
　『新編八戸市史　通史編Ⅱ　近世』　正誤表

頁 行 誤 正

31 本文 12 翌九年から天和二年まで九年間 翌九年から天和二年まで十四年間

55

図59キャ

プション

2 目 勘

65 本文 11 宝暦十二年(一七八二） 宝暦十二年（一七六二）

82 本文 13 文政三年（一八一九） 文政三年（一八二〇）

82 本文 14 文化七年（一八一〇） 文化八年（一八一一）

90 本文 6 馬給奉行 馬印奉行

92 本文 9 三三歳 三六歳

98 本文 7・8 中里家 湊家

98

表18

注記

（八笠図） （八図笠）

101

図23キャ

プション

4 １章の47・49・53を参照されたい。 １章の46・47・53を参照されたい。

126 本文 14 西蝦夷地 東蝦夷地

127 本文 18 天保八年（一八三八） 天保八年（一八三七）

129 本文 2 天明卯辰梁 天明卯辰簗

132 本文 5 明卯辰梁 明卯辰簗

138 本文 11 ○石文 ○文

140 本文 17 文化元年（一八〇八） 文化元年（一八〇四）

146 本文 8 立花平之助 立花半之助

146 本文 9 管恒太郎 菅恒太郎

149 本文 16 実地明細図 実地明細絵図

149 本文 16 錦風楼 錦楓楼

150 本文 10 四八年 四七年

157 本文 11 土蜘塚右衛門 土蜘蛛塚右衛門

188 本文 15 寛政十年<一七九八> 寛政十一年<一七九九>

190 本文 7 小前居 小間居

212 本文 10 明治五年 明治四年

224

図3キャプ

ション

1 漁獲高 漁獲税

226 本文 9 一口 二口

240 本文 3～6

247 本文 2 順栄丸 順永丸

260

図51キャ

プション

1 柳谷又八 柳屋又八

269 本文 3 文録 文禄

274 本文 12 計四一工 計四六工

284 図4

売市提、沢里提、類家提、鍛冶丁提

館越提

売市堤、沢里堤、類家堤、鍛冶丁堤

館越堤

288

図11キャ

プション

3 梅の代金 馬の代金

298 表23中 １５五間 １５間

302 本文 6 御倉村 小倉村

削除



303 本文 2 十六日町 朔日町

305

図32キャ

プション

2 日本山海名物図絵 日本山海名物図会

322 本文 12 十三両二人扶持 十三両三人扶持

328

図22キャ

プション

2 日本山海名物図絵 日本山海名物図会

339 表40内 寛文１２年　1671 寛文１２年　1672

342

図43キャ

プション

2 日本山海名物図絵 日本山海名物図会

350 本文 2 和漢三才図絵 和漢三才図会

350 本文 10 太布などの海産物 太布などの海産物他

353

図58キャ

プション

2 江戸名所図絵 江戸名所図会

366 本文 7 十八日町 廿八日町

380 表３７ 宝永４年　宝永９年 安永４年　安永９年

380 表３７ 天保１２年（１８４０） 天保１２年（１８４１）

383 本文 1 明和六年（一七六七） 明和六年（一七六九）

384 本文 4 角栖折 角柄折

393 ※２ 信房 信依

419 図１７ 売市提、沢里提、類家提 売市堤、沢里堤、類家堤

422

図20キャ

プション

3 整然と区分けされた衛区 整然と区分けされた街区

427 本文 19 同七年 同六年

428 本文 15 十三日町に近江屋と大塚屋 十三日町に大塚屋、三日町に近江屋

429 本文 18 土屋村井小右衛門 十一屋村井小右衛門

467

表15

タイトル

「天明卯辰梁」の写本 「天明卯辰簗」の写本

467

表16

注記

天明卯辰梁 天明卯辰簗

468 本文 2 天明卯辰簗（ルビ：えんめいうたつやな） 天明卯辰簗（ルビ：てんめいうたつやな）

472 表２３ 宝暦１２年　1763 宝暦１２年　1762

474 本文 13 巳の刻（午前九時過ぎ） 巳の刻（午前十時ころ）

479

図32キャ

プション

1 天明卯辰梁 天明卯辰簗

484 表 明和５年（1786） 明和５年（1768）

492 本文 2

僧侶が四人、農民が一人、女性が八人の

計一一〇人

僧侶が六人、農民が一人、女性が八人、

分類不可が五人で、計一一七人

500 本文 19 明治元年（一八六七） 明治元年（一八六八）

507 表39

510 本文 5 頂裁 頂戴

522

図65キャ

プション

4 「田植え上り」 「田植上り」

556 本文 14 延享元年（一七四五） 延享元年（一七四四）

562 中段 10 天明卯辰梁 天明卯辰簗

574 上段 28 図版番号26  日本山海名産図絵 図版番号26  日本山海名産図会

577 上段 25 図版番号57  日本山海名物図絵 図版番号57  日本山海名物図会

578 下段 16 図版番号15  飢饉卯辰梁 図版番号15  飢饉卯辰簗

福聚山凉雲院の寺格から「十」を取り、紫雲山来迎寺の寺格を「十」とする


