
閲覧史料目録（近代史料）─考課状 本店（各課）１/１ １/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

考-1-1 明治14年 1881 第壱回考課状 本店会計方 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-2-1 明治15年 1882 第弐回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-7 （明治16年） 1883 第三回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-4-3 明治17年 1884 第四回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治十七年度考課状」所収
考-5-2 明治18年 1885 第五回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治十八年度考課状」所収
考-6-3 明治19年 1886 第六回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治十九年度考課状」所収
考-7-2 明治23年 1890 第拾回考課状 本店会計課 冊 住友本店文書課編「明治二十三年度考課状」所収

考-1-2 明治14年 1881 考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-2-5 （明治15年） 1882 第弐回実際考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-3 （明治16年） 1883 第三回実際考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-4-2 明治17年 1884 第四回実際考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十七年度考課状」所収
考-5-3 明治18年 1885 第五回実際考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十八年度考課状」所収
考-6-2 明治19年 1886 第六回実際考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治十九年度考課状」所収
考-7-1 明治23年 1890 考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治二十三年度考課状」所収
考-8-1 明治24年 1891 考課状 本店庶務課 冊 住友本店文書課編「明治二十四年度考課状」所収
考-別-6※ 明治25年 1892 考課状 本店庶務課 冊 「明治二十五年度別子鉱山考課状」所収
考-10-1 明治26年 1893 第拾参回考課状 庶務課 冊 住友本店文書課編「明治二十六年度考課状」所収
考-11-1 明治27年 1894 第拾四回考課状 住友本店庶務課 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収
考-12-1 明治28年 1895 第拾五回考課状 本店庶務課 冊 住友本店文書課編「明治二十八年度考課状」所収

考-1-4 明治14年 1881 実際考課状 （店方） 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-3-8 （明治15年） 1882 第弐回実際考課状 住友本店商務課 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-6 （明治16年） 1883 実際考課状 商務課 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-4-4 明治17年 1884 考課状 商務課 冊 住友本店文書課編「明治十七年度考課状」所収
考-5-1 明治18年 1885 考課状 本店商務課 冊 住友本店文書課編「明治十八年度考課状」所収
考-6-1 明治19年 1886 考課状 本店商務課 冊 住友本店文書課編「明治十九年度考課状」所収
考-7-3 明治23年 1890 考課状 （商務課） 冊 住友本店文書課編「明治二十三年度考課状」所収
考-8-2 明治24年 1891 考課状 商務課 冊 住友本店文書課編「明治二十四年度考課状」所収
考-9-1 明治25年 1892 考課状 商務課 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収
考-10-2 明治26年 1893 考課状 （商務課） 冊 住友本店文書課編「明治二十六年度考課状」所収
考-11-2 明治27年 1894 考課状 商務課 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収

考-1-12 （明治14年） 1881 ［諸表］ 綴 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-2-8 （明治15年） 1882 ［諸表］ 綴 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収

［諸表］

商務

◯考課状は、本店内の各課、直轄店部、連系会社などが各自作成し、本店に提出された事業報告書。各作成部門の考課状は、年度ごとに本店（文書課）のもとで、一つの簿冊にまとめられている。
・［凡例］
①簿冊単位で番号を付し、簿冊内の考課状１点ごとに細目番号を付した。簿冊の巻末に各種の表をまとめている場合は、［諸表］として一括して細目番号を付した。
②簿冊内の各考課状を作成部門ごとに整理・編集し、簿冊表紙に記載の情報を備考欄に示した。
③目録には、各考課状の表紙に記載された対象年度（≠作成年次）・文書名・作成部門の情報を記し、表紙からではなく内容から判断した場合は、年度・作成部門は（　）、文書名は［　］を付した。

会計

庶務

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）



閲覧史料目録（近代史料）─考課状 鉱業（別子）１/１ ２/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

考-1-3 明治14年 1881 別子鉱山第一次考課状 （別子鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-別-1 ※ 明治14年 1881 別子鉱山第一次考課状（控） 冊
考-2-2 明治15年 1882 別子鉱山第二次考課状 （別子鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-4 （明治16年） 1883 別子鉱山第三次考課状 （別子鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-別-2 ※ 明治16年 1883 別子鉱山第三次考課状（控） 冊
考-別-3 ※ 明治17年 1884 考課状（控） （別子鉱山重任分局） 冊
考-別-4 ※ 明治17年 1884 考課状（控） （別子鉱山重任分局） 冊
考-別-5 ※ 明治18年 1885 考課状（控） （別子鉱山重任分局） 冊
考-8-4 明治24年 1891 考課状 （別子鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治二十四年度考課状」所収
考-9-3 明治25年 1892 別子鉱山考課状 （別子鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収
考-別-6 ※ 明治25年 1892 別子鉱山考課状（控） 綴
考-10-4 明治26年 1893 別子鉱山考課状 重任分局 冊 住友本店文書課編「明治二十六年度考課状」所収
考-11-4 明治27年 1894 別子鉱山考課状 重任分局 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収
考-別-7 ※ 明治27年 1894 別子鉱山考課状（控） 重任分局 冊
考-12-3 明治28年 1895 別子鉱山考課状 別子鉱山重任分局 冊 住友本店文書課編「明治二十八年度考課状」所収
考-13-2 明治29年 1896 考課状 別子鉱業所 冊 住友本店文書課編「明治二十九年度考課状」所収
考-別-8 ※ 明治29年 1896 考課状草案 別子鉱業所 冊
考-14-2 明治30年 1897 考課状 住友別子鉱業所 冊 住友本店文書課編「明治三十年度考課状」所収
考-15-2 明治31年 1898 考課状 別子鉱業所 冊 住友本店文書課編「明治三十一年度考課状」所収
考-別-9 ※ 明治31年 1898 考課状（控） 別子鉱業所 冊
考-16-1 明治32年 1899 考課状 別子鉱業所 冊 住友本店文書課編「明治三十二年度考課状」所収

◯考課状は、本店内の各課、直轄店部、連系会社などが各自作成し、本店に提出された事業報告書。各作成部門の考課状は、年度ごとに本店（文書課）のもとで、一つの簿冊にまとめられている。
・［凡例］
①簿冊単位で番号を付し、簿冊内の考課状１点ごとに細目番号を付した。
②簿冊内の各考課状を作成部門ごとに整理・編集し、簿冊表紙に記載の情報を備考欄に示した。
③目録には、各考課状の表紙に記載された対象年度（≠作成年次）・文書名・作成部門の情報を記し、表紙からではなく内容から判断した場合は、年度・作成部門は（　）、文書名は［　］を付した。

別子

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）



閲覧史料目録（近代史料）─考課状 鉱業（別子各課）１/２ ３/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考
考-別各課-1 ※ 明治14年 1881 考課状 綴 収録課係：新居浜支店・筏津分店

考-別各課-2 ※ 明治16年 1883 各課考課状 綴
収録課係：筏津分店・会計課・土木課・製鉱課・立川分店・新
居浜分店、各課の予算書も綴込

考-別各課-3 ※ 明治17年 1884 各課考課状 綴
収録課係：新居浜分店・製鉱課・開坑課・土木課・山林課・販
売課・会計課・醸造課・立川分店・筏津分店・落合分店・桑瀬
分店・七番出張所・惣開新田出張所

考-別各課-4 ※ 明治18年 1885 各課考課状 綴
収録課係：筏津分店・新居浜分店・開坑課・製鉱課・土木課・
販売課・会計課・醸造課・落合分店・桑瀬分店・七番出張所

考-別各課-5 ※ 明治19年 1886 各課考課状 綴 収録課係：筏津分課・新居浜分店・製炭課・開坑課・販売課

考-別各課-6 ※ （明治19年～明治21年） 1886-1888 [各課考課状綴] 綴
収録課係：立川分店・桑瀬製炭分課・土木課・七番分課・倉
庫課

考-別各課-7 ※ 明治24年 1891 各課考課状 綴

収録課係：製炭課・川来須分課・桑瀬分課・内渕出張所・高
薮分課・小麦畝出張所・筏津分課・七番分課・落合分課・製
鉱課・地所係・立川出張所・土木課・鉄道事務所・会計課・開
坑課・販売課醸造方・新居浜分店運輸係・鎔砿係・弟地坑業
処・製鉄係・山根製錬所・販売課・工作方・西之川鉱業処

考-別各課-8 ※ 明治25年 1892 各課考課状 綴
収録課係：西之川鉱業所・製鉄係・地所係・端出場出張所・
鉄道事務所・用度掛・工作方、各課よりの報告書もあり

考-9-4 明治25年 1892 ［各課考課状］ 冊

住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」に混入
課係：西之川鉱業所・端出場・石ヶ山丈端出場両出張所・地
所係・鎔鉱係・新居浜分店用度掛・鉄道事務所・製鉄係・新
居浜分店工作方・山根製錬所・端出場及石ヶ山丈端出場出
張所・山根製錬所・開坑課・工作方・新居浜分店鎔鉱係・高
薮分課小麦畝出張所・吉井出張所・七番分課・筏津分課・沈
澱方・弟地鉱業処・製鉱課・新居浜分店会計係・新居浜分店
会計係・西之川鉱業所・製鉄係・販売課・鎔鉱係・製炭課・
ニーハマ分店用度掛・桑瀬分課・販売課醸造方・内渕出張
所・高薮分課・土木課・新居浜分店地所係

考-別各課-9 ※ 明治26年 1893 各課考課状 綴

収録課係：開坑課・土木課・筏津分課・吉井出張所・桑瀬出
張処・七番分課・製鉱課・沈殿方・販売課・醸造方・小麦畝出
張所・内渕出張所・山根製錬所・弟地坑業処・鎔鉱所・銑鉄
部・錬鉄部・地処係・運輸課・角石原運輸分課・端出場運輸
分課・高薮分課・製炭課・西之川鉱業所・工作方・用度掛・会
計係、別子鉱山の考課状下書きも綴込

考-別各課-10 ※ 明治26年 1893 考課状 冊 収録課係：吉井出張所

考-別各課-11 ※ 明治27年 1894 各課考課状 綴

収録課係：開坑課・製鉱課・沈殿方・製炭課・高薮分課・小麦
畝出張所・七番分課・桑瀬出張所・吉井出張所・販売課・土
木課・運輸課・端出場運輸分課・角石原運輸分課・会計係・
地所係・用度係・鎔砿所・機械課・製鉄所・山根製錬所・筏津
鉱業所・西之川鉱業所、各課よりの事項報告もあり

◯別子各課考課状は、別子鉱山/別子鉱業所内の各課、係が各自作成し、鉱山重任分局/鉱業所に提出された考課状など報告書類を一つの簿冊にまとめたもの。必ずしも年度単位でまとまっている訳で
はない。
・［凡例］
①簿冊単位で番号を付し、簿冊内の各考課状の作成課・係については備考欄で示した。
②目録には、各考課状の表紙に記載された対象年度（≠作成年次）・文書名の情報を記し、表紙からではなく内容から判断した場合は、対象年度は（　）、文書名は［　］を付した。

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）



閲覧史料目録（近代史料）─考課状 鉱業（別子各課）２/２ ４/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

考-別各課-12 ※ 明治28年 1895 各課考課状 綴

収録課係：私立小学校・庶務課・西之川鉱業処・分析所・鎔
鉱係・元錬鉄部・機械課・地所係・用度係・新居浜分店・端出
場運輸分課・角石原運輸分課・運輸課・土木課・製鉱課沈殿
方・製砿課・開坑課・筏津鉱業処・販売課・製炭課・吉井出張
所・高薮分課・七番分課・桑瀬出張所・小麦畝出張所・鎔砿
係、病院の記録書もあり

考-別各課-13 ※ 明治29年 1896 各課考課状 綴

収録課係：筏津鉱業支所・桑瀬分課・高薮分課・製炭課・採
鉱課・販売課・小麦畝出張所・端出場運輸分課・七番出張
所・私立別子尋常高等小学校・西之川鉱業支所・運輸課・機
械課・筏津鉱業支処・吉井出張所・角石原運輸分課・調度
課・製煉課・地所課・土木課、病院の記録書もあり

考-別各課-14 ※ 明治30年 1897 各課考課状 綴

収録課係：鉱業所・筏津鉱業支所・採鉱課・運輸課・端出場
運輸分課・角石原運輸分課・製炭課・土木課・土木出張所・
販売課・高薮分課・小麦畝出張所・桑瀬分課・七番出張所・
吉井出張所・私立別子尋常高等小学校・設計部・機械課・地
所課・調度課・西之川鉱業支所・四阪島事務所、病院の記録
書もあり

考-別各課-15 ※ 明治31年 1898 各課考課状 綴

収録課係：設計部・採鉱課・調度課・運輸課・端出場出張処・
角石原運輸分課・機械課・土木課・土木分課・山林課・山林
分課・高薮山林分課・吉井出張所・七番出張所・小麦畝出張
所・販売課・地所課・筏津鉱業支処・西之川鉱業支所・四阪
嶋事務所・私立別子尋常高等小学校、病院の記録書もあり

考-別各課-16 ※ 明治32年 1899 各課考課状 綴

収録課係：設計部・採鉱課・運輸課・調度課・機械課・土木
課・調査課・山林課・地所課・筏津鉱業支所・西之川鉱業支
所・四阪嶋事務所・私立別子尋常高等小学校・惣開尋常高
等小学校・鉱業所、病院の記録書もあり

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）



閲覧史料目録（近代史料）─考課状 蔵目喜鉱山・石炭・製糸１/１ ５/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

考-8-5 明治24年 1891 考課状 （蔵目喜鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治二十四年度考課状」所収
考-9-2 明治25年 1892 考課状 （蔵目喜鉱山） 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収
考-10-5 明治26年 1893 蔵目喜鉱山考課状 （蔵目喜鉱業所） 冊 住友本店文書課編「明治二十六年度考課状」所収

考-11-6 明治27年 1894 考課状 （忠隈炭業事務所） 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収
考-13-3 明治29年 1896 考課状 庄司炭坑 冊 住友本店文書課編「明治二十九年度考課状」所収
考-13-5 明治29年 1896 考課状 （忠隈炭坑） 冊 住友本店文書課編「明治二十九年度考課状」所収
考-15-3 明治31年 1898 考課状 若松支店 冊 住友本店文書課編「明治三十一年度考課状」所収
考-15-4 明治31年 1898 考課状 忠隈（炭業事務所） 冊 住友本店文書課編「明治三十一年度考課状」所収

考-1-6 明治14年 1881 考課状 住友西京製糸場 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-9-7 明治25年 1892 考課表 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収
考-10-6 明治26年 1893 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治二十六年度考課状」所収
考-11-7 明治27年 1894 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収
考-12-5 明治28年 1895 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治二十八年度考課状」所収
考-13-4 明治29年 1896 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治二十九年度考課状」所収
考-14-3 明治30年 1897 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治三十年度考課状」所収
考-15-5 明治31年 1898 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治三十一年度考課状」所収
考-16-2 明治32年 1899 考課状 近江住友製糸場 冊 住友本店文書課編「明治三十二年度考課状」所収

製糸

蔵目喜鉱山

◯考課状は、本店内の各課、直轄店部、連系会社などが各自作成し、本店に提出された事業報告書。各作成部門の考課状は、年度ごとに本店（文書課）のもとで、一つの簿冊にまとめられている。
・［凡例］
①簿冊単位で番号を付し、簿冊内の考課状１点ごとに細目番号を付した。
②簿冊内の各考課状を作成部門ごとに整理・編集し、簿冊表紙に記載の情報を備考欄に示した。
③目録には、各考課状の表紙に記載された対象年度（≠作成年次）・文書名・作成部門の情報を記し、表紙からではなく内容から判断した場合は、年度・作成部門は（　）、文書名は［　］を付した。

石炭

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）



閲覧史料目録（近代史料）─考課状 支店・船舶１/１ ６/６

請求番号 対象年度 西暦 文書名 作成部門 形態 備考

考-1-5 （明治14年） 1881 第一回実際考課状 住友神戸支店 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-2-7 （明治15年） 1882 第二回考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-1 （明治16年） 1883 第三回考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-4-1 （明治17年） 1884 第四回考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治十七年度考課状」所収
考-5-4 明治18年 1885 第五回考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治十八年度考課状」所収
考-6-4 （明治19年） 1886 第六回考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治十九年度考課状」所収
考-9-5 明治25年 1892 考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収
考-11-5 明治27年 1894 考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治二十七年度考課状」所収
考-12-4 明治28年 1895 考課状 （神戸支店） 冊 住友本店文書課編「明治二十八年度考課状」所収

考-9-6 明治25年 1892 第壱回実際考課状 尾道住友支店 冊 住友本店文書課編「明治二十五年度考課状」所収

考-1-7 （明治14年） 1881 第壱回考課状 朝鮮元山支店 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-1-8 明治14年 1881 考課状 朝鮮釜山浦住友支店 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収

考-1-9 明治14年 1881 第壱回実際考課状 汽船安寧丸 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-1-10 明治15年３月改 1882 諸道具調査簿 住友汽船安寧丸 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-1-11 明治15年１月改 1882 器械道具調査簿 住友汽船安寧丸 冊 住友本店文書課編「明治十四年度考課状」所収
考-2-3 （明治15年） 1882 第弐回実際考課状 汽船康安丸 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-2-4 （明治15年） 1882 第弐回実際考課状 風㠶船九十九丸 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-2-6 （明治15年） 1882 第弐回実際考課状 汽船安寧丸 冊 住友本店文書課編「明治十五年度考課状」所収
考-3-2 （明治16年） 1883 第三回実際考課状 汽船安寧丸 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収
考-3-5 （明治16年） 1883 第三回考課状 康安丸 冊 住友本店文書課編「明治十六年度考課状」所収

神戸支店

尾道支店

朝鮮

船舶

◯考課状は、本店内の各課、直轄店部、連系会社などが各自作成し、本店に提出された事業報告書。各作成部門の考課状は、年度ごとに本店（文書課）のもとで、一つの簿冊にまとめられている。
・［凡例］
①簿冊単位で番号を付し、簿冊内の考課状１点ごとに細目番号を付した。
②簿冊内の各考課状を作成部門ごとに整理・編集し、簿冊表紙に記載の情報を備考欄に示した。
③目録には、各考課状の表紙に記載された対象年度（≠作成年次）・文書名・作成部門の情報を記し、表紙からではなく内容から判断した場合は、年度・作成部門は（　）、文書名は［　］を付した。

請求番号の後ろに※の付してあるものは複製本での閲覧、それ以外はデジタルデータでの閲覧となります。（１回10点以内）
閲覧請求書の史料名の欄には、年度/文書名/作成部門を記入して下さい。 住友史料館(2015.08）
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