
米子八幡神社古文書一覧　HP用

書　　　　　名 文書作製者（差出人） 請　取　人 年　代 形態 数量 備　　考 備考２

1 　伯州会見郡大社八幡郷八幡大神之縁記 安永8年6月 竪帳 一冊 ・八幡宮一般の縁起

2 　御條目写・被仰出写 12通 ・包紙に12通が一括されている。

2ー1 　覚（社木伐採につき触れ） 寺社奉行羽原兵右衛門 宝暦11年2月 ・藩法集にあり

2ー2 　覚（神家御法度） 永江大炊亮 諸社家中 正徳3年2月 ・藩法集になし

2ー3 　〔御條目再触ニ付達し〕 大老中 吉田殿掌職輩

2ー4 　覚（御両国社家中ヘ申渡） 永江和中、森宮右衛門 ・神職の席次についての規定あり

2ー5 　綱吉公御條目 天和2年8月

2ー6
　定（諸社之祢宜神主等装束并吉田家許状等之儀ニ付
御書付）

・幕法

2ー7 　〔仏教五戒、諸寺院管取次所等〕 年未詳

2ー8 　〔幕府触書写（諸寺院僧侶一体風俗不宜ニ付取締）〕 松平定信 天明8年11月

2ー9 　覚（神主家内ニて神事相勤もの宗門改血判御免） 元禄13年2月 ・藩法集にあり

2ー10 　〔覚書〕

2ー11 　佐治平兵衛御用状（神職宗門改改正につき通知） 佐治平兵衛
河村郡宗旨庄屋与次右衛
門

2月18日 ・9に関連

2ー12 　〔修験道法式之儀につき触書〕 山田弥兵衛
享保10年5月
18日

・文化8年写し

3 　〔八幡宮社殿并御上御建立之書上控〕 内藤遠江 宗旨庄屋黒田善次郎 宝暦8年12月 竪帳 一冊 ・八幡宮の明細

4 　殿様御所労ニ付御祈祷差出、同御逝去御悔差出扣
文政9～天保
12年

竪帳 一冊

・文政9年乙五郎若殿様奉称と逝
去の祈祷　・文政13年藩主池田斉
稷逝去の悔　・天保12年藩主斉訓
逝去の悔
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5 　八幡宮縁記 内藤佐渡守藤原朝臣綱長 文政3年2月 竪帳 一冊
・八幡宮創建伝承から寛永八年池
田光仲の社殿造営まで

6 　荒尾近江殿米府へ入城日記扣 内藤蔵人 文政2年8月 竪帳 1冊

・荒尾近江が文政2年8月3日米子
へ入城し、8月25日八幡宮社参、9
月3日米子出立5日鳥取着までの
日記

7 　〔八幡宮社殿并棟札・古証文・宝物等由来書上控〕 竪帳 1冊
・前、後欠　・三番翁面、三十六歌
仙絵馬等由来書あり。

8 　江戸初期の文書 一括 ・包紙で一括されている。

9 　〔幕法・藩法等覚書〕 竪帳 一冊

10
　永々御直触再願扣・武内社神銅体届書扣・長屋者届何
角色々扣

内藤佐渡守 文政5年3月 竪帳 一冊

11
　中将殿因伯大守松平因幡守源朝臣斉稷公四拾弐歳祝
賀御祈祷

文政11年12月
朔日

竪帳 一冊
・藩主斉稷42才の祝賀の祈祷、十
二月一日に八幡社前にて郡中惣
神職相集リニ夜三日の祈願を行う

12
　文化弐年丑とし内藤佐渡守江御目見江被仰付証状并
ニ願書之控

文化2・4年 5通 ・包紙で一括

12ー1 　奉願覚（父遠江節之通毎歳年頭御目見願書扣） 内藤佐渡守綱長
隠岐久右衛門・上山文之
丞

文化2年1月29
日

竪紙 1通

12ー2
　山懸作之進・井上与助書状（来ル二月朔日年頭御礼御
目見願い御評儀中に付出府に及ばざる事）

山懸・井上 内藤佐渡守 正月廿二日 継紙 1通

12ー3
　寺社奉行御用状（先達而相願候趣ニ付被仰渡有之出
府之事）

寺社奉行御役所 内藤佐渡 三月廿日 切紙 1通

12ー4 　御用状（二月朔日年頭御札ニ付登城之事） 上山六之丞・隠岐久右衛門 内藤佐渡 正月十六日 切紙 1

12ー5 　御用状（二月朔日年頭御札ニ付登城之事） 隠岐久右衛門 内藤佐渡 正月十六日 切紙 1

13 　〔塚村弁財天宮林竹木伐事停止之事〕
平尾喜左衛門・野崎甚五兵
衛

八幡中務
寛永17年2月5
日

折紙 １通 ・包紙あり

14 　安永九年六月廿三日御直触ニ付家風御改之御証文 内藤遠江
安永9年6月23
日

切紙 ２通

14ー1
　被仰渡書（八幡宮本殿再建ニ付拝借銀并材木御渡し、
伯州勧化許可）

内藤遠江 継紙 1通

14ー2
　被仰渡書（本所表上京・宗門書上寺社奉行差出等直触
につき）

内藤遠江
安永9年6月23
日

継紙 1通

15 　御神領御証文・宮村竹林御証文ほか 一括 12通
・袋の表書きのものの多くが入って
いない。
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15ー1
　山田弥兵衛書状（八幡宮再興出来候来月朔日之頃御
遷宮可為之由珍重）

山田弥兵衛 八幡宮神主内藤右京 七月二十三日 折紙 1通

15ー2
　山田弥兵衛書状(拙者儀今般結講被仰付御祝儀銀送
給令大慶）

山田弥兵衛 内藤舎人 十一月十五日 折紙 1通

15ー3
　覚（馬場村田畑豊田村新井手筋之井手底桁下ニ罷成
候覚写）

小嶋理兵衛
相見郡大庄屋福万村与平
次

宝永元年11月 折紙 1通

15ー4 　覚（往還道下神田之代リニ引遣候田畑覚写） 志村久平治 福万村与平治 正徳4年10月 折紙 1通

15ー5 　〔社帳書入一件（八幡村書入順不満ニ付）〕 継紙 1通

15ー6 　覚（八幡宮丈破ニ付松崎ヘ万歳奉願書写） 伊豆 山田佐介 （元禄8年か） 切紙 1通

15ー7 　〔造営ニ付願書控（材木ならびに銀十枚拝借）〕 内藤遠江 安永9年 折紙 1通

15ー8 　覚（八幡宮修願願書ならびに由緒書上） 内藤遠江 寛政6年5月 継神 1通

15ー9 　西村元右衛門ほか書状（洪水ニ付別紙継書承知） 西村元右衛門ほか3名 内藤佐渡守 七月二十八日

15ー10
　小南九郎右衛門書状（当年も洪水ニて其元八幡領流
申由御書中之趣申達）

小南九郎右衛門 内藤右京 八月十日

15ー11 　証（居屋敷下払地代金受取手形） 第十四大区祖税専務 東八幡村内藤綱泰
明治9年1月14
日

15ー12
　向重左衛門書状（先年御宮修復之刻拝借銀之返上相
済借文判形消申事）

向重左衛門 内藤右京 五月六日

16 　荒尾近江様・荒尾但馬様御老中衆御証文 折紙 １通 ・包紙に一括　・享保以降

16ー1
　中川弥右衛門ほか連署状（但馬逝去絶言につき飛簡
のこと）

中川弥右衛門・湯浅清録・村
河与一右衛門

内藤舎人・山根縫殿助・内
藤口前

十一月三日 折紙 1
・米子荒尾千代但馬成倫　享保19
年7月死

16ー2
　村瀬新右衛門書状（自分病気平愈の祈祷札など頂載
につき札状）

村瀬新右衛門 内藤遠江 七月十三日

17 　御上御祈祷指上候ニ付返状数通有り ５通
・包紙に一括　・包紙裏に「内藤・
田口・尾高内藤・遠藤・中村・櫃田
数々」

17ー1
　寺社奉行羽原兵左衛門御用状（殿様疱瘡につき二宮
（尾高）大明神社前において構中不残祈祷のこと、八幡
宮内藤：日吉津田々は自分にて祈祷のこと）

羽原兵左衛門 内藤主税 六月十九日 折紙 1

17ー2
　大見茂左衛門御用状（殿様年賀につき祈祷ならびに札
差し上げのこと）

大見茂左衛門
山根縫之助・内藤舎人・内
藤要人

正月廿七日 折紙 1

17ー3 　由宇勘平書状（飛札札状） 由宇勘平
細見遠藤采女・八幡内藤
右京・日吉津山根大膳・尾
高内藤掃部

二月廿八日 折紙 1

17ー4
　大窪勘兵衛ほか御用状（御祝義民安全之祈祷ならび
に札・神酒差し上げのこと）

大窪勘兵衛ほか2名 内藤近江 十一月八日 折紙 1
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17ー5
　米子荒尾家臣久呂長治次兵衛・湯浅清六御用状（年賀
祈祷の札差し上げにつき御肴一種下賜のこと）

久呂長治次兵衛ほか
内藤舎人・山根縫之助・中
村要人・櫃田美濃・遠藤式
部・長谷川左近

18 　八幡宮御社領御水帳 内藤遠江 明和6年4月 竪帳 一冊 ・神領高三十四石五斗三升

19 　八幡宮御社領田畑掛帳 内藤遠江 明和6年4月 竪帳 一冊 ・社領の小作人台帳

20 　〔内藤家代々上京之年覚〕 天明元年 竪帳 一冊
・先祖が吉田家へ上京した際の年
と由緒

21
　乍恐奉願口上之覚（宗像神社と注連下陰田村櫃田能
登との争論）

内藤和泉 門脇文左衛門・内藤権頭
橫半
帳

１通

・宗像庄大社宗像大明神を注連頭
とし、庄内の神職を注連下として
宗像大明神祭礼に参加させてい
た。

22
　御両国寺社領居屋敷東西南北間数御免地又者年貢地
分別書上候様被仰付候ニ付書上候控ヘ也

文化元年 一括 １通

22ー1
　隠岐久右衛門御用状（本帳御改之趣被仰出候ニ付取
調書付差出之事）

隠岐久右衛門 内藤佐渡 二月十六日 継書 1通

22ー2 　居屋敷御届ケ品々覚（1の回答文） 内藤佐渡守 竪神 1通

22ー3
　今中清六ほか書状（居屋敷境内間数書付別紙一通御
差出紙面之趣致承知事）

今中清六 内藤佐渡守
十月二日（文
化元年）

継紙 1通 ・内容的に文化元年、2の礼状

23 　〔御奉行石川善右衛門御役儀之節御証文入〕 安永9年 一括 四

23ー1 　覚（八幡社造営ニ付御拝借銀十枚請取手形） 内藤遠江 石川善左衛門 安永９年12月 竪紙 1通

23ー2 　〔御拝借銀請取方ニ付覚書〕 村岸 切紙 １通

23ー3 　〔八幡宮造営ニ付御拝借銀願書控〕 内藤遠江
子四月（安永9
年か）

継紙 1通

23ー4
　石賀武左衛門ほか書状（宗門之儀御申越被成致承知
候事）

石賀武左衛門ほか4名 内藤遠江 閏5月18日 継紙 1通

24
　荒尾遠江殿ヘ御甲甲冑御寄付願書并燈明銀先年御供
米之事御調之事

文化5年 一括 3通

24ー1
　東市右衛門書状（米子荒尾家に蝋燭代寄付願書案文
認め方ニ付）

東市右衛門 内藤嘉十 五月十四日 継紙 1通

24ー2
　荒尾近江殿江内々断書差出控（荒尾家との由緒并ニ
燈明料二百疋寄付願書写）

内藤佐渡守 文化5年5月 橫帳 1冊 ・嘉十は佐渡守の親類

24ー3 　奉願口上之覚（蝋燭代寄付願書控） 内藤佐渡守 伊木隼太 文化5年6月 切紙 1通

25
　伊田助左衛門役中之儀永々御直触願置依而伊田氏江
内々頼違候返状

文政6年 一括 １通
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25ー1
　平野幸蔵書状（御直触之儀未相済不申ニ付、度々旦
那江キ咄合仕居候事）

平野幸蔵 内藤佐渡守 十月三日 折紙 1通
・平野は寺社方、伊田助左衛門家
臣

25ー2
　伊田助左衛門書状（御願上之趣先方之様子相考御左
右可申候）

伊田助左衛門 内藤佐渡守 十月三日 継紙 2通

25ー3
　井上与助書状（当夏市村へも色々申催促仕候得共今
以何之御様子も無御座候）

井上与助 佐渡守 十月九日

26 　両国社家心扣へ
橫半
帳

一冊 ・伯耆社家心得・不心得につき

27 　〔社地竹林伐採條目写〕 折紙 １通 ・寛文七年・正徳五年の法令

28
　御上江指上候記録扣へ（八幡宮由緒ならびに宝物書
上）

内藤遠江 子二月 継紙 １通

29 　覚（八幡宮由緒ならびに宝物書上） 内藤遠江 子二月 継紙 １通

30 　覚（社殿并ニ宝物由緒、屋根修復ニ付願書） 内藤遠江 寛政6年5月 巻紙 1通

31 　棟札写（天永～正徳五年） 享保18年 巻紙 １通

・天永、明応七年、天正十二年（神
辺城主椙（杉）原景盛）、天正十七
年（国郡主吉川広家）、寛永十一
年（池田光仲）、承応二年、延宝元
年、元禄七年、正徳五年

32 　地主神之事
遠藤村庄や兵衛・年寄与左
衛門

内藤舎人 十月十四日 切紙 １通

33 　〔字蔵屋敷社領ニ付書上〕 切紙 １通

34

　指上候扣ヘ入（社地之内木根伐奉願候山奉行名前指
上候扣被仰付候得共当社之義ハ野崎三右衛門殿・沢住
楯左衛門殿殿より寛永十三三月十五日ニ被仰渡候古証
文御座候則寺社御役所御届ケ計ニ而相済候）

一括 １通

34ー1
　井上与右衛門ほか御用状（御願書一通被差出致一覧
候処文言不宜ニ付案紙認御廻申候）

井上与右衛門ほか4名 内藤遠江
閏十一月二十
日

継紙 1通

34ー2 　某書状控（宮地内竹木伐取ニ付、先例差出し之事） 折紙 1通

35
　中野和平太ほか書状（同姓蔵人様鳥取ニて壱本紙之
儀今般致承知候事）

中野和平太ほか4名 内藤佐渡
（文政3年）4月
14日

継紙 1通

36
　奉願覚（八幡宮郡中筆頭ニ付田口中務森越後守通宗
旨触等被仰付不被為候而者迷惑ニ付）

内藤遠江 明和7年4月 竪紙 １通

37 　棟札写（承応二年） 巻紙 １通

38 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣）
神祗管領長上従二位ト部朝
臣

寛政3年4月26
日

竪紙 ２通
・黒坂町神主梅林左近屋公のも
の。　・控之1通

39 　当社祭札之格式（八幡宮神事一覧） 竪紙 1通
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40 　〔祝言（新嘗祭〕 内藤綱泰 近代 竪紙 １通

41 　〔祝言（島根の遠の縣の官人～）〕 近代 竪紙 １通

42 　〔誉田尊伝記（八幡縁起）〕 継紙 １通 誉田尊＝応神天皇

43 　〔内藤官兵衛尉綱宗伝記〕 継紙 １通

44 　〔隠居・家続ニ付許可状〕 神務局 内藤綱幸・内藤速馬
明治3年6月2
日

切紙 ２通

45 　御名乗（藩主・寺社方役人通称・諱書上） 一括 ・書

46 　棟札写（延宝元年） 巻紙 ２通
・案文力　・「因伯二州大守源光仲
～」が棟札の文言

47 　棟札写（祝言部分） 巻紙 １通

48 　棟札写（寛永十一年祝言部分） 巻紙 1通

49 　棟札写（承応二、延宝元、元禄七） 巻紙 1通

50 　口上之覚（大山金剛童子御祭礼荘厳一件） 宮前村石塚兵庫ほか８名 八幡馬場村内藤治部少
元禄15年4月
16日

継紙 2通
・大山金剛童子祭礼につき申し入
れ

51 　神祇道要用書ひかへ 内藤佐渡守 竪帳 1冊
・祈祷札文言の覚、吉田家取次山
田造酒らへの書状雛形

52 　御上様御証文目録 内藤近江 石川善左衛門 安永9年10月 竪帳 1冊
・同年春に藩へ持参した八幡宮関
係の証文目録

53 　東武御札献上下覚帳 正神主内藤遠江守 安永8年5月 竪帳 1冊 ・江戸幕府への御札献上の覚

54 　神領田畑名寄帳 内藤近江 寛延2年11月 竪帳 1冊
・八幡宮の神領書上
・裏表紙に「内藤近江神領田畠質
証文」とあり

55 　京都吉田殿遣書状 内藤佐渡守 橫帳 1冊

56 　願書控（造営拝借銀・八幡宮禰宜ニ付） 内藤氏 寛政10年2月 竪帳 1冊

57 　願書控（神葬祭関係書上写） 文化年間 竪帳 1冊
・明和以降の神葬祭関係書上写
（文化3年まで）

58 　神葬祭願書書状写外ニ品々写 文化7年10月 竪帳 1冊 ・文化3年より

59 　神道葬祭略次第 神祇管領長上家鈴鹿 享和2年 竪帳 1冊

60 　神葬祭願書写 大宮司綱長
寛政12年閏4
月

竪帳 1冊

61

　文政五年午春御社地之内枯木枝葉下樵致候ニ付三月
廿七日御山奉行より相尋夫より鳥府御下役市村源七方
江内々申遣ス事并大庄屋宗旨庄屋村庄屋江掛渡り候日
記

文政5年 竪帳 1冊

62 　心覚控（青砥掃部・来海主膳出入一件） 竪帳 2冊 ・同じものが２冊あり
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63 　覚（鳥取出府一件并八幡宮由緒書控） 文化11年2月 竪帳 1冊 社殿修復願いにつき出府

64 　歳仲御上勤方覚 安永10年1月 竪帳 1冊 ・祈祷札献上年頭御目見など

65 　覚（境村弁財天社地争論願書写） 内藤遠江 丑6月 竪帳 1冊 ・内藤家持宮弁財天関係

66 　吉田殿御家老中より国許江之返書写
文化13年3月3
日

竪帳 1冊 ・両国神職在方締合組合一件

67 　吉田殿より国許江被遣候口書写 内藤佐渡守 文化13年頃 竪帳 1冊
・吉田家より鳥取藩へ出された書
状写など
・神葬祭関係

68 　吉田家法式書 内藤佐渡守 竪帳 1冊
・吉田家に関する書状写し（文化
以後）

69 　京都道中小遣覚 吉田二位殿郷侍中嶋左近 文化11年7月
橫半
帳

1冊
・京都への道中記（米子～用瀬～
京）

70 　道中小遣日記 京都吉田殿郷士内藤蔵人 文化12年1月
橫半
帳

1冊 ・京都出張の小遣帳

71 　神祇道法令口達書
伯州会見郡大宮司内藤佐渡
守

文化7年9月 竪帳 1冊 ・神葬祭関係

72 　吉田殿より国方役所江鈴鹿諫女被差向候内談口書写 文化7年6月 竪帳 1冊 ・神葬祭関係（文化9年まで含む）

73 　口上書写 文化2年5月 竪帳 1冊
・永江氏より寺社奉行へ上がる
・神葬祭関係

74 　内存書 文化3年12月 竪帳 1冊 ・諸国神職神葬祭願振合

75 　御上御書本書并写帳 文政10年1月 竪帳 1冊
・文政13年まで
・寺社奉行・永江氏よりの触書写

76 　御触書写シ覚 内藤近江 安永9年6月 竪帳 1冊

77 　年中行事録 近代
罫紙
仮綴

1冊 ・八幡宮年中行事

78 　〔八幡宮旧記抜書〕 明和8年以降 竪帳 1冊

79 　〔八幡宮旧記抜断簡〕 竪帳 1冊

80 　系図写
会見郡東八幡村郷社八幡神
社祠官内藤綱泰

明治14年2月
18日

竪帳 1冊 ・戸長役場へ提出控え

81 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣兼英 内藤中務少輔綱寿
寛永14年6月
23日

竪紙 1通 ・包紙２ 証文箱１

82 　神道裁許状（風折烏帽子） 神道管領長上卜部朝臣兼英 内藤右京亮綱重
寛永14年6月
23日

竪紙 1通 ・包紙２ 証文箱１

83 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣兼里 内藤中務少輔綱寿
寛永17年7月
15日

竪紙 1通 ・包紙２ 証文箱１
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84 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣兼連 内藤伊豆守寿長
延宝6年4月7
日

竪紙 2通
・包紙２
・一通は写し（宝暦13年ものか）

証文箱１

85 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣）
神道管領長上右兵衛卜部朝
臣兼連

内藤左門藤原寿陳
元禄10年6月
24日

竪紙 1通 ・包紙２ 証文箱１

86 　神道裁許状（風折烏帽子紗狩衣） 神道管領長上卜部朝臣兼雄 内藤近江守藤原寿吉
寛保元年8月6
日

竪紙 1通 ・包紙２ 証文箱１

87-1 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣兼雄 内藤遠江守藤原寿常
宝暦8年7月16
日

竪紙 1通 証文箱１

87-2 　神道裁許状（衣冠） 神道管領長上卜部朝臣兼雄 内藤遠江守藤原寿常
宝暦8年7月16
日

竪紙 1通 証文箱１

87-3 　神道裁許状（斎服） 神道管領長上卜部朝臣兼雄 内藤遠江守藤原寿常
宝暦8年7月16
日

竪紙 1通 証文箱１

88 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣良長 内藤蔵人藤原綱芳
文政元年5月
23日

竪紙 1通 ・包紙有り 証文箱１

89 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神道管領長上卜部朝臣良芳 内藤志摩藤原綱幸
嘉永元年3月
22日

竪紙 1通 ・包紙有り 証文箱１

90 　神道状（従五位下志摩守勅許） 神祇管領長上卜部朝臣
嘉永元年4月7
日

竪紙 1通 ・包紙有り 証文箱２

91 　位記（藤原朝臣綱幸従五位下） 内藤綱幸
嘉永元年4月4
日

巻子 1巻 証文箱２

91-1 　口宣案（叙従五位下） 蔵人頭権右中弁藤原資宗 藤原綱幸
嘉永元年4月4
日

竪紙 1通 証文箱２

91-2 　口宣案（任志摩守） 蔵人頭権右中弁藤原資宗 藤原綱幸
嘉永元年4月4
日

竪紙 1通 証文箱２

92 　奉勅状
大外記兼掃部頭造酒正中原
朝臣師身

従五位下藤原朝臣綱幸
嘉永元年4月5
日

竪紙 1通 ・包紙 証文箱２

93 　中臣祓 神道管領長上卜部朝臣良芳 藤原綱幸
嘉永元年3月
22日

継紙 1通 ・包紙有り 証文箱２

94 　六根清浄大祓 神道管領 藤原綱幸
嘉永元年3月
21日

折紙 1通 証文箱２

95 　〔祝詞授与状〕 神道管領長上卜部朝臣良倶 藤原綱長
寛政4年9月26
日

継紙 1通 ・前欠 証文箱２

96-1 　口宣案（叙従五位下） 蔵人頭左中弁藤原和定 内藤綱長
寛政4年10月
19日

竪紙 1通 証文箱3

96-2 　口宣案（任佐渡守） 蔵人頭左中弁藤原和定 内藤綱長
寛政4年10月
19日

竪紙 1通 証文箱3

97 　神道裁許状（風折烏帽子狩衣） 神祇管領長上卜部朝臣良倶 内藤佐渡藤原綱長
寛政4年9月26
日

竪紙 1通 ・包紙 証文箱3

98 　神道裁許状（斎服） 神祇管領卜部朝臣 藤原綱長
寛政4年9月26
日

竪紙 1通 ・包紙 証文箱3

99 　奉勅状（任佐渡守） 大外記兼助教中原朝臣師資 従五位下藤原朝臣綱長
寛政4年10月
21日

竪紙 1通 ・包紙 証文箱3
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100 　位記 藤原朝臣綱長
寛政4年10月
19日

巻子 1巻 証文箱3

101
　御書付（忰牧太へ佐渡病気の節官服着用神勤名代勤
承届之事）

（寺社奉行） 内藤佐渡
文化15年5月
22日

継紙 1通 ・包紙 証文箱4

102 　〔参詣次第ほか〕 神道管領卜部 藤原寿陳 元禄10年6月 継紙 1通

103 　六根清浄大祓 神道管領卜部 藤原寿陳 元禄10年6月 折紙 1通

104-1 　神道裁許状（紗狩衣四組木綿手〓） 神道管領卜部 藤原寿陳
元禄10年6月
24日

折紙 1通

104-2 　神道裁許状（持笏） 神祇管領卜部 藤原寿陳
元禄10年6月
24日

折紙 1通

104-3 　神道裁許状（浅緑四組掛） 神祇管領 藤原寿常
宝暦8年7月16
日

折紙 1通

104-4 　六根清浄大祓 神道管領 藤原綱長
寛政4年9月26
日

折紙 1通

105-1 　六根清浄大祓 神道管領 藤原寿常
宝暦8年7月16
日

折紙 1通

105-2 　十八神道加行次第 神道管領 藤原寿常
宝暦8年7月16
日

折紙 1通

105-3 　神道星祭略次第 神道管領 藤原寿常
宝暦8年7月16
日

折紙 1通

106 　〔神祇管領吉田家より拝領熨斗昆布〕
文政元年5月
25日

1点
・格社に仰せつけられた際に拝領
・包紙

107 　被仰渡状（親遠江通り一代限御目見） 内藤佐渡
文化2年4月3
日

切紙 2通

・ほか閏12月23日寺社奉行所から
の御目見日替のことに関する書状
１通
・包紙

108 　〔先祖命日記〕 折紙 1通

109 　〔先祖祥月命日記（十代遠江以前〕 折紙 1通

110
　内藤代々霊名記（十代遠江守寿常以前の命日祥月命
日）

（明和ごろ） 折紙 1通 ・包紙

111 　神道裁許状（四組木綿手〓） 神祇管領 内藤綱寿
寛政4年9月26
日

折紙 1通

112 　中臣祓 神道管領長上卜部良倶
寛政4年9月26
日

継紙 1通

113 　鈴鹿出羽守連署状（立烏帽子之事） 鈴鹿出羽守ほか3名 内藤佐渡守 子10月 折紙 1通

114
　寺社奉行証文（社造営につき伯耆六郡相対勧化御聞
届）

（寺社奉行）石川善左衛門
1通目河村・八橋・久米郡
宗旨庄屋、2通目汗入・会
見・日野郡宗旨庄屋

安永9年6月 竪紙 2通 ・包紙

115-1 　奉幣次第 神道長上 内藤中務少輔綱寿 明暦元年7月 折紙 1通 ・包紙
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115-2 　遷宮次第護身神法 神道長上 内藤中務少輔綱寿 正保4年7月 折紙 2通 ・包紙

115-3 　参詣次第 神道長上 内藤中務少輔綱寿 明暦元年7月 折紙 1通 ・包紙

115-4 　祝詞 神道長上 内藤中務少輔綱寿 明暦元年7月 折紙 1通

115-5 　神道裁許状（社役・神楽） 神道長上兼英 巫女備後
寛永14年6月
26日

折紙 1通

116 　〔祝詞〕 内藤綱泰 （近代以降） 竪紙 1通

117 　〔祝詞〕 内藤綱泰 （近代以降） 竪紙 1通

118 　諸行事次第（行事・祝詞集） 文化7年
橫半
帳

1冊

119 　比岐女射術口授秘決
雲州大庭神魂神社神住穐上
持中斎

内藤遠江寿興 安永5年9月 巻紙 1通

120 　神社（全国有名神社一覧）
橫半
帳

1冊

121 　神祇管領御職堂神祇道御掟書 藤原綱長 文化3年8月
橫半
帳

1冊

122 　天照大神宮 日吉津村田口讃岐守 嘉永元年 竪帳 1冊 ・嘉永年間の神社改帳の下帳

123 　隨神門新建立積書 文化8年2月 竪帳 1冊

124 　道祖神猿田彦相殿新建立積書 文化8年2月 竪帳 1冊

125 　八幡宮御造営痛所繕積書 文化8年2月 竪帳 1冊

126 　　　御禊職掌常談
安政2年6月20
日

竪帳 1冊

127 　神風恵草
江府跡部光海門人新松氏源
忠義

享保9年5月 版本 1冊

128 　八神殿伝 竪帳 1冊

129 　臼井正統伝四神出生段 広江勇三郎 文化10年9月 竪帳 1冊

130 　秘伝家相方道撰格　全 楽山翠雲堂 竪帳 1冊

131 　儒道編 竪帳 1冊

132 　改正身滌祓講本 東八幡内藤 竪帳 1冊
・「此講義ハ大篠津村神職門脇守
樹也」

133
　家内人別書菩提寺江二月中相廻候様寺社奉行田多林
蔵より相触候一件控

内藤佐渡守
天保10年5月
26日

竪帳 1冊

134 　備前国被仰渡條写し 尾高村内藤越中守 竪帳 1冊
・寛文6年に岡山藩主池田光政が
藩内神職中へ触れた触書写し
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135 　臼井正道伝八洲起源段 広江勇三郎 竪帳 1冊

136 　神代三部考 竪帳 1冊

137 　古事記伝十六 竪帳 1冊

138 　願書控（八幡太神之社大破ニ付御建立願書） 内藤佐渡守 寺社奉行天野五郎右衛門
文化11年2月
11日

竪帳 1冊

139 　遷宮之節警固と山奉行席論演書之覚控 内藤佐渡守綱長 寺社役所 文化13年4月 竪帳 1冊 ・明和以降の遷宮図あり

140 　願書并届書写（永代直触願・御紋・絵符使用届） 内藤佐渡守 寺社奉行伊田和十郎 文政2年10月 竪帳 1冊

141
　〔奥州伊達郡泉田村常心と申百姓日本廻国ニ罷出当
村境内辻堂へ退出ニ付始末書〕

内藤佐渡守 舟越亦三郎、野坂又四郎 文政2年7月 竪帳 1冊

142 　正遷宮願書控 内藤志摩守綱重 野間武兵衛 元治2年3月 竪紙 1通

143 　請作証書（小作請人証書綴り） 内藤綱泰 明治11年3月
罫紙
綴

14通

144 　奉再願覚（自今以後吉田殿法式ヲ以自身葬祭取営候） 来海伊勢ほか4名 永江遠江守 弘化3年2月 継紙 1通 ・来海のみ実印

145
　内藤縫殿之助官位銀割帳（綱幸官位ニ付氏下村々入
用銀割帳）

弘化4年12月9
日

横帳 1冊

146 　珠算〓要（そろばんの教科書） 内藤正賢
罫紙
綴

1冊

147 　大山教会講社人名下帳（福市村分） 竪帳 1冊 ・無記名

148 　〔鳥取県皇典講究会見郡第一部分所設置関係綴〕 事務掛内藤綱泰 明治16年 仮綴 1冊

149 　欠番

150 　履歴書 内藤綱泰
明治20年4月
13日

罫紙
綴

3冊 ・同じものが3冊

151 　記（反物領収書） 塚本屋長兵衛 内藤 卯年9月 切紙 1通 ・近代

152 　明治七年甲戌太陽暦 大阪頒■商社 明治7年 綴 1冊
・伯州弘通所米子小高町大屋三
郎平

153 　棟札
罫紙
綴

1冊 ・近代

154 　大山教会講社慨則 印刷 3冊

155
　八幡宮氏子中高割帳（左前殿官位銀として八幡宮氏下
中へ村割高）

八幡村庄屋ほか18ヶ村 内藤舎人、内藤左前
享保14年12月
11日

横帳 1冊

156 　田畑永代ニ替■■（田畑永代売渡証文）
内藤右京同姓八助、馬場村
庄屋・年寄ほか

とたや九左衛門
延宝6年3月20
日

継紙 1通

157 　九紫三白星秘書 楽山遠藤寛 文政9年10月 竪帳 1冊
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158 　神武権衡録乾 竪帳 1冊 ・神道書

159 　〔神道本〕 竪帳 1冊 ・前欠

160 　唐詩選（巻六、七） 享和元年 版本 1冊

161 　日本名家詩選（巻一、二） 藤元日丙文二 寛政10年 版本 1冊

162 　羽子板之説 八重垣翁
享保20年7月
19日

竪帳 1冊
・「宝暦十庚辰載孟春中旬写畢根
関性安良」とあり

163 　松岡先生神道夜話全

備後鞆津須賀陸奥守藤原朝
臣清共筆記、予州宮崎左近
越智定安写之、中須賀正都
識語

宝暦12年 竪帳 1冊 ・加茂保角

164 　六月晦日大祓（祝詞集） 竪帳 1冊

165 　中臣祓卜部本　全 越智定安（内藤綱幸書之） 寛政3年2月 竪帳 1冊

166 　御造営願場覚 天保 竪帳 1冊 ・天保九年許可の普請か

167 　御造営願書控（天保九年聞届の造営一件書類写し） 内藤佐渡守綱長 天保6～15年 竪帳 1冊

168 　〔局沢野悪口之事〕 竪帳 1冊 ・実録物（松平周防守）

169 　〔八幡社殿図〕 継紙 1通

170 　渾成翁口授 従五位上賀茂県主保角 安永5年6日 竪帳 1冊
・天明4年3月9日予州川ノ江越智
宿禰定安写す。文政元年７月7日
京都吉田松岡先生宅ニテ書之

171 　袖控（郡中大社へ被仰付候様奉願） 内藤志摩守 万延元年6月 竪帳 1冊 ・神社の歴史概略がわかる

172
　文政十一年子八月十五日御祭礼神事相撲ニ付湊山繁
右衛門岩ヶ﨑与茂治郎取組与茂治郎転折節悪敷相果
始末日記

文政11年8月 竪帳 1冊

173
　文政十弐年丑七月十八日洪水ニ付境内痛神領水損届
控

内藤佐渡守綱長 寺社奉行河田十右衛門 文政12年7月 竪帳 1冊

174 　袖控（八幡宮禰宜住田斎・定之丞父子と争論一件控） 内藤遠江 午2月 竪帳 1冊

175 　〔後藤又兵衛実録〕 須山仙之丞 安政4年8月 竪帳 1冊
・伯州八幡新屋の印あり。外題内
題なし

176 　御即位参勤交名 文化14年 竪帳 1冊

177 　関東御代々御姓名書
橫半
帳

1冊

178 　〔八幡宮修覆仕様書〕 竪帳 1冊
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179
　内支配宮番懸合之一件并職号書上写シ（東照宮定役
松田市正・田川伊勢・松田加賀等七名取立一件）

気多郡幣頭・直触中・上地大
和・岡村紀伊守・飯田肥後守
ほか

嘉永4年8月 竪帳 1冊

180 　八幡太神講料目録人数帳 文化12、13年 横帳 2冊

181 　覚（八幡宮外遷宮御聞済ニ付神事式勤行願控） 内藤志摩守綱幸 寺社奉行宮崎鉄馬 万延元年12月 竪紙 1通

182
　覚（一代限直触之面々菩提寺宗門請合之儀ニ付願書
控）

内藤佐渡守綱長 多田林蔵 天保10年5月 竪紙 1通

183 　覚（八幡宮社地御制札書替願書控） 内藤志摩守綱幸 河田関助 元治元年9月 切紙 1通

184 　〔蟇目之図〕 竪紙 1通

185 　鳴弦之秘決 雲州神魂大社神主穐上得国 内藤 安永5年9月 巻紙 1通 ・白川家伝

186
　会見郡遠藤村役人口書（当村祇園社大破造営清めに
つき願書控）

頭組年行司和十、年寄善兵
衛、庄屋次左衛門

舟越亦三郎、野坂又四郎 文政2年4月 継紙 1通

187 　乍恐奉願上候覚（八幡宮大破修覆願控） 馬場村庄屋ほか二十ヶ村
潮直太郎・加藤清右衛門・
湯原林兵衛

文久3年10月 継紙 1通

188 　覚（本社ほか九社家根葺替代金ならびに仕様書）
鳥取川外大工町屋ねや平五
郎

氏下庄屋衆中・内藤千倉
享保21年2月
23日

継紙 1通

189-01 　〔神社氏子調之儀別冊之通被仰出〕 社寺方 明治5年2月 切紙 1通

189-02 　辞令状（郷社祠官申付候事） 鳥取縣 内藤速馬 明治5年4月 証書 1通

189-03
　辞令状（八幡社付属村社水浜・中川・巨勢・西千田・東
堀社取扱）

鳥取縣 内藤速馬 明治5年4月 証書 1通

189-04 　辞令状（士族申付候事） 鳥取縣 内藤速馬 明治5年6月 証書 1通

189-05 　辞令状（摂社水浜社ほか二十社社務取扱） 社寺懸 内藤綱泰
明治6年3月8
日

証書 1通 ・封筒1

189-06
　辞令状（米子勝田社祠官安養寺直躬自殺ニ付同社社
務当分兼務）

米子戸籍掛 祠官内藤綱泰
（明治6年か）
10月4日

証書 1通 ・封筒1

189-07
　辞令状（郷社米子勝田社祠官当分兼務差免郷社日吉
津村蚊屋嶋社祠官当分兼務）

社寺掛 内藤綱泰
明治6年3月31
日

証書 1通 ・封筒1

189-08 　〔鳥取縣管下神道事務分局設立ニ付周旋可有之事〕 鳥取縣管内神道教導取締 祠官内藤綱泰
明治8年8月8
日

証書 1通

189-09 　辞令状（蚊屋嶋神社社務請持差免） 鳥取縣 祠官内藤綱泰
明治9年4月6
日

証書 2通 ・添状あり

189-10
　辞令状（当分郷社蚊屋島・宗像・勝田・八幡神社并付属
村社神官講究掛り取扱之事）

大神山神社小教院 内藤綱泰
明治8年9月23
日

証書 2通 ・添状あり

189-11 　辞令状（会見郡第一部教務係担当） 大神山神道事務分局 権訓導内藤綱泰
明治14年1月
16日

証書 1通
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189-12 　仮学証（二等仮試験合格） 鳥取縣皇典講究分所 鳥取縣士族内藤綱泰
明治17年10月
17日

証書 1通

189-13 　出頭命令状（御用候条来十八日午前十時出頭のこと） 鳥取縣出張所 内藤綱泰 3月12日 切紙 1通 ・封筒

189-14 　〔覚書〕 内藤綱泰 切紙 1通

189-15 　辞令状（等外仮訓導定常学校勤務兼仮学長） 鳥取縣権参事伊集院兼善 祠官内藤綱泰
明治8年3月24
日

証書 2通 ・添状あり

189-16 　辞令状（吉定学校へ転務兼仮学長） 鳥取縣 等外仮訓導内藤綱泰
明治8年4月17
日

証書 2通 ・添状あり

189-17 　辞令状（十四等仮訓導試補兼仮学長） 鳥取縣権参事伊集院兼善 等外一等仮訓導内藤綱泰
明治8年7月20
日

証書 2通 ・添状あり

189-18 　辞令状（東八幡校へ転務兼仮学長） 鳥取縣
十四等仮訓導試補内藤綱
泰

明治8年9月23
日

証書 2通 ・添状あり

189-19 　辞令状（十二等仮訓導心得） 鳥取縣
東八幡学校勤務十三等仮
訓導内藤綱泰

明治9年1月15
日

証書 1通

189-20 　辞令状（十三等仮訓導東八幡学校勤務） 鳥取縣 内藤綱泰
明治9年1月15
日

証書 1通

189-21 　辞令状（仮学長兼務） 鳥取縣
東八幡学校十二等仮訓導
心得内藤綱泰

明治9年3月13
日

証書 2通 ・添状あり

189-22 　辞令状（勤中十等仮訓導申付） 島根縣 内藤綱泰
明治10年8月
10日

証書 1通

189-23 　辞令状（東八幡小学校訓導補） 鳥取縣 内藤綱泰
明治15年9月
13日

証書 1通

189-24 　辞令状（小学初等科教員） 鳥取縣 鳥取縣士族内藤綱泰
明治15年11月
20日

証書 1通

189-25 　辞令状（東八幡小学校七等訓導）
鳥取縣少書記官正七位本部
泰奉

内藤綱泰
明治16年9月
24日

証書 1通

189-26 　辞令状（小学初等習字学科教授） 鳥取縣 鳥取縣士族内藤綱泰
明治18年9月
21日

証書 1通

189-27 　辞令状（東八幡小学校準訓導） 鳥取縣 内藤綱泰
明治19年3月6
日

証書 1通

189-28 　仮地方免許状（尋常小学校修身読書算術習字科教員） 鳥取縣 鳥取縣士族内藤綱泰
明治21年2月
24日

証書 1通

189-29 　辞令状（東八幡尋常小学校授業生） 鳥取縣 内藤綱泰
明治21年4月
13日

証書 1通 ・包み紙

189-30 　免許状 鳥取縣
東八幡尋常小学校受業生
内藤綱泰

明治23年4月
11日

証書 1通

189-31 　〔大教正伝授書〕 明治5年 証書 1通

189-32 　辞令状（兼教導試補申付候事） 大教正稲葉正邦
鳥取縣下八幡神社祠官内
藤綱泰

明治8年5月30
日

証書 1通
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189-33 　辞令状（補権訓導） 内務省 内藤綱泰
明治11年12月
26日

証書 1通

189-34 　辞令状（会見郡第一部教導総代認可） 大神山神道事務分局 権訓導内藤綱泰
明治14年1月
16日

証書 1通

189-35 　辞令状（会見郡第一部事務掛担当）
鳥取縣皇典講究分所詰委員
角田安処

内藤綱泰
明治16年9月6
日

証書 1通

189-36 　試験御届（仮学証受領届） 内藤綱泰 鳥取縣令山田信道
明治17年10月
18日

罫紙 1通

189-37 　辞令状（補訓導） 管長従四位子爵稲葉正邦 内藤綱泰
明治17年11月
29日

証書 1通

189-38 　辞令状（補少講義） 管長従四位子爵稲葉正邦 訓導内藤綱泰
明治18年9月
22日

証書 1通

189-39 　辞令状（会見支局副長担当） 伯耆国神道事務分局 少講義内藤綱泰
明治18年9月
24日

証書 1通

189-40 　辞令状（会見郡神道事務支局副長担任） 管長従四位子爵稲葉正邦 少講義内藤綱泰
明治18年10月
29日

証書 1通

189-41 　辞令状（補権中講義） 管長従四位子爵稲葉正邦 少講義内藤綱泰
明治20年4月
27日

証書 1通

189-42 　辞令状（会見郡第一部神職取締担当）
鳥取縣神職取締長伊吹勘右
衛門

祠官内藤綱泰
明治21年10月
11日

証書 1通

189-43 　感謝状（岸本村外十ヶ村戸長役場建築費寄付）
鳥取縣知事正五位勲四等武
井守正

士族内藤綱泰
明治23年1月
10日

証書 1通

189-44 　感謝状（東八幡小学校教育費寄付）
鳥取縣知事正五位勲四等武
井守正

士族内藤綱泰
明治23年1月
27日

証書 1通

189-45 　辞令状（第外一等仮訓導東八幡学校勤務） 学務課 内藤ゆか
明治9年4月21
日

証書 1通

189-46 　当　選証書（東八幡村組合第二十五伍長）
会見郡岸本村外十ヶ村戸長
役場

内藤綱泰
明治19年2月
12日

証書 1通

189-47 　当選証書（東八幡村桑楮三椏栽培補欠員当選）
会見郡岸本村外十ヶ村戸長
役場

内藤綱泰
明治21年3月6
日

証書 1通

189-48 　拝命御書箱 箱 1箱

190 　札（鎮疫祭） 1通

191 　坪付一札 東八幡村内藤綱泰 船越伝四郎・松本源次郎 明治6年6月 継紙 1通 ・後半虫損甚大

192 　神田水帳（字宮後水田覚書） 寛政8年8月 継紙 1通

193
　永代替口書物之事（戸田屋九左衛門へ永代売神領古
屋敷瀬戸屋買い求めにつき之事）

内藤舎人・内藤左前
瀬戸屋善九郎・瀬戸屋吉
右衛門

享保15年8月 継紙 1通
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194
　永代替地書物之事（私屋敷之廻り御神田領之内無代
米ニ而御引替えのこと）

瀬戸善九郎・瀬戸屋吉右衛
門

内藤舎人、内藤左膳 享保15年8月 継紙 1通

195 　永代替地書物之事 瀬戸屋善九郎・同吉右衛門 内藤舎人、左膳 享保15年8月 継紙 1通 ・包み紙

196
　〔内藤近江せとや次郎七論場之米銀役人より評議下知
状）

役所
内藤近江守・せとや次郎
七

寛保戌年4月
18日

継紙 1通

197 　田地打分ヶ請取覚 瀬戸屋吉右衛門・同彦九郎 内藤左善・同舎人 戌十月朔日 切紙 1通

198 　某書状（瀬戸屋替地一件につき） 切紙 1通

199 　奉願口上覚（戸田屋言上） 継紙 1通

200 　神道之状
神祇管領長上従二位占部朝
臣良倶

太宮司藤原綱長
寛政4年10月
24日

竪紙 1通 ・包み紙

201
　［唯一神道秘伝等一括（唯一神道秘伝・秘行事・唯一神
道社流神送祭）］

安永7～9年
橫半
帳

8点

202 　記録控（八幡宮の由緒と古記録について） 竪帳 1冊

203 　神道神代霊卯 竪帳 1冊

204 　［日本神記等抜き書き］ 1冊

205 　［鳴弦射術之伝］ 備後高野山神主堀江姓寿正
伯耆国会見郡大社八幡宮
神主大連内藤遠江守藤原
朝臣寿常

寛政3年3月 竪帳 1冊 ・白河家流の蟇目神事伝授

206 　［祝詞等一括］

207 　八幡宮神号 杉山丹波守 中林要人
享保13年2月
11日

竪帳 1冊

208 　神道星祭略次第
横半
帳

1冊

209 　［鎮魂祭祝詞ほか］
横半
帳

1冊

210

211

212

213

214

215

216
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217
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