罫紙綴（２丁） 1
（朱書）「登記済地所第一百三拾
七号　明治廿六年八月三十一日」

50.32-65 地所売渡証 明治２６年８月２５日
河北郡小原谷村字松根荒井清次郞（印）→山
本久次郎
（奥書）明治26年8月31日　（印文）金沢区裁

罫紙 1
（朱書）「登記済地所第百四拾一
号　明治廿六年八月三十一日」

50.32-66 地所売渡証 明治２６年８月２５日

金沢市木新保一番丁本田安次郞（印）→下田
惣左衛門
（奥書）河北郡小原谷村字松根右買人下田惣
右衛門

罫紙 1
（朱書）「登記済明治廿六年八月
三十一日　地所第百四拾弐号」
（印文）「金沢区裁判所」

50.32-67 地所売渡証 明治２６年８月２５日
金沢市木新保本田安次郞（印）→山本久次郎
（奥書）河北郡小原谷村字松根右買人山本久
次郎（印）

罫紙綴 1

「明細書」（明治26年8月25日　本
田安次郎（印）→山本久次郎
（奥書）明治26年8月31日　（印文）
「金沢区裁判所」
（朱書）「登記済地所第五号　地所
第百四拾五号　明治廿六年八月
三十一日」）

50.32-68 地所売渡証 明治２６年８月２５日
山本久次郞（印）→荒井清次郎
（奥書）明治26年8月31日　（印文）「金沢区裁
判所」

罫紙綴（２丁） 1

（朱書）「登記済地所第一百四拾
八号　明治廿六年八月三十一日」
「時価御届」（明治26年8月25日　
河北郡小原谷村字松根買人荒井
清次郎（印）→金沢区裁判所）

50.32-69 地所渡証書 明治２７年４月６日

売渡主河北郡小原谷村字松根宮村喜三右衛
門（印）→山本久次郎
（奥書）明治27年4月10日（印文「金沢区裁判
所森本出張所」）

袋綴（2丁） 1 明細書あり

50.32-70 共有地売渡証 明治２７年５月５日

河北郡小原谷村字松根売渡人清水喜平
（印）・同郡同村同字売渡人今村甚助（印）→
西村喜三郎
（奥書）明治27年5月5日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

罫紙綴（２丁） 1
（朱書）「登記済弐百六十四号　明
治廿七年五月五日」
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50.32-71 共有地売渡証 明治２７年５月５日

河北郡小原谷村字松根売渡人井田仁三郎
（印）・同郡同村同字売渡人宮村喜三右衛門
（印）・同郡同村同字売渡人塚本庄助（印）・同
郡同村同字売渡人松本久兵衛（印）→山本二
太郎
（奥書）明治27年5月5日　（印文）「金沢区裁

罫紙（２丁） 1
（朱書）「登記済弐百六十五号　明
治廿七年五月五日」

50.32-72 共有地売渡証 明治２７年８月７日

河北郡小原谷村字松根売渡人杉本久兵衛
（印）→山本久次郎
（奥書）明治27年8月11日　（印文）「金沢区裁
判所森本裁判所」

罫紙 1
（朱書）「登記済第五十八号　明治
二十七年八月十一日」

50.32-73 共有地売渡証 明治２７年８月７日

河北郡小原谷村字松根井田仁三郎（印）・同
郡同村同字下田惣左衛門（印）→山本久次郎
（奥書）明治27年8月11日（印文「金沢区裁判
所森本出張所」）

罫紙綴（２丁） 1

50.32-74 共有地売渡証 明治２７年８月７日

売渡人河北郡小原谷村字松根宮崎幸次郎
(印）→淸水喜平
（奥書）明治27年8月10日（印文）「金沢区裁判
所森本出張所」）

罫紙 1

50.32-75 地所売渡証書 明治２７年9月２６日

売渡主河北郡小原谷村字松根宮村喜三右衛
門（印）→山本久次郎・松本久兵衛・山田六左
衛門他２１名
（奥書）明治27年9月27日　（印文「金沢区裁
判所森本出張所」）

罫紙綴（２丁） 1

50.32-76 売渡証書 明治２７年９月２８日

売渡主河北郡小原谷村字松根井田仁三郎
（印）→松本久兵衛
（奥書）明治27年9月29日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

一紙 1
（朱書）「登記済弐百九十三号　明
治二十七年九月二十九日」

50.32-77 共有地売渡証 明治28年１月10日

売渡人金沢市木ノ新保本田安次郎（印）・売
渡人河北郡小原谷村字松根前田竹次郎（印）
他16名→山本久次郎
（奥書）明治２８年1月10日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

罫紙綴（３丁） 1

50.32-78 地所売渡証書 明治２８年１月１０日

売渡主金沢市木ノ新保一番丁本田安次郎
（印）→山本久次郎
（奥書）明治28年1月10日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

一紙 1

50.32-79 売渡証書 明治２９年４月２４日

河北郡小原谷村字松根売渡人下田惣左衛門
（印）→山本久次郞
（奥書）明治29年4月24日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

一紙 1
（朱書）「登記済地第百七十二号　
明治廿九年四月廿四日」

50.32-80 地所売渡証書 明治２９年４月２４日

売渡主河北郡小原谷村字松根松村松村与三
右衛門（印）→松村与三次郎
（奥書）明治29年4月24日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

一紙 1

50.32-81 土地売渡証書 明治33年1月15日
河北郡小原谷村字松根売渡主荒井清次郎→
山本久次郎
（奥書）（印文）「金沢区裁判所森本出張所」

罫紙綴（2丁） 1 「明細書」付
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50.32-82 土地売渡証書 明治33年2月28日
河北郡小原谷村字松根売渡主清水政次郎→
山本久次郎
（奥書）（印文）「金沢区裁判所森本出張所」

一紙 1

50.32-83 共有権売渡証 明治33年2月28日
河北郡小原谷村字松根売渡主山本久次郎
（印）→清水政次郎
（奥書）（印文）「金沢区裁判所森本出張所」

一紙 1

50.32-84 土地受渡証書 明治34年1月22日

売渡主河北郡小原谷村字土子原浦上仁三郎
（印）→山本久次郎
（奥書）明治24年１月２２日　（印文）「金沢区裁
判所森本出張所」

一紙 1

50.32-85 土地売渡証書 明治34年12月25日
河北郡小原谷村字松根売渡主清水政次郞
（印）→荒井清次郎
（奥書）（印文）「金沢区裁判所森本出張所」

一紙 1

50.32-86 売渡証書 明治36年6月9日
売渡主河北郡田近村字今泉淺野小次郎（印）
→山本久次郎

袋綴（２丁） 1 明細書あり

50.32-87 売渡証書 明治38年1月13日
売渡主河北郡小原谷村字松根松田源次郎
（印）→山本久次郎

一紙 1

50.32-88 地所売渡証書
（明治３０年代）３月
３１日

売渡主河北郡小原谷村字松根今村甚助（印）
→山本久次郎
（奥書）明治２０年３月３１日　（印文）「金沢区
裁判所森本出張所」

一紙 1

50.32-89 売渡証書 明治43年8月18日
売渡主河北郡小原谷村字松根塚本庄助（印）
→山本久次郎

袋綴（２丁） 1 明細書あり

50.32-90 潰地買収承諾書綴 大正5年3月17日
河北郡花園村字中尾池田伊三郎（印）・山本
勘蔵（印）･荒木市右衛門（印）・中本伊［　　］・
塚本与三郎・向久治郎（印）・中橋義次郎（印）

仮綴（11丁） 1

50.32-91 地所売買願等雛型綴 年未詳 こより綴（１５頁） 1

50.33-1 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村高田久右衛
門

用紙 1 河北郡松根村宅地

50.33-2 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村松田久右衛
門
（裏書）明治１３年５月３日　石川県地券掛七
等属加藤又八郎（印）→河北郡松根村松田久
右衛門

用紙 1 河北郡松根村田地

50.33-3 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村松田久右衛
門
（裏書）明治１３年５月３日　石川県地券掛七
等属加藤又八郎（印）→河北郡松根村松田久
右衛門

用紙 1 河北郡松根村畑地

５０．３３　地券
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50.33-4 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村松田久右衛
門
（裏書）明治１３年５月３日　石川県地券掛七
等属加藤又八郎（印）→河北郡松根村松田久
右衛門

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-5 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村松田久右衛
門
（裏書）明治１３年５月３日　石川県地券掛七
等属加藤又八郎（印）→河北郡松根村松田久
右衛門

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-6 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎
（裏書）明治２１年１月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-7 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-8 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-9 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-10 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-11 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-12 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-13 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-14 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-15 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-16 地券 明治１２年６月
石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-17 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎
（裏書）明治２１年１月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村田地
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50.33-18 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村前田八左衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎
（裏書）明治２１年１月１６日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村田地

50.33-19 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村前田八右衛
門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎
（裏書）明治２１年１月１３日　主事河北郡長小

用紙 1 河北郡松根村田地

50.33-20 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村下田惣左衛門

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-21 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-22 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-23 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-24 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-25 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-26 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-27 地券 明治１２年６月

石川県（印）→持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地
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50.33-28 地券
明治１４年１２月２０
日

石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村前田八左衛門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎

用紙 1 河北郡松根村柴草山

50.33-29 地券
明治１４年１２月２０
日

石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村前田八左衛門
（裏書）明治１６年４月１６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村前田竹次郎

用紙 1 河北郡松根村柴草山

50.33-30 地券
明治１４年１２月２０
日

石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村松田久右衛門
（裏書）明治２０年６月２１日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村松田源次郎

用紙 1 河北郡松根村山

50.33-31 地券 明治２０年２月１１日

石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村本田平四郎
（裏書）明治２０年９月２６日　主事河北郡長小
川清太（印）→河北郡松根村本田総七
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本久次郎

用紙 1 河北郡松根村畑地

50.33-32 地券 明治２０年９月２６日

石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村本田総七・松本久兵衛
（裏書）明治２０年１２月２６日　主事河北郡長
小川清太（印）→河北郡松根村山本二次郎・
松本久兵衛

用紙 1 河北郡松根村宅地

50.33-33 地券 明治２１年２月７日
石川県（印）・主事河北郡長小川清太（印）→
持主河北郡松根村山本二次郎

用紙 1 河北郡松根村宅地

50.40-1 上納銭取立覚帳 明治６年１月 第拾七区四番組松根村 長帳（２７丁） 1
50.40-2 高懸り品等相調理上申帳 明治６年３月 長帳(1丁） 1
50.40-3 上納銭取立覚帳 明治７年１月 第十七区小四区河北郡松根村 長帳（３０丁） 1
50.40-4 上納銭取立覚帳 明治８年１月 第十七区四番組松根村 長帳（２８丁） 1
50.40-5 御収納米指引記帳 明治８年１２月 第十七区小四区松根村 長帳（２９丁） 1
50.40-6 地租金取立帳 明治８年１２月 第十七区小四区松根村農中 長帳（２８丁） 1
50.40-7 人反別地価地租〆書帳 明治９年３月 河北郡松根村 長帳（11丁） 1 「明治九年子三月改之」
50.40-8 上納銭取立覚帳 明治９年３月 第十七区小四区松根村 長帳（２８丁） 1
50.40-9 地租金取立記帳 明治９年９月 加賀国第九大区小三区松根村 長帳（３１丁） 1 「子九月改ル」
50.40-10 上納銭取立覚帳 明治１０年３月 第九大区小三区松根村 長帳（２９丁） 1

50.40-11 売買証印税受取証
明治10年１２月１５
日

石川県権令桐山純孝（印）→第九大区小三区
松根村山本久次郞

切紙 1

50.40-12 貢租金取立指引記帳 明治１０年12月 加賀国第九大区小三区松根村 長帳（３１丁） 1 「丑十二月改ル」

50.40-13 1.2 諸上納金入払帳
①明治１１年１月
②明治１２年１月

①第九大区小三区河北郡松根村山本久次郎
②河北郡松根村

①長帳（６４丁）
②長帳（３２丁）

2

50.40-14 貢租金取立指引記帳 明治１１年８月 河北郡松根村 長帳（３０丁） 1

50.40-15 貢租金并二田畑請卸差引記帳 明治１２年8月 河北郡松根村 長帳（３１丁） 1

５０．４０　租税
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50.40-16 地券証印税領収書
明治１２年１２月１０
日

河北郡松根村戸長中本七右衛門（印）→納人
同郡松根村中町長七

罫紙 1

50.40-17 諸上納金額取立帳 明治１３年２月 河北郡松根村山本久次郎 長帳（６６丁） 1

50.40-18 松根村山反別地租及等別村名書上 明治１３年６月２６日 罫紙綴（４丁） 1

50.40-19 貢租金取立記帳 明治１３年８月 河北郡松根村 長帳（16丁） 1
50.40-20 牛馬免許税等差出方依頼状 明治１４年２月５日 戸長中本七右衛門（印）→松根村山本久次郎 切続紙 1
50.40-21 諸上納金額取立帳 明治１４年２月 河北郡松根村 長帳（６４丁） 1

50.40-22 地租金方へ預り証 明治１４年３月２３日
戸長中本七右衛門（印）→松根村用係山本久
次郎

切続紙 1

50.40-23 明治十三年度第四期地方税等上納催促状 明治１４年３月 戸長役場 切紙 1
50.40-24 明治十三年度第五期地租上納催促状 明治１４年３月 戸長役場 切紙 1

50.40-25 明治十四年度地方税中勘金取立申付状 明治１４年７月２日
戸長役場（印文「中尾役場」）→松根村用係り
山本久次郎

切紙 1

50.40-26 地方税正金取立差出方達書
（明治１４年）７月６
日

戸長役場（印文「中尾役場」）→松根村山本久
次郎

切続紙 1

50.40-27 地租金取立帳 明治１４年８月 河北郡松根村 長帳（１７丁） 1
50.40-28 諸上納金額取立帳 明治１５年２月 河北郡松根村 長帳（６０丁） 1
50.40-29 地租金取立帳 明治１５年８月 河北郡松根村山本久次郎 長帳（１０丁） 1
50.40-30 諸上納金額取立帳 明治１６年２月 河北郡松根村村用係 長帳（６０丁） 1
50.40-31 地租金取立帳 明治１６年８月 河北郡松根村村用係 長帳（９丁） 1
50.40-32 諸上納金額取立帳 明治１７年２月 河北郡松根村村用係 長帳（５７丁） 1
50.40-33 地租金取立帳 明治１７年８月 河北郡松根村村用係 長帳（１１丁） 1

50.40-34 第三期田地租など書上 明治１７年 罫紙綴（１０丁） 1
第三期田地祖・松根村人数書上・
四期田地租・村費金高など

50.40-35 諸上納金額取立帳 明治１８年２月 河北郡松根村村用係り山本久次郎
合綴（長帳・横帳・
横帳）（６６丁）

1

⑥明治１３年７月５日「義倉金穀記
帳」　松根村（横帳）
　明治１５年２月「義倉金貸附帳」　
河北郡松根村村用係（横帳）

50.40-36 地租金取立帳 明治１８年８月 河北郡松根村惣代手帳 長帳（１６丁） 1
50.40-37 諸上納金額取立帳 明治１９年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（６１丁） 1
50.40-38 地租金取立帳 明治１９年８月 河北郡松根村惣代 長帳（１６丁） 1
50.40-39 北村惣右衛門分地租金等書上 明治１９年８月 長帳（19丁） 1
50.40-40 諸上納金額取立帳 明治２０年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（６０丁） 1

50.40-41 加入金皆済帳 明治２０年４月１０日 松根村 罫紙綴（３３丁） 1
松根村民個別上納覚書
明治２０年４月１０日～２２年７月１５
日

50.40-42 地租金取立帳 明治２０年８月 河北郡松根村惣代 長帳（１６丁） 1
50.40-43 諸上納金額取立帳 明治２１年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（５８丁） 1

50.40-44 入金高月日記帳 明治２１年２月 河北郡松根村惣代手帳 長帳（12丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-45 地租金取立帳 明治２１年８月 河北郡小原谷村字松根惣代山本久次郎 長帳（１５丁） 1

50.40-46 諸上納金額取立帳 明治２２年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（６３丁） 1
⑩明治２２年４月１日ヨリ小原谷村
字松根宿惣代手長

50.40-47 入金高月日記帳 明治２２年２月 河北郡小原谷村字松根惣代手帳 長帳（1７丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-48 地租金取立帳 明治２２年８月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１７丁) 1
50.40-49 明治廿二年第二期地租上納方申付状 明治２２年１０月７日 河北郡小原谷役場→字松根山本久次郎 罫紙 1 「河北郡小原谷村役場」用箋

50.40-50 地租追徵金受取書
明治２２年１０月１１
日

河北郡小原谷村役場（印文）「小原谷村役
場」）

こより綴（３丁） 1 明治２０～２２年分
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50.40-51 諸上納金額取立帳 明治２３年２月 河北郡松根村惣代山本久次郎 長帳（６３丁） 1

50.40-52 入金高月日記帳 明治２３年２月 河北郡小原谷村字松根惣代山本久次郎 長帳（1２丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-53 諸上納受印簿 明治２３年４月 河北郡小原村字松根山本久次郎 長帳（6丁） 1
50.40-54 地租金取立帳 明治２３年８月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１８丁） 1
50.40-55 諸上納金額取立帳 明治２４年２月 河北郡松根村区長山本久次郎 長帳（６７丁） 1

50.40-56 入金高月日記帳 明治２４年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（1０丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-57 地租金取立帳 明治２４年９月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１８丁） 1
50.40-58 明治二十四年分反別地価地租書上綴 （明治２４年） （河北郡小原谷村字松根） こより綴（９丁） 1 「松根村人々〆出」
50.40-59 諸上納金額取立帳 明治２５年２月 河北郡松根村区長山本久次郎 長帳（６７丁） 1

50.40-60 入金高月日記帳 明治２５年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（1０丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-61 地租金取立帳 明治２５年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１８丁） 1

50.40-62 村税地価割及び畑地山村地租書上
明治２５年１２月２０
日

字今和泉松原重次郞（印）→小原谷村字松根
山本久兵衛

切紙 1

50.40-63 明治二十五分反別地価地租書上（後欠） （明治２５年） （河北郡小原谷村字松根） 罫紙 1
50.40-64 諸上納金額取立帳 明治２６年２月 河北郡松根村区長山本久次郎 長帳（６６丁） 1

50.40-65 入金高月日記帳 明治２６年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（1１丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-66 地租金取立帳 明治２６年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１８丁） 1
50.40-67 明治二十六年・二十七年分反別地価地租書上綴 （明治２６年） （河北郡小原谷村字松根） こより綴（１０丁） 1
50.40-68 諸上納金額取立帳 明治２７年２月 河北郡松根村区長山本久次郎 長帳（６５丁） 1

50.40-69 入金高月日記帳 明治２７年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（1１丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-70 地租金取立帳 明治２７年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（１６丁） 1

50.40-71 入金高月日記帳 明治２８年２月 河北郡小原谷村字松根山本久次郎 長帳（1０丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-72 入金高月日記帳 明治２９年２月 河北郡小原谷村字松根区長山本久次郎 長帳（1１丁） 1
河北郡松根村明治２２年４月１日ヨ
リ小原谷村字松根

50.40-73 後期分県税戸数割等納入方督促状 明治２９年１２月２１ 河北郡小原谷村役場（印）→山本久次郎 罫紙 1
50.40-74 三十年度前期村税代金等預証 明治３１年８月１８日 小原谷村書記浅井孫三（印）→松根村山本久 罫紙 1
50.40-75 諸上納金額取立帳 明治４０年３月 河北郡三谷村字松根 合綴（長帳）（４４丁） 1 明治３９年～４２年
50.40-76 諸上納金額取立帳 明治４１年 長帳（２4丁） 1
50.40-77 諸上納金額取立帳 明治４２年 河北郡三谷村字松根 長帳（３５丁） 1 明治４１年度・４２年度
50.40-78 諸上納金額取立帳 明治４３年 河北郡三谷村字松根 合綴（長帳）（３５丁） 1
50.40-79 諸上納金額取立帳 明治４４年２月 合綴（長帳）（３７丁） 1
50.40-80 諸上納金額取立帳及び東別院槻材引人足帳 大正２年３月 合綴（長帳）（２６丁） 1
50.40-81 諸上納金額取立帳 大正３年３月 長帳（２５丁） 1
50.40-82 大正九年度第二期分村税未納に付督促状 大正９年８月 河北郡三谷村役場（印）→字松根区長 切紙 1
50.40-83 昭和九年度三谷村特別税戸数割賦課額決議書 昭和9年6月20日 河北郡三谷村長中島外余治 冊子（３８丁） 1 （端書）「山本久二殿」
50.40-84 第一期畑地租書上 9月25日 折紙 1
50.40-85 地方税指出方に付出頭依頼状 年未詳 中本七右衛門→松根村用係り山本久次郎 切続紙 1
50.40-86 地租金額書上 年未詳 切紙 1
50.40-87 地租高書上 年未詳 こより綴(２丁） 1
50.40-88 地租など書上 年未詳 こより綴（５丁） 1
50.40-89 河北郡松根村反別地価地租書上綴 年未詳 合綴（罫紙綴）（１２丁）1
50.40-90 松根村反別地価地租書上綴 年未詳 罫紙綴（７７丁） 1
50.40-91 山本久次郎分反別地租など書上 年未詳 こより綴(８丁） 1
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50.50-1 収穫米帳 明治8年

第十七区小四区河北郡松根村百姓総代宮崎
小助（印）・松村与三右衛門（印）・清水嘉兵衛
（印）・松田久右衛門（印）・他4名・組長山本久
次郎（印）・副戸長中本七右衛門（印）→石川
県令桐山純孝

罫紙綴（7丁） 1

50.50-2 収穫米帳 明治8年
第十七区小四区河北郡松根村百姓総代宮崎
小助（印）・清水嘉兵衛（印）・松村与三右衛門
（印）・松田久右衛門（印）・組長山本久次郎

罫紙綴（８丁） 1

50.50-3 酒肴等代金請取書 明治１４年１月６日 堀本宗厚（印）→山本久次郎 切続紙 1

50.50-4 田畑受作約定証 明治２３年４月２６日
作人河北郡小原谷村字松根前田竹次郎
（印）・受人同郡同村北村惣右衛門（印）・受人
同郡同村松村与三右衞門（印）→同村山本久

罫紙 1

50.50-5 大宝恵 明治２８年２月 長帳（４１丁） 1 表紙破損大
50.50-6 第五回関西連合府県共進会規則 （明治） 袋綴（６頁） 1 石川県勤業臨時報
50.50-7 薄蒔奨励に付通知 大正9年4月9日 河北郡三谷村長大野啓（印）→松根区長 一紙 1

50.50-8 水稲坪苅期日通知 大正9年6月15日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1

50.50-9 民力涵養講演会開催に付通知 大正9年8月18日 河北郡三谷村長大野啓（印）→松根区長 一紙 1
50.50-10 畜牛結核病予防に付通達 大正９年８月 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1
50.50-11 動力機付脱穀機試運転施行に付通知 大正9年9月29日 河北郡三谷村長（印）→字松根区長 一紙 1

50.50-12 稲籾乾燥方に付通知（後欠） 大正９年９月［　］ 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 切続 1

50.50-13 水稲原種出願期日に付通知 大正9年11月17日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1
50.50-14 郡樹苗圃苗木下附願許可に付受領方通知 大正9年11月21日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1
50.50-15 米価下落に付決議事項 大正9年12月28日 河北郡三谷村農会長（印）→字松根区長 一紙 1
50.50-16 木炭量目表記に付通知 大正9年12月30日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1
50.50-17 役員名簿 昭和９年４月 河北郡三谷村字松根養蚕実行組合 罫紙綴（15丁） 1
50.50-18 養蚕実行組合調査書 昭和１１年３月 石川県養蚕実行組合調査組合 冊子（３８頁） 1

50.50-19
昭和十二年度河北郡養蚕業組合経費収入支出予算
書等綴

昭和12年2月13日 石川県河北郡養蚕業組合長村田善蔵 袋綴（２０丁） 1
昭和十年度河北郡養蚕業組合経
費収支決算・昭和十年度河北郡
養蚕業組合事業報告

50.50-20 昭和十二年通常総会議案（後欠） 昭和12年2月13日 河北郡養蚕業組合長村田善蔵 一紙 1 表紙と1頁のみ（以下欠）
50.50-21 三谷産業組合再建寄与方に付陳情書 昭和15年12月17日 代表者上田安之介．山本久二→石川県知事 続紙 1 大正１３年設立
50.50-22 金子入用に付木売却依頼状 10月12日 横山市■→山本久次郎 切紙 1
50.50-23 貴殿方米出之節に付願書 12月20日 堀切竹林市之丞→字松根山本久二郎 一紙 1
50.50-24 桑苗等代金受取方に付願状 年未詳 堀切竹林→山本久二 一紙 1

50.50-25 救荒予備薏苡仁解説書 年未詳 一紙 1
愛媛県伊予国粂郡北久米村池田
輝秀の栽培説明

50.50-26 第六　農業所帯調参照簿 年未詳 罫紙 1 三谷村第二十四調査区
50.50-27 河北郡蚕絲同業組合同意書及び委任書 年未詳 罫紙綴（６丁） 1
50.50-28 大工木挽人足等代金書上 年未詳 長帳(1６丁） 1
50.50-29 本数書上 年未詳 長帳（3丁） 1
50.50-30 収穫米帳 年未詳 袋綴(6丁） 1
50.50-31 諸品代金書上 年未詳 長帳(７丁） 1

５０．５０　産業
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50.60-1 金子借用証文 明治６年３月
松根村拝借人惣代塚本庄助（印）→石川県参
事桐山純孝

竪紙 1

50.60-2 家屋書出入借用金証 明治１４年１月５日
借用主河北郡松根村西村喜三次郎（印）・受
人同郡同村中町長七（印）→同郡同村山本久
次郞

罫紙綴（2丁） 1

50.60-3 取かい金託帳 明治１４年２月 河北郡松根村山本久次郞 長帳（11丁） 1 「別撰借用金記」あり
50.60-4 金銭入払手帳 明治１５年１月 河北郡松根村山本久治郎 長帳（１９丁） 1 「午一月改之」

50.60-5 地所書入借用金証 明治１６年１０月8日

河北郡松根村借用主本田平四郎（印）→同村
山本久次郎
（奥書）同郡松根村受人山田六右衛門（印）・
同郡同村受人中町長七（印）・右戸長中本七
右衛門

罫紙綴（３丁） 1

50.60-6 地所書入借用金証 明治１７年４月３日

河北郡松根村借主北村惣右衛門（印）→同郡
今町　佐藤寅蔵
（奥書）河北郡松根村受人山本久次郞（印）・
同郡同村受人高田久左衛門・戸長中本七右

罫紙綴（４丁） 1

（朱書）「第拾九号」
「一筆限帳写」（明治１７年４月３日　
河北郡松根村北村惣右衛門
（印））

50.60-7 地所書入借用金証 明治１７年４月３日

河北郡松根村借用主前田竹次郞→山本久次
郞
（奥書）河北郡松根村受人北村惣右衛門
（印）・河北郡松根村受人中町長七（印）・戸長

罫紙綴（３丁） 1 （朱書）「第弐拾壱号」

50.60-8 地所書入借用金証 明治１７年４月３日

河北郡松根村本田平四郎（印）→同郡松根村
山本久次郎
（奥書）河北郡松根村受人中町長七（印）・河
北郡松根村受人山田六右衛門（印）・戸長中
本七右衛門

罫紙綴（３丁） 1 （朱書）「第廿五号」

50.60-9 地所書入借用金証 明治１７年５月３日

河北郡松根村借主松田久右衛門（印）→河北
郡今町佐藤寅蔵
（奥書）河北郡松根村受人中町長七（印）・同
郡同村受人松村与三右衛門（印）・同郡同村
受人奥野忠兵衛（印）・戸長中本七右衛門

罫紙綴　（４丁） 1
（朱書）「第廿弐号」
「一筆限帳写」（明治１７年５月３日　
松田久右衛門（印））

50.60-10 地所書入借用金証 明治１７年５月３日

河北郡松根村借主松田久右衛門（印）→河北
郡今町佐藤寅蔵
（奥書）河北郡松根村受人中町長七（印）・同
郡同村受人松村与三右衛門（印）・同郡同村
受人奥野忠兵衛（印）・戸長中本七右衛門

罫紙綴（４丁） 1
（朱書）「第廿三号」
「一筆限帳写」（明治17年5月3日　
松田久右衛門（印））

50.60-11 金子借用証 明治18年５月５日

河北郡松根村借用人山本久次郎（印）・　同
村受人松本久三衛（印）・中尾村受人中本七
右衛門（印）→河北郡義倉金取扱所
（奥書）河北郡今町外廿七ヶ村戸長山本豊

罫紙綴（４丁） 1

（朱書）「第百四拾号」「明治十八
年五月五日公証」
「一筆限帳」（明治１８年５月５日　
河北郡松根村山本久次郎
（朱書）「第百四十号所属」
「借用金返済ノ儀ニ付願状」（明治
１９年５月１０日　河北郡松根村山
本久次郎（印）→河北郡義倉金取

50.60-12 地所書入借用金証 明治１８年８月１２日

河北郡三谷村字松根借主山本久次郎（印）→
同郡今町佐藤寅蔵
（奥書）河北郡松根村受人松村与三右衛門
（印）・河北郡四坊高坂村受人奥野忠兵衛
（印）・河北郡今町村外廿七ヶ村戸長山本豊

罫紙綴（３丁） 1
（朱書）「第廿八号」
「一筆限帳」（明治18年8月　山本
久次郎（印）→高岡町土田岩松）

５０．６０　金融・貸借
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50.60-13 金子借用証 明治１８年８月２４日

河北郡松根村借用人中町長七（印）・同村受
人本田平四郎（印）・同村受人塚本与吉（印）
（奥書）河北郡今町村外廿七ヵ村戸長山本益
太郎

袋綴（４丁） 1
「第三拾九号」
「一筆限帳写」（明治１８年８月２４
日　河北郡松根村中町長七（印））

50.60-14 借用証 明治１８年９月３日
河北郡松根村借用人山本久次郞（印）・同郡
同村受人松村与三右衛門（印）→高岡町古田

罫紙 1

50.60-15 金子借用証 明治１８年９月９日

河北郡松根村借主塚本与吉（印）→森儀左衛
門
（奥書）同郡同村受人北村右衛門（印）・同郡
同村　受人高田久左衛門（印）・河北郡今村

罫紙綴（３丁） 1

地所抵当証
「第四十八号」
「一筆限帳」（明治１８年９月９日　
河北郡松根村塚本与吉（印））

50.60-16 金子借用証 明治１８年９月９日

河北郡松根村借主高田久左衛門（印）→森儀
左衛門　
（奥書）・同郡同村受人北村惣右衛門（印）・同
郡同村受人塚本与吉（印）・河北郡今町外廿
七ヶ村戸長山本豊

罫紙綴（３丁） 1

地所抵当証
「第四十九号」
「一筆限帳」（明治１８年９月９日　
河北郡松根村高田久右衛門）

50.60-17 金子借用証 明治１８年９月９日

河北郡松根村借主北村惣右衛門（印）→森儀
左衛門
（奥書）・同郡同村受人高田久左衛門（印）・同
郡同村塚本与吉（印）・河北郡今町村外廿
七ヵ村戸長山本豊

罫紙綴（３丁） 1

地所抵当証
「第五拾号」
「一筆限帳」（河北郡松根村　北村
惣右衛門（印））

50.60-18 金子借用証 明治１８年９月１４日

河北郡松根村借用人西村喜三次郎（印）・同
村受人木下仁助（印）・同村受人松根忠蔵
（印）→河北郡義倉金取扱所
（奥書）明治１８年９月１４日　河北郡今町村外
廿七ヵ村戸長山本豊

袋綴（３丁） 1

「第五十一号」
「一筆限長」（明治１８年９月１４日　
河北郡松根村西村喜三次郎
（印））

50.60-19 金子借用証 明治１８年９月１４日

河北郡松根村借用人塚本庄助（印）・同村受
人塚本与吉（印）・同村受人山本久次郎→河
北義倉金取扱所
（奥書）明治１８年９月１４日　河北郡今町村外
廿七ヵ村戸長山本豊

袋綴（３丁） 1
「第五十二号」
「一筆限長」（明治１８年９月１２日　
河北郡松根村塚本庄助（印））

50.60-20 義倉金借用証 明治１８年９月１４日

河北郡松根村借用人前田竹次郞（印）・同村
受人俵原松左衛門（印）･同村受人中田長七
（印）･同村共有人杉本久三兵衛→河北郡義
倉金取扱所
（奥書）明治18年9月14日　河北郡今町村外
廿七ヶ村戸長山本豊（印）

袋綴（３丁） 1

「第五十三号」
「消込」「荒川」印有り
「一筆限帳」（明治18年9月12日　
河北郡松根村前田竹太郎（印）・
共有人松本久兵衛（印））　
（貼紙）「派出人（印文）「寺本」　検
査人（印文）「髙木」　（印文）「第二
予備」」

50.60-21 金銭受印簿 明治２０年１月１５日 河北郡松根村山本久次郞 罫紙綴（５丁） 1
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50.60-22 義倉金借用及び延期約定証 明治２０年８月１０日
河北郡松根村借用人本田安次郞（印）・同村
受人山本久次郎（印）・同村受人今井仁太郎
（印）→河北義倉金取扱所

袋綴（６丁） 1

（朱書）「松根村地所登記自第参
号至第五号」（抹消）
「反別等詳細書」（明治20年8月10
日　河北郡松根村本田安次郎
（印））
「延期約定証」（明治22年2月19日　
河北郡松根村借用人本田安次郎
（印）・同郡同村受人山本久次郎
（印）・同郡同村受人今井仁太郎
（印）→河北義倉金取扱所）
「延期約定証」（明治23年6月30日　
河北郡小原谷村字松根借用人本
田安次郎（印）・同郡同村同字受
人山本久次郎（印）・同郡同村同
字受人今井仁太郎（印）→河北義

50.60-23 金子借用証 明治２０年８月１５日

河北郡松根村借用人松田源次郎后見人母さ
と（印）・同村受人松村与三右衛門（印）・同村
受人　山本久次郞（印）→河北郡義倉金取扱
所

袋綴（８丁） 1

「一筆限反別等詳細書」（明治20
年8月15日　河北郡松根村松田源
次郎后見人母さと（印））
「延期約定証」（明治22年7月29日　
河北郡小原谷村字松根借用人　
松田源次郎后見人母さと（印）・同
郡同村同字受人松村与三右衛門
（印）・同郡同村同字受人山本久
次郎（印）→河北義倉金取扱所）
「延期約定証」（明治24年3月9日　
河北郡小原谷村字松根借用人松
田源次郎（印）・同郡（同）村字松
根受人松村与三右衛門（印）・同
郡（同）村字松根受人山本久次郎
（印）→河北義倉金取扱所）
「転出ノ地所書上」（明治24年6月
27日　松田源次郎（印）→河北義
倉金取扱所）

50.60-24 金子借用証 明治２０年９月７日
河北郡松根村借用人井田覚右衛門（印）・同
村受人本田安次郞（印）・同村受人山田六右
衛門（印）　→河北義倉金取扱所

罫紙綴（４丁） 1

「反別等詳細書」（明治２０年９月７
日　河北郡松根村井田覚右衛門
（印））
「延期約定証」（明治２４年３月１９
日　河北郡小原谷村字松根借用
人井田覚右衛門（印）・同郡同村
字同受人山田六右衛門（印）・同
郡同村字同受人中田市郎右衛門
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50.60-25 金子借用証 明治２１年１月１２日
河北郡松根村借用人前田竹次郞（印）・同村
受人　北村惣右衛門（印）・同村受人山本久
次郎（印）→河北義倉金取扱所

袋綴（５丁） 1

「反別等詳細書」（明治21年1月12
日　前田竹二郎（印））
「延期約定証」（明治22年8月10日　
河北郡小原谷村字松根借用人　
前田竹次郎（印）・同郡同村同字
受人北村宗右衛門（印）・同郡同
村同字受人山本久次郎（印）→河
北義倉金取扱所）
「延期約定証」（明治24年2月19日　
河北郡小原谷村字松根借用人　
前田竹次郎（印）・同郡同村字同
受人北村惣右衛門（印）・同郡同
村字同受人山本久次郎（印）→河
北義倉金取扱所）

50.60-26 仮金受取証 明治２１年２月１１日
河北郡土子原村森次右衛門・同郡同村彦右
衛門→河北郡松根村本田惣七・親類中町長
七・同山田六右衛門

罫紙 1

50.60-27 金子借用証 明治２１年２月
借主河北郡小原谷村字松根松田源次郎・受
人河北郡小原谷村字松根松田民次郞・受人
同郡同村同字中町長七→山本久次郞

罫紙 1

50.60-28 金銭借用仮証書 明治２２年４月１６日
旧南千谷村借主佃伝七（印）・受人中本七右
衛門（印）→山本久次郎

罫紙 1

50.60-29 金子借用証 明治２３年２月
借用人河北郡小原谷村字松根山﨑権次郞・
受人砺波郡北蟹谷村字内山（空白）

罫紙 1

50.60-30 金子借用証 明治２３年６月４日

河北郡小原谷村字松根借用人西村喜三次郎
（印）・同郡同村同字受人松村与三右衛門
（印）・同郡同村同字受人今村甚助（印）・同郡
同村同字受人北村惣右衛門（印）・同郡同村
同字受人山本久次郎（印）→河北郡義倉金取
扱所

罫紙綴（２丁） 1

50.60-31 金子借用証 明治２３年６月１０日

右小原谷村字松根借用人松本久三兵衛
（印）・山本久次郎（印）・今村甚助（印）他２４
名・本田惣七受人中町長七（印）・同受人山田
六右衛門（印）→河北郡小原谷村字松根西村
喜三次郎（印）・今村甚助（印）・松村与三右衛
門（印）・北村惣右衛門（印）・山本久次郞（印）

罫紙綴（7丁） 1

田区改正費に関して
「義倉金分配に付金子借用証」
（明治２５年６月１７日　松本久兵衛
（印）・今村甚助（印）・山崎権次郎
（印）他２５名→河北郡小原谷村字
松根山本久次郎）

50.60-32 義倉金請求書 明治２５年７月
石川県河北郡小原谷村字松根区長山本久次
郞（印）

罫紙 1

50.60-33 軍事公債売買に付共有人証明願（後欠） 明治２８年２月２７日
河北郡小原谷村字松根松村与三右衛（印）・
松本久兵衛（印）・今村甚助（印）・山崎権次郎
（印）・中町長七（印）他14名（以下欠）→

罫紙 1

50.60-34 金子借用証 明治２９年８月１４日

河北郡小原谷村字松根借用人中町長七・同
村同字受人玄田久左衛門・同村同字受人西
村松次郎
（奥書）小原谷村字松根区長山本久次郞（印）

罫紙 1 （朱書）「右之通見届実也」

50.60-35 戦時勤倹貯蓄組合規約 （明治３７年１０月１ 河北郡小原村勤倹貯蓄組合 袋綴（6丁） 1

50.60-36 借用金証 明治38年7月27日
債務者河北郡小原谷村字松根宮村喜三右衛
門（印）・受人河北郡小原谷村字松根宮村与
次郎（印）→大村清次郎

袋綴（5丁） 1 明細書あり
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50.60-37 定期債還無抵当金円貸借契約公正証書正本 明治41年11月16日
河村又吉・山本久次郎・関香雪・金沢区裁判
所管内公証人岡島力（印）

罫紙綴（１０丁） 1

債権者株式会社石川県農工銀行
取締役頭取金沢市西町男爵本多
政以・右代理人同市玄蕃町銀行
署記河村又吉
債務者北郡三村字松根代理人兼
債務者山本久次郎・同上債務者　
松本久蔵・同上債務者松村与右
衛門他１９名
立会人関香雪
「金沢地方裁判所管内公証人役
場」用箋
「完済証書」（大正元年１２月3日　
株式会社石川県農工銀行）

50.60-38 借用金請取証 明治42年3月30日

河北郡三谷村字松根下田惣次郎・河北郡三
谷村字松根代人抬木與（印）→荒木清三郎
（奥書）（印文）「登記済」「金沢区裁判所森本
出張所」

罫紙綴（４丁） 1

「借用金証」（明治40年2月4日　河
北郡小原谷村字松根債務者荒井
清次郎（印）・代書中村文次（印）
→下田惣次郎
（奥書）（印文）「登記済」「金沢区
裁判所森下出張所」
「明細書」

50.60-39 借用金証 明治43年8月18日
債務者河北郡小原谷村字松根山田長松
（印）・）→林与太郎

袋綴（5丁） 1 明細書あり

50.60-40 借用金証 明治43年12月14日

河北郡三谷村字堀切債務者竹林市之丞（印）
→松田喜作
（奥書）明治４３年１２月１４日（印文）「金沢区
裁判所森本出張所」

袋綴（２丁） 1
「昭和拾壱年弐月弐拾五日　受附
第三六二号　登記済」
代書田近賢智（印）

50.60-41 金子受取証 明治45年4月10日 山田長松（印）・瀧田吉次郎（印）→山本久次 罫紙 1

50.60-42 債権仮差押決定状 明治45年4月25日
金沢区裁判所　判事　近藤熊孺
（奥書）金沢区裁判所　書記　飯田義一（印）

罫紙綴（2丁） 1

債権者金沢市木町中村四郎　
債務者同市中橋町山田長松
第三債務者河北郡三谷村字松根
松田源次郎・同所山本久二
「明治四十五年（仮）第九二号」
「金沢区裁判所裁判裁判所」用箋

50.60-43 債権差押命令状 大正2年3月25日
金沢区裁判所判事近藤熊孺
（奥書）金沢区裁判所書記島惣桃吉（印）

罫紙綴（２丁） 1

債権者金沢市木町中村四郎　
債務者河北郡三谷村字松根当時
金沢市中橋町山田長松
第三債務者河北郡三谷村字松根
松田源次郎・右同山本久二
「大正二年（債）第壱号」
「金沢区裁判所裁判」用箋

50.60-44 債権転付命令状 大正2年3月25日
金沢区裁判所判事近藤熊孺
（奥書）金沢区裁判所書記島惣桃吉（印）

罫紙 1

債権者金沢市木町中村四郎　
債務者河北郡三谷村字松根当時
金沢市中橋町山田長松
第三債務者河北郡三谷村字松根
松田源次郎・右同山本久二　
「大正二年（債）第一号」
「金沢区裁判所裁判」用箋
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50.60-45 金員借用証書 大正2年12月25日

河北郡三谷村字堀切債務者竹林市之丞
（印）・同郡同村字土子原　橋向作次郎（印）・
同郡同村字松根　山本久二（印）・同郡同村
字曲子原山本小左衛門→斎田喜右衛門

一紙 1

50.60-46 金子受取覚 （大正３年）３月２３ 細田栄太郎→松本久次郎 切紙 1

50.60-47 金借用証書 大正3年4月10日
河北郡三谷村松根山本久次郞（印）→西砺波
郡北蟹谷村臼谷村砂田栄次郞

罫紙 1 大正３年８月２１日領収済

50.60-48 金員借用証書 大正4年8月22日
河北郡三谷村字松根借用人山本久二（印）→
高木二三郎

一紙 1

50.60-49 債券借用証書 大正4年12月27日 三谷村字松根宮村与次郞（印）→今井弥作 罫紙 1

50.60-50 1.2
金子借用証
①金子借用証
②利息分領収証

①大正５年１月３１
日
②大正５年２月１日

①河北郡三谷村字土子原債務者橋向作次郎
（印）・河北郡松根保証人山本久二→債権者
松村久
②松村久

①一紙
②一紙

2

50.60-51 1.2
借用金弁済延引に付返済契約書
①借用金弁済延引に付返済契約書
②借用金弁済延引に付謝罪兼契約書

①大正５年４月２日
②大正５年４月

①橋向作次郎→山本久次郎・竹林市之丞
②橋向作次郎

①罫紙
②罫紙

2

50.60-52 金子借用金之証書 大正5年7月14日

河北郡三谷村字松根借用人井田仁三郎
（印）・同郡同村同字同松本久藏（印）・同郡同
村同字同山本久次郎（印）・同郡同村同字同
宮崎幸次郎（印）・同郡同村同字同松村与右
衛門（印）・同郡同村同字同中町長七（印）・同
郡同村同字同清水伊三郎（印）・同郡同村同
字同北村宗次郎（印）・同郡同村同字同下田
惣左衛門（印）・同郡同村同字同松田源次郎
（印）・河北郡三谷村字松根借用人宮村与次
郎（印）・同郡同村同字同俵作次郎（印）・同郡
同村同字同今井弥作（印）・同郡同村同字同
田中市次郎（印）・同郡同村同字同今村甚蔵
（印）・同郡同村同字同山本幸次郎（印）・同郡
同村同字同松元与三次郎（印）・同郡同村同

袋綴（3丁） 1

50.60-53 金員借用証書 大正5年10月3日
河北郡三谷村字松根借用人山本久次郎
（印）・河北郡三谷村字松根保証人山本久二
（印）→高木二三郎

一紙 1
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50.60-54 定期借入請求書 大正６年１月

河北郡三谷村字松根今村甚助（印）・同郡同
村字松根山本久二（印）・同郡同村字松根井
田久四郎（印）他１７名→三谷村長大西幸参
（奥書）大正６年１月１６日　河北郡三谷村長
大西幸参

袋綴（１０丁） 1

（朱書）「前書ノ通リ相違ナキコトヲ
証明ス」
「資力調査書」（大正６年１月１６日　
右惣代今村甚助（印）→三谷村長
大西幸参
（奥書）大正６年１月１６日　河北郡
三谷村長大西幸参）
「申合規約」（大正６年１月１６日　
右惣代今村甚助（印））
「委任状」（河北郡三谷村字松根
山本久二（印）・河北郡三谷村字
松根井田久四郎（印）・河北郡三
谷村字松根中町長七（印）他２０名
（奥書）大正６年１月１６日　河北郡
三谷村長大西幸参
（朱書）「右山本久二外拾八名ニ対
スル名下ニ押捺ノ印鑑ハ当役場備
付ノ印鑑簿印鑑ト相違ナキ事ヲ証

50.60-55 金員借用証書 大正6年2月8日
河北郡三谷村字松根借用人山本久二（印）→
高木仁三郎

一紙 1

50.60-56 貸付金受領証 昭和8年10月20日

河北郡三谷村字竹又杉田喜作（印）→竹林市
之丞
（奥書）昭和11年2月25日　（印文）「金沢区裁
判所」

一紙 1 「（受附）第三六二号　登記済」

50.60-57 負債整理組合事務提要 昭和１０年１０月 石川県 冊子（８５頁） 1 第2輯

50.60-58 保証責任松根負債整理組合脱退届 昭和11年8月20日
金沢市手木町宮村定丸（印）→保証責任松根
村負債整理組合長山本久二

一紙 1

50.60-59 農村負債整理組合関係法規 昭和１３年２年１日 石川県経済部 冊子（８７頁） 1
50.60-60 不足金指出方申付状 明治１３年８月月１５ 中本七右衛門→前田八左衛門 切紙 1

50.60-61 負債整理組合事業報告書 昭和15年3月20日
河北郡三谷村字松根責任負債整理組合組合
長理事→石川県知事

袋綴（7丁） 1 「第五回通常総会ノ状況報告」

50.60-62 負債整理組合事業報告書等関係書類綴 昭和16年3月15日
河北郡三谷村字松根保証責任松根負債整理
組合　組合長理事山本久二→石川県知事

袋綴（８丁） 1

①負債整理組合事業報告書
②「甲　財産目録」
③「乙　貸借対照表」
④「丙　事業報告書」
④「丁　余剰金処分案」
⑤「第六回通常総会に付状況報
告書」（議長山本久二（署名印）・
中町仁次郎・俵与作
（奥書）保証責任松根負債整理組
合理事山本久二･理事松本卯吉・
理事松村与
⑥「農村負債整理組合法執行規
則第二十二条ノ事項報告書」（　→
石川県知事）
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50.60-63 負債整理組合事業報告書等関係書類綴 昭和20年3月10日
河北郡三谷村字松根保証責任松根負債整理
組合　組合長理事山本久二（印）→石川県知
事平井章

仮綴（８丁） 1

①「負債整理組合事業報告書」
②「甲　財産目録」
③「乙　貸借対照表」
④「丙　事業報告書」
⑤「総会決議報告書」
⑥「丁　余剰金処分案」
⑦「第九回　通常総会に付状況報
告書」（保証責任松根負債整理組
合理事山本久二（印）・理事松田
卯吉（印）
（奥書）保証責任松根負債整理組
合理事山崎小三郎（印）・監事清
水伊三郎（印））
⑧「農村負債整理組合法執行規
則第二十二条ノ事項報告」（昭和
20年3月1日　河北郡三谷村保証
責任松根負債整理組合組合長理
事　山本久二（印）→石川県知事
平井章）
（封筒）「河北郡三谷村役場→字
松根山本久二」
石川県庁内金沢財務出張所宛封

50.60-64 石川県負債整理組合協会規約 （昭和） 石川県負債整理組合協会 冊子（５頁） 1
50.60-65 貸付金差引覚書 年未詳 （印文）「室井」 切紙 1
50.60-66 取替金等差引書上 年未詳 罫紙綴（6丁） 1 土子原

50.70-1 1～5

歌風台石碑拓本
①歌風台哥
②落歌風台　
③歌風台作并序　
④歌風台二首　
⑤歌風台三首

①年不詳
②嘉靖丁未歳閏９
月１１日
③光緒３年孟春月
下浣
④年不詳
⑤年不詳

①不明
②門生周■■首敬跂
③安陸孔広仁題
④蓉域施篤■書
⑤福清葉向■

①一鋪（５４×１４５
㎝）
②一鋪（５８．５×１
０１㎝）
③一鋪（５０×７６
㎝）
④一鋪（３８×９０
㎝）

5

50.70-2 小学校入用帳 明治１０年９月 松根村 長帳（１８丁） 1
50.70-3 松根村学齢人員調査報告 明治１４年１月１０日 中本七右衛門 こより綴（２丁） 1
50.70-4 カタカナ覚書 明治１４年 山本久次郎 一紙 1 イロハニ
50.70-5 朝日新聞 明治１８年１０月17 発行所大阪北区中之島朝日新聞社 新聞紙（４頁） 1

50.70-6 1～3 尋常小学読本　（巻之一・二・五） 明治２０年５月
文部省編輯局・発売所東京市大日本図書株
式会社

冊子 3

文部省大臣官房図書課蔵版
巻５→明治28年８月翻刻発行兼印
刷者金沢市横安江町近八郎右衛
門・同市南町池善平他１１名

50.70-7 尋常小学読本　（巻之三） 明治２０年５月
文部省編輯局・販売所東京市大日本図書株
式会社

冊子（５３丁） 1 文部省大臣官房図書課蔵版

50.70-8 出席生徒日数調査表 明治２５年４月 第三号学級学務委員会 袋綴（6丁） 1

５０．７　教育・文化
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50.70-9 1～3 尋常小学修身　（巻二～四） 明治２６年８月
編輯者重野安繹・発行兼印刷者東京市八尾
新助・発売所東京市八尾書店

冊子 3

50.70-10 小学国文読本　（巻之八） 明治２６年１０月
著作者東京市山形悌三郎・発行兼印刷人東
京市小林義則・発行東京市文学社

冊子（４５丁） 1 全８冊中８巻目

50.70-11 臨機応用連成用文 明治３２年５月10日
著作者的場鉎之助・発行者大坂市中村芳松・
発行所大坂市中村鐘美堂

冊子（３６２頁） 1

50.70-12 1～３ 新撰帝国読本　（巻一～三） 明治33・3４年
編者東京市学海指針社・発行兼印刷者東京
市式会社集英堂

冊子 3 高等科　全４冊　巻４欠

50.70-13 訂正増補日本小歴史 明治３６年１１月
著作者松本仁吉・発行者大阪市石田忠兵衛・
発行所大阪市積善館

冊子（２８４頁） 1

50.70-14 1～4 小学地理　(一～四） 明治３７年１月
著作兼発行者文部省・発行所東京市日本書
籍株式会社

冊子 4

50.70-15 1.2 小学日本歴史　（一・四） 明治３７年１月
著作兼発行者文部省・発行所東京市日本書
籍株式会社

冊子 2

50.70-16 1.2
高等小学書き方手本　（第一学年用下・第二学年用
上）

明治３７年１月・３９
年６月

著作兼発行者文部省・発行所東京市日本書
籍株式会社

冊子 2

50.70-17 1～7 高等小学読本　（一～八）
明治３７年１月～３９
年７月

著作兼発行者文部省・発行所東京市日本書
籍株式会社

冊子 7 第７冊目欠

50.70-18 帝国百科全書（第２５編）　日本歴史 明治３８年８月
著者木寺柳次郎・発行者東京市大橋新太郎・
発行所東京市博文館

冊子（３７０頁） 1 東京博文館蔵版

50.70-19 高等小学算術書　（第一学年） 明治３８年１１月 著作兼発行者文部省・発行所大阪市修文館 冊子（８１頁） 1

50.70-20 国定小学日本歴史問答　（下巻　第三・四学年用） 明治３９年１月
著作者歴史研究会・発行者大阪市大塚宇三
郎・発行元大阪市田中栄堂松本謙堂著．大
阪積善館発行他

冊子（１４９頁） 1

50.70-21 学資補給出願方に付通知（後欠） 大正9年4月9日 河北郡三谷村長大野啓（印）→松根区長 切紙 1
50.70-22 教育勅語御趣旨宣伝講演会開催に付通知 大正9年11月3日 河北郡三谷村長大野啓（印）→字松根区長 一紙 1

50.70-23 1.2 尋常小学算術書　（第三年・四学年） 昭和２年１月
著作兼発行者文部省・発行所東京市日本書
籍株式会社

冊子 2

50.70-24 下位春吉氏熱血熱涙の大演説 昭和８年１０月
編輯兼発行人淵田忠良・発行所東京市大日
本雄弁会講談社

冊子（１３２頁） 1 キング第９巻第１０号附録

50.70-25 くにのあゆみ　（下） 昭和21年９月
著作兼発行者文部省・発行所東京都小石川
区日本書籍株式会社

冊子（５３頁） 1

50.70-26 中等英語自習書　（第一学年用　第一巻） 昭和２２年５月
編集部代表者金沢市上鷹匠町津嘉山朝祐・
発行者金沢市広坂通り佐藤喜一・発行所金
沢市広坂通り福音館書店

冊子（６４頁） 1 六三制教訓書準拠

50.70-27 石碑拓本 乙月秋日 越虞李存性題 一鋪（５０×９２） 1
50.70-28 私立河北郡教育会規則草按（後欠） 年未詳 切紙（印刷） 1
50.70-29 算法旱覚書 年未詳 長帳(７丁） 1

50.70-30 浄瑠璃本　門出八嶋 年未詳 小本（木版）２９丁 1
源平　八嶋合戦之段
「明治２９年９月１４日　河北郡小原
谷村字松根松本久太郎」書入有

50.70-31 石碑拓本（断簡） 年未詳
一鋪
（４２×４０）
（１３１×１０７）

1
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50.80-1 尾山神社茶釜奉納に付御助力願 明治１３年 石川・河北郡世話人 切紙（印刷） 1
50.80-2 崇叡会勧進簿 明治１６年３月 比叡山延暦寺大勧進 袋綴（３丁） 1

50.80-3 天徳院堂宇等瓦新設葺換願出に付願書還付方通知 明治16年６月26日
庶務科首座金沢区書記大森孝次郎→戸長大
味惇一郎

罫紙綴（10丁） 1
「天徳院堂宇等瓦新設葺換願書」
明治16年6月20日　上野町外三ケ
町戸長大味惇一郎→石川県令岩

50.80-4 秋米志受取状 明治１７年３月５日
東別院河北詰所（印）・講中当番→松根村御
同行中

切紙 1 （裏書）松根村人々持高書上

50.80-5 民家説教御届 明治17年5月
河北郡谷内村真宗大谷派養楽寺住職権少講
義渓内観恵（印）・同郡松根村家主杉村与三
右衛門（印）→石川県令岩村高俊

仮綴（2丁） 1

「写」（明治17年5月26日　河北郡
谷内村真宗大谷派養楽寺住職権
少講義渓内観恵・同郡松根村家
主杉村与三右衛門→河北郡長小
川清太）
（奥書）明治１７年5月２７日　石川
県河北郡長小川清太

50.80-6
河北郡松根村相続講金甲乙組漸納第三回以後名仕
訳書

明治２１年８月７日
河北郡今泉村本覚寺支坊森田了円（印）→河
北郡松根村同行中

罫紙綴（１３丁） 1

50.80-7 本山再建志に付本願寺御印書
子（明治２１年）１０
月２２日

本山再建志納場（印）→松根村同行中 切紙 1

50.80-8 秋初稲穂志披露状 明治２２年１２月１１ 金沢別院志納方（印） 切紙 1

50.80-9 先祖代々法志請取状 明治２３年２月２７日
信州善光寺寿量坊（印）→小原谷村字松根松
村与三郎

切紙 1

50.80-10 一村内志法志請取状 明治２３年２月２７日
信州善光寺寿量坊（印）→小原谷村松根松村
御中

切紙 1

50.80-11 有志簿 明治２３年6月
事務所（印文）「見真大師旧跡建碑事務所派
出員」

袋綴（８丁） 1
未使用
（朱書）「北第三百二十五号」
見真大師（親鸞）

50.80-12 当院慧灯大師四百年忌法要執行に付御志納依頼
（明治２５年）４月２３
日

大谷派本願寺金沢別院（印）→松根村用掛・
同行中

切紙 1

（包封）「明治二十五年六月十日ヨ
リ十五日マテ　慧灯大師四百回忌
御法会志　大谷派本願寺金沢別
院」

50.80-13 金子受取書 明治２５年６月
小原谷村字切山光闡寺→小原谷村松根同行
中

切紙 1

50.80-14 秋初穂志受納状 明治２６年１１月１３ 金沢本願寺別院（印）→松根村御同行中 切紙 1
50.80-15 秋初穂志仮披露状 明治２６年１１月１３ 金沢別院志納方（印）→河北郡松根村同行中 切紙 1
50.80-16 綽如上人御法要御侍受志受取状 明治２６年１１月１４ 井波別院志納場（印）→河北郡松根村御同行 切紙 1
50.80-17 前御門跡様御遷化に付御香奠上納取纏方案内状 明治２７年１月１６日 大谷派金沢別院志納所→松根村御同行衆中 切紙 1

50.80-18 御香奠志仮披露状 明治２７年１月２６日
金沢相続講事務取扱所（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-19 進納懇志領収標
明治２７年１０月２６
日

小金村字小坂光琳寺支坊（印）→松根村御同
行中

切紙 1

50.80-20 秋初穂米受取状 明治２７年１１月
東別院河北詰所講中当番（印）→松根村御同
行中

切紙 1

50.80-21 懇志仮披露状 明治２８年３月２１日 金沢相続講事務取扱所（印）→河北郡松根村 切紙 1

50.80-22 御祝儀志仮披露状 明治２８年４月１６日
金沢相続講事務取扱所（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-23 征清軍人戦死者追吊会開催に付案内状 明治２８年６月２６日
金沢相続講事務取扱所（印）→河北郡松根村
同行御中

切紙 1 ３０日津幡町弘願寺に於いて

５０．８０　宗教
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50.80-24 本山御凌トシテ上納方依頼状 明治２８年１０月 大谷派別院志納方（印）→松根村御同行中 切紙 1

50.80-25 畳志披露状 明治２８年１１月６日
大谷派金沢別院志納方（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-26 畳志披露状 明治２８年１１月８日
大谷派金沢別院志納方（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-27 御手許人志仮披露状 明治２８年１１月８日
金沢相続講事務取扱所（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-28 法事志披露状
明治２８年１１月１８
日

大谷派金沢別院志納方（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-29 秋米志披露状
明治２８年１１月１８
日

大谷派金沢別院志納方（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-30 秋初穂志受取状 明治２８年１１月１８ 東別院河北詰所講中当番→松根村御同行中 切紙 1

50.80-31 1.2 教学振起に付教学資金寄附依頼状 明治２９年３月
①金沢別院内本山志納場→松根村同行中
②大谷派金沢別院内本山志納場→松根村同
行中

切紙 2

50.80-32 本堂再建寄附金受納状 明治２９年７月１３日 砂子谷万行寺（印）→松根村惣同行中 切紙 1

50.80-33 御三回忌志披露状 明治２９年７月２０日
大谷派金沢別院志納方（印）→河北郡松根村
同行中

切紙 1

50.80-34 教学資金寄附申込書 明治２９年 →執事渥美契縁 切紙 1
50.80-35 読経加人票 明治２０年代 金沢別院→河北郡松根村下田惣左衛門 切紙 1 読経代相納
50.80-36 御本山志納帳 明治30年1月 長帳（２５丁） 1

50.80-37 日本大菩提会趣意書 明治33年6月11日
釈尊御遺形奉迎事務総理兼日本大菩提会会
長妙法院門跡村田寂順

一鋪（39.5×54.5） 1

50.80-38 本堂再建寄附金志記帳 明治３７年１月
仏性寺（印文）「臼谷村仏性寺再建係」→松根
村惣御同行中

長帳等（2丁） 1

50.80-39 御本山志納金書上綴 明治37年2月28日 長帳（6丁） 1 明治３７年～４０年
50.80-40 神宮敬神会加入案内書 明治４０年３月 神宮敬神会長正五位男爵松本章彦（印） 一紙 1

50.80-41 明治四十一年度村社八幡神社収支予算書 明治４１年３月

河北郡三谷村字松根鎮座村社八幡神社々掌
十握来三郎（印）・右氏子惣代山本久次郎・松
村与右衛門・宮村喜三右衛門・松本久蔵→河
北郡長山根松太郎

罫紙綴（５丁） 1

50.80-42 御本山志納金書上綴 明治４１年１１月 長帳（１３丁） 1 明治４１年～４４年
50.80-43 御堂再建寄附金依頼帳 明治43年9月29日 朝日畑乗光寺説教場 長帳 1

50.80-44 神社敷地反別誤謬訂正出願に付訂正願 明治44年2月27日
河北郡三谷村字松根八幡社社掌十握来三郎
（印）→金沢税務署長山口愛治

罫紙 1
（付箋）「金沢税務署（印）→金沢
区方森本出張所」

50.80-45 加印者改印届 明治44年4月17日
管理者十握来三郎（印）・加印者山本久次郎
（印）→局御中

罫紙 1

50.80-46 相続講金披露状綴 明治
金沢相続講事務所扱所（印）→河北郡松根村
近本庄助他

こより綴（１０丁） 1

50.80-47 社掌報酬金領収証 大正4年1月25日 社掌十握代理人松本昌俊（印）→松根区長山 罫紙 1
50.80-48 捺印之上返送依頼 大正6年7月29日 十握→山本久次郎 切紙 1
50.80-49 神職会費未納に付督促状 大正8年4月1日 八幡神社社掌→字松根区長 罫紙 1

50.80-50 除蝗祭執行に付案内 大正9年6月29日 社掌→松根区長・氏子惣代 罫紙 1
50.80-51 本堂再建世話方依頼状 大正9年7月1日 大谷派金沢別院再建事務局（印）→山本久次 切紙 1
50.80-52 社掌俸給領収証 大正10年1月30日 河北郡三谷村松根十握来三郎（印） 罫紙 1

50.80-53 帳記済御案内証 大正11年1月30日
十握来三郎（印）→三谷村松根区長山本久次
郎・氏子中

罫紙 1
家屋建築費寄附受納に付会計簿
登記済

50.80-54 大谷派本願寺門徒有資格者名簿 大正11年9月15日 金沢教務所 冊子（128頁） 1 金沢教務所管区内
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50.80-55
御遷仏御祝儀進納者取扱内規及び御遷仏式並供養
会次第

昭和２年９月 大谷派金沢別院 切紙 1

御遷仏式並供養会（昭和２年１１月
１０日）
（裏）御遷仏式並供養会行列絵図
（オフセット印刷・彩色）

50.80-56 俸給額届 昭和3年9月23日
社掌十握来三郎（印）・氏子惣代松本久蔵・山
本久次郎・松村与右衛門→石川県知事七山
佐之助

罫紙 1

（封筒）「八幡神社々掌十握来三
郎→河北郡三谷村字松根区長山
本久次郎」
（付箋）「十握→区長」

50.80-57 再建志披露に付本願寺御印書 未１０月２０日 本山再建志納場（印）→松根村同行中 切紙 1 近世

50.80-58 祈年祭幷出征軍人祈願祭執行に付通知 3月10日 社掌十握来三郎→松根区長・氏子惣代 罫紙 1
封包あり
「河北郡三谷村松根区長松本久
蔵」宛

50.80-59 申請書提出方依頼状 4月28日 十握社掌→山本区長 一紙 1 封筒あり

50.80-60 慧灯大師四百年忌御法要執行に付懇志依頼状 ５月
大谷派金沢別院事務所（印）→松根村松本久
兵衛・直参門徒

切紙 1

50.80-61 神社拝殿新築落成に付寄合角力興行案内状 8月16日 三谷村字鳴瀬青年団→上様 切紙 1
50.80-62 見真大師慧灯大師諡号会開催に付参詣依頼状 11月7日 仏性寺→松根村惣御同行御中 切紙 1 包封
50.80-63 上棟式志受納状 11月13日 金沢本願寺別院（印）→河北郡松根御同行中 切紙 1
50.80-64 金子上納依頼 年未詳 金沢別院諸事掛り（印）→松根村 切紙 1 申三月十日迄ニ
50.80-65 御山御祝儀志書上 年未詳 河北郡松根村 折紙 1

50.80-66 1.2

国威顕揚表祝会及び征清軍忠死者追吊会執行一件
①国威顕揚表祝会及び征清軍忠死者追吊会執行に
付参詣案内
②国威顕揚表祝会及び征清忠死者追吊法要饗応券

①年未詳
②年未詳

①河北郡真宗大谷派第九番組寺院→山本久
次郎
②大谷派第九番組寺院→山本久次郎

①切紙
②切紙

2
①封筒「河北郡真宗大谷派第九
番組寺院二十五ケ寺→松根山本
久次郎」

50.80-67 保管証券償還当籤通知書 年未詳
為替貯金局→河北郡松根八幡神社管理者十
握来三郎

切紙 1

50.80-68 本山懇志書上綴 年未詳 松根村惣中 こより綴（４丁） 1
50.80-69 天照皇大神宮永代大々御神楽奉奏加名簿 年未詳 伊勢山田岩淵神子ケ阪神宮敬神会本部 袋綴（５丁） 1
50.80-70 寄附金簿 年未詳 第二十七教区神宮教金沢本部 こより綴（３丁） 1

50.80-71 松本久兵衛宛封筒 年未詳
加賀国金沢市大谷派本願寺別院寺務所→河
北郡松根村松本久兵衛

封筒 1

50.80-72 三仏尊彼岸会御仏供米志（包封） 年未詳 大谷派金沢別院志納方→松根村 切紙 1

50.80-73 松根区長宛封筒 年未詳
金沢市横安江町真宗大谷派別院内金沢教務
所→河北郡三谷村字松根区長・御世話方中

封筒 1

50.80-74 善光寺日月茶牌有志名簿 年未詳 善光寺寿量坊（印） 袋綴（2丁） 1
「善光寺如来堂永代定式」あり
未使用

50.80-75 浄土和讃 年未詳 列葉装（６７丁） 1
50.80-76 御文集 年未詳 小本（木版）（２２０丁）1
50.80-77 御本山懇志書上 年未詳 仮綴（５丁） 1
50.80-78 御本山志納金書上 年未詳 折紙 7
50.80-79 御本山志納金書上 年未詳 長帳（３丁） 1
50.80-80 神社志納金書上 年未詳 長帳（４丁） 1
50.80-81 御本山志納金書上綴 年未詳 長帳（４丁） 1
50.80-82 官国弊社以下神社祭礼日書上 年未詳 罫紙 1
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