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【注】

1　京都市編『史料京都の歴史』9 中京区、平凡社、1985 年、82 ～ 94 頁。

2　 浅井了意著『京雀』（『新修京都叢書』1、臨川書店、1967 年、206 頁 )、京都市参事会『京華要誌』（『新撰京都叢書』

3、臨川書店、1987 年、424 頁）、碓井小三郎著『京都坊目誌』（『新修京都叢書』20、臨川書店、1970 年、83 頁）。

3　『明倫誌 : 創立満七十周年記念』京都市明倫尋常小学校、1939 年、260 ～ 264 頁。

4　 享保 17 年 486 号、『京都町触集成』2、岩波書店、1984 年、153 頁。

5　 『京都御役所向大概覚書』上、清文堂、1973 年、184 ～ 190 頁。

6　 寛文 4 年 437 号、『京都町触集成』別巻 2、岩波書店、1984 年、229 ～ 230 頁。

図　山伏山町文書の年代分布
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図版　収納容器の現状記録

箱１

箱２

箱３

・寸法：縦 36.0 ×横 28.8 ×高 15.7cm

・形状：木製。箱前方に鉄製の鍵

・銘文記録：蓋表

　「享保十七歳壬子三月十三日御触有之

　譲状御割印初ル／譲リ状入／引取証文入

　右一覧申度儀有之者年寄五人組

　立会之上封印切可申事　　　　　　　　」

　蓋裏「山伏山町／宝暦十二歳壬午三月吉日」

・保存状態：箱の底と蓋の側面に破損あり。

・寸法：縦 37.9 ×横 27.3 ×高 19.0㎝

・形状：木製。箱の下方に紐が付属し、

　蓋上で結べるようになっている。

・銘文記録：蓋表「神事箱／山伏山町」

　蓋裏「慶応四年」、「山町当番順」（文書貼付）

・寸法：縦 40.0 ×横 37.9 ×高 18.0cm

・形状：段ボール製。

　蓋表「山伏山町内／重要書類」

　蓋前方・後方「京池（○に池）都」
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箪笥

箱４

・寸法：縦 38.2 ×横 39.7 ×高 16.6cm

・形状 : 段ボール製。

　蓋前方・後方「京池（○に池）都」

　小箱蓋表「山伏山町」、蓋裏「大仏師職」

・寸法：縦 41.4 ×横 80.8 ×高 78.4㎝

・銘文記録：「文政十三歳／庚寅正月／室町通

　山伏山町」「室町通／山伏山町／年寄森川代」

・引出別文書番号

　引出 1…1～ 26

　引出 2…1～ 160

　引出 3…1～ 35

　引出 4…1～ 12

　引出 5…1～ 365

　引出 6…1～ 92

　引出 7…1～ 32

　引出 8…1～ 51
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木札１

・寸法：総高 68.3cm　肩高 67.0cm　

　　　　上巾 11.1cm　下巾 9.4㎝

　　　　厚 0.9 ｃｍ

・銘文（墨書）

　表「　　　　万延元庚申年　目代　新坊

　　　祇園社　奉転読　大若経町内安穏祈所

　　　　　　　六月吉祥日　　　　　　欽言　」

木札２

・寸法：総高 67.5cm　肩高 66.2㎝

　　　　上巾 10.9cm　下巾 9.4cm　

　　　　厚 0.9cm

・銘文（墨書）

　表「　　　　嘉永六癸丑年　　　　　法主

　　　感神院　奉転読大般若経町内繁昌祈所

   　　　　　　六月吉祥日　　　　　　敬白　」

《表》

《表》 《裏》

《裏》

図版　土蔵木札の現状記録
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箪笥

箱４

・寸法：縦 38.2 ×横 39.7 ×高 16.6cm

・形状 : 段ボール製。

　蓋前方・後方「京池（○に池）都」

　小箱蓋表「山伏山町」、蓋裏「大仏師職」

・寸法：縦 41.4 ×横 80.8 ×高 78.4㎝

・銘文記録：「文政十三歳／庚寅正月／室町通

　山伏山町」「室町通／山伏山町／年寄森川代」

・引出別文書番号

　引出 1…1～ 26

　引出 2…1～ 160

　引出 3…1～ 35

　引出 4…1～ 12

　引出 5…1～ 365

　引出 6…1～ 92

　引出 7…1～ 32

　引出 8…1～ 51
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木札１

・寸法：総高 68.3cm　肩高 67.0cm　

　　　　上巾 11.1cm　下巾 9.4㎝

　　　　厚 0.9 ｃｍ

・銘文（墨書）

　表「　　　　万延元庚申年　目代　新坊

　　　祇園社　奉転読　大若経町内安穏祈所

　　　　　　　六月吉祥日　　　　　　欽言　」

木札２

・寸法：総高 67.5cm　肩高 66.2㎝

　　　　上巾 10.9cm　下巾 9.4cm　

　　　　厚 0.9cm

・銘文（墨書）

　表「　　　　嘉永六癸丑年　　　　　法主

　　　感神院　奉転読大般若経町内繁昌祈所

   　　　　　　六月吉祥日　　　　　　敬白　」

《表》

《表》 《裏》

《裏》

図版　土蔵木札の現状記録
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木札３

・寸法：総高 120.5cm　肩高 119.3cm　　

　　　　上巾 3.4cm　　 下巾 3.6cm

　　　　厚 2.4cm

・銘文（墨書）

　表「福寿」　

　裏「明治八年亥九月廿七日

         　                熊谷佐兵衛」

《表》上部

《表》下部 《裏》下部

《裏》上部

19

鏡

・銘文（刻書）

　（鏡裏面）「　　明治三庚午七月吉日

　　　　　　奉

　　　　　　　　室町通錦小路上ル山伏山町

　　　　　　　　　地蔵堂智教

　　　　　　納　　　　施主

　　　　　　　家内安全　雜賀甚三郎　　　」

　（台裏面）「　　明治三庚午七月吉日

　　　　　　奉

　　　　　　　　山伏山町

　　　　　　　　　地蔵堂

　　　　　　納　　　沙門智教

　　　　　　　　　　　　　代

　　　　　　　　　施主

　　　　　　　　　　甚三郎　　　　」

灯籠

・銘文（刻書）

　表「発起

　　　敬導

　　　　上人

　　　世話方

　　　大和屋

　　　　　重兵衛

　　　近江屋

　　　　　甚助

　　　天保九

　　　戌五月

　　　奉納

　　　室町錦

　　　上

　　　地蔵堂　　」

図版　地蔵盆仏具の銘文記録
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木札３

・寸法：総高 120.5cm　肩高 119.3cm　　

　　　　上巾 3.4cm　　 下巾 3.6cm

　　　　厚 2.4cm

・銘文（墨書）

　表「福寿」　

　裏「明治八年亥九月廿七日

         　                熊谷佐兵衛」

《表》上部

《表》下部 《裏》下部

《裏》上部
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鏡

・銘文（刻書）

　（鏡裏面）「　　明治三庚午七月吉日

　　　　　　奉

　　　　　　　　室町通錦小路上ル山伏山町

　　　　　　　　　地蔵堂智教

　　　　　　納　　　　施主

　　　　　　　家内安全　雜賀甚三郎　　　」

　（台裏面）「　　明治三庚午七月吉日

　　　　　　奉

　　　　　　　　山伏山町

　　　　　　　　　地蔵堂

　　　　　　納　　　沙門智教

　　　　　　　　　　　　　代

　　　　　　　　　施主

　　　　　　　　　　甚三郎　　　　」

灯籠

・銘文（刻書）

　表「発起

　　　敬導

　　　　上人

　　　世話方

　　　大和屋

　　　　　重兵衛

　　　近江屋

　　　　　甚助

　　　天保九

　　　戌五月

　　　奉納

　　　室町錦

　　　上

　　　地蔵堂　　」

図版　地蔵盆仏具の銘文記録
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