
市町名　 　　　　【様式　　１】

　　　　　　　兵庫県における地図・台帳等制度の沿革

  布達・制度等 資料の

　　の　名　称 有　無

M.11.11. 5 地租改正 兵庫県　播磨国宛 有 山崎町教育委員会

（例） 山林．原野等 丙第５１号

M  7. 4. 2 地租改正　伺い 豊岡県　地券係 有 豊岡県布達記載

（例） 　　間竿の寸法 　　区長宛 豊岡市立図書館

年　月　日 　資料の種類 所 管 庁  資料の保有場所



市町名 　【様式 2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県における改租図・更正図作成時期

明治　年
 作成区分
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　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

転作促進・農用地利用増進特別対策事業
（三原）

竹野町 昭和58年

第3期山村振興農林漁業対策事業（二ツ
家）

竹野町 昭和59年

第3期山村振興農林漁業対策事業（下
村）

竹野町 昭和60年

水田作総合改善モデル地区設置運営事業
（羽入・松本）

竹野町 昭和61年

地域農業拠点整備事業（桑野本） 竹野町 昭和61年

地域農業拠点整備事業（桑野本） 竹野町 昭和62年

第3期山村振興農林漁業対策事業（河
内）

竹野町 昭和63年

土地改良総合整備事業（草飼） 竹野町 平成2年

山村振興農林漁業対策事業（森本） 竹野町 平成8年

農林総合整備事業（二連原・銅山） 竹野町 平成11年

農林総合整備事業（御又） 竹野町 平成11年



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

但東町大野土地改良事業 兵庫県 昭和４８年 　　　　　無 但東総合支所　地域整備課

他　土地改良地区 兵庫県及び旧但東町 有 　　　　　　　　　〃 県事業のみ有但し地区により不明

出石町寺町 Ｓ.19.06.08 　　　　　無 2.2ｈａ火災復興

出石町町分 Ｓ.53.02.10 　　　　　無 確測図 出石総合支所地域整備課 20.0ｈａ新市街地整備

県営ほ場整備事業出石土地改良区 Ｓ５１ 　　　　　無 土地改良事務局（出石総合支所内） 見性寺井堰及び小坂西部土地改良区

第２次農業構造改善事業菅谷土地改良区 Ｓ５６ 　　　　　無 確測図･換地図 土地改良事務局（出石総合支所内）

県営ほ場整備事業出石北土地改良区 Ｈ５ 有 平面図･従前図･確測図 土地改良事務局（出石総合支所内）

県営ほ場整備事業室見台土地改良区 Ｈ１１ 有 平面図･従前図･確測図 土地改良事務局（出石総合支所内）

県営ほ場整備事業中川土地改良区 Ｈ１７ 有 平面図･従前図･確測図 土地改良事務局（出石総合支所内）

自治振興事業寺坂地区 Ｓ３８ 　　　　　無 地区で保管

第１次農業構造改善事業日野辺地区 Ｓ４１ 　　　　　無 地区で保管

振興山村農林漁業特別開発事業田多地地
区

Ｓ４３ 　　　　　無 地区で保管

自治振興事業宮内地区 Ｓ４５ 　　　　　無 地区で保管

第１期山村振興農林漁業対策事業歌野尾
地区

Ｓ４７ 　　　　　無 地区で保管

団体営ほ場整備事業水石地区 Ｓ４９ 　　　　　無 地区で保管

第２期山村振興農林漁業対策事業細見地
区

Ｓ５０ 　　　　　無 確測図 地区で保管

自治振興事業上野地区 Ｓ５１ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業百合清水地区 Ｓ５４ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業百合川原地区 Ｓ５４ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業口小野棚田地区 Ｓ５３ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業上村地区 Ｓ５５ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業日野辺片間地区 Ｓ５７ 　　　　　無 従前図･確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業和屋地区 Ｓ５８ 　　　　　無 平面図･確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業宮ノ下地区 Ｓ５８ 　　　　　無 確測図 地区で保管

農村総合整備モデル事業榎見地区 Ｓ６１ 　　　　　無 平面図･従前図 地区で保管

町単独土地改良補助事業口小野東部地区 Ｓ５３ 　　　　　無 確測図 地区で保管



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

地域農政特別対策事業谷山地区 Ｓ５４ 　　　　　無 確測図 地区で保管

地域農政特別対策事業谷山楊子谷地区 Ｓ５４ 　　　　　無 地区で保管

農地利用増進特別対策事業片間地区 Ｓ５７ 　　　　　無 地区で保管

新農業構造改善事業桐野地区 Ｓ５９ 　　　　　無 確測図 地区で保管

新農業構造改善事業中村地区 Ｓ５９ 　　　　　無 確測図 地区で保管

新農業構造改善事業中村地区 Ｓ６１ 　　　　　無 平面図 地区で保管

第３期山村振興農林漁業対策事業奥小野
駒返地区

Ｓ６１ 　　　　　無 従前図 地区で保管

第３期山村振興農林漁業対策事業奥小野
大月地区

Ｈ２ 有 平面図･従前図 地区で保管

第３期山村振興農林漁業対策事業細見丸
山地区

Ｈ２ 有 平面図･従前図･確測図 地区で保管

区画整理確定資料 有 竹野総合支所

土地改良確定資料 有 竹野総合支所

土地改良事業福田地区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業栃江地区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業赤石土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業宮井土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業庄土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業小島土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業中郷土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業円山川右岸土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業上佐野土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業名取地区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業法花寺土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業岩新土土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業辻土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業井走坪土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業二見土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

土地改良事業畑上土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業下宮土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業土渕土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業市谷土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業八幡土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業三原土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業引野土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業下鶴井土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業目坂土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業気比畑上土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業荒原土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業森津土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業加陽土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業金剛寺土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業中佐土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業野上土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業たちばな土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業下日陽土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業いかづち土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業三江土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業八条土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業穴見谷土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業岩崎土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業内町土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業新田土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会

土地改良事業中筋北部土地改良区 有 地区で保管 確定図のみ土地改良協議会



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

区画整理事業妙楽寺地区 S47 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業八崎地区 S56 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業染屋河原地区 S61 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業駅西戸牧地区 H10 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業野上地区 H5 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業駅西高屋・正法寺地区 H14 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業江本東地区 H12 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業気比地区 H17 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業九日市地区 H14 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

区画整理事業九日市上町地区 H16 有 確定図 豊岡市都市計画課 所有者の委任状を要す

竹野耕地整理組合 竹野村 大正11年11月

須井耕地整理組合 竹野村

中竹野耕地整理組合 中竹野村 大正14年8月

桑野本耕地整理組合 奥竹野村

大森耕地整理組合 奥竹野村

須野谷耕地整理組合 奥竹野村

門谷耕地整理組合 奥竹野村

河内耕地整理組合 奥竹野村

御又耕地整理組合 奥竹野村

森本耕地整理組合 奥竹野村

坊岡耕地整理組合 奥竹野村

第2次農業構造改善事業（小城、森本） 竹野町 昭和54年

第2次農業構造改善事業（小城） 竹野町 昭和54年

第2次農業構造改善事業（中村） 竹野町 昭和54年

山村地域農林漁業特別対策事業（坊岡） 竹野町 昭和55年

土地改良総合整備事業（林） 竹野町 昭和55年



市・町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 備考



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

農林業同和対策ほ場整備 柏原町 S57.3.30 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

土地総同対 柏原町 S59.6.29 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第３工区） 兵庫県 H1.3.17 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

土地総小規模排水 北中土地改良区 S59.3.30 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第１工区） 兵庫県 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第３工区） 兵庫県 H3.3.22 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第２工区） 兵庫県 H1.3.17 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第４－１工区） 兵庫県 H3.3.12 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可

ほ場整備（第４－２工区） 兵庫県 H6.3.8 有 基準点成果簿・基準点網図 柏原支所 閲覧可



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

梶地区　土地改良総合整備事業 山南町 昭和56年 有 郭割図・境界点番号図 丹波市役所　山南支所 閲覧可

北大田地区　確定測量 山南町 昭和56年 有 境界点番号図　2枚 丹波市役所　山南支所

北和田　土地改良総合整備事業 山南町 昭和56年 有 一覧図・図根点網図・基準点網図 丹波市役所　山南支所

篠場地区　確定測量 山南町 昭和56年 有 境界点　番号図　3枚 丹波市役所　山南支所

長野地区　確定測量 山南町 昭和57年 有 郭割図・番号図　7枚 丹波市役所　山南支所

畑内地区　確定測量 山南町 昭和57年 有 一覧図・境界点番号図・図根点網図・基準点網図 丹波市役所　山南支所

下滝地区　確定測量 山南町 昭和57年 有 境界点番号図 丹波市役所　山南支所

阿草地区　確定測量 山南町 昭和57年 有 番号図　郭割図・境界点番号図　4枚 丹波市役所　山南支所

青田地区　確定測量 山南町 昭和60年 有 一覧図･境界点番号図･図根点網図･基準点網図 丹波市役所　山南支所

阿草地区　確定測量　（災害復旧） 山南町 昭和60年 有 境界点番号図 丹波市役所　山南支所

前川地区　農村地域定住促進対策事業 山南町 昭和60年 有 一覧図･基準点網図･基準点網図 丹波市役所　山南支所

上滝地区　確定測量 山南町 昭和60年 有
一覧図･郭割図･境界点番号図･換地図･
図根点網図･基準点網図

丹波市役所　山南支所

小新屋地区　農村地域定住促進対策事業山南町 昭和61年 有 一覧図･図根点網図 丹波市役所　山南支所

谷川地区　確定測量 谷川土地改良 昭和61年 有 一覧図･図根点網図･基準点網図 丹波市役所　山南支所

井原地区　確定測量 小川中央土地改良 昭和62年 有
地籍図･一覧図･番号図･換地図･図根三
角（基準点）網図･図根多角点網図

丹波市役所　山南支所

大田地区　確定測量 山南町 平成元年 有 一覧図･基準点網図･4級確測基準点網図 丹波市役所　山南支所

小野尻地区　新農業構造改善事業 山南町 平成元年 有
番号図･換地図･確定基準点網図･4級確
測基準点網図

丹波市役所　山南支所

金屋地区　土地改良総合整備事業 山南町 平成2年 有
一覧図･換地図･求積図･境界点番号図･
2・3級確測基準点網図

丹波市役所　山南支所

梶（前田）　農村地域定住促進対策事業 山南町 平成2年 有
一覧図･番号図･換地図･2級確測基準点
網図･3・4級確測基準点網図

丹波市役所　山南支所

谷川中央地区　土地改良総合整備事業 山南町 平成3年 有
一覧図･換地図･2級確測基準点網図･3・4
級確測基準点網図

丹波市役所　山南支所

谷川南地区　土地改良総合整備事業 山南町 平成3年 有
一覧図･換地図･2級確測基準点網図･3・4
級確測基準点網図

丹波市役所　山南支所

岩屋地区　農村総合整備事業 山南町 平成5年 有 一覧図･換地図･基準点網図 丹波市役所　山南支所

奥野々地区　農村総合整備事業 山南町 平成9年 有
一覧図･換地図･番号図･2・3級確測基準
点網図･4級確測基準点網図

丹波市役所　山南支所

美和地区　1　確定測量 山南町 不明 有 郭割図･番号図 丹波市役所　山南支所

美和地区　2　確定測量 山南町 不明 有 郭割図･番号図 丹波市役所　山南支所

谷川東地区　中山間地域総合整備事業 山南町 平成13年 有
一覧図･換地図･番号図･2､3､4級確測基
準点網図

丹波市役所　山南支所
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国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成7年3月28日 有 丹波市役所　地籍調査課 上竹田地区

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成4年3月10日 有 丹波市役所　地籍調査課 倉崎地区

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成2年12月25日 有 丹波市役所　地籍調査課 矢代地区

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成3年5月2日 有 丹波市役所　地籍調査課 下鴨阪

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成8年1月22日 有 丹波市役所　地籍調査課 徳尾、上鴨阪

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成6年10月27日 有 丹波市役所　地籍調査課 北岡本

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成8年11月25日 有 丹波市役所　地籍調査課 上垣

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成9年12月17日 有 丹波市役所　地籍調査課 市島

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成11年3月31日 有 丹波市役所　地籍調査課 上田、梶原

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成12年1月7日 有 丹波市役所　地籍調査課 南、喜多

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成13年3月19日 有 丹波市役所　地籍調査課 岩戸、上牧

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成14年3月28日 有 丹波市役所　地籍調査課 北奥、戸平

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成15年3月18日 有 丹波市役所　地籍調査課 勅使、東勅使

国土調査法による地籍調査 氷上郡市島町 平成16年5月18日 有 丹波市役所　地籍調査課 与戸、酒梨

国土調査法による地籍調査 丹波市 平成17年3月25日 有 丹波市役所　地籍調査課 戸阪、白亳寺、乙河内

国土調査法による地籍調査 丹波市 平成15年より実施中
県営圃場整備区域（竹田、前山、
吉見地区）

国土調査法による地籍調査 丹波市 平成16年より実施中 白亳寺の山林部の一部
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農業構造改善事業
岩戸土地改良区
川西土地改良区

昭和３９年 無 岩戸地区、寺内、中村地区

農業構造改善事業
川西土地改良区
酒梨土地改良区

昭和４０年 無 寺内、中村地区、酒梨地区

農業構造改善事業
奥戸土地改良区
上田土地改良区

昭和４１年 無 奥戸地区、上田地区

農業構造改善事業
上竹田土地改良区
奥戸土地改良区

昭和４２年 無 今中、宮の下地区、奥戸地区

農業構造改善事業 乙河内土地改良区、上竹田土地改良区、川東土地改
良区、喜多土地改良区、戸白土地改良区 昭和４３年 無

乙河内地区、十市地区、石原、森、表地
区、喜多地区、戸坂、白亳寺地区

農業構造改善事業
戸白土地改良区
川東土地改良区

昭和４４年 無 戸坂、白亳寺地区、森地区

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４５年 無 三工区（北奥、上牧）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４６年 無 四工区（南、喜多、端）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４６年 無 六工区（徳尾、鴨坂、下鴨坂）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４７年 無
五工区（上田、上垣、久良部、
北岡本、矢代、八日市）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４７年 無 二工区（梶原、東勅使）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和４７年 無 七工区（段宿、安下）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和５０年 無 一工区（勅使、東勅使、坂折）

県営圃場整備事業 兵庫県 昭和５０年 無
八工区（市の貝、高坂、新道
貝、水西）

以上の土地改良区域はすべて、別紙のとおり地籍調査事業が実施（又は実施中）されている。
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耕地整理 西中耕地整理組合 大正６年 無 　　無 昭和２４年成松土地改良組合に発展統合

耕地整理 常楽耕地整理組合 無 　　無 昭和２４年成松土地改良組合に発展統合

耕地整理 犬岡耕地整理組合 無 　　無 昭和２４年成松土地改良組合に発展統合

耕地整理 上成松耕地整理組合 無 　　無 昭和２４年成松土地改良組合に発展統合

耕地整理 黒田耕地整理組合 無 　　無

耕地整理 長野耕地整理組合 大正５年 無 　　無

耕地整理 三原耕地整理組合 大正６年 無 　　無

耕地整理 柿柴耕地整理組合 大正５年 無 　　無

耕地整理 大谷上新庄耕地整理組合 大正１２年 無 　　無

耕地整理 三方耕地整理組合 大正１４年 無 　　無

耕地整理（追加施行） 三方耕地整理組合 昭和１４年 無 　　無

耕地整理 下新庄耕地整理組合 大正１５年 無 　　無

無 　　無

耕地整理 中野土地改良組合 昭和２８年 無 　　無

耕地整理（開田） 中野土地改良組合 昭和３４年 無 　　無

耕地整理 下土地改良区 昭和３１年 無 　　無 昭和３０年清住土地改良区

耕地整理 中土地改良組合 昭和３１年 無 　　無

耕地整理 稲畑耕地整理組合 大正５年 無 　　無

耕地整理 小野耕地整理組合 大正１４年 無 　　無

土地改良 Ｓ３３年、佐野

土地改良 Ｓ３３年、井中

土地改良 Ｓ３３年、三方

土地改良 Ｓ３５年、下新庄

土地改良 Ｓ３６年、井中

土地改良 Ｓ３８年、新郷

土地改良 Ｓ３８年、上新庄
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土地改良 Ｓ４４年、大谷

土地改良 Ｓ４４年、下新庄

土地改良 三方土地改良区 無 換地計画書 市役所本庁地域振興課 Ｓ３７年換地処分登記、三方

土地改良 中土地改良区 無 換地計画書 市役所本庁地域振興課 Ｓ３７年換地処分登記、中

鴨内、小谷土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 昭和４１年度工事完了

常楽土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 昭和４１年度工事完了

甲南土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 昭和４２年度工事完了、上成松、黒田、犬岡

農業構造改善事業 谷村土地改良区 S45.7.14 無 換地計画書 市役所税務課

農業構造改善事業 下新庄土地改良区 S45.7.14 無 換地計画書 市役所税務課

同和対策農業基盤整備事業 氷上郡氷上町 S51.8.3 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 西中、氷上、市辺、犬岡

同和対策農業基盤整備事業 氷上郡氷上町 S54.9.11 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 油利

同和対策農業基盤整備事業 氷上郡氷上町 S55.12.16 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 常楽、南油良

小規模排水対策特別事業 氷上郡氷上町 S57.3.30 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 柿柴

同和対策農業基盤整備事業 氷上郡氷上町 S57.3.30 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 市辺、本郷

農林業同和対策事業 氷上郡氷上町 S57.12.3 無 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 柿柴

小規模排水対策特別事業 氷上郡氷上町 S57.12.3 有 換地計画書、観測図 市役所税務課 小谷、鴨内

農林業同和対策事業 氷上郡氷上町 S57.12.3 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 氷上、南油良

地域改善対策事業基盤整備事業 氷上郡氷上町 S59.3.30 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 石生

土地改良総合整備事業 氷上郡氷上町 H3.11.29 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 清住

土地改良総合整備事業 氷上郡氷上町 H4.9.8 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 氷上

農村総合整備モデル事業 氷上郡氷上町 H2.4.13 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 井中

農村総合整備モデル事業 氷上郡氷上町 H3.11.29 無 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 鴨内

農林業地域改善対策事業 氷上郡氷上町 H3.11.29 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 谷村

農村総合整備モデル事業 氷上郡氷上町 H4.9.8 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 御油

土地改良総合整備事業 氷上郡氷上町 平成 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 Ｈ７年換地処分登記、上新庄

土地改良総合整備事業 氷上郡氷上町 H13.11.6 有 換地計画書、観測図、点網図、 市役所税務課 三方
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基盤整備促進事業 氷上郡氷上町 H13.11.6 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 中

基盤整備促進事業 氷上郡氷上町 H13.11.6 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 中野

県営ほ場整備事業 兵庫県 S57.11.9 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 沼、御油、鴨内、井中

県営ほ場整備事業 兵庫県 H15.12.9 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 沼

県営ほ場整備事業 兵庫県 S54.9.11 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 井中，賀茂

県営ほ場整備事業 兵庫県 S57.11.9 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 伊佐口、香良、絹山、日比宇

県営ほ場整備事業 兵庫県 S51.8.3 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 賀茂、絹山、北油良、桟敷

県営ほ場整備事業 兵庫県 S51.8.3 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 北油良、南油良

県営ほ場整備事業 兵庫県 S62.5.1 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 新郷、本郷

県営ほ場整備事業 兵庫県 H7.12.19 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 稲畑、佐野

県営ほ場整備事業 兵庫県 S63.3.29 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 油利

県営ほ場整備事業 兵庫県 S62.5.1 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 朝阪

県営ほ場整備事業 兵庫県 H1.3.31 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 小野

大谷土地改良事業共同施行 共同施行 H12.10.20 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 大谷

非補助土地改良事業 共同施行 S57.3.30 有 換地計画書、観測図 市役所税務課

第三期山村振興農林漁業対策事業 氷上郡氷上町 H2.4.13 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 三原

県単独ほ場整備事業 氷上郡氷上町 S57.3.30 有 換地計画書、観測図 市役所税務課 上新庄、下新庄

第三期山村振興農林漁業対策事業 氷上郡氷上町 S63.3.29 有 換地計画書、観測図 市役所税務課 上新庄

第三期山村振興農林漁業対策事業 氷上郡氷上町 S63.3.29 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 中

町単独ほ場整備事業 氷上郡氷上町 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 鴨内、Ｓ５６年換地処分登記

地方改善事業 氷上郡氷上町 S54.9.11 有 換地計画書、観測図、点網図 市役所税務課 日比宇

下新庄土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 上・下新庄、Ｓ４８年換地処分登記

上新庄土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 Ｓ４６年換地処分登記

香良土地改良区 無 換地計画書 市役所税務課 Ｓ４７年換地処分登記

共同施行 有 換地計画書 市役所税務課 平成元年換地処分登記,下新庄

中野土地改良区 　 無 換地計画書 市役所税務課 Ｓ５１年換地処分登記



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

氷上郡山南町 　 無 換地計画書 市役所税務課 Ｓ５８年換地処分登記,小野

団体営ほ場整備事業 東芦田土地改良区 S50.8.12 無 換地計画書 市役所税務課 鴨内、沼、小谷

団体営ほ場整備事業 栗住野土地改良区 S50.8.12 無 換地計画書 市役所税務課 鴨内、沼、小谷



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

土地改良総合整備事業（団体営一般） 東芦田土地改良区 Ｓ５０．８．１２． 無 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

土地改良総合整備事業（小規模排水対策特栗住野土地改良区 Ｓ５０．８．１２． 無 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

新農業構造改善事業 芦田中央土地改良 無 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

新農業構造改善事業 口塩久矢ノ内土地改良区 無 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

団体営ほ場整備事業 東芦田口塩久矢ノ内土地改良Ｓ５５．１２．１６． 無 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

団体営ほ場整備事業（区画整理） 沢野土地改良区 Ｓ５９．３．３０． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

土地改良総合整備事業（小規模排水対策特奥塩久土地改良区 Ｓ５９．３．３０． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

町単土地改良事業 奥塩久土地改良区 Ｓ５９．３．３０． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

農村基盤総合整備事業 川西地区（第１工区）小倉 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

農村基盤総合整備事業 川西地区（第２工区）市原 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

農村基盤総合整備事業 川西地区（第３工区）森 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

土地改良総合整備事業(地域改善対策事業善定 Ｓ６３．３．２９． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

土地改良総合整備事業(団体営一般） 大名草土地改良区 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

地域農村拠点整備事業 岩本 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所内（原図は別倉庫）

県営ほ場整備事業（第１工区） 青垣土地改良区 Ｈ５．１．１９． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫

県営ほ場整備事業（第２工区） 青垣土地改良区 Ｈ５．１．１９． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫

県営ほ場整備事業（第３工区） 青垣土地改良区 Ｈ５．１．１９． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫

県営ほ場整備事業（第４工区） 青垣土地改良区 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫

県営ほ場整備事業（第５工区） 青垣土地改良区 Ｈ１．３．３１． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫

県営ほ場整備事業（第６工区） 青垣土地改良区 Ｈ１．１１．６． 有 換地計画書（従前図・換地図添付） 青垣支所・別倉庫



市・町
土地台帳申告書の調査表

様式4
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事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

団体営ほ場整備事業（伊佐） 八鹿町 無

農林業同和対策事業(巨八木) 八鹿町 S53.10.11 無

団体営ほ場整備事業（宿南） 八鹿町 S53.11.7 無

小規模排水特別対策事業（上大江） 八鹿町 S58.3.25 有 養父市農林整備課

農用地利用増進対策事業（大江） 八鹿町 S59.3.16 有 養父市農林整備課

転作促進特別対策事業（下大江） 八鹿町 S59.3.16 有 養父市農林整備課

稲・麦・大豆生産総合振興事業（浅間） 八鹿町 S60.3.12 有 養父市農林整備課

農村地域定住促進対策事業（浅間） 八鹿町 S62.3.10 有 養父市農林整備課

集落農業構造改善事業（坂本） 八鹿町 S62.3.20 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（朝倉） 八鹿町 S63.1.16 有 養父市農林整備課

県単独ほ場整備事業（宿南） 兵庫県 S63.12.6 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（岩崎） 八鹿町 H2.3.13 有 養父市農林整備課

県営ほ場整備事業（高柳１工区） 兵庫県 H4.9.22 有 養父市農林整備課

県営ほ場整備事業（高柳２工区） 兵庫県 H4.10.13 有 養父市農林整備課

県営ほ場整備事業（高柳３工区） 兵庫県 H4.3.27 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（椿色） 八鹿町 H4.4.3 有 養父市農林整備課

農村地域定住促進対策事業（浅間下） 八鹿町 S63.2.26 有 養父市農林整備課

新農業構造改善事業（小山） 八鹿町 H7.3.14 有 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（鹿西） 八鹿町 H7.11.17 有 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（小田） 八鹿町 H8.10.1 有 養父市農林整備課

農業災害関連区画整備事業（三谷） 八鹿町 H6.1.25 有(任意座標) 養父市農林整備課
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団体営ほ場整備事業（千石） 養父町 無

農林業同和対策事業（新町） 養父町 S56.9.8 有(任意座標) 養父市農林整備課

農林業同和対策事業（板戸、三ツ石） 養父町 S55.7.1 有(任意座標) 養父市農林整備課

石ケ坪ほ場整備事業 養父町 S56.3.10 有(任意座標) 養父市農林整備課

山村地域農林漁業特別対策事業 養父町 S56.3.17 有(任意座標) 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（小城） 養父町 S59.3.13 有 養父市農林整備課

農林業同和対策事業（立石） 養父町 S57.4.9 有(任意座標) 養父市農林整備課

県単独ほ場整備事業（森） 兵庫県 S57.1.16 有(任意座標) 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（野谷、建屋） 養父町 S60.4.16 有 養父市農林整備課

小規模排水事業（大坪） 養父町 S58.12.13 有 養父市農林整備課

小規模排水事業（畑） 養父町 S59.10.12 有 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（長野） 養父町 S63.1.22 有 養父市農林整備課

小規模排水事業（乙屋） 養父町 S60.1.11 有 養父市農林整備課

農村総合整備モデル事業（奥米地） 養父町 S62.3.24 有 養父市農林整備課

小規模排水対策特別事業（新津） 養父町 H1.10.24 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（松ケ原） 養父町 S60.3.12 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（松ケ原山田） 養父町 S61.3.4 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（長田） 養父町 S62.3.10 有 養父市農林整備課

農村地域定住促進対策事業（上野山田） 養父町 S61.2.18 有 養父市農林整備課

団体営ほ場整備事業（堀畑） 養父町 S63.11.1 有 養父市農林整備課

小規模排水事業（三谷） 養父町 S61.3.14 有 養父市農林整備課

農村地域定住促進対策事業（中米地） 養父町 S63.9.20 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（建屋） 養父町 H5.7.23 有 養父市農林整備課

農村総合整備モデル事業（大薮） 養父町 S62.3.10 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（森） 養父町 S62.3.10 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（添谷） 養父町 S63.3.29 有 養父市農林整備課
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土地改良総合整備事業（船谷） 養父町 H8.3.26 無 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（能座） 養父町 H8.3.26 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（浅野） 養父町 H4.4.24 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（高中） 養父町 H2.3.27 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（正町野） 養父町 H3.3.19 有(任意座標) 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（上箇） 養父町 H5.7.27 有 養父市農林整備課

土地改良総合整備事業（稲津） 養父町 H6.3.15 有 養父市農林整備課

かんがい排水事業（稲津、久留角） 養父町 H8.3.26 有 養父市農林整備課

かんがい排水事業（玉見） 養父町 H8.3.26 有 養父市農林整備課

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（内山） 養父町 H6.4.15 有(任意座標) 養父市農林整備課

中山間地域総合整備事業（鉄屋米地１工区兵庫県 H13.3.23 有 養父市農林整備課

中山間地域総合整備事業（鉄屋米地２工区兵庫県 H13.3.23 有 養父市農林整備課

県営中山間地域総合整備事業（内山工区）兵庫県 H14.1.29 有 養父市農林整備課
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農林業同和対策事業（平野） 大屋町 S53.9.16 無

農村基盤総合整備事業（宮垣） 大屋町 S56.12.22 有(任意座標) 養父市大屋地域局

農村工業導入特別対策事業（間野垣地） 大屋町 S55.9.19 有(任意座標) 養父市大屋地域局

団体営ほ場整備事業（蔵大第１工区） 大屋町 S58.3.18 有 養父市大屋地域局

農村基盤総合整備事業（樽見） 大屋町 S59.1.31 有 養父市大屋地域局

団体営ほ場整備事業（蔵大第２工区） 大屋町 S60.3.22 有 養父市大屋地域局

農村地域定住促進対策事業（芝） 大屋町 S57.3.2 有(任意座標) 養父市大屋地域局

農村地域定住促進対策事業（奥宮本） 大屋町 S57.7.13 有(任意座標) 養父市大屋地域局

農村地域定住促進対策事業（向代） 大屋町 S57.7.13 有(任意座標) 養父市大屋地域局

農村地域定住促進対策事業（高耕田） 大屋町 S57.7.6 有(任意座標) 養父市大屋地域局

団体営ほ場整備事業（夏梅中第１工区） 大屋町 S61.3.14 有 養父市大屋地域局

農村基盤総合整備事業（宮垣奥田） 大屋町 S59.12.12 有(任意座標) 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（大津田） 大屋町 S61.6.20 有 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（須西） 大屋町 S62.3.10 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（中間山井田） 大屋町 S62.3.10 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（筏上神在） 大屋町 S62.3.10 有 養父市大屋地域局

団体営ほ場整備事業（夏梅中第２工区） 大屋町 S63.3.8 有 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（宮本） 大屋町 S63.3.8 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（筏神田打尾） 大屋町 H1.3.22 有 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（加保） 大屋町 H2.3.20 有 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（門野） 大屋町 H2.3.13 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（筏向田） 大屋町 H1.3.22 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（筏五藤） 大屋町 H4.2.28 有 養父市大屋地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（中間栗ノ下） 大屋町 H3.3.19 有 養父市大屋地域局

農村総合整備モデル事業（上野々） 大屋町 H5.3.12 有 養父市大屋地域局

県営農地開発（南但馬東部〔1〕） 兵庫県 S62.3.20 有 養父市大屋地域局



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

県営農地開発（南但馬東部〔2〕） 兵庫県 S61.3.18 有 養父市大屋地域局

県営農地開発（南但馬東部〔3-2〕） 兵庫県 S59.10.30 有 養父市大屋地域局



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

農林業同和対策事業（向三宅） 関宮町 S54.9.7 無

農村基盤総合整備事業（大谷） 関宮町 S58.3.29 無

農村基盤総合整備事業（前川向） 関宮町 S58.3.29 無

小規模排水対策特別事業（大谷） 関宮町 S58.3.29 無

小規模排水対策特別事業（円光寺） 関宮町 S59.2.24 無

農林業同和対策事業（下吉井） 関宮町 S59.2.24 無

新農業構造改善事業（吉井） 関宮町 S59.2.24 有(任意座標) 養父市関宮地域局

小規模排水対策特別事業（三宅） 関宮町 S58.3.11 有 養父市関宮地域局

農村基盤総合整備事業（三宅） S58.3.11 有 養父市関宮地域局

団体営ほ場整備事業（関宮第１工区） 関宮町 S58.11.15 有 養父市関宮地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（鵜細） 関宮町 S58.3.29 有(任意座標) 養父市関宮地域局

町単農業土木事業（万久里） 関宮町 S61.3.14 有(任意座標) 養父市関宮地域局

団体営ほ場整備事業（関宮第２・３工区） 関宮町 S62.3.20 有 養父市関宮地域局

第３期山村振興等農林漁業特別対策事業（出合） 関宮町 S60.3.26 有(任意座標) 養父市関宮地域局

農村基盤総合整備事業（前川向） 関宮町 S61.3.14 有 養父市関宮地域局

水圧利用再編対策事業（出合下段） 関宮町 S62.3.17 有 養父市関宮地域局

地域農業拠点整備事業（安井） 関宮町 S62.5.19 有 養父市関宮地域局

水圧利用再編対策事業（大谷） 関宮町 H1.3.22 有 養父市関宮地域局

高生産性水田農業確立緊急対策事業（八木谷） 関宮町 H1.3.22 有 養父市関宮地域局

農村総合整備モデル事業（摺鉢） 関宮町 H3.3.5 有 養父市関宮地域局

土地改良総合整備事業（尾崎１工区） 関宮町 H3.12.24 有 養父市関宮地域局

土地改良総合整備事業（尾崎２工区） 関宮町 H5.3.9 有 養父市関宮地域局

新山村振興等農林漁業特別対策事業（八木谷大平） 関宮町 H6.3.25 有(任意座標) 養父市関宮地域局

農村総合整備モデル事業（関宮） 関宮町 H7.3.25 有 養父市関宮地域局

農村総合整備モデル事業（外野） 関宮町 H8.3.26 有 養父市関宮地域局

中山間地域総合整備事業（別宮大勢） 関宮町 H12.3.14 有 養父市関宮地域局



　

　　　　　　　　　　市・町大字
土地区画整理資料、土地改良資料等調査表

様式3

事業名 事業者 完了公告日 座標値の有無 座標値以外の保管資料の種類 資料保管場所 備考

新山村振興等農林漁業特別対策事業（葛畑） 関宮町 H14.3.8 有 養父市関宮地域局



市・町
土地台帳申告書の調査表

様式4

年度 地区名 整理の良否 保管場所 備考



Ａ 法務局豊岡支局
山林原野一筆限地図袋  七美郡長板村 明治11年
山林原野一筆限地図袋  七美郡長瀬村 明治11年
地図  西濱村
山林原野一筆限地図帳入  七美郡味取村 明治11年
山林原野一筆限地図帳入  川會村 明治11年
山岳一筆限全図帳  七美郡入江村
山岳原野一字限・一村全図  絵図面帳  但馬国七美郡和田村
山岳一字限地図帳  七美郡原村 明治11年12月
山林原野一村全図・一字限図  七美郡熊波村
山林原野毎一字限図一村全図  美含郡九計(斗？）村明治11年11月
山岳地図  美含郡沖ノ浦村 明治11年11月
山岳字分合図  同字限切図  美含郡三川村
山岳丈量一筆限帳絵図面  美含郡二小区下濱村
一筆限突合帳並びに共有銘簿入  美含郡餘部村
地図  餘部村
山林原野壱字図  美含郡餘部村
地図  字ハンニャほか
但馬国美含郡矢田村山岳地図 明治11年
山岳原野一村全図字限図  七美郡外野村
山岳原野毎字一筆限切図帖 明治11年11月
地所図面綴込帳  香住出張所 明治20年より明治22年
山岳丈量一筆限帳他図面共  美含郡訓谷村 明治11年11月
七美郡別宮村山岳図 明治11年11月
土地台帳附属地図 昭和33年除却処分  昭和63年12月31日保存終期
口佐津村奥佐津村分図面綴  豊岡区裁判所

自明治23年10月至明治26年9月
山林原野一村全図一字切図  七美郡作山村
地図  射添村
山林原野一筆限帳絵図入  二方郡二小区高末村 明治11年
山林原野地図  但馬国七美郡福定村
山林原野一筆限帳絵図入  二方郡七釜村 明治11年
山林原野一筆限地図帳  二方郡二小区新市村
地図  照来村
地図（表紙なし）  境、入江、熊波．．．．．．
清富・指杭・田井耕地整理地  地形図 明治43年6月30日
地図  八田村
山岳丈量一筆帳  美含郡無南垣村 明治11年11月
地図  兎塚村
地図  大庭村
山林原野一筆限図帳入  二方郡丸味村
山林原野一村全図  七美郡高津村
山林原野一村全図  七美郡長須村
山林原野一村全図  二方郡境村



山林原野一村全図  七美郡山田村
山林原野一村全図一字限図  七美郡葛畑村
山林原野一村全図字限図  七美郡河原場村
山林原野一村全図字限図  七美郡草出村
山林原野地図  七美郡梨ケ原村
山林原野地図  七美郡大久保村
山林原野地図  七美郡奈良尾村
山林原野一村全図一字限図  七美郡小路頃村
山林原野毎字一筆限図面帳  美含郡油良村
山岳一筆帳同字限分図  美含郡上岡村
山岳一筆限図面入  美含郡大野村
山岳丈量一筆限図  美含郡隼人村



Ｂ 法務局豊岡支局
地所登記簿  但馬国城崎郡奥竹野村ノ内小城村
地所登記簿  城崎郡豊岡町ノ内佐野村
山林原野一筆限帳  字限図面  殿村（日高） 明治11年第10号  
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡四小区山宮村 明治11年10月 
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡四小区栃本村 明治11年10月 
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡四小区名色村 明治11年10月 
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡四小区十戸村 明治11年12月 
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡四小区頃垣村 明治11年10月 
土地台帳謄本  但馬国城崎郡田鶴野村ノ内

明治25年12月28日～明治26年1月31日
地図  資母村
地図  西氣村
地図  八代村（2袋）
（7冊の内）山岳地図  神美村（出石郡立石村） 明治11年11月
地図  奈佐村
山林原野字限地図  氣多郡西芝郡（邨？） （奥書明治11年9月）
一筆限地図袋  但馬国城崎郡佐野村 明治11年11月 
地価修正取調帳  出石郡小坂村之内伊豆村 明治22年11月 
山林原野一筆限帳  但馬国氣多郡三小区伊府村 明治11年9月 
地図  国府村
一筆限明細帳図面入  但馬国城崎郡山本村 明治11年10月 
山岳一筆限地図袋  但馬国城崎郡江野村 明治11年12月 
山林原野一字限絵図面  氣多郡三小区羽尻村 明治11年10月22日 
山林原野字限図  但馬国第八大区美含郡壱小区宇日村

明治11年 
山岳丈量一筆限地図面  但馬国美含郡竹野村
山林原野字限図  但馬国美含郡一小区田久日村 明治11年寅11月日 
山岳一字限地図  但馬国美含郡奥須井村 明治11年12月 
字限り図面並に全図  但馬国美含郡濱須井村 明治11年12月 
山林原野毎一字限絵図面  第八大区美含郡三小区切濱村

明治11年11月 
山岳字限見取地図  但馬国出石郡中藤ケ森村
山岳地図  但馬国出石郡口藤ケ森村 明治11年11月 
山岳一字限地図  但馬国第二大区出石郡四小区高龍寺村

明治11年11月20日 
山林原野一字限図  但馬国出石郡四小区東里村 明治11年11月 
山岳地図  但馬国出石郡虫生村 明治11年寅11月 
山岳丈量地図  但馬国第二大区出石郡四小区日向村

明治11年11月 
山岳丈量一字限図  但馬国出石郡口赤花村、中赤花村

明治11年11月 
山岳丈量地図  但馬国出石郡第二大区四小区西野々村

明治11年11月 



山岳見取図  但馬国出石郡奥藤ケ森村 明治11年11月 
山林原野一字限図  但馬国第二大区出石郡四小区木村

明治11年11月20日 
山岳丈量地図  但馬国出石郡畑山村 明治11年11月 
山岳丈量一字限図  但馬国出石郡坂津村 明治11年11月11日 
山岳地図  但馬国出石郡坂野村 明治11年11月 
山岳地図  但馬国出石郡中山村 明治11年11月 
山岳丈量地図  但馬国出石郡第二大区四小区太田村

明治11年寅11月 
山岳丈量一字限図  但馬国出石郡奥赤花村 明治11年11月 
山林原野字限図  但馬国氣多郡三小区廣井村 明治11年 
山林原野字限り図  但馬国氣多郡日置村 明治11年9月 
山林原野字限地図  但馬国第三大区一小区上石村

明治11年寅12月 
山林原野一字限図  但馬国第二大区出石郡四小区小谷村
山林原野一字限図  但馬国出石郡相田村 明治11年11月16日 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区出石郡四小区出合市場村

明治11年11月19日 
山林一字限図  但馬国出石郡唐川村 明治11年11月 
山林原野一筆限図  但馬国出石郡佐々木村 明治11年11月28日 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区出石郡四小区出合村

明治11年11月19日 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区出石郡四小区日殿村

明治11年11月19日 
山林原野一字限図  但馬国出石郡四小区三原村 明治11年11月 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区出石郡四小区南尾村
山林原野一字限図  但馬国出石郡河本村 明治11年11月 
山林原野一字限図  但馬国第二大区出石郡四小区水石村

明治11年11月21日 
山林原野一字限図  但馬国出石郡西谷村 明治11年11月26日 
山林原野一字限図  但馬国出石郡天谷村 明治11年11月19日 
山岳丈量地図  但馬国出石郡四小区畑村 明治11年11月 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区四小区口矢根村

明治11年11月 
山林原野一字限り図  但馬国第二大区四小区奥矢根村

明治11年11月 
旧高橋村久畑全図他
日高村大字久田谷全図他



Ｃ 法務局豊岡支局
一筆限明細帳地図  城崎郡津居山村
山林原野一筆限帳図面  氣多郡四小区段村 明治11年10月 
山地見取図 一筆限簿  城崎郡畑上村 明治11年10月 
山林原野一字限図  氣多郡一小区上佐野村 明治11年 
山岳字限地図  城崎郡西気村ノ内東河内村 明治37年3月訂正 
山林原野一筆限帳  氣多郡二小区鶴岡村 明治16年12月 
山林原野一筆限帳（全図・字限図・絵図面入）  氣多郡四小区万場村

明治11年 
山林一筆限帳（全図・字限図・絵図面入） 氣多郡四小区水口村
山林一筆限帳（全図・字限図・絵図面入） 氣多郡四小区万劫村
山林一筆限帳（全図・字限図・絵図面入） 氣多郡四小区稲葉村
山林一筆限帳（全図・字限図・絵図面入） 氣多郡四小区東河内村

明治11年10月 
山林一筆限帳（全図・字限図・絵図面入） 氣多郡四小区山田村
山林一筆限図面  但馬国第一大区四小区目坂村 明治11年3月16日 
一筆限図面  但馬国城崎郡河谷村 明治11年12月 
山地一筆限図面  但馬国一大区四小区宮井村 明治11年12月16日 
山林原野全切絵図面  但馬国第一大区城崎郡二小区下宮村

明治11年11月5日 
一筆限帳地図  城崎郡日撫村
山地一筆限地図  城崎郡梶原村 明治11年12月 
山地見取図  但馬国城崎郡第一大区二小区気比村 明治11年10月 
山林字限図  但馬国氣多郡椒村 明治12年1月18日 
山地見取図  但馬国城崎郡小島村 明治11年10月 
図面山反別帳（山林原野字限地図）  但馬国美含郡一小区小城村

明治11年11月 
山林原野字限図  但馬国四小区椒村 明治11年10月 
山地見取図 一筆限簿  但馬国城崎郡田結村 明治11年12月 
山林原野字限見取図  但馬国城崎郡三原村 明治11年10月 
山林原野一筆限帳字限地図  但馬国氣多郡猪爪村 明治11年 
山林原野一筆限帳字限地図  但馬国氣多郡小河江村 明治11年9月 
山林原野一筆限帳字限地図  但馬国氣多郡中村 明治11年 
山地一筆限地図  但馬国城崎郡森津村 明治11年12月15日 
山岳一筆限明細帳  但馬国美含郡一小区畑村
山岳一筆限帳  但馬国第三大区氣多郡二小区国府村 明治11年5月 
山地一筆限地図  但馬国城崎郡中陰村 明治11年12月13日 
山地一筆限地図  但馬国美含郡新堂村(城崎郡?) 明治11年12月15日 
山岳字限図  但馬国城崎郡五小区伊賀谷村 明治11年11月 
山林原野地図一筆限帳  但馬国美含郡松本村
山岳丈量一筆限地図面  但馬国美含郡下塚村
山岳丈量一筆限帳並びに絵図面  但馬国美含郡草飼村 明治11年11月 
山岳丈量一筆限帳並びに絵図面  但馬国美含郡和田村 明治11年11月 
山林原野一筆限帳並びに絵図面  但馬国美含郡一小区阿金谷村



明治11年11月 
字限全図山岳見取図  但馬国美含郡一小区金原村
山岳一筆限地図面  但馬国美含郡第八大区一小区鬼神谷村
山林原野字限図  但馬国氣多郡四小区椒村 明治11年10月 
山林原野字限図  但馬国氣多郡四小区三原村 明治11年10月 
山林原野毎一字限並びに全図  但馬国美含郡御又村 明治11年 
山林原野一字限り地図（山岳地図）  但馬国美含郡轟村

明治11年11月16日 
山林原野並びに地図一筆限  但馬国美含郡芦谷村
山岳見取字切絵図、明細帳  但馬国美含郡林村 明治11年12月 
山林原野明細帳並びに図面  但馬国美含郡一小区羽入村
山岳丈量一筆限帳並びに絵図面  但馬国美含郡一小区須谷村

明治11年11月 
山林原野一筆限地図  但馬国美含郡小丸村
山岳丈量一筆限帳並びに絵図面  但馬国美含郡二小区大谷村（香住）

山地一筆限地図  但馬国城崎郡湯島村 明治11年12月 
山地一筆限地図  但馬国城崎郡桃島村 明治11年12月16日 
山地一筆限地図  但馬国城崎郡今津村 明治11年10月 
地価取調帳  出石郡大谷村 明治20年10月 
山岳地図  但馬国出石郡谷山町  但馬国出石郡久畑村外 明治11年11月 
山岳地図（高橋村） 明治11年11月9日 
山岳地図（小坂村）  但馬国出石郡福居村外 明治11年10月2日 

 



Ｄ 法務局豊岡支局
字限図 出石町小人 （明治36年改調に付不用）
字限図 出石町室植
字限図 出石町旧出石町内全図
字限図 出石町各地区全図
字限図 出石町旧出石町内全図 1/1200
字限図 出石町旧出石町内全図 明治41年10月
字限図 但馬国氣多郡知見村
山地見取図 但馬国城崎郡妙楽寺村 明治11年10月
山地見取図 但馬国城崎郡佐野村 明治11年10月
山地見取図 但馬国城崎郡九日市中之町 明治11年10月
山岳一筆限帳 但馬国城崎郡瀧村 明治11年10月
字限図 濱坂町大庭村
字限図 出石町小坂村 明治31年8月
山岳見取図 出石郡資母村奥藤ケ森村 明治31年8月
山林原野字限見取図 但馬国氣多郡河江村 明治11年9月
山岳地図 但馬国氣多郡久田谷村 明治11年6月
山林原野字限図 但馬国氣多郡猪子垣村 明治11年9月
山林原野字限図 但馬国氣多郡海老原村 明治11年10月
山林原野字限図 但馬国美含郡森本村 明治11年11月
地図（全図） 竹野村字毎全図
山林原野一筆限図 但馬国美含郡佐田（津？）村 明治12年12月
一筆限明細帳地図 但馬国城崎郡瀬戸村 明治11年11月11日
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡三所村 明治11年9月
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡八代村 明治11年9月
官設鐵道山陰西線第22工区 連続図 美方郡大庭村
字限図 新田村大字河谷
全図 五荘村大字江野
字限図 豊岡町小田井町 大庭村 對田村
地図（全図） 高橋村 小坂村 神美村
地図 内川村
地図 資母村
地図 港村
地図 合橋村
開墾廃止届 村岡税務署美方郡熊次村 明治42年12月22日
地図 豊岡町 滋茂町 新屋敷町 竹屋町
地図（全図） 奥竹野村
地図（全図） 三椒村
地図（全図） 中竹野村
山野一筆帳地図 但馬国城崎郡馬路村（中身なし） 明治11年12月
旧村毎全図 旧城崎郡
山林原野字限図 但馬国出石郡上野村 明治11年
山林原野字限図 但馬国出石郡荒木村 明治11年
山林原野字限図 但馬国出石郡細見村 明治11年



山林原野字限図 但馬国出石郡奥山村 明治11年
山岳一字限地図 但馬国出石郡奥山村 明治11年
地図（全図） 三江村
山岳一筆限図面 美含郡門谷村 明治11年11月
山岳地図 室植村
中村 暮坂 鍜冶屋 福見 坪口 和屋 榎見 桐野 日野辺 福住

明治11年10月
山林原野一筆限帳 但馬国氣多郡太田村 明治11年10月
土地分割届 美方郡兎塚 明治42年8月
山林原野一字限地図 美含郡二連原村 明治11年10月
地図（全図） 田鶴野村
地図（全図） 清滝村
村界絵図面 旧三方村
地図（全図） 室植村
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡石井村 明治11年9月
山林見取図 城崎郡高屋村 明治11年11月
山岳一筆限図明細帳地図 美含郡坊岡村 明治11年
山岳一筆限図明細帳地図 美含郡川南谷村 明治11年
山地一筆限地図 城崎郡正法寺村 明治11年
山地一筆限地図 氣多郡田之口村 明治11年



E 法務局豊岡支局
登録税に関する通達綴（通諜綴）登録税登記係 大正11年2月～昭和36年7月

不動産登記通達綴 昭和31年1月～昭和33年12月

資料（登記関係） 昭和23年4月～昭和33年12月
不動産登記に関する通達綴 昭和34年1月20日～昭和36年1月7日

農地関係登記通達 昭和20年12月28日～昭和32年11月14日

不動産登記法の一部改正等に伴う通達等の綴   神戸地方法務局豊岡支局
昭和35年3月28日～昭和37年2月12日

不動産登記通達綴 昭和26年1月13日～昭和29年11月22日

台帳に関する通達綴  神戸地方法務局豊岡支局
昭和34年4月20日～昭和36年6月24日

登記に関する帳簿並書類廃毀認可申請 昭和23年1月12日～昭和34年1月31日

昭和39年法務省令第48号 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令
法務省民事局 昭和39年4月13日神戸地方法務局豊岡支局

不動産登記に関する通達綴 訓令通牒綴（不動産）  神戸司法事務局豊岡出張所

山林原野字限見取図 但馬国氣多郡河江村 明治11年9月
山岳地図 但馬国氣多郡久田谷村 明治11年6月
山林原野字限図 但馬国氣多郡猪子垣村 明治11年9月
山林原野字限図 但馬国氣多郡海老原村 明治11年10月
山林原野字限図 但馬国美含郡森本村 明治11年11月
地図（全図） 竹野村字毎全図
山林原野一筆限図 但馬国美含郡佐田（津？）村 明治12年12月
一筆限明細帳地図 但馬国城崎郡瀬戸村 明治11年11月11日
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡三所村 明治11年9月
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡八代村 明治11年9月
官設鐵道山陰西線第22工区 連続図 美方郡大庭村
字限図 新田村大字河谷
全図 五荘村大字江野
字限図 豊岡町小田井町 大庭村 對田村
地図（全図） 高橋村 小坂村 神美村
地図 内川村
地図 資母村
地図 港村
地図 合橋村
開墾廃止届 村岡税務署美方郡熊次村 明治42年12月22日
地図 豊岡町 滋茂町 新屋敷町 竹屋町
地図（全図） 奥竹野村
地図（全図） 三椒村
地図（全図） 中竹野村
山野一筆帳地図 但馬国城崎郡馬路村（中身なし） 明治11年12月
旧村毎全図 旧城崎郡
山林原野字限図 但馬国出石郡上野村 明治11年
山林原野字限図 但馬国出石郡荒木村 明治11年
山林原野字限図 但馬国出石郡細見村 明治11年



山林原野字限図 但馬国出石郡奥山村 明治11年
山岳一字限地図 但馬国出石郡奥山村 明治11年
地図（全図） 三江村
山岳一筆限図面 美含郡門谷村 明治11年11月
山岳地図 室植村
中村 暮坂 鍜冶屋 福見 坪口 和屋 榎見 桐野 日野辺 福住

明治11年10月
山林原野一筆限帳 但馬国氣多郡太田村 明治11年10月
土地分割届 美方郡兎塚 明治42年8月
山林原野一字限地図 美含郡二連原村 明治11年10月
地図（全図） 田鶴野村
地図（全図） 清滝村
村界絵図面 旧三方村
地図（全図） 室植村
山林原野一筆限地図 但馬国氣多郡石井村 明治11年9月
山林見取図 城崎郡高屋村 明治11年11月
山岳一筆限図明細帳地図 美含郡坊岡村 明治11年
山岳一筆限図明細帳地図 美含郡川南谷村 明治11年
山地一筆限地図 城崎郡正法寺村 明治11年
山地一筆限地図 氣多郡田之口村 明治11年



F 法務局豊岡支局
県有地地番設定申請字限図  兵庫県  城崎郡中筋村池（地？）内
地図  中筋村（3枚）
山岳原野毎字一筆限絵図面帳  兵庫県但馬国美含郡久斗山村

明治11年11月
山林原野字限図  但馬国氣多郡四小区栗栖野村 明治11年9月
山地見取図  但馬国城崎郡上山村 明治11年11月
山地見取図  但馬国城崎郡結村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡楽々浦村 明治11年11月10日
見取図  但馬国城崎郡飯谷村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡戸島村 明治11年10月
山林原野字限図  但馬国氣多郡三小区芝村 明治11年10月
一字限山林原野絵図面  但馬国氣多郡藤井村 明治11年10月20日
山林字限見取図  但馬国氣多郡東芝村 明治11年
山林字限図  但馬国氣多郡二小区宵田村 明治11年9月
山地見取図  但馬国城崎郡九日市上之町村 明治11年10月
見取図  但馬国城崎郡九日市下之村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡戸牧村 明治11年10月
山岳地図  但馬国美含郡大谷村(竹野東大谷） 明治11年12月6日
山林原野字限図  但馬国氣多郡三小区野村 明治11年10月
山林原野一字絵図帳  但馬国氣多郡久斗村 明治11年9月
山地見取図  但馬国城崎郡来日村 明治11年11月
山林字限見取図  但馬国氣多郡水上村 明治11年
地図  港村
山地見取図  但馬国城崎郡野上村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡赤石村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡一日市村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡森村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡下鶴井村 明治11年11月
山地見取図  但馬国城崎郡金剛寺村 明治11年10月
山林原野一字絵図面  但馬国氣多郡道場村 明治11年9月21日
山林字限見取図  但馬国氣多郡竹貫村 明治11年
見取図  但馬国城崎郡大谷村 明治11年11月
山岳原野丈量見取図  但馬国第一大区城之崎郡四小区野垣村

明治11年11月8日
地図  但馬国城崎郡岩井村 明治11年11月
山岳原野丈量図  但馬国第一大区城崎郡四小区庄村
字限図  但馬国城崎郡吉井村 明治11年11月10日
字限図  但馬国第一大区四小区城崎郡福成寺村 明治11年11月9日
山地見取図  但馬国城崎郡舟谷村 明治11年10月
見取図  但馬国城崎郡辻村 明治11年12月16日
山林原野一字限絵図面  但馬国氣多郡庄境村 明治11年10月7日
山地見取図  但馬国城崎郡祥雲寺村 明治11年11月17日
山地見取図  但馬国城崎郡鎌田村 明治11年11月



山岳全図切絵図面  但馬国城崎郡鎌田村 明治11年11月5日
見取絵図  但馬国城崎郡内町村 明治11年12月16日
山地見取図  但馬国城崎郡法花寺村 明治11年11月18日
山地見取図  但馬国城崎郡馬路村 明治11年11月
立会山地見取図  但馬国城崎郡法花寺村、祥雲寺村、馬路村、南谷村、

鎌田村、庄境村、梶原村 明治11年12月16日
山地見取図  但馬国城崎郡駄坂村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡百合地村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡大篠岡村 明治11年10月
山地見取図  但馬国城崎郡木内村 明治11年10月
出石川旧堤防敷求積図  出石郡神美村地内  縮尺1/500
出石川旧堤並旧河川敷求積図  出石郡小坂村福居、島地内  縮尺1/500
出石川旧河川敷求積図  城崎郡中筋村、出石郡小坂村地内  縮尺1/500
県有地地番認定申請字限図  兵庫県  出石郡神美村地内
県有地地番認定申請字限図  兵庫県  出石郡小坂村地内
地図  三方村
地図  三方村
地図  西氣村
飛錯地組替図面入  租税掛  氣多郡 明治11年
全図  出石郡出石町全図
山林原野毎字限並一村全図  但馬国美含郡桑野本村 明治11年11月
山地見取図  但馬国氣多郡夏栗村
山林原野字並一村全図  但馬国美含郡須野谷村 明治11年11月
山林原野絵図  但馬国氣多郡三小区観音寺村 明治11年10月
山林原野毎字限並一村全図  但馬国美含郡大森村 明治11年11月
山岳図  但馬国城崎郡栃江村 明治11年11月11日
西濱村ノ内釜屋村、諸寄村連続図
山林原野字限図  但馬国氣多郡栗山村 明治11年10月
全図字切図  但馬国美含郡河内村 明治10年11月
山林原野字限図  但馬国氣多郡三小区荒川村 明治11年9月
山林原野字限図  但馬国第三大区氣多郡二小区禰布村 明治11年9月
兵庫県美方郡西濱村ノ内居組村鉄道用地連続図
官設鉄道山陰西線第22工区ノ内兵庫県濱坂町連続図



G 法務局豊岡支局
昭和30年除帳字限図  豊岡税務署
図面  豊岡市九日市上町（青焼）
下図  照来村
山林図の袋  多数
字限図  関宮村ノ内出合村
字限図  バラのもの  所在不明  多数
口佐津村  全図綴
山岳一筆限明細帳図面共  但馬国美含郡土生村
山林原野字限見取図  但馬国氣多郡四小区谷村 明治11年9月
山林原野一筆限帳  字限図袋  但馬国二方郡戸田村
地面（圖？）  香住村
山岳一筆帳並に地面入  但馬国八大区美含郡浜安木村 明治11年12月
山岳丈量一筆帳並図面共  但馬国美含郡若松村 明治11年11月
地面（圖？）  餘部村
山林原野字限地図  但馬国氣多郡堀村
山岳図  但馬国七美郡中大谷村 明治11年10月
山林原野一村全図一字切図  但馬国七美郡黒田村
山岳図  但馬国七美郡高坂村 明治11年10月
山岳一筆限並図面入  但馬国第八大区二小区美含郡三谷村

明治11年12月3日
山岳原野字限切図  但馬国美含郡小原村 明治11年11月
山林原野毎字切図並一村全図  但馬国二方郡福富村 明治11年12月
山林原野字限切絵図  但馬国第八大区二小区美含郡鎧村
山林字限図  但馬国氣多郡二小区岩中村 明治11年
兵庫県美方郡村岡町地図  村岡税務署
山林原野一筆限地図帳  但馬国二方郡一小区切畑村
山林原野一筆限帳並地図袋  但馬国二方郡一小区多子村 明治11年10月
山林字限図  但馬国氣多郡二小区江原村 明治11年
山林原野毎字切図並全図  但馬国二方郡祖ケ岡村
地面（圖？）  濱坂町
山岳一筆帳並地面（圖？）入  但馬国八大区二小区美含郡八原明治11年12月
八田村
大庭村
射添村
山林原野毎一字切図並ニ全図  但馬国美含郡第三小区浦上村
山林原野地面(圖？）  但馬国七美郡丹戸村
下図  兎塚村
山岳図  但馬国七美郡口大谷村 明治11年10月
山林原野毎字切図並ニ全図  但馬国二方郡諸寄村 明治11年10月
山岳図  但馬国七美郡大笹村 明治11年10月
山岳図  但馬国七美郡池ケ平村 明治11年10月
山岳原野毎字切図並に一村全図  但馬国二方郡邉地村 明治11年10月
山林分裂図面  但馬国二方郡中辻村 明治13年5月



山岳地図  但馬国美含郡上計村 明治11年11月
山林原野一村全図一字切図  但馬国七美郡宿村
山岳丈量図  但馬国第七大区二小区正法ノ庵村
山岳一筆限明細帳  但馬国美含郡本見塚村
山林原野毎字限切図一村全図  但馬国二方郡桐ケ岡村 明治11年10月
山岳地図  但馬国氣多郡土居村 明治11年9月
山岳一村全図一字限り図  但馬国第八大区二小区香住村 明治11年11月
山岳地図  但馬国美含郡森村
山地見取図  但馬国城崎郡福田村 明治11年
図面帳 明治20年～明治26年
山林原野一村全図一字限図  但馬国第六大区七美郡二小区福岡村
山林原野字限り図  但馬国氣多郡中郷村 明治11年9月
山林丈量図  二小区大野村
山林原野毎字切図  但馬国二方郡丹士（土？）村 明治13年9月
山林原野一字限並一村全図  但馬国美含郡下岡村 明治11年
山岳字限絵図面  但馬国美含郡米地村 明治14年8月
山林原野毎字限並全図  但馬国美含郡丹生地村 明治11年
山岳図面  但馬国美含郡二小区守柄村
山岳見取絵図面  三小区相谷村
山岳一村全図一字限り図  但馬国第八大区二小区一日市村

明治11年11月
山林原野毎字限並一村全図  但馬国二方郡三小区二日市村

明治11年
山林原野毎字図並一村全図  但馬国二方郡飯野村 明治11年10月
山林原野一筆限地図帳  但馬国二方郡一小区塩山村
山林原野一字限並一村全図  但馬国二方郡居組村
山林原野一字限並一村全図  但馬国二方郡栃谷村
山岳図  但馬国七美郡和地村 明治11年10月
山林原野毎字切図並一村全図  但馬国二方郡藤尾村 明治11年10月
山岳原野毎字切図並一村全図  但馬国二方郡用土村 明治11年10月
山岳原野字限地図  但馬国氣多郡二小区山本村 明治11年10月
字限図（青焼）  但東町久畑
字限図（青焼）  栗尾



Ｈ 法務局豊岡支局
○ 昭和3年 耕地整理確定図綴込帳

昭和3年9月10日受付第1096号整理確定図第2号
城崎郡香住村耕地整理組合第一区  縮尺1/1200

昭和3年9月21日受付第1127号整理確定図第3号
城崎郡香住村耕地整理組合第四区  縮尺1/1200

○ 昭和9年、10年 耕地整理確定図綴込帳
昭和9年2月5日受付第106号整理確定図第1号

城崎郡餘部村西耕地整理組合地区  縮尺1/600
昭和9年5月23日受付第1709号整理確定図第2号

城崎郡奥佐津村奥佐津耕地整理組合第十一三川工区 
縮尺1/1200

昭和9年8月6日受付第1044号整理確定図第3号
城崎郡餘部村餘部耕地整理組合地区  縮尺1/600

昭和9年9月10日受付第1215号整理確定図第4号
城崎郡奥佐津村奥佐津耕地整理組合下岡工区
縮尺1/1200

昭和9年11月21日受付第1571号整理確定図第5号
奥佐津耕地整理組合山坐工区  縮尺1/1200

昭和10年10月14日受付第1252号整理確定図第1号
奥佐津耕地整理組合隼人工区  縮尺1/1200

昭和10年10月21日受付第1269号整理確定図第2号
奥佐津耕地整理組合奥山工区  縮尺1/1200

○ 大正14年、15年 耕地整理図面綴込帳
大正14年5月4日受付第512号整理確定図第1号

城崎郡長井村守柄耕地整理組合地区第二工区
大正14年5月19日受付第601号整理確定図第2号

城崎郡口佐津村耕地整理組合地区  縮尺1/1200
大正15年9月3日受付第1165号整理確定図第1号

城崎郡香住村下浜字三田災害復旧耕地整理組合地区
縮尺1/600

大正15年9月3日受付第1165号整理確定図第2号
城崎郡香住村下浜字三田災害復旧耕地整理組合地区
第一区  縮尺1/600

○ 昭和11年耕地整理確定図綴込帳
奥佐津耕地整理組合第四安坂前工区  縮尺1/1200
奥佐津耕地整理組合第二丹生地口工区  縮尺1/1200
奥佐津耕地整理組合第六上岡工区  縮尺1/1200
奥佐津耕地整理組合第一丹生地工区  縮尺1/1200



○ 昭和2年度耕地整理確定図綴込帳
昭和2年11月7日受付第1546号整理確定図第1号

城崎郡香住村耕地整理組合第三工区  縮尺1/1200
昭和2年11月7日受付第1546号整理確定図第2号

城崎郡香住村耕地整理組合第五工区  縮尺1/1200

○ 昭和14年耕地整理確定図綴込帳
昭和14年3月8日受付第156号整理確定図第1号

城崎郡香住町香住歌崎耕地整理組合地区  縮尺1/600

○ 昭和3年受付代14号整理確定図第1号
城崎郡香住村油良・間室耕地整理組合地区第二工区

○ 地図  長井村  （等級別耕地着色図）

○ 昭和5年2月13日受付第90号整理確定図第1号
香住耕地整理組合第二工区（確定図・現形図） 

○ 奥佐津耕地整理組合第十畑工区確定図 縮尺1/1200

○ 昭和24年耕地整理図面綴込帳
整理確定図第1号

城崎郡奥佐津村九斗耕地整理組合地区  縮尺1/600
整理確定図第2号

城崎郡長井村三谷長谷野耕地整理共同施工地区
縮尺1/600

○ 昭和4年12月21日受付第1486号整理確定図第1号
城崎郡餘部村鎧耕地整理組合地区  縮尺1/1200

○ 昭和30年度耕地整理確定図綴込帳
城崎郡奥佐津村米地耕地整理地区  縮尺1/600
（小字別のものもあり）

○ 奥佐津耕地整理組合第九上川原工区確定図  縮尺1/1200

○ 城崎郡奥佐津村九斗耕地整理組合地区確定図  縮尺1/600

○ 城崎郡奥佐津耕地整理組合開墾事業施工図  縮尺1/1200

○ 昭和12年耕地整理確定図綴込帳
城崎郡長井村小原耕地整理区施工地区  縮尺1/1200



○ 大正13年耕地整理図面綴込帳
大正13年3月14日受付第193号整理確定図第1号

城崎郡長井村守柄耕地整理組合地区第一工区  縮尺1/600
大正13年11月15日受付第1345号整理確定図第2号

城崎郡長井村大字三谷杦前災害復旧耕地整理組合
施工地区 縮尺1/600

○ 大正7年耕地整理確定図綴込帳
大正7年4月10日受付第425号整理確定図第1号

城崎郡香住村ノ内油良・間室村耕地整理組合地区 
縮尺1/1200

○ 昭和26年度耕地整理図面綴込帳
整理確定図第1号

城崎郡奥佐津村上川原耕地整理組合地区  縮尺1/600

○ 昭和7年、8年耕地整理確定図綴込帳
昭和7年2月1日受付第73号整理確定図第1号

城崎郡奥佐津村本見塚耕地整理組合第三区  縮尺1/1200
昭和8年12月4日受付第1525号整理確定図第1号

城崎郡奥佐津耕地整理組合地区土生工区  縮尺1/1200



Ⅰ 法務局豊岡支局
○ 耕地整理確定図綴込帳  第一冊

昭和2年7月9日受付第1006号整理確定図第1号
城崎郡港村畑上第一耕地整理組合地区  縮尺1/1200

昭和4年5月3日受付第573号整理確定図第2号
城崎郡中竹野村耕地整理組合下区

昭和4年7月3日受付第818号整理確定図第3号
城崎郡中竹野村耕地整理組合須谷区

昭和4年8月9日受付第1037号整理確定図第4号
城崎郡中竹野村耕地整理組合鬼神谷区

昭和5年1月6日受付第1号整理確定図第5号
城崎郡内川村上山高（耕？）地整理組合

昭和5年12月11日受付第1767号整理確定図第6号
城崎郡中竹野村耕地整理組合轟地区

昭和6年6月20日受付第874号整理確定図第7号
城崎郡中竹野村耕地整理組合下塚地区

昭和6年7月4日受付第930号整理確定図第8号
城崎郡中竹野村耕地整理組合林区

昭和14年2月2日受付第70号整理確定図第9号
城崎郡城崎町桃島耕地整理組合

昭和29年10月8日受付第77号整理確定図第10号
城崎郡中竹野村第四耕地整理組合林区

○ 昭和31年津居山土地区画整理関係書類（換地説明書等）

○ 耕地整理確定図綴込帳  第二冊
昭和10年10月1日受付第1663号整理確定図第1号

気比耕地整理組合地区  縮尺1/1200
昭和10年10月1日受付第1663号整理確定図第2号

小島耕地整理組合地区  縮尺1/1200

○ 昭和35年土地改良に依る確定図綴
須谷土地改良区確定図  縮尺1/1200

○ 土地書類申告綴込帳  土地改良
豊岡市城南土地改良区

○ 確定図綴込帳
整理確定図第34号

豊岡市今森江本土地改良区確定図  縮尺1/1200
整理確定図第35号

豊岡市城南土地改良区区画整理確定図  縮尺1/1200
整理確定図第36号

豊岡市中谷河谷土地改良区地区確定図  縮尺1/600



整理確定図第37号
豊岡市加陽土地改良区確定図  縮尺1/1200

○ 昭和34年換地計画認可書  結土地改良区
確定図  縮尺1/500
換地計画書

○ 昭和41年換地説明書  豊岡市佐野土地改良区
区画整理確定図  縮尺1/500
換地計画書



平成17年10月 (本目録の文書の複写を但馬支部に渡した）

　豊岡県布達目録 豊岡市立図書館内　史料整理室 2003.11.9　作　右近

綴 資料番号 見出し コメント 豊岡県発年月日(政府）
1 63 地券渡方規則 明治.5.4.16（5.3.-）

85 戸籍所部役名改称（第一大区） 明治.5.5.8
86 地所反別調査 明治.5.5.10
97 外国人に地所売買禁止 明治.5.5.-
99 地所調査 明治.5.5.-
130 官林払下 明治.5.7.23
133 社寺取調 明治.5.7.25
143 地券交付 明治.5.8.7
144 検見 明治.5.8.8
146 検見内見帳提出 明治.5.8.11
151 検見 明治.5.8.15
155 検見廻付先触 明治.5.8.26
157 検見巡廻 明治.5.8.29
163 地券懸附属任命 明治.5.9.4
197 地券につき申渡 明治.5.10.15
202 地券集会通知 明治.5.10.19
208 地券一件 明治.5.10.23
210 地券御用巡回 森田卯左衛門 明治.5.10.26
220 地券願出督促 明治.5.11.2
232 地券一件 明治.5.11.13
233 所持田畑一筆限帳 上中下田　　石盛何程 明治.5.11.14

2 30 地所質入書入規則 太政官 明治.6.1.-（1.17)
78 地券取調中、芝居等禁止 明治.6.3.15
84 地券願い 　　(本件現物未確認） 明治.6.3.21
111 地券調査 明治.6.4.1
119 地券猶予日限 明治.6.4.5
123 地券願提出 明治.6.4.17
131 地誌取調 官員 中野弘 明治.6.4.28

3 240 地券関係措置 　　　　　　　　　　　　副区長 明治.6.8.2
258 地租改正法 太政大臣 明治.6.8.27（7.28）

・　　292 地価調査(現地反別地価一筆限明細書上帳） 明治.6.10.-
322 地券 明治.6.12.23
324 地券田畑屋敷畝杭打立 明治.6.12.24

追-　25 地券 明治.6.8.29

1



平成17年10月 (本目録の文書の複写を但馬支部に渡した）

　豊岡県布達目録 豊岡市立図書館内　史料整理室 2003.11.9　作　右近

綴 資料番号 見出し コメント 豊岡県発年月日(政府）
4 1 町村合併調査 明治.7.1.9

5 内務省寮司設置 太政大臣 明治.7.1.17（1.9）
51 社寺境内地調査 明治.7.3.5
52 官林払下基準 乙第19号内務卿木戸孝允 明治.7.3.7
70 焼畑届出制 内務卿 明治.7.3.15（3.2）
71 官林取調 明治.7.3.17
78 荒地起返調査 4月15日迄に 明治.7.3.28
80 測量司技術通学生規則 内務卿 明治.7.3.29（3.22）
83 官林社寺境外地取調 明治.7.3.30
100 地券調査 四捨五入 明治.7.4.17
108 区間標杭設置 明治.7.4.27
139 地租改正条例改正 太政大臣　　　　　　第八章 明治.7.5.23（5.12）
140 地所質入書入規則改正 太政大臣　　 明治.7.5.23（5.12）
184 訴答文例改正 太政大臣　　　　　　第75号 明治.7.7.27（7.14)
184 質入書入規則第16条改正太政大臣　　　　　　第76号 明治.7.7.27（7.14)
245 地誌編纂雛形 宮津支庁(県7月27日） 明治.7.10.22
254 地租改正調査 明治.7.11.5
280 地所名称区分改正 太政大臣 明治.7.12.24（12.7）
281 境内外地伐木不可 明治.7.12.25

追-　 30 地券調査 村之用掛召集　四小区 明治.7.2.10

5 18 検地帳写明細帳写差出 明治.8.1.-
28 地租改正下調 明治.8.2.14
38 社寺境内外地調査 内務卿 明治.8.2.19（7.12.28）
53 官有糶糴取調 明治.8.3.10
56 官民有地区分取調 　　　　　区長 明治.8.3.17
71 社寺境内外地調査申付 明治.8.3.29
74 地租改正官員派出 明治.8.3.30
79 地籍取調催告 明治.8.4.2
86 地券税法施行 明治.8.4.9
91 地籍帳雛形改正 明治.8.4.12
101 地租改正帳催告 明治.8.4.22
107 地籍取調帳催告 明治.8.5.2
114 地券    各村用掛 明治.8.5.9
247 地券渡方規則改定 大久保利通 明治.8.11.22

・　　252 地租改正反別 6.5尺竿之分6尺竿に引直し 明治.8.11.28
・　　252 治水工事調査 　　地券惣代人 明治.8.11.28

6 59 土地等級表等取調 明治.9.2.27

兵庫県・　　　43　新旧地券取調心得書(丙第１０号）摂津、丹波、但馬国 明治.14.5.2
・　　　44 地租 丙第１１号 明治.14.5.13

（複写物は5分冊）
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綴 資料番号　　見出し 　コメント 豊岡県発年月日(政府）

　　　・ 55 寄留届 県庁 県 明治.5.3.-
1 ・　　　63 地券渡方規則 大蔵省 明治.5.3.-（5.2.-）
・ 66 寄留届督促 戸長 　　区 明治.5.4.5
・ 69 神社取調 県庁 　　区 明治.5.4.22
・　　　85 戸籍所部役名改称（第一大区） 県 明治.5.5.8
・　　　86 地所反別調査 県庁 県 明治.5.5.10
・　　　97 外国人に地所売買禁止 県庁 県 明治.5.5.-
・　　　99 地所調査 県庁 県 明治.5.5.-
・ 124 荒地見分願  高10石３歩金取集め　　区 明治.5.6.15
・　　130 官林払下 第9号 県 明治.5.7.24
・　　133 社寺取調 県庁 県 明治.5.7.25
・　　143 地券交付 県庁 県 明治.5.8.7
・　　144 検見 区長青田 　　区 明治.5.8.9
・　　146 検見内見帳提出 副区長 　　区 明治.5.8.11
・　　151 検見 区長青田 　　区 明治.5.8.15
・　　155 検見廻村先触 駅逓掛　 県 明治.5.8.26
・　　157 検見巡廻 県 明治.5.8.29
・　　163 地券懸附属任命 県庁 県 明治.5.9.4
・ 171 度量衡取締 県 明治.5.9.13
・　　197 地券につき申渡 区長大江 県 明治.5.10.15
・　　202 地券集会通知 副区長 　　区 明治.5.10.19
・　　208 地券一件 副区長 　　区 明治.5.10.23
・　　210 地券御用巡回 地券掛附属青田　　県 明治.5.10.26
・ 215 社寺　　（聴課申第2号） 県 明治.5.10.-
・　　220 地券願出督促 地券掛青田　　　　　県 明治.5.11.2
・　　232 地券一件 地券掛 県 明治.5.11.13
・　　233 所持田畑一筆限帳   上中下田　　石盛何程 明治.5.11.14

249 寺院整理 県 明治.5.11.

・ 追-　　9 各種達　（郡中割） 　　区 明治.5.10.-

別綴 　C-29　　三宅・関岡家文書
・ 14 官林払下 （遠江） 明治.6.2.24

・ 26 庄屋屋敷免許地取調 　　副区長 明治.6.1.29
2 ・　　　30 地所質入書入規則(第18号）太政官(明治6年地券局1号） 明治.6.1.-（1.17)
・ 53 社寺寄付地除地等取調 明治.6.2.17
・ 61 官林払下 （遠江） 租税頭陸奥　　大野権参事 明治.6.2.24（2.12)
・　　　78 地券取調中、芝居等禁止 大野権参事 明治.6.3.15

84 地券願い 明治.6.3.21
・　　111 地券調査 副区長 明治.6.4.1
・　　119 地券猶予日限 副区長 明治.6.4.5
・　　123 地券願提出 青田 明治.6.4.17
・　　131 地誌取調 （庶務課54号） 大野権参事 　官員中野弘 明治.6.4.28
・ 162 社寺調査 　　　　　副区長 明治.6.5.15
・ 193 金穀貸借令改正 　太政官 　  第195号 明治.6.(6.8)



綴 資料番号　　見出し 　コメント 豊岡県発年月日(政府）

197 除地等取調巡村先触 明治.6.6.11
３　・ 211 町村合併手続　(第99号） 大蔵省事務総裁 明治.6.6.-（6.17)
・ 224 山守等調査 租税課 正権区長 明治.6.7.10
・ 236 地券調終了村々は芝居可 　豊岡県 明治.6.7.1
・ 地券取調中、芝居等禁止 権参事大野　　　正権区長 明治.6.7.-
・　　240 地券関係措置 　副区長 明治.6.8.2
・　　258 地租改正法（上諭　272号） 太政大臣　　　　権参事大野 明治.6.8.27（7.28）
・ 268 庄屋屋敷等公租見直し 租税課 明治.6.9.8
・ 270 検見・定免 参事田中 会議所 明治.6.9.12
・ 276 検見 　　　　　　　　　　　　副区長 明治.6.9.26
・ 282 山守届催告 租税課 　　副区長 明治.6.10.2
・　　292 地価調査(現地反別地価一筆限明細書上帳）  参事田中 明治.6.10.-
・　　322 地券（一村限巨細取調‥） 地券掛 明治.6.12.23
・　　324 地券田畑屋敷畝杭打立 地券掛 (削幅1.5寸 丈4尺） 明治.6.12.24

追-　12 税制改正 明治.6.3.-
追-　19 地誌差出 明治.6.5.18
・追- 25 地券 　　　　　　区 明治.6.8.29
・ 追-　26 検見内見帳 　　　　　　区 明治.6.9.8
追-　30 検見・荒地見分 　　　　　　区 明治.6.10.5
追-　31 検見 　　　　　　区 明治.6.10.12

・　　　　1 町村合併調査　(第3号） 県参事田中 明治.7.1.9
4 ・　　　　5 内務省寮司設置　（第1号） 太政大臣 県参事田中 明治.7.1.17（1.9）

・　　　51 社寺境内地調査(第18号） 県参事田中　　　正権区長 明治.7.3.5
・　　　52 官林払下基準 (乙第19号） 内務卿木戸孝允 明治.7.（3.7）
・　　　70 焼畑届出制 （甲第3号） 内務卿木戸孝允 明治.7.3.15（3.2）
・　　　71 官林取調 　(第26号） 県参事田中　　　正権区長 明治.7.3.17
・ 74 地券下調任命 豊岡県地券掛 明治.7.3.27
・　　　78 荒地起返調査 　租税課　　　4月15日迄に 明治.7.3.28
・　　　80 測量司技術通学生規則 内務卿      (甲第4号） 明治.7.3.29（3.22）
・　　　83 官林社寺境外地取調 租税課 　　正権区長 明治.7.3.30
・ 社寺境内調査 副区長 明治.7.3.31

93 地券調査注意 明治.7.4.9
・　　100 地券調査 地券掛（歩留銭留四捨五入） 明治.7.4.17
・　　108 区間標杭設置（標杭雛形） 　庶務課　（16郡を21大区） 明治.7.4.27
・ 130 社寺調査 田中豊岡県参事　正権区長 明治.7.5.13
・　　139 地租改正条例改正(第8章） 太政大臣　　　　　　第53号 明治.7.5.23（5.12）
・　　140 地所質入書入規則改正 太政大臣　　　　　　第52号 　明治.7.5.23（5.12）
・　　184 訴答文例改正 太政大臣　　　　　　第75号 明治.7.7.27（7.14)
・　　184 質入書入規則増補（16条） 太政大臣　　　　　　第76号 明治.7.7.27（7.14)
・ 194 検見 　大区長 　　　権区長 明治.7.8.20
・ 201 地券盗難 (第49号） 　代理権参事大野 明治.7.8.28
・ 212 検見内見帳差出 　租税課 　　　正副戸長 明治.7.9.9
・ 219 河道路等級 　代理権参事　　正副戸長 明治.7.9.28
・ 242 地所売買に地券を 太政大臣 　　　　第104号 明治.7.10.20（10.3)
・ 244 官林等払下入札処分 　豊岡県 　第59号 明治.7.10.20
・　　245 地誌編纂雛形 　宮津支庁　 明治.7.10.22
・　　254 地租改正調査 　地券掛 明治.7.11.5
・　　255 農作心得 　地券掛 明治.7.11.5
・　　280 地所名称区分改正 太政大臣　　　　　第120号 明治.7.12.24（12.7）
・　　281 境内外地伐木不可 　県参事田中　　　第68号 明治.7.12.25



綴 資料番号　　見出し 　コメント 豊岡県発年月日(政府）

追-    4 地券 　　　　　区 明治.7.2.20
4 追-    8 社寺境内等取調 　　　　　区 明治.7.3.30 31

追-   10 荒地取調 　　　　　区 明治.7.4.9
追-   1１ 官林社寺境内取調 　　　　　区 明治.7.4.17
追-   2１ 地誌編輯雛形 　　　官 明治.7.（9.23)
追-   23 地券 　　　　　区 明治.7.9.8
追-   28 地券 　　　　　区 明治.7.12.15
・追- 30 地券調査  村之用掛召集  　四小区 明治.7.2.10
・ 追-　 31 検見 　　　　　区 明治.7.9.13

4 起返本免入調査 明治.8.1.12
5　・ 5 地所売買は適正に(第2号） 県参事 区長　戸長 明治.8.1.13

・　　　18 検地帳写明細帳写差出 租税課 明治.8.1.-
・ 22 貸渡官有地取調　（第7号） 県参事 区長　戸長 明治.8.2.4
・　　　28 地租改正下調 地券掛 明治.8.2.14
・ 36 社寺附田地貢納 租税課 正副区長 明治.8.2.17
・　　　38 社寺境内外地調査 内務卿伊藤　　　乙第71号 明治.8.2.19（7.12.28）
・ 44 貸渡官有地取調催告 租税課 正副区長 明治.8.2.27
・ 46 小学校用地下渡 県参事 区長　学区取締 明治.8.2.-
・　　　53 官有糶糴取調 租税課 明治.8.3.10
・　　　56 官民有地区分取調 正副区長 明治.8.3.17
・　　　71 社寺境内外地調査申付 租税課 正副区長 明治.8.3.29
・　　　74 地租改正官員派出 県参事田中　区長総代人外 明治.8.3.30
・　　　79 地籍取調催告 租税課 明治.8.4.2
・　　　86 地券税法施行 県参事田中　区長総代人外 明治.8.4.9
・　　　91 地籍帳雛形改正 県参事田中 明治.8.4.12
・ 99 寺院神社境内外調べ 租税課 第14大区関村 明治.8.4.20
・　　101　地租改正帳簿催告 地券掛 明治.8.4.22
・　　107 地籍取調帳催告 租税課 明治.8.5.2

・　　114 地券    各村用掛 明治.8.5.9
・ 120 官林払下 租税課 正副区長 明治.8.5.20
・ 132 田地租税沿革調査史料差出　第37号 明治.8.5.24
・ 135 地券検査 地券掛 区戸長総代人外 明治.8.5.26
・ 139 旧社寺領調査 租税課 明治.8.5.29
・ 162 官有地取調 租税課 明治.8.6.10
・ 163 地券調査疎漏を排す 地券掛 二方郡養父郡外 明治.8.6.10
・ 164 下渡学校敷地取調(第52号代理権参事　区長学区取締 明治.8.6.12
・ 176 地所売買に地券書換 太政大臣 　　　　第106号 明治.8.6.29（6.18)  

183 寺社調査 明治.8.7.7
190 川筋表杭伐木 　　　　　区長 明治.8.7.19

・ 197 地券一筆限帳 租税課 明治.8.8.2
・ 204 地価税百分の三に改正 太政大臣 　　　　第133号 明治.8.（8.28)
・ 205 官林等払下 租税課 明治.8.8.29
・ 206 官林等植林調 第4号 正副区戸長 明治.8.8.-
・ 207 土地丈量 (6尺5寸或は3寸等之間竿相用候村々は6尺竿引直反別改算云々） 年月不詳
・ 214 寺院除地調査 租税課 明治.8.9.15
・ 221 公用土地買上規則但書増補　　県第21号 明治.8.9.27
・ 230 寺院境外地払下　 　内務卿大久保　　第129号 明治.8.10.14（10.2)
・ 246 地券問題入牢一件 　　　　　戸長 明治.8.11.18
・　　247 地券渡方規則改定（甲第1号）　地租改正事務局総裁 明治.8.（11.22）
・ 250 里程調　　県第34号 県権令三吉周亮　区戸長外 明治.8.11.27
・　　252 地租改正反別   6.5尺竿之分6尺竿に引直し 明治.8.11.28
・　　252 治水工事調査 　　地券惣代人 明治.8.11.28
・ 259 改正税法施行 県権令三吉周亮代理 明治.8.12.4



綴 資料番号　　見出し 　コメント 豊岡県発年月日(政府）

・ 260 本人外の地券処分禁ず 豊岡県 　乙第10号 明治.8.12.5
・ 261 官民地区分調査 豊岡県 正副区長用掛外 明治.8.12.6
・ 275 地券渡方規則書式廃止 地租改正事務局　　甲第1号 明治.8.12.19（11.22)
・ 281 町村里程調査 豊岡県 丙第13号 明治.8.12.27
・ 282 地所払下 豊岡県 丙第14号 明治.8.12.27

5 追-    2 地券 　　　　　　区 明治.8.1.7
追-    6 荒地起返調査督促 　　　　　　区 明治.8.3.25
追-   12 官有地取調 　　　　　　区 明治.8.4.18
追-   17 地所質入 　　　　県 明治.8.4.23
追-   19 寺社境内調査 　　　　　　区 明治.8.4.28
追-   22 寺社境内調査 　　　　　　区 明治.8.5.10
追-   24 地券 　　　　　　区 明治.8.6.4
追-   2７ 官民有地調査 　　　　　　区 明治.8.12.29
・ 追-   32 地租改正取調帳提出 区務扱所 　　　　　　区 明治.8.10.31

6 ・　　　59 土地等級表等取調 租税掛 明治.9.2.27

追-　　2 地券 　　　　　　区 明治.9.1.20
追-　　4 官民地調査 　　　　　　区 明治.9.1.26
追-　　9 地券 　　　　　　区 明治.9.2.6
追-　 15　地租 　　　　　　区 明治.9.3.14
追-　 17 地券 　　　　　　区 明治.9.5.22
追-　 24 地券 　　　　　　区 明治.9.7.20

兵庫県・　　　43　新旧地券取調心得書(丙第１０号）摂津、丹波、但馬国 明治.14.5.2
・　　　44 地租 丙第１１号 明治.14.5.13

2006.12.8　改　

「　・　」　印　の複製は　入手済み。
　無印は、確認できていない。 (2006.4.21 但馬支部に複製を保管）
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