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№ 年号 西暦 布達番
号 史料タイトル 内容 出典

史料
№ 備考

1 函館 茶汲女など遊女屋同様の所業の
ものは、正路の渡世につくこと

『御触書写』（『地域史研究はこだ
て』9号） 未収集

2 函館 安政5年1月23日 18580123 外国人へも女性を提供するよう
に申渡

大日本古文書『幕末外国関係文書』9-
69

3 函館 安政5年1月23日 18580123 箱館茶屋総代行事等願　箱館奉
行へ茶屋渡世増株の件

大日本古文書『幕末外国関係文書』9-
70

4 函館 安政5年1月29日 18580129 箱館奉行支配向伺　同奉行へ
売女町取締の件

大日本古文書『幕末外国関係文書』9-
96

5 函館 安政5年2月1日 18580201 箱館奉行支配向口達　箱館町年
寄へ売女渡世につき心得方の件

大日本古文書『幕末外国関係文書』
19-131

6 函館 安政6年 1859 廓内規定証文 函館市立中央図書館貴/k317ﾊｺ5001
『願書並歎願書　安政六年』

函/史料編１

7 函館 安政6年 1859 異人休息所水夫の取り扱い方 函館市立中央図書館貴/k317ﾊｺ5001
『願書並歎願書　安政六年』

函/史料編１

8 函館 文久3年 1863 私娼は全て山ノ上町遊女屋で管
理、新築島での営業認可

『御触書写』（『地域史研究はこだ
て』9号） 未収集

9 函館 元治元
新築島は居留地とするため、代
替地大森浜通2万坪を代替地と
する

北海道立文書館『地蔵町築地御用留
元治元子年』簿書/74

10 札幌 明治3 1870
西部各郡、出稼の隠売女は一切
廃絶、旅店に「飯盛女」許可
（小樽のみ「遊女屋」許可）

国立公文書館『府県史料』 未収集

11 札幌 明治4 1871 割渡郭地を薄野と唱え売女屋を
当分旅篭と唱えるの件

北海道立文書館『評議留　明治四辛
未□□□ヨリ同九月ニ至』簿書
/A4/215

未収集

12 札幌 明治4年9月 187109 薄野旅籠屋行司職につき嘆願書

北海道立文書館『市中諸願綴込　壱
番　明治四未年八月ヨリ十月マデ
弐番　至壬申五月晦□□【マイクロ
資料】』簿書/F-1/1459

13 札幌 明治5年1月22日 18720122 北海道（札幌）に妓楼を建設
し、「公然売女」許可 北海道立文書館『稟裁録』10697
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14 函館 明治5 1872 山ノ上町大火により全滅につ
き、大森浜通へ正式に移転

北海道立文書館『函館市街ノ内蓬莱
町地所割渡願書　明治五年』簿書/517

15 函館 明治5 1872 代替地への移転猶予願
北海道立文書館『函館市街ノ内蓬莱
町地所割渡願書　明治五年』簿書/517

16 函館 明治5 1872 引手茶屋惣代による、営業新規
認可見合わせ願

北海道立文書館『函館市街ノ内蓬莱
町地所割渡願書　明治五年』簿書/517

17 函館 明治5 1872 各種業者（髪結い・鮨屋・荒物
屋など）移転願

北海道立文書館『函館市街ノ内蓬莱
町地所割渡願書　明治五年』簿書/517

18 開拓使 明治5年11月23日 18721123 正院へ解放令施行延期願
北海道立文書館『開拓使公文録原本
雑部　明治四辛未年ヨリ同五壬申年
迄』簿書/5736

未収集

19 正院 明治5年11月 187211 61 正院より回答　解放令早期実施
命令

北海道立文書館『稟裁録　自明治五
年正月至同十一月』簿書/10698

20 開拓使 明治6年2月 187302 解放令実施における開拓使の施
行方針の布達

函館市立中央図書館/閉架/ｋ317ｺﾌ
5006『御布告』・貴/k317ﾊｺ6002『御
達書留』

21 函館 明治6年2月14日 18730214 解放令後の函館支庁「解放後法
則」

函館市立中央図書館閉架/ｋ317ｺﾌ
5006『御布告』

22 函館 明治6年2月17日 18730217 娼妓規則
函館市立中央図書館閉架/ｋ317ｺﾌ
5006『御布告』

23 函館 明治6年2月25日 18730225 貸座敷渡世心得
函館市立中央図書館閉架/ｋ317ｺﾌ
5006『御布告』

24 函館 明治6年2月27日 18730227
函館支庁、当分貸座敷営業地を
蓬萊町・豊川・台町3ヶ所に限
り営業許可

函館市立中央図書館/貴/k317ﾊｺ6002
『御達書留』

25 函館 明治6年2月28日 18730628
函館支庁、遊女渡世のものでき
るだけ正業・親元へ戻るよう、
方針

函館市立中央図書館/貴/k317ﾊｺ6002
『御達書留』

26 函館 明治6年3月 187303 豊川町火災につき、移転および
転業の布達

函館市立中央図書館/貴/k317ﾊｺ6002
『御達書留』

27 函館
豊川町貸座敷営業者、蓬萊町・
台町への移転営業願・鑑札返納
願

北海道立文書館『市中諸願伺届留
六冊之弐　明治六季』簿書/742
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28 札幌 明治6年 開拓使布達（貸借相対和談…）

29 函館 明治6年4月 187306 函館支庁、開拓使布達は解放令
趣旨に反するので取り消し

函館市立中央図書館/貴/k317ﾊｺ5002
『箱館町会所御触書』

30 函館 明治6年5月 187305 台町、貸座敷営業新規開業不許
可の達

函館市立中央図書館/貴/k317ﾊｺ6002
『御達書留』

31 函館 明治7年8月 187408 函館支庁、「貸座敷渡世規則」
「娼妓規則」「芸妓規則」制定

北海道立文書館『取裁録　明治九年
自第七月至第八月』簿書/1728

32 函館 明治9年8月6日 18760806 「函館貸座敷芸妓娼妓営業規
則」布達

北海道立文書館『取裁録　明治九年
自第七月至第八月』簿書/1728

33

34 函館 明治16年7月19日 18830719

函館県、「貸座敷営業取締規
則・娼妓取締規則・娼妓検黴規
則・貸座敷娼妓賦金規則」・
「芸妓取締規則」を定め、警察
署が取締担当となる。

『函館県布達達全書』 未収集

35 函館 明治16年 1883 営業指定地、蓬萊町・台町・天
神町・駒止町。谷地頭追加。 ？

36 北海道 明治21年3月30日 18880330
庁令第
20・21
号

「貸座敷娼妓取締規則」・「芸
妓取締規則」

37 北海道 明治27年 「貸座敷娼妓取締規則」改正
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