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前回大膳家文書目録

【近世】
フ?のレパo.

A 藩主書状 1-.，， 29 29件 L

B 系図 1-"'21 2 1件 2.(t"，め・ヲ(q"，¥の叫uらゆjJ
C 由緒 1-"'25 25件旨(t.... Ll)・ら(l.""la)・?(Iqwlり

炉( D 知行宛行状 1-.，， 26 26件 8

E 遺書 1-"'28 28件 q

F 屋敷 1-.，， 8 8件 lO

G 家政 1-"'13 1 3件 II (t r-.-斗〉・ 1三れ"，lヲ〉

H 免許状 1-.，， 30 30件ほぐいrb)・ Itt-(tワバサ
I その他 1-"'1 8 1 8件 lt;(l~g. )O 1ら什ん1~) 

J 絵図 1-.，， 44 44件 17(1，.，1の.Le(tいZ.R)・

計 242件
l q (2 ~ μ千年)

【近代】

件
A 辞令書 1-"'85 8 5件 A
B 与力知請願 1-.，， 29 29件 B

C 訴訟一件 1-"'20 20件 C

D 野田山墓地 1-"'22 22件 p
E 勧業 1-"'11 1 1件 E
F 学芸 1-"'12 1 2件 FI (( "， (1 )・

計 179件
下主 午W(l2.)

合計 4 2.1件



前回大膳家文書目録〈近世〉

資料名 年代 形態 フ71ftレHo.
A 藩主害状

1犬千代糠御筆古歌 年末群 竪紙

来上包あり上書『先敵大腿様J

2前田君j常書状 卯月24日 折紙

松筑前守利光(花押)-前回大和守人々御中

※懸紙『御書写』

3前田光高札状 12月27日 折紙

筑前光高(花押) -前田主膳

※上包『故主膳線御頂露御書三通J(3-4を同封)

来歳暮嘉祥小袖、簡ニ到来の礼状

4前田吉治〈吉徳〉礼状 (元禄15年(1702)カ)12月29日折紙

炉( 
吉治〈花押)-前回大腿

来上包『敵主膳線御頂能御書三通J(3-4を同封〉

滋当事初而御目見、官位被何出、祝間・太刀・馬・肴到来礼状

s前田綱紀札状 2月14日 折紙

犬千代〈綱紀)(花押〉吋前田主膳

来上包『先故主踏様御代御書五通J(5-9を同封〉

※菓子・肴到来の礼状

6前田綱紀礼状 10月7日 折紙

加賀綱剥(花押)-前田主踏

来上包『先故主膳様御代御書五通J(5-9を同封〉

7前田綱紀乳状 10月9日 折紙

加賀綱利(花押}弓前田主膳

来上包『先故主膳織御代御書王通J(5-9を同封〉

楽壷口切茶到来礼状

8前田綱紀礼状 11月25日 折紙

加賀綱利(花押) -前田主膳ム枇包『先故主醐御代蹄五日目9を剛

来壷切茶肴一種到来礼状

9前田綱紀礼状 11月28日 折紙

加賀綱利(花押〉ーー前田主謄

※上包「先故主膳様御代御書五通J(5-9を同封〉

業同氏沖之丞知行の札として塩引鍵到来礼状

10前田綱利(綱紀〉礼状 正月27日 折紙

加賀絹刺(花押)-前田主踏

※懸紙「先故大膳様御有世之肉御書三通J(10-12を同封〉

来梅鱈一箱到来礼状

11前田鍋利〈綱紀)礼状 4月7日 折紙

加賀鋼利(花押)-前田主踏

来懸紙『先故大膳線御有世之内御書三通J(10-12を同封〉

楽肴両種到来礼状

12前囲網利〈綱紀)礼状 10月8目 折紙

加賀綱利〈花押)-前田主踏

楽懸紙『先故大膳織御有世之内御書三通J(10-12を同封〉

来壷口切茶・肴到着の礼状



フ例 lレト(0.

13前田宗辰筆物 事保17(1732)年7月10日 周面

楽愚物『勝丸織御八之御鼠御.享保十七年七月十日』

来周面『福寿J

14前田宗辰礼状 (元文2(173'η年)8月21日 折紙

前田宗辰吋前田監物

※包封あり

策御目見・官位何出候に付祝飼

15家督転佳祝儀到来に付前田宗辰礼状(印判状) 12月25日 折紙

司前田監物

業包紙「敢監物様御代御書三通J(15-17を同封〉

16家督・叙佳・入国祝儀到来に付前田霊源礼状〈印判) 5月15日 折紙

司前田監物殿

来包紙『故監物様御代御書三通J(15-17を同封)

17家督佳叙祝儀到来に付前田霊基〈霊教〉礼状 7月27日 折紙

吋前田主鈴殿

炉人f 議包紙『故監物絡網代御書三遁』【15四 17を開封〉

18前田重線礼状 正月11日 折紙

前田重線『前田主鈴

滋包封あり

来故監物遺領申付に付

19前田治情礼状 9月13日 折紙

印(治傭)-前田主蹄

業懸紙r前田主膳殿』

来家督佳叙入国之祝倍以使者末万馬弁肴到来欣入候

20結納相済に付、祝儀(肴一種〉到来の礼状 正月15日 折紙

印(印文芳広〉司前田鍋部

※包紙「故掃部様御代御書穴通J(20-25を同封)

業包紙『前回掃部臆』

21婚鋼相聾の祝儀として太万馬到来の礼状 E月初日 折紙

印(印文斉広) -前田掃部

来包紙『故掃部様御代御書六通J(20-25を同封〉

議包紙『前田鍋部殿』

ド輔叙佳λ国刀軍 9月13日 折紙

印(印文斉広)-前田掃部

業包紙『故掃部様御代御書六通J(20-25を同封〉

業包紙『前囲網部殿』

23勝千代出生祝儀到来の礼状 12月25日 折紙

印(印文斉広)-前田錦部

来包紙「敵掃部織御代御書六遺J(20-25を同封〉

※包紙『前田掃部殿』

24家督叙佳入国の祝儀〈太刀馬肴〉到来の礼状 4月18日 折紙

印(斉暴)-前田掃部

来包紙『故掃部様御代御書六通J(20-25を同封〉

来・包紙『前田掃部殿』

25初御目見官位拝領の祝儀の太刀・馬到来の礼状 11月19日 折紙

前田斉泰司前田掃部

業包紙『故掃部織御代御書六通J(20-25を同封)

滋包紙『前田掃部殿』

26包封〈加賀様御手跡〉 年未詳 一紙

2 



27御続書按草

策斉泰・鹿寧・利鼠等の子女書上

28前田正甫礼状

〈富山港主〉松大薦文輔季久〈花押)-前回大膳

諜懸紙「大蔵大輔様御書J

議近日江戸歩勤見廻のため両種到来、その礼状

鈎年頭祝儀二付礼状写

中将司長甲斐守

諜包紙あり

B 系図

1系図帳

前田監物

2系図帳

Fや〆 前田監物
3系園恒

前田主脂

4系図帳

前田掃部

5系輯

寄合前田熊次郎

6系措

前田周防守孝恩

7系図帳

前回帰部

8系図晦
.，-

前田掃部

9系図帳

前回式部

10系図帳

前田式部

許可式部繊細系図写

前田式部

12系図

前田式部

13系図

前田監物

来女性の名入り

14系図

前田監物

15系図

前田監物

16系図帳

楽表紙付襲

『安政二年系図・立御用之旨御用部屋申甑ニ付指上候控J

『慶応三T卯年八月御用部屋富田治部左衛門・立指上候様申聞其節之控也』

『安政四年孝連君御出生年月等御聞込御指出付御年増御座候事故一応御尋之処御実年

御調込可燃旨加藤三郎左衛門殿被申聞候由御意依而今度却而掛紙三通御調込御達J

3 

7rイルト10.

年未詳 罫紙鎮(4T)

4月期日 折紙

正月4日 折紙

延事4(174'η年 横帳(7丁) ヨー

延事4(174'η年 横帳(4T) 2 

明和8(1n1)年 横帳(7T) Z 

事和2(1802)年 横帳(14T) Q. 

享和3(18回}年 袋線(20丁〉
乞

文化8(1811)年 袋線(26T) て己

文政7(1824)年 舗帳(14丁} 乞

文政7(1824)年 横帳(14T) え

天保13(1842)年3月 袋綴(14T) 3 

天保13(1842)年3月 袋線(13T) 3 

天保13(1842)年3月 袋線(10T) 3 

弘化3(1倒的年2月 袋線(15T) 3 

弘化3(1倒的年3月 袋線(1ST) ヲ

弘化3(1846)年3月 袋甑(19T) 3 

弘化3(1倒的年 袋線(17T) 3 

慶応3(186η年8月 袋綴(24T) し十



フFイ1レ，..，0.

17兵部篠御系図写 年末酵 袋線(14T) しト

18系図略 年未詳 袋線(9T) L十

前回大和守

19御系図 年末群 袋綴(15T) 4-
20系図下帳 年末鮮 袋線(15T) 」十

21前回大膳家系図 年末群 続紙 L十
※筒有

c 由緒

1前田主膳{大臆〉由緒一類附書よ控(案〉 寛文句元禄期 続紙 毎

楽大膳が主踏と名集った事を示す一類附。 14歳で三千石拝領した来歴まで書き上げる.

2先祖由緒弁ー額附帳 室永，4(170η年2月11日 袋線(4T) I) 
前回大膳司前田英作守

3先祖由緒井一類附之帳 室永7(1710)年12月29日 袋線(8T) 守
楽付襲『事保元年8月』

再.(4先祖附一蹴之帳 享保9(1724)年10月19日 袋線(9T) 与一
御大小将組前田権太夫『

5由緒ー頬附之帳 事保16(1731)年6月晦日 袋綴(13T)

前田監物孝雷『

6先祖由緒一類附据 寛保3(1743)年間4月29日 袋綴(12T) 片
7先祖由緒一類附頓 寛廷3(175P>年 袋線(13T) ? 

前田主鈴『前田対馬守

8先祖由緒弁一類蹄犠 室暦12(1762)年 袋績の1T) ち7
前田主膳『

9先祖由緒弁一類附帳 明和3(176町年3月 袋線(9T) 写
前田主踏『前田騒河守

10先祖由緒持一類附櫨 天明2(1782)年9月 袋綴(11T) ゲ

前田主踏『長大隅守

11先祖由筒井一類附帳 天明氏1782)年12月 袋1I(12T) ;-
w 前回大弐『長大隅守

12先祖由緒弁ー類附根 天明2(1782)年 袋綴(9T) ら手 前 回錨
13前田故主膳先祖由緒一類附#私一類附帳 寛政元(17回}年6月24日 畿銀(17T) ら

前田婦部『前回大炊

14先祖由緒井一類附帳 文化5(1808)年2月 袋線(13T) ら
前目指部ー

15先祖由緒井一類耐帳 文政:5(1822>年11月 袋線(12T) ら
前田掃部『

16先祖由緒井一類附帳 天備(1834)年4月 袋線(12T) ら
前田監物『前田英作守

17先祖由緒弁一類附晦 弘化4(184η年2月 袋線(14T) ら
前田監物『前田英作守

18先祖由緒井一類附櫨 安政2(1855)年2月 袋線(17T)

前田監物司前由美作守

19先祖由緒井一類附根 安政5(1858)年9月 袋線(19T)

前田監物『前田土佐守

20先祖由筒井一類附帳 安政6(1859)年7月 袋線(19T)

前田監物『本多倍磨守

4 
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21先祖由緒井一額附帳 鹿応4(1868)年4月 袋線(14丁〉 り
前田監物『前回弾蕃

包先祖由緒井一類附帳 明治2(1869)年2月 袋線(14T) つ
前田監物『前回弾蕃

23先祖由緒井一類附帳 明治2(1869)年4月 袋線(19丁〉

前田忠山翁『積山三左衛門

24先祖由緒#一類附晦 明治3(1870)年10月 袋線(15丁〉 つ
前田監物『士族方

笥先祖由緒#一類附帳 明治4(1871)年10月 袋線(6T)

前田外喜男『金沢県方

D 知行宛行状

1前田光高知行宛行状 寛永20(1643)年11月10目 折紙 2子
時前田主 膳

F( 
来上包『前田主謄撮』

来領圏内三千石〈肉与力分千石}

9 2前田綱利知行宛行状(判物〉 延室元(1673)年10月21日 折紙

『前田沖之丞

滋包紙ウワ書『延室元年御判物前田仲丞拝領』

楽四百石

3家督弁転佳祝儀献上の御礼取次に付書状 3月15目 一紙 ~ 
ー横山大和守・西尾隼人

4前田綱紀知行宛行状写 元禄:7(1694)年10月9日

御印『前田浅丞

※上包『御判物等写穴通J(4-9を同封〉

来亡父沖丞遺領四百石

5前田吉徳知行宛行状写 事保9(1724)年8月朔日 一紙 F 
御印→前田権大夫

来上包『御事j物等写穴通J(4-9を同封〉

楽亡父浅丞遺領四百石

6前田吉徳知行宛行状写 享保9(1724)年8月朔日 一紙 2ト

F 〈
御印『前田権大夫

来上包『御判物等写六通J(4-9を同封〉

務元禄13年12月27目前田権八郎宛(百三十石宛行〉の宛行追認

7前田吉徳知行宛行状写 事保9(1724)年11月25日 一紙 ~ 
御判『前回権大夫

※上包『御事l物等写穴通J(4-9を同封〉

※故大膳遺領三干石

8前田吉徳知行宛行状写 事保9(1724)年11月25日 一紙 ~ 
御判『前田権大夫

滋上包『御判物等写六通J(4-9を同封〉

栄元禄13年12月27日の前田右衛門宛迫毘〈故大膳遺領三千石宛行〉

~ 
9前田吉徳知行宛行状写 事保9(1724)年11月25日 一紙

御判『前田権大夫

来上包『御判物等写穴通J(4-9を同封〉

楽室永6年12月29日付前田十五郎宛のもの追認(故大腿知行之内ニ千石)

5 
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10前田綱紀知行宛行状 元禄:7(1694)年10月8日 竪紙 5ト
印『前回浅丞

来包封『御判物三通御印物三通

事保+三年申三月期日於御目:通頂抱但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封)

来懸紙『前回議丞殿』

諜亡父沖丞遺領四百石

11前田吉徳知行宛行状 事保町1724)年8月朔目 竪紙 ~ 
印〈吉治)-前田権大夫

来包封『御判物三通御印物三適

事保十三年申三月朔日於御目;通頂能但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封〉

来懸紙『前田権大夫とのへ』

器提元禄13年12月27目前田権八郎宛のもの追認亡父浅丞知行之肉130石

12前田吉徳知行宛行状 事保9(1724)年8月朔日 竪紙 5ユ
印(印文吉治}司前田権大夫

来包封『御判物三通御即物三通

炉( 
享保十三年申三月朔日於御目:通頂抱但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封}

議懸紙『前田権大夫とのへ』

滋宝永2年6月23日前田権八郎宛綱紀宛行状追毘亡父浅丞遺領四百石

13前田吉徳知行宛行状 享保9(1724)年11月25日 竪紙 ~ 
(花押)-前田権大夫

来包封『御判物三通御印物三通

享保+三年申三月朔日於御目通頂蹴但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封〉

業懸紙『前田権大夫臆』

※元禄13年12月27日前田右衛門宛のもの追寵龍太膳遺領三千石

14前田吉徳知行宛行状 事保9(1724)年11月お目 竪紙 j手

(花押}吉徳『前田権大夫

来包封『御判物三通御即物三通

享保十三年申三月朔日於御目通頂蹴但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封〉

来懸物『前田権大夫殿』

楽室永e年12月29目故大謄知行之内二千石を前田十五郎に宛行との内容迫毘

15前田吉徳知行宛行状 享保9(1724)年11月25日 竪紙 5ト
(花押〉ー前田権大夫

げL

来包封『御判物三通御即物三通

事保十三年申三月朔日於御目通頂抱但就在小松為名代前田兵部罷出J(10-15を同封}

楽懸紙『権大夫臆j

※大腸遺領三千石

16前田吉徳知行宛行状 事保12(172'η年4月18日 竪紙2 5子
享保12年4月18日印『前田梅之助

諜上包『事保十三年三月六日御印之物御目iIニ而頂鼠前田栴之助』

※領国肉150石扶与

来包紙あり

※同じものの写あり

17知行宛行状 寛延2(1749)年12月23日 竪紙 P 
前田霊源『前田主鈴

来上包『故主購線御頂抱一通外ニ写有』

来懸紙あり

来故監物遺領三千石

6 
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18知行宛行状 天明3(178句年4月6日 竪紙 ~ 
前田治傭『前回大弐

来上包2点「天明5年12月22日御園通頂簸Jr寛延3年9月15日御目通頂歳』

業懸紙あり

来敵主臆遺領三千石

19前田治傭知行宛行状 寛政元(1789)年7月10日 竪紙 タ
〈花押〉治傭『前田鍋部

来上包『御判物一通寛政元年酉+月十九日於御目通頂殻之前回帰部孝亮』

謙三千有

20知行宛行状 文政g【1826)年12月13日 竪紙 s. 
前田斉泰司前回大臆

来上包『文政10年3月6目御前頂露』

来懸紙あり

来故掃部遺領三千石

21知行宛行状 文政10(182η年12月13日 竪紙 s 

r' ぐ
前田斉泰司前田順次郎

楽包紙『文政11年5月18日御目:通頂灘、幼少為名代永井舎人罷出』

滋懸紙あり

滋故大腿知行之内千石

22知行宛行状 文政12(1829)年7月11日 竪紙 s 
前田斉暴→前田順次郎

来上包『文政13年9月11日御目;通頂抱』

来懸紙あり

議故大腿遺領三千石

n知行宛行状 慶応4(1868)年4月期日 竪紙
g 

前田鹿寧『前田政勝

来上包あり

来父監物知行三千石

24包封(先故大膳様御代御判物弁付与力目録外=御書一通) 年末鮮 一紙 3 

笥包封(主鈴様御代ニ通主膳様御代一通御書三通〉 年末詳 一紙 ~ 
26金沢藷給禄毘分願聞届状 明治3年12月 切紙

~ 
金沢藩『前田監物

手
来五十俵三番自動外喜男に回分

E 遺書
q 1前田監物遺書 天保6(183町年3月7日 一紙

前田監物→前田義作守

※懸紙「前田監物遺書J(1-28を同封〉

※上包『天保六年三月七目見届之前田監物遺書前団長作守封印』

2前田監物遺書 天保8(183η年3月 一紙

前田監物『前田美作守

楽懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封}

※上包『天保八年三月十目見届之前田監物遺書前由美作守封印』

3前田監物遺書 天保11(1倒的年正月14日 一紙

前田監物『前田英作守

楽懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

滋上包『天保十一年正月十回目見届之前田監物遺書前田英作守封印』

7 
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4前田監物遺書 天保12(1841)年3月 一紙

前田監物『前由美作守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『天保十二年三月十一目見届之前田監物遺書前田英作守封印」

5前田監物遺書相 天保12(1841)年3月 一紙

前田監物『前田実作守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封)

※端裏書『天保+二年指出候如』

6前田監物遺書 天保14(1843)年9月6日 一紙 マ
前田監物『前田英作守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封}

※上包「天保十四年九月六日見届之前田監物遺書前由美作守封印』

7前田監物遺書担 天保14(1斜3)年9月6目 一紙

前田監物『前田英作守

業懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封}

F f 
※端裏書『天保十四年見届有之候如』

8前田監物遺書 弘化2(184司年3月11日 一紙 q 
前田監物司前田美作守

※懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

諜上包『弘化二年三月十一日見届之前田監物遺書前田英作守封印』

9前田監物遺書相 弘化2(1制司年3月11日 一紙

.前田監物『前田菜作守

※懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封}

※端裏書『弘化二年見届之佃』

10前田監物遺書 弘化3(1倒的年9月11日 一紙

前田監物『前田美作守

諜懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『弘化三年九月十一目見届之前田監物遺書前田英作守封印』

11前田監物遺書担 弘化3【1846)年S月11日 一紙

前田監物『前由美作守

議題紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

諜端裏書『弘化三年見届之相』

~ 坦前回監鞠遺書 - 弘化5(1848)年3月15日 一紙

前田監物『前田美作守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『弘化五年三月十五目見届之前田監物遺書横山遺江守封印』

13前田監物遺書相 弘化5(1倒的年3月15日 一紙

前田監物司前田英作守

※懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

楽端裏書『弘化五年三月+王国見届之相』

14前田監物遺書 嘉永2(1斜9)年3月13日 一紙

前田監物司前田英作守

※懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『嘉永二年三月+三日見届之前田監物遺書前田英作守封印』

15前田監物遺書担 嘉永2(1倒的年3月13日 一紙

前田監物『前田美作守

滋懸紙r前田監物遺書J(1-28を同封〉

濃縮裏書『嘉永二年三月+三日見届之相但附札之通指固有之候事』

8 
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16前田監物遺書 嘉永5(1852)年2月朔目 一紙

前田監物『前田美作守

来懸紙『前田監物遺書j (1-28を同封〉

※上包「嘉永五年二月朔目見届之前田監物遺書前由美作守封印』

17前田監物遺書担 嘉永5(1節句年2月朔日 一紙

前田監物『前田英作守

来懸紙『前田監物遺書j (1-28を同封〉

※舗装魯「嘉永五年二月朔目見届之如』

18前田監物遺書 嘉永6(1853)年3月24日 一紙

前田監物『前田英作守

来懸紙『前田監物遺書j (1-28を同封〉

来上包『嘉永六年三月廿七日見届之前田監物遺書前田英作守封印J

19前田監物遺書相 嘉永6(1853)年3月 一紙

前田監物『前田英作守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封}

戸 糊 輔恥年三月甘回目見届 』

20前田監物遺書 安政2(18悶年4月9日 一紙

前田監物『前田英作守

※思紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

*・上包『安政二年四月九日見届之前田監物遺書長大隅守封印』

21前田監物遺書如 安政2(185句年4月 一紙

前田監物『前田英作守〈掠消)r長大間守』

来患紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来端裏書『安政二年四月見届之相』

包前田監物遺書 万延元(1860)年5月5日 一紙

前田監物『本多搭磨守

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『万延元年五月五目見届之前田監物遺書本多情磨守封印』

23前田監物遺書 万廷元(1860)年5月5日 一紙

前田監物『長九郎左衛門

※懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来貼紙r元治元年五月二日『本多措磨守』f !4前回監 輔書 元治元【1864)年5月2日 一紙

前田監物弓本多描磨守

※懸紙「前田監物遺書J(1-28を同封〉

※上包『元治元年五月二目見届之前田監物遺書本多揺磨守封印』

25前田監物遺書 慶応4(1868)年4月27日 一紙

前田監物『前田弾番

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

26前田監物遺書 慶応4(1868)年4月28日

来未開封

来懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包『慶応四年四月廿八日見届之前田監物遺書前回弾番封印』

27前田忠山翁遺書 慶応4(1868)年9月9日 一紙

前田忠山翁『前田土佐守

滋懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

来上包「慶応四年九月九日見届之前田忠山翁遺書』

28前田監物遺書 年末群 一紙

滋懸紙『前田監物遺書J(1-28を同封〉

9 



F 屋敷
アザIレト(0

1大腸拝領屋敷之儀覚書 続紙 { 0 

※①~⑤を継立

①屋敷地打渡歩数書上 5月16日

武部四郎兵衛・山本久左衛門・高山勘兵衛『

②屋敷歩数指引党 年末群

@御蹄地覚 未6月

@川湖御屋敷歩数寄上 年末群

⑤川淵御屋地打渡覚 元禄3(1690)年4月17日

2私先居屋鋪家建具畳数等之犠 享保10(1725)年3月21日 袋線(8丁} (0 

前田監物『奥村伊予守

3両御屋敷御絵図御指出之億二付歩数調理書等 天保2【1831)年 切紙・切継紙4枚 tO 

来上包『商御屋鋪歩数調理書入』

①商御屋敷御蹄取之党 年末鮮

②御上屋鋪総御圏内坪数悶理書 発812月

~ 
③御下屋鋪惣歩数調理書 年未詳

④惣御園等歩数飼理書 年末鮮

4故大謄拝領下屋鋪之儀御尋に付答書 成6月23日 一紙 {O  

前回大膳『前由美作守

5屋敷地打渡歩数寄上 5月16日 一紙 t 0 
武部四郎兵衛・山本久左衛門・高山勘兵衛→

業正保5年9月4日御屋敷奉行打渡野帳の写

6私屋敷拝領次第覚 8月 続紙 t 0 

前回大膳司奥(村〉因幡

7先故大膳家屋敷共援替之借覚書 年未詳 切紙 l 0 

8当屋敷部数等之党 年末鮮 ( cコ
※包紙「当屋敷部数等之党』

G 家政

1口宜案写 慶長18(161初年8月10日 一紙3枚

来『慶長十八年八月十日大和守様りんし前田帯刀様ヨリ

件 蜘四軌ト目 同 一 リ 同 九 月 甘 九 吋緯江雌 菅原利孝』

2与力預置状 寛永20(1倒3)年11月10日 竪紙

光高〈花押) -前田主謄

来上包『故大膳様御代御書一通』

業『相付与力之事七人知行合千石』七人の知行・名前を記載

3前田沖丞死去に付知行所付指止鮪取置申渡状 実酉(元禄6(1693)年)9月20日切続紙

山崎覇王左衛門司前囲内匠

4御先祖織方御遺忌 嘉永4(1851)年11月 袋綴(67T) l I 
5家来知行高等交名帳 巴8月 袋綴(6T) lミ

前田監物

6雁の絵一覧に付書状 3月24日 切紙 {之

狩野法印-(前田主膳〉

※懸紙『永真添状』

※「罷意〈カ〉筆ニ雁之絵代金三枚』雁絵は羅意(カ〉箪

77栄書状 .霜月初日 切鏡紙 ('2... 

了栄ーー前主購

議包封『了佐添状』

10 
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8法名等写 年末群 袋綴(8丁} l三

来最後の法名『文化丸年十一月六日胎死如幼禅童女墓所野田山J

9監物様方御代々様等御法号 年末群 袋綴(4T) t2. 

10式部様方御代々様等御法号 年未詳 袋線(4T) l2. 

11故左京様方御代々様等御法号 年未詳 袋鰻(6T) ("2. 

12旧家来人名簿 年末群 横帳(6丁〉 1'2... 

加賀金沢小橋前田監物

13武芸心得党 年末群 一紙 t2. 

H 免許状

1立合七首之詠歌 安永10【1781】年4月吉田 巻子 l 3 
矢野七郎左衛門倫直・矢野久左衛門暢倫『菅原孝亮

2立合七首之詠歌 文政5(1822)年5月吉田 巻子 (す
矢野久左衛門有倫・矢野三肉義英司前田八重松

，.c 
3立合七首之縁取 天保，8(1飽η年3月吉祥日 巻子 t '3 

矢野久左衛門有倫司官原孝連

来文政3年5月吉祥目矢野久左衛門有倫『菅原孝成

波文政3年5月吉祥目矢野久左衛門有倫『菅原孝成

4立合七首之除敬 天保8(1ωη年3月吉祥日 巻子 lラ
矢野久左衛門有倫・矢野三内議英『前田敬之助

{ぅ5立合七首之詠取 明治元日868)年12月吉田 巻子

矢野三内忠倫・矢野篇平察倫『菅原孝昭

諜関流

6吉田流弓早前之様々 寛政元(1789)年2月吉田 巻子 t s 
吉田辰次郎淑茂『前田掃部

7吉田涜弓傭々 寛政7(179句年12月吉田 巻子 l 3 
吉田才一邸麓延『前田右門

8吉田流弓傭々 文化元(1804)年2月吉田 巻子 t 3 
吉田才一郎麓延司前田掃部

9吉田流手前段々 文化5(1808)年12月吉田 巻子 t 3 
吉田才一郎茂廷『前回大路

件叩軒々
文化14(181η年12月吉田 巻子 t 3 

吉田才一郎麓廷・吉田孝之丞茂有『前田砦三郎

11吉田涜手前様々 文化14(181η年12月吉田 巻子 l 3 
吉田才一郎茂延・吉田孝之丞茂有→前田八重松

12吉田涜弓手前之様々 天保元(1830)年12月吉田 巻子 t s 
吉田左門茂厚『前田敬之助

13吉田涜弓手前之保々 天保氏1831)年正月21日 巻子 13 
吉田左門茂厚司前田監物

14吉田涜弓傭々 慶応2(1866)年7月吉田 巻子 t 3 
吉田晩山麓厚司前田政勝

15吉田涜弓法目録 明治 巻子 l3 
吉田光政司前田孝央

16甲陽軍鑑全部軍E相伝之品目 寛政12(1800)年11月吉田 巻子 ( 3 
有沢蚕右衛門有貞『前田掃部

17甲踊軍鑑末書等相伝 文化9(1812)年7月吉田

有沢才右衛門平貞庸・有沢森右衛門平師貞『前田掃部

巻子 ¥t-f 

18当})¥初段之第一 文政2【1819)年正月 巻子 ¥ L十
明石数右衛門定之『前田八重松

11 
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19当>>1初段之第一 文政2(1819)年 巻子 t斗
明石数右衛門司前田砦三郎

20抜伝方初授 文久元引861)年 巻子 {斗

明石数右衛門重道『前田秀松

21相心箆居合乾之巻歌目録 文政2(1819)年6月 巻子 l L十
荻原武左衛門秀庸『前回大膳

n相心fi居合乾之巻歌目録 文政6(1823)年5月13日 巻子 l L十
荻原武左衛門秀庸『前回大膳

23平目稽古属会曲尺合鏡之巻 文政6(1823)年5月13日 巻子 lザ
荻原武左衛門秀康司前田八重松

24平日稽古居会曲尺合錦之巻 文政6(1823)年5月13日 巻子 [ L.ナ

萩原武左衛門秀庸『前田八重松

25平日稽古属会曲尺合鏡之巻 文政6(1823)年5月13日 巻子 {ιf 

荻原武左衛門秀庸司前田砦三郎

26相心流居合乾之巻歌目録 文政6(1823)年5月13日 巻子 t L十

"c 翻震左衛門秀ト 前回

U 柔街中通巻 天備口問年12月 巻子 l坪

王+底庄助貞園『飯田恒三郎

却当流初段第一 慶応元日郎町年5月吉田 巻子 l'+ 

金子安太郎安則『前田政勝

29小笠原流軍蟻免許状 事保:3(1718)年7月11日 巻子 t L十

石山彦兵衛『前権太夫織御近習衆

30穴沢流長太刀免許状〈後欠〉 年末群 切紙 ¥'-十

その他

1刀一覧に付書状 〈天明4(1784)年)11月3日 折紙 tS-
本阿弥十郎右衛門親俊〈花押) - (宛所切断欠損}参入々御中

諜懸紙『家次御刀添状』

来御園(加賀〉家次銘の刀正真と鑑定長サ弐尺四寸五分半代金子玉枝

2和漢書函・印補正上 寛政11(179句年己未 手帳板本 |守

3社造営二百年御祭会事納千句連歌発句 安政2(1855)年3月25日 折紙2故 t'; 

許来
4無銘大造万一覧に付書状 亥2月 折紙 lヲ

本阿弥喜三ニ忠恕、門人黒坂末兵衛忠直〈印) -

来掛紙『一文字助包〈かね〉札壱通』

楽備前回福岡一文字助包と鑑定

5兼元刀添状 7月26日 折紙 1 ~ヲ

本阿弥助左衛門永清司〈宛所切断欠損〉

来上包『兼元刀添状』

6冷泉為相卿三首切掛物樋口求甫添状 7月28日 切続紙 ¥， 
滋包紙あり

※柚に付札『豊嶋藤兵衛』

7和歌拝見に付書状 10月14日 切続紙 (5' 

樋口口口『ロ田又右衛門

8小鍛冶宗近御建刀拭紙 年末群 切紙2枚 !写
滋包封2あり

議『小鰻冶宗近御長万文化五年本間弥喜三次開被何付、其節之拭紙表納戸事行ヨリ

本間弥江申入申受置能避百難奇特有之事古キ伝ニ而覧宜ノ目碑ニモアリ』

12 
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9武器絵形 年末詳 横帳(12丁〉 lら

前田監物

来彩色

10弓術ニ関スル書類之覚 年末詳 袋線(2T) I~ 

11小路指目録 年未詳 竪紙 t'-
12守護護身法 年末詳 折本 l (. 

13冷泉為相卿三首之切 年末詳 切続紙2故 l&:. 

業包紙あり

※冷泉為相書状二点(年記なし〉

14南無天満大自在天神記蝿 年未詳 折紙 lら

15雷電神社 年未詳 巻子 l.b 
来上野田佐位郡伊与久都銀座

16函抽 年末群 巻子 t b 

17ぼたん図 年未群 巻子
l '" 業紙本彩色

~-帽縁唐草 年末群 3点 t" 

J 絵図

【屋敷園】

1岩根町・水車町両御屋敷之党 天明元(1781)年4月29日 袋線2冊(4T) iワ
諜包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1.....12を同封〉

諜『天明元年大矢敬福浅野川小橋爪居屋敷河北郡大衆免村下屋敷利常代に先代太膳拝領』

2上屋敷平面図〈袋入り〉 天保2(1831)年3月 一錨92X56cm 1つ
来包封『天保二年岩担町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1.....12を同封〉

来詳細な間取囲

3岩根町前田監物上屋敷園 天保2(1831)年3月 一錨46X61cm try 
前田監物

来包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

来小橋爪の精度のよい地面因。御次御用町絵図に関係するものか.

4人持前田監物下屋鋪園 天保2(1831)年3月 一鋪47Xお叩1 |ワ
業包封『天保二年岩根町水車町元商屋錦絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

什 滋前田監物写

5下屋敷惣絵図 天保2(1831)年S月 一舗43X28cm

前田監物

※包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田章央J(1-12を同封〉

6前田監物下屋敷惣絵図 万廷元日860)年間3月 一舗35X縄問1

滋包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

※前田監物作成

7下屋敷之内家来共ニ指遺候地面等図 文久元(1861)年3月

※包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月故置監物事前田章央J(1-12を同封)

一鋪72x35cm !っ
波文久元年『歩数御改也』

8浅野水車町前回調屋下屋鋪絵図 明治初年 一鋪46X36cm !っ
来包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

※端裏書『下屋敷是迄より富来江遣置候地元惣絵図』

9岩根町上屋敷明治三年元地面切出之節惣絵図 明治4(1871)年10月 一鋪35X475cm l7 
来包封『天保二年岩根町水車町元商屋錦絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

楽前田潤屋著

13 
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10明治十二年七月十四日金沢区下浅野丁拾番邸屋敷 明治12(1879)年 一錨4OX275cm !っ
※包封『天保=年省根町水車町元商厘舗絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

※元芝木韓久京地面共買求メ

11岩榎町地元惣絵図 年未群 一鋪i48x63cm !っ
来包封『天保二年岩根町水車町元商屋錦絵図入卯三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封〉

12屋敷図 年来群 一鋪275X37cm 1つ
※包封『天保二年岩根町水車町元商屋鋪絵図入卵三月改置監物事前田孝央J(1-12を同封)

13人持組前田監物屋敷図 天保2(1831)年3月 一鋪46X56cm !っ
来包紙あり

【小松】

14小松御域惣御廓絵図 嘉永2(1斜9)年 一鋪1邸 X130cm

※包袋『嘉永ニ年八月J(14-20を同封〉

淡彩色

15小松御城御館弁御櫓二階御亭仕切御亭御城番北南御貸昼等絵図 嘉永2(1849)年 一舗 7枚 tr'} 

〆
来包袋『嘉永二年八月J(14-20を同封〉

①小松御城中御館之絵図 63X59cm 

②小松御域番商御貨屋絵園 28X405cm 

③小松御域番北御貨屋絵図 415X60.5cm 

④御櫓圏三枚之内 28x40cm 

⑤御櫓之圏三枚之内〈起絵図〉 28X38cm 

⑥御櫓圏三枚之内(起絵図} 28X31.5cm 

⑦二階御事・仕切御亭等国 24X102.5cm 

16御巡見之節御閉御通筋絵図 嘉永2(1849)年 一舗66X関側 t~ 
※包袋『嘉永二年八月J(14-20を同封〉

17小松城下回 嘉永2(1斜9)年 一鋪117.5X109cm t ~子
来包袋『嘉永=年八月J(14-20を同封〉

来彩色

18能美郡絵図 嘉永2(1斜9)年 一鋪121X76cm ltS-
※包袋『嘉永二年八月J(14-20を同封〉

※彩色

19小松町方絵図 嘉永2(1849)年 一舘54X40cm l>> 

許 ※包袋『嘉永二年八月J(14-20を同封〉

※彩色

20嘉永二年御巡見の節小松城施般書上手相 嘉永2(1849)年 袋線(23T) t ~子
来包袋『嘉永二年八月J(14-20を同封〉

※前田監物孝連作成

21小松御域等 年末群 一鋪48X68.5cm l8--
※彩色

22小松御本丸御殿之園 年末群 一鋪35X48cm t ~ 
※曲尺二分一間割

【加越能】

23加越能三州略図 年未詳 一錨57X27cm ti 
来彩色

24羽咋郡富来組福浦領より笹波領迄海岸測量分見図 文久3(1863)年6月 一鋪4OX11Ocm t~ 
来彩色

来測量人井田村与七郎

14 
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お羽喰郡富来組福浦湊海岸等見通り分見図 年末鮮 一錆41X錦 町1 ¥ ~ 
業彩色

諜式曲尺十間三分磁石目盛三百六十度

26羽咋郡富木組境より鳳至郡鏡まで海岸絵図 年未鮮 一鋪56X60cm t 去

前田

議彩色

27金沢城下絵図 年末詳 一鋪92X84cm l ~ 
来彩色

28立山大地震ノ園 年末群 一舗845X79cm t9 
※彩色

来『安政五年二月廿五日夜大地震立山温泉井ニ山々変地不思儀為体此図面ニ書顕ス也』

29上下新川郡絵図 年末鮮 一鋪1075X75cm

来上包『上下新川部一町五鹿略絵図』

淡彩色

30越中岡郡絵図 年末群 一鋪73X795cm

議彩色

~剖射水郡絵図 年末群 一筋9X7伽 t

※彩色

【江戸】

32宝永三江戸図鑑 宝永2(1705)年 一舗102X161cm

滋木脹彩色

滋図工石河涜宣江戸国林太兵衛東陽中本町

33分間江戸大絵図 事保町1724)年 一鋪134X170cm 

来木版彩色

来江戸日本橋寄島須原治右衛門蔵板

34分道本所大絵図(坤〉 年未詳 一錨68X101cm l r 
楽木版彩色

35同江東本所図鑑 年末群 一鋪70x103cm 1今
栄木版彩色

【その他】

が有山城絵図 年末群 切続紙

37平山城図 年末鮮 一鋪4OX555cm

有沢永貞

来彩色

38平山城図 年末群 一鋪36X45cm

来彩色

39城縄張図 年末鮮 一鋪405x56cm

有沢永貞

来彩色

40域縄張図 年末詳 一鋪405x56cm

有沢永貞

来彩色

41山城図 年末詳 一鋪405X555cm

有沢永良

※彩色

42平城図 年末群 一舗4OX56cm

有沢永貞

来彩色

15 
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衿

43平城縄張図

様彩色

44神谷肉山栴場絵図

16 
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年来群 一鋪36x8Scm

年末群 一鋪79xS6cm



前回大膳家文書目録 〈近代〉
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資料名 年代 形態

A 辞令書

包紙『故孝夫辞令書』

諜封筒1、罫紙1

議84通(A1-A85まで、A3を除(>を包み一括してある

1教導職+ニ級鼠楠辞令 明治6(1873)年11月29日 切紙 A 
少数正前田事j曽『 前田孝央

2 (能美郡上牧村〉梯天神社調官辞令 明治7(1874)年1月15日 切紙 ~ 
石川県ー前田孝央

3尾山神社神官教会構札 明治7(1874)年1月26日 切紙2枚 A 
加賀圏第拾四区金沢馬場二番町前田孝央

4少講襲来舗辞令 明治7(1874)年4月23日 一紙 A 
Fぐ¥

〈印文・教部省〉ーー鵠天神社調官前田孝央

5庶務課転佳辞令 明治7(1874)年5月22日 切紙 A 
石川県中教院吋少講襲前田孝央

6脱教保申付辞令 明治7(1874)年9月2日 切紙 A 
石川県中教院『少講鶴前田孝央

7出庁申付状 明治7(1874)年9月24日 切紙 A 
石川県庁『前田孝央

来封筒あり

A 8石川郡五郎嶋村小涜神社調官辞令 明治7(1874)年9月25日 切紙

石川県『梯神社調官謙少蹄義前田宰央

9第二百一番神風講社副取締辞令 明治7(1874)年10月19日 切紙 A 
祭主大教正三条酉季知『小浜神社調官少講義前田孝央

10庶務課転佳辞令 明治8(1875)年3月4目 切紙 メ!
石川県中教院『少講襲前田孝央

11学資金献納褒状 明治8(187町年9月19日 切紙 メ{
石川県『前田孝央

許
12分課庶務束三等講師辞令 明治9(1876)年4月8日 切紙 A 

神道事務分局『少講義前田孝央

13石川県管内能量全国巡回説教辞令 明治9(1876)年5月26日 切紙 A 
石川県下金沢神道事務分局『小浜神社調官少講話前田孝央

14第弐百壱番神風講社副取締辞職願 明治9(1876)年8月23日 罫紙 バ
小浜神社調官兼少稽襲前田孝夫ー神官司庖

15 (石川郡五郎嶋村〉小浜神社調官依願免辞令 明治9(1876)年9月21目 一紙 A 
石川県『前田孝央

16退職願返戻通知書 明治町1876)年10月7目 罫紙 バ
新潟本部神宮教会所→小浜神社調官兼少講義前回事央

17神道第二部教導職所属辞令 明治S【1876】年10月20日 切紙 A 
神道第二部教導職引受大教正久義建通代理権大教正鴻雪爪『少講襲前田孝央

18依願免職辞令 明治12(1879)年3月18日 一紙 A 
肉務省『少講義前田幸央

来押印なし

19石川県金沢区勧業費員辞令 明治17(1884)年8月初日 切紙 A 
石川県『前田孝央

17 
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20金沢区職合町会揺員当選辞令 明治17(1884)年S月3目 罫紙 バ
石川県金沢区味噌蔵町下中T等戸長役場司並木下町十四番地前田孝央

21石川県勧業笛閉会員辞令 明治17(1884)年12月4目 切紙 メ
石川県『前田孝央

22筆生庶務科附属辞令 明治18(1885)年9月2日 切紙 バ
石川県金沢区役所『前田孝央

23勧業諮問会員依願免辞令 明治18(18随】年9月15日 切紙 A 
石川県ー前田孝央

24金沢区鹿第一科附属辞令 明治19(1886)年5月13日 切紙 ρ 
石川県金沢区役所『前田奉央

お自給辞令 明治19(1886)年7月23日 切紙 バ
石川県金沢区役所司前田孝央

26筆生辞令 明治19(1886)年9月30日 切紙 A 
石川県金沢区役所司居前田孝夫

※但日i給金捨五銭

炉( 
27第一科附属辞令 明治19(1886)年9月30日 罫紙 A 

石川県金沢区役所ー前田孝夫

28第一課附属辞令 明治19(188的年12月1日 罫紙 f¥ 
石川県金沢区役所→前田孝央

29職麗勉励慰労金給与辞令 明治19(1886)年12月23日 切紙 f¥ 
石川県金沢区役所司前田孝央

30日給辞令 明治20{188η年12月26目 切紙 f¥ 
石川県金沢区役所『前田孝夫

来日i給拾七銭

31並木下町衛生組合長選定辞令 明治21(1888)年8月 罫紙 メ!
石川県金沢区臆町外八拾八ヶ町戸長役場司前田孝央

32勉励慰労金給与辞令 明治21日88助年12月26日 切紙 ρ 
石川県金沢区役所→前田孝央

33第一課勧業係辞令 明治22(1889)年3月初日 罫紙 A 
石川県金沢区役所司前田孝央

34金沢区用掛辞令 明治22(1889)年3月30日 切紙 バ
石川県金沢区役所『前田孝央

許 35金沢市書館佳用辞令 明治22【.1889)年6月28日 一紙 A 
金沢市参事会『前田孝央

諸島商係辞令 明治22(18関}年7月1日 罫紙 バ
金沢市役所→前田孝央

37第四課勧業係辞令 明治22(1889)年12月2日 罫紙 バ金沢市役所司前田孝央

38第五部勧業主任 明治23(1890)年9月11日 罫紙 バ
金沢市役所『前田孝央

39金沢市書記任用辞令 明治23(1890)年12月e目 一紙 バ
金沢市参事会司前田孝央

40第二部勧業係 明治23(1890)年12月6日 罫紙 A 
金沢市役所『前田孝央

41月給辞令 明治24(1891)年4月1日 切紙 バ金沢市拳事会『前田孝央

42金沢商業会麓所選挙委員辞令 明治24(1891)年4月10日 罫紙 A 
金沢市長稲垣襲方『前田孝央

18 
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43転佳辞令 明治25(1892)年10月15日 切紙 メ
金沢市参事会『前田孝央

来書記司傭

〈44勧業詰閉会出会辞令 明治26(1893)年10月13日 罫紙

金沢市役所『前田孝夫

45庶窃係附属辞令 明治26(1893)年11月17日 罫紙 A 
金沢市役所司前田孝央

46職務勉励慰労金給与辞令 明治26(1893)年12月25日 切紙 ρ 
金沢市参事会『前田孝夫

47関西連合府県共進会事務聾理委員辞令 明治27(1894)年1月18日 罫紙 fえ
金沢市役所『前田孝央

48第四囲内国勧業博覧会金沢市事務整理番員辞令 明治27(1894)年3月22日 罫紙 A 
金沢市役所『前田孝央

49金沢商業会憶所選挙費員辞令 明治27(1894)年3月初日 罫紙 ノミ
金沢市役所『前田孝央

~( 
50関西蜜糸集大会準備委員依嘱状 明治27(1894)年8月22日 切紙 A 

関西蚕糸裳大会会頭前田正名→前田孝央

51職務勉励慰労金給与辞令 明治27(1894)年12月25日 切紙 ;4 
金沢市参事会『前田孝央

52金沢商業会館所改選弁ニ補欠選挙費員辞令 明治28(189母年3月2日 罫紙 メl
金沢市長長谷川単也→前田孝央

53第四国肉国勧業博覧会に付、京都出張辞令 明治28(1鈎町年5月6目 罫紙 f¥ 
金沢市役所司前田孝央

54金沢市書記任用辞令 明治28(189司年8月1目 一紙 メ
金沢市害事会『前田孝央

弱勧業賠閉会出会辞令 明治28(1895)年9月27日 罫紙 ;4 
金沢市役所司前田孝央

56職務勉励慰労金給与辞令 明治28(189町年12月28日 切紙 A 
金沢市参事会『前田孝央

U 第六回関西連合府県共進会事務整理費員辞令 明治29(1896)年4月9目 罫紙 A 
金沢市役所『前田孝央

58師団用地・資金書附方勧奨餐員辞令 明治29【1896)年5月14日 罫紙 p 

許
金沢市役所司前田孝央

59師団用地献納方第十一区犠勧奨委員雷鳴状 明治29(1896)年6月8日 罫紙 メ
金沢市長長谷川準也『前田孝央

60第二回水産博覧会事務整理委員辞令 明治29(1896)年8月25日 罫紙 メ
金沢市役所→前田孝央

61月俸辞令 明治29(1896)年12月28日 一紙 ρ 
金沢市書事会『前田孝央

62大日本武健会地方費員嘱挺状 明治30(189η年2月13日 一紙 A 
太田本武徳会長山田信道『前田孝央

63月俸辞令 明治30(189乃年4月15日 一紙 メ
金沢市参事会→前田孝央

64日清戦争軍資金献納褒状 明治30(189η年6月1日 罫紙 メ
石川県知事古沢滋『前田孝央

65統計材料調査委員辞令 明治30(189η年7月10日 罫紙 A 
金沢市役所『前田孝央

66盟国会事務員嘱挺辞令 明治30【189η年11月27日 一紙 A 
豊国会石川県委員長古沢滋『前田孝央

19 
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67解任辞令 明治30(189η年12月11日 一紙 列
金沢市参事会『前田孝央

68霊園会事務員咽庇解任辞令 明治31(1898)年1月28日 一紙 ρ 
皇国会石川県雲員長古沢滋『前田孝央

69金沢市書記佳用辞令 明治31(1898)年2月16日 一紙 バ
金沢市参事会『前田孝央

70第二課勧業分業辞令 明治31(1898)年2月16日 罫紙 メ
金沢市役所『前田孝央

71豊国会事務員嘱庇辞令 明治31(1898)年2月23日 一紙 月
霊園会石川県費員長古沢滋司前田孝央

72豊太閤墳墓修築及三百年祭に賛助に付表彰状 明治31【1898)年3月25日 一紙 メ
皇国会会長侯爵黒田長成司前田孝夫

73職務勉励慰労金給与辞令 明治割引倒的年3月31日 切紙 戸
金沢市参事会『前田孝英(央〉

74月俸辞令 明治31(1898)年4月包日 一紙 メ

がぐ
金沢市参事会司前田孝央

75月俸辞令 明治31(189周年6月22日 一紙 メ
金沢市参事会『前田孝央

76依願解任辞令 明治31(1898)年6月23日 .一紙 f:¥ 
金沢市参事会司前田孝央

メn石川県工泉学綾書記辞令 明治31(1898)年6月25日 一紙

石川県『前田孝央

バ78月俸給与辞令 明治31(1898)年6月25日 一紙

石川県『石川県工業学校書記前田孝央

来月俸拾弐円

A 79本職並兼職依願免辞令及選書 明治32(1倒的年5月25日 一紙

①石川県『石川県工業学校書記謙舎監心得前田孝夫

②辞令回遠状 明治32(1899)年5月25日 罫紙 A 
石川県工業学校『前田孝央

80庖歴書 明治32(1倒的年7月8目 罫紙綴(2T) ρ 
前田孝央(ノリヒデ・旧名監物〉

81贋歴書相 明治32(1899)年7月10日 罫紙綴(2T) ρ 

作
前田孝央〈ノリヒデ〉

82観判所関係辞令 罫紙5枚 !I 
来封筒あり

①七尾区鏡判所雇辞令 明治32(1899)年7月8目

金沢地方裁判所『前田孝央

②金沢区裁判所信辞令 明治32(1899)年10月12日

金沢地裁『前田孝央

③職窃勉励賞与辞令 明治32(1899)年12月25日

金沢地裁『前田孝央

④月給辞令 明治33(19ω】年6月30日

金沢地裁司前田孝央

⑤賞与辞令 明治33(1900)年12月24日

金沢地裁『前田孝央

関東京前田宰陪様へ預ケ置ノ当家系図書類之控 明治34(1901)年10月 袋線(7丁) バ
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84前田孝央履歴書 年末群 罫紙2枚 バ
※孝央〈のりひで)旧名監物

明治6年より教道職

明治17年より勧業費員

明治19年金沢区雇{事務}

明治22-31年金沢市書記

明治31年石川県工諜学校書館

明治32年七尾区才判所雇

85加賀圏第一番組長名札 年末詳 切紙 A 
印〈印文・石川県神道事務分局}ー小浜神社調官兼少鵠襲前田孝央

B 与力知請願

1知行改高給与状 明治2(1869)年10月 切紙 B 
金沢藩『前田孝昭

炉( 
※元知行高三千石肉与力知千石改高弐百俵三斗弐升九合

来包紙あり

2家督相続の際旧藩主ヨリ下賜ノ判物写 明治2(1869)年11月27日 一紙 B 
来慶応4年4月朔目前田鹿寧知行宛状 前田鹿寧吋前田政膿

来明治2年年10月金沢謡給与状 金沢藩『前田孝昭

議与カ知蹟願一件資料の一つ

3士族名書よ 明治9(187的年6月 罫紙 P 
包封『家禄償典処分法による出願下書類〈一括)J 明治30【1ωη年

来20通(64-623まで}を包み一括してある

4辞職願雛形 明治12(1879)年2月10日 切続紙 B 
ー肉務卿伊藤博文

5戸箱写 明治25【1892)年2月写 罫紙観(2T) e 
6京禄処分に付調書作成依頼書 明治31(1898)年S月1日 切続紙、切紙〈印刷〉 B 

松平康保→前田孝央

※封筒あり〈封筒の差出は前田栄次郎}

7奉還京禄不足願に対し公債恒書御下賜願 明治31(1898)年10月10日 罫紙等級(3丁} 8 
前田孝夫『大蔵大臣松田政久

許
8旧新戸籍趨明書御下漉願〈下書} 明治31(1898)年 罫紙 8 

前田孝央『市長

9養父前田孝央筒顕の家禄与力の件に付書状 (明治40(190'η年)4月24日 切続紙 B 
多賀直春『前田孝英

10与カ知商原の件に付書状 明治40(190η年4月初日消印ハガキ 8 
多賀直春『前田孝英

11与力に関する不明点問い合わせに付書状 (大:iE2(1913)年.)2月25日 切紙(2枚} B 
片岡益治『前田孝央

※旧住所など

業もとは切続紙〈継ぎ目はずれ〉

諜封筒あり

12与力知のことに付書状 大正2(1913)年2月28日 切紙 B 
片岡益治『前田(孝央〉

業与力知のうち明知は除知とならない件承知のこと

来封筒あり

13行政訴訟の件に付書状 {大正8(1919)年)6月26日 切続紙 B 
前図式部『前田孝英

※封筒あり
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14行政訴訟に関する契約書・m訟費任状に問印送付依頼状

奥村則英・多賀直春・前田式部・前回以孝司前田孝英

来弁護士との契約書とあわせて2通

15行政訴訟の弁護士の件に付書状

前田式部弓前田孝英

※領収程、金七円〈行政訴怯に関する経費の肉〉

※封筒あり

16行政訴訟の書類等準備に付書状

奥村則英・多賀直春・前田式部・前回以孝司前田孝英

来封筒あり

17委任状修正依頼書状

前田式部等『前田孝英

務行政訴隊提出の件、弁鶴士一名追加操定するに付

18行政院訟経費及び餐任状領収に付書状

前図式部『前田幸英

来領収寄金穴円

議封筒あり

19御尋の書類等なしに付書状

松平康幹『前田孝英

※与力知に関する書額と恩われる

議封筒あり

20家督相続届擁形

21禄高換金相場に付書状

潟明治7年6月中まで 一石につき3円

明治7年7月-12月一石につき3円50銭

明治8年 ー右につき5円87銭

包家禄償典に関する条文写

23封筒

前田式部『前田孝英

※封筒のみ

24前田孝夫旧知行高与力知高書付

来与力知鶴松一件

25与力知筒願ニ関スル各書類

碕願人惣代金沢市長土場一番T今枝直規『石川県知事村上韓雄

26与力知筒願却下ニ付僻訟回報告書

※与力知筒顕一件

来封筒あり

27与力知一件続訟団への委任状等

来与力知鶴訟一件

28与力知請願跨訟ニ関スル回答書類控

29第三回報告

議曇員奥村則英・同多賀直春・同前回以孝・同前田式部

c tii訟一件

1願書等繋

※家肉出処健生日御届之事給録之内献米願之事等

2御布令留

前田孝央『

楽土地に関する規則

22 
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大正8【1919)年7月1日 一紙(2枚) e 

大正8【1919)年7月7日 切紙{印刷}、切続紙 宮

大正8(1919)年8月14日 一紙(印刷} B 

(太正副1919)年)9月3日 切紙 台

大正8(1919)年9月8日 切続紙、切紙(印刷〉 ぽ

8月27日 切続紙 B 

年末詳 切続紙、切紙 官

年末詳 罫紙 B 

年末詳 罫紙
B 

〈大正8(1919)年)6月26日 封筒 P 

明治31(1898)年2月 一紙 F 

明治35(1902)年10月 小帳(印刷〉 B 

大正副1919)年11月 一冊 F 

大正8(1919)年 一紙

大正8(1919)年 こより鰻(4T)

大正11(1922)年9月 小帳(印刷} B 

明治5(1872)-8(187句年 罫紙袋綴(13T) ζ 

明治6(1873)年 袋線(6丁) C 



炉(

許

3借入註文相

旧価掛『

4立換金井領害要償控蹄之答

平岡重五郎他9人『大蔵卿大限重信

※被告惣代人前田孝央

5裁決書

※原告森弥吉、被告前田孝央

6立換金及鏡害要価之訴状

7明治十五年第六百五十三号裁判宮渡書

金沢始審裁判所『

来原告常楽彦三、被告麓本安三郎・五十嵐盤・沢田六三郎・山脇E交・岩田甚吉

8宮崎友三書状

宮崎友三ー前田孝央

9裁判官渡書写

大阪指僻才判所『原告代理人謹田熊太郎・被告代理人桜井紋太郎

10召喚願

※原告常楽彦三より被告宮崎友三・前田孝央・内藤E理の召喚願

11告俸に取り患に付書状

南弥一『前田孝央

※包紙あり

12設判書類送付に付書状

宮崎友三『前田孝央

来包紙あり

13議判に付書状

ミなミ(南弥一)-前田孝央

来包紙あり

14伝籍届

中条八十男

15裁判の件に付書状

南弥一司前田孝央

来包紙あり

16判決文面の件に付書状

商弥一ー前田孝夫

来包紙あり

17富山麓判所へ召喚につき書状

南弥一『前田孝央

※包紙あり

.18戸籍写

※戸主中条八十男

19包袋『傍約書入発起人』

20包封

業富山県曲輸宮崎友三『前田孝夫

※富山県曲輸宮崎友三『前田孝央

D 野田山墓地

1先祖遺忌簿

2御先祖様御遠忌党

袋『侯爵用弁方与地所交渉ニ関スル書類〈一括)J

※13通(03-015まで〉を包み一括してある
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明治9(1876)年7月より 罫紙袋綴(9丁) C 

明治10(18m年2月10日 罫紙袋線(4丁} C 

明治11(1878)年1月10日 罫紙袋線(7丁〉 C 

明治15(1882)年8月21日 罫紙袋線(14枚} C 

明治16日腿3)年1月17日 罫紙袋線(9丁〉

明治16(1883)年4月7日 罫紙

明治16(1883)年7月23日 一紙

明治16【1883)年8月18日 罫紙袋線(2T)

明治16(1883)年9月2日 切紙

(明治17【1884)年カ)4月15日罫紙

〈明治17(1884)年カ)4月16日切紙2枚

明治31(1898)年8月

4月8日

8月8日

年末群

明治9(187同年12月

4月15日

8月21日

明治7(1874)年1月

(明治〉

罫紙

切続紙・切紙

切紙

切鏡紙

罫紙観

2枚

罫紙綴(11T)

袋綴(5T)

C 

C 

乙

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

p 
p 
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p 

p 

p 

p 

p 

p 

一紙7枚、罫紙1枚

切紙

〈太正)10(1921)年1月2日消印切続紙

切続紙

切続紙

ハガキ

〈大正10(1921)年，)2月10日

〈大正10(1921)年，)2月14日

(大正10(1921)年沼月1目

(大iE10【1921)情2月3日

〈大正10(1921)年，)2月3日

b 

p 

p 

p 

p 

p 

h
v
h
y
h
y
h
v
h
ν
h
υ
r
h
ν
 

罫紙等鎮(3丁〉

綴(9T)

一紙

一紙

一紙

切紙

袋線(19T)

3野田山墓地前田侯爵家へ返還勧告に付書状

〈前国家御用弁方)野口『前田孝英

4野田山墓地所有に関する書類写送付依頼書状

〈前田家御用弁方〉野口→前田孝英

来当初は兵部・式部・監物三家の共同墓地であったが、明治7年以降、前田孝英の家

(監物家)の名混となる。

5野田山墓地返還に付書状

野口孝司前田孝英

6野田山墓地返還交渉に付害状

野口孝『前田孝英

7野田山墓地返還に付害状

野口孝司前田孝英

8野田山墓地返還に閲する下付金確定に付書状

(前田家御用弁方〉野口→前田孝英

来前田孝英司御用弁方書状の下書あり

9野田山墓地返還下附金に付書状

来300円でなら返還承諾の旨

10野田山墓地返還下附金に付書状

野口孝司前田孝英

※侯爵家で100円以上の支出がある時は、解踏員会を聞いて検討する必要がある

11野田山墓地返還の件に付書状

野口事『前田孝英

業墓地返還の件は、御用弁方から侯爵本邸に移る

12染香院三十三回忌案内に付書状

照福寺前田暁飽『前田孝英

語詩集香院は前回大腸家より入寺

13墓地返納届用紙・墓地使用願用紙

来本用紙ハ大正九年七月十七日!帰府ノ節参考として墓地管理者に貰ヒ受ケ也義

14野田山墓地園

15野田山墓地絵図

包封

※6通(016....021まで}を包み一括してある

16野田山墓地返還承館書

前田孝英『侯爵前田利為

17野田山墓地管理に付一件緩

18前回大膳家歴代之墓所図

19前回大膳家歴代之墓所図

20前回大膳家歴代之墓所国

※明治八年八月飼

21墓標年号書付

包墓所葬祭毘録

※明治7年尾山神社における神葬祭改めに付制孝以下の基所等書上

※野田山墓地図付〈

ハガキ

ハガキ

ハガキ

〈大iE10(1921)年M月13日

(大正10(1921)年貰月5日

〈大iE10(1921)年)6月14日

( 炉、

b 

切続紙

罫紙(2枚)

一紙(2枚〉
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