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凡 例

１．本目録は、慶應義塾大学文学部古文書室が所蔵する史料のうち、既刊の武蔵国を除く、南関東の農村文書（相模国・安房国・上総国・
下総国）を収めた。本史料は、故野村兼太郎経済学部教授が収集したものである。

２．本目録は、慶應義塾大学文学部古文書室関係資料目録編纂委員会のプロジェクト（平成 20 年度～ 22 年度）による成果の一部である。
同委員会は、田代和生（代表）・井奥成彦・中島圭一によって構成される。

３．本目録に掲載されている情報は、すべて「慶應義塾大学所蔵古文書検索システム」によって検索が可能である。

４．現在調査中であるため、以下の文書群は本目録に収録していない。今後、検索システムにおいて順次公開を予定している。
KS-09 菊間村・KS-11 五井村・KS-12 今富村・KS-13 不入斗村・KS-15 青柳村・KS-16 妙香村

５．各文書群の冒頭に、史料の性格や利用上の注意について、概要を記した。内容から史料の出所が推定できた場合には、可能な限り注記
を加えた。現行地名や支配関係については、主として『角川日本地名大辞典』（CD-ROM 版）・『日本歴史地名大系』（平凡社）の記述
を参考にしている。

６．史料の分類は、文学部古文書室の作成した「農村文書分類項目」にしたがって行った。

７．史料の配列に際しては、各分類ごとに冊子と一紙に分けた上で、年代順に番号を付した。

８．史料が封や紙縒で一括されている場合や、合冊がなされている場合は、枝番を用いて状態を示し、備考欄にその旨を注記した。その際
便宜上、封や一括史料全体を、枝番(0)を用いて採録した場合がある。また枝番には、一括状態によらず、管理の都合上付されたもの
もある。これと区別するために、一括史料については、罫線に破線を用いて明示した。

９．表題は原表題をとり、原表題がない場合は内容に基づいた表題を（ ）で示した。また原表題がある場合でも、内容を補足したほうが
よいと判断された際には（ ）で副題を付した。

10．年月日は和年号で記し、算用数字を用いて表記した。干支は年号の記載を欠く場合のみ採録した。史料内容から年代が推定できる場合
は、（ ）で表記した。

11．差出・作成、宛先は可能な限り原表記のまま採録した。ただし人数が多い場合は、他○名という形で略記した。

12．破損等によって判読不能な部分については、［虫くい］［破れ］という形で理由を示した。

13．形態は、竪帳・横帳・小横・折本・一紙・封に分類した。絵図については、図と表記した。

14．備考欄には、史料の一括状況や破損状況を記した。絵図については、法量を cm 単位で竪×横の形で注記した。

15．備考欄の【別置】は、故野村兼太郎氏自身の手により、別置された文書を意味する。そのうち本目録収録史料の一部と判断されたもの
については、該当箇所に掲載した。

２０１１年３月

慶應義塾大学文学部古文書室



大分類 内容・具体例など

1 支配・地頭 法令・制規、触書・達書・達書などの請書、廻状、御用留、領主の家関係

2 土地 土地・土地争論・林野・入会・検地帳（水帳）・質地証文・小作・屋敷地・名寄帳・高反別帳

3 租税・貢租 年貢・検見・上納・先納・年貢等請取・廻米・国役・諸役・高役・置米・運上・御用金

4 戸口 宗門改帳・人別送状・人別引取状・五人組帳・相続（養子・婚姻・離縁などを含む）

5 身分 欠落・被差別

6 村・村政 村明細帳・村役人・村入用・村方帳簿・村方金銀出入帳・村方請取、御鷹御用（捉飼場なども）

7 組合村 諸組合村

8 水利・用水 治水・灌漑・用水・水車、水論（村内レベル）

9 土木・建築 普請・建築

10 社会 衛生・医療

11 治安 事件・犯罪・火災・警察・身持不埒

12 訴訟 済口証文・訴状・用水等の訴訟

13 凶慌・災害 凶作・畜害・水損・水腐

14 夫食・救

15 貯穀

16 農・林・水産業 植林・海苔生産・漁猟

17 工業 酒造・養蚕・水車稼ぎ

18 商業 農間渡世

19 金融・貸借 両替・為替・貨幣・証文・貸借・頼母子講、拝借米・拝借金、売買

20 経営・雇用 帳簿・奉公人請状

21 助郷 伝馬人足入用・宿場入用

22 交通・運輸 廻船・駄賃稼ぎ

23 通信・情報 飛脚・郵便、情報・風聞（他地方などの）

24 宗教 寺院・神社・山伏・祭礼

25 学芸・教育 書籍・典籍・免許状

26 家・生活・書簡 系図・法事・家計簿・万覚帳・日記・飲食・習俗・書簡（以上すべて個人に関わるもの）

27 戸長・村長・役場

28 絵図

29 雑 封のみ

99 その他 断簡（２段目に「断簡」と記す）

慶應義塾大学文学部古文書室・農村文書分類項目    (１９８４．４．13作成。１９９７．９．２９改訂。２００３．７．１１再改訂）
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SG-01 相模国愛甲郡半原村〔染矢家文書〕
はんばら

【現行地名】 神奈川県愛甲郡愛川町半原
【概要】 半原（はんばら）村は、享保10年（1725）まで旗本佐藤氏領、同13年より下野烏山藩領（大久保氏）。村高は、「元禄郷帳」250石余、「天保郷帳」743石余、「旧高旧領」765石

余。明治4年（1871）7月に烏山県、同年11月に足柄県、同9年より神奈川県に属した。明治22年に合併し、愛川村の大字となる。村内には清雲寺・清龍寺・諏訪神社などが所
在、関連史料が残る。
同村下組の名主・戸長をつとめ、郷士格を有した染矢家の文書。江戸期の当主は、喜伝次・理右衛門などと称した。幕末から明治初年の名主は染矢徳三郎、明治4年～5年
は染矢操、同6年頃より染矢三郎が戸長をつとめている。寛政5年（1793）から明治6年（1873）までの御用留がよく残っており、中分類を立項した。また、津久井県（全国で唯一
「県」が正式呼称）青山村（相模原市）との間で山林資源をめぐって境界争いが起きており、関係史料が合冊されている。

【年代】 享保13年（1728）～明治21年（1888）
【点数】 234点（冊子231点、一紙3点）

1.支配・地頭

冊子 A．領主家政

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 壬生御領主様御暮方入用取調 嘉永5年3月 横帳

2 御改正年分 御定用帳 安政5年3月 竪帳

3 （御屋敷様へ年始御挨拶等の儀に付廻状） 寅12月15日 年寄 伊兵衛 竪帳

4 御領中村々役人共へ申達候御達控（御借金御執法に付） 竪帳 後欠

5 書取（長尾家由緒に付） 明治元年10月7日 長尾稼景 上野原御取締御役所 竪帳 混入文書ヵ

6 従五位様縣地御離レニ付鳥目被下置小前相渡帳 明治4年10月 半原村 下組 名主 染矢操 横帳

冊子 B．御用留

1 御用状扣帳 寛政5年1月 竪帳

2 （御用留） （寛政6年） 竪帳

3 卯御廻状留メ覚帳 寛政7年2月 半原村 竪帳

4 御廻状留メ扣 寛政8年1月 半原村 竪帳 虫損大、取扱注意

5 御廻状留メ扣 寛政9年1月 半原村 竪帳

6 御廻状留メ 寛政9年 半原村 竪帳

7 御廻状留帳 寛政10年1月 半原村 竪帳

8 御廻状留帳 寛政11年1月 半原村 竪帳

9 御廻状留メ并覚書之扣 寛政12年1月 半原村 名主、与頭 竪帳
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10 御廻状写 享和元年 半原村 竪帳

11(1) 御廻状之扣 文化元年3月 半原村 竪帳 合冊・2冊の内1
一紙挟込みあり

11(2) （廻状控） 竪帳 合冊・2冊の内2

11(3) （金銭書上） （文化元年） 一紙 冊子(1)に挟込み

12 御廻状写 文化4年1月 半原村 竪帳

13 御廻状写 文化5年1月 半原村 竪帳

14 御廻状留メ 文化9年1月 半原村 竪帳

15 御廻状留メ 文化10年1月 半原村 竪帳

16 御廻状留メ 文化12年8月 半原村 竪帳

17 御廻状留メ 文政5年3月 半原村 名主 喜傳［虫くい］(次) 竪帳

18 御廻状之扣 文政7年1月 半原村 下組 名主 喜傳次 竪帳

19 御觸書并御用留 文政8年4月 半原村 名主 喜傳次 竪帳

20 御觸書并御用留 文政9年1月 半原村 名主 喜傳次 竪帳

21 御觸書并御用留 文政9年12月 半原村 名主 喜傳次 竪帳

22 御觸書并御用留 文政10年10月 半原村 名主 喜傳次 竪帳

23 御觸書并御用留 文政12年5月 半原村 名主 喜傳次 竪帳

24 御觸書并御用留 文政13年2月11日 半原村 名主 喜傳二 竪帳

25 御觸書御用留控 天保3年1月 半原村 下組 名主 喜傳次 竪帳

26 御觸書并御用留 天保4年10月 半原村 下組 名主 喜傳次 竪帳

27 御觸書并御用留控 天保8年1月 半原村 下組 名主 理右衛門 竪帳

28 御用留 天保8年1月 竪帳

29 御觸書并御用留 天保11年1月 半原村 下組 名主 理右衛門 竪帳

30 御觸書并御用留 天保14年1月 半原村 下組 名主 理右衛門 竪帳

31 （御用留） （天保15年） 竪帳 前欠
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32 御觸書并御用留 弘化2年1月 半原村 下組 名主 理右衛門 竪帳

33 御用留 弘化5年1月 半原村 名主 染谷理右衛門 竪帳

34 御用留 嘉永2年8月 半原村 名主 染谷理右衛門 竪帳

35 御用留 嘉永3年1月 名主 染谷理右衛門 竪帳

36 御用留 嘉永5年1月 半原村 下組 名主 染谷理右衛門 竪帳

37 御用留 嘉永6年1月 染谷理右衛門 竪帳

38 御用留 安政2年1月 半原村 下組 名主 染谷理右衛門 竪帳

39 御用留 安政3年1月 半原村 下組 名主 染矢理右衛門 竪帳

40 御用留 安政6年1月 半原村 下組 年寄 名主 染矢喜 横帳
傳次

41 御用留 文久2年1月 半原村 下組 名主 ［虫くい］ 横帳 虫損大 フケ

42 御用留 文久3年1月 半原村 下組 名主 文次郎、染矢 横帳
喜傳次

43 御用留 元治2年1月 半原村 下組 年寄 染谷喜傳次、 横帳
名主 染谷理右衛門

44 御用留 慶応2年1月 半原村 下組 染谷喜傳次、同理 横帳
右衛門

45 御用控 三番 慶応3年10月 半原村 下組 郷士格 年寄 染矢 横帳
喜傳次、名主 徳三郎

46 （御用留） （慶応3年） 横帳 前・後欠

47 （御用留） （慶応4年） 横帳 前・後欠

48 （御用留） 竪帳

49 （御用留） 竪帳

50 御用留 弐番 明治元年11月 半原村 名主 徳三郎 横帳

51 御用留 明治2年1月 半原村 下組 郷士格 染谷喜傳 横帳
次、名主 徳三郎

52 御用畱 明治3年1月 半原村 下組 郷士格 染矢喜傳 横帳
次、名主 徳三郎

53 御用留 明治4年1月 郷士格 染谷喜傳次、名主 同操 横帳



SG-01 相模国愛甲郡半原村〔染矢家文書〕 1.支配・地頭 冊子 C．その他 ( 4 )

54 足柄縣 御用留 壹番 明治4年12月 名主 染谷操 横帳

55 御用留 明治5年1月 名主 染矢操 横帳

56 御用留 明治6年1月 竪帳

57 御用留 貳番 明治6年3月 染矢 竪帳

58 御用留 三番 明治6年6月 半原村 竪帳

59 御用留 四番 明治6年10月 半原村 戸長 染矢三郎 竪帳

60 御用留 一番 明治7年1月 竪帳

61 御用留 二番 明治7年3月 竪帳

冊子 C．その他

1 御請印改之帳 寛政5年12月 半原村 竪帳

2 御請書連印帳 寛政6年9月 下細野、中細野、塚原、上新久、 竪帳
下新久

3 博奕御改請書之扣 享和3年6月 忠兵衛、他25名 竪帳

4 博奕御請所(博奕停止の触相守るべきに付) 享和3年11月 忠兵衛、他25名 竪帳

5 論所地改御出役日記 天保9年6月 半原村 下組 名主 理右衛門 竪帳

6 請書帳(博奕禁制に付) 弘化3年10月 佐左衛門、他218名 村御役人中 竪帳

7 議定書之事(博奕禁制、諸職人手間賃定等請書に付) 嘉永5年2月 五人組惣代 作左衛門、他25名 村御役人中 竪帳

8 論所地改御出役日記 嘉永6年9月 半原村 名主 染矢理右衛門 竪帳

9 (異国船渡来御用に付書付類写) 嘉永7年5月 竪帳

10 御請書(的弓禁制に付) 安政2年9月 吉田運八郎知行所 相州愛甲郡田 半原村 少惣代 名主 理右衛門殿 竪帳
代村 与頭 新九郎、他3名

11 外国人御請印帳 安政6年6月 横濱村 役人 竪帳

12 御請書(芝居小屋禁制に付) 文久2年2月 作左衛門、他321名 村御役人中 竪帳

13 第壱號(願届書式に付達) 明治6年1月4日 第三大區四小區 副戸長 竪帳

14 (県会議決議に付達) 明治9年4月11日 録事懸 三大區 事務扱所御中 竪帳

15 (勧業局・勧農局等布達控) （明治11年） 竪帳
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2.土地

冊子

1 村高石数取調書上帳 明治2年6月 右厚木町 名主 與右衛門、同 邦 竪帳
蔵

2 村高石数取調書上帳 明治2年6月 右半原村 名主 徳三郎、同 仁左 竪帳
衛門

3 村高石数取調書上帳 明治2年6月 右半原村 名主 徳三郎 竪帳

4 開墾地願書(染矢三郎所持字野中3092番地他に付) 明治18年11月4日 右地主 染矢三郎、他5名 神奈川縣令 沖守固殿 竪帳

5 開墾地願書(染矢三郎所持字扨首子958番イ号に付) 明治20年11月16日 右地主 染矢三郎、他2名 神奈川縣令 沖守固殿 竪帳

6 開墾鍬下年期御附與願(字扨首子958番イ号に付) 明治20年12月1日 右地主 染矢三郎、他1名 神奈川縣 知事 沖守固殿 竪帳 付箋剥離

7 開墾地願書（染矢三郎所持字扨首子954番地に付） 明治21年2月 右地主兼隣地 染矢三郎 神奈川縣 知事 沖守固殿 竪帳

8 開墾地願書（染矢三郎所持字扨首子954番地に付） 明治21年2月 右地主兼隣地 染矢三郎 神奈川縣 知事 沖守固殿 竪帳

3.租税・貢租

冊子

1 割付之事 寛政12年12月 愛甲郡半原村 竪帳

2 定儀證文之事（借納分上納に付） 享和2年2月 作兵衛、他111名 村御役人中 竪帳

3 當子ヨリ辰迄御取箇割付之事 文化元年10月 名主 藤兵衛 竪帳

4 琉球人割付覚帳 文化4年4月 半原村 藤兵衛 横帳

5 軍御用金割附帳 文化5年8月 半原村 喜傳次 横帳

6 大坂夫人雇内金割合之帳 文政3年6月10日 半原村 下組 名主 喜傳次 横帳

7 御傳馬買金大坂夫金割合之帳 天保2年8月 半原村 名主 喜傳治、同 喜右衛 横帳
門、同 勘五左衛門、組頭、百姓
代

8 傳馬買金附合勘定帳 天保2年 名主 喜傳治、喜右衛門、勘五左 横帳
衛門

9 御傳馬買立祭禮日懸ヶ縄割合帳 天保3年8月 半原村 下組 年寄 喜傳次 横帳

10 若殿様御乗出シ高役割合之帳 天保5年11月 半原村 下組 年寄 喜傳［虫くい］ 横帳
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11 日光御法會國役春夫雇内大坂夫雇内琉球人國役川々國 天保14年閏9月 半原村 下組 名主 理右衛門 横帳
役御傳馬買立祭礼割合帳

12 御傳馬春夫雇内川々國役祭礼風祭琉球人國役大坂夫雇 嘉永4年11月 半原村 下組 名主 染矢理右衛門 横帳
内大坂夫買立道普請掛割合帳

13 御傳馬春夫雇内川々國役祭礼風祭割合帳 嘉永5年12月 半原村 下組 年寄 名主 染矢理 横帳
右衛門

14 當丑御年貢納辻勘定附合之帳 嘉永6年12月 半原村 理右衛門、惣右衛門、傳 横帳
兵衛

15 御傳馬春夫雇内川々國役祭礼異國船渡来掛組合村會合 嘉永7年12月 半原村 下組 年寄 名主 染矢理 横帳
御検見割合帳 右衛門

16 御冥加金書上帳 安政2年12月 半原村 竪帳

17 御用途金書上之帳 安政5年10月 半原村 竪帳

18 祭礼風祭御出役掛割合帳 慶応2年11月 半原村 下組 名主 染矢理右衛門 横帳

19 川々国役春夫雇内祭礼風祭道普請郷足軽廿壱ヶ村會合 明治元年12月 半原村 名主 徳三郎 横帳
割合帳

20 御請書（当申年畑永の儀倍増上納に付） 明治5年11月 百姓代 中嶋藤右衛門、他129名 御役人中 竪帳

一紙

1 當午御年貢米永皆済目録 弘化3年12月 相州愛甲郡半原村 名主 理右衛 宮崎幸蔵様、他2名 一紙
門、他2名

4.戸口

冊子

1 相模國愛甲郡半原村宗門人別改帳 天保11年3月 竪帳

2 相模國愛甲郡半原村宗門人別改帳 弘化3年3月 竪帳

3 相模國愛甲郡半原村宗門人別改帳 嘉永3年3月 竪帳

4 相模國愛甲郡半原村宗門人別改帳 安政3年3月 年寄 名主 染谷喜傳次、他7名 御役所 竪帳

5 相模国愛甲郡半原村宗門人別改帳 文久元年3月 年寄 名主 染谷喜傳次、他10名 御役所 竪帳

6 相模國愛甲郡半原村宗門人別改帳 元治元年3月 郷士格 年寄 名主 染谷喜傳次、 御役所 竪帳
他9名

7 相模國愛甲郡半原村宗門人別下書帳 慶応4年3月 郷士格 年寄 名主 染谷喜傳次、 御役所 竪帳
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他11名

8 相模國愛甲郡半原村宗門人別下書帳 明治2年3月 郷士格 年寄 染矢喜傳二、他11 御役所 竪帳
名

9 相模國愛甲郡半原村宗門人別下書帳 明治3年3月 郷士格 染矢喜傳次、他11名 民政 御役所 竪帳

10 相模國愛甲郡半原村宗門人別下書帳 明治4年3月 郷士格 染矢喜傳二、他11名 御支配 御役所 竪帳

11 管外入寄留 明治5年 足柄縣管下 第三十区 半原村 竪帳

12 書上帳（御布告に付編籍願） 明治6年4月 第三大區四小區 愛甲郡半原村千 竪帳
七百七拾九番屋敷 御神宮 前田
龍平、他2名

13(1) 明治六年一月ヨリ十一月迠他ノ府縣エ寄留並立戻取調書 明治6年11月 愛甲郡半原村 戸長 染矢三郎 副區長御中 竪帳 合冊・2冊の内1
上

13(2) 明治六年一月ヨリ十一月迠他ノ府縣ヨリ寄留並立戻取調 明治6年11月 愛甲郡半原村 戸長 染矢三郎 副區長御中 竪帳 合冊・2冊の内2
書上

14 管内入寄留 明治8年1月 足柄縣管下 第三大区四小区 半 竪帳
原村

15 乙亥四月人員取調 （明治8年）4月 愛甲郡 半原村 横帳

16 管内外出入寄留届之扣 附立戻 明治9年12月 神奈川縣 第廿三大区四小区 半 竪帳
原村

17 家内離縁願（妻まち、家事を嫌い怠惰に付） 明治15年4月28日 右願人 佐々木田右衛門、他5名 神奈川縣令 沖守固殿 竪帳

5.身分

冊子

1 御取締向法令取斗方 万延元年 半原村 下組 年寄 名主 染矢喜 竪帳
傳二

2 御締向法令取斗方 万延元年 半原村 下組 年寄 名主 染矢喜 竪帳
傳二

6.村・村政

冊子 A．村明細

1 相模國愛甲郡半原村差出帳 本下書 享保13年 甚五左衛門、他18名 竪帳

2 村高人別家数書上帳 天保14年6月 半原村 名主 喜右衛門、他7名 町田孫四郎様、萩野寛一様 竪帳
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3 御領分相州愛甲郡半原村明細書上帳 嘉永2年2月 御領分相州愛甲郡半原村 名主 御役所 竪帳
染矢理右衛門、他8名

4 明細書上帳 慶応4年5月 相州愛甲郡半原村 百姓代、組頭、 神奈川府 御裁判所様 竪帳
名主

5 村高人別書上帳 戌6月 右村（半原村） 名主 甚五左衛門、 竪帳
与頭 次郎右衛門

6 明細書上帳 明治5年1月 右村(半原村) 名主 染矢操、他1名 烏山縣 御役所 竪帳

7 産物書上 明治6年3月 右村（半原村） 副戸長 小島清左 足柄縣 権令 柏木忠俊殿 竪帳
衛門

8 産物書上 明治7年1月 右村（半原村） 戸長 染矢三郎、 足柄縣 権令 柏木忠俊殿 竪帳
他3名

9(1) 物産書上 明治8年3月 右村（半原村） 戸長 染矢三郎、 足柄縣令 柏木忠俊殿 竪帳 合冊・2冊の内1
他3名

9(2) 合物産書上内譯 明治8年3月 竪帳 合冊・2冊の内2

10 物産取調書 明治8年4月 右村（半原村） 戸長 染矢三郎、 足柄県令 柏木忠俊殿 竪帳
他3名

11 物産書上 明治10年6月 半原村 村用掛 染矢三郎 竪帳

12 物産内譯帳 （明治） 半原村 竪帳

冊子 B．村勘定

1 金銀出入帳 天明2年1月 染矢小源太 横帳

2(1) 来丑村入用覺帳 文政11年11月 半原村 下組 名主 喜傳次 横帳 合冊・2冊の内1

2(2) 御改革ニ付諸入用帳 文政12年6月23日 半原村 下組 名主 喜傳次 横帳 合冊・2冊の内2

3 役用控 嘉永4年 半原村 名主 染矢理右衛門 小横

4 丑村諸入用割合勘定之帳 嘉永6年12月8日 年寄 名主 染谷理右衛門 横帳

5 皆済之節入用控 嘉永6年12月23日 理右衛門、他2名 横帳

6 異國船渡来ニ付入用掛控 嘉永7年2月 半原村 三組 役人 横帳

7 異國船渡来ニ付諸出役入用帳 嘉永7年5月 半原村 理右衛門、傳兵衛、三左 横帳
衛門

8 異國船渡来ニ付金沢助合出府控へ 嘉永7年6月1日 半原村 名主 理右衛門、与頭 三 横帳
左衛門
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9 寅村諸入用割合勘定之帳 慶応2年12月 年寄 染谷喜傳次、他11名 横帳

10 知事様御泊借物帳 明治3年2月23日 半原村 染矢喜傳次 横帳

11 知事様御巡村御泊入用帳 明治3年2月 御宿 名主 徳三郎 横帳

12 知事様御巡村御泊入用帳 明治3年2月 御宿 下組 名主 徳三郎 横帳

13 未申両年村入費書上 明治6年3月 相州愛甲郡 第三大區四小區 半原 足柄縣 権令 柏木忠俊殿 竪帳
村 副戸長 小島清左衛門、他4名

14 未申両年村入費書上 明治6年3月 相州愛甲郡 第三大區四小區 半原 第三大區四小區 副區長御中 竪帳
村 副戸長 小島清左衛門、他4名

15(1) 自明治八年一月一日至十二月三十一日村費書上 明治9年4月 右村（半原村） 立會人 井上彦左 足柄縣令 柏木忠俊殿 竪帳 合冊・2冊の内1
衛門、里長 染矢三郎

15(2) 道路堤防橋梁修繕費 竪帳 合冊・2冊の内2

冊子 C．その他

1 連印帳（名主就任願に付） 文化4年8月4日 半原村 下組 惣百姓 竪帳

2 議定書(名主訴訟に付) 文化10年8月 作左衛門、他124名 下組 村御役人中 竪帳

3 議定書（名主役辞退に付） 文化12年1月 作左衛門、他112名 御名主 喜傳次さま 竪帳

4 議定書（村掟請書に付） 文化12年3月 惣百姓 村御役人中 竪帳

5 村掟御請書 文政5年7月 當人 与左衛門、他11名 村御役所 竪帳

6 角田詣小石川道行 附内済口入之段 文政6年12月 竪帳

7(1) 願書留 天保15年 半原村 名主 理右衛門 竪帳 一紙挟込みあり

7(2) 差出申添書一札之事（座頭世話願に付） 名主 五郎助 宿々村々 御役人衆中様 一紙 冊子(1)に挟込み

8 (願書留) 横帳 前・後欠

9 日記(神奈川県裁判所宛願書控留) 明治2年2月 半原村 染矢喜傳次 小横

10 規定(取締役、勘定方等職掌、服務規定) （明治） 取締 岩崎孫平、他55名 竪帳

一紙

1 （金銭書上） 一紙

2 覚（金銭書上に付） 一紙 2枚重折り
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7.組合村

冊子

1 拾三箇村掟議定連印帳 文化13年7月 竪帳

2 組合村々被仰渡御請證文并議定書写 文政10年 作右衛門、他326名 村御役人中 竪帳

3 御改革諸用之控 弐札目 天保8年3月 半原村 名主 理右衛門 竪帳

4 御改革諸用之控 天保8年6月 半原村 名主 理右衛門 竪帳

5 弐拾壱ヶ村會合出銭取立帳 嘉永7年1月26日 組合村年番 半原村 名主 理右衛 横帳
門

6 御取締向控 嘉永7年1月 半原村 小組惣代 名主 理右衛門 横帳

9.土木・建築

冊子

1 板橋掛替普請覺帳 寛政12年9月 半原村 藤兵衛 横帳

11.治安

冊子

1 囚人預リニ付出人足控 天保14年2月 半原村 理右衛門 横帳

2 御請書（手踊舞台取払に関し宇兵衛偽事に付） 嘉永7年9月 五人組惣代 紋次郎、他25名 村役人中 竪帳

3 上（惣吉、文吉間より出火に付） 明治4年1月10日 右（半原村） 当人 文吉、惣吉、 竪帳
他8名

4 上（強盗忍入品々奪取逃去に付） 明治4年2月 半原村 当人 与五兵衛、他2名 御支配 御役所 竪帳

12.訴訟

冊子

1 青山村傳右衛門一件書類写（貸金滞出入に付） 巳(文政4年）10月11 喜傳次 竪帳
日

2(1) 謹テ奉願上候（津久井郡愛甲郡境界往古の通に相成候 明治9年11月28日 右 足立原政吉、他1名 竪帳 合冊・9冊の内1
様願上に付）

2(2) 乍恐以書付御訴訟申上候（秣場并稼山境論の出入に付） 元文5年5月 相州津久井縣（ママ）青山村 訴訟 御奉行所様 竪帳 合冊・9冊の内2
人 名主 孫市、他8名
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2(3) 乍恐返答書ヲ以御願申上候御事（柴秣稼山入会に願儀 元文5年7月 大久保山城守領分相模国愛甲郡 御奉行所様 竪帳 合冊・9冊の内3
裏書の通立会に付） 半原村名主傳内、他13名

2(4) 相模國津久井縣（ママ）青山村ト同國愛甲郡半原村秣山 寛保元年5月13日 木 伊賀 御用無加印、水 對馬、 竪帳 合冊・9冊の内4
論裁許之事 他9名

2(5) 乍恐以書付御訴訟申上候（先規の通峰通り郡境に相成 延享3年 大久保山城守知行所 相州愛甲郡 御巡見様 竪帳 合冊・9冊の内5
様願に付） 半原村 惣百姓代 惣右衛門、他5

名

2(6) 秣山入會之儀御願書 明治9年9月19日 右村（半原村） 小前惣代 白井藤 神奈川縣 権令 野村靖殿 竪帳 合冊・9冊の内6
左衛門、他13名

2(7) 以書付再奉上申候（明治九年十一月廿九日愛甲郡津久 明治10年4月26日 右（半原村 代理人） 足立原政吉、 神奈川縣 権令 野村靖殿 竪帳 合冊・9冊の内7
井郡境界示談青山村承諾不仕に付） 他1名

2(8) （愛甲郡津久井郡境界に付願書） 明治10年6月30日 足立原政吉、第四十九号地小前 神奈川縣 権令 野邨靖殿 竪帳 合冊・9冊の内8
惣代 差添人 小島和助、他2名

2(9) （愛甲郡津久井郡境界に付願書） 明治10年8月9日 右 足立原政吉、他1名 内務卿 大久保利通殿 竪帳 合冊・9冊の内9

3 以書付上申仕候（半原村等五ヶ村秣場入会事件に付御 明治10年4月 右村（半原村） 小前惣代 小島和 竪帳
達説諭下され度に付） 助、他6名

14.夫食・救

冊子

1(1) 御救頂戴御請書 文久元年3月 下組 安五郎、五右衛門、他3名 下組 御役人衆中 竪帳 綴紐に(2)(3)結び付
け

1(2) (御救頂戴御請書雛形) 一紙 (1)の綴紐に結び付け
(2)(3)紙縒一括

1(3) (半原村御救金書上) 安政5年 一紙 (1)の綴紐に結び付け
(2)(3)紙縒一括

15.貯穀

冊子

1 組合村囲穀書上帳 天保9年8月 右半原村 名主 理右衛門、他2名 関東御取締御出役 堀江与四郎 竪帳
殿、他1名
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18.商業

冊子

1 農間諸渡世書上帳 天保14年6月 右村(半原村) 名主 理右衛門、他 関東御取締御出役 渡辺園十郎様 竪帳
1名

19.金融・貸借

冊子

1 下郷目壱文不足名前書出し帳 辰11月 當所小屋主 秀五郎 横帳

2 歎願書(さだ一件の為金子借用仕度に付) 酉（明治）6月6日 菊池清之助 染矢三郎様 竪帳

21.助郷

冊子

1 助郷人馬足賄其外入用書上帳 天保13年 百姓代、与頭、名主 竪帳

2 助郷足人馬賄銭其外入用書上帳 天保14年6月 半原村 名主 理右衛門、他7名 町田孫四郎様、萩野寛一様 竪帳

3(1) 御請一札写(五海道助郷人馬に付) 嘉永4年4月 大久保加賀守領分 相州津久井縣 五海道御取締 飯田文右衛門様、 竪帳 一紙狭込みあり
(ママ)牧野村 名主、与頭、他2村 他1名

3(2) 御請一札写(五海道助郷人馬に付) 嘉永4年4月 御普請役 渡辺忠一郎、他3名 五海道御取締 飯田文右衛門様、 一紙 4枚重折り 冊子(1)に
他1名 挟込み

4 御進發ニ付大磯宿出役入用控 元治元年12月 染矢喜傳次 横帳

5 小田原宿當分助郷御免除願入用示談割合帳 慶応4年6月 半原村 三組 役人 横帳

6 小田原関野両宿助郷［破れ］ 慶応4年6月 半原村 下組 ［破れ］ 横帳 表紙下部破損

7 助郷人馬足賄銭其外入用書上帳案 村役人連印 宛所 竪帳

8 宿役人助郷惣代并帳付人馬指名下所帳 何宿役人連印、助郷惣代連印 竪帳

9 平塚宿助郷勤高書上帳 明治2年6月 大久保佐渡守領分 相州愛甲郡厚 小田原 御役所 竪帳
木町 名主 与兵衛、同 邦蔵

10 下り方人馬賃銭拂帳 明治2年7月1日 下り納拂所 喜傳次 横帳

11 大磯宿御傳馬割合取立帳 明治4年6月 半原村 名主 染矢操 横帳
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24.宗教

冊子

1 什物改メ帳 寛政7年8月8日 旦方惣代 喜左衛門、清瀧寺 性 鎌倉市廣 御本山 御役寺様 横帳
海、他9名

2 議定連印帳(清雲寺後住に付) 文化2年2月 作兵衛、他74名 横帳

3 清雲寺無住中出入金銭勘定帳 天保9年5月 半原村 世話人 名主 理右衛門 横帳

4 御用留 弘化2年8月 金大山 清瀧寺 納所 横帳

5 諏訪明神社領租税録 明治2年4月 御領分相州愛甲郡半原村 名主 御役所 竪帳
喜傳次

6 清龍寺領租税録 明治2年4月 御領分相州愛甲郡半原村 清龍寺 御役所 竪帳
他出ニ付代 名主 喜傳次

7 社寺書上帳 明治2年5月 大久保佐渡守領分 相州愛甲郡半 神奈川縣 御裁判所 竪帳
原村 与頭 久右衛門、他1名

8 清雲寺領租税調 明治2年7月 相模国愛甲郡半原村 清雲寺 御支配 御役所 竪帳

9 神主租税調 明治2年7月 相模国愛甲郡半原村 神主 前田 御支配 御役所 竪帳
蔵人

10 書上帳（半原村内神社に付） 明治3年6月 右村（半原村） 年寄 染矢喜傳次 民政 御役所 竪帳

11 報加帳 (明治3年）閏10月10 厚木町組合 道案内 國五郎 竪帳
日

12 什物資具取調 明治9年4月 右清雲寺兼住職 津久井郡葉山島 足柄縣令 柏木忠俊殿 竪帳
村 蓮葉寺 住職 井上要門、他4名

13 神明神社境内立木伐木願 明治10年12月 右村 惣代人 甘利総右衛門、村 竪帳
用掛 染矢三郎

14 神社器什調 （明治） 竪帳 綴（9枚）

15 乍恐以書付奉願上候（諏訪大明神改名願） （明治） 相州愛甲郡半原村 諏訪大明神 神祇官 御役所 竪帳
元別當 清瀧寺改名 神主 前田蔵
人、他3名
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25.学芸・教育

冊子

1 （学制御確定小学校設立に付連署） （明治） 第三大区四小区 小学養成舘 田 竪帳
代村 里長 大矢邑三郎、他62名

26.家・生活・書簡

冊子

1 草堂記 （安政4年11月25日 小横
～安政6年10月）
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SG-02 相模国愛甲郡妻田村〔永野家文書〕

【現行地名】 神奈川県厚木市妻田
【概要】 妻田村は、元禄期頃までは幕府領と旗本中根氏・竹尾氏・小栗氏・永田氏知行の相給、享保期以後は旗本大久保二氏の相給を経て、荻野山中藩領（大久保氏）となる。村

高は、「元禄郷帳」977石余、「天保郷帳」「旧高旧領」1222石余。明治4年（1871）に荻野山中県、同年末に足柄県、同9年に神奈川県に属す。
取締役をつとめた永野茂左衛門家文書。茂左衛門は、明治4年よりは永野茂としてみえる。写ではあるが、文禄検地帳が残されている。

【年代】 文禄3年（1594）～明治19年（1886）
【点数】 36点（冊子36点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御用留 安政2年1月 名主 永野杢左衛門 竪帳

2 御用留 慶応3年5月 相州愛甲郡妻田村 竪帳

2.土地

冊子

1 相州愛甲之郡毛利之庄妻田之郷（検地帳） 文禄3年9月8日 小嶋彦重、他4名 竪帳

2 草高書御書上 明治6年2月 愛甲郡妻田村 外七ヶ村 竪帳

3.租税・貢租

冊子

1 辰年御物成皆済目録 天保15年12月 妻田村 百姓代 善右衛門、 山中御役所 竪帳
他10名

2 戌年御物成皆済目録 嘉永3年12月 妻田村 百姓代 七三郎、他11名 山中御役所 竪帳

3 卯年御物成皆済目録 安政2年12月 妻田村 百姓代 七三郎、他9名 山中御役所 竪帳

4(1) 山中御屋敷夫仲間給金割組合六ヶ村出金分取立帳 明治2年9月 取締 永野茂左衛門 竪帳

4(2) 覚（金銭書上） （明治） 一紙

5 巳田方御年貢金納控帳 明治2年11月 御支配所内六ヶ村 取締役 永野 竪帳
茂左衛門

6 午畑永取立控帳 明治3年6月 取締役 永野茂左衛門 竪帳

7(1) 弐拾六ヶ村春割高掛取立帳 其弐 明治4年2月 取締役 永野茂左衛門 竪帳 一紙挟込みあり(10点)
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7(2) 各（二十六ヶ村春割に付） 未(明治4年)3月28日 中萩野村 觸元 老上茂平 妻田村 御取締 永野茂左衛門様 一紙 継目外れ（2枚）、
冊子(1)に挟込み

7(3) 記（組合六ヶ村分上納に付） 未(明治4年)5月15日 取締役 永野茂 山中御役所 一紙 冊子(1)に挟込み

7(4) 覚（未七月割割定に付） 未(明治4年)11月9日 中萩野村 寄場名主 老上茂平 妻田村 御取締 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み

7(5) 覚（給料請取に付） 未(明治4年）12月28 厚木町 野口與三郎 妻田村 御取締 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み
日

7(6) 覚（組合入用割合に付） 申(明治5年)3月29日 下萩野村 年番觸元 名主 難波武 妻田村 御取締 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み
平

7(7) （壬申年二十六村割出金分落手に付書状） （明治6年）4月8日 下萩野村 難波武平 妻田村 永野茂様 御返事 一紙 冊子(1)に挟込み

7(8) 記（廿六ヶ村春割金請取に付） 申(明治5年）10月12 下萩野村 名主 難波武平 妻田村 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み
日

7(9) 記（二十六村費差引に付） 申（明治5年）6月 中下萩野村 役人惣代 難波武平 妻田村 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み

7(10) 記（二十六村高掛り差引に付） 明治6年11月11日 下萩野村 戸長 難波武平 妻田村 元御取締 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み

7(11) 記（当春二十六村割請取に付） 申（明治5年）9月2日 下萩野村 名主 難波武平 妻田村 元御取締役 永野茂様 一紙 冊子(1)に挟込み

8 未畑永組合村取立帳 明治4年6月 取締役 永野茂 竪帳

9 未年御収納米取扱帳 明治4年11月 戸長兼取締役 永野茂輔福 竪帳

4.戸口

冊子

1 相模国愛甲郡妻田村五人組御改帳 嘉永3年 御領分妻田村 組頭外役 武右衛 山中御役所 竪帳
門、他9名

6.村・村政

冊子

1 物産取調書 明治8年3月 右村（妻田村) 副戸長 中野喜平、 足柄縣令 柏木忠俊殿 竪帳
他3名

8.水利・用水

冊子

1 記（川堤入樋等に付） 明治6年3月 相模国愛甲郡妻田村 副戸長 川 足柄縣権令 柏木忠俊殿 竪帳
井安太郎、他2名
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2 小鮎川通相模国愛甲郡妻田村堤川除定式御普請出来形 明治19年10月 三田村外四ヶ村 戸長 松野平作 神奈川縣知事 沖守国殿 竪帳
帳

12.訴訟

冊子

1 不法出入（密会人違に付） 嘉永4年6月22日 竪帳

17.工業

冊子

1 未年清酒高取調書上帳 明治5年4月 相模国愛甲郡第三拾區内 戸長、 足柄縣 竪帳
副長 渡世人 永野茂、他1名

2 清酒醸造書上帳 明治5年5月24日 相模国愛甲郡第三拾區内妻田村 足柄縣 御廰 竪帳
渡世人 永野茂、名主 長野仙太
郎

18.商業

冊子

1 僕婢馬車人力車遊船等有無書上扣 明治6年6月 第三大區小三區妻田村、他7村 足柄縣 権令 柏木忠俊殿 竪帳

2 （水車質屋紺屋取調に付廻状） （明治）7月3日 小三區 副區長 下萩野村、他4村 竪帳

24.宗教

冊子

1 祭禮御願 明治6年2月23日 右村（飯山村） 小前惣代 小島左 足柄縣 権令 柏木忠俊殿 竪帳
内、他1名

2 （社寺廃止に付廻状） （明治6年）5月11日 小三區 副戸長 三田村 竪帳

3 社領上知足柄下郡御拂下地ヶ所帳 （明治） 竪帳
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SG-03 相模国鎌倉郡津村〔島村家文書〕

【現行地名】 神奈川県鎌倉市津村
【概要】 近世では幕府領、のち下野烏山藩領。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」とも251石余。もともと腰越村と一村で近世初期に分村したため、境界が不明確であったと

いう。こうした経緯からか、片瀬村龍口明神社が両村の鎮守となっている。
普請帳簿の所持記載から、島村家文書と思われる。なお、島村氏は当地の土豪として知られ、村政に関与したと伝わる。

【年代】 明治2年（1869）～明治10年（1877）
【点数】 11点（冊子11点）

3.租税・貢租

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 田畑御年貢取立帳 明治3年11月 津村 横帳 綴外れ

2 田畑御年貢取立帳 明治4年11月 津村 横帳

3 田畑御年貢取立帳 明治6年1月 津村 横帳

4 田畑御年貢取立帳 明治7年3月 津村 横帳

6.村・村政

冊子

1 巳年寄場割組合割村入用割合帳 明治2年11月 津村 横帳

2 畑方諸入費割帳 明治10年11月 津村 横帳

9.土木・建築

冊子

1(1) 普請諸掛り入用控帳 明治4年9月 嶋邨五郎兵衛 横帳 合冊・3冊の内1

1(2) 日記帳（普請に付） （明治） 嶋邨氏 横帳 合冊・3冊の内2

1(3) （普請に付日記帳） （明治） 横帳 合冊・3冊の内3

19.金融・貸借

冊子

1 貯金積立預り帳 明治3年9月 津村 横帳
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24.宗教

冊子

1 鎮守大祭ニ附諸掛り控帳 明治2年3月 津村、腰越村 氏子中 横帳
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SG-04 相模国鎌倉郡戸塚宿〔内山家文書〕

【現行地名】 神奈川県横浜市戸塚区
【概要】 戸塚宿は東海道の宿駅で、慶長9年（1604）に宿として成立した。近世を通じて幕府領。戸塚町・吉田町・矢部町からなり、戸塚町はさらに上宿・中宿・台宿・天王宿・田宿・八

幡宿によって構成される。戸塚宿としての総高は、「元禄郷帳」で2325石余、「天保郷帳」で2326石余、「旧高旧領」で2359石余。定助郷村は近隣36村、加助郷村は21村。
戸塚宿の問屋・年寄をつとめた内山仁兵衛家（升屋）に伝来した文書群とみられる。幕末（元治元年～慶応2年）の公家衆往来に関する史料が特にまとまっており、同宿の伝
馬役を務めた村々の村高書上帳や、運賃帳・費用の書上帳が多く残る。借用証文のうち、伝馬役勤仕に関するもの（御伝馬役金拝借証文など）は、21.助郷に分類している場
合があるため、利用にあたっては注意されたい。また、他村の麁絵図類を含むが、助郷村から戸塚宿に提出されたもののようである。

【年代】 正徳元年（1711）～明治2年（1869）
【点数】 300点（冊子231点、一紙69点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 関東筋御取締御改革ニ付宿方諸向改帳 文政10年12月 基宿組 頭中 竪帳

2 公家衆御帰京荷物改觸 丑(慶応元年）4月25 川崎宿始 竪帳
日

3 公家衆御帰京荷物改觸 丑(慶応元年）4月25 川崎宿始 竪帳
日

4(1) 公家衆御帰京荷物改觸 丑(慶応元年）4月26 川崎宿始 竪帳 合冊・2冊の内1
日

4(2) 公家衆御帰京ニ付御附添御役々荷物改觸 丑(慶応元年）4月26 川崎宿始 竪帳 合冊・2冊の内2
日

5 公家衆御帰京并御附添御役々荷改觸 丑(慶応元年）4月27 （川崎宿ヨリ先宿へ） （品川宿 御役所） 竪帳
日

6 公家衆御帰京并御附添御役々荷物改觸 丑(慶応元年）4月28 川崎宿（始） 先宿々 竪帳
日

7 公家衆御帰京并ニ御附添御役々荷物改觸 丑(慶応元年）4月29 川崎宿始 先宿々 竪帳
日

8 梶井宮御門跡人馬改觸 丑(慶応元年）5月14 川崎宿始メ 先宿々 竪帳
日

9 梶井宮様大炊御門右大将様外何卿様地下衆并御警衛御 慶応元年6月 竪帳
役人中様人馬継立高書上帳

10 御法會済帰京公家衆并御警衛附添役々継人馬御手當銭 （慶応元年） 戸塚宿 竪帳
渡帳
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11 御印書寫并廻状刻附帳 慶応2年2月 東海道 戸塚宿 横帳

12 御印書寫并廻状刻附帳 慶応2年2月 東海道 戸塚宿 横帳

13 御印書寫并廻状刻附帳 慶応2年2月 東海道 戸塚宿 横帳

14 御用状請取并刻附帳 慶応2年10月 戸塚宿 横帳

15 御用状請取帳 慶応2年10月 戸塚宿 横帳

16 御用状村継刻附帳 亥3月5日 東海道 戸塚宿 横帳 付箋剥離

2.土地

冊子

1 村内軒別坪数書上帳 元治元年10月 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 竪帳
原宿村 名主 文左衛門

2 村内軒別坪数書上帳 元治元年10月 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 竪帳
原宿村 名主 文左衛門

3 御進發宿割家並軒別帳 元治元年10月 堀田相模守御領所 相模国鎌倉郡 竪帳 封あり 付箋剥離
山谷新田 百姓代 佐次兵衛、他5
名

4 御進發宿割家並軒別帳 元治元年10月 堀田相模守御領所 相州鎌倉郡山 竪帳
谷新田 百姓代 佐次兵衛、他6名

5 御進發宿割家並軒別帳 元治元年10月 堀田相模守御領所 相州鎌倉郡山 竪帳 付箋剥離
谷新田 百姓代 佐次兵衛、他5名

6 内軒坪数書上帳 元治2年4月 右村（染谷村） 名主 治兵衛 竪帳

7 内軒坪数書上帳 元治2年4月 右村（染谷村） 名主 治兵衛 竪帳

8 御進發宿割家並軒別帳 元治2年4月 永井房之助知行所 東俣野村 百 竪帳
姓代 五兵衛、他2名

9 御進發宿割家並軒別帳 元治2年4月 堀田相模守御領所 相模国鎌倉郡 竪帳
山谷新田 百姓代 佐次兵衛、他2
名

10 御進發宿割家並軒別帳 元治2年4月 堀田相模守御領所 相模国鎌倉郡 竪帳 封あり
山谷新田 百姓代 佐次兵衛、他2
名

11 村高書上 慶応元年11月 大久保式部知行所 相州高座郡当 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
麻村 名主 文右衛門、他3名
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12 御傳馬役勤高村高書上帳 慶応元年12月16日 相州鎌倉郡原宿村 名主友右衛門 戸塚宿 御役人中 竪帳
出府ニ付 組頭 佐次兵衛

13 書上帳（村高に付） 慶応元年12月17日 上倉田村 名主 太助、年寄 半左 竪帳
衛門

14 村高書上帳 丑（慶応元年）12月 右村（汲沢村） 名主 半左衛門、 戸塚宿 御役人中 竪帳 付箋剥離
17日 他1名

15 御法會ニ付村高書上帳 慶応元年12月17日 右村（小薗村） 名主 甚右衛門、 竪帳
与頭 半右衛門

16 書上帳（村高に付） 慶応元年12月17日 右村（七ツ木村） 名主 六右衛門、 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
組頭 傳右衛門

17 日光御法會ニ付御傳馬役勤高村方書上帳 慶応元年12月17日 後山田村 名主 安兵衛、組頭 佐 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
七

18 村高定助郷高地頭性名書上帳 丑（慶応元年）12月 右村（下和田村） 名主 伊兵衛、 竪帳
17日 組頭 平右衛門

19 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月17日 前山田村 名主 治郎吉、他1名 戸塚宿 御役人中 竪帳

20 御傳馬勤高書上帳 慶応元年12月17日 右村（森川内膳正領分相州鎌倉 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
郡笠間村） 組頭 覚左衛門、同
権兵衛

21 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月17日 小雀村 名主 佐治衛（ママ）、他1名 戸塚宿 御役人中 竪帳

22 書上帳（村高に付） 慶応元年12月 大久保三九郎領分 田谷村 名主 竪帳
嘉右衛門

23 書上帳（村高に付） 慶応元年12月 右村（長尾臺村） 名主 庄左衛 竪帳
門、組頭 五郎右衛門

24 村高書上帳 慶応元年12月 中田村 竪帳

25 村方書上帳 慶応元年12月 曽我主水知行所 名主 勇三郎、 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
他5名

26 村高書上帳 慶応元年12月 組頭 政右衛門、名主 太七 竪帳

27 村高書上帳 慶応元年12月 右村（千束村） 名主 七五郎、組 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
頭 三郎兵衛

28 村高書上帳 慶応元年12月 石川助之進知行所 名主 傳兵 竪帳
衛、他5名

29 （村高書上帳） 慶応元年12月 右村（下倉田村） 名主 平左衛門 竪帳
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30 村高書上帳 慶応元年12月 右村（上和田村） 名主 利左衛門、 戸塚宿 御役人中 竪帳
他1名

31 村高書上帳 慶応元年12月 組頭 弥兵衛、他1名 戸塚宿 御役人衆中 竪帳

32 村高書上帳 慶応元年12月 名主代 組頭 傳左衛門、他1名 御役人衆中様 竪帳

33 （村高書上帳） 慶応元年12月 右村（相州鎌倉郡上野庭村） 名主 竪帳
藤八、他1名

34 村高書上帳 慶応元年12月 右村（鎌倉郡和泉村） 名主 儀助、 戸塚宿 御役人中 竪帳
他1名

35 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月 安藤作右衛門知行所 相州鎌倉郡 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
阿久和村 名主 清兵衛、組頭 玄
右衛門

36 書上帳（村高並定助郷勤高に付） 慶応元年12月 戸塚宿 定助郷 永谷村 竪帳

37 上（村高書上に付） 慶応元年12月 右村（堀田相模守御願所 相州鎌 竪帳
倉郡飯嶋村）名主杢左衛門、他1名

38 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月 本多甚治郎知行所 相州鎌倉郡秋 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
葉村 名主此右衛門出府ニ付代
年寄 重右衛門

39 村高書上帳 慶応元年12月 下柏尾村 竪帳

40 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月 右村（下野庭村） 名主 清右衛 竪帳
門、年寄 六左衛門

41 村高書上帳 慶応元年12月 右村（倉井村） 名主 善蔵、組頭 戸塚宿 御役人中 竪帳
傳左衛門

42 御法會ニ付御傳馬高村方書上帳 慶応元年12月 鎌倉郡公田村 年寄 平左衛門、 竪帳
名主 徳左衛門

43 書上帳（村高に付） 慶応元年12月 上河内村 名主 角右衛門、与頭 竪帳
伊右衛門

44 村高并助郷勤高書上帳 慶応元年12月 西深谷村 竪帳

45 上（村高書上に付） 慶応元年12月 右村（高座郡国分村） 名主 利右 竪帳
衛門、他2名

46 日光御法會ニ付御傳馬役勤村高書上帳 慶応元年12月 右村（上柏尾村） 名主万治郎代 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
百太郎、組頭 又兵衛

47 御法會ニ付御傳馬高書上帳 慶応元年12月 右村（大船村） 名主 福之助、年 竪帳
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寄 兵左衛門

48 村高地頭性名御傳馬勤高書上帳 慶応元年12月 長谷川乙三知行所 相州高座郡上 竪帳
鶴間村 名主代 組頭 友七、他1村
2名

49 村高取調書上帳 慶応元年12月 右村（中河内村） 大田善太夫知 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
行分 名主 市左衛門、他1村3名

50 村高書上ヶ帳 慶応元年12月 右（坂本） 小左衛門知行分 名主 木村董平様 御役所 竪帳
仲右衛門出府ニ付代 組頭 彦左
衛門、他1名

51 御傳馬役勤高村高帳 慶応元年12月 栗原村 竪帳

52 村高書上帳 慶応元年12月 右 半井刑部大輔知行所 名主 藤 竪帳
右衛門、他1村3名

53 村高書上帳 慶応元年12月 右村（柏ヶ谷村） 名主 傳左衛門、 竪帳
他1名

54 御傳馬勤高村高調帳 慶応元年12月 大沢筑前守知行所 下今泉村 名主 竪帳
助右衛門、他1村3名

55 村高書上帳 慶応元年12月 長後村 竪帳

56 村高書上帳 慶応元年12月 大沢筑前守知行所 名主 助右衛 竪帳
門、他1村 3名

57 村方書上帳 慶応元年12月 右村（上草柳村） 名主 武兵衛 戸塚宿 御役人中 竪帳

58 助郷村高書上帳 慶応元年12月 早川村 戸塚宿 問屋 御役人衆中様 竪帳

59 御傳馬役勤高書上帳 慶応元年12月 右村（福田村） 名主 金平、組頭 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
利兵衛

60 村高書上 慶応元年12月 相州高座郡磯部村 大津藤太郎知 戸塚宿 御役人中 竪帳
行所 名主 新九郎、他7名

61 村高取調書上帳 慶応元年12月 勝田左兵衛知行所 名主 久兵衛、 戸塚宿 御役人中 竪帳
他3名

62 書上帳（村高に付） 慶応元年12月 深谷村 名主 久五郎、他1名 竪帳

63 日光御法會ニ付御傳馬役勤高村高書上帳 細井百助知行所 相州高座郡今泉 竪帳
村 名主 八郎右衛門、組頭 太蔵

64 村高書上帳 土屋勝右衛門知行所 名主 庄兵 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
衛、他2名
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65 村高書上帳 岡部駿河守知行所 名主 弥左衛 戸塚宿 御役人衆中 竪帳
門、他2名

66 御受書之事（借家に付） 明治2年1月 借家人 半次郎、他1名 舛屋 市平殿 竪帳

一紙

1 御傳馬屋敷賣券證文之事 延享5年3月29日 賣券主 六郎左衛門、他5名 尾張屋 四郎左衛門殿 一紙 フケ

2 相渡申質地山畑證文之事 嘉永2年6月 質地主 新蔵、他2名 仁兵衛殿 一紙

3 借用申金子之事（商売体要用に付） 安政6年11月 借主 升屋 仁兵衛、他1名 鹿島清左衛門殿 一紙

4 借用申金子之事（商売体要用に付） 安政6年11月 借用主 升屋 仁兵衛、證人 鹿嶋 鹿嶋清左衛門殿 一紙
屋 喜兵衛

5 差出申詫一札之事（世話いたし候山林譲渡に付） 安政7年閏3月 上倉田村 当人 太助、組合 親類 戸塚宿 庄右衛門殿 一紙
惣代 善六

4.戸口

一紙

1 引取一札之事（半蔵家守役退役に付） 天保4年4月 家守 請人 茂左衛門 地主 おりさ殿、同人伯父 本家 一紙
調逸殿

6.村・村政

冊子

1 町内揃反数控 文久2年6月 月行事 六郎右衛門、他6名 横帳

2(0) 町並家別間数畳数坪数書上帳（封題） 元治元年10月 相州鎌倉郡深谷村 封 封(1)～(3)

2(1) 同軒坪数書上帳 元治元年10月 右村（深谷村） 名主 治兵衛 竪帳 封あり

2(2) 門軒別坪数書上帳 元治元年10月 右村（深谷村） 名主 治兵衛 竪帳 封あり

2(3) 門軒坪数書上帳 元治元年10月 右村（深谷村） 名主 治兵衛 竪帳 封あり

3 役人諸入用帳 元治2年2月 仁兵衛、他3名 横帳

4 相州鎌倉郡舞岡村地頭性名其外書上帳 慶応元年12月 右村(舞岡村) 名主 傳之丞、他1名 竪帳

5 現金通(役所畳替等に付) 慶応2年1月 増田屋 善六 町方 御役頭様 小横 封あり

一紙

1 差上申一札之事（御用御通行の節本陣へ立入らざるに付） 元治元年11月25日 六右衛門、組合 由五郎、旅籠屋 御重役中様 一紙
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惣代 半兵衛、他1名

9.土木・建築

冊子

1 御昼休所御普請仕様目論見書上帳 慶応元年5月5日 木村董平御代官所 東海道戸塚宿 御進發御用掛り 御役人衆中様 竪帳
年寄 佐助、問屋 仁兵衛、名主

小助

2 御小休所御普請仕様目論見書上帳控 丑5月4日 堀田相模守御知行所 相州鎌倉郡 御旅館御見分 御役人中様 竪帳
山谷新田 名主 織右衛門

一紙

1 覚（畳貼替手間賃等書上） 丑5月 畳屋 忠五郎 上 一紙

11.治安

冊子

1 京都見廻り組御用所福田茂三郎殿所持品紛失尋方入用 慶応2年1月晦日 問屋 内山仁兵衛、他7名 横帳
帳

一紙

1 御願申小児一札之事（小児一人養育候に付） （安政6年） 鎌倉郡峠村 預り人 佐七、組合 戸塚宿二町目 升ヤ 市兵衛様 一紙
勝右衛門、親類 五郎右衛門

2 一札之事（浮浪者取締の給金請取に付） 元治元年12月29日 迎番改役 安兵衛、他2名 年寄 仁兵衛様 一紙

12.訴訟

一紙

1 差入申對談議定書之事（御進発の際加助郷に付） 慶応元年5月 戸塚宿 定加村々惣代 鍛冶ヶ谷 戸塚宿 問屋 仁兵衛殿 一紙
村 名主 六郎兵衛、他10名

2 以書付奉願上候（代助郷一件に付） 慶応元年7月26日 相州高座郡上矢部村 組頭 元右 戸塚宿 御役人中 一紙
衛門

16.農・林・水産業

冊子

1 木口帳 天保8年11月 深谷 伊兵衛 注文 竪帳
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18.商業

冊子

1 諸色直段書上帳 慶応元年5月 東海道戸塚宿 年寄 伊兵衛、他2 竪帳
名

一紙

1 一札之事（質物取引に付） 享和元年8月 丁字屋 仁右衛門、他1名 御仲間衆中様 一紙

2 入置申一札之事（質物商売金高嵩送り質相頼候に付） 天保13年9月 瀬谷村 送り主 紋十郎、戸塚宿 戸塚宿 升屋 仁兵衛殿 一紙
親類證人 善兵衛

19.金融・貸借

一紙

1 入置申一札之事（周蔵腰物質入に付） 天保12年2月 質物請出し人 利兵衛、證人 九兵 升屋 仁兵衛殿 一紙 虫損
衛

2 借用申金子之事（拝借金願入用差支に付） 安政3年9月 借用人 九郎右衛門 中宿 御世話人中様 一紙

3 借用申金子之事（入用差支に付） 安政6年6月 清兵衛 升屋 仁兵衛様 一紙

4 借用申金子證文之事（新馬一疋買求に付） 文久元年4月 借用人 浅五郎 升屋 仁兵衛殿 一紙

5 差入申質物引請證文之事 文久3年12月 質物主 金子借用人 佐次兵衛、 仁兵衛殿 一紙
請人 七兵衛

6 借用申金子之事（御用家様方御休泊足銭に付） 元治元年12月 借用主 本陣 七郎右衛門、同 脇 仁兵衛殿 一紙
本陣 安左衛門

7 （御進発の際本陣普請に付借用証文綴） 丑（慶応元年）5月 御普請方 年寄 佐助 用元 内山仁兵衛殿 一紙 綴(9枚)
～閏5月

8 借用申金子之事（御進発に付） 慶応元年閏5月23日 御傳馬役 勤番 徳次郎、他8名 問屋 内山仁兵衛 一紙

9 請取申金子之事（示談金請取に付） 慶応2年12月 助郷惣代 上矢部村 名主 武兵 戸塚宿三町 御問屋衆中様 一紙
衛、他1名

10 覚（御状箱一件雑用に付借用証文） 子5月11日 善太郎、佐助 用元 仁兵衛殿 一紙

11 覚（御用足銭請取に付） 子12月29日 旅籠屋 惣代 文右衛門、他1名 仁兵衛殿 一紙

12 覚（紀州様、上野宮様御下向に関し出府入用借用に付） 丑3月5日 佐助 用元 仁兵衛殿 一紙

13 借用申金子之事（御用にて小田原宿迄罷越途中入用金 寅2月26日 横濱方神奈川宿青木町 出方 善 戸塚宿 問屋 内山仁兵衛殿 一紙
差支に付） 吉
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14 請取申金子之事（御進発御役に付） 寅7月13日 旅籠屋 惣代 佐治兵衛、他2名 御役人衆中様 一紙

15 借用申金子之事（御進発御役に付） 寅7月13日 年寄 佐輔、他3名 内山仁兵衛殿 一紙

16 覚（御進発人馬書上帳他持参雑用に付借用証文） 6月6日 矢部丁 問屋 庄助、他1名 問屋 仁兵衛殿 一紙

17 覚（質屋仲間金の内五兵衛殿へ渡候に付） 亥十月行事 小四郎 角や 善太郎様 一紙

20.経営・雇用

一紙

1 年季奉公人請状之事 天保5年2月 飯嶋村 人主 源兵衛、證人 才八 升屋 仁兵衛殿 一紙

2 奉公人受状之事 天保14年2月 下郷 人主 弥次右衛門、組合證 升屋 仁兵衛殿 一紙
人 久兵衛

3 奉公人請状之事 元治2年2月 松ヶ岡東慶寺領 鎌倉郡二階堂村 升屋 仁兵衛殿 一紙
奉公人主 久左衛門、他1名

4 奉公人受状之事 元治2年5月2日 奉公人主 弥五郎、他1名 仁兵衛殿 一紙

21.助郷

冊子

1 相州戸塚宿寄人馬割帳 （正徳元年）6月 倉田村 金子半左衛門房義 竪帳 後補表紙、四ツ目綴

2 臺宿出(ヵ)名一件出入諸雑用附立割合帳 文久2年8月 上宿、中宿 横帳

3 御傳馬役通 文久2年12月1日 戸塚宿 助郷 岩瀬村 小横

4 御傳馬役通 文久3年3月12日 戸塚駅 助郷 岩瀬村 小横

5 御傳馬役通 文久3年6月 戸塚駅 助郷 岩瀬村 小横

6 御傳馬役通 文久3年12月1日 戸塚宿 助郷 岩瀬村 小横 付箋剥離

7 御傳馬役通 元治元年5月 岩瀬村 小横

8 御傳馬役通 元治元年7月 戸塚宿 助郷 岩瀬村 小横

9 御傳馬役通 元治元年9月 岩瀬村 小横

10 御請印形帳(御進発に付助郷に関し) 元治元年11月 同州同郡(相州鎌倉郡)小菅ヶ谷村 竪帳
名主 弁吉、他121名

11 御神忌ニ付宿役人数書上帳 元治2年4月15日 東海道戸塚宿 竪帳
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12 大炮方・小筒方 御通行人足買揚賃銭控帳 丑（慶応元年)4月15 本宿 問屋 横帳
日

13 御請印帳(御進発御用に付) 慶応元年5月7日 相州鎌倉郡下柏尾村 名主 藤吉、 横帳
他33名

14 御進發ニ付休役村々請印帳 慶応元年5月 相州鎌倉郡下柏尾村 名主 藤吉、 竪帳
他33名

15 御進發御供役々御泊賄御印鑑面書上帳扣 慶応元年5月 戸塚宿 年寄 彦平、同 所右衛門 木村董平様御手附 太田原慎吾様 竪帳 付箋剥離

16 御進發ニ付御馬休泊飼料御印鑑面書上帳 慶応元年5月 竪帳 後欠 付箋剥離

17 御進發ニ付御昼休御本陣へ差入候御買揚品 慶応元年5月 相州鎌倉郡戸塚宿 年寄 佐助、 木村董平様 御役所 竪帳
問屋 仁兵衛

18 御進發ニ付御昼休御本陣へ差入候御買揚品控 慶応元年5月 戸塚宿 年寄 佐助、問屋 仁兵衛 木村董平様 御役所 竪帳

19 御進發ニ付乗馬小荷駄飼料御相對拂入用積書上帳扣 慶応元年5月 戸塚宿 問屋 仁兵衛、年寄 彦平 木村董平様御手附 太田原慎吾様 竪帳

20 御進發ニ付御召馬飼料御相對拂入用積書上帳扣 慶応元年5月 戸塚宿 年寄 彦平、同 才助 木村董平様御手附 太田原慎吾様 竪帳

21 助郷村々秣沓草鞋請取帳 慶応元年5月 竪帳

22 秣御渡所弐ヶ所并諸色損料積立書上帳扣 慶応元年5月 竪帳

23 御法會ニ付公家衆御帰京人馬書上帳 慶応元年閏5月8日 問屋 仁兵衛 木村董平様御手代 西山義代太郎 竪帳
様

24 御進發御供役々御昼賄御印鑑控帳扣 慶応元年閏5月 戸塚宿 年寄 彦平、同 所右衛門 木村董平様御手附 太田原慎吾様 竪帳

25 秣草鞋沓残置所控 慶応元年閏5月 戸塚宿 竪帳

26 貯高秣取調書上帳扣 慶応元年閏5月 戸塚宿 年寄 彦平、他1名 木村董平様御手附 太田原慎吾様 竪帳

27 御日割外御進發役々様被下雇人馬御印鑑書上帳控 慶応元年6月 問屋 仁兵衛 竪帳

28 人馬賃銭御内渡書上帳 慶応元年6月 東海道戸塚宿 竪帳

29 梶井宮様、大炊御門右大将様、外十九卿様地下衆并御 慶応元年7月 木村董平御代官所 相州鎌倉郡戸 道中宿々御取締 御役人中様 竪帳 付箋剥離
警衛御役人中様人馬継立高書上帳 塚宿 問屋 仁兵衛、他2村7名

30 御進發ニ付御継立寄人馬書上帳控 慶応元年8月13日 東海道戸塚宿 問屋 内山仁兵 木村董平様 御役所 竪帳
衛、年寄 彦平、他2名

31(1) 御進發ニ付革藁糠大豆薪御吟味ニ付御拂代金書上帳扣 (慶応元年）9月20日 当御代官所 東海道戸塚宿 役人 木村董平様御手代 桑山時蔵殿、 竪帳
惣代 年寄 所左衛門、同 内山仁 西村義一郎殿
兵衛、他1名
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31(2) 奉請取金子之事（御進発秣代内借に付） (慶応元年）12月5日 東海道戸塚宿 役人惣代 年寄 佐 木村董平様 御役所 一紙
輔、他1名

32 諸色直段書上帳扣 慶応元年9月19日 相州鎌倉郡東海道戸塚宿 年寄 木村董平様御手代 桑山時蔵様、 竪帳
所左衛門、他2名 他1名

33 御進發ニ付御賄米梅干澤庵差引書上帳扣 慶応元年9月20日 東海道戸塚宿 役人惣代 年寄 所 木村董平様御手代 桑山時蔵様、 竪帳
左衛門、他2名 他1名

34 御召・御次御馬飼料積立書上帳 慶応元年9月20日 年寄 所左衛門、他2名 木村董平様御手代 桑山時蔵様、 竪帳
他2名

35 御進發御帰陣之節諸品有無見込書上扣 慶応元年9月21日 當御代官所 東海道戸塚宿 年寄 木村董平様御手代 桑山時蔵様、 竪帳
伊兵衛、他18名 西村義一郎様

36(1) 御進發ニ付御賄品渡方并ニ残品取調書上帳 慶応元年9月 戸塚宿 年寄 佐輔、問屋 内山仁 木村董平様御手代 桑山時蔵様、 竪帳 合冊・2冊の内1
兵衛 西村茂（ママ）一郎様

36(2) 差上申御請書之事 慶応2年5月12日 戸塚宿 差人惣代 年寄 佐助 木村董平様 元御役所 竪帳 合冊・2冊の内2

37 御買上代金運賃仕上帳 慶応元年10月 戸塚宿 役人惣代 問屋 内山仁兵 木村董平様 御役所 竪帳
衛、他2名、下柏尾村、他39村

38 御進發ニ付御昼休御本陣へ差入候御買揚品 慶応元年11月 戸塚宿 年寄 佐助、問屋 庄助 木村董平様 御役所 竪帳 付箋剥離

39(1) 御進發御役々様御休泊小御〆書上帳扣 慶応元年12月 戸塚宿 問屋 内山仁兵衛、他1名 木村董平様 御役所 竪帳 一紙挟込み

39(2) 御進發御役御印札写帳胴尻書上帳 慶応2年3月 東海道戸塚宿 問屋 庄助、他1名 木村董平様御役所 御かかり 桑 一紙 冊子(1)に挟込み
山時蔵様、他1名

40 御請印帳(人馬不足に付戸塚宿当分助郷被申付に付) 慶応2年2月 武刕多摩郡五日市村 名主出府ニ 竪帳
付代 年寄 市郎左衛門、年寄 権
平、他当分助郷村々 15村33名

41 御請印帳(人馬不足に付戸塚宿当分余荷助郷被申付に 慶応2年2月 武刕比企郡瀬戸村 組頭 頭太 竪帳
付) 郎、組頭 此八、他當分餘荷助郷

村々 21村43名

42 (御進発に付御昼休所入用金請取綴) 慶応2年8月 竪帳 綴（2枚）

43 畜分飼荷助郷代村々着到帳 慶応2年11月 横帳

44(1) 御進發藝州表御引拂御帰府御役々様御泊食札調帳控 慶応2年12月 戸塚宿 問屋 内山仁兵衛、年寄 今川要作様 御役所 竪帳 合冊・5冊の内1
佐輔

44(2) 御進發藝刕表御引拂御帰府御役々様御昼食札調帳 寅(慶応2年）11月13 問屋 内山仁兵衛 竪帳 合冊・5冊の内2
日～11月晦日

44(3) (食札調帳) 寅10月9日～12月7 矢部町 竪帳 合冊・5冊の内3
日
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44(4) 食札御印鑑取調帳 寅(慶応2年)11月2日 吉田町 竪帳 合冊・5冊の内4
～12月6日

44(5) 歩兵方・大炮方・御目付方 御進發御用御役々様休泊喰 慶応2年12月28日 竪帳 合冊・5冊の内5
札書上扣

45 武州比企郡同多摩郡 宿余荷助郷示談村々并不勤村書 慶応3年1月 東海道戸塚宿 問屋 内山仁兵衛、 道中御懸り 御役人中様 竪帳
上帳 年寄 佐助

46 乍恐以書付奉再歎願候(蒲原宿代助郷免除願度に付) 慶応3年3月 大久保加賀守領分 駿州駿東郡所 道中御奉行所様 竪帳
領村、新芝村 右弐ヶ村惣代 所領
村 名主 傳重郎

47 食札御印鑑并人馬立辻書上帳控 慶応4年2月 戸塚宿 問屋 多兵衛 関東御取締御出役 中村政平様 竪帳

48 乗馬・小荷駄飼料御渡書入用積書上帳 子10月 東海道戸塚宿 役人惣代 年寄 仁 木村董平様 御用先御役所 竪帳 付箋剥離
兵衛、他2名

49 (日光御法会に付申達等控) 丑11月 竪帳

50 去々子年再度御上洛還御之節人馬五倍(ママ)賃銭殘金 3月25日 馬士 下ノ庄弁、他3名、宰領 市 竪帳
御下割賦帳 左衛門

51 御進發ニ付御本陣臨時御普請入用帳 戸塚宿 竪帳

52 書上写(御進発中定加助郷増助郷人馬遣方之儀に付廻 品川宿 山本伴蔵、他3名 神奈川宿ヨリ蒲原宿迄 助郷御惣 竪帳
状) 代衆中、宿々御問屋衆中

53 人馬通帳 明治2年3月 戸塚驛助郷岩瀬村 小横

54 人馬通帳 明治2年4月 岩瀬村 小横

一紙

1 借用申金子證文之事（御伝馬役馬代差兼差支に付） 嘉永6年4月 借用人 勘右衛門、證人 忠兵衛、 仁兵衛殿 一紙
他1名

2(1) 借用申金子證文之事（馬代金差支に付） 嘉永7年4月 借用人 粂蔵、證人 元八 仁兵衛殿 一紙 紙縒〆 3点の内1

2(2) 借用申金子證文之事（当巳年御伝馬役馬代金差支に付） 安政4年1月 借用人 粂蔵、證人 元八 仁兵衛殿 一紙 紙縒〆 3点の内2

2(3) 借用申金子證文事（御伝馬役勤金借用に付） 万延元年4月 御傳馬勤人 粂蔵、證人 元八 升屋 仁兵衛殿 一紙 紙縒〆 3点の内3

3 借用申金子證文之事（御伝馬役の馬買求代金差支に付） 安政3年9月 借用人市五郎代 證人引受 松五 仁兵衛殿 一紙
郎

4 借用申金子證文之事（御伝馬役引請申借用金に付） 安政6年4月17日 御傳馬役 受負人 清五郎、證人 仁兵衛殿 一紙
十兵衛
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5 借用申金子證文事（御伝馬役立馬一疋引請に付） 万延元年7月 御傳勤人 十蔵、證人 清蔵 升屋 仁兵衛殿 一紙

6 借用申金子證文之事（御伝馬役立馬引請に付） 万延元年8月20日 矢沢半七、他1名 仁兵衛殿 一紙

7 借用申御傳馬役金證文之事 文久3年3月25日 借用人 八右衛門、證人 彦次郎 仁兵衛殿 一紙

8 御傳馬役引受借用證文之事 文久3年3月26日 御傳馬役 引受人 仙蔵 仁兵衛殿 一紙

9 借用申御傳馬役金證文之事 元治元年10月14日 御傳馬役引受人 原宿村 喜三 戸塚宿 升屋 仁兵衛殿 一紙
郎、馬主引受 八左衛門

10 借用申金子證文之事（伝馬役馬代金差支に付） 元治元年10月24日 長尾臺村 御傳馬引受借用人 源 戸塚宿 年寄 仁兵衛様 一紙 前欠
次郎、他2名

11 請取申一札之事（御進発宿々人馬賃銭等請取に付） 元治元年10月25日 定加助郷惣代 上野村 民右衛 三ヶ町 御問屋中 一紙
門、他1名

12 御傳馬役引受證文之事 元治元年11月7日 御傳馬役主 孫七、引受人 重兵 年寄 仁兵衛殿 一紙
衛、他1名

13 一札之事（尾紀様御簾中加州様御守殿御進発御先達御 元治元年11月 三町 下役惣代 祐助、他2名 三町 御重役中様 一紙
老若様他通行御手当金請取に付）

14 覚（還御御供奉御役々様方御帰府人馬賃銭の内再度御 元治元年12月28日 助郷惣代 万三、仁右衛門 戸塚宿 御役人中 一紙
内渡御下置分請取に付）

15 御引受申御傳馬役證文之事 元治元年 田谷村 勘四郎、同 組合 證人 升屋 仁兵衛殿 一紙
六兵衛

16 御傳馬役金拝借證文之事 元治元年 御傳馬役引受人 金子借用主 源 戸塚宿 年寄 仁兵衛様 一紙
次郎、他2名

17 差入申御傳馬役金証文之事 元治2年3月2日 三丁目 清五郎、他1名 町方 御役人中様 一紙

18 御傳馬役引受給金拝借一札之事 元治2年3月9日 深谷村 引受人 徳兵衛、他1名 問屋 御役人衆中 一紙

19 御傳馬役引受給金借用証文之事 元治2年3月9日 名瀬村 引受人 清左衛門、他1名 問屋 御役人衆中様 一紙

20 御傳馬役引受給金拝借証文之事 元治2年3月9日 原宿村 引受人 喜三郎、他1名 問屋 御役人衆中様 一紙

21 乍恐以書付奉申上候（御進発中止に関し定助郷見合の 元治2年3月 木村董平御代官所 東海道戸塚宿 道中御奉行所様 一紙
村扱に付） 役人惣代 年寄 佐助

22 差上申一札之事（継立人馬差出に付） 慶応元年5月5日 岡津村 名主 清兵衛、他2名 一紙

23 覚（御進発に付助郷御手当金他請取証文） 慶応元年5月10日 定加助郷七拾五ヶ村惣代 小菅ヶ 戸塚宿 御役人衆中 一紙
谷村 名主 作兵衛、他1名

24 覚（御進発に際し雇替対談金請取に付） (慶応元年)閏5月1日 定助郷惣代 飯田村 名主 仁右衛 問屋 仁兵衛殿 一紙
門、他1名
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25 覚（御用宿賄入用金請取に付） 丑(慶応元年）閏5月 伊勢屋 清左衛門 御役人中様 一紙
10日

26 差入申金子證文之事（御伝馬役金諸入用不納に付借用 慶応元年8月6日 三丁目 拝借人 清五郎、他1名 町方 御役人中様 一紙
証文）

27 請取申金子之事（御進発御小休所普請残金に付） 慶応元年8月17日 堀田相模守知行所 山谷新田 佐 戸塚宿 御役人中様 一紙
平次

28 覚（日光御法会御進発御通行手当請取に付） 慶応元年12月 下役惣代 祐助、他1名 御役人中様 一紙

29 請取申金子之事（御進発の際人馬賃銭御下渡に付） 慶応元年12月 助郷惣代 中田村 名主 嘉衛次、 問屋 仁兵衛殿 一紙
他1名

30 覺（還御御用賃銭請取に付） 慶応2年12月 助郷惣代 上矢部村 名主 武兵 戸塚宿 御問屋中様 一紙
衛、他1名

31 借用申金子之事（御取締出役御休泊等賄金借用証文） 慶応3年9月 名主 小助、同 庄右衛門、問屋 内山仁兵衛殿 一紙
庄助、名主 四郎左衛門、年寄 所
左衛門

32 覚（日光御神忌御用勤候に付借用金証文） 丑5月22日 旅籠屋五拾三軒惣代 佐二兵衛、 御役人中様 一紙
同 半兵衛、同 文右衛門

33 覚（金子等請取証文） 丑5月23日 藤澤宿 問屋 松之助 戸塚宿 御問屋中 一紙

34 御請書（御進発の際御品預候に付） 丑5月24日 本陣 五郎右衛門 御役人中 一紙

35 借用申金子證文之事（人馬賃銭取扱方請金に付） 寅12月22日 借用人 久兵衛、請人 仁左衛門 問屋 内山仁兵衛殿 一紙

36(0) （封題）諸拂書出し入 問屋 仁兵衛 封 封(1)～(4)
紙背文書あり

36(1) 御役人衆中様（宿代請取に付） 寅8月23日 金子屋 又兵衛 一紙 封あり

36(2) （請取証綴） 寅 一紙 封あり

36(3) 御進發に付御本陣疊表之品（畳代書上に付） 5月晦日 善六 御役所様 一紙 封あり

36(4) 覺（代金請取に付） 8月23日 ゑどや 上 一紙 封あり

37 覚（川支に付借用証文） 卯8月2日 問屋 仁右衛門 仁兵衛殿 一紙

38 覚（馬四十疋代借用証文） 卯9月8日 問屋 仁右衛門 仁兵衛殿 一紙
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24.宗教

一紙

1 請取申金子之事（質屋仲間積金鎮守三社祭礼の砌音楽 文政12年1月 上宿 藤右衛門、中宿 多兵衛、他 質屋 仲間中 一紙
奉納手当として請取に付） 4町6名

26.家・生活・書簡

冊子

1 日記帳 安政3年1月 横帳

28.絵図

一紙

1(0) （封題）麁繪図奉差上候 子10月21日 原宿村 戸塚村 御役人衆中様 封 封(1)～(3)

1(1) （村麁絵図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり 彩色
原宿村 名主 文左衛門 28.0x40.2

1(2) （村麁絵図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり 彩色
原宿村 名主 文左衛門 27.8x40.2

1(3) （村麁絵図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり 彩色
原宿村 名主 文左衛門 27.8x40.2

2(0) （封題）麁繪図面三枚 上矢部村 正福寺 封 封(1)～(3)

2(1) （正福寺見取図） 図 封あり、33.4x47.2

2(2) （正福寺見取図） 図 封あり、33.2x46.8

2(3) （正福寺見取図） 図 封あり、33.3x47.1

3(0) （封題）東海道戸塚宿清源院麁繪図二枚 封 封(1)～(2)

3(1) （戸塚宿清源院麁絵図） 図 封あり、39.5x54.0

3(2) （戸塚宿清源院麁絵図） 図 封あり、40.0x54.5

4(0) （封題）麁繪図面四枚 上倉田村 蔵田寺 封 封(1)～(4)

4(1) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.3x47.8
上倉田村 名主 瀬平

4(2) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.4x48.1
上倉田村 名主 瀬平
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4(3) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.5x47.6
上倉田村 名主 瀬平

4(4) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.6x47.6
上倉田村 名主 瀬平

5(0) （封題）麁繪図面三数（ママ） 上矢部村 大善寺 封 封(1)～(3)

5(1) （大善寺見取図） 図 封あり、47.2x65.4

5(2) （大善寺見取図） 図 封あり、47.2x66.0

5(3) （大善寺見取図） 図 封あり、46.8x66.2

6(0) （封題）麁繪図面三数（ママ） 相州鎌倉郡原宿村 大運寺 封 封(1)～(3)

6(1) （大運寺見取図） 図 封あり、33.1x47.4

6(2) （大運寺見取図） 図 封あり、33.0x47.6

6(3) （大運寺見取図） 図 封あり、33.0x47.4

7(0) （封題）麁繪図面三数（ママ） 上倉田村 蔵田寺 封 封(1)～(3)

7(1) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、47.6x33.8
上倉田村 名主 瀬平

7(2) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.2x47.8
上倉田村 名主 瀬平

7(3) （蔵田寺見取図） 蜷川左衛門尉知行所 相州鎌倉郡 図 封あり、33.7x47.8
上倉田村 名主 瀬平

8(0) （封題）戸塚宿本陣九郎右衛門宅其外絵図面壱枚 附名 封 封(1)～(4)
主小助住居絵図弐枚

8(1) 御泊所戸塚宿本陣九郎右衛門宅其外絵図面 図 封あり、88.2x54.0

8(2) （戸塚宿名主小助住居絵図） 図 封あり 付箋(2枚)剥
離 取扱注意
54.8x39.6

8(3) （戸塚宿名主小助住居絵図） 図 封あり、55.0x39.5

8(4) （絵図断簡） 一紙 封あり 取扱注意

9(0) （封題）麁繪図絵面四数（ママ） 上矢部村 大善寺 封 封(1)～(4)

9(1) （大善寺見取図） 図 封あり、47.2x66.2
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9(2) （大善寺見取図） 図 封あり、46.4x66.0

9(3) （大善寺見取図） 図 封あり、47.2x64.4

9(4) （大善寺見取図） 図 封あり、47.4x66.4

10(0) （封題）麁繪図絵面三数（ママ） 相州鎌倉郡東俣野村、三谷新田 封 封(1)～(5)
村

10(1) （東俣野村麁絵図） 図 封あり、27.4x78.8

10(2) （東俣野村麁絵図） 図 封あり、27.6x79.0

10(3) （東俣野村麁絵図） 図 封あり、27.8x79.2

10(4) （龍長院見取図） 図 封あり、27.7x39.8

10(5) （龍長院見取図） 図 封あり、27.6x39.8

11(0) （封題）麁繪図絵面三数（ママ） 相州鎌倉郡染谷村 封 封(1)～(3)

11(1) （染谷村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.8x40.6

11(2) （染谷村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.8x40.4

11(3) （染谷村麁絵図） 図 封あり 彩色
28.0x40.4

12(0) （封題）麁繪図面弐数（ママ） 東俣野村、山谷新田村 封 封(1)～(3)

12(1) （山谷新田麁絵図面） 名主 織右衛門、他2名 図 封あり、27.5x38.0

12(2) （山谷新田麁絵図） 元治元年10月 名主 織右衛門、他2名 図 封あり、27.4x38.0

12(3) （山谷新田麁絵図） 元治元年10月 名主 織右衛門、他2名 図 封あり、27.6x38.0

13(0) （封題）麁繪図絵面三数（ママ） 相州鎌倉郡原宿村 封 封(1)～(3)

13(1) （原宿村麁絵図） 図 封あり 彩色
33.2x46.8

13(2) （原宿村麁絵図） 図 封あり 彩色
33.0x47.6

13(3) （原宿村麁絵図） 図 封あり 彩色
33.0x47.6
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14(0) （封題）麁繪図絵面三数（ママ） 相州鎌倉郡汲沢村 封 封(1)～(3)

14(1) （汲沢村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.6x40.0

14(2) （汲沢村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.0x40.0

14(3) （汲沢村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.6x40.0

15(0) （封題）麁繪図絵面壱数（ママ） 染谷村 封 封

15(1) （染谷村麁絵図） 図 封あり 彩色
27.8x40.4
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SG-05 相模国足柄上郡金手村
かなで

【現行地名】 神奈川県大井町金手
【概要】 金手（かなで）村は、一時的に幕府領となった時期を除いて小田原藩領。村高は、「元禄郷帳」320石余、「天保郷帳」399石余、「旧高旧領」では400石余。本村では、天正19

年（1591）・寛永17年（1640）・万治3年（1660）に検地が行われており、本文書群はそのうち寛永・万治の検地帳の一部である。
【年代】 寛永17年（1640）～万治3年（1660）
【点数】 3点（冊子3点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 相州西郡之内金手村地詰之帳 田方 寛永17年8月9日～ 松崎源右衛門、国吉孫兵衛、諸星 竪帳
10日 杢左衛門、森崎彦左衛門

2 相州西郡之内金手村地詰之帳 田方 寛永17年8月11日～ 松崎源右衛門、国吉孫兵衛、諸星 竪帳
12日 杢左衛門、森崎彦左衛門

3 相模國足柄上郡・大井庄金手田畑検地帳 万治3年1月15日 検地人 大貫教兵衛、飯倉五助、 竪帳
他8名
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【現行地名】 千葉県南房総市白浜町
【概要】 白浜村は、長尾川左岸に位置し、南部は太平洋に面する。領主は、里見氏が事実上改易された後、元和元年（1615）幕府領－旗本大久保氏領と変遷し、天保13年（1842）に

武蔵忍藩領（奥平松平氏）、嘉永6年（1853）に幕府領（備前岡山藩預地）となった。明治元年（1868）に駿河田中藩から本多氏が入部し、白浜村に長尾藩陣屋を置くが、翌年
版籍奉還を実施。村高は、「元禄郷帳」1410石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1420石余。明治4年に長尾県、同年11月に木更津県、同6年に千葉県に属す。同30年、郡の
再編により朝夷郡が廃止され、安房郡に属した。
白浜村は東西にわかれており、そのうち東高の名主高木吉兵衛家文書である。当村は漁村でもあり、浜方金の請取状や鰶（このしろ）網水揚帳、明治期の漁業調査史料など
が多く残る。このため、３．租税・貢租と16．農林水産業に中分類を立項した。

【年代】 元禄9年（1696）～明治45年（1912）
【点数】 315点（冊子67点、248点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 浦賀御用留 安永5年1月25日 竪帳

一紙

1 覚(絵図・古文書預りに付) 元禄9年12月18日 石川又四郎内 榎本弥右衛門、羽 例崎村 年寄共 権右衛門方、源 一紙
生久右衛門 左衛門方、他2名

2 親類書 享保2年3月 大久保淡路守 一紙

3 指上申一札之事(御吟味の節差上候四品此度請取に付) 宝暦4年5月26日 大久保左京亮知行所 房州朝夷郡 御奉行所様 一紙
白濱村 名主 吉兵衛、他7名

4 （武家奉公人書上） 未1月 一紙 前欠

5 （名字御免状） 戌5月 （大井三郎兵衛、他3名） （白浜村 名主 吉兵衛） 一紙 封あり

5 （改名認可状） 酉6月23日 一紙 封あり

6 （印形持参の上慈眼寺へ御越願に付書状） 2月16日 （行方）三左衛門 （高木）吉兵衛様 一紙

7 （村方役田畑図書預りの分取上他に付返答書） 閏2月 大久保右京亮内 武田縫殿右衛門 一紙

8 （源蔵に預け候役地取上に際する麦作収納扱いに付書 閏2月 大久保右京亮御内 武田縫殿右衛 一紙
付） 門

9 曲渕豊後守様ヨリ戌三月六日ニ相渡候答書之写（名主役 3月 大久保右京亮内 武田縫殿右衛門 一紙
地安堵願等に付）

10 （御知行所の儀申達有之候間御家来差出べきに付書状） 5月24日 曲渕豊後守 大久保右京亮様 一紙

11 （御屋敷様奥様逝去についての会合に付書状） 7月22日 丸村 武兵衛 忠左衛門様、善次郎様、他3名 一紙
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12 （丸村廻状送状） 7月22日 市郎左衛門 吉兵衛様、新五左衛門様 一紙

13 （御屋敷勘定に付書状） 10月11日 兵左衛門 彦（ヵ）兵衛様 一紙

14 （御用のため止宿まで罷出られ度に付書状） 10月23日 亀里万作 白濱村東高 吉兵衛殿 一紙

15 乍恐以書付奉願上候（吟味のため召出され預けられた白 馬喰町壱丁メ 家主 庄左衛門、同 一紙 後欠
浜村吉兵衛他、御暇願に付） 丁二丁目 十兵衛店 長兵衛、他

（後欠のため不明）

2.土地

冊子

1 田畑名寄扣覚帳 延享4年 吉兵衛 横帳 フケ

2 田畑名寄扣覚帳 寛政3年11月 小戸 吉兵衛 横帳

一紙 A．家督・役地

1 奉願上候覚（御役給配分改願に付） 宝暦3年2月 半左衛門、他6名 一紙

2 書附以願上申候（名主役給地仲右衛門家督に仕度に付） 宝暦3年3月 権太郎、惣右衛門、長兵衛、他13名 吉兵衛殿 一紙

3 書付以願上申候（仲右衛門家督に付） 宝暦3年3月 権太郎 吉兵衛殿 一紙

4 口上（控地の内西川と申す処、相続に付） 宝暦10年 久七 惣役人中 一紙

5 差上申一札之事（家督相続願に付） 明和3年4月 組頭 庄左衛門、同 喜右衛門、五 吉兵衛殿、藤次郎殿 一紙
人組 多兵衛

6 （替地等の儀に付書付） 亥9月 白濱村 年寄 吉兵衛、他5名 一紙

7 覚（名主地・組頭地・筆取地高書上に付） 一紙

8 乍恐書付ヲ以奉願上候（名主役図書殿病死、養子善太郎 一紙
離縁のため役田渡仰付願に付）

一紙 B．その他

1 覚（領内村高書上に付） 安永5年3月 安房國朝夷郡白濱村 觸次 名主 伊奈半左衛門様 御役所 一紙 継目外れ(2枚)
吉兵衛

2(1) 借用申金子證文之事 弘化2年5月 借主 七兵衛、請人 新兵衛、仲人 久左衛門殿 一紙 封あり
五惣右衛門

2(2) 賣渡し申畑年賦證文之事 文久元年7月 西濱村小戸 地主 七兵衛、請人 太郎兵衛殿 一紙 封あり
善七郎
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3 済書證文之事（質入に付） 文久元年3月 質主 白濱村 久左衛門、受人 南 山本村 小原善兵衛殿、高木周岱 一紙
条村 清左衛門 殿

4 覚（領内村高書上に付） 一紙 継目外れ(2枚)

5 覚（田畑数書上） 一紙

3.租税・貢租

冊子

1 未年田畑差引勘定帳 元文4年12月 小戸（村）、原（村） 横帳

2 午年田畑御物成當座目録 寛延3年 白濱村 竪帳

3 地浦請金割合并支配方取立上納帳 宝暦12年8月 横帳 付箋（多数）剥離 虫
損大、取扱注意

4 未年御物成當座目録 安永4年12月 白濱村 名主 吉兵衛 亀野五郎左衛門様 川名吉左衛門 竪帳
様

5 酉年御物成目録 安永6年12月 白濱村分郷 竪帳

6 萬納方覚帳 天明6年1月 横帳 付箋剥離 取扱注意

7 西高御年貢納帳并東高納有り 天明8年12月 小横

8 早粳改覺帳 寛政元年8月19日 白濱村東高 横帳

9 御免米御延米割付勘定帳 寛政元年10月 白濱村 横帳

10 冥加金割合留帳 寛政11年5月 久左衛門、他4名 横帳

11 蚫根冥加金一件之帳 寛政11年5月 横帳

12 蚫冥加金上納帳 文化元年4月 横帳

13 殿様御類焼ニ付蚫冥加金上納帳 文化3年9月 横帳

14 村方畑仕澤書抜 安政6年1月 白濱村小戸浦 高木徳兵衛控 横帳

15 （寅年より未年迄未納分早々上納催促に付書状） 11月16日 亀里万作 白濱村東高 吉兵衛殿 竪帳

一紙 A．浜方金

1 覚（才覚金・浜方金請取に付） 寛延3年4月2日 小文之允、九徳左衛門 白濱村 名主、役人、他3村 一紙

2 覚（鯨運上金請取に付） 亥(安永8年）11月10 宇山徳右衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙 封あり
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日

3 覚（亥浜方金請取に付） 寛政3年6月2日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙

4 覚（子の浜方金請取に付） 子2月12日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

5 覚（子浜方金請取に付） 子3月19日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

6 覚（子浜方金請取に付） 子3月19日 保田孫左衛門 長兵衛殿 一紙

7(0) （封題）子ノ年濱方金御手形入 封 紙縒あり

7(1) 覚（子七月分浜方金請取に付） 子7月11日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(2) 覚（子八月分浜方金請取に付） 子8月22日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(3) 覚（子六月分浜方金請取に付） 子6月21日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(4) 覚（塩浦浜方金請取に付） 子6月29日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(5) 覚（浜方金請取に付） 子12月21日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(6) 覚（浜方金請取に付） 子10月26日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(7) 覚（子九月分浜方金請取に付） 子9月22日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(8) 覚（十一月分浜方金請取に付） 子11月22日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

7(9) 覚（七月分島崎浜方金請取に付） 子7月11日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

8 覚（丑三月分浜方金請取に付） 丑4月5日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

9 覚（五ヶ浦浜方金請取に付） 丑8月26日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

10 覚（浜方金請取に付） 丑9月24日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

11 覚（浜方金請取に付） 丑10月26日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

12 覚（浜方金請取に付） 丑11月4日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

13 覚（浜方金請取に付） 丑12月17日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

14 覚（浜方金請取に付） 寅1月27日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

15 覚（浜方金請取に付） 寅2月27日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

16 覚（浜方金請取に付） 寅3月28日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

17 覚（浜方金請取に付） 寅3月28日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙
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18 覚（浜方金請取に付） 寅11月7日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

19 覚（浜方先納金請取に付） 卯2月5日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

20 覚（浜方金請取に付） 卯6月12日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

21 覚（浜方金請取に付） 卯7月2日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

22 覚（酉浜方金請取に付） 酉5月20日 角田半左衛門 白濱村分郷 吉兵衛殿 一紙

23 覚（浜方金・冬成金等請取に付） 酉12月20日 川戸村 吉兵衛 白濱村 吉兵衛殿 一紙

24 覚（戌年浜方金請取に付） 戌9月2日 宇山徳右衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

25 覚（亥九月納浜方金請取に付） 亥9月2日 宇山徳右衛門 白濱東高 吉兵衛殿 一紙

26 覚（鰹控代割請取に付） 亥9月5日 白濱村 要右衛門 白濱村 吉兵衛殿、同 新五右衛 一紙
門殿

27 （浜方運上金請取他に付書状） 6月17日 亀里万作、佐口民右衛門 白濱村東高 吉兵衛殿 一紙

28 覚（浜方金請取に付） 6月27日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

29 覚（寅年浜方金請取に付） 7月26日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

一紙 B．諸年貢

1 （年貢勘定目録） 宝暦11年1月 朝夷郡白濱村 名主 吉兵衛 佐口浅右衛門殿、森作兵衛殿 一紙 前欠 継目外れ(2枚)

2 御免状写 明和元年8月 名主 七郎兵衛 高木久左衛門様 一紙

3 御免状写田方 明和元年8月 大野村 忠左衛門 高木久左衛門様 一紙 継目外れ(3枚)

4 乍恐以書付御願申上候（先納金御返済に付） 安永2年12月 白濱村西高 名主 吉左衛門、 池川弥平左衛門様、他3名 一紙
他30名

5 覚（当寅御運上金請取に付） 天明2年10月19日 川戸村 半左衛門 白濱分郷 吉兵衛殿 一紙

6 覚（春麦請取に付） 天明7年8月10日 伊吹権右衛門 白濱村東高 名主 吉兵衛殿 一紙

7 覚（酉年未納金請取に付） 寛政2年9月26日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙

8 覚（慈眼寺分御年貢、田地作方の儀に付） 子1月20日 行五（三）左衛門 吉兵衛殿、吉右衛門殿 一紙

9 覚（金子請取に付） 子4月19日 宇山徳右衛門 白濱東高 ［虫くい］（吉）［虫くい］ 一紙
［虫くい］（衛）殿

10 覚（子暮御焼失に付御用金請取に付） 子12月26日 仲右衛門 高木吉兵衛殿 一紙

11 覚（寅年運上金請取に付） 寅7月1日 行方三左衛門 高木吉兵衛殿 一紙
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12 覚（寅暮先納御用金請取に付） 寅12月21日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

13 覚（卯年夏成金請取に付） 卯4月24日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

14 覚（先納金請取に付） 卯5月26日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

15 覚（臨時先納御用金請取に付） 卯6月2日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

16 覚（臨時先納御用金に付） 卯6月16日 飯田吉左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

17 覚（物成金書上） 辰1月9日 白濱村 吉兵衛 森作兵衛殿 一紙

18 覚（金子請取に付） 辰1月14日 森作兵衛 高木吉兵衛殿 一紙

19 覚（御物成代金請取に付） 辰12月14日 川戸村 半左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

20 （当辰御物成并拝借年賦金相納候に付書状） 辰12月28日 大井源兵衛 東高 吉兵衛殿 一紙

21 覚（当巳御物成上納金請取に付） 巳12月22日 川戸村 吉兵衛 白濱村分郷 吉兵衛殿 一紙

22 覚（未年運上金請取に付） 未5月18日 角田半左衛門 白濱村分郷 高木吉兵衛殿 一紙

23 覚（運上金請取に付） 未9月20日 角田半左衛門 分郷 吉兵衛殿 一紙

24 覚（運上金請取に付） 未9月21日 川戸村 角田半左衛門 白濱分郷 吉兵衛殿 一紙

25 覚（申運上残金等請取に付） 申12月22日 川戸村 角田半左衛門 白濱分郷 吉兵衛殿 一紙

26 覚（田畑方差引勘定に付） 酉3月10日 吉兵衛 源蔵殿 一紙

27 覺（表御長家御普請御用金請取に付） 酉3月29日 角田半左衛門 白濱村 与頭 吉兵衛殿 一紙

28 覚（秋成納金請取に付） 酉8月13日 角田半左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

29 覚（年貢御蔵納不足のため源蔵へ引廻しに付） 酉8月 清次郎、他2名 吉兵衛殿 一紙

30 以書付申上候（委料（ヵ）米取立に付） 酉8月 林兵衛、他10名 吉兵衛殿、他6名 一紙

31 一札之事（郷勘定百姓委料（ヵ）に仕候事言上に付） 酉8月 林兵衛、六兵衛、他9名 吉兵衛殿 一紙

32 口上（御内所金の儀等に付） 酉8月 庄吉 吉兵衛殿 一紙

33 一札之事（大豆代小物成勘定仕法に付） 酉8月 林兵衛、他10名 吉兵衛殿 一紙

34 以書付申上候（委料米御取立に付） 酉8月 惣百姓代 林蔵、他10名 吉兵衛殿、他6名 一紙

35 覚（去寅年より午年迄五ヶ年中御物成納小手形請取に付） 酉9月19日 亀里万作 白濱村 彦兵衛殿 一紙

36 酉年御物成當座目録 白濱村東高 酉12月8日 一紙 虫損
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37 覚（申年勘定差引請取に付） 戌2月 付落分渡シ 吉兵衛 おさの殿 一紙 継目外れ(3枚)

38 覚（田畑御年貢勘定相違に付） 戌閏2月13日 吉兵衛 おさの殿、清右衛門殿 一紙

39 （未納金催促等に付書状） 戌4月16日 中嶋儀左衛門 高木久左衛門様 一紙 封あり

40 （申酉年未納金請取に付書状） 戌6月2日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙

41 覚（戌年石代金請取に付） 戌12月10日 宇山徳右衛門 白浜村東高 吉兵衛殿 一紙

42 覚（戌年石代金請取に付） 戌12月15日 宇山徳右衛門 東高 吉兵衛殿 一紙

43 覚（戌年御物成金請取に付） 戌12月22日 宇山徳右衛門 東高 吉兵衛殿 一紙

44 覚（戌年御物成皆済金請取に付） 戌12月23日 宇山徳右衛門 東高 吉兵衛殿 一紙

45 覚（夏成金等請取に付） 亥5月2日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

46 覚（上納の御用金分年貢引立に付） 亥5月19日 保田孫左衛門 白濱村 吉兵衛殿、同 新五左衛 一紙
門殿

47 覚（赤坂御用金請取に付） 亥7月28日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

48 覚（品川利右衛門分取替金請取に付） 亥9月1日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

49 覚（御用金請取に付） 亥9月 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

50 覚（御用金請取に付） 亥10月1日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

51 覚（亥御物成請取に付） 亥10月18日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

52 覺（米請取に付） 亥10月21日 高橋平次郎、秋野忠蔵 白濱村 吉兵衛殿 一紙

53 覚（御用金請取に付） 亥10月27日 要右衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

54 覚（御物成金等請取に付） 亥12月11日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

55 覚（酒運上請取に付） 亥12月15日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

56 覚（金子請取証文） 亥12月26日 保田孫左衛門 高木久左衛門殿 一紙 継目外れ(2枚)

57 覚（亥暮時御用金等不足金取立に付） 2月25日 保田孫左衛門 高木久左衛門 一紙 継目外れ(2枚)

58 （五月納先納出精致すべきに付追伸） 4月19日 一紙

59 覚（寅年より巳年の過納未納書上） 7月 一紙 後欠

60(1) （大貫村損毛のため庄兵衛差出の見分願不埒に付書状） 9月17日 石河瀧右衛門、中嶋儀左衛門 高木吉兵衛様 一紙
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60(2) （大貫村与頭より金子請取、請取手形遣す他に付書状） 9月17日 義左衛門 吉兵衛様 一紙

61 (未納金の儀に付書状) 10月15日 大井源兵衛 東高 吉兵衛様 一紙

62 (御物成金為替金請取に付覚) 11月20日 福井弥兵衛 白濱村 吉兵衛殿 一紙

63 覚(東御年貢米代請取に付) 11月21日 角田半左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

64 (御払米代金請取に付書状) 11月26日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙 封あり

65 覚(金納請取に付) 12月4日 要右衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

66 (残米残金御納に付書状） 12月14日 一紙

67 覚(冬成金等請取に付) 12月22日 川戸村 半左衛門 高木吉兵衛殿 一紙

68 (物成金請取に付書状) 12月23日 福井弥兵衛、佐々茂左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

69 (米差引勘定に付覚) 一紙 重折り(2枚)

70 覚(未納金に付) 一紙

71 覚(米高書上に付) 一紙

一紙 C．皆済目録

1 (辰御年貢皆済目録） 安永2年11月 宇山徳右衛門、他4名 白濱村東高 名主、組頭、惣百姓 一紙 前欠

2 午御年貢皆済目録 安永3年 一紙 後欠 継目外れ(3枚)

3 （午御年貢皆済目録） 安永4年5月 宇山徳右衛門、他3名 白濱村東高 名主、組頭、惣百姓 一紙 前欠

4 申御年貢皆済目録 安永6年5月 宇山徳右衛門、他2名 白濱村東高 名主、組頭、惣百姓 一紙

5 辰御年貢皆済目録 天明5年5月 小泉 忠七 白濱村分郷 名主、組頭、惣百姓 一紙

6 辰之田畑御年貢皆済目録 一紙 後欠 継目外れ(4枚)

7 寅御年貢皆済目録 一紙 継目外れ(5枚)、後半
開披不能

一紙 D．中間給金

1 覚(御仲間給金請取に付) 亥（寛保3年）閏4月 丸村 友右衛門 白濱村 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙
29日

2 覚（金子請取に付） 子2月4日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

3 覚(切米残金請取に付) 丑4月29日 保田孫左衛門 忠左衛門殿 一紙
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4(1) (江戸抱御中間給金請取に付書状) 寅9月7日 吉野孫右衛門 高木吉兵衛様 一紙 封あり

4(2) 覚(寅年奉公人上金請取に付) 寅9月7日 吉野孫右衛門 高木吉兵衛殿 一紙 封あり

5 (分郷分卯夏成金、御仲間上金送付に付書状) 卯5月21日 保田善右衛門 高木吉兵衛様 一紙

6 覚(物成金、仲間金、冬成金請取に付) 辰12月26日 川戸村 半左衛門 分郷 吉兵衛殿 一紙

7 覚(寄人給金に付) 未12月15日 高橋平次郎 白濱村 定治殿 一紙

8 覚(当申年御宛人御給金請取に付) 申1月13日 高橋平次郎 白濱村東 定治殿 一紙

9 覚(夏成納金、御仲間増金割請取に付) 申4月10日 角田半左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

10 覚(夏成金、御仲間給金請取に付) 酉4月15日 角田半左衛門 白濱 分郷 吉兵衛殿 一紙

11 覚(仲間五人江戸抱助米に付) 戌12月25日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙 継目外れ(2枚)

12 覚(亥御仲間切米残金請取に付) 亥3月17日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

13 覚(御仲間五人分増金請取に付) 亥7月9日 大貫村 忠左衛門 白濱村 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

14 覚(御仲間給金請取証文) 亥7月10日 丸村 友右衛門 白濱村 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

15 覚(江戸抱中間分請取に付) 亥12月29日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

16 (夏成金、御仲間金請取等に付書状) 5月16日 角田半左衛門 高木吉兵衛様 一紙 封あり

17 覚(雇仲間給金請取に付) 12月25日 保田孫左衛門 吉兵衛殿、新五左衛門殿 一紙

一紙 E．国役

1 覚(川々普請国役金請取に付) 天明4年7月20日 大井源兵衛 白濱村東高 吉兵衛殿 一紙

2 覚(国役金請取に付) 天明5年10月 橋本杢右衛門、大井源兵衛 白濱村東高 吉兵衛殿 一紙 端破損

3(1) 覚(関東筋川々御普請国役金請取に付) 寛政元年10月5日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙 封あり

3(2) 覺(当戌国役金請取に付) 寛政2年10月29日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙 封あり

3(3) 覺（杖珠院納国役金当戌年分請取に付) 寛政2年11月4日 亀里万作 白濱村 吉兵衛殿 一紙 封あり

4 覺(運上金、国役金請取証文) 酉9月22日 角田半左衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

4.戸口

一紙

1 以書付御願申上候(五郎三出奔に付人別帳面御除願) 明和5年2月 五郎三親 五三郎、他5名 白濱村 名主 吉兵衛殿、他3名 一紙
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2 一札之事(私妻源助と不義仕候故立退に付) 酉8月 吉三郎 吉兵衛殿 一紙

6.村・村政

冊子

1(1) 出入之節入用集 五拾文屋別 弐百文屋別 三百文屋別 宝暦4年9月 横帳 合冊・2冊の内1
十石壱貫弐百文 取取（ママ）帳

1(2) 出入之節勘定差引集 宝暦4年9月19日 横帳 合冊・2冊の内2

2 出入之節差引勘定集 宝暦7年5月29日 高木吉兵衛、他67名 横帳

3 丑年村方借用金返済覚帳 宝暦11年12月 横帳

4 村方借用金江年賦金返済割付帳 明和4年10月 横帳

5(1) 亥御歳暮割帳 安永8年12月16日 当番 白間津村 横帳 合冊・2冊の内1

5(2) 子御歳暮わり帳 大川 当番 横帳 合冊・2冊の内2

6 未御用留帳 天明7年1月 横帳 焼損 取扱注意

7 亥御用留帳 寛政3年4月 横帳 焼損 取扱注意

8 源蔵出入之節村方借用金并返済方覚帳 寛政4年2月 横帳

一紙

1 (村明細書上) 延享3年5月 一紙 前欠 継目外れ(3枚)

2 (願書断簡) 寛延4年5月 吉兵衛、他村役人6名、惣百姓52名 飯田吉左衛門様 一紙 前欠 継目外れ(3枚)

3 覚(日光御社参に関し書類請取に付) 安永4年12月27日 牧田村 戸右衛門 白濱村 吉兵衛殿、兵左衛門殿 一紙

4 覚(岩井沢御林へ植付のため人足扶持米に付) 天明7年3月5日 亀里萬作 白濱村東高 名主 吉兵衛殿 一紙

5 覚(海女賃銭他金銭請取証文) 辰1月28日 白濱村 名主 吉兵衛 森作兵衛殿 一紙

6 (武右衛門無尽願、浦方地請願等に付書状) 辰5月8日 大井源兵衛 東高 吉兵衛殿 御報 一紙 封あり
継目外れ(3枚)

7 覚(白浜村吉兵衛より差越の金子請取に付) 午8月3日 伊吹松右衛門 尾張屋 三郎兵衛殿 一紙 継目外れ(2枚)

8 覚(御用金他書上) 戌5月 原喜兵衛 横ヶ谷 弥五左衛門殿 一紙

9 覚（金子書上） 1月16日 一紙
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10 （御入料払請取書に付書状） 1月28日 東作兵衛 高木吉兵衛様 一紙

11 （未納金等に付書状） 2月16日 中嶋儀左衛門 高木久左衛門様 一紙

12 （請人帰府のため干鰯御世話見合他に付書状） 2月28日 大井源兵衛 白濱村東高 吉兵衛殿 御報 一紙 封あり

13 （為替金請取、長三郎家名一件等に付書状） 3月7日 大井源兵衛 白濱村東高 吉兵衛殿 一紙 封あり

14 （永作御林、大貫村囲米売捌等に付書状） 3月8日 大井源兵衛 白濱村東高 吉兵衛様 御報 一紙

15 （勘兵衛出府費用勘定に付書状） 5月1日 北朝夷村 山口勘解由 白濱村 青木善兵衛殿 一紙 封あり
継目外れ(2枚)

16 （出入首尾能く御祝儀に付書状） 6月7日 福原吉兵衛 高木吉兵衛様、参人々御中 一紙 封あり 折紙

17 （金子調達願春払米等に付書状） 12月22日 大井源兵衛 東高 吉兵衛様 御報 一紙

18 覚（八月三日付名前書上） 一紙

11.治安

一紙

1 口書證文之事（船難破に付） 宝暦9年12月25日 房州小湊村 西宮権兵衛舟 船頭 白濱村 御名主 吉兵衛殿、同村 一紙
太四郎、水主 善兵衛、他2名 組頭 半次郎殿、他5名

2 口書證文之事（船難破に付） 宝暦9年12月25日 房州小湊村 西宮権兵衛舟 船頭 白濱村 御名主 吉兵衛殿、御役 一紙
太四郎、水主 善兵衛、他2名 人衆中

3 差上申口書證文之事 宝暦9年12月29日 仙台湊 要四郎船拾五人乗 船頭 白濱村 名主 吉兵衛殿、他5名 一紙 後欠
安之助、他14名 （後欠のため以下不明）

4 覚（免穀並乱海具代請取に付） 辰(宝暦10年）1月28 仙臺 要四郎 船頭 安之助 房州白濱村 吉兵衛殿 一紙
日

5 浦方證文之事（大風浪にて磯間に打上げた舟の積荷、舟 宝暦10年1月13日 白濱村 名主 吉兵衛、組頭 半次 房州小湊村 西村権兵衛殿、永須 一紙
造作に付） 郎、他5名 太四郎殿、他3名

6 差上申證文之事（仙台住吉勘三郎船破船に付） 宝暦10年1月 房州朝夷郡白濱村 名主 吉兵衛 相模国浦賀 御番所 御當番衆中 一紙 虫損、取扱注意
様

7 差上申浦證文之事（仙台住吉勘三郎船破船に付） 宝暦10年1月 白濱村 名主 吉兵衛 相模国浦賀 御番所 御當番衆中 一紙
様

8 口書證文之事（船難破に付） 宝暦13年4月17日 船頭 久兵衛、水主 源三右衛門、 定治殿、兵左衛門殿、他10名 一紙
他4名

9 （破船諸道具に付書状） (宝暦13年）4月17日 白濱村 名主 兵左衛門、同 同定 瀧口村ヨリ洲崎村迄 右村々 御名 一紙 継目外れ(2枚)
治 主衆中様
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10 一札之事（破船積荷売り払い度に付） 午(宝暦13年）4月18 相州浦賀 船主 久四郎 白濱村 定治殿、兵左衛門殿、御 一紙
日 役人衆中

11 覚（破船引揚米代金請取に付） 辰1月9日 仙臺御役宿 森作兵衛 小戸村 名主 吉兵衛殿 一紙

12 差上申浦證文之事（松平陸奥守様御米積立の船、破船 一紙
に付）

12.訴訟

一紙

1 以書付申上候（七郎左衛門預けられ候に付） 宝暦3年6月15日 仁右衛門、他6名 吉兵衛殿、他6名 一紙

2 相渡申和談扱證文之事（未進金出入に付） 宝暦8年11月23日 長右衛門、他23名 白濱村 吉兵衛殿、他5名 一紙

3 乍恐以書付奉願上候（字東長尾の山相論に付） 嘉永4年8月 御領分朝夷郡白濱村字小戸 願人 御代官所 一紙
百姓 久左衛門、他2名

4 為取替申一札之事（字東長尾の山相論内済に付） 嘉永4年12月 朝夷郡白濱村 名主 吉兵衛、他2 久左衛門殿、喜三右衛門殿 一紙
村 3名

5 乍恐以書附奉［虫くい］願候（字東長尾の山相論再発に付） （白浜村字小戸 百姓久左衛門煩 一紙 継目外れ(8枚)
に付代兼同居 叔父 久兵衛）

6 乍恐書付ヲ以御答奉申上候（字長尾東平山に付） 白濱村小戸組 百姓 久右衛門 一紙

7 乍恐以書付奉願上候（字東長尾の山相論に付） （白浜村内字小戸浦 百姓久左衛 一紙
門煩に付 同居之弟 久兵衛）

8 示談証（水路開鑿及び変換冥加金に付） 明治21年11月23日 安房郡畑村千九十四番地 早川清 朝夷郡白濱邨 高木久伍殿 一紙
治、他2名

16.農・林・水産業

冊子 A．漁業

1 蚫商人立合人数留帳 宝暦12年3月 ［虫くい］浦 藤次郎、他25名 横帳

2 海士株留帳 寛政8年7月 横帳

3 所持海士家別留帳 文化元年6月 横帳

4 鰶網水揚帳 明治20年10月 高木修 横帳

5 鰶網入用帳 明治20年10月 高木修 横帳

6 鰶網入用帳 明治22年9月16日 高木氏 横帳
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7 鰹船水揚勘定帳 明治23年5月 高木修 横帳

8 鰶網水揚帳 明治25年10月 高木氏 横帳

9 鰶網入用人金勘定帳 明治25年10月 高木氏 横帳

10 鰶網水揚帳 明治26年10月 横帳 後欠

11 小戸漁業組合人名 明治27年1月 年番 横帳

12 鰶網人金并入用帳 明治27年10月 高木氏 横帳

13 積金徴収支分帳 明治28年1月 白濱小戸区 漁師中 横帳

14 鰶網水揚帳 明治30年10月 高木氏 横帳

15 鰶網水揚帳 明治34年10月 高木氏 横帳

16 鰶網入用勘定帳 明治37年10月 高木修 横帳

17 鰶網入用勘定帳 明治38年10月 高木修 横帳 フケ

18 鰶網水揚帳 明治38年10月 網納屋 横帳

冊子 B．漁業調査

1 水産調査日誌 明治25年5月 千葉縣第壱区水産調査所 竪帳 綴外れ

2 （本郡漁業組合に関し調査書類） （明治34年） 竪帳

3(1) 漁業視察総論 （明治36年） 竪帳

3(2) 契約書（神奈川県、千葉県、三宅島漁業者協定に付） 明治33年5月 安房西海漁業組合 代表者 千葉縣 竪帳 冊子(1)に挟込み
安房郡船形町 正木清一郎、他7名 印刷

3(3) 八丈島全図 （明治45年） 一紙 冊子(1)に挟込み
彩色、印刷

4 明治参拾七年度滊船使用秋刀魚漁調査報告書 明治38年1月12日 安房郡水産組合長 満井武平 安房郡長 江口英房殿 竪帳

5 明治三十八年度秋刀魚調査報告 明治39年4月 安房郡水産組合長 正木清一郎 竪帳

6(1) （漁道具調査書類） （明治） 竪帳 挿入文書あり(3点)

6(2) 改良巾着網之雛形 （明治） 一紙 冊子(1)に挟込み

6(3) 小形さんま網第一図 八手網 （明治） 一紙 冊子(1)に挟込み

6(4) さんまあミ手あミ片手の図 第二図 （明治） 一紙 冊子(1)に挟込み
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7 安房漁業組合伊豆七島漁場視察所感 （明治） 船形尋常高等小學校 訓導 安西 竪帳
真二郎

冊子 C．林業

1 笠木山勘定帳 宝暦5年4月 白濱村 横帳

一紙

1 差入申一札之事（浜業渡世諸魚差送りに付） 文久3年10月 房州朝夷郡白濱村嶋崎浦 山口久 伏見屋 五郎兵衛殿 一紙
右衛門

2 證文之事（捍造船代残金支払に付） 巳5月2日 請人 伊八、他1名 高木［虫くい］衛様 一紙

18.商業

冊子

1 目録定(荷為替金送付に付) 午4月22日 喜多村富吉 高木久兵衛殿 横帳

一紙

1 ほしか仕切 亥1月22日 安原や 次兵衛 高木徳兵衛殿 一紙

2 ほしか仕切 5月22日 松江藤右衛門 高木久左衛門殿 一紙

3 ほしか仕切 一紙 後欠

19.金融・貸借

冊子

1 天保七申年金貸帳より同拾四夘年迠之分書出シ其年々 天保7年～天保14年 小戸浦 久左衛門 原田半次郎殿 横帳
利足差引過不足記ス

2 預金出入差引帳 天保14年3月4日～ 波佐間村 有田屋 太左衛門 小戸 高木久左衛門様 横帳
文久3年3月

3 金貸方掛合抜書 安政5年3月 白濱村 高木久左衛門 横帳

4 於保恵(金銭出入に付) 安政6年1月 白濱村 高木徳兵衛 横帳

5 東方貸書抜 安政6年1月 白濱村 小戸 高木徳兵衛控 横帳

6 積金法及有金高貸附台帳 明治33年1月24日 白濱村 小戸區 漁業者組合 横帳
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一紙

1 覚（年賦口書認めに付） 宝暦元年12月7日 源蔵 仲右衛門殿 一紙

2 覚（金子請取済帳面消候に付） 子2月22日 白濱 要右衛門 白濱村 吉兵衛殿、同 新五右衛 一紙
門殿

3 覺（代金請取に付） 子10月1日 井筒屋 作兵衛 大坂屋 久兵衛様 一紙 封あり 封破損

4 覚（おさのへの貸金書上） 丑1月20日 金兵衛 吉兵衛殿、利左衛門殿 一紙

5 覚（代金請取に付） 丑1月20日 ぬかや 金兵衛 白濱村 吉兵衛殿、和左衛門殿 一紙 継目外れ(2枚)

6 (御払米代金請取に付書状) 辰12月28日 角田半左衛門 高木吉兵衛様 一紙

7 （新左衛門引負年賦金、白浜村にて廻金仰付他に付書 酉1月 庄吉 吉兵衛殿 一紙
状）

8 覚（新左衛門年賦金上納方に付） 酉8月 庄吉 吉兵衛殿 一紙

9 覚（雑用金預りに付） 戌4月7日 糠屋 金兵衛 白濱村 吉右衛門様、半次郎様、 一紙 継目外れ(2枚)
利左衛門様

10 覚（舟元上納金など請取に付） 亥7月18日 山口や 惣十郎 弥五左衛門殿 一紙

11 覚（釘まき包他代請取に付） 亥7月 山口や 惣十郎 弥五左衛門殿 一紙

12 覚（金子借用に付） 亥8月27日 井上弥七右衛門 白濱村 吉兵衛殿 一紙

13 覚（取立金返済約束に付） 亥12月5日 保田孫左衛門 高木久左衛門殿 一紙

14 覚（請取の金子に付） 2月4日 要右衛門 吉兵衛様、新五左衛門様 一紙

15 （金子請取候故、御乗船願い度に付書状） 7月14日 飯田善左衛門 高木吉兵衛様 一紙

16 （金子請取証文） 9月24日 飯田権右衛門 尾張屋 権兵衛殿 一紙

17 （為替金10両立替の問合せに付書状） 10月2日 植村善兵衛 高木吉兵衛様 一紙

18 （無尽不可入に付書状） 10月晦日 大井三郎兵衛 善兵衛様 一紙

19 （貸付金等に関し書状） 12月29日 糠屋 金兵衛 高木吉兵衛様 一紙 封あり

20 善太郎用金差出候覚 一紙

21 覚（大豆代書上に付） 一紙 後欠

22 借用申金子證書 明治11年9月 借主白間津村 新藤六治郎内之 白濱村 高木久左衛門殿 一紙 封あり
安蔵、他2名
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23.通信・情報

一紙

1 （幕府役職一覧） (宝暦2年～宝暦3年) 一紙

24.宗教

冊子

1 参拾年旧正月廿三日御祈禱費用割附帳 明治30年1月27日 小戸区 漁師中 横帳

26.家・生活・書簡

一紙

1 （時候挨拶に付書状） 2月13日 行方三左衛門 高木吉兵衛様 一紙

2 （時候挨拶に付書状） 10月20日 行方三左衛門 高木吉兵衛様、人々御中 一紙

3 （送人御座無遅延等に付書状） 18日 一紙 前欠

29.雑

一紙

1 （封紙） 兵左衛門 吉兵衛様 封 封のみ

2 （封紙） 白濱村 名主 吉兵衛殿へ 封 封のみ

3 （封題）未ノ年御公儀御觸請取入 封 封のみ

4 （封題）明つの 封 封のみ

99.その他

一紙 断簡

1 （断簡） 一紙

2 （断簡） 一紙
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AW-02 安房国長狭郡和泉村

【現行地名】 千葉県鴨川市和泉（旧鴨川町域）
【概要】 当初は泉村とみえる。はじめ里見氏領で、同氏が事実上改易された後、元和元年（1615）に幕府領。寛永10年（1633）に一部が飯野藩領（保科氏）となり、のち飯野藩領・常陸

玉取藩領（改易後、旗本酒井氏領）・旗本北条氏領の相給。この後同村が分村し、旗本北条氏領が古和泉村、飯野藩領が新和泉村、旗本酒井氏領が上和泉村・下和泉村と
わかれる。領主はこの後も変遷するが、天明5年（1785）までにすべてが館山藩領となり、幕末を迎えた。村高は、「元禄郷帳」1026石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1096石
余となっている。明治22年（1889）に東条村の大字となっており、本文書群にはその時代の文書も含まれる。

【年代】 文政4年（1821）～明治29年（1896）
【点数】 9点（冊子8点、一紙1点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 安房国長狭郡和泉村検地帳之写 （明治） 右村（和泉村） 惣代 佐久間藤次 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
郎、前田清四郎

8.水利・用水

冊子

1 新堰第鬮ニ而番取扣乃帳 文政4年1月5日 小横

9.土木・建築

冊子

1 土蔵普請職人手間控 嘉永6年7月 横帳

12.訴訟

一紙

1 乍恐以書附御訴訟奉申上候 安政6年5月 御領分長狭郡古和泉村 願人 権平 館山 御役所 一紙

16.農・林・水産業

冊子

1 八分板通帳 明治29年4月 安房國長狭郡東条邨和泉 小横

18.商業

冊子

1 渡海船上下勘定帳 明治15年11月 横帳 紙縒なし
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2 縄船勘定帳 （明治）11月 横帳 虫損大
一部開披不能

26.家・生活・書簡

冊子

1 勤務昇降録及得旨吟銘録 明治16年11月 長狭郡和泉村 筆生 宮嵜［虫くい］ 小横
馬

2 明治廿九年度自家用酒製造帳 明治29年 安房國長狭郡東條村和泉千八百 横帳
拾八番地 伏見五平
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AW-03 安房国平郡本織村〔加藤家文書〕
もとおり

【現行地名】 千葉県南房総市本織（旧三芳村域）
【概要】 本織（もとおり）村は、本折村とも書かれる。里見氏改易後、元和元年（1615）幕府領－旗本三枝氏領－幕府領・旗本坂部氏・島田氏領－館山藩領・武蔵忍藩領－館山藩領・

上野前橋藩領と変遷。村高は、「元禄郷帳」1202石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1203石余。
加藤忠蔵家文書と思われ、日記類が多い点に特徴がある。

【年代】 弘化2年（1845）～明治4年（1871）
【点数】 20点（冊子20点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 持高扣之覺 慶応2年1月 加藤氏忠蔵 横帳

6.村・村政

冊子

1 反古羽紙 文久2年2月 加藤氏 竪帳

19.金融・貸借

冊子

1(1) 頼母子講會毎割附 長谷山 横帳 合冊・2冊の内1
綴外れ

1(2) 割返し 金弐拾七両弐分 會毎割附 安政5年 長谷山 横帳 合冊・2冊の内2
綴外れ（4枚）

22.交通・運輸

冊子

1 道中川々橋銭休之泊り宿屋名前附 嘉永3年4月16日 加藤忠蔵 竪帳

24.宗教

冊子

1 天照皇太神宮金毘羅大権現両宮参り 文久元年9月11日 願主 忠蔵 竪帳

2 糯覚帳 元治元年6月7日 氏子中 横帳



AW-03 安房国平郡本織村〔加藤家文書〕 ( 58 )

26.家・生活・書簡

冊子

1 臼諸入用覚帳 弘化2年9月 加藤忠蔵 横帳

2 （日記覚） 嘉永3年11月 加藤忠蔵 竪帳 虫損大

3 金銀借貸并ニ日傭（ヵ）覚 安政6年1月 加藤氏 小横 紙縒破損

4 金銀出入覺 安政6年1月 加藤忠蔵 小横

5 不浄帳 文久2年9月 當門前 加藤 小横

6(1) 日傭（ヵ）帳 元治元年9月4日 加藤忠蔵 小横 合冊・2冊の内1

6(2) 念佛諸色覚 元治元年 加藤氏 小横 合冊・2冊の内2

7 日記覚 慶応2年1月 加藤忠蔵 竪帳

8(1) 千田渓月石碑諸懸之覚 慶応3年4月9日 加藤忠蔵 記之 横帳 合冊・3冊の内1

8(2) 千田渓月石碑建立ニ付手連之覚 慶応3年7月1日 加藤忠蔵 記之 横帳 合冊・3冊の内2

8(3) 千田渓月病死後之覚 慶応2年8月 加藤忠蔵 記之 横帳 合冊・3冊の内3

9 日記留 明治2年1月 加藤忠蔵 竪帳

10 治助養子披露祝賀儀入用諸色覚帳 明治4年2月 加藤忠蔵 横帳
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AW-04 安房国平郡佐久間中村

【現行地名】 千葉県安房郡鋸南町
【概要】 佐久間仲村とも書かれる。史料では郡名が平群（へぐり）郡となっているが、平（へい）郡の旧称（中世まで用いられた）であり、間違いではない。安政6年（1859）に上野前橋藩

領（松平越前家）になり、幕末にいたる。村高は、「元禄郷帳」876石余、「天保郷帳」890石余、「旧高旧領」877石余。
佐久間中村の弥五兵衛一件に関する史料であり、伝来の経緯は明らかではない。

【年代】 慶応3年（1867）
【点数】 1点（冊子1点）

12.訴訟

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 文久元酉年一月廿三日 房刕平群郡佐久間中村弥五兵 慶応3年3月3日 柳左門 竪帳
衛一件



KS-01 上総国山辺郡不動堂村

【現行地名】 千葉県山武郡九十九里町不動堂
【概要】 不動堂村は、与力旧知（一時幕府領と相給）。村高は、「元禄郷帳」で164石余、「天保郷帳」「旧高旧領」で244石余。九十九里浜に面し、鰯地引網漁業が盛んな漁村として発

展した。赤松四郎右衛門家文書ヵ。赤松四郎右衛門は、明治初期に漁産出張役をつとめており、本文書群には「船間数取調書上」などが含まれる。
【年代】 安政7年（1860）～明治8年（1865）
【点数】 12点（冊子12点）

3.租税・貢租

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 文久三亥年不動堂村皆済目録・同翌元治元子年關東筋 元治元年3月～9月 竪帳
川々国役金 請取写帳

2 上（御検見願に付） 慶応4年8月 元市政南裁判所附組与力給知 上 知縣事 御役所 竪帳
総国山邊郡西野村 名主 新三郎、
同給知 同不動堂村 組頭源内、
組頭 次郎兵衛、百姓代 源右衛門

3 辰御年貢納辻 明治2年2月 城本三八様、桜井孫六様 竪帳

6.村・村政

冊子

1 萬金銀出入覚帳 安政7年1月 上総國山邊郡不動堂村 赤松四郎 横帳
右衛門

2 萬金銀出入覚帳 慶応2年1月 横帳

3 萬金銀出入覚帳 明治2年1月 横帳 天部破損

4 萬金銀出入覚帳 明治3年1月 不動堂村 赤松四郎右衛門 横帳

12.訴訟

冊子

1 御歎願（修験大正院職掌に関し御尋の件に付） 明治5年4月8日 御管下 山邊郡不動堂村 赤松四 大網御役所 竪帳
郎右衛門、同郡下武射田村 三宅
逸作
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16.農・林・水産業

冊子

1 漁産物手数料取調書上 明治8年2月 右村（不動堂村） 漁産出張役 赤 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
松四郎右衛門、同郡 中村常次郎

2 船壹人別取調書 明治8年 右村（不動堂村） 佐久間東吉郎、 竪帳
鈴木梅松

3 船間数取調書上 明治8年 第八大区一小区 上總國山邊郡不 竪帳
動堂村

4 舩間數取調書上 明治8年 第八大区一小区 上総國山邊郡不 竪帳
動堂村

KS-01 上総国山辺郡不動堂村 （62）
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KS-02 上総国長柄郡味庄村
みしよう

【現行地名】 千葉県長生郡長柄町味庄
【概要】 味庄（みしょう）村は旗本戸田・飯田氏の相給。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」で399石余、「旧高旧領」で397石余。飯田氏知行分の庄屋山崎八郎右衛門家文書と思われる

が、確定できない。
【年代】 享保7年（1722）～明治2年（1869）
【点数】 9点（冊子3点、一紙6点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 覚（天満宮に寄進に付） 万延元年7月 地頭 飯田孫三郎 知行所 上総國長柄郡味庄村山崎 一紙
八郎右衛門、村役人、惣百姓

2.土地

冊子

1 田畑屋水帳之写 享保7年5月 味庄村 竪帳 綴外れ

2 田畑屋鋪名寄帳 享保19年2月 味庄村 名主 七郎右衛門、他3名 横帳

3 田畑屋鋪七段名寄帳 寛政9年2月 横帳 奥大破、綴破れ

一紙

1 譲渡申畑證文之事 天明7年12月 味庄村 地主 七兵衛、他3名 村 名主 市右衛門殿 一紙

3.租税・貢租

一紙

1 差上申御請一札之事（五年季定免仰付に付） 文政3年3月 米満村 名［破れ］ 長［破れ］、小沢 一紙 地部破損
村 名主 全左衛［破れ］、他3村3名

2 去辰御年貢勘定目録 一紙 後欠

3 乍恐以書附奉願上候（築城役、頼人足にて替え願に付） 明治2年7月 味庄村 庄屋 八郎右衛門、他2名 鶴舞 御役所 一紙

13.凶慌・災害

一紙

1 乍恐以書付御届奉申上候（雨天続き不作見込に付） 巳6月19日 右村(味庄村） 庄屋 八郎右衛門、 御郡村 調局、御役所 一紙 虫損
他2名
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KS-03 上総国長柄郡長谷村〔安藤家文書〕
ながや

【現行地名】 千葉県茂原市長谷
【概要】 長谷（ながや）村は、近世では生実藩領。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも425石余。明治22年（1889）に茂原町の大字となった。

村政関係史料の作成・所持記載からみて、安藤源之輔家文書とみられる。江戸時代には安藤源十郎を名乗っていたようで、組頭をつとめた。
【年代】 慶応3年（1867）～明治10年（1877）
【点数】 24点（冊子24点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1(1) （太政官布告、内務省布達、他控） （明治8年） 竪帳 合冊・10冊の内1

1(2) 第七大區三小區長谷村他一ヶ村合併願 （明治） 上総國長柄郡内長谷邨 小前惣代 竪帳 合冊・10冊の内2

1(3) （王政復興に際し建白書） 明治元年11月 本納儒、朽木修吉郎、源正綱 竪帳 合冊・10冊の内3

1(4) （追悼文） （明治） 竪帳 合冊・10冊の内4

1(5) （品物書上） （明治） 竪帳 合冊・10冊の内5

1(6) 地主摠代人増員願 明治10年6月29日 右村(長谷村) 用掛 山本金五郎、 第七・八大區 正副區長御中 竪帳 合冊・10冊の内6
山田名蔵

1(7) 地租改正事務掛本員願 明治10年6月29日 右村(長谷村) 用掛 山本金五郎、 第七・八大區 正副區長御中 竪帳 合冊・10冊の内7
山田名蔵

1(8) 奉差上御受札之事（入牢農兵平吉全快の際召連に付） 明治3年4月11日 右村（長谷村） 親類組合兼百姓 民政御役所 竪帳 合冊・10冊の内8
三左衛門、組頭 嘉右衛門

1(9) 奉差上御受札之事（凶作のため夫食差支に付米拝借願） 明治3年4月 右村(長谷村) 与頭惣代 嘉右衛門 竪帳 合冊・10冊の内9

1(10) 乍恐以書附奉願上候（年貢納入御猶予願） 明治3年2月29日 長谷村 組頭惣代 嘉右衛門 民政御役所 竪帳 合冊・10冊の内10

3.租税・貢租

冊子

1(1) 明治五年租税割賦帳 明治6年 木更津縣 権令 柴原和 右村（長谷村） 戸長、副戸長、摠 竪帳 合冊・4冊の内1
農

1(2) 明治五年租税皆濟帳 明治6年 木更津縣 権令 柴原和 右村（長谷村） 戸長、副戸長、摠 竪帳 合冊・4冊の内2
農

1(3) 巳皆済目録 明治3年4月 長谷村 組頭 源十郎、久平、嘉一 民政御役所 竪帳 合冊・4冊の内3
郎
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1(4) 卯皆済目録 慶応3年12月 長谷村 組頭 嘉一郎、名主見習 生実御役所様 竪帳 合冊・4冊の内4
重三郎

6.村・村政

冊子

1 関東在々名主役儀勤向録 慶応3年 長谷村桜谷 安藤源之輔 書 竪帳

2 諸願書并要用記 明治2年7月 安藤姓 竪帳

3 要用留 明治2年 安藤生 竪帳

4 （願書留） (明治2年～明治3年) 竪帳

5 萬用心覺控 明治2年～明治4年 安藤源之輔 竪帳

6 願文 明治3年1月 竪帳

7 御年貢日延・夫喰米拝借 願所写 明治3年2月29日 竪帳

8 廻状留并諸願扣 明治4年5月 安藤姓 竪帳 一紙狭込みあり

9 廻状并諸願書抜寫 明治5年3月 竪帳

10 癸酉二月簿諸用留 酉（明治6年） 竪帳
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KS-04 上総国夷隅郡庄司村〔野口家文書〕

【現行地名】 千葉県夷隅郡大喜多町庄司
【概要】 庄司村の名主・戸長をつとめた野口喜兵衛家の文書。庄司村は三条村の枝郷で、村高は34石余（「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」）。本文書群は、同村が勝浦藩植村氏

－勝浦藩（のち岩槻藩）大岡氏領であった時代のものとなる。宗旨改五人組帳や、四季打鉄炮証文がまとまっている。
【年代】 元禄4年（1691）～明治11年（1878）
【点数】 149点（冊子69点、一紙80点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御切替之御趣法に付御頼之趣被仰含書 横帳 付箋剥離 取扱注意

2 御廻状留 明治2年3月 庄司村 名主 喜兵衛 竪帳

3 御用留 明治2年8月 庄司村 名主 喜兵衛 竪帳 綴外れ

4 御觸書写 明治4年12月7日 庄司村 名主 野口喜兵衛 竪帳 綴外れ

5 御用留 明治5年1月 庄司村 名主 野口喜兵衛 竪帳

一紙 A．鉄炮

1 四季打鉄炮御預證文之事 天明5年4月 鉄炮預主 庄司村 名主 喜兵衛、 地方御役所 一紙
他2名

2 差上申四季打鉄炮證文之事 嘉永6年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

3 差上申四季折（打ヵ）鉄炮證文之事 安政3年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、名主 勝浦 御役所 一紙
喜兵衛、他2名

4 差上申四季折（打ヵ）鉄炮證文之事 安政4年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

5 差上申四季折（打ヵ）鉄炮證文之事 安政5年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

6 差上申四季折（打ヵ）鉄炮證文之事 安政6年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

7 差上申四季打鉄砲證文之事 安政7年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

8 差上申四季打鉄炮證文之事 万延2年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

9 差上申四季打鉄炮證文之事 文久2年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

10 差上申四季打鉄炮證文之事 文久3年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

11 差上申四季打鉄炮證文之事 元治2年3月 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙
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12 差上［虫くい］（申四）季打鉄炮證文之事 慶応2年3月 庄司村 預主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙 虫損 付箋剥離

14 差上申四季打鉄炮證文之事 慶応3年 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

13 乍恐以書付奉申上候（寅年鉄砲預り証文） 慶応2年12月 庄司村 名主 喜兵衛 勝浦 御役所 一紙

15 差上申四季打鉄炮證文之事 慶応3年 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

16 差上申四季打鉄炮證文之事 慶応3年 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙

17 差上申四季打鉄炮證文之事 慶応4年 庄司村 預り主 佐次兵衛、他3名 勝浦 御役所 一紙 継目外れ（2枚）

一紙 B．その他

1 （能勢半左衛門組同心由緒書） 元禄4年4月 小屋頭十人、能勢半左衛門 御勘定所 一紙 継目外れ（2枚）

2 （無尽・冨に紛敷興行致し候者取締の儀に付請書） 慶応2年12月 永嶋勘右衛門 一紙

3 御差紙拝見書之事（御召出しに付） 慶応3年3月18日 庄司村 當人 重郎兵衛、他1名 名主 喜兵衛殿 一紙

4 大急廻状（寺院明細差出の旨回達に付） 壬申（明治5年）9月 庄司村 戸長 野口喜兵衛 松尾村、紙敷村、小苗村、他6村 一紙 封あり 宛先別紙
17日 右村々御役人中

2.土地

冊子

1 外郷西畑郷荒反別覺之帳 明治2年4月 庄司村 名主 喜兵衛 横帳

2 組合村々石高家数扣 明治3年1月 庄司村 名主 喜兵衛 扣 竪帳

3 第六大區七小區宅地反別等級地價表 （明治11年） 竪帳

一紙

1 乍恐以口上書奉願上候（土地見分に付） 宝暦3年4月 庄司村 名主 浅右衛門、組頭 善 勝浦 御役所様 一紙
五郎、重郎兵衛

2 永代譲渡申家督證文之事 天明7年2月 本家 名主 喜兵衛、他3名 三郎左衛門殿 一紙

3 賣渡申質地畑之事 天明8年10月 賣主 茂兵衛、他2名 三郎左衛門殿 一紙 虫損、焼損

4 永代賣渡シ申畑之事 寛政4年8月 庄司村 賣主 三重郎、他2名 中野村 重郎左衛門殿 一紙

5 永代譲リ渡シ申證文之事 寛政11年3月 庄司村 譲り主 喜兵衛、他3名 小苗村 勘之丞殿 一紙

6 永代賣渡申證文之事（年貢等差詰りに付） 文化2年6月 庄司村 賣主 吉右衛門、名主 喜 村 善右衛門 一紙
兵衛、他1名



KS-04 上総国夷隅郡庄司村〔野口家文書〕 2.土地 （68）

7 借用申金子證文之事（質地証文） 文化9年3月 庄司村 借主 名主 喜兵衛、請人 常徳寺様 惣旦方中 一紙
重左衛門、受人 重五郎

8 永代譲り渡し申山證文之事 文化13年8月 庄司村 賣主 佐七、他5名 中野村 五郎右衛門殿 一紙

9 相渡し申質地證文之事 文政6年3月 庄司村 賣主 喜兵衛、他2名 重五郎殿 一紙

10 相［虫くい］質地證文之事 文政9年10月 松尾村 地主 善左衛門、他3名 松尾村 四郎左衛門殿、三ノ親、 一紙
御世話人衆中

11 借用申金子證文之事 文政10年3月 押沼村 借主 六郎右衛門 枩尾村 親類 四郎左衛門殿 御世 一紙
話人衆中

12 借用申質地證文之事（年貢未進に付） 天保4年3月 松尾村 借主 七兵衛、名主 次郎 松尾村 四郎左衛門殿、世話人衆 一紙
左衛門、他2名 中

13 田地書入證文之事 天保5年10月 十五沢村 借用主 ［虫くい］、他2名 同村（十五沢村） 次郎右衛門殿 一紙

14 相渡申質地證文之事 天保8年10月 地主 喜惣司、請人 重左衛門 村 重吉殿 一紙

15 相渡し申山證文之事 天保12年3月 当村 賣主 喜兵衛、他2名 同村 重吉殿 一紙

16 年賦入置證文之事（山相渡候に付） 嘉永3年3月 庄司村 売主 善右衛門、請人 伊 湯倉村 萬右衛門殿 一紙
兵衛

17 相渡申質地證文之事 嘉永4年2月 賣主 喜兵衛、他2名 村 重吉殿 一紙

18 借用申證文之事 嘉永5年2月 前原元兵衛殿 一紙 地部破損

19 ［破れ］為取替申一札之事（掘貫地譲渡のため地所代請 嘉永6年3月 庄司村 當人 重五郎、親類 重右 弥喜用村 御当人 権之丞殿、他3 一紙 虫損
取に付） 衛門、同人 重吉、本家 名主 喜 名

兵衛

19(1) 為取替申一札之事（堀貫地用益代支払に付） 嘉永6年3月 庄司村 当人 重五郎、親類 重右 弥喜用村 御当人 権之丞殿、他3 一紙 枝番は一括状況とは
衛門、同人 重吉、本家 名主 喜 名 無関係
兵衛

20 相渡申質地證文之事（年貢相詰りに付） 安政6年3月 十五沢村 質地主 平右衛門、 村上村 和泉殿 一紙 継目外れ（2枚）
請人 才治

21 借用申金子證文之事 安政7年2月 庄司村 かり主 喜兵衛、請人 重吉 同村 常徳寺様 常題目 せわ人中 一紙

22 相渡申質地證文之事 安政7年3月 庄司村 地主 喜兵衛、他2名 同村（庄司村） 伊兵衛殿 一紙

23 書入申證文之事（頼母子相続金借用に付） 万延元年10月 十五沢村 借用主 平右衛門、請 前原 世話人 八郎兵衛殿、他2名 一紙
人 甚蔵、名主 太左衛門

24 差入申添書證文之事（小作に付） 文久2年2月 庄司村 小作人 喜兵衛、他2名 湯倉村 万右衛門殿 一紙
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25 相渡申質地證文之事 慶応元年7月 庄司村 ［ ］ 平三郎、請人 重郎 湯倉村 万右衛門殿 一紙
兵衛

26(1) 相渡申質地證文之事 一紙 後欠

26(2) 小作申證文之事 慶応2年2月 庄司村 作人 重吉、請人 喜兵衛 湯倉村 萬右衛門殿 一紙

27 借用申金子證文之事 明治4年11月 庄司村 借主 野口喜兵衛、他2名 會主 三上重右衛門殿、世話人中 一紙

28 入置申境堺（ママ）之事 明治9年2月 面白村 大田三郎兵衛、他3名 村方御役人中 一紙

3.租税・貢租

冊子

1 子ノ御年貢米割付［破れ］ 嘉永5年11月 庄司 名主 善［破れ］ 横帳 地部破損

2 寅ノ畑方勘定取立帳 慶応2年11月 庄司村 名主 喜兵衛 横帳

3 午ノ畑方取立帳 明治3年11月 庄司村 名主 喜兵衛 横帳

4 未御年貢米割附帳 明治4年11月 庄司村 名主 野口喜兵衛 横帳

5 申ノ畑方取立帳 明治6年1月 庄司村 戸長 野口喜兵衛 横帳

6 畑貢永増方御請書 明治6年4月 右村（庄司村）戸長 野口喜兵衛、 竪帳 一部破損
他2名

一紙

1 差入申詫書一札之事（年貢上納に付） 文久3年11月 庄司村 当人 喜兵衛、本家 善次、 御名主 喜兵衛殿 一紙
他5名

2 乍恐以書付奉願上候（御蔵米買請度に付） 慶応2年9月26日 御領分庄司村 与頭 三郎左衛門、 勝浦 御役所 一紙
名主 喜兵衛

3 乍恐以書付奉歎願候（虫付の上大風に付田畑御年貢御 慶応4年8月29日 御領分伊保田村 名主 庄左衛門、 勝浦 御役所 一紙
免願） 他23村 23名

4 覚（御米代金上納に付） 寅12月5日 庄司村 名主 喜兵衛 勝浦 御役所 一紙 切封ひも有

5 覚（年貢米割賦に付） 辰10月22日 勝浦役所 右村（庄司村） 名主、組頭 一紙 封あり

6 覚（年貢米割賦に付） 巳11月 勝浦役所 右村（庄司村） 名主、組頭 一紙 虫損、継目外れ（3枚）

7 覚（年貢米割賦に付） 10月 勝浦役所 右村（庄司村） 名主、組頭 一紙 虫損大

8 覚（年貢、諸役書上） 堀切村 一紙
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9 乍恐以書附奉申上候（年貢未進に付） 一紙 後欠

10 証（米請取に付） 明治7年12月11日 十五沢村 稲生治朗市 同邨 伊藤冨蔵殿 一紙

4.戸口

冊子

1 宗旨御改五人組帳 宝暦2年6月5日 上総国夷隅郡庄司村 浅右衛門、 御役所様 竪帳
他2名

2 巳年男女出入書上帳 文政4年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 地方御役所 横帳

3 宗旨御改五人組帳 嘉永5年3月 上総国夷隅郡庄司村 名主 善右 勝浦 御役所 竪帳
衛門、他2名

4 宗旨御改五人組帳 嘉永6年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

5 宗旨御改五人組帳 嘉永7年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

6 當卯ノ年出入書上帳 安政2年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

7 宗旨御改五人組帳 安政3年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

8 當巳ノ年出入書上帳 安政4年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

9 宗旨御改五人組帳 安政4年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳 表紙裏打ち

10 當午ノ年出入書上帳 安政5年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

11 （宗旨）［破れ］御改五人組帳 安政5年3月 上総国夷隅郡庄司村 名主 喜兵 （勝）［破れ］浦 御役所 竪帳 表紙天部破損
衛、他2名

12 當申ノ年出入書上帳 安政7年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

13 宗旨御改五人組帳 安政7年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

14 宗旨御改五人組帳 万延2年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳 一部破損

15 當戌ノ年出入書上帳 文久2年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

16 宗旨御改五人組帳 文久2年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

17 當寅ノ年出入書上帳 慶応2年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

18 宗旨御改五人組帳 慶応2年3月 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳 付箋剥離

19 宗旨御改五人組帳 慶応3年 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳 付箋剥離
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20 當辰ノ年出入書上帳 慶応4年 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

21 宗旨御改五人組帳 慶応4年 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳 付箋剥離

22 當巳ノ年出入書上帳 明治2年3月 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

23 宗旨御改五人組帳 明治2年 庄司村 名主 喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 竪帳

24 當未ノ年出入書上帳 明治4年3月 名主 野口喜兵衛、他2名 勝浦 御役所 横帳

25 戸籍帳 明治5年5月 庄司村 名主 野口喜兵衛 竪帳

26 送籍状（養子入に付） 明治6年3月 上総国夷隅郡第弐拾八區弐畫 戸 木更津縣管下 同国同郡同區三畫 竪帳
長 庄司村 野口喜兵衛 戸長御中

27 村高戸数人員書上帳 明治6年 右村（庄司村） 副戸長 元吉三郎 竪帳
左衛門、戸長 野口喜兵衛

一紙

1 離縁状之事 明治2年2月 庄司村 辰治 弥喜用村 なかどの 一紙

2 記（送籍請取に付） 酉（明治6年）4月 第二十七區五画 戸長 中村甚左 第廿八區二画 戸長中 一紙 封あり
衛門、同 江澤潤一郎

3 差上申一札之事（野口喜兵衛娘おきん離別後出産のた 明治7年2月20日 夷隅郡田代邨 本人 山田八郎右 庄司邨 野口喜兵衛殿 一紙
め産子養育に付） 衛門、他3名

5.身分

冊子

1 善三郎出奔届扣 明治4年9月17日 庄司村 名主 野口喜兵衛 竪帳

6.村・村政

冊子

1 去辰年諸入用書上帳 文政4年3月 名主 喜兵衛、他17名 地方御役所 横帳

2 去ル丑年諸入用書上帳 文政13年3月 組頭 喜惣治、他17名 地方御役所 横帳

3 去ル丑ノ年諸入用書上帳 嘉永7年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

4 去ル辰ノ年諸入用書上帳 安政4年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

5 去ル午ノ年諸入用書上帳 安政6年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

6 去ル未ノ年諸入用書上帳 安政7年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳
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7 去ル酉ノ年諸入用書上帳 文久2年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

8 村賄入用控帳 文久3年1月 横帳

9 去子年諸入用書上帳 元治2年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳 付箋あり

10 去丑年諸入用書上帳 慶応2年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳 付箋あり

11 去寅年諸入用書上帳 慶応3年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

12 覚（金子・腹掛・煙草等請取控） 午10月2日～25日 竪帳 綴外れ（5枚）

13 去辰年諸入用書上帳 明治2年3月 名主 喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

14 去ル午年諸入用書上帳 明治4年3月 名主 野口喜兵衛、他16名 勝浦 御役所 横帳

8.水利・用水

一紙

1 為取替一札之事（用水路并に関口の場所・関料・手樋敷 天保8年8月 庄司村 地主 茂助、他4名、名主 松尾村 新七殿、瀧蔵殿、吉右衛 一紙
代取決に付） 善次郎 門殿、名主 治郎左衛門殿

2 差上申一札之事（用水引通しのため手樋代などに付） 天保8年8月 松尾村 地主 吉右衛門、他2名、 庄司村 常徳寺様、三郎左衛門殿、 一紙
名主 治郎左衛門 半之丞殿

9.土木・建築

冊子

1 鼻下川橋修復村々勤金控之帳 元治元年3月 世話人 三又村 太七、庄司村 喜 横帳
兵衛

10.社会

冊子

1 貧民救育有無御届・生産有無御届・妊娠御届 （明治7年） 第六大区二小区 上総国夷隅郡庄 竪帳
司邨

11.治安

冊子

1(1) （野口善三郎捜索に付達） 明治6年4月2日 木更津縣 権令 柴原和、木更津 竪帳 合冊・2冊の内1
縣 参事 國司仙吉

1(2) 御届ヶ書（野口善三郎捜索に付） 明治6年4月2日 右村（庄司村） 野口善三郎親類 木更津縣 権令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内2
組合兼 野口善次郎、他2名
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2 家出人尋方御訴 明治6年10月5日 右村（庄司村） 野口善三郎親類 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
組合兼 野口善次郎

一紙

1 差上申詫書一札之事（伊兵衛心得違仕候に付） 安政4年5月 庄司村 当人 善左衛門、他5名 名主 喜兵衛殿 一紙

12.訴訟

冊子

1 返答書写（名目屋敷田畑山争論に付） 慶応3年5月27日 御領分庄司村 名主 相手 喜兵 勝浦 御役所 竪帳
衛、他2名

2 同村重郎兵衛方ヨリ差出候下書之写（土地争論に関し書 卯5月27日 御領分庄司村 百姓 重郎兵衛、 勝浦 御役所 竪帳 綴外れ
類差出に付） 他7名

3 差上申済口證文之事（松尾村君塚勘右衛門伐木一件に付） 竪帳 綴外れ

4 （伐木・屋敷境争論に付済口証文） 明治5年5月10日 御管内夷隅郡松尾村 組頭 願人 大田喜（ママ） 御役所 竪帳
君塚勘右衛門、庄司村 副戸長
名主兼扱人 野口喜兵衛、他3名

一紙

1 乍恐以返答書御訴詔申上候（家督争いに付） 宝永6年10月 訴詔人 金兵衛、他2名 天野佐左衛門様、天野弥右衛門 一紙
様、御家老衆中様

2 乍恐以返答書奉申上候（宇右衛門借財肩代わり不服に付） 文化7年6月 庄司村 長十郎 勝浦 御役所 一紙

3 乍恐以書付奉願上候（給金返済に付） 文化9年6月 庄司村 名主 喜兵衛 御役所 一紙

4 差上申済口證文之事（小作米滞りに付） 安政2年5月 御領分松尾村 訴訟人 百姓 甚 勝浦 御役所 一紙
八、他2名、紙敷村 相手 勘左衛
門、他3名、扱人 4名

5 （境争論に付済口証文） 文久2年閏8月16日 御見分 弥喜用村 名主 願人 権 勝浦 御役所 一紙 前欠
右衛門、他12名

6 差出申拝見一札之事（御判物請取并御召出しに付） 慶応4年4月23日 庄司村 當人 善治郎、他2名 同村（庄司村） 伊兵衛殿 一紙

7 乍恐以書附奉願上候（貸金滞出入内済に付） 上柳原町 願人 久兵衛、他7名 御番所様 一紙

19.金融・貸借

一紙

1 差上申一札之事（前借給金返済に付） 文化7年6月 同村 借主 卯右衛門 庄司村 組頭 喜兵衛殿 一紙
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2 覺（金子借用に付） ［切取り］ 中澤御隠居様、他2名 一紙

20.経営・雇用

一紙

1 奉公人請状之事 嘉永7年2月 西畑庄司村 人主 宇右衛門、他2 中嶋村 名主 長四［虫くい］ 一紙 虫損
名

2 乍恐以口上書奉申上候（奉公人に付） 一紙 付箋2

24.宗教

冊子

1 鎮守明細書上帳扣 明治4年8月 右村（庄司村） 名主 野口喜兵衛 勝浦 御役所 竪帳

2 常徳寺所持高反別物成取調帳 明治5年9月 右村（庄司村） 常徳寺 日明、百 竪帳 一部破損、付箋剥離
姓代 元吉三郎左衛門、戸長 野
口喜兵衛

一紙

1 拝借申上候金子證文之事（本堂再建并修復造営に差支 嘉永5年10月 借主 常徳寺、［虫くい］合請 光善 御本山 御役僧中 一紙
に付） 寺、他2名

2 差上申為取替一札之事（神仏分離に際し神主勤侍に付） 明治2年 村役人 太田代村 蓮池大内蔵殿、菅野庄 一紙
司殿

25.学芸・教育

冊子

1 戸数人員取調帳（学齢児童調査に付） 明治6年5月 右村（第二十八区二画夷隅郡庄 郡中小學校 事務掛御中 竪帳
司村） 戸長 野口喜兵衛

27.戸長・村長・役場

冊子

1 戸長副撰挙法則・村町惣代撰挙方法 明治5年3月～8月 第廿八区二画 戸長 野口喜兵衛 竪帳
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KS-05 上総国夷隅郡小羽戸・大楠村
こ ば ど おおくす

【現行地名】 千葉県勝浦市小羽戸・大楠
【概要】 小羽戸（こばど）村・大楠村の聯合戸長役場文書が中心。村会議員選挙関係史料などが含まれる。

両村は、それぞれ上野小羽戸村、上野大楠村とも呼ばれた。近世の村高は、小羽戸村が「元禄郷帳」で55石余、「天保郷帳」「旧高旧領」で83石余。大楠村が、「元禄郷帳」41
5石余、「天保郷帳」447石余。明治22年に、小羽戸村は上野村の、大楠村は総野村の大字となる。合併後、上野村小羽戸区時代の文書も含まれており、小羽戸村の文書と捉
えるのが妥当か。

【年代】 明治5年（1872）～大正7年（1918）
【点数】 10点（冊子10点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 （御普請所自普請所取調・地代金上納取調に付廻状） 明治5年4月7日 木更津縣廰 竪帳

2.土地

冊子

1 實地調製御猶豫願 明治9年3月28日 右村（小羽戸村） 事務掛 関甚助、 地租改正掛御中 竪帳
同掛 関角次郎

3.租税・貢租

冊子

1 明治十五年地租金取立簿 明治15年 大楠村 竪帳

2 明治十六年度営業税第貳期上納表 明治17年2月18日 右村（小羽戸村・大楠村） 戸長代 千葉縣夷隅郡長 中村権左衛門殿 竪帳
理 筆生 磯野長右衛門

3 大正七年度第貳期分追加共縣村税地租割取立帳 大正7年10月25日 竪帳

16.農・林・水産業

冊子

1 糞扣帳 明治25年1月 上野村小羽戸區 関角治郎 勝浦町串濱 御苗 武右衛門様 小横

27.戸長・村長・役場

冊子

1(1) 大楠小羽戸村會議員名簿 明治14年7月26日 戸長役場 竪帳 合冊・3冊の内1
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1(2) 撰・被撰人名簿 明治13年7月 夷隅郡大楠村、小羽戸村 聯合役 竪帳 合冊・3冊の内2
場

1(3) 地租金拾円・五円以上人名取調帳 （明治） 夷隅郡大楠村 竪帳 合冊・3冊の内3

2 聯合村ヨリ諸願・伺・届 明治16年1月 夷隅郡大楠村、小羽戸村 戸長役 竪帳
場
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KS-06 上総国夷隅郡部原村〔江沢家文書〕
へばら えのさわ

【現行地名】 千葉県勝浦市部原
【概要】 部原（へばら）村は、新官郷が新官村・沢倉村・部原村の3村に分かれて成立した。分村時期ははっきりせず、郷帳類には村名がみえないが、本文書群をみても明らかなよう

に、近世段階で独立していた。領主は旗本植村氏領、天和2年（1682）に同氏が大名となったことで勝浦藩領（植村氏）、宝暦元年（1751）より勝浦藩領（大岡氏）、同4年の転
封により岩槻藩領（大岡氏）と変遷したとみられる。村高は、寛政5年（1793）の「上総国村高帳」によれば424石余。
明治期に部原村の戸長をつとめた江沢（えのさわ）家の文書。もっとも年代の古い文書は、分村前の伊保庄新官郷の検地帳類であり、万治～宝暦年間のものが残されてい
る。部原幕末～明治初期の、江沢潤左衛門による小作証文がまとまっている。

【年代】 万治元年（1658）～明治5年（1872）
【点数】 34点（冊子11点、一紙23点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 上総國伊保庄新官郷本帳 万治元年12月2日 藤佐次右衛門、他2名 竪帳 付箋剥離

2 上総國伊保庄新官郷本帳 万治元年12月2日 藤江佐次右衛門、他2名 竪帳

3 上総国伊保庄新官郷新畑改帳 貞享3年9月 小安九郎左衛門、他2名 竪帳

4 新官郷百姓林反歩木品改小前帳 宝暦3年4月 沢倉村 名主 甚右衛門、他11名 勝浦 御役所 竪帳 裏打

5 新官郷百姓林反歩木品改小前帳 宝暦3年4月 澤倉村 名主 甚右衛門、他11名 勝浦 御役所 竪帳

6 畑方反別小前帳 宝暦4年2月 新官村 竪帳

7 毎年田方反別盛分不訳訳（ママ）委敷記之有 天明2年12月 部原村 江澤氏 竪帳

8 毎年田方反別盛 寛政4年11月 上総國夷隅郡部原村 江沢氏 竪帳

9 土地一筆限帳（小物成場并無税山林地価に付） （明治） 第二十七区五画 夷隅郡部原村 木更津縣 権令 柴原和殿 竪帳
戸長 江澤潤一郎、他5名

一紙

1 小作證文之事 元治2年2月 小作人 治郎吉、受人 次郎左衛 江澤潤左衛門殿 一紙
門、庄右衛門

2 相渡申山質地證文之事 慶応2年10月 実谷村 山質地主 市郎兵衛、他3 江澤潤左衛門殿 一紙
名

3 小作證文之事 慶応2年10月 実谷村 小作人 佐右衛門、同 請 部原村 江澤おりゑ殿（ヵ） 一紙
人 佐兵衛

4 小作證文之事 慶応3年2月 新大井村 小作人 勇吉、證人 市 江澤潤左衛門様 一紙
郎左衛門
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5 小作證文之事 慶応3年2月 実谷村 小作人 長右衛門、請人 江澤潤左衛門殿 一紙 後欠
平右衛門

6 小作請負證文之事 慶応4年2月 新戸村 小作人 三郎右衛門、銀 江澤潤左衛門殿 一紙 裏打
札請人 与右衛門

7 小作證文之事 巳 関谷村 小作人 勘助、他3名 江澤潤左衛門殿 一紙

8 借用金引當證文之事 明治元年11月 関谷村 借用人 八兵衛、受人 次 江澤潤左衛門殿 一紙
郎助

9 小作證文之事 明治元年11月 小作人 治郎吉 江澤潤左衛門殿 一紙

10 小作證文之事 明治2年2月 実谷村 小作人 半兵衛、請人 千 部原村 江澤潤壱殿 一紙
五兵衛

3.租税・貢租

冊子

1 本・新畑 御年貢名寄帳 宝暦2年11月 新官郷部原 名主 太郎兵衛 竪帳

一紙

1 覚（籾代米為替上納に付） 未(安政6年)11月8日 鈴木鑛次郎、早田五六郎 江沢潤助殿 一紙

2 差入申一札之事（年貢米猶予に付） 慶応3年3月7日 山田村 小作人 五郎右衛門代出 部原 江沢潤左衛門殿 一紙 封あり
先に付替り爪 五兵衛、同村 受人
新右衛門

3 入置申一札之事（御蔵米借用に付） 慶応3年11月19日 勝浦町 借主 彦八、他2名 部原村 江澤潤左衛門殿 一紙

4.戸口

一紙

1 證（書上漏に付入籍願） 明治5年4月9日 右町（五軒町） 町用掛 中村利兵衛 部原村 御役人衆中 一紙

8.水利・用水

冊子

1 新官沢倉部原用水路 宝暦4年8月 部原村扣 名主 太郎兵衛 竪帳
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19.金融・貸借

一紙

1 覚（林内善右衛門ヨリ金子に付） 安政2年2月28日 水戸屋 次郎右衛門 江澤縫殿助殿 一紙

1(1) 為替納金之事 安政3年2月13日 江ノ沢潤左衛門 水戸屋次良右衛門殿 一紙 【別置】5550(2)

1(2) 為替金手形之事 安政3年11月26日 なるかや茂兵衛 江沢縫殿助様 一紙 【別置】5550(4)

1(3) 覚（為替金手形） 慶応2年11月晦日 江沢潤左衛門 和泉屋三郎兵衛殿 一紙 【別置】5550(1)

2 借用申金子證文之事 慶応4年7月 関谷村 借主 武兵衛、受人 左五 部原 江沢潤左衛門様 一紙
右衛門

2(1) 為替納金手形之事 上総部原 江沢潤左衛門 なるかや忠兵衛殿 一紙 【別置】5550(3)

3 借用申證文之事 明治2年10月 新官村 五人組頭 角右衛門、他8 部原村 江澤潤左衛門様 一紙
名

20.経営・雇用

一紙

1 給取請状之事（奉公人請状） 巳 一紙 後欠

26.家・生活・書簡

一紙

1 一札之事（娘まつの手当に付） 文久2年3月 菅野坤蔵、本所松坂町弐丁目 家 江澤潤助殿 一紙
主 又兵衛
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KS-07 上総国市原郡山谷村
さんや

【現行地名】 千葉県市原市山谷
【概要】 山谷（さんや）村は、三谷村とも書く。「椎津枝郷三谷村」などと書かれており、椎津村の枝郷であったようである。本文書群中の文化10年（1813）「田畑高反別覚帳」によると、

村高は44石余となっている。
同村の組頭などをつとめた栄蔵・勝右衛門に関わる文書が多い。両者は父子関係であり（12．訴訟－一紙－4）、同家の文書とも思われるが、確定できない。質地証文類が59
通とまとまっている。また、２．土地の冊子は、田方・畑方の年貢取立帳をおさめたＡ．年貢と、定使給や諸役銭の割合・取立帳をおさめたＢ．課役に分類した。

【年代】 延享4年（1747）～明治4年（1871）
【点数】 125点（冊子54点、一紙71点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 田畑反別帳 明和6年11月 竪帳

2 田畑高反別覚帳 文化10年8月 竪帳 付箋剥離 取扱注意

3 田方小割帳 文政10年8月 竪帳

一紙

1 賣渡シ申證文之事（土地売渡に付） 延享4年2月 不入斗村 賣主 三郎左衛門、椎 山谷 傳左衛門殿 一紙
津山谷 證人 長右衛門、椎津村
名主 利左衛門

2 質地證文之事 延享4年11月 三谷 地主 名主 伊左衛門、他2名 利兵衛殿へ 一紙

3 乍恐書付以奉願上候（小作荒地に付今年御免願） 寛延2年3月 榊原八兵衛知行所 上総国市原郡 御奉行所様 一紙
椎津枝郷三谷村 傳之丞、他1名

4 相渡シ申質地證文之事 宝暦7年5月 山谷村 質地渡シ主 源七、同断 一紙 後欠
多郎兵衛

5 相渡し申證文之事（畑山質入に付） 安永6年11月 地主 勝右衛門、組頭 要助、他1名 太郎兵衛殿、他5名 一紙 後欠

6 相渡申質地證文之事 寛政7年3月 長田［虫くい］之助知行所 質地主 要助殿 一紙 虫損大
次兵衛、名主 権平、他3名

7 相渡申質地證文之事 寛政12年12月 質地主 新七、證人 甚右衛門、名 霊光寺様 一紙
主 四郎右衛門

8 田地賣渡申證文之事 享和元年12月 山谷村 賣主 源太郎、組頭 五人 姉崎村 三郎右衛門殿 一紙
組 勝右衛門、名主 四郎右衛門

9 相渡申質地證文之事 享和3年10月 不入斗村 質地主 七郎右衛門、 山谷村 源太郎殿 一紙
名主 太吉、他2名
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10 相渡申質地證文之事 文化2年2月 深城村 質主 三郎右衛門、名主 山谷村 源太郎殿 一紙
七兵衛、他2名

11 相渡申質地證文之事 文化5年2月 姉崎村 借り主 孫七、他4名 山谷 喜左衛門殿 一紙

12 相渡申質地證文之事 文化8年12月 深城村 質主 三郎兵衛、山谷村 山谷村 勝右衛門殿 一紙
證人 吉之丞、同村 名主 太郎兵
衛

13 畑山年季證文之事 文化9年2月 年季地主 山谷村 勝右衛門、名 姉サキ新宿 清助殿 一紙
主 多郎右衛門、他2名

14 賣渡し申田地證文之事 文化13年2月 椎津山谷 田地賣主 四郎左衛門、 本村 兵三殿 一紙
名主 太右衛門、他2名

15 借用金質地證文之事 文化14年2月 山谷村 借主 勝右衛門、請人 傳 姉崎村 次郎兵衛殿、喜兵衛殿 一紙
之丞、名主代兼 利八

16 賣渡申田地證文之事 文化15年5月 椎津 賣主 兵三、山谷 證人 幾 ［切取り］ 一紙 後欠
右衛門、同［切取り］

17 借用申質地證文之事 文政2年8月 地主 栄蔵、名主代兼 利八、他1名 四郎左衛門殿 一紙

18 畑地賣渡し申證文之事 文政7年12月 賣主 傳九郎、受人 藤四郎、名主 市衛右（ママ）門殿 一紙
四郎右衛門

19 質地證文之事（金比羅路用金相詰りに付） 文政8年6月 借主 栄蔵、請人 半兵衛、組頭 元村 善兵衛殿 一紙
四郎左衛門

20 相渡申年賦山證文之事 天保5年4月 売主 要介、名主 栄蔵、他2名 姉ヶ崎村 甚兵衛殿 一紙

21 借用申質地證文之事 天保6年2月 山谷 借主 源兵衛、請人 勝五郎 迎田村 源六殿 一紙

22 借用申質地證文之事 天保6年4月 質主 源右衛門、請人 長右衛門、 姉ヶ崎村 清助殿 一紙 天部焼損
名主 栄蔵

23 相渡シ申質地證文之事 天保7年8月 山谷 質主 多右衛門、名主 栄蔵、 姉崎村 喜兵衛殿 一紙
他2名

24 相渡申質地證文事 天保7年12月 山谷 地主 栄蔵、名主代 次兵衛、 不入斗村 文内殿 一紙
他2名

25 相渡し申質地山證文之事 天保7年12月 山谷 質主 新右衛門、同人 請人 姉ヶ崎村 喜兵衛殿 一紙
組合 要助、名主 栄蔵

26 相渡し申山證文之事 天保8年4月 賣主 勘兵衛、名主 栄蔵、他2名 市右衛門殿 一紙

27 相渡申質地證文之事 天保8年4月 賣主 勘兵衛、名主 栄蔵、他2名 市右衛門殿 一紙
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28 相渡申畑山證文事 天保9年12月 三谷 質地主 勝右衛門、名主 長 永野三左衛門殿 一紙
右衛門、他2名

29 入置申證文之事（年賦の山木納方相談に付） 天保15年7月 萬之助、留治郎、藤助、勝右衛門 清助殿 一紙

30 相渡し申質地山證文之事 弘化2年10月10日 賣主 勝右衛門、名主 長右衛門、 椎津新田 重兵衛殿 一紙
他2名

31 質地拾ヶ年有合證文之事 弘化4年12月 三谷 質地主 勝右衛門、名主 長 不入斗村 源兵衛殿 一紙
右衛門、他2名

32 相渡申質地證文之事 弘化5年3月 山谷 質主 藤助、名主 勝右衛門、 片又木村 久蔵殿 一紙
他3名

33 書入申質地證文之事 弘化5年3月 山谷村 地主 藤助、名主 勝右衛 片又木村 久蔵殿 一紙 地部破損
門、他3名

34 書入申質地證文之事 嘉永元年4月 留治郎、勝兵衛、勝右衛門 金蔵殿 一紙

35 書入申質地證文之事 嘉永元年11月 質地主 次郎左衛門、名主 勝右 新右衛門殿 一紙
衛門、他2名

36 相渡し申質地有合證文之事 嘉永元年12月 質地主 勝右衛門、名主 長右衛 傳兵衛殿 一紙
門、他2名

37 質地有合證文之事 嘉永2年12月 質主 勝右衛門、名主代 組頭 半 長右衛門殿 一紙
蔵、他2名

38 覺（古帳面相渡申に付） 嘉永3年3月15日 長右衛門 勝右衛門殿 一紙

39 相渡し申質地有合證文之事 嘉永5年2月 村 質地主 勝右衛門、名主 長右 村 霊光寺様 一紙
衛門、他2名

40 書入申質地水流山證文之事 嘉永5年4月 山谷 借主 勝右衛門、名主 長右 椎津新田 重兵衛殿 一紙
衛門、他2名

41 相渡し申質地有合證文之事 嘉永6年12月 質地主 勝右衛門、名主 長右衛 村 傳兵衛殿 一紙
門、他2名

42 相渡し申水流山證文之事 安政元年12月 質地主 勝右衛門、名主 長右衛 村 傳兵衛殿 一紙
門、他2名

43 相渡申畑山證文之事 安政6年3月 勝次郎、他3名 本村 茂助殿 一紙

44 借家請状之事 安政6年12月 上総国望陀郡上泉村 請人 一左 同国椎津山谷 傳兵衛殿 一紙
衛門、当人 もく

45 相渡し申質地有合證文之事 万延元年12月23日 当人 傳兵衛、名主 勝次郎、他2名 村新田 半右衛門殿 一紙

46 相渡申質地有合證文之事 万延元年12月 椎津三谷 質地主 勝治郎、親類 根岸村 とら殿、きん殿 一紙
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兼組合 治兵衛、名主 長吉

47 賣渡申田地有合證文之事 文久元年12月 椎津三谷 質地主 勝治郎、親類 根岸村 とら殿、きん殿 一紙
兼組合 治兵衛、名主 長吉

48 賣渡申田地有合證文之事 文久2年11月 三谷 賣主 勝右衛門、名主 長右 保蔵殿 一紙 継目外れ（2枚）
衛門、他2名

49 年賦山證文之事 文久4年4月 椎津新田 當人 丹右衛門、山谷 代宿村 与惣次殿 一紙
名主 勝次郎、他2名

50 年賦山證文之事 文久4年4月 椎津新田 當人 丹右衛門、山谷 代宿村 与惣次殿 一紙
名主 勝次郎、他2名

51 入置申質地書入證文之事 元治元年9月15日 永敷 質地主 善左衛門、請人組 椎津村山谷 七左衛門殿 一紙
合 傳左衛門、名主 直右衛門

52 書入申畑地證文之事 元治元年10月 山谷 質地主 勝治郎、名主 長吉、 不入斗村 源兵衛殿 一紙
他2名

53 賣渡申田地證文之事 慶応2年2月 村 賣主 勝右衛門、名主 長右衛 村 治郎左衛門殿 一紙
門、他2名

54 書入申山證文之事（水流山書入代金請取に付） 慶応2年12月 借主 藤助、名主 勝次郎、他2名 新田 重兵衛殿 一紙

55 差入申流添書之事 明治2年2月 椎津山谷 質地主 勝右衛門、他2 天羽田 四郎兵衛殿 一紙
名

56 書入申質地證文之事 明治3年2月 山谷 質主 傳兵衛、組合 次兵衛、 椎津村 清兵衛殿 一紙
名主 勝次郎

57 賣渡し申田地質地證文之事 明治3年2月 質地賣主 庄右衛門、他2名 ［切取り］ 一紙 後欠

58 賣渡申田畑質地證文之事 明治3年2月 椎津山谷 賣主 勝右衛門、名主 本村 海保文五郎殿 一紙
長右衛門、他2名

59 賣渡シ申田畑質地證文之事 明治3年2月 椎津山谷 賣主 勝右衛門、［破取 本村 海保文五郎殿 一紙
り］（長右）衛門、他2名

3.租税・貢租

冊子 A．年貢

1 内検見改帳 文化14年8月 横帳

2 寅ノ御年貢取立帳 文政元年11月 横帳

3 午之畑方役銭取立帳 文政5年12月 横帳
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4 未之畑方役銭取立帳 文政6年12月 栄蔵 横帳

5 夏成取立帳 文政8年6月 横帳

6 亥御年貢取立帳 天保10年10月 横帳

7 丑夏なり取立帳 天保12年6月 横帳

8 丑秋成取立覺帳 天保12年9月 横帳

9 午畑方秋成取立帳 弘化3年8月10日 横帳

10 未御年貢米取立帳 弘化4年9月 横帳

11 未秋成取立帳 弘化4年9月 横帳

12 御年貢米取立帳 嘉永3年9月 横帳

冊子 B．課役

1 野廻り給銭割付 文化14年3月 横帳

2 丑之畑方役銭元付帳 文化14年12月12日 横帳

3 亥役銭元附帳 天保10年12月 横帳

4 定使給金割・秋冬御鷹匠割・御小人給金割 天保10年12月 横帳

5 亥秋成取立帳・春夏鷹匠入用割 天保11年9月 横帳

6 定使給米割・野廻り給米割 天保12年11月 横帳

7 丑諸役銭元附帳 天保12年12月 横帳

8 寅之御小人給金割・御用金利足定使給金割 天保12年12月 横帳

9 寅年諸入用割付帳 天保13年12月 横帳

10 巳定使給米取立帳 弘化2年10月 横帳

11 未定使給米割 弘化4年9月 横帳

12 御鷹匠御奉公人余荷割・高役金定使給金割 弘化4年12月 横帳

13 申畑方秋成取立帳・申夏御鷹入用割覚帳 嘉永元年9月 横帳

14 申諸役銭取立帳并夏御鷹入用・御小人給金割・定使給 嘉永元年12月 横帳
金割

15 田畑高反別覺長（帳）（申春御鷹入用割并高役金割に付） 万延2年2月 横帳
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16 寅諸役銭取立帳 慶応2年12月 横帳 取扱注意

17 卯諸役銭取立帳 慶応3年12月 横帳

18 辰諸役銭取立帳 明治元年12月24日 横帳

19 未諸役銭元附帳 明治4年12月 横帳

一紙

1 酉之田方御割付 宝暦3年11月 名主 利右衛門 一紙

6.村・村政

冊子

1 出入路用取立帳 文政2年8月 横帳

2 出入御入用覚帳 文政2年8月 横帳

3 出入路用割付取立帳 文政2年8月 横帳

4 御鷹御用人足覺帳 天保10年7月晦日 横帳

5 亥春夏御鷹匠入用割 天保10年9月 横帳

6 蔵番縄俵覺日記 天保11年10月 横帳

7 御年貢縄俵蔵番覺帳 天保14年10月 横帳

8 小廻り役覚帳 天保15年11月 横帳

9 御鷹匠諸入用割 弘化3年9月 横帳

8.水利・用水

冊子

1 堰普請日雇代取立帳 嘉永3年4月 横帳

11.治安

一紙

1 御尋ニ付乍恐書付を以奉申上候（敷居羅紛失に付） 天保13年7月 水野壱岐守領分 上総国市原郡椎 関東御取締御出役 関与五郎様 一紙
津村字山谷 組頭 勝右衛門、他1
名
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12.訴訟

一紙

1 乍恐書付を以奉願上候（絵図仕立日延に付） 寛延2年1月 榊原八兵衛知行所 上総国市原郡 御奉行所様 一紙
椎津三谷村 訴訟方 勘左衛門、
傳之丞、同村 相手方 ［破取り］

2 乍恐書付以奉願上候（御検分御日延に付） 寛延2年6月 上総国椎津枝郷三谷村 訴訟人 御奉行所様 一紙 地部破損
勘左衛門、訴訟人 傳兵衛 継目外れ（2枚）

3 差上申為取替済口證文之事（借用金返済期日内済に付） 宝暦5年4月 願人 主水、相手 傳左衛門、同 豊田新右衛門様 一紙
四郎左衛門、名主 取扱人 七郎
左衛門

4 乍恐以返答書奉申上候（取引残金返済訴訟に付） 嘉永元年4月 御領分 市原郡椎津村 組頭 勝右 一紙
衛門、他2名

5 乍恐以口書奉申上候（霊光寺打擲一件に付） 8月5日 山谷 若者共惣代 世話人 冨蔵、 一紙
同 十兵衛、卯助妻 はる

16.農・林・水産業

冊子

1 槙松葉金銭出入覚帳 安政3年1月 山谷 勝次郎 横帳

19.金融・貸借

一紙

1 借用申金子證文之事 文化10年12月 山谷村 借主 勘右衛門 清助殿 一紙

2 借用申金子證文之事 天保9年6月 山谷 借主 勝右衛門、請人 治兵 椎津新田 重兵衛殿 一紙
衛、名主代 長右衛門

3 借用申金子證文之事 安政4年7月 借主 勝右衛門、他2名 傳兵衛殿、喜左衛門殿 一紙

21.助郷

冊子

1 御用御觸書人馬留帳 弘化3年1月 横帳

2 御用御觸書人馬留帳 弘化5年1月 横帳

3 子年村人足覺帳 傳馬 文久4年1月 横帳

4 人馬平等願候写 明治2年2月 右姉崎驛代兼 椎津村 名主 増太 宮谷縣 御役所様 竪帳
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郎、他2名

5 人馬一件願候 明治2年3月 右姉崎駅代兼 椎津村 名主 増太 宮谷縣 御役所様 竪帳
郎、他2名

22.交通・運輸

冊子

1 車屋金子入用帳 文化4年1月 上総山谷村 藤谷 横帳

2 駄賃出入帳 慶応3年1月 横帳 虫損

24.宗教

冊子

1 天神米取立帳・金毘羅米取立帳 天保9年10月 横帳

2 天神米取立帳 弘化2年11月 横帳

一紙

1 差上申一札之事（霊光寺境内御除地に付） 安永2年1月10日 椎津村 名主善兵衛代印 勝右衛門 榊原八重郎様 御役人中様 一紙

99.その他

一紙 断簡

1 （断簡） 親類 四郎左衛門、組頭 利八 一紙 2.土地-19と混在して
いたものを分離
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KS-08 上総国市原郡安須村〔深山家文書〕
あ ず

【現行地名】 千葉県市原市安須
【概要】 安須（あず）村は、承応2年（1653）から旗本伊丹氏領。村高は、「元禄郷帳」165石余、「天保郷帳」「旧高旧領」176石余。明治22年（1889）に合併し、海上村の大字となる。

組頭をつとめた深山才次家文書とみられる。明治初期に地租改正事務掛をつとめており、関連文書が残る。
【年代】 寛政元年（1789）～明治22年（1889）
【点数】 30点（冊子30点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御屋鋪様御用向帳 寛政元年8月 安須村 組頭 市郎右衛門、與左 竪帳 一紙挟込みあり
衛門

2 御公儀様御觸書 寛政3年3月 安須村 与左衛門 竪帳

3 御公儀様御触書写シ扣 寛政11年6月 安須村 組頭 与左衛門 竪帳

4 御公儀様御触書写し 享和2年5月 あづ村 与左衛門 横帳

2.土地

冊子

1 田畑入附帳、炭帳 万延2年1月 横帳

2 田畑山林扣印帳 文久4年1月 安須村 組頭 才治 横帳

3 堀田内見取調帳 元治元年8月 組頭 才次、与五右衛門、他3名 横帳

4 田畑山林扣印帳 慶応3年2月 安須村 組頭 才次 横帳

5 地引帳 第貳号 明治9年5月 第五大區九小區 市原郡安須村 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
戸長 高山榮吉、他6名

6(1) 新規地券証印税取調書 明治13年5月10日 安須村 地租改正地主惣代 竹内 千葉縣 千葉・市原 郡長 佐藤幸 竪帳 合冊・4冊の内1
久七、同 事務掛 深山才次 則殿 付箋剥離、取扱注意

6(2) 舊券引換新券紙代取調書 明治13年5月10日 右安須村 地主惣代 竹内久七、 千葉縣 千葉・市原 郡長 佐藤幸 竪帳 合冊・4冊の内2
事務掛 深山才次 則殿

6(3) 舊地券返納書 明治13年5月10日 上總国市原郡安須村 地租改正事 千葉縣 千葉・市原 郡長 佐藤幸 竪帳 合冊・4冊の内3
務掛 竹内久七、同 深山才次 則殿 付箋剥離、取扱注意

6(4) 新規地券御下與地所取調書 明治13年5月10日 右安須村 地主惣代 竹内久七、 千葉縣 千葉・市原 郡長 佐藤幸 竪帳 合冊・4冊の内4
同 事務掛 深山才次 則殿 付箋剥離、取扱注意
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7 土地分裂願 明治22年9月14日 右(上総国市原郡海上村) 佐久間 千葉縣 知事 石田英吉殿 竪帳
元三郎

8 地引帳 第壱号 （明治） 竪帳 付箋剥離 裏表紙破
損

3.租税・貢租

冊子

1 亥御年貢郷御蔵納庭帳之覺 寛政3年9月 安須村 組頭 市郎右衛門、与左 横帳
衛門

2 御年貢取立庭帳之覺 寛政8年9月 安須村 組頭 市郎右衛門、与左 横帳
衛門

3 御年貢日記覚帳 寛政8年9月 安須村 組頭 横帳

4 辰御年貢未進取立并溝代普請扶持差引取立帳 寛政8年12月11日 横帳

5 辰冬成畑方并野銭口銭取立帳 寛政8年12月12日 組頭 与左衛門、他2名 横帳

6 役銭取立帳（江戸路用等に付） 寛政9年7月1日 横帳

7 未御年貢取立日附送り日之覺 寛政11年9月26日 安須村 組頭 与左衛門、市郎右 横帳
衛門

8 御年貢取立庭帳覚 享和2年9月 安須村 組頭 市郎右衛門、与左 横帳
衛門

9 十七年度足役并ニ普請扶持米割渡帳 明治18年1月20日 横帳

6.村・村政

冊子

1 組頭役請扣帳 文久3年9月21日 安須村 組頭 才治 横帳

2 役用向扣帳 慶応元年8月 安須村 組頭 才治 横帳

8.水利・用水

冊子

1 樋普請人足改帳 寛政2年7月19日 安須村 組頭 市郎右衛門、同 与 横帳
左衛門
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9.土木・建築

冊子

1 家根替積金連名并落札金請取帳 元治2年2月 安須村 連中 竪帳

14.夫食・救

冊子

1 御囲籾種借覺帳 寛政8年3月19日 組頭 市郎右衛門、同 与左衛門 横帳

26.家・生活・書簡

冊子

1 當座帳 安政6年1月 深山氏いの 横帳
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KS-10 上総国市原郡五所村

【現行地名】 千葉県市原市五所
【概要】 五所村は、旗本本多氏領－五井藩領・旗本南条氏・森氏の相給－旗本白須氏・南条氏・森氏の相給と変遷する。村高は、「元禄郷帳」536石余、「天保郷帳」580石余、「旧高

旧領」581石余。明治7年（1874）に金杉浜新田と合併して五所金杉村となり、明治22年に八幡町の一部となった。
本文書群は、そのうち旗本白須氏知行分の文書。同じ白須氏領である寺谷村（てらやつ、市原市寺谷）の名主高岡瀬平が村役人を兼帯していた時期があったようで、五所村
・寺谷村2村一括の控書などが含まれる。ただし本文書群が、高岡家のものかは判然としない。名主は年番であったようで、喜兵衛・幸太郎・小右衛門などがみえる。地頭白須
氏の借財など、知行所全体が関わる史料が目に付く。明治期のものは、戸長役場関係文書の他、阿夫利神社積合講・総房勤勉貯金会連名簿などが特徴的である。

【年代】 文政3年（1820）～明治39年（1906）
【点数】 29点（冊子23点、一紙6点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 日光山御報會ニ付拾八ヶ國御国役金被仰付御觸書写帳 慶応元年11月 寺谷村、五所村 扣 竪帳

2 明和九辰年就日光御社参諸國分限者御改左之通 寅5月 竪帳

3 (御軍役に付書付留） 8月 竪帳 前欠

4 元地頭借財金知行所当村引請高御同書 （明治） 御支配所 上総国市原郡五所村役 知縣事 御役所 竪帳 付箋剥離
人代兼 寺谷村 組頭 喜平次、他
18名

一紙

1 (御地頭様諸借財整理惣代役等に付願書） 上総市原郡五所村 名主 幸太郎、 一紙 前欠
同 寺谷村 名主 瀬平、他18村
19名

2.土地

冊子

1 田畑高反別書上帳 明治2年7月 （五所村） 名主 又左衛門、組頭 八幡宿勧農 仮御役所様 竪帳
小右衛門、百姓代 又兵衛

3.租税・貢租

冊子

1 御年貢小手形 嘉永6年2月 地方御役所 総州市原郡五所村 名主江 小横

2 月割御賄金御上納帳 安政6年12月 御知行所 上総国市原郡五所村 地方 御役所 竪帳
名主 彌右衛門、代組頭 善六
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3 寅年ヨリ未年迄御上納切金子調帳 万延元年9月 御知行所 上総国市原郡五所村 白須甲斐守様 地方御役所様 竪帳 一紙挟込みあり
（「覚」、開披不能）

4 御軍役兵賦公邊御抱入金納割合帳 慶応3年3月 地方役所 上総市原郡五所村 役人中 横帳

5 差上取調書(先納年貢米御下に付) 慶応4年7月16日 白須助太郎知行所 上総国市原郡 竪帳
五所村 名主 ［虫くい］衛門

6 奉差上取調書帳(先納年貢米御下に付) 慶応4年7月 白須助太郎知行所 上総国市原郡 竪帳
五所村 名主 小右衛門、他2名

7 舊幕収納引當先納金證書写 （明治6年）12月 第五大區二小區 上総国市原郡五 竪帳
所金杉村

一紙

1 夘御年貢皆済目録之事 文政3年3月 小松良右衛門、他3名 右村(五所村) 名主、組頭 一紙 継目外れ(3枚)

2 （大豆上納請取状） 子2月2日 地方御役所 納人 瀬平 一紙

6.村・村政

冊子

1 御巡見御用留（村差出書上帳） 天保9年5月 五所村 年番名主 喜兵衛 竪帳

10.社会

冊子

1 醵金募集連名帳 明治23年7月 有志者 横帳 裏表紙破損。一紙挟
込みあり

12.訴訟

冊子

1 東京府御裁判所御差紙之儀ニ付急速御伺(元地頭借財 明治元年10月 御支配所 上総國市原郡五所村役 知縣事様 御役所 竪帳
に付) 人代兼 寺谷村 役人惣代 組頭

喜平次

2 乍恐以返答書奉申上候(麻布家主忠兵衛、私共を滞金に 明治元年12月 神奈川府支配所 相州大住郡寺田 東京府 御裁判所様 竪帳
付出訴の儀返答) 縄村 名主 源太郎、他11村 15名

3 以書附奉願上候(入会地訴訟に付) 明治9年7月4日 右（郡本村） 岡本清次郎、他2村5 千葉縣地租改正掛り御中 竪帳 綴目外れ（2枚）
名
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一紙

1 惣代頼一札之事(御地頭借財之滞金を奉行所へ出訴に 文久3年9月 相州淘綾郡万田村 治郎左衛門、 武州幡羅郡新島村 名主 徳重郎 一紙
付) 他9名 殿、他3名

2 乍恐以返答書奉申上候（貸金并炭薪代金滞出入に付) 慶応2年4月 白須甲斐守知行所 野州河内郡薬 御評定所様 一紙 継目外れ(2枚)
師寺村 組頭 角右衛門、同知行
所 上総国市原郡寺谷村 同(名主)
須平、他5村 7名

19.金融・貸借

一紙

1 相渡申金子證文之事(二條城表へ御在番御道中借賄に 万延元年閏3月9日 江田右兵衛、池谷泰助 上総国市原郡五所村 名主、組頭 一紙
付) 中

24.宗教

冊子

1(1) 阿夫利神社積合講 （明治） 竪帳 一紙挟込みあり

1(2) 受取証 明治39年11月20日 八幡町五所 渡邊留吉 菊地松太郎殿 一紙 冊子（1）に挟込み

27.戸長・村長・役場

冊子

1(1) 戸長役場へ出勤簿 明治14年7月26日 五所金杉村拾三ヶ村聯合 筆生 小横 一紙挟込みあり
關與八控

1(2) 筆生拝命給料儀ニ付伺 （明治）4月 五所金杉村 筆生 關與八 西ノ谷村 戸長 河野半三様 一紙 冊子（1）に挟込み。
封あり

2 総房勤勉貯金會集中扣帳 明治25年12月7日 横帳

3 総房勤勉貯金會連名簿 明治25年12月 右総代人 今井與八、他1名 横帳
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KS-14A 上総国市原郡八幡宿〔中島家文書〕

【現行地名】 千葉県市原市八幡
【概要】 八幡（やわた）村は江戸湾に面し、往還が交わる交通の要衝。近世においては八幡村または八幡町と称した。八幡宿と呼称するようになるのは、明治に入ってからのようであ

る。村高は、「元禄郷帳」1379石余、「天保郷帳」「旧高旧領」1403石余。
本文書群は、同村の名主中島徳太郎家文書。江戸後期には幕府領・旗本数氏の相給であったが、中島家はそのうち旗本佐野氏分の名主であったとみられる。佐野氏とのや
りとりを示す文書の他、明治元年（1868）に佐野氏が駿府に移住する際の納米関係史料が残る。これを踏まえ、１．支配・地頭の一紙と３．租税・貢租に、中分類を立項した。
村内の飯香岡八幡宮神主市川伊賀家の文書が一括されていた。一括された経緯は不明であり、何らかの事情で中島家に伝わった可能性もあるが、検索の便を考慮して分離
した（KS-14B）。利用にあたっては、相互に参照されたい。

【年代】 寛文7年（1667）～明治28年（1895）
【点数】 184点（冊子44点、一紙140点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 松平肥後守様松平下総守様御備場御用人割觸帳 弘化4年12月 八幡村 横帳

2 （英国軍艦渡来のため人足仰付に付連印一札） 文久3年3月16日 判頭 惣右衛門、弥七、他51名 御役元 御役人中 竪帳

3 （若様御腫物、水戸表へ御供等に関し書状） 4月6日 御地頭所内 前田栄次 八幡村 名主 徳太郎殿 竪帳

4 （若殿様御不快等に付書状） 4月13日 御地頭所内 前田栄次 八幡村 名主 徳太郎殿 竪帳

5 太政官御布告寫（治水の規程改正に付） 明治4年2月 上総国市原郡八幡宿 中嶌徳太郎 竪帳
所持

6 御布告誌 第壱號 附組合紀（ママ）事 明治10年9月 第拾貳番組 竪帳

一紙 A．佐野家

1 （代り中間両人差越に付申渡） 戌（文久2年)12月10 佐野藤三郎内 河野常蔵 御知行所 上総国市原郡八幡村 一紙
日 名主 徳太郎殿

2 （雛形の通り姓名認め差出すべく達に付書状） 2月2日 此所泊 小林鉦五郎 佐野藤三郎様 一紙 継目外れ（2枚）

3 （過日差出候書付返却に付） 3月20日 須田権八郎 佐野藤三郎様 一紙

4 （廻状拝見に付書状） 3月21日 三宅鎌之助 佐野藤三郎様 一紙

5 （生年の儀に付書状） 6月20日 原鉄蔵 一紙

6 （過日御廻状請書并年齢に付書状） 6月22日 原鉄蔵 佐野藤三郎様 一紙

7 （調所よりの急廻状） 9月26日 小林鉦五郎 佐野藤三郎様 一紙

8 （隠居のため父子共陸軍所へ呼出に付伺状） 10月8日 ［虫くい］井［汚れ］平 佐野藤三郎様 一紙
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一紙 B．その他

1 條々（破船寄船法度に付） 寛文7年2月 一紙

2 （砲術差図役就任に付願書） 寅（慶応2年）10月 萩原金三郎 一紙

3 （改年祝状） 1月2日 岩渕半蔵唯満 鈴木重郎左衛門様、金澤八郎様 一紙 折紙

4 被 仰渡之覚（王政御一新に付） 明治元年9月 一紙

2.土地

冊子

1 田畑反別實地野帳控 明治11年12月10日 小横

2 建家地所賣渡證書控 明治13年12月7日 竪帳

一紙

1 相渡シ申質山流シ證文之事 正徳3年3月22日 質流シ主 与左衛門 久兵衛殿 一紙

2 譲渡申田畠證文之事 文政10年8月 八幡村 名主 喜兵衛、他4名 小右衛門方、他2名 一紙 フケ

3 添書證文之事（質地証文） 文政13年12月 外川戸 地主 清蔵 中条庄右衛門殿 一紙

4 一札之事（古来の往来開発田地のため囲込に付） 嘉永6年9月 駒井様 名主 文五郎 名主 喜代次郎様 一紙 継目外れ（2枚）

5 入置申一札之事（小作地作徳米相渡申に付） 万延元年12月 永々地主 平十郎、他2名 名主 徳太郎殿 一紙

6 賣渡申建屋證文之事（年貢上納差支に付） 文久元年12月 賣主 吉五郎、親類 吉兵衛、同 鞁屋長兵衛 一紙
彦太郎、組合惣代 金蔵、世話人
与吉

7 乍恐以書付奉願上候（吉五郎他四名地代家賃滞候一件 元治元年5月 永井菊之助知行所 上総国市原郡 佐野藤三郎様 御役人中様 一紙
に付） 八幡村 元年寄市兵衛煩ニ付代

召仕 安兵衛

8 入置申一札之事（戎定坊所持田畑譲渡に付） 元治元年12月 江戸小石川小川町 祐三郎組人 名主 徳太郎殿 一紙
権右衛門

9 乍恐以書附奉願上候（開発向の地御糺に付） 当御支配所 上総國市原郡八幡村 山川蓮太郎様御手代 近藤重三郎 一紙
役人惣代 名主 関右衛門、他5 様、大川甚四郎様

村6名

10 借用申證文之事（質地証文） 明治5年6月 八幡宿 借り主 中嶋徳太郎、引請 小田領分 武藤重郎平様、高山七 一紙
人 中嶋巳之吉 郎殿、白井善吉殿

11 （図面請戻金に付書状） （明治）12月24日 山口用之助 中島徳太郎様 一紙
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3.租税・貢租

冊子

1 （年貢請取覚綴） (慶応2年～慶応3年) 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳

2 當夘御年貢米永皆済目録之事 慶応3年11月 御知行所 上総國市原郡八幡村 御地頭所様 御役人中様 竪帳
名主 徳太郎、他5名

3 覚（石代金等請取に付） 寅1月15日 御地頭所内用所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 竪帳 綴穴あり
郎江

4 覚（石代金請取に付） 寅3月1日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

5 覚（国役金等請取に付） 巳11月5日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

6 覚（石代金請取に付） 巳11月5日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

7 （来寅年分御飯米廻米に付書上） 巳11月 竪帳 綴穴あり

8 覚（石代金請取に付） 巳12月21日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

9 覚（国役金請取に付） 亥11月5日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

10 覚（石代金請取に付） 亥12月21日 佐野藤三郎用所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 竪帳 綴穴あり
郎江

11 覚（石代金請取に付） 亥12月24日 佐野藤三郎用所 八幡村 名主 徳太郎江 竪帳 綴穴あり

12 濁酒造去辰御冥加書上ヶ帳 巳（明治）2月5日 右組合右惣代 八幡宿 名主源右 商法司御役所 竪帳
衛門煩ニ付代 右役人惣代 百姓
彦太郎、造人惣代 組頭 甚松

一紙 A．皆済

1 當未御年貢米永皆済目録之事 弘化4年11月 御知行所 上総国市原郡八幡村 御地頭所様 御役人衆中様 一紙
名主 清五郎、他4名

2 皆済手形之事 嘉永2年11月5日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 清五 一紙
郎、組頭、惣百姓江

3 皆済手形之事 嘉永4年11月5日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 清五 一紙
郎、組頭、惣百姓江

4 皆済手形之事 嘉永5年11月5日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 清五 一紙
郎、組頭、惣百姓江

5 當未御年貢永皆済目録之事 安政6年11月 御知行所 上総国市原郡八幡村 御地頭所様 御役人中様 一紙
名主 徳太郎、他5名
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6 當申御年貢米永皆済目録之事 万延元年11月 御知行所 上総国市原郡八幡村 一紙 後欠
百姓代 勘三郎、他3名

7 當申御年貢米皆済目録之事 万延元年11月 上総国市原郡八幡村 百姓代 勘 御地頭所様 御役人中様 一紙
三郎、他5名

8 當酉御年貢米皆済目録之事 文久元年11月 御知行所 上総國市原郡八幡村 御地頭所様 御役人中様 一紙
名主 徳太郎、他5名

9 皆済手形之事 文久2年1月15日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎、組頭、惣百姓江

10 皆済手形之事 元治元年3月21日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 清五 一紙
郎、組頭、惣百姓江

11 皆済手形之事 元治2年1月15日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎、組頭、惣百姓江

12 皆済手形之事 慶応2年11月5日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎、組頭、惣百姓江

13 皆済手形之事 慶応3年11月6日 地頭所 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎、組頭、惣百姓江

一紙 B．過料銭

1 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙
門、他4名

2 （過料銭請取に付覚） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙 前欠
門、他4名

3 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙 付箋剥離
門、他4名

4(1) 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙 重折り（2枚）
門、他4名

4(2) 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙 重折り（2枚）
門、他4名 付箋剥離

5 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙
門、他4名

6 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙
門、他4名

7 覚（過料銭請取に付） 申10月11日 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙
門、他4名
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8 覚（過料銭請取に付） 築山茂左衛門手附 富田類右衛 一紙 後欠
門、他4名

一紙 C．駿府納米

1 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 百姓 甚七、 一紙
他7名

2 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 百姓 伊三 一紙
郎、他12名

3 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 百姓 甚七、 一紙
礒五郎、他13名江

4 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 百姓 新兵 一紙
衛、善兵衛、他17名江

5 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎、他5名江

6 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 名主 徳太 一紙
郎江

7 覚（駿府移住に際し納米の儀に付） 明治元年10月 藤三郎 上総国市原郡八幡村 組頭 傳十 一紙
郎、勘十、他3名江

一紙 D．その他

1 乍恐以書付奉願上候（御年貢御用捨米に付） 天保7年9月16日 御知行所 上総国市原郡八幡村 佐野長十郎様 御役人中様 一紙
小前高持惣代 庄兵衛、他13名

2 一札之事（御地頭所様御調達金差支に付） 弘化2年12月 平二郎、他7名 喜代次郎殿 一紙

3 差入申一札之事（去辰年貢延納に付） 安政3年12月 借り主 久蔵、給人 金太郎 清五郎殿 一紙

4 入置申一札之事（上地御年貢日延願に付） 文久元年4月7日 借り主 百姓 八平、證人 組合 初 名主 徳太郎殿 一紙
五郎

5 差出申一札之事（菜種油渡世冥加金未納に付） 慶応4年9月 上総国長柄郡国府関村 大惣代 八幡村 組頭 利兵衛殿、名主 徳 一紙
市兵衛、同国同郡山木村 右市兵 太郎殿
衛代 柳助

6 覺（石代金請取に付） 寅12月25日 佐野藤三郎内 用所 八幡村 名主 徳太郎江 一紙

7 差上申御受書之事（冥加金未納分納入に付） 辰8月晦日 芝山文平支配所 上総国市原郡八 民政御裁判所 一紙
幡村 名主 徳太郎

8 奉差上送り状之事（飯米積送りに付） 御知行所 上総國市原郡八幡村 御知行所様 御役人中様 一紙
名主 徳太郎
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9 覚（払米代金・返納金請取に付） 明治2年11月29日 佐野藤三郎内 塩谷嘉右衛門 上総国市原郡八幡宿 元名主 徳 一紙
太郎殿

4.戸口

冊子

1 五人組之帳 元治元年3月 名主 徳太郎、他60名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

一紙

1 入置申一札之事（浅次郎夫婦離縁に付） 天保5年1月 新田野村 弥兵衛、六之丞 八幡村 平兵衛殿、清五郎殿、弥 一紙
左衛門殿

2 人別送り一札之事 文久元年3月 右村 名主 忠兵衛 同村 名主 徳太郎殿 一紙

3 人別送り一札之事 文久元年10月 右村（八幡村） 名主 忠兵衛 同村 名主 徳太郎殿 一紙

4 送一札之事 明治2年1月 松平左京亮領分 下総国海上郡飯 上総国市原郡八幡宿 御名主 徳 一紙
沼村 名主 治三郎 太郎殿

6.村・村政

冊子

1 小前百姓御請印帳（清五郎名主役仰付に付） 弘化4年11月10日 御知行所 上総国市原郡八幡村 竪帳
名主 清五郎、他5名

2 （組頭徳太郎名主役仰付に付請書） 安政6年1月15日 判頭 惣右衛門、他57名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

一紙 A．御鷹御用

1 差出申水夫人足之事 元治2年1月 戸田久次郎組 御鷹方 三浦助太 上総國市原郡八幡村 名主中 一紙
夫、留田直右衛門、早川亀次郎

2 覚（水夫人足差出に付） 元治2年1月 戸田久次郎組 御鷹匠 近藤平兵衛 上総国市原郡八幡村 名主へ 一紙

3 水夫人足之事 元治2年1月 戸田久次郎組 御鷹匠組頭 三橋 上總国市原郡八幡村 名主へ 一紙
藤太夫

4 差出申水夫人足之事 元治2年1月 戸田久次郎組 御鷹匠 中嶋勇之丞 上総國市原郡八幡村 名主へ 一紙

5 覚（鷹捉飼のため水夫人足差出に付） 元治2年1月 戸田久次郎組 御鷹匠 近藤平兵衛 上総国市原郡八幡村 名主江 一紙

6 覺（御上鳥黒鶴二羽他継立に付） 丑2月4日 濱野村 問屋 喜平治 八幡村 御名主中 一紙

7 御鷹御用霞急廻状（御鷹御用賄当番のため呼出に付） 辰11月6日 八幡村 名主 山木村、他25村 右村々 御名主中 一紙 封あり
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8 御鷹御用霞急廻状(御鷹御用賄順番に当り候ため呼出に付) 未12月5日 八幡村 問屋 清五郎 平蔵村、他16村 右村々 御名主中 一紙

9 御鷹御用霞急廻状(御鷹御用賄順番に当り候ため呼出に付) 戌10月25日 八幡村 名主 清五郎 山木村、他20村 一紙

10 覚（黒鶴等請取に付） 閏2月5日 濱野村 問屋 喜平治 八幡村 御名主中 一紙

一紙 B．その他

1 覚（名主兼役交代に付） 安政5年6月5日 佐野藤三郎内 柘植忠蔵 御知行所 上総国市原郡八幡村 一紙
名主兼 徳太郎、他2名

2 議定一札之事（村方問屋引請に付） 安政6年9月 名主 徳太郎、同 源次郎、同 卯 名主 太右衛門殿 一紙
兵衛、同 長兵衛

3 御頼申一札之事（問屋引請に付） 安政6年9月 名主 太右衛門 御名主 源次郎殿、同 徳太郎殿、 一紙
同 卯兵衛殿

4 （新年挨拶状） 戌（文久2年）1月2日 江戸市谷船河原町 羽生屋全兵衛 上総国八幡村 御名主 小次郎様 一紙 封あり

5 乍恐以書付奉申上候（名主権左衛門より村政のこと私共 巳 飯沼村 百姓代 吉左衛門、同 與 一紙
相手取出訴に付） 左衛門

6 （相談申上度義有之に付呼出状） 八幡宿 名主 杉田嘉一郎、菊間 能満村、他8村 右御村々 御役人 一紙
村 名主 義太郎 中様

7 請取一札之事（議定書引替に付） 久五郎 内藤喜代治郎殿 一紙

8 差上申御請書之事（飯沼百姓代吉左衛門ら取計方等申 明治2年4月11日 御領分 上総国市原郡飯沼村 吉 八幡 民正仮御役所 一紙
渡に付） 左衛門、他17名

7.組合村

冊子

1 上総国市原郡組合村書上帳 文政10年8月 八幡村 惣代 名主 太右衛門、他 関東向御取締御出役 山田茂左衛 竪帳 裏打
2名 門様御手附 武藤僖左衛門殿、他

2名

8.水利・用水

冊子

1 為取替書（水揚の儀に付） 明治6年8月22日 上総国市原郡八幡宿 副戸長 中 市原郡草刈村 鴇田健造殿、他2 竪帳
嶋徳太郎、他6名 名

2(1) 箇所附帳（川除堤破損箇所取調帳） 明治6年12月10日 下総國千葉郡生実村 外三ヶ邨、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内1
上総國市原郡八幡宿 外貳ヶ邨

2(2) 堰普請諸色書上ヶ帳 明治7年1月10日 上総国市原郡八幡宿 外弐ヶ村、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内2
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下総国千葉郡北生実村 外三ヶ邨

3(1) 堰要地確証（ママ）へ御奥書并御縣印願 明治7年1月23日 下総國千葉郡北生実村 外三ヶ邨、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内1
上総國市原郡八幡宿 外貳ヶ村

3(2) 堰要地御拂下ヶ願書并御奥書御縣印願書 御下ヶ願 明治7年1月28日 上総国市原郡八幡宿 外弐ヶ村、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内2
下総國千葉郡北生実村 外三ヶ邨

4 御證印願（堰要地に付） 明治7年3月8日 下総國千葉郡北生実村 外三ヶ村、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
上総國市原郡八幡宿 外弐ヶ村

5 奥書御縣印願 御下ヶ願（堰要地に付） 明治7年3月17日 上総国市原郡八幡宿 外三ヶ村、 竪帳
下総国千葉郡北生実村 外弐ヶ村

6 御證印願（堰要地絵図面に付） 明治7年3月 下総國千葉郡北生實邨 外六ヶ邨 千葉縣令 柴原和殿 竪帳

一紙

1 取為替議定一札之事（第一用水差支のため普請入用割 慶応2年4月 名主 喜右衛門、源右衛門、他6名 一紙
合に付）

2 取極議定之事（用水普請に付） 慶応2年 上総国市原郡八幡村 八給惣代 一紙
名主 久平、他6村 19名

9.土木・建築

一紙

1 差入申一札之事（家作普請取決に付） 明治4年5月 八幡宿 明石屋喜太郎、他2名 郷宿 徳太郎殿 一紙

11.治安

一紙

1 御詫申一札之事（当浦貝藻巻取の件に付） 慶応元年11月 佐々井半十郎支配所 下総国葛飾 八幡村 御役人中 一紙
郡東大嶋村 名主孫右衛門配下
舩主 甚兵衛、他5名

2 （松之助不納一件取計方に付書状） 子9月14日 佐野藤三郎内 川崎勝多（ヵ） 名主 清五郎殿、他4名 一紙

3 （村々事件に付書類届願） 3月23日 中島様 一紙

4 乍恐以書付奉歎願候（召捕られた穢多重左衛門他二名 明治2年3月 民正（政）仮御役所 上総国市原郡八幡宿 役人惣代 一紙
御下願に付） 名主 源右衛門、他2名
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12.訴訟

冊子

1 霞村御尊判目安写 寛政2年4月17日 右廿三ヶ村惣代 阿部兵部少輔領 御奉行所様 竪帳
分 上総国市原郡潤井土村 訴訟
人 名主 庄七、他2名

2 霞出入返答書写（潤井戸村助郷減免訴訟に付） 寛政2年5月 上総国市原郡八幡村 右八給惣代 御評定所 竪帳
村上三十郎知行所 同村 名主

返答人 喜右衛門、他3名

3 霞一件済口證文之写 寛政2年7月 上総国市原郡下野村 外十九村 御評定所 竪帳
惣代 阿部兵部少輔領分 潤井土
村 訴訟人 名主 庄七、他8名

4 霞出入（御鷹匠様御止宿賄入用割当に付） 文政13年12月 牛久村 惣代 七兵衛、馬立村 勇 御奉行所様 竪帳
吉

5 八幡村霞一件訴状面（ママ）写・八幡村霞一件返答書写・ 嘉永6年 竪帳
八幡村霞一件済口證文写

6 議定書（玄高寺所持の田畑紛乱に付） 明治4年4月 御支配所 上総国市原郡郡本村 竪帳
訴訟方 玄高寺、五井村 組寺 守
永寺、他11名

一紙

1 請返田地取縺一件 為取替議定一札之事 天保15年8月 願人 平十郎親類惣代 平右衛門、 一紙
他9名

2 乍恐以書付奉願上候（潤井戸・六地蔵両村へ往来荷分 嘉永4年10月 岩田鍬三郎御代官所、岩本大隅 御奉行所様 一紙
候案に付） 守、他6名知行所 上総国市原郡八

幡村 役人小前惣代 組頭 儀兵衛

3 乍恐以書付奉願上候（八幡村一件国許において取扱度 安政7年2月 佐々木道太郎御代官所 上総国市 寺社御奉行所様 一紙
に付、出府猶予願に付） 原郡八幡村 組頭 幸助、他6名

4 乍恐以書付御訴訟奉申上候（貸金売掛荷物前金出入に 慶応元年4月 岩本数馬知行所 上総国市原郡八 御奉行所様 一紙 継目外れ（5枚）
付） 幡村 百姓武助煩に付代 百姓 訴

訟人 安兵衛

5 （至急尋合の上出願申度に付書状） 子3月11日 村田日譲 八幡宿 中嶋徳太郎様 一紙

6 （取急ぎ出訴致度に付書状） 3月21日 日譲 中島君 一紙 封あり 取扱注意

7 （白島氏一条に付見合願） 8月31日 楽園 中嶋徳太郎様 一紙 取扱注意

8 （境浜一条に付今日願書申上度書状） 11月10日 松の屋にて加藤久平 上総八幡宿 問屋 徳太郎様 一紙
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9 乍恐以書附奉願上候（預り金出入に付添簡願に付） 明治3年4月17日 菊間藩御支配所 上総国市原郡八 宮谷縣 御役所 一紙
幡宿八幡大神領 農間干鰯〆粕渡
世 百姓要助煩ニ付代 親類 源右
衛門、差添組頭

10 乍恐書付ヲ以奉願上候（寺領相違に付） 明治3年6月17日 生実大巖寺末御支配所 當國市原 菊間藩 社寺御役所 一紙 継目外れ（5枚）
郡本村 玄高寺、組寺差添 同国
同郡五井村 守永寺

14.夫食・救

冊子

1 助成金控帳 慶応元年6月 竪帳 虫損大 取扱注意

一紙

1 夫喰米借用之事 文久元年4月7日 甚七、他27名 一紙

16.農・林・水産業

冊子

1 十月十五日ヨリ十二月十五日迄 塩相場書上 明治8年12月 上総国市原郡八幡宿 穀屋惣代 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
市川平吉、他4名

2 十月十五日ヨリ十二月十五日迄 塩相場書上 明治8年12月 上総国市原郡八幡宿 穀屋惣代 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
市川平吉、浅野清太郎、他3名

18.商業

冊子

1 （農間質屋渡世のもの共質取金高書上） 文政10年 右村 元質屋 嘉平次、同 佐右衛 関東御取締御出役 山田茂左衛門 竪帳
門、他32名 様御手附 武藤僖左衛門殿、他2名

2 農間商渡世之者名前取調帳 文政10年 右村（八幡村） 百姓代 利兵衛、 関東両御取締御出役 山田茂左衛 竪帳
他26名 門様御手附 武藤僖左衛門殿、他

2名

19.金融・貸借

一紙

1 借用申金子證文之事 安政4年閏5月 借り主 八幡村 徳太郎、證人 同 曽我野村 源助殿、長吉殿 一紙
小次郎

2 借用申金子證文之事 安政7年1月 借り主 名主 徳太郎、證人 組頭 市川大和殿 一紙
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傳十郎

3 借用申金子證文之事（草苅村堰元要助殿へ用立金差支 万延元年5月 借り主 名主 徳太郎 吉田屋甚松殿 一紙
に付）

4 借用申金子證文之事 文久元年3月 八幡村 借り主 徳太郎 曽我野村 鍛冶屋源助殿、同長吉 一紙
殿

5 借用申金子證文之事 文久元年3月 借り主 名主 徳太郎 吉田屋甚松殿 一紙

6 借用申金子并夫喰米證文之事 文久元年4月7日 借り主 与兵衛、他2名 名主 徳太郎殿 一紙

7 借用申金子證文之事 文久元年7月 借主 八幡村 徳太郎 曽我野村 源助殿 一紙

8 借用申一札之事 慶応3年8月 佐野藤三郎内 前田栄次郎、請人 和泉屋利兵衛殿 一紙
徳太郎、勘十

9 借用申金子米證文之事 慶応4年1月 借り主 磯五郎、請人組合 甚七、 百姓代 辰五郎殿 一紙
他2名

10 以口上書奉願上候（船賃に付） 丑7月5日 質舩主 幸右衛門、組合代 吉左 御名主 徳太郎様 一紙
衛門、親類代 勘十

11 借用申證文之事 卯6月 賄主 清蔵、請人 全吉 同村 作兵衛殿 一紙

12 借用申金子證文之事 明治2年3月 質地主 徳太郎、同 請人 喜代松 吉田屋甚松殿 一紙

13 入置申對談一札之事（郷宿逗留費勘定日延に付） 明治3年3月 萩作村 組合惣代 源内、他2名 菊間表 郷宿徳太郎手代 治郎兵 一紙
衛殿

20.経営・雇用

一紙

1 對談書之事（奉公人請状に付） 明治5年8月21日 葉木村 高山太重郎、他1村3名 菊間村 庄（ヵ）郷宿 中嶋総太郎殿 一紙 継目外れ（2枚）

21.助郷

冊子

1 郷邨書上ヶ帳（御領分郷宿仰付に付） 明治元年12月 御領分 当八幡宿 郷宿 仲助、同 八幡民政仮御役所 竪帳
徳太郎

一紙

1 差上申済口證文之事（継立人馬賃銭払方に付） 天保14年8月21日 上総國市原郡八幡村 役人惣代 御評定所 一紙
右長十郎知行分 訴訟人 名主 清
五郎、他22村 26名
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2 乍恐以書付奉願上候（郡本村他十ヶ村より人馬継立雇上 嘉永元年12月5日 上総国市原郡八幡村 役人惣代 御奉行所様 一紙
げ賃銭差出させ度に付） 問屋兼名主 清五郎、五ヶ村役人

惣代 菊間村 名主 太郎右衛門

3 乍恐以書付奉願上候（郡本村他十ヶ村に助郷人馬差し 午6月17日 給々村 役人惣代 河野対馬守知 御奉行所様 一紙
出さすべき御印状願） 行分 上総国市原郡八幡村 名主

卯兵衛、他2名

4 乍恐以書付奉願上候（松平肥後守様御通行の節人馬賃 上総国市原郡八幡村 役人惣代、 御奉行所様 一紙
銭扱いに付） 右五ヶ村（菊間村、古市場村、大

厩村、市原村、五所村） 役人惣代

24.宗教

一紙

1 借用申金子證文之事（鎮守八幡宮神輿修復金に差支に 弘化3年2月 八幡村 名主 長兵衛、他8名 問屋 清五郎殿 一紙
付）

2 差上申議定之事（八幡宮御祭礼に関し雛形） 八幡五所 名主 誰々、百姓代 誰 神主市川誰々様 御社役所 一紙
々―

26.家・生活・書簡

一紙

1 口上（酒直し方伝授に付） 4月22日 升屋隠居 萬屋徳太郎様 一紙

2 （明日出願と決意致し候に付書状） 5月8日 日譲 中島篤太郎様 一紙

3 （証書持参いたし度に付書状） 楽園 中嶌徳太郎様 御報 一紙

4 （新年挨拶に付書状） （明治4年）1月2日 御百姓宿 松野屋豊蔵 上総国市原郡菊間村 役御人中様 一紙 封あり 木版印刷
参人御中

5 （財政困難のため送金願） 明治5年12月21日 呉服橋内 歩兵第三聯隊第五中隊 千葉県上総市原郡八幡宿 中島清 一紙 封あり
平川利三郎 太朗様

6(1) （御入営承知、議員選挙勝利に付書状） （明治27年）9月4日 ［虫食い］洋諸大家賣薬［虫食い］ 印旛郡酒々井町上本佐倉 宮島久 一紙 重折り（2枚） 封あり
製造金庫特約［虫食い］（生）生堂 次郎様方 中島清太郎様 (1)～(4)一括 全体の

封は本文書のもの

6(2) （御養生専一に付書状） （明治）9月4日 千葉縣市原郡八幡村 小倉長蔵 千葉縣印旛郡酒々井町本佐倉 宮 一紙 封あり二重 (1)～(4)
嶋久次郎方 舎営 後備歩兵第二 一括 内側の封は本
聯隊第八中隊内 中嶋清太郎様 文書のもの

6(3) （御安着御状拝見に付葉書） 明治27年9月3日 上総国市原郡八幡［虫食い］ 鈴木 佐倉歩兵後備第二聯隊第八中隊 一紙 封あり (1)～(4)一括
一［虫食い］ 中嶋清太郎様
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6(4) （貴君出発後一同無事に付葉書） （明治27年）9月3日 八幡町 木口辰三郎拝 千葉縣佐倉町 後備第二聯隊第八 一紙 封あり (1)～(4)一括
中隊 中嶋清太郎様

7 （東京状況報告に付書状） 明治28年6月5日 千葉縣千葉郡蘇我町 加藤文左衛 清国盛京省岫巖州王家堡子［汚 一紙 封あり 封に付箋あり
門 れ］時補助 憲兵第四部第五班 中

嶋清太郎殿

8 （徳太郎様病身に付書状） （明治）2月25日 はし本さや 中じま御姉上様 一紙

9 （諸用件に付面会伺） （明治）4月21日 川上冲五郎 中島恒太郎 一紙 桃色紙

10 （御相談のため御出席願に付書状） （明治）5月2日 桜（ヵ）相造（ヵ） 中島清太郎様、丸勇司様、菊地長 一紙 継目外れ(2枚)
蔵様座下

11 （近況回報に付書状） （明治）5月31日 萩原昇吉 中島清太郎様 一紙

12 （露国軍人軍用品記念として頂戴に付書状） （明治）6月29日 千葉県市原郡八幡町 萩原昇吉 千葉県習志野原 俘虜収容所 國 一紙 封あり
民歩兵第三大隊第二中隊 中嶋清
太郎殿侍史

13 （婚賀の件に付渡辺老との対面に関し書状） （明治）7月24日 村田 篠崎次右衛門 八幡片町 萬屋徳太郎様貴下 一紙 継目外れ(2枚)

14 （御病児に見舞品差上に付書状） （明治）8月21日 天羽村（ヵ） 譲 中島徳太郎様 一紙

15 （金立替等に付書状） （明治）9月1日 土岐半蔵 中島清太郎様 一紙 継目外れ(2枚)

16 （病後伺并帰国見通しに付書状） （明治） 中村愚弟 中島雅兄 一紙 重折り（2枚)
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KS-14B 上総国市原郡八幡宿飯香岡八幡宮〔市川家文書〕

【現行地名】 千葉県市原市八幡
【概要】 飯香岡（いいがおか）八幡宮の神主市川伊賀家文書。飯香岡八幡は、八幡村内に所在し、市原八幡とも称す。上総国府八幡宮と上総国惣社を兼ねたため、国府惣社八幡

宮とも呼ばれた。天正19年（1591）に、家康から朱印地150石を八幡村内で与えられている。本文書群に含まれる由緒書には、この家康朱印状が写されている他、元禄4年（16
91）に建て直しがなされた旨が記されている。神宮寺は、真言宗若宮寺（霊応寺）で、同寺別当とのやりとりが残る。八幡宮の神事や修復に関わる史料の他、寺領や社家支配
史料がみられる。
KS-14A八幡宿文書と一括されていたが、性格が異なるため、検索の便を考慮して分離した。利用にあたっては、相互に参照されたい。

【年代】 天明元年（1781）～明治16年（1883）
【点数】 51点（冊子8点、一紙43点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 定（社家法度に付） 天明2年12月 一紙

2 定（先の神祇道諸法令再触） 文政7年12月13日 神祇官領岡上 吉田殿御役所 宮 一紙
川弾正、同代 高橋和泉

3 御觸御條目 文政7年12月23日 神祇官領長上家御本所御役所 宮 一紙
川弾正、同代 高橋和泉正

4 以書付奉伺候（御朱印改に関する伺書返答催促に付） 嘉永7年10月25日 右別當 若宮寺 神主 市川常陸 岩本大隅守様 御役人中 一紙

5 （村高村名間違なき様巨細に書き出すべく廻状） 寅4月 土佐、能登 上総国市原郡八幡村、他183村 一紙
右村々 名主、組頭、百姓代

6 定（寛文五年神祇道法令再触） 寅10月 一紙

7 （御巡見のため掃除并堀浚に付廻状） 戌4月2日 八幡宮役所 役人中 一紙 折紙

8 廻章（公方様御代替御巡見のため掃除人夫に付） 戌4月2日 八幡宮役所 八幡郷、きくま、屋まき、府中、そ 一紙 封あり
ふしや、村上、ごい、ごしよ 右村
々御役人中

9 （伊賀守殿御逢対に付廻状） 4月20日 佐野藤三郎 多門平次郎様、阿部鉄次郎様、花 一紙
木陽佐様

2.土地

冊子

1 上 八幡太神領高反別物成并除地取調帳 申（明治5年）9月 右（八幡社） 旧神官 市川三郎、 木更津縣 竪帳 付箋剥離
戸長 松田嘉一郎

2 上 御拂下ヶ願書 申（明治5年）9月 右（八幡社） 旧神官 市川三郎、 木更津縣 御役所 竪帳
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戸長 松田嘉一郎

3 元黒印地持地壱人別帳 明治9年1月 八幡大神 祠官 市川信明、氏子 竪帳
惣代 松田嘉一郎、他16名

4 元黒印地一筆限作付取調帳 明治9年1月 第五大區二小區 市原郡八幡宿 竪帳
八幡大神 祠官 市川信明、氏子
惣代 松田嘉一郎、他16名

5 元墨（ママ）印地持地壱人別作附調帳 明治9年2月 第五大區元二小區 市原郡八幡宿 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
八幡太神 旧神主 市川信明、用

掛り 中嶋徳太郎、他16名

6 八幡大神元黒印地原由書寫 明治9年4月 第五大區五小區 上總国市原郡八 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
幡宿 八幡大神 旧神［虫食い］ 市
川信明、用掛り 中嶋徳太郎、他4名

7 八幡大神社地上知御拂下ヶ願 明治9年5月12日 第五大区五小区 上総国市原郡八 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
幡宿 用掛り 中嶋徳太郎、八幡大
神 祠官 市川信明、他8名

一紙

1 一札之事（田畑質入に付） 天明元年12月 彦五郎、母、親類惣代 平三郎 市川斎殿 一紙

2 （満徳寺境内指図） 明治元年10月 上総国市原郡八幡宿 八幡別當 一紙
霊應寺改 市原武雄

3.租税・貢租

一紙

1 乍恐以書付御伺奉申上候（御改革諸入用差出に付） 天保7年6月 上総国市原郡八幡郷 八幡宮 別當 岩本大隅守様 御役所 一紙
代 愛宕下長久寺神主 市川伊賀

4.戸口

一紙

1 受納申金子手形之事（娘おてつ殿婚儀相調に付） 慶応元年12月 八幡宿 市川伊賀之輔、親類惣代 上代 平左衛門殿 一紙 付箋剥離
媒人 篠崎次郎左衛門

11.治安

一紙

1 差上申一札之事（行倒れ死骸扱いに付） 文政8年8月 御知行所上総国市原郡八幡村 御 岩本内膳正様 御役人中 一紙
朱印地八幡宮 別当 若宮寺、他2
名
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2 口上を以申上候（又兵衛明家片付け度に付） 11月29日 小宮山善太 市川伊賀守様 一紙

3 以書付御届奉申上候（八幡大神領百姓見知らぬ銭見付 明治3年8月20日 上総国市原郡八幡宿 八幡大神 菊間御藩 御役所 一紙
に付） 神主 市川三郎判

12.訴訟

一紙

1 入置申一札之事（八幡宮別当惣社人坊中正月式礼の砌 文化12年1月 形（刑）部、宮内、他6名 兵部殿 一紙
宮頭取不始末に付）

2 乍恐以書付を奉申上候（江戸奉公中配領地世話人組頭 文化12年3月 上総国市原郡八幡村 八幡宮 社 阿部駿河守様 御役人衆中様 一紙
喜右衛門勘定分候分未払に付） 人 願人 市川主膳

3 一札之事（別当若宮寺相手取候一件の入用高割金出金 文政3年1月 三之丞、仲人 庄助 市川大隅様、御同役中 一紙
致さざるに付）

4 入置申一札之事（若宮寺兼帯融真非法に付） 慶応元年6月 上総国八幡郷 別当 若宮寺 覺 当神主 市川伊賀亮殿 社家衆中 一紙
正、同同 社役 西行事 山下左近

18.商業

冊子

1 家賃増額（物価騰貴生活差迫に付） 明治9年5月 右 市川信明、用懸 渡辺孫八、他 竪帳
2名

19.金融・貸借

一紙

1 證文之事（出入止宿費借用に付） 天明5年12月11日 上総國市原郡八幡村 八幡宮 社 升屋 三右衛門殿 一紙
家 大塚伊勢

2 借用申金子證文之事（八幡宮修復未進差詰に付） 文化14年11月 借主 市川大隅、他2名 濱本 文治郎殿 一紙 継目外れ（2枚）

3 借用申金子證文之事（修復料上納差詰に付） 文政5年閏1月 借用主 神主齋宮 請人 山下兵部 三大夫殿 一紙

4 借用申金子證文之事（亥年八幡宮修復料米に差詰に付） 文政10年4月 借主 市川伊賀、證人 山下兵部 三太夫殿 一紙

5 小作先納金請取證文之事（御修復料差詰に付） 天保10年12月 先納請取主 市川若狭、證人 宮 市兵衛殿 一紙
吉長門、市川山城

6 借用申金子之事 嘉永5年5月10日 神主 市川常陸亮 廣瀬嘉平次殿 一紙

7 借用申一札之事 安政4年12月 借用主 市川常陸亮 廣瀬徳右衛門殿 一紙
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8 預り申金子證文之事 万延元年5月24日 預り主 平八 市川伊賀亮様 一紙

9 借用金子之証 明治16年9月3日 千葉縣上総國市原郡八幡宿 八幡 金主 丸園吉殿 一紙 印紙貼付
大神祠官 借用主 市川信明

21.助郷

一紙

1 先触（主人登城に際し人馬継立に付） 巳12月29日 上総國市原郡八幡郷 御朱印地 八幡、濱野、曽我野、検見川、馬 一紙 封あり 破れ（2枚）
八幡宮 神主 市川常陸亮内 永野 加、船橋、行徳、江戸小網町行徳
勘兵衛 がし 右宿村問屋中

24.宗教

一紙

1 為取替申一札之事（修復料調達に付） 文政7年11月 若宮寺、斎王、他7名 一紙

2 奉願（顕名裁許状・祓・手繈下付願に付） 天保2年8月 上総国市原郡八幡郷 御朱印 八 御本所様 御役人衆中 一紙
幡宮 神主 市川伊賀

3 奉願（官位裁許願に付） 天保9年11月 上総国市原郡八幡郷 八幡宮 社 神主 市川伊賀殿 一紙
中 簱役 丸市兵衛

4 奉願（実名裁許状等申請に付） 天保9年11月 上総国市原郡八幡郷 八幡宮 社 神主 市川伊賀殿 一紙
人 杉本伊之助

5 古格議定之事（末社再建に際し守護相定に付） 弘化5年2月 松平形（刑）部、大野宮内、他7名 一紙 継目外れ（4枚）

6 差入申一札之事（若宮寺神役拝命に付） 嘉永6年12月 別當 若宮寺 法道 神主 市川常陸亮殿、社家衆中 一紙

7 一札之事（若宮寺法道病死により御住人選願に付） 安政4年12月 承仕 市三郎、吉兵衛、文次郎、 神主様 一紙
惣兵衛、衆徒 神王院

8 差上申神文之事（御口秘謹請に付） 安政6年6月25日 三郎右衛門伜 大工 三良次 為大 御師匠司 市川伊賀亮様 一紙
願血判仕候

9 差入申一札之事（御神役精々相勤申すべくに付） 慶応2年4月 当社 別当 若宮寺覚正 神主 市川伊賀亮殿、社家衆中 一紙

10 奉願（神役名代の節装束に付） 慶応4年2月15日 上総国市原郡磯ヶ谷村 八幡宮 御本所様 御役所 一紙
神主 狛伊勢

11 為取替申議定之事（若宮寺社家に改徳三郎相続致し度 慶応4年9月 社家 市川山城 神主 市川伊賀亮様、社家 御仲 一紙 継目外れ（2枚）
に付） 間衆中

12 （八幡宮由緒覚書） 一紙

13 為取替申儀定之事（若宮寺神主相続の儀に付） 明治元年9月 当八幡宮 社家 大井采女、他7名 社家 市川山城殿 一紙
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KS-17 上総国市原郡松崎村〔東条家文書〕

【現行地名】 千葉県市原市松崎
【概要】 松崎（まつざき）村は、旗本林氏領。林氏が大名となったため、貝渕藩領（林氏）、請西藩領（林氏）と変遷した。村高は「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも276石余。

同村の名主・村長を歴任した東条喜惣治家の文書。東条家は質屋を営んでおり、農間送り質証文や奉公人の給金帳など、経営関係文書が散見される。また、質地証文・小
作地の入付帳・小作米取立帳などもまとまっている。東条喜惣治の離縁訴訟文書など、私的な文書がみられる点も特徴である。

【年代】 宝永7年（1710）～明治24年（1891）
【点数】 357点（冊子82点、一紙275点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 （村方議定に付覚） 文化4年5月 右（百姓）惣代兼名主 七平、他18 松崎村 百姓代 次左衛門殿、百 一紙 前欠
名 姓惣代兼 惣吉殿

2 差上申一札之事（御預り鉄砲御座無きに付） 文政10年5月 松崎村 組頭 七十郎、他2名 郡方 御役所 一紙

3 （村方議定添状） 天保4年3月 月番 組頭 源六 貝渕 御役所 一紙

4 取極申議定書之事 天保4年3月 組頭 郡蔵、月番 源六、東條喜惣 一紙
次、他53名

5 乍恐以書付奉願上候（従来通り龍渓寺へ歳暮御代拝相 天保6年10月 御領分上総国市原郡松崎村 東條 貝渕 御役所 一紙
勤度に付） 喜惣次親族 郡蔵、長左衛門

2.土地

冊子

1 覚（畑高書上帳） 寛延4年2月 年寄 五郎兵衛、名主 理兵衛 横帳 綴外れ（2枚）

2 山田邑惣百姓田畑名寄帳 明和2年5月 名主 喜内、他3名、惣百姓 横帳 付箋剥離、取扱注意

3 卯田畑勘定目録 天保3年3月 新堀村 賄人 善次郎 松崎村 喜惣治殿 横帳

4 戌田畑勘定目録 天保10年12月 新堀村 横帳

5 大桶村田畑入附并小作米取立帳 嘉永3年1月 横帳

6 新堀村田畑入附帳 嘉永4年1月 枩嵜村 東條氏 横帳

7 大桶村田畑入附并小作米取立帳 嘉永4年1月 横帳

8 田方反別名寄帳 嘉永4年2月 名主 八郎兵衛、他2名 横帳

9 大桶村田畑入附并小作米取立帳 安政2年1月 横帳
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10 大桶村田畑入附帳 安政3年1月 松崎村 東条喜惣治 横帳

11 大桶村田畑入附帳 安政5年1月 横帳

12 新堀田畑之内譲地仕譯帳 安政5年5月 喜惣治 おとまとの 横帳

13 新堀村田畑入附帳 万延元年1月 横帳 付箋剥離

14 大桶村田畑入附帳 文久3年1月 横帳

15 大桶村田畑入附帳 元治2年1月 松崎村 東條喜惣治 横帳

16 新堀村田畑入附帳 元治2年1月 横帳

17 大桶村田畑入附帳 慶応3年1月 横帳

18 大桶村田畑入附帳 慶応4年1月 横帳

19 譲地田畑反別取調帳 明治2年8月23日 横帳

20 大桶村田畑入附帳 明治5年1月 横帳

21 新堀村小作米取立庭帳 明治7年12月 横帳

22 村々田畑勘定帳 明治8年1月 松崎村 東條喜摠治 横帳

23 新堀邨田畑入附帳 明治10年1月 松崎村 東條喜惣治 横帳

一紙

1 相渡シ申質地證文之事 宝暦6年12月 大桶村 地主 勘左衛門、他1村5名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙

2 相渡申質地證文之事 宝暦7年12月 大桶村 地主 彦左衛門、他4名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙

3 相渡シ申質地證文之事 宝暦8年12月 大桶村 地主 作兵衛、他3名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙 付箋剥離

4 相渡シ申質地證文之事 宝暦10年10月 大桶村 地主 次右衛門、受人 友 松崎村 七郎右衛門殿 一紙
八、名主 作兵衛

5 山證文之事 宝暦10年11月 大桶村 山主 作兵衛、名主 六兵 松崎村 七郎右衛門殿 一紙
衛

6 相渡申質地證文之事 宝暦10年12月 大桶村 地主 孫兵衛、他2名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙

7 相渡申證文之事 宝暦14年3月 大桶村 山主 作兵衛、他4名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙

8 相渡申質地證文之事 安永4年3月 大桶村 地主 作兵衛、受合小作 松崎村 七郎右衛門殿 一紙
直治郎、他4名
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9 相渡し申質地證文之事 安永4年4月 大桶村 地主 甚右衛門、他5名 松崎村 七郎右衛門殿 一紙

10 相渡申證文之事（質地証文） 安永4年8月 大桶村 山地主 作兵衛、他5名 松崎村 ［虫くい］右衛門殿 一紙

11 相渡シ申質地證文之事 安永7年6月 大桶村 地主 彦左衛門、名主 杢 松崎村 七郎右衛門殿 一紙
左衛門、他3名

12 相渡申質地證文之事 寛政9年2月 松崎村 質地渡主 新左衛門、他2 同村（松崎村） 伊八殿 一紙
名

13 相渡申流地證文之事 文化7年9月 高井對島守知行所 山田村 流地 松崎村 喜惣治殿 一紙
渡主 傳左衛門、他6名

14(1) 相渡申質地證文之事 文化9年12月 鈴木伊兵衛知行所 櫃挟村 質地 松崎村 喜曽（惣）治殿 一紙 2枚重折り 虫損
渡主 吉次郎、他2名

14(2) 添證文之事（質山請返に付） 文化9年12月 地所渡主 吉次郎、他2名 松崎村 喜曽（惣）治殿 一紙 2枚重折り 虫損

15 相渡申質地證文之事 文化11年3月 櫃挟村 八平、他3名 一紙 継目外れ（2枚）
取扱注意

16 相渡申質地山證文之事 文化12年2月 新巻村 元地主 若左衛門、他23名 松崎村 喜惣治殿 一紙 継目外れ（5枚）

17 賣渡申質山證文之事 文化15年3月 川在村 山主 栄助、他5名 松崎村 喜惣治殿 一紙

18 差入申小作米證文之事 文政3年6月 土宇村 當人 組頭 七郎兵衛、他 松崎村 喜惣次殿 一紙
2名

19 小作證文之事 文政3年7月 伊丹大和守知行所 土宇村 小作 松崎村 喜惣治殿 一紙 虫損
人 八郎兵衛、組頭 仙助、他1名

20 議定申一札之事（金子借用に付） 文政5年4月 村 借主 市蔵、證人 勘助 村 杢之丞殿 一紙

21 賄議定證文之事（替地に付） 文政10年4月 川在村 賄人 与三右衛門、他3名 松崎村 喜惣治殿 一紙

22 相渡申山流地證文之事 文政10年9月 川在村 山流地主 新右衛門、他3 松崎村 喜惣治殿 一紙 付箋剥離
名

23 相渡申山流地證文之事 文政10年9月 川在村 山流地主 金蔵、他3名 松崎村 喜惣治殿 一紙

24 相渡申山流地證文之事 文政10年10月 川在村 山流地主 名主 庄右衛 松崎村 喜惣治殿 一紙
門、百姓代 勝五郎、他2名

25 相渡申流畑證文之事 文政10年10月 川在村 畑流地主 長七、他3名 松崎村 喜惣治殿 一紙

26 取替申證文之事 文政10年10月 川在村 取替主 与惣左衛門、他5 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

27 相渡申山流地證文之事 文政10年10月 川在村 山流地主 名主 庄右衛 松崎村 喜惣治殿 一紙
門、他3名
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28 相渡申山流地證文之事 文政10年11月 川在村 山流地主 七郎左衛門、 松崎村 喜惣治殿 一紙
他3名

29(1) 山流池証文之事（川在村仁右衛門山流地に付） 文政10年12月 川在村 山売主 仁右衛門、百姓 松崎村 喜惣治殿 一紙 2枚重折り
代 勝五郎、他3名

29(2) 川在村 仁右衛門山（仁右衛門山永地に付覚） 亥（文政10年）12月 喜惣治 金蔵殿 一紙
17日

30 相渡申荒畑山流地證文之事 文政10年12月 川在村 山流地主 覚右衛門、他3 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

31 山流地證文之事 文政10年12月 川在村 山売主 萬平、他4名 松崎村 喜惣治殿 一紙

32 入置申一札之事（持山譲渡に付） 文政11年4月24日 川在村 名主 庄右衛門 松崎村 喜惣治殿 一紙

33 相渡申山流地證文之事 文政11年4月 川在村 山流地主 名主 庄右衛 松崎村 喜惣治殿 一紙
門、他2名

34 相渡申山流地證文之事 文政12年12月 川在村 山流地主 仁右衛門、他4 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

35 入置申一札之事（松林譲渡に付） 文政13年4月 川在村 名主 五郎左衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
平右衛門

36 入置申一札之事（山譲渡に付） 文政13年4月 小栗傳次郎知行所 川在村 名主 松崎村 喜惣治殿 一紙
五郎左衛門、他3名

37 相渡申山流地證文之事 文政13年4月 川在村 山流地主 名主 五郎左衛 松崎村 喜惣治殿 一紙
門、他3名

38 相渡申山流地證文之事 天保15年8月 川在村 流山主 仁右衛門、他3名 同村（川在村） 二郎右衛門殿 一紙

39 相渡申質地證文之事（戌年貢未進に付） 嘉永4年3月 川在村 質地渡主 市郎左衛門、 松崎村 喜惣治殿 一紙
名主 郡右衛門、他2名

40 乍恐以書付奉申上候（七郎右衛門ら馴合不正の始末御 嘉永5年2月 御領分 東條喜惣治後見 百姓 佐 御領主様 御役所 一紙
吟味の上高根村地所取戻度に付） 右衛門、組頭 差添人 勘介

41 相渡申質地山證文之事 嘉永5年10月 川在村 質地山渡主 亀三郎、他2 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

42 相渡申質地山證文之事 嘉永5年11月 川在村 質地山渡主 治郎左衛門、 松崎村 喜惣治殿 一紙
受人 金蔵、名主代組頭 六郎右
衛門

43 為取替申替地山證文之事 嘉永7年3月 川在村 替地主 新左衛門、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙

44 為取替申替地山證文之事 嘉永7年4月 川在村 替地主 戸右衛門、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙
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45 添書之事（質地替金請取に付） 安政3年11月9日 松崎村 勘助 同村 喜惣治殿 一紙

46 質地證文之事 安政4年10月 川在村 質地主 庄右衛門、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙

47 質地山證文之事 安政5年6月 川在村 質地渡主 傳十郎、他3名 松崎村 喜惣治殿 一紙

48 質地山證文之事 安政5年6月 川在村 質地渡主 傳十郎、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙

49 為取替申質地山證文之事 安政6年5月 川在村 替地主 名主 友右衛門、 松崎村 喜惣治殿 一紙
他2名

50 質地山證文之事 安政6年5月 川在村 質地渡主 仁右衛門、他2 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

51 竹山書入金子借用證文之事（御年貢相詰に付） 元治元年12月 櫃挟村 借主 利助、同 組合請人 松崎村 勘助殿 一紙
四郎右衛門

52 質地證文之事 慶応2年4月 川在村 質地主 久右衛門、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙

53 相渡申質地證文之事 一紙 虫損大、開披不能

54 質地證文之事 明治2年4月 川在村 質地渡主 金左衛門、他3 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

55 一札之事（質地の内井戸并通行道借用申入に付） 明治2年4月 川在村 金左衛門 松崎村 喜惣治殿 一紙

56 質地證文之事 明治2年4月 川在村 質地渡主 金左衛門、他3 松崎村 喜惣治殿 一紙
名

3.租税・貢租

冊子

1 當子早稲中稲御検見前書控帳 寛政4年8月 埴生郡松崎村 竪帳

2 畑方御年貢取集帳 寛政10年10月20日 松崎村 七郎右衛門預組 横帳

3 御年貢皆済請取帳 享和2年12月 七郎右衛門 横帳 地部破損

4 巳田畑勘定目録 天保5年3月 横帳

5 両年皆済目録帳 天保8年12月 安津村 賄 作左衛門 横帳

6 皆済目録帳 天保9年3月2日 安津 作左衛門 松崎 東條喜惣治様 横帳

7 亥田畑勘定目録 拾番 天保10年12月 新堀村 横帳 付箋剥離

8 皆済目録 天保10年 安津 作左衛門 松崎村 東條喜惣治様 横帳
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9 皆済目録帳 天保11年～天保12 安津村 作左衛門 松崎村 東條喜惣治様 横帳
年

10 御囲籾貸附控帳 天保14年7月 松崎村 月番役所 横帳

11 御用金上納并ニ御下之節両度路用割合帳 天保15年9月 横帳

12 申御年貢并諸役銭皆済目録帳 嘉永元年12月 新巻村 長右衛門 枩崎村 喜惣治様 横帳

13 （石高書上帳） 横帳 前欠 綴外れ

14 調帳 未申酉戌四ヶ年分 安津 作左衛門 松崎村 東條喜惣治様 横帳

15 大桶村取立庭帳 横帳

一紙

1 皆済證文之事 宝暦13年12月 林藤五郎内 長谷川長右衛門、小 松崎村 名主 七郎右衛門との、孫 一紙
倉庄兵衛、他2名 左衛門との、組頭、惣百姓

2 皆済證文之事 寛政11年12月 林肥後之内 下振簾助、他3名 上総国市原郡松崎村 名主 七郎 一紙 虫損
右衛門、組頭、惣百姓江

3 覚（年貢御用捨に付） 文化元年8月 郡方 役所 右村(松崎村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

4 皆済證文之事 文化2年11月 林肥後守内 長谷川丈平、他5名 上総国市原郡松崎村 名主、組頭、 一紙
惣百姓

5 覺（預元金請取に付） 文政3年10月 林肥後守内 保田利右衛門、松本 松崎村 喜惣次、杢之丞江 一紙
儀太夫

6 皆済證文之事 文政8年12月 林肥後守内 加納佐一郎、他7名 上総国市原郡松崎村 名主、組 一紙
頭、惣百姓江

7 乍恐以書付奉願上候（金子上納願） 文政12年1月 御領分上総国市原郡松崎村 東條 貝渕 郡方 御役所 一紙
喜惣次

8 乍恐以書付奉願上候（冥加金日延願いに付） 天保5年5月 御領分上総国市原郡松崎村 東条 貝渕 御陣屋御役所 諏訪考右衛 一紙
喜惣次 門様

9 覚（年貢請取に付） 未(天保6年)11月14 二日市場村 作之丞 松崎村 御月番 名主 郡蔵様 一紙
日

10 乍恐以書付御届奉申上候（稲不作に付） 天保7年8月 右松崎村 役人惣代 百姓代 忠八 貝渕 御役所 一紙

11 覚（運貢代に付） 弘化3年12月26日 五井村 佐右衛門 松崎村 御役人衆中 一紙

12 覺（積送りのため唐竹請取に付） 弘化4年9月1日 五井 鑓田屋 佐右衛門 松崎村 御月番 名主 治右衛門殿 一紙
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13 覺（年貢請取に付） 嘉永元年12月28日 五井浦 佐右衛門 松崎村 月番 忠八殿 一紙

14 御郡代上野駿河金返納方 嘉永5年10月 御領方村々 三判連印 一紙

15 覺（年貢請取に付） 安政4年1月16日 出津村 仙右衛門 松崎村 月番 名主 治左衛門殿 一紙

16 覚（御初米請取に付） 安政5年8月29日 五井浦 佐右衛門 松崎村 御月番 名主 治左衛門殿 一紙

17 （年貢書付） 寅4月4日 川在村 五郎左衛門 松崎村 東條喜惣治様 一紙

18 覚（辰畑御年貢上納請取に付） 辰5月3日 大桶村 名主 積田杢左衛門 松崎村 越名（ママ） 喜惣治殿 一紙

19 覚（御代替りのため上納請取に付） 酉7月10日 大桶村 積田市之丞 松崎村 喜惣次殿 一紙

20 覚（不納米金銭去る午年分請取に付） 戌12月27日 鈴木右門 松崎村 名主方 一紙

21 覚（夫食年賦金午年分上納請取に付） 戌12月27日 鈴木右門 松崎村 名主方 一紙

22 覚（戌金銭上納請取に付） 戌12月 ［虫くい］ 松崎村御中 一紙

23 覚（戌小物成金銭請取に付） 戌12月 日野林七 松崎村 名主方 一紙

24 覚（夫役金銭請取に付） 戌12月 日野林七 松崎村 名主方 一紙

25 覚（飼葉代請取に付） 戌12月 川島三（ヵ）蔵 植主 松崎村 一紙

26 覚（銭請取に付） 亥2月10日 北須賀村 名主 次郎兵衛 松崎村 御名主 七右衛門様 一紙

27 覺（年貢運貢（ママ）金請取に付） 亥12月 五井浦 佐右衛門 松崎村 御役所 一紙

28 覚（御役替の為銭上納請取に付） 1月7日 大桶村 名主 積田市之丞 松崎村 喜惣治殿 一紙

29 請取状之事 9月11日 村田長右衛門 松崎村 月番 名主 仲八殿 一紙

30 松木買受之證 明治5年11月4日 第五大区五小区 市原郡山田橋村 同大区（第五大区）八小区 松崎村 一紙
松木買主 建石重吉、證人 鶴岡 東條喜惣次殿

文吉

4.戸口

一紙

1 差上申宗門證文 宝暦3年4月 上総國市原郡松崎村 組頭 善六、 林藤四郎様御内 御役所様 一紙
他4名

2 差上申宗門證文 宝暦3年4月 上総国市原郡松崎村 名主 孫左 林藤四郎様御内 御役所様 一紙 付箋剥離多数、継目
衛門、他4名、本寺同郡寺下村常 外れ、取扱注意
住寺末 神照寺
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3 指上申宗旨證文之事 宝暦13年8月 上総国市原郡松崎村 組頭 平助、 林藤四郎様御内 御役所 一紙 付箋剥離多数
他2名

4 養子奉願候（持病の積氣御座候に付） 文政4年9月18日 九鬼河内守 土井大炊頭殿、他5名 一紙 フケ、虫損

5(1) 書付を以奉願上候（家督相続に付） 文政11年3月 東條七郎右衛門、親類 東条喜惣 貝渕 御役所 一紙
次

5(2) 乍恐以書付奉申上候（東條七郎右衛門死去に付） (文政11年)3月11日 松崎村 東條喜惣治 貝渕 御陣屋御役所 一紙

6 乍恐以書付奉願上候（家督相続に付） 文政13年1月14日 御領分 上総国市原郡松崎村 東 一紙
條喜惣次

7 乍恐以書付奉願上候（改名願に付） 天保2年12月 御領分 上総国市原郡松崎村 東 貝渕 御役所 一紙
兵衛

8 差上申一札之事（七重郎家出の為村方帳より外候に付） 天保4年11月6日 御領分 上総国市原郡松崎村 右 貝渕 御役所 一紙
七十（ママ）郎忰 伊十郎、他6名

9 誓書之事（喜惣次隠居願いに付） 天保5年9月 松崎村 親類 郡蔵 同村 東條松翁 後室様、おくみと 一紙
の

10 （喜惣次妻ふくと離別させ度に付御歎願書） 弘化3年5月 御領分 上総国市原郡松崎村 願 貝渕 郡方 御役所 一紙 前欠
人 東条喜惣次母 くみ

11 乍恐以書付御歎願奉申上候（喜惣次妻ふく離別させ度に 弘化3年5月 御領分 上総国市原郡松崎村 東 貝渕 郡方 御役所 一紙
付） 条喜惣次母 くみ、他2名

12 乍恐以書付御訴訟奉申上候（ふく離縁対談違変出入に付） 弘化4年3月 服部一郎右衛門組 恩給知上総国 御奉行所様 一紙
市原郡門田村 名主太平次後見
同人父 太郎兵衛

13 乍恐以書付御届奉申上候（百姓七郎右衛門死去に付） 安政5年3月 御領分 松崎村 月番 名主 仲八 貝渕村 地方 御役所 一紙

14 乍恐以書付御届奉申上候（久太養子貰請に付） 安政5年3月 御領分 同番 名主 仲八 貝渕村 地方 御役所 一紙

15 乍恐以書付御歎願奉申上候（東条喜惣治妻ふく離縁させ （東条喜惣治母 くミ） 一紙 後欠 継目外れ（2枚）
度に付）

16 奉差上御受書之事（佐吉家出に付） 明治2年5月20日 右村（松崎村） 組頭 源六、他2名 犬塚啓三郎殿、他3名 一紙

6.村・村政

冊子

1 御林野火枯改帳 嘉永3年1月23日 松崎村 月番役所 横帳

2 武士村新堀村取扱議定書写（入野場出入勘定に付） 元治元年4月19日 扱人 松崎村 同（重立）喜惣治、 竪帳
他6村 20名
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3 村方改革連印議定書 明治3年2月 百姓代 藤次郎、他54名 名主 喜惣治殿、他2名 竪帳

一紙

1 乍恐書付ヲ以奉願上候（儀兵衛御赦免願） 寛政9年11月25日 水野若狭守知行所 上総国市原郡 雅次郎様御組 鈴木庄九郎様 一紙
上原村 百姓 藤助、他5名

2 乍恐以書付奉願上候（名主役免除願他） 文化4年7月 松崎村 願人 喜惣次、同 七郎右 御地頭様 御役人中様 一紙
衛門、他4名

3 差上申一札之事（御鷹御用宿御免に付礼状） 文政2年7月7日 林肥後守知行所 上総国市原郡松 内山七兵衛様御組 中田甚之郎様 一紙
崎村 名主代 組頭 次左衛門、他
2名

4 相定置一札之事（山苅賃請取に付） 文政10年12月17日 川在村 引受人 金蔵 松崎村 喜惣治殿 一紙

5 乍恐以書付奉願上候（休役願いに付） 天保3年6月 御領分 上総国市原郡松崎村 願 貝渕 御役所 一紙
人 組頭 七十郎、組頭 月番 郡蔵

6 乍恐以書付奉願上候（病気療養のため暇願に付） 弘化2年3月 東条七郎右衛門、松崎村 役人惣 高橋弥太夫様 一紙
代 源六

7 奉差上御受書之事（七郎右衛門村預けに付） 嘉永2年12月13日 右松崎村 七郎右衛門組合代兼 貝渕 御役所 一紙
親類惣代 七太郎、役人惣代 月
番名主 仲八

8 議定書之事（村役人貝淵道馬之事、上納日限之事他） 嘉永3年10月 大小百姓并村役人 惣連印 一紙

9 乍恐以書付奉願上候（印鑑失念に付） 嘉永5年9月 右村（松崎村） 組頭 勘助 貝渕 地方 御役所 一紙

10 （七右衛門百姓代退役願） 丑7月 松崎村 七右衛門 根岸 両七様 一紙 地部破損
継目外れ（2枚）

11 乍恐以書付奉願上候（源六組頭役仕度に付） 巳2月 右村（松崎村） 百姓代 紋之助、 大谷銀平殿、久保田宗左衛門殿 一紙
同 源六、組頭 勘助、他2名

12 乍恐以書付奉願上候（七太郎召捕に付） 巳3月 右村（松崎村） 組頭 勘助 請西 郡方 御役所 一紙

13 （御用向に付通達） 戌11月 貝渕 郡方 役所 一紙

14 覚（諸品代書上に付） 一紙

15 仕切（唐竹代金相渡に付） 明治20年10月21日 ひつは（櫃挟）村 鈴木藤三郎 松崎村 圓成寺 惣代人 御中 一紙

16 乍恐以書添奉願上候（月番名主役辞任願） 明治23年2月 松崎村 月番名主 治左衛門 大谷銀平殿、久保田宗左衛門殿 一紙
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8.水利・用水

冊子

1 土持出し土数積帳 慶応元年10月 横帳

2 溜井仕直并畔土手築立積帳 慶応2年9月 ［虫くい］方栄吉、良吉 松崎村 大東元〆様 横帳

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（伏樋普請仰付願に付） 天保11年1月 御領分 上総国市原郡松崎村 百 貝渕 御役所 一紙
姓代 忠八、同 次左衛門、他2名

9.土木・建築

冊子

1 新堀家作ニ付雑事覺 嘉永元年8月 大東 横帳

2 隠宅家作諸事扣 文久2年5月 横帳

一紙

1 御請書（囲土手築出に付） 午（文政5年）閏1月 上総国市原郡松崎村 月番組頭 林肥後守様御内 松本儀太夫様、 一紙
21日 次左衛門、他5名 保田利右衛門様

2 （人足手間賃書上） （明治） 一紙

3 （人足手間賃書上） （明治） 一紙

11.治安

冊子

1 孫太郎出奔村々尋書 享和3年4月 松崎村 役人 横帳

2 村源六出火ニ付所々口書扣 天保4年4月6日 竪帳 虫損

一紙

1 詫入申一札之事（貴殿名前偽通帳にて米買入の件内済 天保8年6月 松崎村 当人 勇次郎、親類 紋左 同村（松崎村） 喜惣次殿 一紙
に付） 衛門、他2名

2 差出申詫一札之事（貴殿の持山に這入松木伐居に付） 天保8年7月 松崎村 当人 茂平、他2名 同村（松崎村） 東條喜惣治様 一紙

3 乍恐以書附御届奉申上候（盗品届に付） 一紙
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12.訴訟

一紙

1 差出申拝見書之事（貸金出入に関し御召出に付） 天保6年12月2日 林肥後守領分 上総国市原郡松崎 江戸南八丁堀三丁目 安助殿 一紙
村 当人 百姓 喜惣治、他3名

2 乍恐以書付御訴訟奉申上候（質屋渡世任せ候市五郎より 天保8年4月 林肥後守領分 上総国市原郡松崎 御奉行所様 一紙 後欠
上げ金他滞りに付） 村 百姓喜惣次幼年ニ付代 訴訟

人 茂右衛門

3 乍恐以書付御歎願奉申上候（喜惣次離縁させたき儀に付） 弘化3年5月 御領分 上総国市原郡松崎村 東 貝渕 郡方 御役所 一紙
条喜惣次母 くみ、他2名

4 差上申済口證文之事（妻離縁に付） 弘化4年2月24日 御領分 上総国市原郡松崎村 東 貝渕 御役所 一紙 付箋剥離
條喜惣治、月番名主 次左衛門

5 乍恐以書付御訴詔奉申上候（惣兵衛借金残米并地所共 嘉永4年12月 林播磨守領分 上総國市原郡松崎 御奉行所様 一紙
相渡くれ候に付） 村 百姓喜惣次後見 訴訟人 佐右

衛門

6 乍恐以書付御訴訟奉申上候（作徳出入に付） 嘉永5年1月 林播磨守領分 上総国市原郡松崎 御奉行所様 一紙
村 百姓喜惣次後見 訴訟人 佐右
衛門

7 乍恐以書付奉歎願候（彦太郎帰帳願） 安政2年6月 浅井半兵衛知行所 上総国市原郡 関東御取締御出役 太田源介様 一紙
磯谷村 親類引受人 百姓 源三
郎、他（人数不明）

8 乍恐以書付奉願上候（惣兵衛借金に付） 子4月26日 御領分 上総国市原郡馬立村 名 請西 郡方 御役所 一紙 下札剥離
主 源兵衛

13.凶慌・災害

冊子

1 風損反別書出帳 安政6年 松崎村 月番役所 横帳

14.夫食・救

冊子

1 大飢饉ニ付村内一統助米算覚 天明7年6月20日 松崎村 東條七郎右衛門 横帳

16.農・林・水産業

一紙

1 樫木山伐木期限約定證 明治18年12月21日 新巻村 上木貰請人 安藤重弥 松嵜村 東條喜惣治殿 一紙
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2 神明山立木大桶板倉惣吉代積り下見 明治24年3月8日 板倉惣吉 一紙 封あり

17.工業

一紙

1 （湯酒造御締願に付書状） 未（明治）10月21日 守谷むら 名主 高岡瀬平 拝 枩崎村 御村長 東條喜惣治様 床 一紙 虫損大
下

18.商業

冊子

1 御領分東條様御分書抜帳 天保4年3月 酒屋 政五郎 横帳

一紙

1 送質物證文之事（農間送り質に付） 文化7年7月 川在村 質送人 幸次郎、同村 請 松崎村 喜惣次殿 一紙
人 権左衛門

2 證文之事（農間送り質に付） 文化9年3月8日 沢部村 質送主 仙蔵、同村 請合 松崎村 喜惣治殿 一紙
人 庄右衛門

3 送質金預り證文之事（農間送り質に付） 文化9年7月5日 分目村 質金預り主 平八、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
権三

4 送質證文之事（農間送り質に付） 文化9年7月 川在村 質送人 平右衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
与惣治

5 送り質物證文之事（農間送り質に付） 文化12年5月 土宇村 送り人 良蔵、請人 門三郎 松崎村 喜惣治殿 一紙

6 送り質證文之事（農間送り質に付） 文政2年3月 大坪村 質物送人 金蔵 松崎村 喜惣次殿 一紙

7 送り質證文之事（農間送り質に付） 文政2年3月 武士村 送人 儀兵衛、松崎村 請 松崎村 喜惣次殿 一紙
人 清助

8 送り質證文之事（農間送り質に付） 文政2年3月 櫃挟村 質物送主 辨治、請人 藤 枩崎村 喜惣治殿 一紙
吉

9 送質證文之事（農間送り質に付） 文政5年7月 山田村 質送人 千治郎、同村 請 松崎村 喜惣治殿 御手代中 一紙
人 久右衛門

10 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政7年5月 根元村 質物送人 伴治、二日市 松崎村 喜惣治殿 一紙
場村 證人 織右衛門

11 送り質物證文之事（農間送り質に付） 文政7年1月 上総国市原郡松崎村 質物送り人 同村（松崎村） 喜惣治殿 一紙
勝之助、請人 喜左衛門
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12 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政7年7月 上原村 質送人 源吉、同村 請人 松崎村 東篠(ママ)喜惣次殿 一紙
栄助

13 送り質證文之事（農間送り質に付） 文政9年12月 山根村 質送人 茂左衛門、請人 松崎村 喜惣次殿 手代衆中 一紙
直右衛門

14 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政10年10月 同国同郡海士村 質物送人 増五 松崎村 喜惣次殿 一紙
郎、同村 請人 弥助

15 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政10年12月 浅井村 質送人 清右衛門、同村 松崎村 喜惣次殿 手代衆中 一紙
請人 三郎右衛門

16 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政11年4月 根元村 質物送人 市蔵、同村 請 松崎村 喜惣治殿 一紙
人 林蔵、土宇村 口入人 杢兵衛

17 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政11年4月 川在村 質物送人 仁右衛門、同 松崎村 喜惣治殿 一紙
村 請人口入人共 金蔵

18 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政12年12月 立鳥村 送質屋 五郎右衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
慶蔵

19 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政13年5月 牛久村 質物送人 辰五郎、受人 松崎村 喜惣治殿 質方手代中 一紙
新太

20 送り質證文之事（農間送り質に付） 文政13年9月 奉免村 質送り人 安兵衛、請人 喜惣次殿 一紙
新兵衛

21 送質物證文之事（農間送り質に付） 文政13年12月26日 同国同郡（上総国市原郡）奉免村 松崎村 喜惣治殿 一紙
質物送人 丈右衛門、同村 請人
政右衛門

22 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保2年2月 浅井村 質物送人 長左衛門、同 松崎村 喜惣次殿 手代衆中 一紙
村 請人 三蔵

23 送質證文之事（農間送り質に付） 天保2年3月21日 奉免村 質送人 伊兵衛、同村 請 松崎村 喜惣治殿 質方手代衆中 一紙
人 喜三郎

24 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保2年6月 中谷原村 質送人 松崎村 喜惣次殿 手代衆中 一紙

25 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保2年6月 中谷原村 質送人 松崎村 喜惣次殿 手代衆中 一紙

26 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保2年8月 馬立村之内沢卩（部） 送人 甚三 松崎村 喜惣治殿 質方手代中 一紙
郎、受人 善太郎

27 送質證文之事（農間送り質に付） 天保3年5月 新堀村 質送人 ［破れ］（直吉） 一紙 後欠 奥を破り取り

28 送質證文之事（農間送り質に付） 天保4年4月 奉免村 送質人 勇右衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 手代衆中 一紙
忠七、名主 源兵衛

29 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保5年8月 立鳥村 送り人 五郎右衛門、受人 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
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与市

30 送り質物證文之事（農間送り質に付） 天保6年7月 海士村 送り人 長蔵、受人 松三郎 松崎村 喜惣治殿 一紙

31 送り質物證文之事（農間送り質に付） 天保6年9月 大津倉村 送り人 新兵衛、他2名 松崎村 喜惣次殿 一紙

32 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保6年12月 大桶村 質送主 源之丞、同村 受 松崎村 喜惣治殿 手代衆中 一紙
人 次兵衛

33 送り質證文之事（農間送り質に付） 天保9年3月 有木村 質送り主 惣右衛門、同村 松崎村 喜惣次殿 一紙
請人 長次郎

34 送質物議定證文之事（農間送り質に付） 天保9年9月 磯谷村 送人 忠兵衛、請人 与惣 松崎村 喜惣次殿 一紙
右ヱ門

35 送質物證文之事（農間送り質に付） 天保9年12月 新堀村 送人 幸次郎、同村 請人 松崎村 喜惣次殿 一紙
久米七

36 送質證文之事（農間送り質に付） 天保11年3月 内田村 送質人 伸兵衛、受人 孫 松崎村 喜惣治殿 手代衆中 一紙
八

37 送質證文之事（農間送り質に付） 天保14年4月 送人 五郎兵衛、請人 六郎左衛門 喜惣次殿 御手代衆中 一紙

38 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 山田村 送り人 仙次、主人 久次 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙

39 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯谷村 送人 茂左衛門、請人 善 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
兵衛

40 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 櫃挟村 送人 弁治、請人 政次 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙

41 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 新堀村 権左衛門事 送人 辰五 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
郎、受人 七郎治

42 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 土宇村 送人 八郎兵衛、他2名 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙

43 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 土宇村 送人 善兵衛、受人 与惣 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
兵衛

44 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯谷村 送人 五郎兵衛、受人 六 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
郎左衛門

45 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 武士村 送主 四郎兵衛、請人 与 松崎村 喜惣次殿 一紙
右衛門

46 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯谷村 送人 敬左衛門、受人 傳 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
右衛門

47 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 川在村 送人 仁右衛門、請人 金 松崎村 喜惣治殿 一紙
蔵
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48 差入申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 馬立村内沢邊 送人 仙蔵、受人 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
庄右衛門

49 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯谷村 六郎左衛門、受人 五郎 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
兵衛

50 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 中谷原 送り人 宇右衛門、受人 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
忠兵衛

51 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 有木村 送人 熊蔵、受人 清蔵 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙

52 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 相河村 送り人 長左衛門、受人 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
藤吉

53 差入申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 海士有木村 送人 長蔵、請人 新 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
右衛門

54 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 福増村 送人 善蔵、受人 善右衛 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
門

55 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 松崎村 送人 利兵衛、受人 安吉 同村 元質屋 喜惣次殿 一紙

56 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 海士有木村 送人 升五郎、請人 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
勝右衛門

57 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯谷村 送人 平右衛門、受人 権 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
左衛門

58 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 馬立村 送人 太郎右衛門、同村 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
請人 浅五郎

59 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 磯ヶ谷村 送人 権左衛門、同 受 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
人 平右衛門

60 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 土宇村 送人 長右衛門、他2名 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙

61 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 青木村 送り人 惣右衛門、請人 枩崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
親類 長次郎

62 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年8月 馬立内根元村 送人 次郎右衛門、 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙
受人 栄次

63 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年9月 川在村 送り人 平右衛門、受人 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
惣右衛門

64 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年9月 松崎村 送人 金平、請人 清七 松崎村 元質屋 喜惣次殿 一紙

65 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年9月 中谷原 送り主 八郎左衛門、受人 松崎村 喜惣治殿 一紙
善右衛門
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66 入置申一札之事（農間送り質に付） 天保15年12月 大坪村 送り人 五郎右衛門、請人 松崎村 喜惣次殿 一紙
民蔵

67 入置申一札之事（農間送り質に付） 弘化2年1月 根本村 送人 太兵衛治、請人 太 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
郎左衛門

68 入置申送質一札之事（農間送り質に付） 弘化3年10月 磯谷村 送質人 文蔵、同村 請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
忠吉

69 入置申送質一札之事（農間送り質に付） 嘉永2年4月 土宇村 送質人 杢右衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
久左衛門

70 送質證文之事（農間送り質に付） 嘉永6年12月 海士有木村 質送人 蔵之助、松 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
崎村 受人 勘助

71 送質證文之事（農間送り質に付） 嘉永7年1月 川在村 質送人 次郎左衛門、同 松崎村 喜惣治殿 一紙
村 請人 郡右衛門

72 議定一札之事（農間送り質に付） 安政3年2月 新堀村 質送人 治七、請人 文右 松崎村 喜惣治殿 一紙
衛門

73 議定一札之事（農間送り質に付） 安政3年6月 新堀村 送人 庄太郎、受人 庄八 松崎村 喜惣治殿 一紙

74 送り質議定書之事（農間送り質に付） 安政3年12月 磯谷村 質送人 小左衛門、請人 松崎村 喜惣治殿 一紙
源左衛門

19.金融・貸借

冊子

1 古借金改帳 天保4年 松崎村 伊重郎 横帳

2 質方諸事留 嘉永元年10月 大東質方 横帳

3 流質直銭帳 慶応2年5月 横帳

4 （米貸等覚帳） 横帳 前欠 綴外れ（3枚）

一紙

1 證文之事（送質物預りに付） 寛政3年6月 高根村 送質人 幸吉、同村 請人 松崎村 喜惣次殿 一紙
清五郎

2 添證文之事（御扶持米借用に付） 寛政12年2月 山田村 名主 三郎兵衛 松崎村 七郎右衛門殿 一紙 虫損

3 預申證［虫くい］（文之）事 文化4年12月22日 上原村 預り主 弥惣兵衛 松［虫くい］（崎）村 七良右衛門殿 一紙

4 入置申一札之事（借用証文） 文化12年1月 二日市場村 質物送人 織右衛門、 松崎村 喜惣次殿 一紙
請人 三之助
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5 請合質證文之事 文化12年9月 高根村 質物送人 六郎右衛門、 松崎村 喜惣治殿 一紙 虫損大
他2名

6 添證文之事（金子借用証文） 文政2年3月 川在村 借り主 幸次郎、同村 請 枩崎村 喜惣次殿 一紙
人 八五郎

7 證文之事（路用金借用に付） 文政2年5月25日 磯谷村 質主 庄左衛門、請人 弥 松崎村 喜惣次殿 一紙
惣右衛門

8 差入申一札之事（金子借用に付） 文政4年9月6日 置主 市蔵、引受人 庄右衛門 馬場臺 弥惣吉殿 一紙

9 書添證文之事（金子借用に付） 文政4年9月20日 高根村 金主 弥惣吉、請人 幸右 松崎村 東條賢方代 一紙
衛門

10 槙預り一札之事 文政4年12月 中谷殿［虫くい］助 松崎村 喜惣次殿 質方衆中 一紙

11 入置申質物之事 文政4年12月 中高根村 質物 置主 粂蔵、他2名 松崎村 喜惣治殿 一紙

12 議定書之事（質物相流し不申に付） 文政8年11月27日 磯谷村 質物送人 伊之助、同村 松崎村 喜惣治殿 一紙 虫損
請合 己平次郎

13 入置申一札之事（金子借用証文） 文政12年5月 借主 神照寺 受人 万治 喜惣治殿 一紙

14 入置申一札之事（仏具質入に付） 文政13年5月15日 立鳥村 贈り人 五郎右衛門 東條喜惣治殿、質方代 儀助殿 一紙

15 金子證文之事（妻病死に付諸式入用金借用致度に付） 天保2年3月 松崎村 借主 軍次郎、他3名 東条喜惣次殿 一紙

16 入置申一札之事（金子借用に付） 天保3年10月 立鳥村服井方 借主 精右衛門、 松崎村 喜惣次殿 一紙
受人 長右衛門

17 差上申一札之事（借用証文） 天保4年5月 新堀村 善次郎 松崎村 喜惣治殿代 儀助殿 一紙

18 入置申一札之事（金子借用証文） 天保4年8月19日 奉免村 送主 勇右衛門 松崎村 喜惣次殿代 儀助殿 一紙

19 借用申一札之事（酒造米差支に付） 天保5年8月 坂本村 借主 源重郎、請人 惣五 松崎村 喜惣治殿 一紙
郎

20 相渡申議定一札之事（利分相済に付質物請出之事） 天保7年5月 質物送主 立會外 五郎右衛門、 松崎村 喜惣次殿 一紙
證人 久助

21 相渡申借用證文之事 天保7年5月 立鳥村 五郎右衛門、證人 久助 松崎村 喜惣次殿 一紙

22 借用申金子證文之事 天保7年8月 坂本村 借主 源重郎、八幡村 請 松崎村 喜惣治殿 一紙
人 平九郎

23 奉拝借金子之事（商売元手に付） 弘化2年11月5日 角屋 信助、妻 いく 加納左一郎様 一紙

24 借用金證文之事 嘉永2年3月18日 磯谷村 借用主 文蔵、證人 忠吉 松崎村 喜惣次殿 一紙
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25 議定一札之事（質物御預けに付） 嘉永5年4月 磯谷村 送人 傳左衛門、請人 庄 松崎村 元質屋 喜惣治殿 一紙
次郎

26 相渡申質物証文之事 嘉永5年6月 松崎村 質物借主 喜惣治 八幡原村 平九郎殿 一紙 付箋剥離

27 奉預金之事 慶応元年11月 御領分 上総国市原郡宮原村 御 請西 郡方 御役所 一紙
積金御預人 元吉、元平、他3名

28 小作議定證文之事（小作料未納に付） 慶応3年1月 松崎村 清吉滞引受 小作 親類 目付 喜惣治殿 一紙 継目外れ（2枚）
彦次郎、他8名

29 覚（山代金之内金子請取証文） 寅4月9日 川在村 名主 五郎左衛門 松崎村 東條嘉兵衛様 一紙

30 覚（金子請取に付） 寅8月27日 五井宿 佐右衛門 松崎村 御役所 一紙

31 覚（貸越金請取に付） 辰5月14日 松崎村 勘惣 ひつば（櫃挟）村 利助殿、親類 一紙 継目外れ（2枚）
忠右衛門殿

32 （冥加金納に付） 午5月20日 貝渕 陣屋 御役所 松崎村 組頭 郡蔵、源六江 一紙

33 記（米三俵請取に付） 2月12日 円成寺 住職 信夫司経 東條喜惣治様并ニ寺御世話人衆中 一紙

34 覚（椎茸、鯣等代金請取に付） 6月20日 栁屋 甚兵衛 一紙

35 證（金子請取に付） 明治13年8月11日 森惣吉 東條喜惣治様 一紙

36 記（借家料請取に付） （明治18年）3月21日 圓成寺 住職 信夫司経 東條喜惣治様、山越忠八様、原田 一紙
勝太郎様御中

37 記（金子借用に付） 明治22年1月23日 松崎村 原田兼老（ママ） 同村（松崎村） 東條御老君 一紙

38 記（金子借用に付） （明治23年）8月2日 村 原田勝太郎 東條喜惣治様 一紙

39 記（金子請納に付） 明治24年3月15日 板倉惣吉 東條御老人様 一紙

40 記（代金請取証文） (明治24年)12月28日 土宇山 木挽作平 上様 一紙

20.経営・雇用

冊子

1 酉奉公人給金渡帳 嘉永元年 大東 小横

2 戌年男女給金帳 嘉永3年1月 小横

3 亥年男女給金帳 嘉永3年12月 小横

4 巳年男女給金帳 安政3年12月 小横
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5 寅年奉公人給金渡帳 慶応元年12月 小横

一紙

1 人請状之事 天保14年12月 市原郡中高根村 百姓 久蔵、受 松崎村 名主 源六殿 一紙
人 国蔵、名主 貞蔵

2 奉公人請状之事（水夫奉公に付） 嘉永7年11月 奉公人 平治、受人 若四郎 村 御役人衆中 一紙

3 奉公人請状之事 安政2年12月 櫃挟村 人主 利介、請人 亀吉、 松崎村 御役人衆中 一紙
名主 市蔵

4 奉公人請状之事 文久元年12月 酒井辰吉知行所 川在村 人主 久 松崎村 御役人衆中 一紙
兵衛、他2名

5 詫入申一札之事（周吉不奉公にて御暇被下に付） 明治4年8月29日 安次村 周吉受人 重三郎、他2名 松崎村 東條喜惣治殿 一紙

21.助郷

一紙

1 此もの口上（泊り人足差出願に付） 亥3月12日 大口村 年番役所 松崎村 東條喜惣次様 一紙

24.宗教

一紙

1 一札之事（日蓮上人尊像并御厨子寄進に付） 文化7年4月 笠森村 笠森寺 松崎村 東條七郎右衛門殿 一紙

2 祭礼議定證文之事 文化10年9月 東條七平、笠原源兵衛、森孫左衛 一紙
門、他47名

25.学芸・教育

一紙

1 覚（書物御譲りに付） 巳9月 大河原 喜右衛門 東條喜惣次様 一紙

26.家・生活・書簡

冊子

1(1) 悔品村々遣方覚帳 文化5年5月 枩崎村 東條七郎右衛門 横帳

1(2) 分目村能納病死ニ付悔請覚 文化7年2月 松崎村 東條七郎右衛門 横帳

2(1) お八重四ツ身祝儀請覚 文化5年11月9日 東條喜惣治 小横 綴紐あり、（2）（3）を
結び付け
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2(2) 覚（食材代金書上に付） 11月9日 加田や 五右衛門 松崎 東條七郎右衛門 一紙 （1）綴紐に結び付け

2(3) 座頭祝儀覚 一紙 継目外れ（2枚）
（1）綴紐に結び付け

3 伊勢参宮・紐解四御身 祝儀餞別遣之覚 文化6年11月 松崎村 東條七郎右衛門 横帳

4 おやゑ七つ祝儀扣 進物請候 文化9年11月 横帳

5 おやゑ七つ祝儀買物扣 文化9年11月 横帳

6(1) 杢之丞伊勢参宮諸入用諸事覚帳 文政3年6月3日 東條喜惣治 横帳

6(2) 伊勢参宮山祝呼人数改帳 文政3年6月21日 横帳

7 重之助紐解祝儀之控 文政13年11月 横帳

8 おとま紐解祝儀物受納帳并ニ祝入用共 天保7年11月 横帳

9 喜久初節句祝儀受納物控并諸色 弘化4年3月 東條 奥 横帳

10 下男平蔵村松次郎西野村粂吉伊勢参宮ニ付諸事扣 嘉永元年6月7日 大東 横帳

11 お菊紐解諸事并祝儀受納扣 嘉永5年11月 大東 横帳

12 喜惣治入湯留主居見舞扣 嘉永6年6月10日 横帳

13 手代新左衛門諸勘定調帳 安政4年12月 東條喜惣治 横帳

14 昇蔵紐解祝儀諸色扣帳 万延元年11月 横帳

15 國之進家作諸事扣帳 文久2年8月 大東 横帳

16 御内寓湯治留主見舞扣 慶応2年6月12日 横帳

17 お八重紐解之節呼人客覚 11月12日～16日 横帳

一紙

1 詫入申一札之事（豊三稽古不参に付） 天保2年2月 當人親 長蔵、他6名 東蓧喜惣次殿 一紙

2 乍恐以書付奉申上候（七郎右衛門借財多分に付） 天保14年3月 東條喜惣次代 親類 長右衛門 郡方 御役所 一紙

3 覚（金子請取に付） 辰6月20日 東條喜惣次殿 一紙

4 （皆済人頼みに付送りに付書状） 12月 山田邨 伊藤八郎次 枩嵜邨 東條内 安之丞様 一紙

5 記（生酒代金書上に付） （明治）3月31日 兼堂忠蔵 原田御老人様 一紙
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27.戸長・村長・役場

冊子

1(1) （神官選挙に付木更津県庁布告写） 申（明治5年）4月 竪帳

1(2) （別紙御廻達の神官入札に付書状） 申（明治5年）5月2日 兼壱信太郎、東條喜惣治 二日市場村、他7村 邨々御役人 一紙
衆中

28.絵図

一紙

1 （松崎村ヵ絵図） 宝永7年11月 繪圖出来以後追矩（ヵ） 同郡（市 図 継目外れ（22枚）
原郡）松崎村 名主 孫右衛門 157.2x153.6

2 （地所図） 一紙

99.その他

一紙 断簡

1 （付箋） 一紙
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KS-18 上総国望陀郡飯富村〔高橋家文書〕
いいとみ

【現行地名】 千葉県袖ヶ浦市飯富
【概要】 飯富（いいとみ）村は古代飫富（おぶ）郷、中世飫富庄の遺地とされる。村内に飽富神社（飫富神社）があり、近世では飽富村とも呼ばれた。本文書群においても、幕末にいた

るまで飽富という表記が併用されている。旗本天野氏領で、のちに天野氏２氏の相給。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも889石余。神納村と新田村の間に
位置する。
同村の名主をつとめた高橋源蔵（図書）家文書。高橋氏は代々、弥市郎・図書・源蔵などと称した。地頭家政に関わる史料や、万治4年（1661）の本田帳、文化・文政期の散田
帳などがまとまっている。また、近隣の蔵波村の水帳の控が含まれている。蔵波村には飽富神社の氏子が多く、その関係で伝来したものかもしれない。飽富神社の別当寺で
あった神宮寺と、行照寺に関する史料が残る（両寺は昭和初年に合併し、現在は飯富寺と称する）。年代的には、享保期までの文書がまとまっているが、その後しばらく間隔
が空く点に特徴がある。

【年代】 万治4年（1661）～明治7年（1874）
【点数】 141点（冊子109点、一紙32点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御仕置五人組帳 寛政2年3月 伊奈摂津守様 御役所 竪帳

2 御屋敷様御雑用割附帳 文政8年2月26日 名主 源蔵 横帳

3 御屋敷様月々御雑用金覺帳 天保8年3月 横帳

4 御屋敷様御雑用金差上并借用方覺帳 天保8年12月 横帳

5 御屋敷様武器御入用金覚帳 嘉永7年1月 横帳

6 御屋鋪様御省略御仕法写 安政3年1月 飯冨村 横帳

7 御屋敷様御雑用其外返済金帳 安政5年10月 横帳

8 御屋敷様御雑用差上帳 安政7年1月 横帳

9 御屋敷様御雑用元利勘定帳 文久2年11月 横帳

10 御屋敷様御雜用差上之覺帳 文久4年1月 横帳

一紙

1 指上ヶ申手形之事（法度遵守に付） 延宝5年8月 福沢茂兵衛様、一木七郎兵衛様 一紙 継目外れ（6枚）

2(1) 乍恐以書付奉願上候（御知行所御用役御召抱に付） 御知行所 上総国望陀郡飯冨村 一紙 後欠
名主 源蔵、他2名

2(2) （断簡） 御知行所 上総国望陀郡飯冨村 一紙 前欠 （1）の挟込み文
名主 源蔵、他5名 書。別文書か
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2.土地

冊子

1 本畑之帳 野付 万治4年2月14日 横帳

2 本田牒 万治4年2月 竪帳 裏表紙欠

3 本田牒 万治4年2月 弥市 竪帳

4 下納田帳 万治4年3月10日 高橋弥市郎 竪帳

5 下納田帳 万治4年3月27日 高橋弥市郎 竪帳 表紙破損

6 野付本田帳六 万治4年3月27日 横帳

7 本田牒 万治4年3月 彌市 竪帳

8 本田牒 万治4年3月 弥市 竪帳

9 下納畑帳 万治4年4月4日 高橋弥市郎 竪帳

10 下納田帳 寛文元年8月 竪帳

11 上総国望陀郡飽富村田畑改帳 全 寛文元年閏8月5日 横帳

12 下納田帳 万治4年 竪帳

13 寛文元年丑御検地改之長（帳） 寛文元年 高橋和泉秀清 横帳

14 新田田畑改之帳 延宝5年3月14日 横帳

15 あらく改帳 元禄2年2月20日 竪帳

16 圖書名田畑諸事覚 元禄16年11月 飽富之郷 高橋図書 横帳

17 飽冨郷屋敷本畑下ヶ新納覚 宝永4年7月 名主 源蔵、年寄［ ］ 彦左衛門 横帳

18 田畑反歩幉（牒） 正徳3年1月 高橋八之助 横帳

19 飽富村屋敷本畑下ヶ納新下納覺 宝暦5年3月 名主 高橋［破れ］ 横帳

20 牛句庄兵衛持高先年相改候同人所持之帳面之写也 明和2年 横帳

21 反別名奇（寄）帳 明和7年8月 名主 高橋六左衛門 横帳

22 新田名所付 明和7年8月 横帳

23 譲田地反別名寄帳 安政7年2月 野田村 田地譲主 勇左衛門 飯富村 源蔵殿 横帳
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24 田畑入附帳 文久2年2月 飽冨 源蔵 横帳

25 田畑入附帳 慶応元年9月 横帳

26 田畑入附帳 慶応2年9月 飽冨 源蔵 横帳

27 田畑入附帳 慶応3年9月 飽冨 源蔵 横帳

28 本田畑反別調帳 飯冨村 竪帳

29 御水帳扣（蔵波村） 上総国望陀郡蔵波村 横帳

30 田畑入附控帳 明治元年9月1日 飽富 源蔵 横帳

31 田畑入附帳 明治5年11月 横帳

32 畑名寄帳 明治5年12月 竪帳

33 田畑入附帳 明治6年12月 高橋源蔵 横帳

34 田畑入附帳 明治7年12月 横帳

一紙

1 相渡申一札之事（貴様御支配地田地売買出入等無御座 正徳5年2月13日 六左衛門、半左衛門、他2名 源蔵殿 一紙 継目外れ（2枚）
に付）

3.租税・貢租

冊子

1 元禄十年丑ノ御預リ地 三左衛門分・清左衛門分・角内分 元禄10年 名主 図書、年寄 隼人、同 兵右 横帳
御年貢勘定割 衛門、同 六左衛門

2 下々納田畑取調帳 元禄11年3月 横帳

3 飽冨之郷畑方居屋敷取高帳 宝永5年10月 横帳

4 散田帳写 弐 文化9年8月 竪帳

5 散田帳写 四 文化9年8月 竪帳

6 散田帳写 五 文化9年8月 竪帳

7 散田帳写 文化9年8月 横帳

8 散田帳写 文化9年8月 竪帳
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9(1) （散田帳） 文政5年11月 竪帳 合冊・6冊の内1

9(2) 散田帳 九 文政4年8月 竪帳 合冊・6冊の内2

9(3) 散田帳 拾 文政4年8月 竪帳 合冊・6冊の内3

9(4) 散田帳 拾壹 文政4年8月 竪帳 合冊・6冊の内4

9(5) 散田帳 拾貳 文政4年8月 竪帳 合冊・6冊の内5

9(6) 散田帳 拾三 （文政4年） 竪帳 合冊・6冊の内6

10 早稲検見立合歩附帳 天保10年8月24日 横帳

11 旱魃場反別歩附仕分帳 弐番 天保10年10月 横帳

12 以前ヨリ持高取調覺 天保12年8月 横帳

13 馬場曽根前芹田新田 水損反別分附勘定帳 弘化2年10月 横帳

14 上総國望陀郡［破れ］天野民七郎様御知［破れ］本田新 弘化3年11月 竪帳 表紙破れ 付箋剥離
田下ヶ納新下ヶ納納高帳 取扱注意

15 御年貢御拂米代金覺帳 嘉永4年9月 横帳

16 御年貢皆済目録帳本扣帳 元治元年 飯富村 名主 源蔵、他16名 加藤左司平様 竪帳

17 御年貢庭帳 慶応元年8月 横帳

18 御年貢荷卸帳 慶応元年8月 横帳

19 御年貢荷卸取調帳 慶応元年11月1日 横帳

20 當御年貢納高帳 慶応元年11月 竪帳

21 馬場巳年御赦免米仕分帳 巳 横帳

22 西巳年御赦免米仕分帳 巳 横帳

23 元禄之散田高ヨリ前々ヨリ田畑持高之調 源蔵分 横帳

24 市場高帳之写人数四十二人 横帳

25 徳兵衛田畑取調覚 横帳

26 本田畑下々納取高帳 竪帳

27 御年貢納取調帳写 源蔵分 竪帳

28 納高取調散田 源蔵分 竪帳
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29 御年貢御上納勘定帳 明治2年12月 竪帳

一紙

1 延寳八年申ノ御年貢納申覚 （延宝8年） 一紙 後欠 継目外れ（5枚）
虫損大

2 元禄五年申ノ御年貢御上納仕目録之事 （元禄5年） 一紙 継目外れ（6枚）
虫損大

3 申ノ年貢金納請取事 元禄6年1月24日 清水七郎右衛門、一木久右衛門 高橋圖書殿 一紙

4 覚（村高取調に付） 元禄12年7月 同村 年寄 隼人、他20名 天野作左衛門御内 一木久右衛門 一紙
殿・清水金右衛門殿、御相給 岡
部弥右衛門様

5 甲申歳年貢皆済之事 宝永2年1月25日 清水七郎右衛門、一木久右衛門 飽冨村 地主 高橋和泉殿 一紙

6 乍恐以書付奉願上候（年貢定免に付） 弘化2年9月 御知行所 飯富村 名主 源蔵、他 御地頭所様 御役人中 一紙 継目外れ（3枚）
2名 虫損

7 弘化二巳年飯富村免定之事 弘化2年10月 地頭役所 飯富村 名主 源蔵、同 嘉兵衛 一紙

8 乍恐以書付奉願上候（年貢赦免に付） 明治6年11月 御支配所 望陀郡飯富村 百姓代、 亀ヶ崎 御役所 一紙 継目外れ（4枚）
組頭、年寄、名主 右銘々

4.戸口

冊子

1 五人組合帳 嘉永5年3月 飯富村 名主 嘉兵衛、同 源蔵、 井上儀惣次殿 竪帳
他4名

2 五人組合帳 安政5年3月 飯富村 名主 源蔵、他4名 加藤左司平殿 竪帳

3 宗門人別帳 安政5年3月 飯富村 名主 源蔵、他4名 加藤左司平殿 竪帳

4 五人組合帳 文久4年3月 飯富村 名主 源蔵、他5名 加藤左司平殿 竪帳

5 縁談届ヶ出名前覚帳 明治3年9月 横帳

一紙

1 ［破れ］（乍恐）以書付奉願上候（倅乙助不行跡に付人帳 享和元年7月 御知行所 飯冨村 百姓 徳右衛 御地頭所様 御役人中様 一紙
御除願） 門、他8名
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6.村・村政

冊子

1 飽冨郷本郷ヨリ枝村迄道法并方角覚 元禄12年7月9日 名主 圖書 横帳

2 文久弐戌年十一月割帳 本田市場并新田 高掛り目安并 文久2年11月 横帳
惣掛り目安

3 御林御預ヶ付地請金覺帳 文久3年3月13日 横帳

4 文久三亥年十一月割帳 本田市場并新田 高掛り目安并 文久3年11月 横帳
惣掛り目安

5 諸勘定覚帳 文久3年12月 横帳

6 諸入用覺帳 文久4年3月 横帳

7 御鷹御用水夫遣口帳 元治元年10月26日 横帳

8 慶應元丑年十一月割帳 本田市場并新田 高掛り目安并 慶応元年11月 横帳
惣掛り目安

9 （村入用覚） 横帳

10 村方月番賄控帳 明治4年4月 横帳

8.水利・用水

一紙

1 相渡申手形之事（新田村・飽富村買水等に付） 寛文9年4月17日 神納村 市兵衛、他3村 4名 一紙 後欠 裏打

9.土木・建築

冊子

1 仕様帳（奥建出普請に付） 慶応元年5月 大工 良右衛門 御知行所 御役人中様 竪帳

2 仕様帳（本家建出普請に付） 慶応元年5月 大工 良右衛門 御知行所 御役人中様 竪帳

3 御屋敷新規御普請其外共諸入用拂方仕訳帳 慶応元年5月 横帳

4 東照宮様御普請御入用帳 慶応2年7月 横帳
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11.治安

一紙

1 乍恐以書付奉申上候（当四月中盗難に逢候一件に関し 寅7月 天野民七郎知行所 上総国望陀郡 関東御取締御出役 木村信一郎様 一紙 継目外れ（3枚）
御尋に付） 飯富村 百姓 治郎左衛門、着添

組頭 利左衛門

2 乍恐書附ヲ以奉申上候（百姓方より徒党郷訴候一件の始 一紙
末に付）

12.訴訟

一紙

1 乍恐書付を以奉願上候（高橋源次様相手取出訴致し度 享和元年10月 御知行所 上総国望陀郡飯富村 御地頭所様 御役人中様 一紙 中欠 継目外れ（8枚）
に付） 名主 源蔵、願人 年寄 半右衛門

2 乍恐書付を以奉願上候（六左衛門・弥平次召出の上吟味 享和元年11月 飯富村 名主 源蔵、年寄 半右衛 御地頭所様 御役人衆中様 一紙 継目外れ（9枚）
願度に付） 門

3 乍恐以書付奉願上候（高橋源次様御身分躰等に付差上 文政12年12月7日 御知行所 上総国飯富村 名主 源 御地頭所様 御役人中様 一紙
候願書下げ願） 蔵、年寄惣代 年寄 利左衛門

4 乍恐別紙ヶ條ヲ以奉願上候（御出役高橋源治新法仰渡 文政12年12月 御知行所 飯冨村 願人 名主 源 御屋鋪様 斎藤文之進様、他2名 一紙 虫損
に付） 蔵、年寄代 利左衛門 継目外れ（3枚）

5 乍恐別紙ヶ條ヲ以奉願上候（御出役高橋源次様新儀仰 文政12年12月 御知行所 飯冨村 願人 名主 源 御屋鋪様、斎藤文之進様、他2名 一紙
付之儀に付） 蔵、年寄代 利左衛門

6 （高橋源次様新儀仰付られ難渋に付願書下書） 文政12年12月 御知行所 上総国望陀郡飯冨村 御屋鋪様、齋藤文之進様、他2名 一紙 前欠 継目外れ（2枚）
願人 名主 源蔵、同 年寄代 利
左衛門

7 乍恐以書付奉申上候（高橋源治様御休役の儀に付） 天保2年2月 御知行所 上総国望陀郡飯冨村 御地頭所様 衆中様 一紙 継目外れ（2枚）
名主 年寄惣代 弥市、他2名

8 乍恐以書付奉願上候（御用役山崎源次種々難題申掛る 天保2年3月 天野権十郎知行所 上総国望陀郡 松平飛騨守様 上 御役人中 一紙 別紙・追記重折りあり
に付御吟味願） 飯冨村 名主、年寄

9 （切場山上地に関し源治難題申掛るに付御吟味願） 天保2年3月 天野権十郎知行所 上総国望陀郡 松平飛騨守様 御役所 一紙 前欠
飯冨村 名主源蔵煩ニ付代忰 年 継目外れ（13枚）
寄 弥市

10 乍恐書付を以御願奉申上候（高橋源次様新規事被仰付 一紙 継目外れ（4枚）
村役人一同難渋に付下書） 別紙・追記重折りあり

11 乍恐以書附奉願上候（高橋源次様新規事被仰付村役人 一紙 継目外れ（4枚）
共一同難渋に付）
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12 乍恐以書付奉願上候（源蔵持ち山検地に付） 一紙

13 乍恐以書附奉願上候（村方所持の山に関し古証文可差 一紙 付箋剥離
出旨に付）

14.夫食・救

冊子

1 御圍籾御預證文連印帳 明治2年11月 百姓代惣代 弥五左衛門、他2名 嘉兵衛殿、源蔵殿 竪帳

19.金融・貸借

冊子

1 嘉永二酉年十二月勘定仕候 酉年ノ正月ヨリ十二月迠嘉 嘉永2年12月 横帳
兵衛殿与源蔵［虫くい］（取遣）差引帳 戌年十二月取立
勘定帳 亥ノ十二月迠取遣勘定 子ノ十二月迠取遣勘定

一紙

1 差上申一札之事（頼母子売渡に付） 享保元年10月27日 祗園村 助三郎親 頼母子売渡主 飯富村 名主 弥市殿 一紙 天部破損
与左衛門、他3名

24.宗教

冊子

1 田地諸證文写帳（宝蔵寺分） 文政5年10月 居山記之 竪帳

2 神宮寺分田畑入附勘定帳 文久2年11月 横帳

3 神宮寺分田畑入附勘定帳 文久3年11月 横帳

4 田畑入附帳（行照寺分） 行照寺 横帳

5(1) 神宮寺持田畑反別除地等取調覺 明治3年11月 横帳 紙縒〆・4点の内1

5(2) 神宮寺田地調方 横帳 紙縒〆・4点の内2

5(3) 神宮寺分（入附帳） 横帳 紙縒〆・4点の内3

5(4) 神宮寺田地入 横帳 紙縒〆・4点の内4
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26.家・生活・書簡

冊子

1 諸用向日記之帳 元治2年1月 横帳

2 諸入用年中控帳 慶応4年1月 飽富 源蔵 横帳

28.絵図

一紙

1 （村絵図） 図 継目外れ（2枚）
彩色、47.4x64.4

99.その他

一紙 断簡

1 （断簡） 一紙
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KS-19 上総国望陀郡神納村〔飯島家文書〕
かんのう

【現行地名】 千葉県袖ヶ浦市神納
【概要】 神納（かんのう）村は、幕府領・清水家領・旗本大久保氏・中根氏・駒木根氏領の相給および与力給知からなるなど、知行関係には変遷が多かった。村高は、「元禄郷帳」722

石余、「天保郷帳」887石余、「旧高旧領」883石余。枝郷として三股新田があり、本文書群にも関係史料が含まれる。
本文書群は、神納村のうち、四ツ谷組・野畑組の名主飯島作右衛門家の文書とみられる。

【年代】 寛政10年（1798）～明治9年（1876）
【点数】 169点（冊子142点、一紙27点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御觸書之写 六通 天保14年6月7日 神納村 竪帳

2 御用留日記 安政3年1月 四ッ谷組 横帳

3 御地頭所様御用留 安政5年1月 御知行所 神納村 百姓代 又兵 御代官 坂野一郎様 竪帳
衛、他4名

4 御地頭所様御年礼御用留 安政6年1月 神納村 名主 作右衛門 横帳

5 御地頭所様御用留 万延2年1月 神納村 名主 作右衛門 竪帳

6 （御用留） 慶応2年11月～ 竪帳
慶応4年3月

一紙

1 （栄蔵、又兵衛跡組頭役申渡に付書付） 午3月 坂野一郎 一紙

2.土地

冊子

1 新屋敷名寄反別 帰新畑反別帳 享和元年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 竪帳
衛門、他2名

2 新田新畑反別改帳 嘉永7年2月 野畑ヶ組 横帳

3 田方反別帳 嘉永7年2月 四ッ谷組 横帳

4 村高書上帳扣 安政4年4月 神納村 内山七兵衛様御組 御野廻役 佐 竪帳
久間倍次郎様

5 金銀出入田畑入附帳 慶応4年1月 横帳
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一紙

1 相渡シ申拾年季質地證文之事 天保3年2月 地主 吉郎兵衛、親類 五郎左衛 清兵衛殿 一紙 虫損大 取扱注意
門、他3名

2 入置申一札之事（田地譲請に付） 天保9年3月 地所譲受人 名主 五兵衛、他1名 名主 惣右衛門殿、他4名 一紙

3 相渡申拾年季質地證文之事 天保14年3月 質地主 新左衛門、他7名 作右衛門殿 一紙 虫損 継目外れ（2枚）

4 相渡申質地證文之事 天保15年3月 地主 三右衛門、親類 組合惣代 作右衛門殿 一紙
茂兵衛、他2名

5 相渡申拾年季質地證文之事 弘化元年12月 質地主 重兵衛、名主 要助 作右衛門殿 一紙

6 相渡申拾箇年季質地證文之事 弘化3年12月20日 地主 勘兵衛、他3名 名主 作右衛門殿 一紙

7 相渡申拾年季質地證文之事 弘化4年12月 質地主 善太夫、他4名 作右衛門 一紙

8 相渡申拾年季質地證文之事 嘉永元年12月 奈良輪村 地主 三左衛門、他4名 御名主 作右衛門殿 一紙

9 相渡申拾年季質地證文之事 嘉永2年5月 質地主 名主 市平、他1名 作右衛門殿 一紙

10 相譲申證文之事（田地名跡永譲渡に付） 嘉永2年11月 譲主 実家 名主 作右衛門、他3名 相手 太郎右衛門、他1名 一紙

11 相渡申拾年季質地證文之事 嘉永4年3月 質地主 重五郎、他3名 名主 作右衛門殿 一紙

12 相渡申拾年季質地證文之事 嘉永5年12月 奈良輪村 地主 善六、他3名 御名主 作右衛門殿 一紙

13 相譲申拾年季質地證文之事 嘉永5年12月 奈良輪村 質地主 善六、他6名 作右衛門殿 一紙

14 相渡し申拾年季質地證文之事 安政元年12月 質地［虫くい］（主） 清兵衛、他4名 作右衛門殿 一紙 虫損

15 相渡し申拾年季質地證文之事 安政元年12月 質地主 茂兵衛、他6名 四ッ谷組 名主 作右衛門 一紙 後欠ヵ 虫損

16 相渡申拾年季質地證文之事 安政元年12月 地主 清兵衛、他4名 作右衛門殿 一紙 虫損

17 相渡申拾年季質地證文之事 安政2年12月 坂戸市場村 地主 平七、他3名 御名主 作右衛門殿 一紙

18 相渡申拾五ヶ年季質地證文之事 安政2年12月 地主 清兵衛、他3名 御名主 作右衛門殿 一紙

19 相渡申拾年季質地證文之事 安政6年2月 質地主 三右衛門、他4名 作右衛門殿 一紙

20 相渡申拾年季質地證文之事 明治3年12月 奈良輪村 質地主 喜平次、他3名 作右衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

3.租税・貢租

冊子

1 午山方御年貢取立帳 寛政10年11月 神納村 四ッ谷組 横帳
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2 酉春夏小麦取［破れ］ 享和元年5月 横帳 表紙下部破損

3 酉永方諸夫銭取立帳 享和元年11月 神納村 四ッ谷組 横帳

4 戌田方割付之帳 享和2年9月 神納村 四ッ谷組 名主 横帳

5 戌大豆御年貢取立帳 享和2年9月 神納村 四ッ谷組 名主 横帳

6 戌萩原田畑御年貢取立帳 享和2年12月 神納村 四ッ谷組 名主 横帳

7 萩原新田御年貢取立帳 天保9年11月 横帳

8 夏なり金割合帳 天保11年5月 御科所組 横帳

9 田畑諸入用割合帳 天保12年11月 横帳

10 日光御参詣御用ニ付村高給々訳御性名共書上帳 天保13年5月 上総国望陀郡神納村 名主 惣右 御代官 坂野佐太郎様 竪帳
衛門、他4名

11 寅年中諸夫銭割合并ニ割合割合（衍）帳 天保13年11月 百姓代 又兵衛、同 仁右衛門、他 名主 惣右衛門殿、他2名 横帳
36名

12 寅米永御年貢皆済目録 天保14年1月 上総国望陀郡神納村 名主 惣右 御代官 坂野佐太郎様 竪帳
衛門、他2名

13 日光山御参詣御供夫金夫人并ニ御上知不相成諸入用割 天保14年閏9月 野畑組 横帳
合帳

14 日光御用金御上納請取帳 天保14年閏9月 神納村 横帳

15 夘夫人掛割合帳 天保14年11月 野畑組 横帳

16 夘米永御年貢皆済目録 天保15年1月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野佐太郎様 竪帳
衛門、他2名

17 辰秋成御年貢取立帳 天保15年8月 野畑組 横帳

18 辰国役目安帳 天保15年12月 野畑組 横帳

19(1) 辰年中諸夫役并ニ割物割合帳 天保15年12月 野畑組 百姓代 五郎右衛門、他3 名主 作右衛門殿、他3名 横帳
7名

19(2) 巳定役麦取立帳 弘化2年7月 野畑［切取り］（組）役［切取り］（所） 横帳

19(3) 御本丸御普請金割合之帳 弘化2年12月 野畑組 横帳

20 巳ノ小物成書抜帳 弘化2年12月 野畑組 横帳

21(1) 巳國役目安帳 弘化2年12月 野畑組 横帳
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21(2) 越石巳永方諸夫銭取立帳 弘化2年12月 野畑組 横帳

22 午国役目安帳 弘化3年12月 野畑組 横帳

23 午米永御年貢皆済目録 弘化4年1月 御知行所 上総国望陀郡神納村 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
名主 作右衛門

24 御割附之写 弘化4年11月 青沼斧五郎御内 時田甚兵衛 右村方 御給々名主 向井三左衛 竪帳 綴外れ（6枚）
門殿、他4名

25 未ノ田方御［破れ］（年貢取立帳） 弘化4年 横帳 一部破損

26 未米永御年貢皆済目録 弘化5年1月 御知行所 上総国望陀郡神納村 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
名主 作右衛門、他3名

27 申国役目安帳 嘉永元年12月 野畑組 横帳

28 申夫人懸リ割合帳 嘉永元年12月 野畑組 横帳

29 戌大豆御年貢取立帳 嘉永3年9月 野畑組 横帳

30 戌夫人懸リ割合帳 嘉永3年12月 野畑組 横帳

31 戌米永御年貢皆済目録 嘉永4年1月 御知行所 上総国望陀郡神納村 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
名主 作右衛門、他3名

32 亥春夏小麦御年貢取立帳 嘉永4年5月 野畑組 横帳

33 亥ノ田方御年貢日入帳 嘉永4年9月 神納村 野畑組 横帳

34 水流稲米取調帳 嘉永4年10月 四給役所 横帳

35 子ノ夏成リ御年貢取立帳 嘉永5年5月 野畑組 横帳

36 丑夏成リ御年貢取立帳 嘉永6年5月 野畑組 横帳

37 丑定使麦取立帳 嘉永6年7月 野畑組 横帳

38 異国舩渡来ニ付御地頭所様御軍用金并夫人足割合帳 嘉永7年1月 野畑組 横帳

39 御料所寅夏秋御年貢取立帳 嘉永7年5月 年番 野畑組 横帳

40 越石寅永方諸夫銭取立帳 嘉永7年12月 四ッ谷組 横帳

41 寅米永御年貢皆済目録 安政2年1月 御知行所 神納村 名主 作右衛 御代官 坂野一郎様 竪帳
門、他3名

42 村之夫人割直定帳并地震ニ付御觸書写 安政2年12月 神納村 名主 作右衛門 竪帳
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43 卯山方御年貢取立帳 安政2年12月 四ッ谷組 横帳

44 辰夏成御年貢取立帳 安政3年5月 野畑組 横帳

45 辰田方御年貢日入帳 安政3年9月 四ッ谷組 横帳

46 巳田方御年貢取立帳 安政4年12月 四谷組 横帳

47 御地頭所仙石様御用達金御利足割合帳 安政5年2月 神納村 四ッ谷組 横帳

48 午米永御年貢皆済目録 安政6年1月 御知行所 神納村 名主 作右衛 御代官 坂野一郎様 竪帳
門、他3名

49 當申米方御年貢日入帳 万延元年8月 野畑ヶ組 横帳

50 申田方御年貢取立帳 万延元年11月 四谷組 横帳 付箋剥離

51 酉夏成リ御年貢取立帳 文久元年5月 野畑組 横帳

52 酉山方御年貢取立帳 文久元年11月 四谷組 横帳

53 酉永方御年貢日入帳 文久元年12月 野畑組 横帳

54 戌永方御年貢日入帳 文久2年11月 四谷組 横帳

55 戌国役目安帳 文久2年11月 四ッ谷組 横帳

56 亥春夏小麦御年貢取立帳 文久3年5月 四ッ谷組 横帳

57 亥夏なり御年貢取立帳 文久3年5月 四ッ谷組 横帳

58 亥ノ夫人掛リ割合帳 文久3年11月 四ッ谷組 横帳

59 子田方御年貢取立帳 元治元年8月 四ッ谷組 横帳

60(1) 山方御年貢目録扣 慶応元年12月 上総国望陀郡神納村 名主 要助、 青沼七左衛門様御内 御役人衆中 竪帳 合冊・3冊の内1
他3名 様

60(2) 山永御年貢目録扣 上総国望陀郡神納村 名主 要助、 竪帳 合冊・3冊の内2
他3名

60(3) 山永御年貢目録扣 上総国望陀郡神納村 名主 要助、 竪帳 合冊・3冊の内3
他3名

61 寅夫人賦割合帳 慶応2年11月 四ッ谷組 横帳

62 寅山方御年貢取立帳 慶応2年11月 四ッ谷組 横帳

63 寅胡麻小豆取立帳 慶応2年11月 四ッ谷組 横帳



KS-19 上総国望陀郡神納村〔飯島家文書〕 4.戸口 （146）

64 寅小物成書抜帳 慶応2年11月 四ッ谷組 横帳

65 越石寅永方諸夫銭取立帳 慶応2年11月 四ッ谷組 横帳

66 御料所辰夏秋御年貢取立帳 慶応4年5月 年番 野畑組 横帳

67 辰田方水員（損）御用捨割合帳 明治元年11月 野畑ヶ組 横帳

68 田畑割附帳 明治6年12月 租税役所 横帳

一紙

1 神納村永方御年貢皆済之事 嘉永3年1月 青沼七左衛門内 時田長兵衛 上総国望陀郡神納村 年番名主 一紙
要助殿

2 神納村新田永米御年貢皆済之事 嘉永6年1月 青沼七左衛門内 時田長兵衛 上総国望陀郡神納村三ッ俣新田 一紙
年番 要助殿

3 神納村永方御年貢皆済之事 安政元年1月 青沼七左衛門内 時田長兵衛 上総国望陀郡神納村 年番 一紙

4 覚（年貢割付に付） 文久2年8月 坂野一郎 右村(神納村) 名主、組頭、百姓代 一紙

5 覚（冥加金請取に付） 辰1月晦日 坂野佐太郎 神納村 名主 作右衛門殿 一紙

6 覺（金子請取に付） 辰12月15日 坂野佐太郎 神納村 名主 作右衛門殿 一紙

4.戸口

冊子

1 卯人別改帳 天保14年3月 上総国望陀郡神納村 名主 惣左 御代官 坂野佐太郎様 竪帳
衛門、他2名

2 五人組改帳 天保14年 大御番頭 大岡紀伊守御預与力・ 竪帳
御先手 内藤安房守組与力 上知
上総国望陀郡神納村

3 巳人別改帳 弘化2年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
衛門、他3名

4 宗門帳 弘化3年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳

5 未五人組改帳 弘化4年3月 神納村 野畑組 竪帳

6 申人別改帳 弘化5年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
衛門、他3名

7 宗門帳 弘化5年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳
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8 宗門帳 弘化5年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳

9 亥人別改帳 嘉永4年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野宗五郎様 竪帳
衛門、他3名

10 馬毛附改帳 嘉永4年3月 組頭見習 惣右衛門、他3名 御代官 坂野惣五郎様 竪帳

11 子人別改帳 嘉永5年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野惣五郎様 竪帳
衛門、他3名

12 宗門帳 嘉永5年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳

13 （丑人別改帳） 嘉永6年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野一郎様 竪帳
衛門、他3名

14 寅人別改帳 嘉永7年3月 上総国望陀郡神納村 組頭見習 御代官 坂野一郎様 竪帳
惣右衛門、他3名

15 寅五人組改帳 嘉永7年3月 神納村 名主 作右衛門、他5名 御代官 坂野一郎様 竪帳

16 宗門帳 嘉永7年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳

17 宗門帳 安政2年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳

18 辰五人組改帳 安政3年3月 名主 作右衛門、他5名 御代官 坂野一郎様 竪帳

19 宗門帳 安政3年3月 上総國望陀郡神納村 竪帳

20(1) （巳人別改帳） 安政5年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内1
衛門、他2名

20(2) （宗門帳） 安政5年3月 （神納村） 名主 作右衛門、他2名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内2

20(3) （馬毛付帳） 安政5年3月 神納村 名主 作右衛門、他2名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内3

21 未五人組之改帳 安政6年3月 名主 作右衛門、他5名 御代官 坂野一郎様 竪帳 表紙下部破損

22(1) 酉人別改帳 文久元年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 坂野一郎様、同貫之助様 竪帳 合冊・2冊の内1
衛門、他3名

22(2) 宗門帳 文久元年3月 上総国望陀郡神納村 竪帳 合冊・2冊の内2

23 酉五人組改之帳 文久元年3月 名主 作右衛門、他5名 御代官 坂野貫之助様、坂野一郎 竪帳
様

24(1) 戌人別改帳扣 文久2年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野貫之助様、同 坂野 竪帳 合冊・3冊の内1
衛門、他3名 一郎様

24(2) 宗門帳 文久2年3月 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野貫之助様、同 坂野 竪帳 合冊・3冊の内2
一郎様
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24(3) 馬毛附改帳 文久2年3月 神納村 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野貫之助様、同 坂野 竪帳 合冊・3冊の内3
一郎様

25(1) 亥人別改帳 文久3年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内1
衛門、他3名

25(2) 宗門帳 文久3年3月 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内2

25(3) 馬毛附改帳 文久3年3月 上総國望陀郡神納村 竪帳 合冊・3冊の内3

26(1) 子人別改帳 文久4年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内1
衛門、他3名

26(2) 宗門帳 文久4年3月 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内2

26(3) 馬毛附改帳 文久4年3月 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内3

27(1) 寅人別改帳扣 慶応2年3月 上総国望陀郡神納村 名主 作右 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内1
衛門、他3名

27(2) 宗門帳 慶応2年3月 神納村 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内2

27(3) 馬毛附改帳 慶応2年3月 神納村 名主 作右衛門、他3名 御代官 坂野一郎様 竪帳 合冊・3冊の内3

28 卯五人組改帳 慶応3年3月 名主 作右衛門、他5名 御代官 坂野一郎様 竪帳

6.村・村政

冊子

1 巳暮諸勘定覚帳 弘化2年12月18日 名主 作右衛門 横帳

2 京都御番御見送り出府路用扣 弘化3年3月 神納村 名主 作右衛門 横帳

3 山方諸掛リ割合帳 弘化4年12月 野畑組 横帳

4 御鷹御用他村越石并組引請帳 嘉永2年7月 野畑組 横帳

5 （諸差出書類控） 嘉永3年 竪帳

6 寅組入用立替帳 嘉永7年1月 野畑組 横帳

7 村方明細書上帳扣 安政5年10月 右村 役人惣代 名主 作右衛門、 御代官 坂野一郎様 竪帳
他4名

8 東組入用立替帳 安政6年1月 横帳
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16.農・林・水産業

冊子

1 古菜細反別改帳 天保14年8月 横帳 表紙下部破損

19.金融・貸借

冊子

1 巳年中諸勘定出入控帳・午年中諸勘定出入控帳 天保4年12月 飯嶋氏 横帳

2 金銀出入帳 天保7年1月 横帳

3 宿々助成御貸附金引當村方収納高書付 弘化4年11月 右村（神納村） 名主 作右衛門、 御貸附方御役所 竪帳
他2名

4 宿々助成御貸附金村方引請證文 弘化4年11月 深町源右衛門、森重武平、他4名、 御貸附方御役所 竪帳
給知 神納村 名主 作右衛門

5 子年中諸簿 明治9年1月 飯島作治郎 横帳

22.交通・運輸

冊子

1 水夫遣口取調帳 安政4年10月 坂戸市場村、長須賀村、木更津村 横帳

2 俵縄皮宛觸控帳 慶応元年9月 御料所組 横帳

24.宗教

冊子

1 梵鐘無之趣申上候書付 安政4年3月 右（神納村）法光寺 等蔵、名主 佐々木道太郎様 御役所 竪帳
作右衛門

2 法光寺一會講金受取帳 文久元年11月 世話人 旦頭 作右衛門 横帳

26.家・生活・書簡

冊子

1 寅年中日記 嘉永7年1月 飯島氏 横帳
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KS-20 上総国望陀郡三ッ作村
みつざく

【現行地名】 千葉県袖ヶ浦市三ッ作
【概要】 三ッ作（みつざく）村は、旗本太田氏・高木氏の相給。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも507石余。元禄年間頃に上下に分村したといい、本文書群におい

ても「上下三ッ作村」という表記を確認できる。明治22年（1889）に根形村の大字となった。
嘉永2年（1849）の検見実施に際する百姓一揆（三ッ作騒動）関係史料が中心である。

【年代】 嘉永2年（1849）～嘉永4年（1851）
【点数】 9点（冊子9点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 一番 御用人小山清輔様安藤源右衛門様村方江出役名 嘉永2年8月19日 當御分家様高木仲様御知行所 上 高木市太郎様 御役人中様 竪帳
主惣五郎江馴合新規取増并ニ田形御届延引不調法御詫 総国望陀郡三ッ作村 両組惣代
金被仰付候ニ付御本家江奉歎願候願書写 重次郎、他3名

2 二番 御本家ヨリ御地頭所江御引渡シニ相成殿様御直筆 酉(嘉永2年)8月29日 御知行所 上総国望陀郡三ッ作村 御地頭所様 御役人中様 竪帳
御書下ヶ江私共心得方書上候書面写 小前惣代 重次郎、他3名

3 三番 御用人様方御取計不審ニ付御立會被下候根本慎 酉(嘉永2年）9月2日 御知行所 上総国望陀郡上下三ッ 御地頭所様 御役人中様 竪帳
蔵様より御吟味請度段申上候ニ付并ニ御取増御詫金之 作村 小前惣代上分 重次郎、他3
儀ニ付名主惣五郎不當之取計致候ニ付申上候書付之写 名

4 四番 御殿様御直筆御書下ヶ与村方之もの共御答方再應 酉(嘉永2年）9月5日 御知行所 三ッ作村 小前惣代 源 御地頭所様 御役人中様 竪帳
申上候書付之写 左衛門、他3名

5 五番 御地頭所にて御非道の御吟味に付猶又御本家江 酉(嘉永2年)9月18日 当御分家高木仲知行所 上総国望 高木一太郎様 御役人中様 竪帳
奉歎願候願書并村方連印之写 陀郡上下三ッ作村 小前惣代 重

次郎、嘉兵衛

6 六番 惣代之者共御地頭所御長屋止ニ相成押印請書被 嘉永2年10月16日 當御組下高木仲知行所 上総国望 福王忠左衛門様 御役人中様 竪帳
仰付候ニ付其後非道之段附紙を以御答仕候書付 藤懸 陀郡三ッ作村 小前惣代 金蔵、三
出羽守様并ニ福王忠左衛門様江差上候 右衛門

7 七番 福王忠左衛門様ヨリ朝比奈六左衛門様江御引渡ニ 嘉永2年11月10日 高木仲知行所 上総國望陀郡上下 朝比奈六左衛門様 御役人中様 竪帳
相成候ニ付御同人様江差上候願書并其後御地頭所江御 三ッ作村 小前惣代 金蔵、他3名
引渡ニ相成御取調受候得共御非道ニ付其段六左衛門様
江申上候書付写

8 右番附七冊書類を以御老中御出頭阿部伊勢守様御駕籠 嘉永2年12月18日 三ッ作村 小前惣代三人当病ニ付 阿部伊勢守様 御役人衆中様 横帳
訴仕候願書写 代兼 百姓 金蔵
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12.訴訟

冊子

1 御奉行所江差上候願書済口写（検見に際し百姓騒ぎ立 嘉永4年4月 高木仲知行所 上総國望陀郡上下 御奉行所様 竪帳
て一件に付） 三ッ作村 小前惣代 上三ッ作村

百姓 重次郎、他8名
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KS-21 上総国望陀郡高柳村

【現行地名】 千葉県木更津市高柳
【概要】 高柳村ははじめ幕府領、のち旗本杉浦氏・松浦氏の相給－杉浦氏・松浦氏・柴田氏の三給と変遷する。村高は、「元禄郷帳」1189石余、「天保郷帳」1226石余、「旧高旧領」

1232石余。本文書群は、旗本柴田氏給分の名主家に伝来したものとみられる。内容的には、元禄5年（1692）の検地帳がまとまっている。
【年代】 元禄5年（1692）～万延元年（1860）
【点数】 54点（冊子53点、一紙1点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御請書扣(村々当亥ヨリ丑迄之免方に付) 嘉永4年8月 御代官所 御増領村々 名主方へ 竪帳

2 十月四日堀田摂津守様御渡之御書付之写 寅10月 地頭所 役所 上総國望陀郡高柳村 名主 安右 竪帳
衛門殿、同 組頭中、他5村 名主
など

2.土地

冊子

1 田方壱番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

2 田方弐番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

3 田方四番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

4 田方五番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

5 田方六番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳 付箋剥離

6 田方七番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

7 田方八番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

8 田方九番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

9 田方十番(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

10 田方五(上総国望陀郡高柳村田方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

11 上総國望陀郡高柳村田方検地水帳貳番 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

12 畑方壱番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

13 畑方弐番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳
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14 畑方三番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

15 畑方四番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 重兵衛、他3名 竪帳

16 畑方五番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

17 畑方六番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

18 畑方七番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

19 上総國望陀郡高柳村畑方検地水帳四番 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

20 畠方五改合(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

21 畑方六番(上総国望陀郡高柳村畑方検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

22 八番屋鋪(上総国望陀郡高柳村屋敷検地水帳） 元禄5年8月 案内 十兵衛、他3名 竪帳

23 上総國望陀郡高柳村柳林諸検地水帳 元禄15年閏8月 平岡三郎右衛門手代 岡田平六 竪帳
郎、近藤小平次

24 御公儀様ヨリ御觸書関八刕万石以下高反別書上扣帳 杉 寛政12年4月 竪帳
浦割

25 田畑畝歩持主名寄帳 嘉永3年3月 地頭所内 遠山政右衛門 上総国望陀郡高栁村持添 牛袋村 竪帳
名主江

26 高栁村三拾五石田畑反別取調帳 嘉永3年6月 横帳

3.租税・貢租

冊子

1 田畑米永皆済目録帳 寛政13年1月8日 上総高柳村 組頭 十左衛門 柴田六三郎様御内 木村隼太様 竪帳

2 酉田畑御年貢皆済目録帳 享和2年1月 上総国高栁村 年番与頭 重左衛 柴田七左衛門様御内 木村隼太様 竪帳
門

3 田畑御年貢中目録差上下書 享和2年10月 竪帳

4 柳苅代割附帳 次郎丸割 享和2年12月 横帳

5(1) 皆済目録書上帳 文政6年1月 上総国望陀郡高柳村 名主 平右 竪帳 一紙挟込みあり(2)(3)
衛門

5(2) 覚(預米他差引書上) 未(文政6年)10月25 一紙 冊子(1)に挟込み
日
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5(3) (国役金に付書上) 一紙 冊子(1)に挟込み
継目外れ（2枚）

6 皆済目録書上帳 文政8年1月8日 上総国望陀郡高柳村 名主 平右 竪帳
衛門

7 皆済目録書上帳 文政9年1月9日 上総高柳村 名主 平右衛門 柴田七左衛門様御内 御役人衆中 竪帳
様

8 皆済目録書上帳 文政13年1月 名主 安右衛門 柴田七左衛門様御内 永井平兵衛 竪帳
様

9 辰書出し帳 天保15年12月 林屋 作兵衛 重城安右衛門様 横帳

10 田畑石盛改帳 弘化2年1月 名主、組頭 立合 竪帳 虫損

11 當巳皆済目録書上扣 弘化2年12月 御知行所 上総国望陀郡高柳村 御地頭所様御内 關亮右衛門様 竪帳
名主 平右衛門、年寄 安右衛門

12 巳年書出帳 弘化2年12月 横帳

13 御巡見割合残金御取締御止宿入用割合帳 治郎丸割 弘化3年8月19日 横帳

14 去ル午年皆済目録書上扣 弘化4年1月 上総國望陀郡高柳村 年寄 平右 御地頭所様御内 関亮右衛門様 竪帳
衛門、名主 安右衛門

15 御鷹水夫買上・御取締御出役・組合村入用 三給割付帳 嘉永4年12月3日 横帳
治郎丸割

16 當夘皆済目録書上扣 竪帳

4.戸口

冊子

1 五人組改帳 文化7年6月8日 名主 安右衛門、他3名 柴田七左衛門様御内 木村隼太 竪帳
様、他2名

6.村・村政

冊子

1 惣百姓連印之帳 次郎丸割 文政10年7月 百姓代 忠左衛門 御名主、組頭衆中 竪帳

2 村方様子大概書上帳 嘉永7年10月 望陀郡高柳村 名主 平右衛門、 御領 御役所 竪帳
他3名
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8.水利・用水

冊子

1 米金被下物并溜井堤川除普請有無書上帳 嘉永7年1月 望陀郡高柳村 地首 清蔵、名主 竪帳
三右衛門

11.治安

冊子

1 盗難一件御糺ニ付奉差上候書付之写(百姓平内逢候盗 天保8年8月 竪帳
難に付)

12.訴訟

一紙

1 差上申済口證文之事(質入の地所請戻しに付) 柴田六三郎知行處 上総国望蛇郡 御評定所 一紙 継目外れ(2枚)
高柳村 百姓 安右ヱ門煩ニ付代
聟 訴訟人 甚右衛門、他2名

19.金融・貸借

冊子

1 相續御拝借願上萬ひかえ(津波大風雨にて百姓困窮に 万延元年6月 竪帳
付)

21.助郷

冊子

1 御三給御傳馬水夫割帳 天保14年11月29日 平墅や 新蔵 御名主衆中様 横帳
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KS-22 上総国望陀郡六手村〔能城家文書〕
む て

【現行地名】 千葉県君津市六手
【概要】 六手（むて）村は、旗本河内氏・御手洗氏・筧氏・井上氏・斎藤氏・小俣氏の相給で、のち旗本河内氏・御手洗氏・筧氏・井上氏・斎藤氏の相給となっている。村高は、「元禄郷

帳」490石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに491石余。明治22年（1889）に合併し、周南（すなみ）村の大字となる。本文書群に、小山野村・大山野村・浜古村の絵図が含まれ
ているのは、ともに周南村に合併したためか。
六手村のうち御手洗氏給分の名主能城喜右衛門家文書と思われる。年貢の皆済・請取証文が多い。

【年代】 元禄14年（1701）～明治9年（1876）
【点数】 50点（冊子30点、一紙20点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 上総国周集（准）郡六手村五人組御改帳 元禄14年4月25日 上総国周集（准）郡六手村 組頭 御手洗五郎兵衛様御内 神谷七郎 竪帳 虫損
治左衛門、他11名 左衛門殿、能城村右衛門殿

2 御鷹之儀ニ付御定番村々ニ而写取候證文案紙 享保4年 竪帳

3 六ヶ村御知行所へ御代替ニ付村右衛門被指遣万端相改 享保20年3月 竪帳
御仕置等申付其外御用にて覚書之事

4 壱ヶ年御兼約御暮シ方覚 寛延元年10月 石神村 名主 庄五郎、六手村 同 御手洗五郎兵衛様御内 米山七左 竪帳
断 治助 衛門殿、米山宇平太殿

2.土地

冊子

1 御改反別人別帳 享保6年7月 六手村 名主 角右衛門、政右衛門 御手洗新太郎様御内 能城村右衛 竪帳
門殿

2 上総国周准郡格五ヶ村組合（日光御用人馬御触のため 安永5年2月 触次 六手村 名主 喜右衛門 竪帳
村高書上に付）

一紙

1 巳之年先知六手村日損之場所 元禄14年9月3日 御五郎兵 上総国六手村 名主 喜右衛門、 一紙 継目外れ（3枚）
百姓中 封あり

3.租税・貢租

冊子

1 辰田畑目録控 安永元年～安永2年 六手村 名主 喜右衛門 御手洗五郎兵衛様御内 米山宇平 竪帳
太殿
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2 巳田畑目録控 安永2年 六手村 名主 喜右衛門 御手洗五郎兵衛様御内 米山宇平 竪帳
太殿

3 寅田畑目録扣 寛政6年12月 六手村 名主 覚右衛門 御手洗五郎兵衛様御内 高橋嘉内 竪帳
殿

4 卯田畑目録扣 寛政7年12月 六手村 名主 覚右衛門 御手洗五郎兵衛様御内 高橋嘉内 竪帳
殿

5 辰田畑目録扣 寛政8年12月 六手村 喜右衛門 御手洗五郎兵衛様御内 高橋嘉内 竪帳
殿

6 巳田畑目録扣 寛政9年12月 六手村 名主 喜右衛門 御手洗岩吉様御内 篠沢治太夫殿 竪帳

7 午田畑目録扣 寛政10年12月 六手村 名主 喜右衛門 御手洗岩吉様御内 篠沢治太夫殿 竪帳

8 夘年ヨリ未年迠御年貢諸入用書上覺 寛政12年4月 竪帳

9 酉田畑目録扣 享和元年11月 六手村 名主 喜右衛門 御手洗信七郎様御内 篠沢治太夫 竪帳
殿

10 戌田畑目録之扣 享和2年12月 六手村 名主 喜右衛門 御手洗信七郎様御内 篠沢治太夫 竪帳
殿

11 巳田畑皆済目録 文政5年1月 六手村 名主 熊吉 竪帳

12 午田畑皆済目録 文政6年1月 上総国周集（准）郡六手村 名主 御手洗五郎兵衛様御内 米山勝右 竪帳
熊吉 衛門殿

13 未田畑皆済目録 文政6年1月～ 上総國周集（准）郡六手村 名主 御手洗五郎兵衛様御内 米山勝右 竪帳
文政7年 熊吉 衛門殿

14 申田畑皆済目録 文政7年12月 上総国周准郡六手村 名主 熊吉 御手洗五郎兵衛様御内 米山勝右 竪帳
衛門殿

15 申田畑皆済目録 文政8年1月 上総国周准郡六手村 名主 熊吉 御手洗五郎兵衛様御内 米山勝右 竪帳
衛門殿

16 丑田畑皆済目録 文政12年12月 上総国周准郡六手村 名主 熊吉 御手洗出雲守様御内 篠沢順平殿 竪帳

17 戊申盆前諸役銭割合之帳 嘉永元年7月7日 両六手村 名主 横帳

18 歳年畠方増割帳 嘉永6年11月 両六手邑 名主 能城喜右衛門 横帳

一紙

1 請取事（門松等請取に付） 安永3年12月20日 御手洗五郎兵衛内 米山宇平太 六手村 喜右衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

2 覺（午年物成田畑皆済に付） 安永4年1月 御五郎兵 六手村 喜右衛門へ 一紙
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3 請取事（門松など請取に付） 安永7年12月18日 御手洗五郎兵衛内 米山宇平太 六手村 喜右衛門殿 一紙

4 請取之事（洗麦請取に付） 天明元年6月17日 御手洗五郎兵衛内 石束十郎左衛 六手村 喜右衛門殿 一紙
門

5 請取之事（国役金請取に付） 天明元年9月26日 御手洗五郎兵衛内 石束十郎左衛 六手村 喜右衛門殿 一紙
門

6 覺（丑年物成田畑皆済に付） 天明2年1月 御五郎兵 六手村 喜右衛門へ 一紙

7 覚（川通御普請高役金上納に付） 寛政8年9月 御手洗五郎兵衛内 高橋嘉内 六手村 名主 喜右衛門殿 一紙

8(0) （封題）午御年貢仮請取（紙縒） （寛政10年） 封 紙縒〆5点

8(1) 請取事（端米金・畑方端銭に付） (寛政11年)1月15日 御手洗岩吉内 篠沢次太夫 六手村 名主 喜右衛門殿 一紙 紙縒〆・5点のうち1

8(2) 請取事（国役金に付） (寛政10年)11月13日 御手洗岩吉内 篠沢次太夫 六手村 喜右衛門殿 一紙 紙縒〆・5点のうち2
継目外れ（2枚）

8(3) 請取事（年貢米に付） (寛政10年)11月13日 御手洗岩吉内 篠沢次太夫 六手村 喜右衛門殿 一紙 紙縒〆・5点のうち3

8(4) 請取事（年貢米に付） 寛政10年11月3日 御手洗岩吉内 篠沢次太夫 六手村 名主 喜右衛門殿 一紙 紙縒〆・5点のうち4

8(5) 請取事（年貢米に付） (寛政10年)10月19日 御手洗岩吉内 篠沢次太夫 六手村 名主 喜右衛門殿 一紙 紙縒〆・5点のうち5

9 請取之事（年貢米請取に付） 文政元年6月3日 御手洗五郎兵衛内 高橋直記 六手村 名主 熊吉殿 一紙

10 覺（辰年田畑物成皆済に付） 文政4年3月 御五郎兵 六手村 熊吉江 一紙

4.戸口

冊子

1 御改宗門人別帳 寛政6年10月 六手村 名主 覚右衛門 竪帳

6.村・村政

冊子

1 江戸歩之覺 正徳6年1月 六手村 角右衛門 横帳

2 歳年御奉公人并水夫人巡番鬼洞山御年貢諸道具出方 安政3年1月 両六手村 名主 能城喜右衛門 横帳
改取定控帳

3 非常御立退手當歩人出方并割合給金渡覺帳 文久3年3月21日 両六手村 役所 横帳
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一紙

1 （名主退役御免に付書付） 天明6年5月 御手洗五郎兵衛内 吉田勝之進 総州六手村 名主 喜右衛門殿 一紙

19.金融・貸借

冊子

1 御貸附金借用證文 文政5年12月 御目付 御手洗五郎兵衛 竪帳

25.学芸・教育

冊子

1 小學校設立規則 全 明治7年 木名瀬正 竪帳

28.絵図

一紙

1(1) （小山野村絵図） 明治5年11月 上總國周准郡小山野村 副戸長 図 40.4x81.4 彩色
茂木与茂九郎、他2名 継目外れ（3枚）

封あり二重

1(2-1) （大山野村絵図） （明治） 上総國周准郡大山野村 用掛 渡 図 38.3x81.0 彩色
邊幸吉 付箋剥離 取扱注意

封あり二重

1(2-2) （浜古村絵図） 明治9年2月25日 上総国周准郡濱子村 戸長 小川 図 26.9x39.2 彩色
脩策、他4名 封あり二重
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KS-23 上総国周准郡飯野村

【現行地名】 千葉県富津市上飯野・下飯野
【概要】 近世では飯野藩領（保科氏）。村高は、「元禄郷帳」1237石余、「天保郷帳」1380石余。江戸中期までに上飯野村と下飯野村に分かれた。明治22年（1889）に、下飯野・上飯野

・二間塚・本郷・前久保の5村が合併して飯野村となり、役場は下飯野村におかれている。豊岡村（富津市）などと合同で設立した牧場関係史料が中心を占める。
【年代】 明治16年（1883）～明治37年（1904）
【点数】 23点（冊子23点）

18.商業

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 牧場開發ノ為メ御山官林拝借願（鬼洞山牧社設立に付） 明治16年10月24日 竪帳

2(1) 天羽郡豊岡村惣代人々名報告 明治19年9月20日 右(豊岡村) 川崎四郎七、茂木八 周准郡下飯野村 士族惣代 永塚 竪帳 合冊・2冊の内1
之助 周嗣

2(2) 牧場開設願 明治20年4月 右(豊岡村) 士族惣代 橋本常馬、 千葉縣 知事 舩越清 竪帳 合冊・2冊の内2
他7名

3 牧場開設願費用出入簿 明治20年1月～ 發企者 横帳
明治22年7月

4(1) 牧場開設願(雛形) （明治20年） 右(飯野村) 戸長 川崎四郎七、他 千葉縣 知事公宛 竪帳 合冊・6冊の内1
4名

4(2) 牧場開設願 明治20年5月11日 右(飯野村) 戸長 樋口盛易、他3名 千葉縣 知事 舩越清 竪帳 合冊・6冊の内2

4(3) 起業豫算 明治20年5月11日 上総国周准郡下飯野村 発起願人 竪帳 合冊・6冊の内3
樋口盛易、他3名

4(4) 飯岡牧社仮規則 明治20年4月28日 上総国周准郡下飯野村 士族惣代 竪帳 合冊・6冊の内4
発起願人 樋口盛易、他3名

4(5) (決算書類） 明治20年5月11日 周准郡下飯野村 發企頭取 樋口 竪帳 合冊・6冊の内5
盛易、八田謙

4(6) 地所無料拝借表 明治20年5月 願人惣代 八田謙、右(豊岡村) 戸 竪帳 合冊・6冊の内6
長 樋口盛易

5 約定證(牧場開設に付) 明治22年4月6日 上総国天羽郡豊岡邨 惣代人 茂 竪帳
木新三郎、他11村 14名

6 約定證(三等官林拝借牧場開設に付) 明治22年4月6日 竪帳

7 三等官林拝借牧場開設願 明治22年4月 竪帳
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8 三等官林拝借牧場開設願并豊岡牧社々則 明治22年4月 天羽郡豊岡村、他9村、周准郡飯 竪帳
野村

9 牧場資本金各自預り連名簿 （明治23年） 竪帳

10 契約書(牧場地拝借権譲渡に付) 明治25年3月 周准郡飯野村 八田謙、他54名 竪帳

11 牧場願連名簿 （明治） 竪帳

12 (牧場起業予算) （明治） 竪帳 綴外れ

25.学芸・教育

冊子

1 學校建築夫役出勤簿 明治32年9月 飯野村第壱區 竪帳

2(1) 飯野北小学校寄附資本金割戻簿 明治32年10月 配當委員 竪帳 合冊・2冊の内1

2(2) 意(ママ)任状(飯野北小学校寄付金請取に付) 明治37年7月15日 小田神酒造 相讀(ママ)人 小田鎌 竪帳 合冊・2冊の内2
太郎

27.戸長・村長・役場

冊子

1(1) (飯野村会議件に付書付) 明治31年3月 飯野村會 議長 小川信方 竪帳 合冊・2冊の内1

1(2) 千葉縣君津郡飯野村 明治卅一年度歳入出総計豫算 明治31年3月18日 村長 小川信方 竪帳 合冊・2冊の内2
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KS-24 上総国周准郡浜古村〔能城家文書〕
はまご

【現行地名】 千葉県君津市浜子
【概要】 浜古（はまご）村は、浜子とも書く。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも166石余。旗本赤松氏領。

名主をつとめた能城善右衛門・源蔵家文書。本文書群中の「宗門改帳」によると、善右衛門と源蔵は親子関係。善右衛門は文化元年（1804）から同8年にかけて名主をつと
め、同9年からは子息の源蔵に交代している。善右衛門の父は、享和3年（1803）まで名主をつとめた与兵衛か。村内に真言宗建暦寺があり、善右衛門の父親の葬儀もそこで
営まれたようである。

【年代】 寛延2年（1749）～天保8年（1837）
【点数】 29点（冊子29点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 濱古村名寄帳 寛延2年9月 竪帳

2 田方反別帳 明和7年7月 小横

3 濱古村田畑名寄帳 写 安永7年8月 竪帳

4 濱古村田畑名寄帳写 文化元年8月 名主 善右衛門 竪帳 虫損

5 濱古村田畑名寄幉下書 文政11年3月 名主 源蔵、年寄 喜兵衛、同断 竪帳
孫兵衛

3.租税・貢租

冊子

1 辰年御物成目録 天明5年4月 濱古村 年寄 与兵衛、名主 茂兵 田中吉五郎殿 竪帳
衛

2 佐貫山札組合帳 寛政5年11月 濱古村 横帳

3 佐貫山札組合帳 寛政5年11月 横帳

4 亥御年貢勘定帳 享和3年11月 濱古村 名主 与左衛門 横帳

5 子ノ御年貢勘定帳 文化元年11月 濱古村 名主 善右衛門 横帳

6 未ノ年諸公（ヵ）済役銭割合扣 文化8年11月 名主 善右衛門 横帳

7 役米帳紙米取立帳 文化9年8月 名主 源蔵 横帳

8 申御年貢勘定帳 文化9年11月 濱古村 名主 源蔵 横帳

9 戌ノ御年貢勘定帳 文化11年11月 濱古村 名主 源蔵 横帳
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10 丑ノ御年貢勘定帳 文化14年 横帳

4.戸口

冊子

1 上総國周准郡濱古村人別改帳 文化13年5月3日 年寄 林蔵、名主 源蔵 田中兵江殿 竪帳

2 上総國周集（ママ）郡濱古村人別改帳 文政2年5月3日 年寄 林蔵、名主 源蔵 田中兵江殿 竪帳

3 宗門改メ幉 文政5年5月 濱古村 年寄 林蔵、名主 源蔵 田中兵江様 竪帳

4 宗門改帳 文政8年5月 濱古村 年寄 孫兵衛、同断 喜兵 田中兵江様 竪帳
衛、名主 源蔵

5 宗門改帳 文政11年5月3日 濱古村 年寄 孫兵衛、同断 喜兵 田中兵江様 竪帳
衛、名主 源蔵

6 上総國周准郡濱古村人別改帳 文政11年5月3日 濱古村 年寄 孫兵衛、同断 喜兵 田中兵江様 竪帳
衛、名主 源蔵

7 上総国周准郡濱古村人別改帳 天保2年5月3日 名主 源蔵 竪帳

8 宗門改帳 天保2年5月3日 濱古村 年寄 孫兵衛、同断 喜兵 田中兵江様 竪帳
衛、名主 源蔵

9 宗門改帳 天保3年5月3日 濱古村 年寄 孫兵衛、同断 喜兵 田中祐輔様 竪帳
衛、名主 源蔵

10 上総国周准郡濱古村人別改幉 天保8年5月3日 年寄 喜兵衛、孫兵衛、名主 源蔵 赤松治郎様 御役所 竪帳

6.村・村政

冊子

1 御［破れ］（用留） 横帳 表紙欠

12.訴訟

冊子

1 （上湯口村分水樋口伏替一件訴訟書類留） 文政8年 竪帳
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18.商業

冊子

1 農間商ひ渡世之者名前取調書 文政12年4月 百性代 弥兵衛、組頭 孫兵衛、名 関東御取締御出役 山田茂左衛門 竪帳
主 源蔵 様御手附 武藤僖左衛門殿、御同

人様御手代 森東平殿、山本大膳
様御手附 松村小三郎殿

26.家・生活・書簡

冊子

1 隠居病死之節諸用留 文化2年5月17日 能城善右衛門 横帳
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KS-25 上総国周准郡志駒村

【現行地名】 千葉県富津市志駒
【概要】 志駒（しこま）村は、近世では佐貫藩領であった時期が多い。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」ともに426石余、「旧高旧領」427石余。明治22年（1889）に駒山村の大字となる。

明治期の土地調査台帳。年代が特定できないものが多いが、柴原和が千葉県令であったのは明治6年から同13年まで、千葉県令が千葉県知事に改称したのは明治19年だ
から、志駒村の合併時期も踏まえれば、ある程度絞り込めるものもある。数年の幅はあるが、おおむね明治10年代のものが多いと思われる。

【年代】 明治13年（1880）前後
【点数】 8点（冊子8点）

2．土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 山林原野其他反別一筆限帳 明治13年8月 右村（志駒村） 地主惣代 白井岩 千葉縣令 舩越衛殿 竪帳
松、白井慶造、他5名

2 畦畔反別一筆限取調帳 （明治） 天羽［君＋邑］志駒村 竪帳

3 耕宅地収穫地價合計帳 （明治） 右志駒村 地主惣代人 池田源治 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
右衛門、仝白井半右衛門、他4名

4 脱漏地発見野取繪図帳 （明治） 天羽郡志駒村 竪帳 挟込みあり

5 地目変換野取繪図帳 （明治） 右（志駒村） 池田繁吉、白井忠五 竪帳
郎、他26名

6 脱漏地發見地價査定願 （明治） 右村（志駒村） 吉田専之助、白井 千葉縣知事 船越衛殿 竪帳
吉蔵、他8名

7(1) 丈量誤謬地價査定額 （明治） 天羽［君＋邑］志駒村 竪帳 合冊・2冊の内1

7(2) 丈量誤謬野取繪圖帳 （明治） 右（志駒村） 加藤喜右衛門、増田 竪帳 合冊・2冊の内2
千代松、他45名
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KS-26 上総国天羽郡恩田村〔渡辺家文書〕

【現行地名】 千葉県富津市恩田
【概要】 恩田村は、近世を通じてほぼ佐貫藩領。村高は、文禄3年（1594）「石高覚帳」123石、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも133石余。明治22年（1889）に、環村の大字

となる。
恩田村の名主・戸長をつとめた渡辺藤右衛門家文書と思われ、触書の控えや明治期の帳簿に所蔵印のような形で渡辺氏の印が押捺されているものがある。寛永2年（1625）
の検地帳にはじまり、寛文・宝永・正徳・延享と江戸前期の新田改め・検見帳が残る。

【年代】 寛永2年（1625）～明治16年（1883）
【点数】 51点（冊子46点、一紙5点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御請證文控（米麦値段上昇に付）（雛形） 天保7年8月 阿部采女助領分 上総国天羽郡何 関東御取締御出役中 竪帳
村 名主 誰印、他2名

2 御觸書（女髪結い禁止などに付） 天保13年3月 名主 弥左衛門、他27名 竪帳

3 御請書（金銀貸借に付） 天保13年11月 大和田村 觸元名主 市郎兵衛、 佐貫 御役所 竪帳
恩田村 名主 弥左衛門、他8名

4 御觸書（日光御参詣御留守中領内町村方申渡に付） 天保14年3月 佐貫 御役所 竪帳

5 關東御取締書上扣（小久保村無宿熊吉召捕場所書差上 嘉永元年5月 関尻村 金右衛門 佐貫 御役所 竪帳
などに付）

6 御觸書（浪人取締に付） 文久3年12月 佐貫 役所 恩田村 竪帳

7 御觸書（関内在々御取締に付） 慶応4年1月6日 湊村 寄場名主 五郎左衛門、大 横峯村 小惣代 御名主 小兵衛 竪帳
惣代 名主 角兵衛 様、他4名

8 （銭相場お定めに付書付） （明治）7月 恩田村 名主 渡邊藤右衛門 竪帳

9 （班牛御払いの義に付帯付） （明治）9月 佐貫會所 竪帳

2.土地

冊子

1 畑方之帳 寛永2年3月 武蔵次左衛門、山本藤兵衛 竪帳

2 畑方之帳 寛永2年3月 武蔵次左衛門、山本藤兵衛 竪帳

3 丑之年新畑改帳 寛文13年8月11日 水野源太夫、他4名 恩田村 庄屋、百姓中 横帳

4 恩田村本新田畑水帳〆写 宝永7年閏8月 恩田村 竪帳 付箋剥離 取扱注意
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5 巳之年御検見合毛反取帳 正徳3年8月 山本喜右衛門、他5名 恩田村 名主、組頭、百姓中 横帳

6 午之年御検見合毛改反取帳 正徳4年9月 山本嘉右衛門、他6名 恩田村 名主、組頭、百姓中 横帳

7 かや山北根割合番付帳 延享2年2月 名主、組頭、筆取 兵助 小横

8 村々掛リ御散在山書上帳 天明3年2月 恩田組合 竪帳

9 恩田村本新田畑水帳〆写 天明7年8月 恩田村 竪帳

10 村持小物成場山林取調帳 明治5年11月2日 右村（恩田村） 百姓代 石原源治、 木更津縣 権令 柴原和殿 竪帳
村用掛 安田久兵衛、同 斉藤半
七、戸長 渡邊藤右衛門

11 本新田方名寄帳 明治7年8月 立會人 亀井平治郎、副戸長 祭 竪帳 付箋剥離 取扱注意
（ママ）藤半七、戸長 渡邊藤右衛
門

12 本新田畑名寄帳 明治8年2月 第三大區一小區 上総國天羽郡恩 竪帳
田村 渡邊藤右衛門

13 公有地・私有地 取調書 明治8年6月6日 右村（恩田村） 用懸 大田長枩、 千葉縣令 紫（ママ）原和殿 竪帳
右區（第三大區壱小區） 副戸長
岩澤金兵衛、戸長 小泉源蔵

14 平農持除地旧穢多地免除地無之御届 明治8年9月 右村(恩田村) 用掛代 渡辺小兵衛 第三大区一小区 扱所御中 竪帳

15 水陸甲乙反別書上帳 明治10年9月24日 第三大區四小區 天羽郡恩田村 竪帳
地主惣代人 斉藤半七、事務掛り
亀井半次郎、用掛 渡邊豊五郎

3.租税・貢租

冊子

1 高反別差出シ帳面 宝永7年12月 恩田村 名主 武左衛門、他4名 竪帳

2 田畑反取書上帳 宝暦9年11月 恩田村 名主 藤右衛門、他3名 佐貫 御役所 竪帳

3 薪役銀茅役銀御免除御願書 明治4年5月21日 同村々（天羽郡20村） 惣代 田原 木更津縣 権令 柴原和殿 竪帳
村 戸長 永井作兵衛、恩田村 戸
長 渡邊藤右衛門

4 上（反別高御取箇米永明細取帳に付） 明治5年3月 天羽郡恩田村 名主 渡邊藤右衛 木更津縣 御役所 竪帳
門、他6名

5 明治五年租税割賦帳 明治5年10月 木更津縣 権令 柴原和 右村(恩田村) 戸長、副戸長、摠農 竪帳
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6 明治五年租税割賦帳 明治5年10月 木更津縣 権令 柴原和 右村(上総国天羽郡恩田村) 戸長、 竪帳
副戸長、摠農

7 畑貢金雑税過未進製筭薄（ママ） 明治6年12月24日 第三大區壱小區 天羽郡三十一箇 横帳
村惣代 恩田村 渡辺藤右衛門

8 明治十年田租米取調帳 明治10年 第三大區四小區 恩田村 竪帳

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（炭売払年貢上納等の足合願） 文化13年10月 恩田村 願主 平右衛門、名主 藤 佐貫 御役所 一紙
右衛門、他2名

4.戸口

冊子

1 守札綴振之式（戸籍） 明治5年2月 天羽郡恩田村 名主 渡辺藤右衛 竪帳
門

6.村・村政

冊子

1 掛反別・戸数・人口 取調簿 明治9年10月 恩田村 竪帳

2 （明治十年上総国天羽郡恩田村物産表） 明治10年2月 右村（恩田村） 用掛 渡辺豊五郎 竪帳

3 明治十年上總國天羽郡羪馬一覧表 明治10年 竪帳 綴外れ（1枚）

4 明治十年上總國天羽郡養牛一覧表 恩田村 明治10年 竪帳 綴外れ（1枚）

5 養豚無之御留 明治11年4月10日 右村（恩田村） 司職 渡邊豊五郎 第三大区弐小区 租所御中 竪帳 綴外れ（1枚）

6 舊新番號及地種比較表 明治16年3月 天羽郡恩田村 改正事務職 亀井 千葉縣望陀周准天羽郡長 重城保 竪帳
平治郎、戸長 渡邊藤右衛門 殿

11.治安

冊子

1 火難御訴（谷惣助居宅焼失に付） 明治5年3月17日 右村（恩田村） 百姓 惣助、組合 木更津縣 御役所 竪帳
渡邊五兵衛、組頭 斎藤半七

2 以書付奉歎願候（取調者の釈放に付） （明治） 第十一區一画 横峯村 仮戸長 藤 木更津郡 捕方下役 岩瀬藤二郎 竪帳
江周平、第十二區五画 恩田村 仮 殿、同 御勤 哺藤文右衛門殿
副戸長 渡邊藤右衛門、同画 関
尻村 岩瀬清右衛門、澤藤右衛門
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一紙

1 乍恐以書付御届奉申上候（かつ身柄源右衛門御請に付） 嘉永7年3月 大和田村 組頭 善右衛門、同 五 御役所 一紙 継目外れ（2枚）
郎左衛門、恩田村 組頭 新次郎

2 乍恐以書付御届奉申上候（組頭九兵衛持牛盗難の為横 明治2年3月 恩田村 名主 渡邊藤右衛門、他3 一紙
浜辺へ尋ねの者差遣に付） 名

18.商業

冊子

1 紺屋休業願書 明治6年12月19日 右村（第三大区壱小区上総国天 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
羽郡恩田村） 願人 小鍋佐右衛
門、戸長 渡邊藤右衛門、他2名

2 絞油廢業願書 明治7年1月10日 右村（恩田村） 願人 渡邊由蔵、 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
戸長 渡邊藤右衛門、他2名

3 絞油廢業願書 明治7年2月10日 右村（第三大区壱小区上総国天 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
羽郡恩田村） 願人 渡邊由蔵、戸
長 渡邊藤右衛門、他2名

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（売買渡世願上に付） 明治3年5月 恩田村 願人 百姓 武兵衛、名主 湊 御役所 一紙
渡邊藤右衛門、他5名

19.金融・貸借

冊子

1 覚（当御支配様へ御用達金無利足十年賦仰渡に付） 明治4年12月 恩田村 渡邊常五郎事 渡邊藤右 竪帳
衛門

21.助郷

冊子

1 御雇夫人割合並給金割合・加米出頭入用割合・小揚賃 明治4年11月 天羽郡恩田村 名主 渡邊藤右衛 横帳
銀割合・従五位様御荷物津出人足賃銀割合 諸色割合 門
之帳
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28.絵図

一紙

1 （入会山絵図） 明治7年2月 第三大区一小区 上総国天羽郡恩 図 28.0x40.3 彩色
田村、他5村 右村々惣代 渡辺藤
右衛門
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KS-27 上総国望陀郡有吉村〔安崎家文書〕

【現行地名】 千葉県木更津市有吉
【概要】 有吉村ははじめ幕府領。のち清水家領と旗本興津・中根・堀内・佐藤・鈴木氏の五給および与力給知となり、以後幕府領と旗本4～6人の相給および与力給知という形で変遷

する。村高は、「元禄郷帳」641石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに643石余。明治22年（1889）に、中郷村の大字となる。
「五郎右衛門」の所持記載・書写記載がある文書が複数あり、安崎五郎右衛門家文書と確定できる。

【年代】 正徳5年（1715）～文久2年（1862）
【点数】 7点（冊子7点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 未年田畑地押帳 正徳5年11月 名主 又兵衛、他8名 竪帳

2 未年田畑地押帳 正徳5年11月 名主 又兵衛、他8名 竪帳

3 田畑地押帳 正徳5年11月 名主 四郎兵衛、他10名 竪帳

4 田畑内改地詰帳 享保2年11月 有吉村 名主組頭百姓惣代 斎藤 竪帳
文蔵、市川弥蔵

5 上総國望陀郡小櫃作亀山郷（高書上） 天明6年9月 小櫃作有吉村 安崎五郎右衛門 竪帳

4.戸口

冊子

1 宗門人別御改帳 安政3年3月 御知行所 上総国望陀郡有吉村 御地頭所様御内 田崎重太郎様 竪帳
年番名主 清兵衛、他16名

8.水利・用水

冊子

1 松川堰一件對談書為取替書添口證文之写 文久2年3月晦日 佐々木道太郎御代官所 他7名知 佐々木道太郎様御手附 武藤鼎蔵 竪帳
行所 上総國望陀郡有吉村 小前 殿、他10名
村役人惣代 右道太郎御代官所
名主 訴訟人 伊兵衛、他7村16名
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KS-29 上総国武射郡本須賀村〔海保家文書〕
もとすか

【現行地名】 千葉県山武市本須賀（旧成東町域）
【概要】 本須賀（もとすか）村の名主海保善右衛門家文書。野村兼太郎氏の収集文書ではなく、慶應義塾塾員より寄贈された文書群である。

本須賀村は、作田（さくだ）川左岸の河口付近に位置し、九十九里浜での鰯地引網漁が盛んであった。旗本新庄氏・小野氏・権太氏・中山氏・秋山氏（のち酒井氏）領で、そ
の後幕府領が加わった。村高は、文禄3年（1594）「石高覚帳」「元禄郷帳」ともに800石余、「天保郷帳」1054石余、「旧高旧領」1083石余。明治22年（1889）に、山辺郡に移管
され、鳴浜村の大字となる。本文書群には、明治22年の合併後の、鳴浜村村長時代の文書も含まれる。
海保善右衛門家は、本須賀村の名主をつとめるとともに、地引網経営や干鰯・〆粕の集荷販売を行っていた。土地集積にも積極的であり、「二百五十石名主」「三百石名主」
と呼ばれている。本文書群には、そうした海保家の幅広い事業がよく現れており、適宜中分類を立項した。反面、私的な史料はほとんど含まれていない。なお、江戸後期の当
主は善右衛門、明治期の当主は知三郎を称したようである。
本須賀村名主・鳴浜村村長としての役割を示す史料としては、租税関係史料がまとまっており、年ごとに一冊にまとめる形で、整理がなされている。２．土地のA．検地に分類
した寛文13年（1673）の検地帳・名寄帳も、名主としての立場に基づいて伝来したものとみられる。２．土地のB．地主には、海保家の土地集積・小作経営を示す文書を収め
た。その大半は、明治期のものである。
漁業関係史料は、基本的に16．農・林・水産業にまとめた。中分類A．水鰯帳には、春・秋の鰯漁（春職・秋職）に関する勘定帳簿を収めた。B．水魚入目帳には、漁獲高を中
心に、水主への支払いや貸借など、複数の内容で構成されている帳簿を区分した。内容が多様であるため、表題からは内容がわからないものも多く、注意を要する。C．水主
別勘定帳には水主別に名寄せされた勘定帳を分類した。大判の横帳が多い点に特徴がある。D．その他に分類したものには、干鰯や〆粕の売捌帳簿も含む。
20．経営・帳簿には、漁業関係や貸借関係を除いた帳簿を収めたが、漁業経営と小作などその他の経営帳簿・記録の区別が困難なものも少なくない。干鰯・〆粕・魚油につ
いて記した帳簿も多く、利用にあたっては相互に参照する必要がある。形式・書式が一定のものは中分類を立項し、その他はA．諸帳簿におさめた。B．判取帳は、取引先商
人が代金受領印を捺していった帳簿で、すべて小横帳である。C．当座帳は、金銭や米の出入を時系列で書き込んでいった台帳。内容的には未整理のもので、元台帳といえ
る。D．勘定目録帳は、金銭の出入を相手別に分けて整理した帳簿。E．雑穀出入帳は、米・雑穀の出入を時系列で書き込んだものだが、日雇への手間賃支払記録を併記し
た帳簿も含まれる。
海保善右衛門家は「本宅」「本網」とも呼ばれたようで、別に「新網」「新宅」という名称が史料中に散見する。新宅から本宅宛ての史料があることからすれば、分家と考えてよい
か。アルファベットの「N」のような形の屋号が多く確認され、これが新網を指すとみられる。なお、本目録において（屋号）と記したものは、ほとんどがこの屋号を指す。

【年代】 寛文13年（1673）～昭和3年（1928）
【点数】 307点（冊子307点）

2.土地

冊子 A．検地

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 （田方検地帳） 寛文13年8月 新庄与惣右衛門内 布施勘右衛門 本須賀村 案内 名主 清兵衛、他 竪帳 虫損大
判、他3名 3名

2 （畑方検地帳） 寛文13年8月 新庄与惣右衛門内 布施勘右衛 本須賀村 案内 名主 清兵衛、同 竪帳 虫損大
門、他3名 断 組頭 五郎右衛門、他2名

3 （田方名寄帳） 寛文13年8月 名主 清兵衛、組頭 五郎左衛門、 竪帳
同 四郎左衛門、同 次右衛門

冊子 B．地主

1 小作滞取調之帳 安政5年1月 海保善右衛門 横帳

2 不納書抜幉（牒） 慶応3年3月 横帳

3 (小作人高割帳) 横帳
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4 (集積地書上帳) 横帳

5 田畑高廻簿 海保氏三百石所持分 明治6年1月 海保氏 横帳

6 下作入附帳 明治6年2月 海保知三郎 横帳

7 地券小拾帳 明治6年3月 海保知三郎 横帳

8 下作米納受取帳 明治6年12月 海保知三郎 横帳

9 二百五十石田畑改帳 地券發行ニ付調 明治6年 横帳

10 下作滞金惣計帳 明治8年12月 横帳

11 下作入附帳 明治9年1月 海保知三郎 横帳

12 改正水田反別帳 明治10年1月 海保知三郎 横帳

13 改正陸田反別幉(牒) 明治10年1月 海保知三郎 横帳

14 下作入附帳 明治10年1月 海保知三郎 横帳

15(1) 田畑下作［破れ］ 明治11年1月 海保知三郎 横帳 表紙下部破損
綴紐に(2)を結付け

15(2) 記(金銭請取に付) 一紙 冊子(1)綴紐に結付け

16 田畑下作受取帳 明治11年9月 海保知三郎 横帳

17 下作滞調帳 明治12年1月 海保知三郎 横帳

18 下作入附帳 明治12年1月 海保知三郎 横帳

19 下作入附帳 明治13年1月 海保一積 横帳

20 下作入附帳 明治15年1月 海保知三郎 横帳

21 勘［破れ］(定帳） （明治15年～18年） 海保本宅 横帳

22 下作入附帳 明治16年2月 海保知三郎 横帳

23 下作入附帳 明治17年2月 海保知三郎 横帳

24 下作取立帳 明治19年8月～20年 海保本宅 横帳 紙縒あり

25 下作入附帳 明治20年2月 横帳

26 下作入附帳 明治22年1月 横帳

27 下作入附帳 明治23年2月 海保一積 横帳
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28 辛卯下作入附帳 明治24年2月 海保一積 横帳

29 下作入附帳 明治25年2月 鳴濱村本須賀 海保一積 横帳

30 下作入附帳 明治26年2月 海保知三郎 横帳

31 下作入附帳 明治27年2月 海保一積 横帳

32(0) 下作取立帳 明治27年～32年 海保本宅 横帳 6冊合冊(1～6)

32(1) 甲午下作取立帳 明治27年8月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内1

32(2) 乙未下作取立帳 明治28年8月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内2

32(3) 丙申下作取立帳 明治29年8月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内3

32(4) 丁酉下作取立帳 明治30年9月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内4

32(5) 下作取立帳 明治31年8月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内5

32(6) 下作取立帳 明治32年8月 海保本宅 横帳 合冊・6冊の内6

33 乙未下作入附帳 明治28年2月 横帳

34 丙申下作入附帳 明治29年7月 海保知三郎 横帳

35 下作入附帳 明治30年8月 海保知三郎 横帳

36 下作入附帳 明治31年2月 横帳

37 己亥下作調 明治32年8月 海保本宅 横帳

38 下作入附帳 明治37年8月 海保竹松 横帳

39 下作入附帳 明治37年 海保竹松 横帳

40 寅高地券下附録 （明治） 横帳

41 (田畑高廻簿) （明治） 横帳

42 (下作入付帳) （明治） 横帳

43 (下作入付帳) （明治） 横帳

44 (高反別帳) （明治） 海保知三郎 横帳 表紙破れ

45 (田畑所持者書上帳) （明治） 横帳

46 (下作人畑書上) （明治） 横帳
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47 海保善右衛門小拾記 （明治） 横帳

3.租税・貢租

冊子

1(0) 二号 文政八年－十三年 文政8年～文政13年 横帳 合冊(1～8)

1(1) 御見分入用割合帳 文政8年10月 本須賀村 會所 横帳 合冊・8冊の内1

1(2) 亥御年貢割附帳 文政10年11月 年番名主 甚八 横帳 合冊・8冊の内2

1(3) 子御年貢割附帳 文政11年11月 年番 八郎兵衛 横帳 合冊・8冊の内3

1(4) 子御年貢駄賃割附帳 文政11年11月 年番名主 八郎兵衛 横帳 合冊・8冊の内4

1(5) 丑御年貢割附 文政12年11月 年番名主 四郎左衛門 横帳 合冊・8冊の内5

1(6) 御年貢駄賃割附帳 文政12年11月 年番名主 四郎左衛門 横帳 合冊・8冊の内6

1(7) 寅御年貢割附帳 文政13年11月 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・8冊の内7

1(8) 寅御年貢駄賃割附帳 文政13年11月 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・8冊の内8

2(0) 三号 天保弐年－三年 天保2年～天保3年 横帳 合冊(1～4)

2(1) 再地御検分出役掛并水門掛替帳 天保2年6月 年番名主 甚八 横帳 合冊・4冊の内1

2(2) 再地御見分入用并樋掛替水門掛り割合帳 天保2年6月 三百石名主 四郎左衛門 横帳 合冊・4冊の内2

2(3) 辰之本畑夏成・御新田夏成・同秋成繰上 濱浦一件・諸 天保3年5月 横帳 合冊・4冊の内3
雑費 割合帳

2(4) 辰御新田国役・金成諸役銭 浦一件入用平均高割 天保3年12月 三百石名主 四郎左衛門 横帳 合冊・4冊の内4

3(0) 五号 天保四年の下 天保4年 横帳 合冊(1～3)

3(1) 本新畑秋成國役並濱浦一件入用割 天保4年9月 本須賀村 弐百五拾石名主 八左 横帳 合冊・3冊の内1
衛門

3(2) 濱浦一件入用高平均掛割合帳 天保4年12月 三百石名主 四郎左衛門 横帳 合冊・3冊の内2

3(3) 本新畑水成同諸役銭濱浦一件寫平均掛本田國役并駄賃 天保4年12月 本須賀 三百石名主 四郎左衛門 横帳 合冊・3冊の内3
庭代割合帳

4 午御年貢割附帳 天保5年11月18日 本須賀村 年番名主 茂右衛門 横帳

5 酉之御年貢割附帳 天保8年11月27日 本須賀村 年番名主 四郎左衛門 横帳
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6(0) 七号 天保六年－八年 天保6年～天保8年 横帳 合冊(1～7)

6(1) 本新畑夏成 水貰入用塩濱打分・御出役諸雑費高平 割 天保6年7月 三百石名主 四郎左衛門 横帳 合冊・7冊の内1
合帳

6(2) 本須賀村田方御検見御案内帳 天保7年8月 横帳 合冊・7冊の内2

6(3) 本須賀村御検見御案内帳 天保7年8月 横帳 合冊・7冊の内3

6(4) 申御年貢駄賃割附帳 天保7年11月 年番名主 武左衛門 横帳 合冊・7冊の内4

6(5) 申之御年貢割附帳 天保7年11月27日 年番名主 武左衛門 横帳 合冊・7冊の内5

6(6) 未御年貢駄賃割附帳 天保6年12月 年番名主 米三郎 横帳 合冊・7冊の内6

6(7) 酉之御年貢駄賃割附帳 天保8年11月27日 年番名主 四郎左衛門 横帳 合冊・7冊の内7

7(0) 九号 天保十五年の上 天保15年 横帳 合冊(1～4)

7(1) 両総濱付荒地見立願人有之ニ付勝田次郎様并御手附 天保15年5月5日 横帳 合冊・4冊の内1
戸叶五一郎・野田東一郎様 御廻村

7(2) 本新夏成盆前役せん割合帳 天保15年7月 本須賀村 三百石名主 四郎左衛 横帳 合冊・4冊の内2

7(3) 辰御年貢取立庭帳 天保15年8月19日 横帳 合冊・4冊の内3

7(4) 辰御年貢駄賃割付帳 天保15年11月 本須賀村 三百石名主 四郎左衛 横帳 合冊・4冊の内4
門

8(0) 十六号 弘化四年の下 弘化4年 横帳 合冊(1～5)

8(1) 未御年貢取立庭帳 弘化4年8月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内1

8(2) 未御年貢並駄賃割附帳 弘化4年10月 年番名主 八左衛門 横帳 合冊・5冊の内2

8(3) 未御年貢割附帳 弘化4年11月 年番名主 八左衛門 横帳 合冊・5冊の内3

8(4) 未御年貢駄賃割附帳 弘化4年11月 年番名主 八左衛門 横帳 合冊・5冊の内4

8(5) 本新秋冬成両國役御年貢駄賃諸役銭割合帳 弘化4年12月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内5

9(0) 廿号 嘉永弐年の上 嘉永2年 横帳 合冊(1～7)

9(1) 御新田畑名寄帳 嘉永2年1月 横帳 合冊・7冊の内1

9(2) 年番中諸色立替覚帳 嘉永2年1月 年番名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内2

9(3) 御鹿狩入用取揃帳 嘉永2年3月 年番名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内3
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9(4) 御新田割合控帳 嘉永2年6月 年番名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内4

9(5) 會下取立〆高帳 嘉永2年7月 本須賀村 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内5

9(6) 諸役銭残取立帳 嘉永2年7月 本須賀村 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内6

9(7) 本新夏成盆前役銭并酒井様御役ニ付高役金割合帳 嘉永2年7月 本須賀村 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・7冊の内7

10(1) 酉之御年貢取立庭帳 嘉永2年8月 三百石名主 海保善右衛門 横帳 合冊・6冊の内1

10(2) 酉御歳貢割附帳 嘉永2年11月 三百石名主 海保善右衛門 横帳 合冊・6冊の内2

10(3) 酉御年貢割附帳 嘉永2年11月 年番名主 善右衛門 横帳 合冊・6冊の内3

10(4) 酉御年貢駄賃割附帳 嘉永2年11月 横帳 合冊・6冊の内4

10(5) 會下取立〆高帳 嘉永2年12月 横帳 合冊・6冊の内5

10(6) 本新秋冬成并両國役駄賃役銭割合帳 嘉永2年12月 本須賀村 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・6冊の内6

11(0) 廿二号 嘉永三年の上 嘉永3年7月 横帳 合冊(1～4)

11(1) 本新夏成水貰入用盆前役銭割合帳 嘉永3年7月 本須賀村 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・4冊の内1

11(2) 戌盆前割〆高帳 嘉永3年7月 横帳 合冊・4冊の内2

11(3) 戌之御年貢取立庭帳 嘉永3年8月 三百石名主 海保善右衛門 横帳 合冊・4冊の内3

11(4) 戌御年貢割附帳 嘉永3年11月 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・4冊の内4

12 戌御年貢割附帳 嘉永3年11月 本須賀村 年番名主 茂右衛門 横帳

13 戌ノ御歳貢割附帳 嘉永3年11月 三百石名主 善右衛門 横帳

14 本新秋冬成両国役御年貢駄賃諸役銭割合帳 嘉永3年12月 三百石名主 善右衛門 横帳

15 會下取立〆高帳 嘉永3年12月 三百石名主 善右衛門 横帳

16(0) 廿六号 嘉永五年の上 嘉永5年 横帳 合冊(1～4)

16(1) 會下取立〆高帳 嘉永5年7月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・4冊の内1

16(2) 本新夏成水貰入用盆前役銭割合帳 嘉永5年7月 本須賀村 年番名主 善右衛門 横帳 合冊・4冊の内2

16(3) 子之御年貢取立庭帳 嘉永5年8月 年番名主 海保善右衛門 横帳 合冊・4冊の内3

16(4) 子御年貢割附帳 嘉永5年10月 名主 善右衛門 横帳 合冊・4冊の内4

17 本新夏成水貰入用・芝地御見分并酒井様異國船入用 嘉永6年7月 本須賀内 名主 善右衛門 横帳
盆前割合帳
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18 丑ノ御年貢取立庭帳 嘉永6年9月 三百石名主 海保善右衛門 横帳

19(0) 三十号 嘉永六年の下 嘉永6年 横帳 合冊(1～6)

19(1) 丑御年貢駄賃割附帳 嘉永6年11月 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・6冊の内1

19(2) 本畑冬成御新田秋成同国役高役金一件入用割合帳 嘉永6年11月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・6冊の内2

19(3) 丑御年貢駄賃割附帳 嘉永6年11月 本須賀村 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・6冊の内3

19(4) 丑御年貢割附帳 嘉永6年11月 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・6冊の内4

19(5) 丑御年貢割附帳 嘉永6年11月 本須賀村 年番名主 茂右衛門 横帳 合冊・6冊の内5

19(6) 會下取立〆高帳 嘉永6年12月 横帳 合冊・6冊の内6

20(0) 三十二号 嘉永七年の下 嘉永7年 横帳 合冊(1～9)

20(1) 酒井様出役入用・芝地御検地入用 割合帳 嘉永7年7月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・9冊の内1

20(2) 會下取立〆高帳 嘉永7年7月 横帳 合冊・9冊の内2

20(3) 寅御年貢庭帳 嘉永7年7月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・9冊の内3

20(4) 諸役銭残取立帳 嘉永7年7月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・9冊の内4

20(5) 御新田夏成取貰入用・盆前役銭一件入用 割合帳 嘉永7年7月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・9冊の内5

20(6) 寅御年貢割附帳 嘉永7年11月 年番名主 與兵衛 横帳 合冊・9冊の内6

20(7) 寅御年貢駄賃割附帳 嘉永7年12月 本須賀村 年番名主 與兵衛 横帳 合冊・9冊の内7

20(8) 寅御年貢駄賃割附帳 嘉永7年11月 年番名主 與兵衛 横帳 合冊・9冊の内8

20(9) 寅御年貢割附帳 嘉永7年11月 本須賀村 年番名主 與兵衛 横帳 合冊・9冊の内9

21 會下取立〆高帳 安政2年12月 横帳

22 皆済目録帳 安政3年11月 善右衛門 横帳

23(0) 三十五号 安政四年 安政4年 横帳 合冊(1～5)

23(1) 本新夏成盆前役銭割合帳 安政4年7月 三百石名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内1

23(2) 會下取立〆高帳 安政4年7月 横帳 合冊・5冊の内2

23(3) 巳之御年貢庭帳 安政4年8月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・5冊の内3

23(4) 巳御年貢割附帳 安政4年11月 名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内4



KS-29 上総国武射郡本須賀村〔海保家文書〕 3.租税・貢租 冊子 （179）

23(5) 本新秋冬成両国役御年貢駄賃諸役銭割合帳 安政4年12月 名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内5

24(0) 三十七号 安政六年 安政6年 横帳 合冊(1～5)

24(1) 本新夏成盆前役銭割合帳 安政6年7月 名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内1

24(2) 會下役銭〆高帳 安政6年7月 横帳 合冊・5冊の内2

24(3) 未之御年貢取立庭帳 安政6年8月 名主 善右衛門 横帳 合冊・5冊の内3

24(4) 未御年貢割附帳 安政6年11月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・5冊の内4

24(5) 本新秋冬成両国役・御年貢駄賃諸役銭・御検見御出役 安政6年12月 横帳 合冊・5冊の内5
諸入用 割合帳

25(0) 三十九号 文久元年 文久元年 横帳 合冊(1～4)

25(1) 殿様御役替ニ付高役金・水貰入用盆前役銭 割合帳 文久元年7月 横帳 合冊・4冊の内1

25(2) 酉之御年貢取立庭帳 文久元年8月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・4冊の内2

25(3) 酉御年貢割附帳 文久元年11月 名主 海保善右衛門 横帳 合冊・4冊の内3

25(4) 本新秋冬成両国役・御年貢駄賃諸役銭 水貰入用割合 文久元年12月 名主 善右衛門 横帳 合冊・4冊の内4
帳

26 辰之御年貢割附帳 慶応4年11月 名主 海保善右衛門 横帳

27 覚(年貢米収納) 横帳

28 午御年貢割附帳 明治3年11月 名主 海保善右ヱ門 横帳

29 寅高徴収金明細帳 明治14年1月5日 武射郡本須賀村 戸長役場 横帳

30 諸税上納扣簿 明治16年12月15日 千葉縣下武射郡本須賀村 外壱ヶ 竪帳
邨 戸長役場

31 明治十六年度地方税中營業雑種漁業税収入簿 明治16年 本須賀村 外一ヶ村 戸長役場 竪帳 綴外れ(真中で分離)

32 十六年度諸税徴収帳 （明治16年） 本須賀村 外一ヶ村 戸長役場 竪帳

33 本須賀村十七年度地方税収入簿 （明治17年） 本須賀村 戸長役場 竪帳

34 (田畑年貢請取帳) （明治） （海保一積） 横帳
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8.水利・用水

冊子

1 用水清普請人足覚帳 弘化5年1月 年番名主 左平次 横帳

9.土木・建築

冊子

1 諸職人手間控帳 嘉永3年1月 海保善右衛門 横帳

2 板倉普請入用帳 嘉永4年 海保善右衛門 横帳

3 財木買入帳 嘉永6年11月 海保善右衛門 横帳

4 （普請覚帳） 海保善右衛門 横帳

12.訴訟

冊子

1 千葉始審裁判所ヨリ下附 臨検調書 明治17年8月17日 竪帳

2 千葉始審裁判所ヨリ下附 臨検調書 明治17年8月23日 竪帳

16.農・林・水産業

冊子 A．水鰯帳

1 （屋号）水鰯帳 安政5年1月 帳元 松五郎 （屋号）網 賄五右衛門殿 横帳

2 （屋号）水鰯帳 安政5年7月 帳元 松五郎 本須賀村 賄五右衛門殿、海保善 横帳
右衛門殿

3 申春職水鰯差引帳 安政7年7月 （屋号）網 帳元 庄太郎 横帳

4 子ノ春職水鰯勘定帳 元治元年7月 元網帳元 半右衛門 海保御主人様 横帳

5 子秋職水鰯勘定帳 元治元年12月 帳元 半右衛門 海保御主人様 横帳

6 丑ノ秋職水鰯勘定帳 慶応元年12月 横帳

7 寅春職水鰯勘定帳 慶応2年7月 帳元 半右衛門 海保御主人様 横帳

8 辰秋職水鰯帳 慶応4年7月 横帳

9 丑秋職［欠損］（水鰯帳ヵ） 寅2月 丸大帳元 五右衛門 横帳
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10 水鰯曳高渡金帳 明治6年10月 新網張元 行木杢右衛門 海保旦那様 小横

11 水鰯取立帳 明治9年1月 海保知三郎 小横

12 鰺（ヵ）引水鰯帳 明治16年8月 新網 多田氏 横帳

13 癸巳秋職水鰮帳 明治26年8月 （屋号）新網 横帳

冊子 B．水魚入目帳

1 新網萬仕入并入目帳 安政元年1月 海保善右衛門 横帳

2 新網飯米帳 安政元年11月 横帳

3 水主貸金帳（職中水魚入目帳） 安政3年1月 海保善右衛門 横帳

4 （職中水魚入目帳） (安政3年～文久3年) 海保善右衛門 横帳

5 新網酉之秋職水魚入目帳 文久元年7月 海保善右衛門 横帳

6 （屋号）酉之春職市用並勘定帳 文久元年7月 本網 横帳

7 （屋号）亥春職市用勘定帳 文久3年7月 本網 横帳

8 新網子秋職水魚入目帳 元治元年7月 海保善右衛門 横帳

9 新網卯秋成職水魚入目帳 慶応3年7月 海保善右衛門 横帳

10 新網辰春職水魚入目帳 慶応4年1月 海保善右衛門 横帳 綴紐に一紙結付け

11 （職中水魚入目帳） 海保善右衛門 横帳

12 （職中水魚入目帳） 海保善右衛門 横帳

13 （職中水魚入目帳） 横帳

14 （新網入目帳） 横帳

15 （職中水魚覚帳） 横帳

冊子 C．水主別勘定帳

1 申之春職船方當り勘定帳 天保7年7月 本須賀村 新網 横帳

2 水主勘定帳 卯 横帳

3 新網水主勘定帳 卯 横帳

4 水主勘定帳 横帳
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5 水主勘定帳 横帳 綴外れ

6 新網勘定目録帳 （明治6年）7月 本須賀村 海保知三郎 横帳

冊子 D．その他

1 荷物賣捌帳 万延元年6月 海保善右衛門 横帳

2 萬之通 慶応4年1月 新網 横帳

3 （浜呼候ても下り申さざる趣誓約に付言上書） 午4月6日 組頭 政右衛門、同 清太夫 名主 善右衛門殿 竪帳

4 （屋号）干鰯仕訳帳 午 横帳

5 袋入立帳 明治6年5月 （屋号）新網 小横

6 水主人員簿 明治23年10月 竪帳

17.工業

冊子

1 酒造仕入并揚金請取扣帳 弘化2年9月 海保善右衛門 横帳

2 酒造仕入揚金請取帳 弘化4年8月 横帳

3 酒之通 明治5年3月 高塚蔵 新網納家 小横

4 酒之通 明治20年1月 布施藤助 海保御本宅様 小横

19.金融・貸借

冊子

1 大福帳 文政8年12月 上總本須賀村 海保善右衛門 横帳

2 積金請取帳 文政12年11月 本須賀村 金主 四郎右衛門 同村 善右衛門殿 小横

3(1) 金子請取帳（掛金請取台帳） 元治元年6月 親田村 會主 半十郎 本須賀村 海保善右衛門殿 小横 綴紐に(2)を結付け

3(2) 覺（掛金相渡に付） 一紙 冊子(1)綴紐に結付け

4 （貸金証文写書上帳） 横帳

5 （米金貸付帳） 横帳 綴外れ

6 水主貸金帳 四番 明治14年8月 横帳

7 よろつおほえ帳（地所抵当金控台帳） 明治33年7月 横帳
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8 貸付金台帳 四 大正13年 竪帳 ホチキス留め
一紙挟込みあり

20.経営・雇用

冊子 A．諸帳簿

1 勘定仕合帳 文政6年1月 海保直八 小横

2 荷物買入帳 天保3年1月 海保善右衛門 横帳

3 ［虫くい］賄中控 丑（天保12年）7月 海保善［虫くい］（右衛門） 小横

4 大福帳 弘化2年1月24日 海保氏 小横

5 網袋入立帳 弘化4年1月 海保善右衛門 横帳

6 仕訳帳（金銭出入帳） 弘化4年1月 海保善右衛門 横帳

7 萬覺帳 嘉永2年2月 海保善右衛門 横帳

8 萬扣帳 安政6年7月 十や（ヵ） 松五郎 海保善右衛門様 小横

9 麻送り覺帳 文久3年6月 佐右衛門 横帳

10 麻入立覺帳 文久3年10月 佐右衛門 横帳

11 金銀出入帳 文久4年1月 横帳

12 差引入覚 亥2月12日 多田屋又兵衛 海保善右衛門殿 横帳

13 （勘定帳） 海保知三郎 横帳 綴紐に一紙結付け

14 俵改帳 明治3年3月1日 海保氏 横帳

15 日記簿 明治4年3月 海保氏 小横

16 麻出入扣帳 明治6年4月 海保本宅 横帳

17 未年差引帳 新宅トノ差引 明治6年9月 海保知三郎 横帳

18 諸品賣買帳 明治17年8月 海保一積 横帳 綴外れ

19 通 明治19年1月 松坂屋岩吉（東京蛎売町 鈴木岩 海保御店様 小横
吉）

20 記（品物引渡帳） （明治） 小横
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冊子 B．判取帳

1 判取帳 文政8年1月 上総本須賀 海保善右衛門 小横

2 判取帳 文政10年1月 上総本須賀 海保善右衛門 小横

3 判取帳 天保3年9月 海保善右衛門 小横

4 判取帳 弘化3年3月 上総元(ママ)須賀村 海保善右衛 小横
門

5 判取帳 嘉永5年9月 海保善右衛門 小横

6 判取帳 明治22年6月 鳴濱村長 海保知三郎 小横

冊子 C．当座帳

1 當座帳 文久2年1月 海保善右衛門 横帳

2 當座帳 慶応3年4月 海保善右衛門 横帳

3 當座帳 慶応4年1月 横帳

4 當座帳 明治4年1月 海保知三郎 横帳

5 當座帳 明治5年10月 海保本宅 横帳

6 當座帳 明治7年5月 横帳

7 當座帳 明治10年7月 海保知三郎 横帳

8 當座帳 明治13年1月 海保知三郎 横帳

9 金銭當座帳 明治15年2月 海保知三郎 横帳

10 當座帳 明治16年7月 海保知三郎 横帳

11 當座候扣帳 明治17年10月 海保一積 横帳

12 當座帳 明治21年1月 海保知三郎 横帳

13 當座幉（牒） 明治22年1月 海保一積 横帳

14 當座候扣帳 明治25年11月 (屋号)新網 横帳

15 當座帳 明治26年2月 海保知三郎 横帳

16 當座帳 明治29年10月 海保知三郎 横帳

17 當座附込帳 明治31年2月 (屋号)網 横帳
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18 戊戌當座帳 明治31年8月 (屋号)網 横帳

19 當座幉 明治32年8月～ 海保本宅 横帳
明治36年1月

冊子 D．勘定目録帳

1 勘定目録帳 文政11年1月 海保善右衛門 横帳

2 勘定目録帳 嘉永4年1月 海保善右衛門 横帳

3 勘定目録帳 嘉永4年4月 横帳

4 勘定目録帳 明治20年1月 横帳

5 勘定目録帳（付．当座日記帳） 明治32年7月 海保竹松 横帳

6 勘定目録帳 大正3年11月 海保本宅 横帳

7 勘定目録帳 昭和3年1月 海保本宅 横帳

冊子 E．雑穀出入帳

1 雑穀出入帳 明治10年5月 横帳

2 雑穀出入簿 明治11年6月 海保本宅 横帳

3(1) 雑穀出入帳 明治16年10月1日 横帳 綴紐に(2)を結付け

3(2) 記(米納入に付) （明治）4月20日 新宅 本宅様 一紙 冊子(1)綴紐に結付け

4 （雑穀出入帳） （明治17年～18年） 横帳

5 雑穀出入日雇職人手間帳 明治19年1月 海保本宅 横帳 後半綴外れ

6(1) 雑穀出入日雇職人手間帳 明治20年1月 横帳 綴紐に(2)を結付け

6(2) 記(大豆代書上) （明治） 一紙 冊子(1)綴紐に結付け

7 雑穀出入日雇手間帳 明治22年1月 横帳

8 雑穀出入帳 明治23年10月 海保本宅 横帳

9 （雑穀出入帳） （明治24年） 横帳

10 雑穀出入帳 明治29年9月～ 海保知三郎 横帳
明治32年1月

11 雑穀出入帳 明治34年9月 海保竹松 横帳
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12 米穀出入仕訳帳 明治36年9月 横帳

24.宗教

冊子

1 鎮守奉社拝殿造営諸掛帳 弘化5年1月 本須賀村 願主 八左衛門、世話 横帳
人 惣村役人

25.学芸・教育

冊子

1 （救法、薬効能等覚帳） 小横

26.家・生活・書簡

冊子

1 紐解祝儀帳 天保10年11月 生年七歳 善助 小横

2 諸祝儀出方扣帳 嘉永6年11月 海保善右衛門 横帳

3 吉凶明覧 明治18年 竪帳 木版印刷

4 染物通 明治22年1月 大榎 染屋 本須賀村 海保本宅様 小横

27.戸長・村長・役場

冊子

1 公簿 明治16年1月 竪帳

2 （戸長役場諸書留） （明治16年） 竪帳

3 金錢出入帳 明治22年6月 鳴濱邨本須賀 海保知三郎 竪帳

4 雑書類綴 明治22年9月19日～ 竪帳
明治23年6月4日
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KS-30 上総国望陀郡奈良輪村

【現行地名】 千葉県袖ヶ浦市奈良輪
【概要】 奈良輪村は、幕府領と旗本三浦氏・上原氏・杉原氏・内藤氏領および与力給知からなっており、おおむねこの形で推移したようである。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高

旧領」ともに792石余。旗本三浦氏給分の名主をつとめた多郎右衛門家の文書とみられる。明治22年（1889）、楢葉村の大字となった。
【年代】 宝永7年（1710）～天保14年（1843）
【点数】 7点（冊子7点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 新田野水帳 宝永7年8月29日 久保田金右衛門、山田源六、他2名 横帳

3.租税・貢租

冊子

1(1) 酉御年貢米永皆済目録 天保9年3月 御知行所 奈良輪村 名主 多郎右 三浦猪八郎様御内 御用人衆中様 横帳 合冊・6冊の内1
衛門

1(2) 戌御年貢米永皆済目録 天保10年2月 御知行所 奈良輪村 名主 太郎右 三浦猪八郎様御内 御用人衆中様 横帳 合冊・6冊の内2
衛門

1(3) 亥御年貢米永皆済目録 天保11年1月 御知行所 奈良輪村 名主 太郎右 三浦猪八郎様御内 御用人衆中様 横帳 合冊・6冊の内3
衛門

1(4) 子御年貢米永皆済目録 天保12年1月 御知行所 奈良輪村 多郎右衛門 三浦猪八郎様御内 御用人衆中様 横帳 合冊・6冊の内4

1(5) 丑御年貢米永皆済目録 天保13年1月 御知行所 奈良輪村 名主 太郎右 三浦猪八郎様御内 御用人衆中様 横帳 合冊・6冊の内5
衛門

1(6) 寅御年貢米永皆済目録 天保14年1月 御知行所 奈良輪村 名主 多郎右 三浦猪八郎様御内 御用人中様 横帳 合冊・6冊の内6
衛門
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KS-31 上総国山田郡櫃挟村
ひつば

【現行地名】 千葉県市原市櫃挾
【概要】 文禄検地帳3冊からなる。櫃挟村は本文書段階では「山田郡」となっているが、近世には市原郡に属した。なお、本村の名称は文禄期では「ひつはざま」と読んだようだが、現

在は「ひつば」と読む。古文書室所蔵文書においても、江戸期で「ひつば」と読んだ例があり、早くに「ひつば」に変化したとおぼしい。「櫃校」「桶挟」など、誤記も多かったとい
う。
寛永9年（1632）からは旗本三島氏・永井氏・鈴木氏の相給。村高は、文禄3年「石高覚帳」97石、「元禄郷帳」「天保郷帳」ともに107石余、「旧高旧領」116石余。

【年代】 文禄3年（1594）
【点数】 3点（冊子3点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1(1) 上総國山田郡ひつはさま之郷（検地帳） 文禄3年9月2日 ［破れ］ 竪帳 帙入り・3冊の内1
22.6x15.3、30丁

1(2) 上総国山田郡櫃迫之郷（検地帳） 文禄3年9月2日 竪帳 帙入り・3冊の内2
22.1x15.2、24丁
一部裏打

1(3) 上総國山田郡ひつはさま之郷 屋敷（検地帳） 文禄3年9月2日 弥右衛門 竪帳 帙入り・3冊の内3
23.7x15.2、34丁
一部裏打
後2丁綴目印あり



SS-01 下総国海上郡平松村〔高野家文書〕

【現行地名】 千葉県旭市平松（旧飯岡町域）
【概要】 平松村は九十九里浜の東端に位置する。はじめ幕府領・旗本大久保氏・片桐氏の相給。のちに一部が与力給知となった。村高は、「元禄郷帳」168石余、「天保郷帳」「旧高

旧領」ともに161石余。明治22年（1889）に合併し、飯岡町の大字となった。
同村の組頭・名主をつとめた高野茂右衛門家に伝来した文書。高野茂右衛門は明治維新後も什長や地券手伝役をつとめている。幕末の年貢関係史料が比較的よく残って
いる他、高野家自体の質入れ、金子借用関係文書も多い。行内（ぎょうじ）村とのやりとりが散見されるが、平松・行内両村の入会浜が存在するなど、平松村との関係が深かっ
たことによるとみられる。

【年代】 宝永5年（1708）～大正9年（1920）
【点数】 176点（冊子40点、一紙136点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御制度（御鷹御用等に付六ヶ条の触書御請書） 文久2年8月 山口近江守組与力給知 下総国海 野廻新役 和田新右衛門殿 一紙 継目外れ（3枚）
上郡平松村 百姓代 治郎兵衛、
他2名

2 乍恐以書付奉申上候（行内村名主佐右衛門退役願に付） 元治2年3月 御知行所 平松村 組頭 茂右衛門 御地頭所様 一紙

3 （勘右衛門、慶吉、藤右衛門召出状） 申9月 御代官 土屋太郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

2.土地

冊子

1 田畑内改之野帳 宝永5年2月 平松村 西縄組 横帳 紙背文書あり

2 高石名寄帳 延享元年4月 平松村 名主 四郎左衛門 横帳

3 田畑加質奥印之写 弘化4年9月 横帳

4 村方軒別高穀改帳 嘉永元年1月 名主兼帯 茂右衛門 横帳

5 近村野新田高反別扣 安政5年 平枩村 組頭 茂右衛門 竪帳

6 佐々木道太郎當分御領所下総国海上郡六ヶ村新田平松 文久元年8月 當分御領所 下総国海上郡平松村 佐々木道太郎様 御役所 横帳
村高反別帳 名主兼帯 茂右衛門、他2名

7(1) 高反別米永納辻明細帳 （慶応元年） 下総國海上郡平松村 名主 茂右 竪帳 合冊・2冊の内1
衛門

7(2) （高反別米永納辻明細帳） 竪帳 合冊・2冊の内2

8 芝畑入用御上地ニ付冥加永扣 慶応3年2月 横帳
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9 今般朝廷御料柴山文平様支配所右両給一紙ニ書上候ニ 慶応4年10月 横帳
付村方ニ而口分之次第

10 下総國海上郡六ヶ村新田（名寄帳） 平松村 横帳

11 野新田地券取調帳 明治7年8月 下調役 高野茂右衛門 外四人 横帳 表紙は中ほどにあり

12 地券下調帳 改三度目 明治7年 地券手傳役 高野茂右衛門 外四 横帳
人

13 地券田畑名所控 明治7年 下総國海上郡平松村 地券手傳役 小横
高野茂右衛門 亥六十八才 外四

人

14 地券飯料控 明治8年1月14日 平松村 地券手傳人 小横 付箋剥離

15 地券名寄控 明治9年1月 高野茂右衛門 子ノ六十九才 横帳

一紙

1 請負申秣野證文之事 嘉永5年閏2月16日 塙村 請負人 惣左衛門、證人惣 行内村、平枩村 御役人衆中様 一紙
兵衛

2 譲渡申流地證文之事（本家与右衛門へ譲渡に付） 平松村 流地賣主 重左衛門、他2 分家 治兵衛殿 一紙
名

3 相渡申質地證文之事（御年貢御未進に差詰に付） 明治3年2月 平松村 質地主 茂右衛門、請人 石坂喜兵衛殿 一紙
四郎右衛門

4 相渡申流地證文之事（去年御年貢未進米差詰に付） 明治3年6月 平松村 流地賣渡主 治郎兵衛、 行内村 彦右衛門殿 一紙
他2名

5 差入申返り證文之事 明治4年1月 つかるや佐兵衛 高野茂右衛門殿 一紙

6 相渡申質地證文之事（当申村方御上畑返金に差詰に付） 明治5年8月 平枩村 百姓惣代 質地主 鈴木源 同村 高野茂右衛門殿 一紙
右衛門、他2名

7 相渡申質地証書之事 明治10年12月20日 平松村 三番地質地主 高野茂右 行内村 菅谷市郎兵衛殿 一紙 奥破損
衛門、同村請人 高野四郎右衛
門

8 借用金之証（宅地抵当に付） 明治11年11月26日 海上郡平松村番外十三番地居住 同濱手 大橋弥兵衛殿 一紙
高野熊吉、他2名

9 （質地証文） 明治12年1月18日 海上郡平松村 質主 高野茂右衛 ［切取り］ 一紙 前・後欠
門、同村受人 高野四郎右衛門

10 相渡申質地證文之事 明治12年9月 平松村 質地主 高野市郎右衛 同村（平松村） 高野與惣兵衛殿 一紙
門、証人 高野茂右衛門
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11 金子借用證（家屋引当に付） 明治13年4月9日 海上郡平松村三番地住 借主 高 飯岡村 鶴野彦兵衛殿 一紙
野茂右衛門、他2名

12 明治十三年四月抵當（敷地図） 明治13年4月 海上郡平松村三番地住 高野茂右 同郡飯岡村 鶴野彦兵衛殿 一紙
衛門

13 田地増金之証 明治13年7月 平松村 借主 高野武三郎、受人 同村 ［切取り］ 一紙 後欠 奥裁断
高野四郎右衛門

14 借用金之証（質地請返の上引当に付） 明治13年7月 平松村 借主 高野武三郎、他2名 高野與右衛門殿 一紙

15 借用金之証 明治13年7月 平松村 借主 高野武三郎、他2名 同村 高野與右衛門殿 一紙

16 差入申質地増金之証 明治13年10月 平松村 増金借主 高野武三郎印 同村 高野重左衛門殿 一紙

17 地所質入申借増添証 明治13年11月22日 平松邨 借増主 茂右衛門、受人 同村 ［切取り］ 一紙 後欠
高野重左衛門

18 田地増金之証 明治13年12月 平松村 増金借主 高野武三郎 行内村 宇井彦右衛門殿 一紙

19 田地敷之証 明治14年1月15日 平松村 金子借主 高野武三郎、 同村 高野與右衛門殿 一紙
他1名

20 田地増金之証 明治14年5月 平松村 金子借主 高野武三郎、 行内村 菅谷市郎兵衛殿 一紙
他1名

21 田地増金之証 明治14年9月21日 平松村 借用主 高野武三郎、他1 同村 ［切取り］ 一紙 後欠
名

22 地所質入増金之証 明治14年10月27日 取替地主 高野武三郎、他1名 ［切取り］ 一紙

23 田地増金之証（綿打営業税金差詰に付） 明治15年6月24日 平松村 借主 高野茂右衛門、他1 行内村 宇井彦右衛門殿 一紙
名

24 年賦金之証 明治17年3月4日 海上郡平松村 借用主 高野茂右 同村 伊藤清右衛門殿 一紙
衛門、他1名

25 地所抵当金円借用證 明治24年7月15日 海上郡飯岡町大字平松千四百八 一紙 後欠 奥裁断
十六番地 借用人 高野熊吉、他1
名

26 土地書入金円借用證 明治30年3月16日 海上郡飯岡町大字平松千四百八 仝町仝字 湯川初五郎殿 一紙
拾九番地 借用人 高野熊吉、他1
名

27 （質地証文） 明治30年12月24日 飯岡町大字平松 借用人 高野熊 仝町仝字 高野廣吉殿 一紙
吉、他1名

28 地所質入之証 （明治） 一紙
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3.租税・貢租

冊子

1 卯御歳貢取立帳 慶応3年9月 横帳

2 三御奉行所御尊判之振合 其外米永納辻割方振合 前々 慶応3年 上（ママ）総國海上郡平松村 竪帳
ヨリ慶應三卯年迄之 平松・行内 両村納来り候訳（雛形）

3 當丑田方内見帳 丑 行内村 百姓一流 横帳

4(1) 巳割附取調帳 両給合 明治3年5月 右村（平松村） 什長 茂右衛門、 宮谷縣 御役所 竪帳 合冊・3冊の内1
他2名

4(2) 巳割附取調帳 明治3年5月 右村（成田村附属平松村） 伍長 宮谷縣 御役所 竪帳 合冊・3冊の内2
六郎兵衛、什長 茂右衛門、他1名

4(3) 巳年割付取調帳 午（明治3年）5月 右村（成田村附属平松村） 什長 宮谷縣 御役所 竪帳 合冊・3冊の内3
源右衛門、他1名

5 當田方内見ニ付内外心得扣 明治3年9月22日 宮谷縣御支配所 下総国海上郡平 小横
松村 年寄 茂右衛門

6(1) 田畑高反別米永取調控 明治3年 什長 是ハ忰役 高野性 隠居改之 横帳 合冊・2冊の内1
付箋剥離

6(2) 去辰御年貢取調帳 両給分 明治2年2月 横帳 合冊・2冊の内2

一紙

1 亥御年貢皆済目録 文政11年1月 森覺蔵 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

2 寅御年貢皆済目録 天保2年1月 森覚蔵 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

3 午御年貢可納割付之事 弘化3年10月 岩田鍬三郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

4 未御年貢可納割附之事 弘化4年10月 岩田鍬三郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

5 未御年貢皆済目録 弘化5年1月 岩鍬三郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

6 亥御年貢皆済目録 嘉永5年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

7 寅御年貢可納割附之事 安政元年10月 佐々木道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

8 寅御年貢皆済目録 安政2年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

9 卯御年貢皆済目録 安政3年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

10 辰御年貢可納割附之事 安政3年10月 佐々木道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙
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11 辰御年貢皆済目録 安政4年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

12 覚（年貢請取に付） 安政4年3月 高田庄三郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙

13 巳御年貢可納割附之事 安政4年10月 佐々木道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

14 巳御年貢皆済目録 安政5年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

15 覚（年貢請取に付） 安政5年2月17日 高田庄三郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

16 午御年貢可納割附之事 安政5年10月 佐々木道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

17 午御年貢皆済目録 安政6年1月 佐道太郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

18 （年季中猥に引方領取締に付一札） 安政7年1月 地頭 右村（平松村、他15村） 名主 役 一紙
人中

19 覺（年貢請取諸勘定相済に付） 安政7年2月16日 土屋太郎 平松村 名主 茂右衛門殿 一紙

20 差上申御請證文之事（年貢定免御許に付） 万延元年6月 平松村 組頭 茂右衛門、行内村 御代官 土屋太郎様 一紙 継目外れ（2枚）
名主 佐右衛門、他3名

21 差出申御詫一札之事（一人にて年貢升取の儀に付） 万延元年9月 平松村 当人 六郎右衛門、他3名 当村 御役人衆中 一紙

22 覚（年貢請取に付） 酉(文久元年）2月19 丑 鐵五郎 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙 継目外れ（2枚）
日

23 覺（年貢勘定相済に付） 万延2年2月 土屋太郎 平松村 与頭 茂右衛門殿 一紙 継目外れ（4枚）

24 覚（諸勘定相済に付） 文久2年2月 土屋太郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙

25(1) 覺（当戌御年貢米請取に付） 文久2年10月24日 土屋宗左衛門 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙 綴・3点の内1

25(2) 覺（当戌御年貢米請取に付） 文久2年11月17日 年番 平松村 名主 茂右衛門 一紙 綴・3点の内2

25(3) 覚（当戌御年貢米請取に付） 文久2年12月8日 年番 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙 綴・3点の内3

26 覺（年貢諸勘定相済に付） 文久3年2月23日 年番 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙 継目外れ（3枚）

27 覺（大坂御用の節供人足金請取に付） 文久3年8月17日 年番 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙

28 覚（年貢金請取に付） 文久3年11月16日 年番 平松村 組頭 茂右衛門 一紙

29 覺（浜金請取に付） 文久3年12月22日 年番 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙

30 覚（年貢諸勘定相済に付） 元治元年3月 由 元十郎、加 五三郎 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙 継目外れ

31 子御年貢可納割附之事 元治元年10月 小笠原甫三郎 右村(平松村) 名主、組頭、惣百姓 一紙
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32 覺（積石払代金請取に付） 元治元年12月2日 年番 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙

33 子御年貢皆済目録 元治2年1月 小甫三郎 右村(平松村) 名主、組頭、百姓代 一紙

34 覺（年貢収納相済に付） 元治2年2月15日 年番 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙 継目外れ（3枚）

35 覚（上納金戻成請取に付） 丑(慶応元年）閏5月 三川村 名主 重兵衛 平松村 御名主 茂右衛門殿 一紙
29日

36 覺（年貢請取に付） 慶応2年2月25日 地頭 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙

37 覺（年貢請取に付） 慶応3年3月 年番 平松村 組頭江 一紙 継目外れ（5枚）

38 覺（年貢請取に付） 慶応4年3月4日 地頭 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙 継目外れ（2枚）

39 乍恐以書付奉願上候（年貢減免願に付） 慶応4年9月 下総国海上郡平松村 名主 茂右 御知縣事 御役所 一紙
衛門、他6村6名

40 覚（年貢請取に付） 子3月6日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門、同 六郎 一紙 継目外れ（2枚）
右衛門

41 覚（年貢、国役金請取に付） 子10月27日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門、他 一紙 後欠

42 覺（年貢請取に付） 丑2月12日 丑 銕五郎 平松村 組頭中 一紙

43 覚（年貢請取に付） 寅2月26日 丑 鐵五郎 平松村 組頭 茂右衛門、同 六郎 一紙
右衛門

44 覚（欠石出来に付） 卯2月15日 関與惣右衛門 平松村 御名主 茂右衛門、他1名 一紙 継目外れ（2枚）

45 覚（年貢請取に付） 卯3月7日 丑 鐵五郎 平松村 組頭 茂右衛門、同 六郎 一紙 継目外れ（2枚）
右衛門

46 覚（冥加金請取に付） 卯4月17日 地頭 平松村 組頭、百姓代 一紙

47 覚（浜金、畑方金請取に付） 卯6月29日 丑 銕五郎 平松村 組頭中 一紙

48 覚（年貢請取に付） 辰7月4日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門、同 ［後 一紙 後欠 継目外れ（2枚）
欠］ 取扱注意

49 覚（年貢請取に付） 巳2月12日 丑 銕五郎 平松村 組頭 慶吉、同 茂右衛門 一紙 継目外れ（2枚）
江

50 覚（年貢請取に付） 午2月17日 丑 銕五郎 平松村 組頭中 一紙 継目外れ（2枚）

51 覚（年貢請取に付） 未2月27日 丑 銕五郎 平松村 組頭 慶吉、茂右衛門江 一紙

52 覚（未夏成浜金請取に付） 未6月27日 丑 銕五郎 平松村 組頭中 一紙

53 覚（年貢、浜金請取に付） 未6月27日 土屋太郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙
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54 覚（年貢請取に付） 申2月20日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門江 一紙

55 覚（年貢請取に付） 戌2月20日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門、他1名 一紙

56 覚（年貢請取に付） 亥2月24日 丑 銕五郎 平松村 組頭 茂右衛門、六郎右 一紙
衛門江

57 覚（年貢請取に付） 2月28日 土屋太郎 平松村 組頭 慶吉殿、茂右衛門 一紙 継目外れ（2枚）
殿

58 覚（卯御年貢金請取に付） 10月20日 地頭 平松村 名主 茂右衛門江 一紙

59 巳免状 明治2年12月 宮谷縣 役所 一紙

60 癸酉租税上納割紙帳 明治7年3月 新治縣 権令 中山信安 右村（平松村） 戸長、副戸長、総 一紙
百姓

4.戸口

冊子

1 七十以上老人取調書上 養老取調書 明治3年8月 下総国海上郡平松村 什長 茂右 宮谷縣 御役所様 竪帳
衛門、他1名

6.村・村政

冊子

1 御改革再御調書上帳 天保9年8月 永井信濃守組与（ママ）給知 同村 関東御取締御出役中様 竪帳
（平松村） 名主 権右衛門、他5名

2(1) 市郎右衛門家名相續始末書 慶応元年 竪帳 合冊・2冊の内1

2(2) （市郎右衛門田畑書上） 竪帳 合冊・2冊の内2

一紙

1 議定取究申一札之事（絵図面保管に関し） 安政6年3月 平松村 名主 茂右衛門、他5村7名 一紙

2 差出申一札之事（納米取立途中酒席に立寄に付詫証文） 万延元年10月 百姓代 権右衛門 御組頭 茂右衛門殿、他1名 一紙

3 差出申議定一札之事（開発の為無高の者浦方入用等払 慶応2年4月2日 行内村 隠高持 名主 佐右衛門、 一紙
方に付） 他18名

4 （慶吉出府入用差出方故障に付書状） 未12月6日 土屋太郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙 封あり

5 （病気人足引渡に付書状） 1月9日 今泉 卯三郎 行内村 名主 佐右衛門へ、平松 一紙 封あり
村 名主 茂右衛門へ 一紙挟込みあり
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6 （代金催促に付書状） 6月16日 土屋宗左衛門 平安 平松村ニ而 組頭 茂右衛門殿 用 一紙 封あり
事 継目外れ（2枚）

7 （慶吉召連出頭致すべきに付書状） 9月3日 土屋太郎 平松村 組頭 茂右衛門殿 一紙

11.治安

一紙

1 御尋ニ付以書付奉申上候（盗賊這入金銭紛失候に付） 文久2年11月 大御番頭縦組与力給知 下総國海 関東御取締御出役 中川孫市様 一紙
上郡平松村 百姓 與助、差添名
主 茂右衛門

12.訴訟

一紙

1 乍恐書付ヲ以奉申上候（治助親子狼藉に付） 安政4年8月 小前惣代 権左衛門、他2名 御代官 高田庄三郎様 一紙 継目外れ（2枚）

2 為取替申済口證文之事（百姓倅太七負傷に付） 文久元年10月3日 御給地 下総国海上郡平松村 當 高力直三郎様御内 日高正兵衛 一紙
人 太七、他15名 殿、他1名

3 乍恐以書面御日延奉願上候（地所請戻一件示談に付） 明治元年12月26日 平松村 訴訟人 清左衛門、他3名 御知縣事様 御役所 一紙

15.貯穀

冊子

1 義倉穀書上帳 明治3年1月 右村（成田村附属平松村） 什長 宮谷縣 御役所様 竪帳
茂右衛門、他2名

16.農・林・水産業

冊子

1 濱屋鋪覺帳 明治3年9月 平松村 名主 権右衛門、他1村5名 竪帳

一紙

1 差入申譲渡證文之事（塩高譲渡に付） 明治2年5月 萩薗村 行内縄 八郎左衛門、他2 平松村 茂右衛門殿、他9名 一紙
名

2 差入申譲請一札之事（塩高譲請に付） 巳（明治2年）5月 平松村 譲請人 茂右衛門、他9名 萩薗村 行内縄 八郎左衛門殿 一紙
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18.商業

冊子

1 五ヶ村商人書上帳写 飯岡村・行内村・平松村・横根村・ 天保14年閏9月 竪帳
下永井村

19.金融・貸借

一紙

1 入置申別紙一札之事（借用金年賦返済に付） 明治8年10月20日 平松村 当人 高野茂右衛門、他2 飯岡村 鶴野彦兵衛殿 一紙
名

2 委任状之事（貸金催促代人に付） 明治12年5月6日 下総国海上郡平松村 平民 鎌田 一紙
七右衛門

3 借用金之証 明治13年7月26日 平松村 借主 高野武三郎、受人 同村 高野與右衛門殿 一紙
高野治兵衛

4 借用金之証 明治14年4月 平松村 金子借主 高野武三郎、 同村 高野與右衛門殿 一紙
他2名

5 記（貸付金高野治兵衛へ手渡に付） 明治15年4月 高野与右衛門 高野茂右衛門殿 一紙

6 月賦金借用證 明治22年9月3日 海上郡飯岡町大字平松千四百七 仝町仝字 高野廣吉殿 一紙
拾九番地 借用人 高野熊吉

7 金圓借用証 明治29年4月28日 海上郡飯岡町大字平松 高野熊吉 同郡仝所 椎名長治郎殿 一紙

8 借用金之証 明治29年6月14日 同町 借用人 高野熊吉 同町 湯川初五郎殿 一紙

9 金円借用証 明治30年4月9日 海上郡飯岡町大字平枩千四百八 海上郡飯岡町元平松千四百八拾 一紙
十九番ノ内二 借用人 高野熊吉、 九番地奇（ママ）留 湯川初太郎殿
他1名

10 借用金円証 明治30年12月3日 飯岡町大字平枩 借用人 高野熊 同町同字 高野廣吉殿 一紙
吉

11 金円借用証 明治31年2月4日 飯岡町平松 借用人 高野熊吉 鷹野徳太郎殿 一紙

12 借用金ノ証 明治31年8月6日 飯岡町大字平松 借用人 高野熊 同町同字平松 高野廣吉殿 一紙
吉

13 金円借用之証 明治31年12月7日 海上郡飯岡町平松千四百八十七 同郡同町同字 湯川初太郎殿 一紙
番地 借用人 高野熊吉、他1名

14 金円借用証 明治31年12月20日 飯岡町大字平枩 借用人 高野熊 仝町仝字 高野廣吉殿 一紙
吉
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15 金円借用之証 明治33年1月29日 海上郡飯岡町大字平松千五百八 同郡三川村 徳右衛門殿 一紙
拾五番地 借用人 伊藤留（ヵ）吉、
他1名

16 金円借用證 明治33年3月8日 海上郡飯岡町大字平松 高野熊 仝郡仝町仝字 高野廣吉殿 一紙
吉、証人

17 金円借用證 明治33年4月8日 飯岡町大字平松 借用人 高野熊 仝町仝字 高野廣吉殿 一紙
吉

18 金円借用之證 明治33年6月11日 飯岡町大字平松 借用人 高野熊 仝町字平松 高野廣吉殿 一紙
吉

19 借用金之證 明治34年2月1日 海上郡飯岡町大字平松千四百四 同町同字 高野尚治郎殿 一紙
十九番地ノ二 高野熊吉

20 借用金之證 明治34年2月 海上郡飯岡町平松 高野熊吉 仝町仝字 高野尚治郎殿 一紙

21 借用金之証 明治34年3月27日 海上郡飯岡町平松 高野熊吉 高野尚治郎殿 一紙

22 金円借用証 大正7年4月1日 海上郡飯岡町字平松一-四-八-九 高野佐平殿 一紙
借用人 高野熊吉、保証人 高野

市太郎

23 金円借用証 大正9年1月15日 海上郡飯岡町字平松一四八九 借 仝郡仝町仝村 大塚市太郎殿 一紙
用人 高野市太郎、他1名

20.経営・雇用

一紙

1 被雇人請状 明治33年1月28日 海上郡飯岡町大字平松千四百七 匝瑳郡豊栄村田久呆（ママ） 江波 一紙
十九番地ノ一 高野たみ、他1名 戸[金へんに癸]惣治殿

24.宗教

冊子

1(1) （大宮鳥居立替・八幡修復勧化金書上） 文久2年閏8月15日 横帳 合冊・6冊の内1

1(2) 大宮修復勧化帳 下総國海上郡平松村 竪帳 合冊・6冊の内2

1(3) （金銭書上） 横帳 合冊・6冊の内3

1(4) （大宮御輿寄附金書上） 横帳 合冊・6冊の内4

1(5) 玉崎本社鳥居修復勧化帳 文久2年11月 竪帳 合冊・6冊の内5
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1(6) 勧進記 慶応3年2月 高野山金蔵院 竪帳 合冊・6冊の内6

一紙

1 疱瘡神五人相渡申證文事 長徳3年5月 丈七尺山伏 黒味筋悪爪、他4名 わかさの國小濱 組屋六郎左衛門 一紙 継目外れ（6枚）
殿

25.学芸・教育

一紙

1 會藩建白 一紙 継目外れ（3枚）

26.家・生活・書簡

冊子

1 親子ニテ家財賣拂控帳 明治17年1月 横帳

一紙

1 慎之掟 天保5年2月上旬 一紙 地部破損

2 帯締る度毎に志を可定事尤生涯可守之 慶応元年11月15日 亮䂓 高野熊治郎殿 一紙

27.戸長・村長・役場

冊子

1 御知縣事御役人附 明治元年12月 横帳

28.絵図

一紙

1 （下総国海上郡三川村・行内村・萩岡村・平松村・塙村・ 文久元年8月 図 54.2x39.7 彩色
横根村田畑絵図） 【別置】野村5570(1)

2 （御支配所下総国海上郡触元成田村付属平松村鎮守大 図 32.0x23.8 彩色
宮八幡大神境内略図） 【別置】野村5570(2)
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SS-02 下総国海上郡銚子荒野村〔植田屋文書〕
こうや

【現行地名】 千葉県銚子市中央町・双葉町・通町・台町・竹町・栄町・清川町・東芝町・西芝町・末広町・妙見町ほか
【概要】 荒野（こうや）村は、近代では興野と書き、現在でも興野地区と通称される。単に荒野村文書とすべきだが、旧整理段階で付された文書群名を引き継いだ。

17世紀段階の領主は変遷が多かったが、宝永6年（1709）に上野高崎藩領となり、その後は享保2年（1717）に一時的に幕府領となった他は、高崎藩領で安定する。村高は、
「元禄郷帳」276石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに388石余。明治22年（1889）に銚子町の大字ロ（ろ）となり、昭和9年（1934）にその一部が銚子市興野町となった。
植田屋徳兵衛家文書。過去帳によれば、初代五左衛門は近江日野下町植田善右衛門の弟。元禄10年（1697）に本村に下向し、開店したという。その後も、近江より養子を迎
えるなど、関係を維持したようである。なお、同過去帳には植田利左衛門家、植田忠兵衛家、植田伊兵衛家、植田儀兵衛家、植田清兵衛家の記載もある。
植田屋の土地集積や借用、店請や暖簾分などの史料が多く残る。また徳兵衛は本願寺の檀家であったようで、坊官下間氏からの書状が残されている。

【年代】 宝永7年（1710）～明治3年（1870）
【点数】 109点（冊子1点、一紙108点）

2.土地

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 相渡シ申譲證文之事（丑御年貢差詰りに付） 享保6年10月29日 地主 勘左衛門、請人 善兵衛 与惣左衛門（殿脱ヵ） 一紙

2 譲渡シ申證文之事 元文元年12月 屋鋪譲主 利兵衛、他（後欠に付 一紙 後欠
人数不明）

3 譲渡申畑證文之事 元文4年12月 畑譲り主 次右衛門、親類證人 徳兵衛殿 一紙
五郎右衛門

4 譲渡シ申證文之事（屋敷裏地譲渡に付） 宝暦元年11月 譲り主 久四郎、受人 久左衛門 甚兵衛殿 一紙 虫損

5 譲渡申畑證文事 宝暦2年3月 譲り主 弥右衛門、親類 次郎兵衛、 徳兵衛殿 一紙
他2名

6 譲リ渡申町屋鋪證文之事（年貢差詰りに付） 宝暦4年12月 譲り主 次太夫、親類立合 八重郎、 久左衛門殿 一紙
他2名

7 賣渡シ申蔵之事 宝暦5年12月 賣主 新生村 善兵へ 荒野村 植田屋 徳兵衛［切取り］ 一紙

8 譲リ渡シ申畑證文之事 宝暦6年11月 譲り主 荒野村 八重郎、請人親類 喜兵衛殿 一紙
三郎兵衛

9 譲リ渡シ申證文之事（御年貢差詰りのため畑売渡に付） 宝暦8年2月23日 畑主 与惣左衛門、受人 清左衛門 喜兵衛殿 一紙

10 譲リ申畑證文之事 宝暦9年2月 譲り主 荒野村 治郎［虫くい］衛門、 喜兵衛殿 一紙
他1名

11 譲り渡し申畑證文之事 宝暦9年2月 譲り主 荒野村 治郎左衛門、他1名 喜兵衛殿 一紙 虫損

12 譲渡申屋鋪證文之事（御年貢諸役上納成兼に付） 宝暦9年5月 屋敷譲主 甚兵衛、親類 請人 利 清兵衛殿 一紙
右衛門、他3名
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13 借用證文之事 宝暦9年10月 辺田村 畑主 惣左衛門、他1名 荒野村 与兵衛殿 一紙

14 相渡し申質地證文之事 宝暦9年10月 畑書入主 荒野村 彦左ヱ門、他1 喜兵衛殿 一紙
名

15 畑譲證文之事 宝暦10年12月 畑譲主 佐左衛門、請人 親類 長 油屋 喜兵衛殿 一紙
助、他1名

16 譲渡證文之事 宝暦11年12月 賣主 邊田村 忠右衛門、他4名 植田屋 徳兵衛殿 一紙

17 相譲申證文之事 宝暦13年3月 邊田村 名主 庄左衛門、他2名、 荒野村 徳兵衛殿 一紙
組頭中

18 譲渡シ申屋敷證文之事 明和2年12月 屋敷譲主 久左衛門、他2名 徳兵衛殿 一紙

19 譲渡申畑證文之事 明和7年3月 畑譲主 喜兵衛、他3名 徳兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）

20 譲渡申證文之事 寛政元年9月 譲り主 久四郎、他2名 徳兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）

21 譲渡申屋鋪證文之事 寛政7年2月 屋鋪譲主 久左衛門、他2名 徳兵衛殿 一紙 虫損

22 譲渡申山證文之事 文化3年12月 三崎村 山主 源右衛門、同村 受 熊野屋 半兵衛殿 一紙
人 勘兵衛

23 相譲り申山證文之事 文化5年12月25日 三崎村 山譲り主 喜平次、受人 荒野村 熊野屋 半兵衛殿 一紙
藤右衛門

24 流地證文之事（山地質地に付） 文化8年5月 半兵衛、親類 忠兵衛、請人 勘兵 植田徳兵衛殿 一紙
衛

25 流質地證文之事 文化10年4月 三崎村 太郎兵衛、請人 勘兵衛 植田徳兵衛殿 一紙

26 賣渡證文之事 文化11年1月29日 内野屋 林兵衛 三崎村 勘兵衛殿 一紙

27 譲渡山地證文之事 文化11年3月 三崎村 勘兵衛、他1名 植田徳兵衛殿 一紙

28 流地證文之事（山地質地に付） 文化12年6月 三崎村 源兵衛、同 請人 勘兵衛 植田屋 徳兵衛殿 一紙

29 相譲り申山證文之事 文政2年9月 三崎村 山主 六右衛門、他1名 荒野村 植田屋 徳兵衛殿 一紙

30 賣渡申證文之事 文政12年9月 賣主 礒屋 佐兵衛、證人 五田屋 植田屋 徳兵衛殿 一紙
清蔵、他1名

31 引取申一札之事（借地人藤吉転宅に付引受証文） 天保7年8月 淡路屋 五良左衛門 植田屋 徳兵衛殿 一紙

32 譲渡申證文之事 天保8年3月 ［虫くい］人 久左衛門、他2名 植田 徳兵衛殿 一紙 後欠 虫損大

33 売渡申建家之事 嘉永6年3月24日 賣主 塚本屋 平助、他4名 植田屋 徳兵衛殿 一紙

34 預り金證文之事（おきせ殿手当金預りに付） 嘉永6年3月24日 植田屋 徳兵衛 藤 清左ヱ門殿 一紙
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35 譲リ渡シ申屋鋪證文之事 安永2年4月 屋鋪譲り主 清兵衛、親類 請人 徳兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）
清右衛門、他2名

36 覺（家代売出金請取に付） 安政2年8月9日 塚本屋 平助 植田屋 徳兵衛殿 一紙

37 借用申金子之事 元治元年11月 下総銚子荒野村 植田屋 徳兵衛 松本定助殿 一紙 虫損

3.租税・貢租

一紙

1 覚（殿様御用について金子拝借に付） 安永8年11月17日 荒野村 清左衛門、今宮村 与惣 植田屋 伊兵衛殿 一紙
左衛門

4.戸口

一紙

1 御請證文之事（太兵衛、利左衛門養子に相成に付） 元文5年11月25日 利左衛門忰 太兵衛 養父 利左衛門様、本店 徳兵衛 一紙
様、御一類衆中

2 御請證文之事（徳兵衛養父に罷成候に付） 宝暦3年3月23日 本店 徳兵衛忰 宇兵衛 養父 徳兵衛様、理左衛門様、御 一紙
一類衆中

11.治安

一紙

1 一札之事（御咎に預り御詫に付） 弘化3年1月 店 田中屋 平右衛門、他2名 大家 植田屋 徳兵衛様 一紙

2 差上申一札之事（酒狂心得違の御詫、禁酒に付） 申9月24日 儀［破れ] 御主人様 一紙

18.商業

一紙 A．店請

1 店請状之事 正徳3年5月6日 屋敷 借り主 五右衛門、請人 新 荒野村 大家 利右衛門殿 一紙
生村 喜三郎

2 店請状之事 享保3年閏10月 日野町 借り主 利左衛門、新生村 大家 利右衛門殿 一紙
請人 佐兵衛

3 店請状之事（屋敷借り地に付） 寛保元年3月 借り主 徳兵衛、新生村 請人 佐 大家 利右衛門殿 一紙
兵衛

4 店請状之事 寛保元年3月 日野町 借り主 徳兵衛、新生村 大家 利右衛門殿 一紙
請人 佐兵衛
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5 店請状之事 宝暦5年 請人 飯沼 誰、借主 伊兵衛 大家 長治郎殿 一紙 虫損

6 店請状之事 宝暦5年 飯沼村 受人 彦左衛門、借主 伊 大家 長治郎殿 一紙
兵衛

7 店請状之事 明和4年 受 彦左衛門、借 伊兵衛 大家 長治郎殿 一紙

8 店請證文之事 天明5年5月 借り主 助治良、他1名 徳兵衛殿 一紙 虫損

9 店請證文之事 天明7年10月 借り主 半助、請人 高神村 半左 徳兵衛殿 一紙 虫損
衛門

10 店請證文之事 寛政元年1月 借り主 清八、店請 今宮村 嘉右 徳兵衛殿 一紙
衛門

11 店請證文之事 寛政12年11月 借り主 又助、請人 ［虫くい］濱村 植田屋 徳兵衛殿 一紙
久左衛門

12 店請證文之事 文政8年10月 借主 佐兵衛、受人 與五右衛門 一紙

13 店請證文之事 文政12年8月 借主 弥助、請人 長三郎 植田屋 徳兵衛殿 一紙

14 店請證文之事 天保7年10月 地借主 新助、店受人 長右衛門 植田屋 徳兵衛殿 一紙 虫損大

15 店請證文之事 天保9年8月 店借主 権左衛門、権左衛門身元 徳兵衛殿 一紙
引請人 六右衛門、店請人 市右
衛門

16 店請證文之事 弘化2年1月 地借主 傳兵衛、他1名 植田屋 徳兵衛殿 一紙 虫損

17 店請證文之事 弘化4年6月 ［虫くい］（今）宮村 地借主 平四 植田屋 徳兵衛殿 一紙
郎、新生村 請人 佐兵衛

18 店請證文之事 嘉永元年9月 店借主 儀八、請人 ［虫くい］ 植田屋 徳兵衛殿 一紙

19 店請證文之事 文久元年3月 地借主 泰助、受人 林蔵 徳兵衛殿 一紙

一紙 B．暖簾分

1 御請證文之事（暖簾分に付） 宝暦5年6月 伊兵衛 本店 徳兵衛様、利左衛門様、御 一紙
一類衆中

2 御請證文之事（暖簾分に付） 宝暦9年8月 上田や 利左衛門忰 太兵衛弟 利 本店 徳兵衛様、利左衛門様、一 一紙
兵衛 類衆中

3 御請證文之事（飯沼村に支店相開に付） 宝暦11年12月2日 勘右衛門 本店 徳兵衛、理左衛門、御一類 一紙
衆中

4 御請證文之事（村内出店に付） 慶応元年5月27日 直助、他2名 御本店 徳兵衛様、他2名 一紙
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5 御請證文之事（暖簾分に付） 儀兵衛 本店 徳兵衛様、理左右衛門様、 一紙
御一類衆中

19.金融・貸借

一紙

1 入置申對談一札之事（借用金差引に付） 寅（宝永7年）11月 借用人 ［虫くい］村 惣左衛門、他 ［虫くい］荒野村 植田屋 徳兵衛 一紙 虫損大
1名 殿

2 借用覚 宝暦13年3月22日 邊田村 名主 庄左衛門 荒野村 村田屋 与兵衛殿 一紙

3 賣上ヶ一札之事（代金請取に付） 明和6年8月23日 賣主 酒屋 彦七、請人 小見川屋 堺屋 去助殿 一紙
孫兵衛、同 靏屋 利右衛門

4 賣渡申證文之事 安永10年4月 賣主 彦兵衛、他3名 植田屋 徳兵衛殿 一紙 後欠ヵ 虫損

5 覚（才覚金請取に付） 寛政2年10月 組頭 清右衛門、名主 清左衛門 植田屋 徳兵衛殿、廣屋 傳七殿、 一紙
江戸屋 平左衛門殿

6 一札之事（金子借用証文） 寛政9年4月 植田屋 伊兵衛、他1名 乾九兵衛殿、他1名 一紙

7 借用申金子之事 文化15年1月 荒野村 借主 茂右衛門、他3名 一紙 後欠

8 證文金相済覚 文政5年6月 宮内吉兵衛 植田屋 伊兵衛殿 一紙

9 借用申一札之事 文政12年4月 借用人 植田屋 徳兵衛 日野屋 専右衛門殿 一紙

10 借用申一札之事 文政12年4月 借用人 植田屋 徳兵衛 日野屋 専右衛門殿 一紙

11 預り一札之事（金子借用に付） 文政13年5月 八百屋 富五郎 植田屋 徳兵衛殿 一紙

12 借用證文之事 天保9年1月10日 斎藤市兵衛、他2名 植田屋 徳兵衛殿 一紙

13 一札之事（金子借用証文） 天保9年9月 刑部清兵衛 植田屋 徳兵衛殿 一紙

14 借用申金子證文之事 天保11年6月16日 松岸村 借用人 赤西、他2名 植田屋 徳兵衛殿 一紙 虫損

15 覺（山口殿鉄代金請取に付） 天保13年11月13日 江戸小網町 伊賀屋 傳右衛門、 上田屋 徳兵衛殿 一紙
他2名

16 賣渡申一札之事（書幅売渡に付） 弘化2年2月17日 賣主 佐原下畑 椿屋源助代 平兵 植田屋 徳兵衛殿 一紙
衛、他1名

17 入置申一札之事（借用金返済期限を延長に付） 弘化2年9月 借用人 利右衛門、請人 五郎左 植田や 徳兵衛殿 一紙
衛門

18 借用申證文之事 弘化4年7月 借主 彦七、受人 平八 徳兵衛殿 一紙
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19 賣渡申證文之事 嘉永3年3月 賣主 安兵衛、他2名 植田屋 徳兵衛殿 一紙 虫損

20 年賦證文之事 嘉永5年12月 下穀町代 借主 美濃屋 久兵衛、 植田屋 徳兵衛殿 一紙 虫損
他3名

21 借用仕金子證文之事（渡世金に差支に付） 嘉永6年3月 借主 忠兵衛、受人 孫兵衛 植田屋 徳兵衛殿 一紙

22 借用申金子證文之事 嘉永6年8月 請人 長兵衛、借用主 新助 植田屋 徳兵衛様 一紙

23 入置申一札之事（借用金返済猶予願） 安政3年3月24日 盛岡釜石浦 森下吉三郎 下総銚子荒野村 植田屋 徳兵衛 一紙
殿

24 乍憚以書附御願申上候（金子拝借に付） （万延元年）閏3月 小前十三軒 植田屋 徳兵衛様、他4名 一紙 継目外れ（2枚）

25 借用申金子之事 万延元年4月 かちや 傳三郎、他10名 植田屋 徳兵衛様、他2名 一紙

26 借用申金子之事（商用に付） 慶応2年7月 借用主 植田屋、請人酒屋 清助、 成田弥四郎殿 一紙
五左衛門

27 借用申一札之事 慶応2年9月 菊地屋 栄蔵 植田屋 徳兵衛殿 一紙

28 年賦済崩證文之事 慶応4年1月 借用人 山口屋 半惣、宮内屋 長 植田屋 徳兵衛殿 一紙
兵衛

29 為替手形之事 明治3年3月 亀宝丸 哲之助、宿 文右衛門 佐原村 油屋 久兵衛殿、栄助殿 一紙

30 覚（金子請取に付） 辰5月5日 通野町 伊勢屋甚兵衛代 清兵衛 植田屋 伊兵衛殿 一紙

31 覚（金引替に付） 辰12月5日 根本利兵衛 植田屋 徳兵衛殿 一紙

32 覚（金子請取に付） 午5月10日 熊屋 庄八 飛脚 七右衛門殿、植田屋 伊兵 一紙
衛殿

33 一札之事（出世金子預りに付） 植田屋 徳兵衛 江州日野清水町 麻原小三郎殿 一紙

20.経営・雇用

一紙

1 ［破れ］一札（心得違有之に付詫状） 明和3年5月12日 利左衛門忰 文七 植田屋 徳兵衛様 一紙

24.宗教

一紙

1 譲り渡申一札之事 明和8年5月 常陸屋 仁兵衛 徳兵衛殿 一紙

2 一札之事（高神村高福寺頼母子引当金請取に付） 寛政8年6月22日 竜ヶ崎横町 銚子屋 吉兵衛、證人 植田屋 徳兵衛殿、簑嶋屋 七兵 一紙 継目外れ（2枚）
江戸屋 平左衛門 衛殿
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2(1) 往来證文之事（祖師旧跡順拝に付） 文化4年2月 下総国海上郡荒野村 本願寺御門 處々 御役人衆中、村々 御役人中 一紙 【別置】野村5500
跡御坊寳満寺 役僧

3 借用申金子證文之事（大破の鎮守社再興に付） 弘化4年11月 奥州盛岡領、山田領 惣代 越後 鶴屋 九右衛門殿、植田屋 徳兵 一紙 継目外れ（2枚）
屋 清兵衛、他1名 衛殿、他2名

4 證（太子堂御普請に付金子借用証文） 文久3年10月25日 御坊所 植田屋 徳兵衛殿 一紙

5 （御剃刀礼物に付書状） 8月24日 下間宮内卿法眼中矩 植田屋 徳兵衛殿 一紙

6 （御剃刀礼物に付書状） 8月24日 下間少進法印 植田屋 徳兵衛殿 一紙

7 （御剃刀礼物に付書状） 8月25日 上田主殿芳辰 植田屋 徳兵衛殿 一紙

26.家・生活・書簡

冊子

1 （植田家過去帳） 小横
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SS-03 下総国千葉郡谷津村

【現行地名】 千葉県習志野市谷津
【概要】 谷津（やつ）村は旗本大久保氏領、のちに幕府・旗本大久保氏の相給。村高は、「元禄郷帳」165石、「天保郷帳」273石余、「旧高旧領」315石余。

同村の名主をつとめた、斎藤豊治郎と伊藤茂左衛門の土地集積文書が中心。寛延2年（1749）から天保4年（1833）までは伊藤茂左衛門、天保7年から明治3年（1870）までは
斎藤豊治郎、明治5年以降は伊藤茂左衛門宛と、年代によってきれいに分かれる。両家の文書が一括して伝存している理由は確定できないが、 終的には伊藤家に伝来し
た可能性が高い。

【年代】 寛延2年（1749）～明治27年（1894）
【点数】 164点（冊子4点、一紙160点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 地所譲受謝状 明治27年 千葉郡津田沼村久々田千弐百五 千葉郡津田沼村谷津 伊藤慶之助 竪帳
番地 地所譲受人 小倉金右衛門、 殿
他1名

一紙 A．質地

1 質物相渡申候田方證文之事 寛延2年12月 谷村 地主 金子預主 平右衛門 谷村 茂左衛門殿 一紙

2 質物ニ相渡申畑證文之事 明和8年11月 谷村 地主 藤五郎 茂左衛門殿 一紙 付箋挟込み

3 質物相渡申畑證文之事 安永元年12月 谷村 地主 七郎兵衛、他8名 同村 茂左衛門殿 一紙

4 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天明3年12月 谷ツ村 地主 長次郎、他4名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙

5 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天明3年12月 谷ツ村 地主 源七、他4名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙

6 質物ニ相渡シ申畑地證文之事 天明3年12月 谷津村 地主 源七、他4名 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙

7 質物相渡シ申田畑證文之事 天明3年12月 谷ツ村 名主 庄七、他3名 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙

8 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天明7年1月 谷ツ村 地主 久五郎、他6名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙

9 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天明7年1月 谷ツ村 地主 平左衛門、他5名 同村 茂左衛門殿 一紙

10 質物ニ相渡申畑證文之事 天明7年12月 久々田村 畑主 市左衛門、他5名 谷村 茂左衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

11 質物ニ相渡シ申田地證文之事 天明7年12月 地主 久々田（村） 平左衛門、他5 茂左衛門殿 一紙
名

12 質物ニ相渡申畑證文之事 天明7年 久々田村 畑主 重左衛門、他5名 谷村 茂左衛門 一紙

13 質物相渡し畑證文之事 寛政2年11月 谷ツ村 地主 源右衛門、他6名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙
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14 質物ニ相渡申田畑證文之事 寛政2年11月 地主 佐次兵衛、他6名 谷津村 茂左衛門殿 一紙

15 質物ニ相渡シ申畑證文之事 寛政3年11月 谷ツ村 地主 佐五兵衛、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

16 質物ニ相渡シ申田地證文之事 寛政5年2月 谷ツ村 地主 藤五郎、他5名 同村 茂左衛門殿 一紙

17 質物相渡シ申畑證文之事 寛政6年12月 谷ツ村 地主 藤五郎、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

18 質物相渡シ申證文之事 寛政6年 谷村 田地主 佐五兵衛、他6名 同村 茂左衛門へ 一紙

19 質物ニ相渡シ申田地證文之事 寛政7年12月 谷津村 地主 金右衛門、他5名 同村 茂左衛門殿 一紙

20 質物ニ相渡シ申田地證文之事 寛政7年12月 谷津村 地主 庄七、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

21 相渡申質地證文之事 寛政10年11月 船橋五日市村 地主 孫兵衛、右 谷村 与惣治殿 一紙
同村 請人 山三郎

22 質物ニ相渡シ申畑證文之事 寛政11年1月 久々田村 地主 金三郎、他6名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙

23 質物相渡田地證文之事 寛政12年1月 谷村 地主 治郎右衛門、他6名 一紙

24 質物ニ相渡シ申畑證文之事 寛政12年12月 地主 多郎右衛門、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

25 質物ニ相渡シ申田畑證文之事 寛政13年12月 谷ツ村 地主 弥平次、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

26 質物ニ相渡申田證文之事 享和元年12月 地主 藤五郎、他1名 茂左衛門殿 一紙

27 質物相渡申證文之事 享和2年11月 久々田村 地主 傳治郎、他6名 茂左衛門殿 一紙

28 質物ニ相渡シ申畑證文之事 享和3年1月 谷ツ村 畑主 八郎兵衛、他6名 当村 茂左衛門殿 一紙

29 質物ニ相渡シ申田地證文之事 享和3年1月 谷ツ村 田地主 弥平次、他6名 同村（谷ツ村） 茂左衛門殿 一紙

30 質物ニ相渡申畑證文之事 享和3年1月 谷津村 地主 清兵衛、他1名 茂左衛門殿 一紙

31 質物ニ相渡申證文之事 享和3年1月 當村 地主 久治郎、他1名 茂左衛門殿 一紙

32 質物ニ相渡シ申田畑證文之事 享和3年12月 谷ツ村 金借主 弥平治、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

33 質物ニ相渡シ申田地證文之事 享和4年12月 谷ツ村 地主 新左衛門、受人 源 同村 茂左衛門殿 一紙
五右衛門、他5名

34 質物ニ相渡シ申畑證文之事 享和4年12月 谷ツ村 地主 新左衛門、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

35 質物ニ相渡シ申田地證文之事 文化2年12月 当村 地主 新左衛門、他5名 当村 茂左衛門殿 一紙

36 質物相渡し申畑證文之事 文化4年12月 地主 五郎左衛門、他7名 當村 茂左衛門殿 一紙

37 質物ニ相渡シ申畑證文之事 文化5年12月 地主 八郎右衛門、他5名 茂左衛門殿 一紙



SS-03 下総国千葉郡谷津村 2.土地 一紙 A．質地 （209）

38 質物相渡申畑證文之事 文化7年1月 當村 地主 藤八、他1名 當村 茂左衛門殿 一紙

39 質物ニ相渡し申畑證文之事 文化8年12月 谷村 地主 三右衛門、他6名 當村 久兵衛殿 一紙

40 質物相渡シ申證文之事 文化10年12月 谷村 地主 清兵衛、他5名 当村 茂左衛門殿 一紙

41 質物ニ相渡シ申田地證文之事 文化12年6月 谷村 地主 茂兵衛、他5名 當村（谷村） 茂左衛門殿 一紙

42 質物ニ相渡申畑證文之事 文化12年10月 地主 源五右衛門、他1名 茂左衛門殿 一紙

43 拾ヶ年限質物ニ相渡申證文之事 文化12年12月 地主 源右衛門、他3名 茂左衛門殿 一紙

44 拾ヶ年限リ質物相渡申畑證文之事 文化12年12月 地主 紋兵衛、他3名 茂左衛門殿 一紙

45 質物ニ相渡シ申田地證文之事 文化12年12月 谷村 地主 長兵衛、他5名 同村 茂左衛門殿、万治郎殿 一紙

46 質物ニ相渡シ申田地證文之事 文化12年12月 谷村 地主 長兵衛、他5名 同村 茂左衛門殿 一紙

47 質物ニ相渡シ申田地證文之事 文化13年12月 谷ツ村 地主 重郎兵衛、他6名 同村 茂左衛門殿 一紙

48 質物ニ相渡申畑證文之事 文化14年2月 谷津村 地主 茂兵衛、他5名 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙

49 相渡申質地證文之事 文化14年8月 谷津村 地主 長兵衛、請人 長四 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙
郎

50 質物ニ相渡申畑證文之事 文政2年12月 谷津村 地主 茂兵衛、他1名 同村 茂左衛門殿 一紙

51 質物ニ相渡申畑證文之事 文政3年12月 谷津村 地主 清兵衛、他1名 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙

52 相渡申質地證文之事 文政4年12月 谷ツ村 地主 源右衛門、請人 庄 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙
三郎

53 質物相渡申葭畑證文之事 文政4年12月 谷ツ村 地主 久次郎、他1名 同村 茂左衛門殿 一紙

54 質物相渡申畑證文之事 文政4年12月 谷津村 地主 惣次郎、受人 長四 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙
郎

55 質物相渡申田地證文之事 文政5年12月 谷津村 地主 新左衛門、請人 源 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙
五右衛門

56 質物ニ相渡申畑證文之事 文政7年12月 谷津村 地主 嘉平次、他1名 同村 茂左衛門殿 一紙

57 質物ニ相渡申畑證文之事 文政7年12月 谷津村 地主 長四郎、請人 惣次 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙
郎

58 質物ニ相渡申畑證文之事 文政7年12月 谷津村 地主 八郎兵衛、他1名 同村（谷津村） 茂左衛門殿 一紙

59 質物ニ相渡申畑證文之事 文政8年12月 谷津村 地主 勘左衛門、他1名 茂左衛門殿 一紙

60 質物ニ相渡申池證文之事 文政9年12月 地主 長五郎、他1名 茂左衛門殿 一紙
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61 質物ニ相渡申池洲證文之事 文政9年12月 地主 森平、他1名 茂左衛門殿 一紙

62 質物ニ相渡申畑證文之事 文政10年12月 地主 藤八、他1名 當村 茂左衛門殿 一紙

63 相渡申質地證文之事 文政11年12月 谷津村 地主 文四郎、他1名 茂左衛門殿 一紙

64 質物ニ相渡申畑證文之事 天保元年12月 谷津村 地主 紋兵衛、受人 新左 茂左衛門殿 一紙
衛門

65 相渡申質地證文之事 天保2年12月 谷津村 地主 茂左衛門、他1名 新次郎殿 一紙

66 質物ニ相渡シ申田地證文之事 天保2年12月 田主 藤五郎、他1名 豊次郎殿 一紙 付箋挟込み

67 相渡申質地證文之事 天保2年12月 谷津村 名主 茂左衛門、他1名 久々田村 茂次右衛門殿 一紙

68 相渡申質地證文之事 天保2年12月 谷津村 ［切取り] ［切取り］ 一紙 継目外れ（2枚）

69 相渡申質地證文之事 天保3年12月 谷津村 地主 七郎兵衛、他1名 茂左衛門殿 一紙

70 相渡申質地證文之事 天保3年12月 谷津村 地主 七兵衛、請人 喜左 茂左衛門殿 一紙
衛門

71 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天保5年12月 谷津村 地主 嘉兵衛、同 受人 栗原村 太兵衛殿 一紙
伊衛門

72 質物ニ相渡ス申畑證文之事 天保7年12月 地主 四郎兵衛、他1名 文治郎殿 一紙

73 質物相渡申畑證文之事 天保7年12月 地主 嘉兵衛、受人 伊右衛門 文次郎殿 一紙

74 質物ニ相渡シ申畑證文之事 天保9年10月 谷津村 地主 善兵衛、他1名 同村 文次郎殿 一紙

75 相渡申質地證文之事 天保10年12月 地主 四郎兵衛、他1名 文次郎殿 一紙

76 質物ニ相渡申畑證文之事 天保11年12月 畑主 七郎兵衛、他1名 文治郎殿 一紙

77 借用申金子證文之事（質地証文） 天保12年12月 谷ツ村 借用人 長兵衛、他1名 同村 豊次郎殿 一紙

78 質物ニ相渡申畑證文之事 天保13年12月 畑主 吉右衛門、他1名 豊治郎殿 一紙 紙背に譲渡証文

79 質物ニ相渡ス申田地證文之事 天保14年12月15日 谷津村 地主 佐右衛門、他1名 同村（谷津村） 豊治郎殿 一紙

80 質物ニ相渡ス申畑證文之事 天保14年12月23日 谷津村 地主 七左衛門、他1名 同村 豊次郎殿 一紙

81 質物ニ相渡ス申田地證文之事 天保14年12月 地主 伊兵衛、他1名 豊治郎殿 一紙

82 質物ニ相渡申畑證文之事 天保14年12月 地主 森平、他1名 豊次郎殿 一紙

83 質物ニ相渡ス申畑證文之事 天保14年12月 谷津村 地主 惣次郎、他1名 田喜野井村 傳右衛門殿 一紙
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84 相渡申質地證文之事 天保14年12月 畑主 新左衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

85 質物相渡添證文之事 弘化元年1月 谷津村 田主 夏右衛門、他1名 同村 豊次郎殿 一紙

86 質物ニ相渡シ申田地證文之事 天保15年12月3日 田主 八郎右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

87 質物へ相渡し申田地證文之事 弘化元年12月3日 田主 夏右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

88 質物相渡添證文之事 天保15年12月 谷津村 田主 八郎右衛門、他1名 同村（谷津村） 豊次郎殿 一紙

89 質物ニ相渡シ申畑證文之事 弘化元年12月 畑主 四郎兵衛、他1名 豊次郎殿 一紙

90 質物へ相渡し申田地添證文之事 弘化2年12月23日 田主 藤五郎、他1名 豊次郎殿 一紙

91 質物ニ相渡シ申畑證文之事 弘化3年12月 畑主 藤左衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

92 質物ニ相渡申畑證文之事 弘化3年12月 畑主 与惣次、他1名 豊次郎殿 一紙 虫損

93 質物ニ相渡申畑證文之事 弘化4年8月 谷つ村 畑主 治郎右衛門、他1名 同村 豊次郎殿 一紙

94 質物ニ相渡申畑證文之事 弘化4年12月 畑主 藤治郎、他1名 豊治郎殿 一紙

95 質物ニ相渡申畑證文之事 弘化4年12月 鷺沼村 畑主 重兵衛、請人 源兵 谷ツ村 豊治郎殿 一紙
衛

96 譲り渡申田地證文之事 弘化4年12月 田地主 佐右衛門、他1名 豊治郎殿 一紙

97 質物相渡申畑證文之事 嘉永元年9月 地主 吉左衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

98 質物ニ相渡シ申田證文之事 嘉永元年12月 田地主 惣治郎、他1名 豊治郎殿 一紙

99 質物ニ相渡申畑證文之事 嘉永元年12月 畑主 久左衛門、他1名 豊治郎殿 一紙

100 質物ニ相渡シ申畑證文之事 嘉永2年12月 鷺沼村 地主 豊吉、他1名 谷ツ村 豊治郎殿 一紙

101 差出申別紙證文之事（質地証文） 嘉永3年4月 鷺沼村 畑主 豊吉、他2名 谷ツ村 豊次郎殿 一紙

102 質物ニ相渡シ申畑證文之事 嘉永3年12月 畑主 森平、他1名 豊治郎殿 一紙

103 質物相渡申畑證文之事 嘉永3年12月 畑主 四郎兵衛、他1名 豊治郎殿 一紙

104 質物ニ相渡シ申畑證文之事 嘉永4年9月 畑主 茂兵衛、他1名 豊治郎殿 一紙

105 質物ニ相渡シ申畑證文之事 嘉永4年9月 畑主 与惣次、他1名 豊治郎殿 一紙

106 質物ニ相渡申田證文之事 嘉永4年9月 田地主 惣次郎、請人 重郎兵衛 豊治郎殿 一紙

107 質物ニ相渡申畑證文之事 嘉永4年9月 畑主 八郎兵衛、他1名 豊治郎殿 一紙

108 質物ニ相渡申畑證文之事 嘉永4年12月 当村 畑主 森平、請人 岩吉 名主 豊治郎殿 一紙
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109 質物ニ相渡申畑證文之事 嘉永6年8月 畑主 豊治郎、他1名 茂太郎殿 一紙

110 質物ニ相渡し申畑證文之事 嘉永6年12月 畑主 吉右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

111 質物相渡シ申添證文之事 嘉永7年11月 地主 藤次郎、受人 庄七 豊次郎殿 一紙

112 相渡し申質地添證文事 安政3年1月 元地主 久二郎、他1名 当村 豊治郎殿 一紙

113 質物ニ相渡申葭地證文之事 文久2年12月 地主 與惣治、他1名 茂太郎殿 一紙

114 質物相渡申畑證文之事 文久2年12月 地主 清蔵、他1名 茂太郎殿 一紙

115 借用申金子證文之事（質地証文） 慶応3年3月 借主 清蔵、受人 重郎兵衛 茂太郎殿 一紙

116 借用申金子之事（質地証文） 明治3年12月 当村 借用人 佐五兵衛、他1名 豊次郎殿 一紙

一紙 B．譲渡

1 譲渡申畑證文之事 天保8年12月 ［破り取り］ ［破り取り］ 一紙 継目外れ（2枚）

2 譲渡申畑證文之事 天保8年12月 茂太郎幼年ニ付代兼 親類惣代 文次郎殿 一紙
権三郎、他1名

3 譲渡申田畑證文之事 天保10年12月 茂太郎幼年ニ付代 二子村 親類 文次郎殿 一紙
弥左衛門、他3名

4 譲り渡し申畑證文之事 天保14年10月18日 谷津村 地主 与惣次、他1名 同村 豊次郎殿 一紙

5 譲り渡申田地證文之事 弘化元年12月 譲り田主 吉右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

6 譲り渡申田地證文之事 弘化元年12月 譲り人 田主 七郎兵衛、他1名 豊次郎殿 一紙 付箋あり

7 譲リ渡シ申畑證文之事 弘化2年2月 谷津村 畑譲り主 豊治郎、他1名 同村 藤五郎殿 一紙

8 譲り渡申畑證文之事 弘化2年9月 谷ツ村 畑譲り主 藤五郎、他2名 豊治郎殿 一紙

9 譲り渡申田地證文之事 弘化2年12月 譲り田主 久次郎、他1名 豊次郎殿 一紙

10 譲リ渡シ申田證文之事 弘化3年12月 地主 嘉平、他1名 豊治郎殿 一紙

11 譲り渡申田地證文之事 弘化4年11月 田地主 重郎兵衛、他1名 茂太郎殿 一紙

12 譲リ渡シ申田地證文之事 弘化4年11月 田地主 伊右衛門、他1名 豊治郎殿 一紙

13 譲リ渡シ申田地證文之事 弘化4年12月 田地主 傳五郎、他1名 豊治郎殿 一紙

14 取替セ譲リ渡申田地證文之事 弘化5年1月 田地譲主 善三郎、他1名 豊治郎殿 一紙

15 取替セ譲リ渡し申田地證文之事 弘化5年1月 田地譲主 金右衛門、他1名 豊治郎殿 一紙
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16 覚（畑地譲渡の代金請取に付） 嘉永元年12月 畑主左次右衛門代 親類 弥左衛 豊次郎殿 一紙
門

17 譲リ渡シ申畑證文之事 嘉永元年12月 畑主 佐次右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

18 譲リ渡シ申田地證文之事 嘉永2年3月 譲り主 庄吉、他1名 豊治郎殿 一紙

19 譲リ渡シ申畑證文之事 嘉永4年9月 馬加村 畑主 要右衛門、他1名 谷ツ村 豊治郎殿 一紙

20 譲り渡申田地證文之事 嘉永4年12月 田地主 半四郎、他1名 豊治郎殿 一紙

21 譲り渡申田地證文之事 安政元年12月 田主 長次郎、他1名 茂太郎殿 一紙

22 譲渡申田地之事 安政4年12月 譲り主 三郎左衛門、他1名 当村 茂太郎殿 一紙

23 覚（原地譲渡に付） 酉2月8日 地主 四郎兵衛 文次郎殿 一紙

24 譲書畑本家返り證文之事 明治3年1月 譲返し主 豊治郎、他1名 本家 茂太郎殿 一紙

25 永代賣渡申畑證文之事 明治5年1月 畑賣主 金子重郎兵衛、他1名 伊藤茂左衛門殿 一紙

26 永代賣渡シ申畑證文之事 明治5年4月 畑賣主 小倉喜兵衛、他1名 伊藤茂左衛門殿 一紙

27 地所賣渡約定之書 明治17年5月 千葉郡古和釜村廿七番地 地主 千葉郡谷津村 伊藤茂左衛門殿 一紙
石神金左衛門、他1名

一紙 C．その他

1 入置申一札之事（茂太郎所持の田地等貸借に付） 天保11年3月 谷津村 親類 佐五兵衛、他1名 谷ツ村 茂太郎殿 一紙

2 御下ヶ札写（百姓次（治）郎吉屋敷一条に付） 弘化2年5月 名主 豊次郎、他5名 一紙

3 對談申一札之事（譲請地所に付） 弘化2年8月 谷津村 庄吉、親類惣代 善兵衛 同村 茂太郎殿 一紙

4 御請（字葭野開発に付） 嘉永2年閏4月11日 下総国千葉郡谷ツ村 名主 斎藤 御地頭所様 御役人中様 一紙 継目外れ（2枚）
豊次郎、他2名

5 入置申為取替證文之事（茂太郎所持地等相渡候儀に付） 嘉永4年7月 茂太郎、他5名 豊治郎殿 一紙

6 小作證文之事 嘉永6年12月 小作人 吉右衛門、他1名 豊次郎殿 一紙

7 入置申一札之事（豊次郎より請取候田畑之古証文、仕置 安政4年閏5月 二子村 入置人 弥右衛門、他5名 同村（谷津村） 茂太郎殿 一紙
方に付）

8 差上申一札之事（本家の田畑譲証文等所持出入に付） 慶応2年6月26日 豊次郎後家 しん、組頭 茂右衛 組頭 儀左衛門殿 一紙
門、同 権三郎、組合 佐兵衛

9 入置申一札證文之事（本家よりの譲田取替に付） 明治3年1月 右地主 分家證人 豊治郎、親類 本家 茂太郎殿 一紙
立会人 茂右衛門
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3.租税・貢租

冊子

1 御料私領合高帳 天保14年1月 下総國千葉郡谷津村 竪帳

2 酉ヨリ寅迄六ヶ年米永高其外書上帳写 天保14年6月23日 右村（谷津村） 名主 豊次郎、他2 関保右衛門様、大熊善太郎様、他 竪帳
名 3名、御立會 御役所

一紙

1 亥御年貢皆済目録 文政11年2月 山 茂左衛門 右村（谷津村新田） 一紙 後欠

4.戸口

一紙

1 一札之事（くめ養女に差上申に付） 弘化5年2月 下総国葛飾郡本行徳壱丁目 五郎 谷津村 豊次郎殿 一紙
兵衛、他1名

2 入置申一札之事（由蔵養子に差上候に付） 安政5年4月 浅草田中元吉町 家主 仁兵衛店 谷津村 豊次郎殿 一紙 付箋あり
吉五郎

11.治安

一紙

1 請取申家財一札之事 文政7年12月29日 とよ、同人実父 冬田村 茂左衛門 谷津村 役人中 一紙

19.金融・貸借

一紙

1 借用申證文之事（金子借用証文） 天保4年1月 舟橋五日市村 借主 重郎右衛門、 谷ツ村 茂左衛門殿 一紙
他1名

2 差上申一札之事（三之助養育手当預け金、渡し方に付） 嘉永6年2月 谷津村 茂太郎、他1名 同村（谷津村） 豊次郎殿 一紙

3 入置申敷金之事（金子借用に付） 明治7年2月 織戸喜左衛門、旧神職 金子五兵 伊藤茂左衛門殿 一紙
衛

24.宗教

冊子

1 願書（西光寺修復の為奉納相撲興行仕度に付） 嘉永4年9月26日 御知行所 千葉郡谷津村 役人惣 御地頭所様 御役人中様 竪帳
代 名主 斎藤豊次郎、他1村4名
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99.その他

一紙 断簡

1 （断簡） 一紙
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SS-04 下総国千葉郡千葉町〔富原家文書〕

【現行地名】 千葉県千葉市中央区
【概要】 千葉町は、寛永末年頃から佐倉藩領。一部は妙見寺領・来迎寺領・大日寺領となっている。村高は、「元禄郷帳」1075石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ではともに1199石余。千

葉町は、道場町・院内町・横町・通町・本町・裏町の6町に分かれ、本町と裏町はさらに上・中・下町の３つに分けられていたという。
同町の名主をつとめた富原八郎左衛門家文書と思われる。元禄期の当主は、富原（留原）七郎左衛門を称したようだが、その後は八郎左衛門で一貫している。幕末の屋敷地
請証文からすれば、本下町に居住していたようである。

【年代】 天和2年（1682）～明治4年（1871）
【点数】 75点（冊子41点、一紙34点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

１ 御用日記帳 弐番 嘉永5年8月 千葉町 ［汚れ］衛門 竪帳 付箋剥離 取扱注意
フケ。挿入文書あり

２ 御書類 控帳 明治4年1月 千葉町 富原八郎左衛門 竪帳 フケ
挿入文書多数あり

2.土地

冊子

1 新開反別帳 嘉永4年11月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

一紙

1 永代賣渡シ申田畑之事 天和2年12月23日 賣主 四郎右衛門、請人 久右衛 富原八郎左衛門殿 まいる 一紙
門、他2名

2 賣渡シ申畑之事 元禄13年2月29日 千葉町 畑賣主 次郎兵衛、同所 千葉町 七郎左衛門殿 一紙
請人 茂右衛門、他2名

3 賣渡シ申新畑之事 元禄15年12月10日 千葉町 川端畑賣主 十郎兵衛、 千葉町 三之烝殿 一紙
同所 請人 喜右衛門

4 相渡申借地請状之事 正徳6年2月 千葉町 借地主 茂左衛門、他1名 千葉町 八郎左衛門殿 一紙

5 賣渡申田地之事 享保6年11月 千葉町 田地賣主 惣三郎、他2名 八郎左衛門殿 一紙

6 一札之事(畑方金銭相滞分拙者立替請負に付) 享保20年閏3月25日 千葉横町 請合人 長右衛門、作り 千葉町 源之丞殿 一紙
主 四平

7 借地證文之事 明和3年2月 地借り主 甚平、甚平親 店請 清 名主 八郎右衛門殿、同 久次郎 一紙
兵衛 殿、他2名
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8 預り申金子之事(質地証文) 安永2年6月22日 預り主 八郎左衛門、請人 三郎平 本町 久右衛門殿 一紙

9 質物差上申屋鋪之事 天明2年 借主 八郎左衛門、請人 玄悦 御代官 和田政五郎殿、他2名 一紙

10 預り申金子之事(質地証文) 天明8年3月 預り主 八郎左衛門、請人 三郎 宗胤院様 一紙

11 借用仕金子證文之事(質地証文) 天保6年7月 千葉本仲 借主 茂平、請人 源 小川大左衛門様 一紙
蔵、他6名

12 屋鋪借地證文之事 文久2年6月 千葉本下町 借地主 竹松 千葉本下町 八郎左衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

13 屋鋪借地證文之事 文久2年6月 千葉本下町 借地主 伊之助 千葉本下町 八郎左衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）

14 屋鋪借地證文之事 慶応3年12月 千葉本下町 借地主 伊之助 千葉本下町 八郎左衛門殿 一紙

15 屋鋪借地證文之事 慶応3年12月 千葉本下町 借地主 清吉 千葉本下町 八郎左衛門殿 一紙

16 屋鋪借地證文之事 慶応3年12月 千葉本下町 借主 竹松 千葉本下町 八郎左衛門殿 一紙

3.租税・貢租

冊子

1 當子惣高内割取立帳 嘉永5年6月 年番名主 八郎左衛門 横帳

2 當丑小物成金銭取立帳 嘉永5年11月 年番名主 久右衛門 横帳

3 諸役銭書抜取立帳 嘉永5年12月 千葉町 年番名主 八郎左衛門 横帳

4 當寅御年貢押切帳 嘉永7年10月 千葉町 名主 久右衛門 横帳

5 當寅小年貢取立帳 嘉永7年11月 横帳

6 御年貢庭帳 嘉永7年12月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

7 當寅之小物成金銭取立帳 嘉永7年12月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

8 新開發畑銭取立帳 安政元年12月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

9 去寅御年貢米御褒美銭割渡帳 安政2年1月 名主 八郎左衛門 横帳

10 當夘納縄割付帳 安政2年2月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

11 當卯諸上納割取立帳 安政2年5月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

12 當夘内上割取立帳 安政2年5月 千葉町 名主 八郎左衛門、他7名 横帳

13 當夘御年貢大豆取立帳 安政2年9月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳
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14 當夘小物成金銭取立帳 安政2年9月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

15 御買上米調達名前帳 安政2年10月 名主 八郎左衛門 横帳

16 當夘之御年貢米庭帳 安政2年10月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

17 當夘納縄再御觸割付控帳 安政2年11月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

18 當夘之紛米取立帳 安政2年11月 千葉町 集人 弥吉、 名主 八郎 横帳
左衛門

19 當夘御年貢小物成書抜取立帳 安政2年12月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

20 去ル夘之納縄再御觸出し割合帳 安政3年2月 横帳

21 去ル夘御年貢御囲籾摺立扣書帳 安政3年8月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

22 （年貢差引取調帳） 横帳

一紙

1 覚(山銭請取に付) 申(元文5年）11月10 下志津村 名主 勘左衛門 千葉町 八郎左衛門殿 一紙
日

2 乍恐書付を以御訴詔申上候事(風損のため年貢減免願に 申10月18日 千葉町 名主 次右衛門、他12名 大林喜右衛門様、高所右衛門様 一紙 継目外れ（2枚）
付)

6.村・村政

冊子

1 御用諸入用控帳 嘉永7年11月12日 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

2 新開御見分入用取立帳（役人止宿諸入用に付） 安政2年5月20日 名主 八郎左衛門、他7名 横帳

3 當夘町内諸入用拂方帳 安政2年5月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

4 當卯宗門人別入用取立帳 安政2年6月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

5 （白米等取立帳） 横帳

一紙

1 乍恐以書付奉願上候(村役人仰付に付) 卯2月 千葉町 名主 八郎左衛門、与頭 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）
吉兵衛、他6名



SS-04 下総国千葉郡千葉町〔富原家文書〕 （219）

11.治安

一紙

1 乍恐以書付奉願上候(茂七娘いし死去のため御出役検分 寅12月 千葉町 名主 八郎左衛門、組頭 御役所様 一紙 継目外れ（3枚）
願に付) 所左衛門、他5名 付箋剥離

2 乍恐以書付御届（ヵ)奉申上候(落し物建札御免願に付) 卯6月 千葉町 名主 八郎左衛門、他3名 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）

3 差上申一札之事(酒狂の上不法有之万之助儀、身元引請 卯11月4日 三之助忰 當人 万之助、親類惣 町御役人衆中 一紙 継目外れ（3枚）
に付) 代 平十郎、他2名

12.訴訟

一紙

1 (松の木伐取一件吟味願に付書状) 申2月 千葉町 八郎左衛門 一紙 前欠 継目外れ（5枚）

19.金融・貸借

冊子

1 金銀出入帳 嘉永5年1月 種屋 八郎左衛門 横帳

2 頼母子講月集帳 嘉永5年9月 會主 伝之助 横帳

3 下駄出入通入帳 安政4年4月 種屋 八郎左衛門 下駄屋 武助様 横帳

4 覚（桐下駄等預りに付） 横帳 綴紐外れ

一紙

1 預り申金子之事 元禄3年10月25日 高品村 組頭 預り主 市郎左衛 千葉町 留原七郎左衛門殿 一紙
門、同村 組頭 惣左衛門、他3名

2 預り申金子之事 元禄7年3月22日 金預り主 千葉町 傳右衛門、請人 千葉町 七郎左衛門殿 一紙
寒川村 七兵衛

3 預り申金子之事 元禄9年3月21日 預り主 千葉町 市左衛門、他2名 ちは町 七郎左衛門殿 一紙

4 預り申金子之事 元禄10年4月17日 寒川村 金預り主 喜右衛門、他2名 富原七郎左衛門殿 一紙

5 預り申金子之事 寛政元年11月 預り主 八郎左衛門、他1名 宗胤寺様 世話人中 一紙

6 預り申金子證文之事(諸堂修理金預りに付) 寛政3年11月 金子預り主 八郎左衛門、請人 三 宗胤寺様 世話人中 一紙
郎兵衛

7 差上申一札之事(拝借金返済猶予願に付) 丑10月 千葉町 拝借主 茂兵衛 小川大左衛門様 一紙 継目外れ（2枚）
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20.経営・雇用

一紙

1 相渡シ申人請状之事 享保5年3月27日 曽加野村 人主 庄八郎、同所 請 千葉町 八郎左衛門殿 一紙
人 庄五郎

2 相渡申人請状之事 享保6年12月27日 上総国市原郡勝間村 人主 権左 千葉町 八郎左衛門殿 一紙
衛門、他1名

3 相定申御諸状之事(奉公人請状に付) 元文4年12月27日 作草部村 人主 源兵衛、他1名 千葉町 八郎左衛門殿 一紙

21.助郷

冊子

1 諸人馬賃銭割取立帳 嘉永5年4月 年番名主 八郎左衛門 横帳

2 椎木傳馬賃銭取立帳 安政2年3月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

24.宗教

冊子

1(1) 閏祭諸色雑用取立帳 嘉永7年12月5日 名主 八郎左衛門、他6名 横帳

1(2) 覚（寅閏祭礼入用請取に付） 6月24日 勝三郎 御名主 八郎左衛門様 一紙

2 閏祭一件諸雑用割合帳 嘉永7年12月5日 横帳

3 當卯祭禮入用取立帳 安政2年8月 千葉町 名主 八郎左衛門 横帳

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（宗胤寺後住に徳宗仰付願） 宝暦3年7月 千葉町 宗旦頭 十郎兵衛、同 三 御役所様 一紙
郎兵衛

26.家・生活・書簡

冊子

1 紐解御祝儀并諸入用扣帳(富原八郎左衛門忰専太郎七 慶応2年11月 横帳
ツ祝儀に付)
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SS-05 下総国千葉郡遍田村
へ た

【現行地名】 千葉県千葉市緑区辺田町
【概要】 遍田（へた）村は、慶長年間に平山村から分村して成立したと伝わる。辺田・辺多・扁田などとも書く。寛永5年（1628）以降、幕末まで一貫して生実藩領（森川氏）。元禄年間

頃、野田村を分村した。このため、寛永5年の「小弓領郷帳」では233石余であったのが、「元禄郷帳」166石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに190石余と減少している。明治22
年（1889）に誉田（ほんだ）村の大字となる。
助郷の免除願いに関する史料がみられる他、平山村雲中（くもち）の百姓との相論史料が残る。

【年代】 文政6年（1823）～明治6年（1873）
【点数】 32点（冊子32点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 （高反別帳） 天保9年4月 遍田村 名主印 御役所様 竪帳

2 以書付奉願上候(百姓長五郎小作仕度に付) 天保12年3月～5月 願人 栄蔵、他2名 村御役人中 竪帳

3 乍恐以書付奉願上候(流地差戻しに付) 弘化2年4月25日 願人 彦次郎、他1名 御役所様 竪帳

4 （名寄帳） 竪帳

5 千葉町其分・隣村里数 書上帳 明治6年9月 右村(宇那谷村） 副戸長印、立會 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 混入文書の可能性あ
人印 り

3.租税・貢租

冊子

1 （割付米等書上に付） 天保13年11月 扁田村 名主 市之丞 御役所様 竪帳

6.村・村政

冊子

1 御年貢早皆納仕候ニ付御褒美扣 天保15年11月2日 扁田村 名主 市之丞、他3名 御役所様 竪帳 虫損

2 金銭利足之儀ニ付議定書之写 弘化3年3月 村中一同 連印 村役人衆中 竪帳 虫損大

11.治安

冊子

1 曽我野村一件済口写(重次郎死亡一件に付) 天保10年6月 下総国千葉郡曽我の村 百姓 市 御地頭所様 御役人中様 竪帳
助、他20名
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2 宗兵衛盤将一件扣 天保14年 竪帳

3 惣兵衛風聞不宜義ニ付被召出夫々御吟味受及白状右引 弘化2年2月2日 竪帳
合之者ども罷出受札裁許其外扣

12.訴訟

冊子

1(1) 雲中一件書附寫(郷山売木割合金配分に付) 文政6年2月～ 扁田村 竪帳 挟込み文書あり
文政7年4月

1(2) （雲中一件に付訴状控） 文政7年3月 御領分 遍田村 百姓代専太郎病 森川内膳正様 御役所様 一紙 前欠 継目外れ(3枚)
気ニ付代 重次郎、他1名 (1)の挟込み文書

1(3) 御年玉（村中年礼に付） 慶応2年 多部田村 八郎兵衛 竪帳 (1)の挟込み文書

2 頼書写 天保8年9月 竪帳

3 田地賣渡ニ付出入一件 天保10年 下総國千葉郡扁田村 竪帳

4 平山村四郎左衛門新十郎一件内済 弘化3年7月 御領分平山村組頭金右衛門、他3 御役所様 竪帳
村18名

5(1) 訴答願面写（居屋敷境木改置候に付） （嘉永2年）4月 竪帳 合冊・2冊の内1

5(2) 御裁許御繪圖面御裏書寫（屋敷地境論一件訴上に付） 嘉永2年6月18日 竪帳 合冊・2冊の内2

6 宮前之畑一件済口写（種次郎持畑吉次郎譲請に付） 扁田村 百姓 種次郎、他6名 御役所様 竪帳

18.商業

冊子

1 農間商ひ渡世之者書上帳 天保14年6月 扁田村 組頭 庄次郎、名主 市之 御役所様 竪帳
丞

2 綿打取極書（賃銭取決に付） 嘉永5年2月 仲間連名 竪帳

21.助郷

冊子

1 江戸表ニ而御利解書并歎願書写（人馬買上手当に付） 天保14年10月23日 竪帳

2 （人馬助郷一件に付諸願書下書綴） 天保14年11月17日 御領分 下総国 竪帳 虫損

3 （人馬助郷一件に付諸願書下書綴） 天保14年 竪帳
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4 （人馬助郷一件に付諸願書下書綴） 天保14年 竪帳

5 （日光御参詣に付人馬助郷諸願書下書留） （天保14年） 竪帳 一紙挟込みあり

6 近海為御巡見御勘定奉行石河土佐守様預所其外御大勢 嘉永3年6月4日 竪帳
様御通行に付濱曽我野より人馬助合之儀願書

7 乍恐以書付御歎願奉申上候(助郷免除に付) 嘉永5年11月 水野壱岐守領分 上総国市原郡草 御奉行所様 竪帳
苅村、他8村 小前役人惣代 右同
領分同国同郡野田村 名主 太左
衛門

8 乍恐以始末書奉歎願候（人馬助郷免除願に付） 嘉永5年12月 右村 名主 甚右衛門、他1名 論所御改御出役 中川亮平様 竪帳

9 今般小金町より人馬助郷村一件願書之写 文久3年8月 森川内膳正領分下総国千葉郡中 御奉行所様 竪帳
西村、他10村惣代 同国同郡野田
村 問屋 庄助、同国同郡平山村
名主 金右衛門

24.宗教

冊子

1 粟嶋社修造御寄附帳 弘化4年2月 斎木伊豫正、子安講御当番世話人 竪帳
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SS-06 下総国千葉郡下坂尾村〔若林家文書〕

【現行地名】 千葉県千葉市若葉区大宮町・太田町
【概要】 坂尾村は、当初長峯村の一部。江戸初期に長峯村のうち旗本板倉氏知行分が大高長峯村と呼ばれ、延宝7年（1679）に佐倉藩領となった際に坂尾（さんご）村に改称して分

村した。その後、上坂尾・下坂尾に分かれた。星久喜・加曽利・仁戸名・長峰・川戸の各村とともに佐倉藩五郷組合をなす。こうした経緯から、長峯村との関係が深く、しばしば
下（下坂尾村）・長（長峯村）・上（上坂尾村）と略記されている。なお、枝村として「花和村」があり、年貢は本村分と花和分にわかれていた。坂尾村全体の村高は、「元禄郷帳」
1019石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1071石余。明治20年（1887）に大宮村の大字となる。
明治期の文書の所持記載として、若林氏の名が見えることから、下坂尾村の名主・戸長をつとめた若林半左衛門家文書と思われる。同村の名主を中嶋寅三郎家がつとめた
時期の文書も確認できるが、若林氏に引き継がれたものか。なお、肝煎伊藤四郎右衛門が窪田長八に出した年貢関係史料が3点あり、出羽国酒田の文書と考えられるが、確
証を欠く。混入の可能性が高いが、便宜的に目録に掲載する。

【年代】 宝永6年（1709）～明治6年（1873）
【点数】 504点（冊子416点、一紙88点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御請書（関東御取締筋御改革に付） 文政11年11月 下坂尾村、長峯村 竪帳

2 取極申儀定書之事 文政12年3月 竪帳

3 関東御取締御出役被仰渡御請書連印扣帳 天保2年9月 下坂尾村 竪帳

4 御取締筋被仰渡御請證文 （天保13年） 竪帳

5 御觸書控帳 弘化4年1月 下坂尾村 横帳

6 差上申請書之事（博奕・勝負事制禁に付） 弘化4年1月 下坂尾村 横帳

7 御觸書控帳 嘉永2年7月 下坂尾村 横帳

8 御觸書控帳 安政2年1月 下坂尾村 横帳

9 御觸書扣帳 文久元年1月16日 下坂尾村 横帳

10 御觸面之趣承知仕書上帳 文久元年4月 下坂尾、長峯村中 横帳

11 御觸書控帳 慶応3年1月 下坂尾村 市五郎右衛門 横帳

12 御觸書控帳 慶応3年7月 下総国千葉郡下坂尾村 名主 横帳

13 御觸書控帳 慶応3年8月 下坂尾村 名主 横帳

14 御觸書扣帳 慶応3年9月 下坂尾むら 横帳

15 御觸書控帳 慶応4年1月 下坂尾村 横帳
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16 御觸書控帳 慶応4年5月28日 下坂尾村 横帳

17 御請書（商いは農間に少々致すべき等に付請書） 辰3月 坂尾村 五郎七、治市郎、政吉、 御役所様 竪帳
他48名

18 被 仰渡書并ニ 村々里数御調書帳面略記御請書之写 巳9月 竪帳

19 御觸書控帳 明治元年11月20日 下坂尾村 横帳

20 明治元年御觸書控帳 巳(明治2年)1月18日 下坂尾村 横帳

21 御觸書控帳 明治2年3月12日 下坂尾村 横帳

22 御觸書控帳 明治2年8月19日 下坂尾村 横帳

23 取極儀定書（違作のため御検見願に付） 明治2年9月 上坂尾村 横帳

24 御觸書控帳 明治3年1月 下坂尾村 横帳

25 御觸書控帳 明治4年1月 下坂尾邨 横帳

26 太政官被仰出し写（ペスト予防に関して） （明治4年）6月 下坂尾邨 竪帳

27 御布告之寫 第二 明治4年9月 下坂尾村 横帳

28 御頒布之寫 印旛縣一 明治4年12月 下坂尾村 竪帳

29 御頒布之寫 第三 明治5年3月6日 若林 竪帳

30 御布告之寫 印幡縣第二 明治5年3月 下坂尾邨 横帳

31 御布告之寫 印旛縣四 明治5年7月～ 下坂尾村 竪帳
明治5年9月3日

32 （宿村役人人選に関し布達） 申(明治5年）9月2日 第四小区 戸長頭取 足立吉郎右 坂尾邨、長峰邨、他5村 竪帳 継目外れ(2枚)
衛門、他2名

33 御頒布之寫 第六号 明治5年10月 坂尾村 竪帳

34 御布令之寫 申(明治5年）11月19 若林氏 竪帳
日

35 御布告之寫 申（明治5年）11月 若林半左衛門 竪帳

36 御頒布之寫 第一 明治6年1月 下坂尾村 竪帳

37 御頒布之扣 第四号 明治6年4月25日 若林 竪帳

38 御布告ノ寫 明治6年6月6日 若林氏 竪帳
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39 御布告ノ寫 明治6年6月16日 戸長 竪帳

40 請印帳（馬具に関し） 明治6年6月25日 下坂尾村 横帳

41 御布達之扣 明治6年7月21日 若林 竪帳

42 御布達之寫 明治6年10月2日 戸長 若林氏 竪帳

43 （神領寺領御朱印除地認めの仰達に付廻状） 辰（明治）11月3日 小惣代 松尾村 名主 治郎左衛門 竪帳

一紙

1 ［破れ］一札之事（年貢皆済以前の売米及博奕厳禁に付） 文政10年8月 次四良、他66名 名主 寅三郎殿、他5名 一紙 継目外れ（5枚）

2 為取替申議定書之事（法度遵守に付） 安政6年1月 加曽利村 名主 傳左衛門、他20名 一紙

3 乍恐以書付奉申上候（村絵図差出に付） 堀田備中守領分 下総国千葉郡坂 御国繪圖御用御出役 久世隠岐守 一紙
尾村 名主 寅三郎、他5名 様御内 中村傳治郎様

4 入置申一札之事（御尋書類無きに付） 明治3年2月8日 下坂尾村 当人 なつ、他2名 村役人中 一紙

2.土地

冊子

1 村田畑分記 元文2年11月 竪帳

2 下総国千葉郡坂尾村新田畑水帳 延享2年7月 西村平次兵衛、谷崎藤九郎、他1名 坂尾村 名主、組頭、百姓中 竪帳

3 御願申上被仰付候新山名寄帳 安永6年4月 下坂尾村 名主 治兵衛、他2村13 竪帳
名

4 御林改帳 安永7年3月 坂尾村 名主 市三郎、同 次兵衛、 御役所様 竪帳
他8名

5 御公儀様御検地反別御改ニ付内改帳 寛政5年6月 横帳

6 田畑名寄帳 寛政11年2月 上坂尾村 竪帳

7 田畑名寄帳 文化12年5月 下坂尾 名主 次四郎 竪帳

8 田畑名寄帳 文化12年5月 下坂尾 名主 次四郎 竪帳

9 享保十六亥御改新田畑小前帳 文政5年5月 下坂尾村 竪帳

10 名寄帳 文政5年5月 下總國千葉郡坂尾村 名主 治郎 竪帳
右衛門、他4名

11 貳（名寄帳） 文政5年5月 名主 次郎右衛門、他4名 竪帳
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12 三（名寄帳） 文政5年5月 名主 次郎右衛門、他4名 竪帳

13 證文控帳（土地証文控） 文政8年6月15日 下坂尾村 名主 治郎左衛門 竪帳

14 證文控之帳（土地証文控） 文政9年12月 下坂尾村 名主 寅三郎 竪帳

15 連印帳（御林下草金上納時の上坂尾村出訴に付） 天保2年1月 下坂尾村 竪帳

16 證文控之帳（土地証文控） 天保2年12月 下坂尾村 名主 寅三郎 横帳

17 名寄帳 天保5年3月 竪帳

18 田畑取米帳 天保7年11月 竪帳

19 證文控（土地証文控） 天保7年12月 下坂尾村 名主 中嶋寅三郎 竪帳

20 田畑成取調帳 天保10年8月 坂尾村 名主 寅三郎、同嘉兵衛、 林清八様 竪帳
他9名

21 永荒田畑成取調帳 天保15年2月 坂尾村 竪帳

22 巳反別小割 弘化2年11月29日 下坂尾村 横帳

23 証文控 弘化3年3月 下坂尾村 竪帳

24 永荒田畑成取調帳 酉（嘉永2年）5月 坂尾村 名主 忠右衛門 御役所様 竪帳

25 戌之反別小割帳 嘉永3年11月 下坂尾村 年番 半左衛門 横帳

26 亥ノ年反別小割帳 嘉永4年11月 下坂尾村 横帳

27 證文控（土地証文控） 嘉永7年1月 下坂尾村 竪帳

28 永荒田畑成取調帳 安政2年4月 坂尾村 名主 忠右衛門、同三左 竪帳
衛門、他8名

29 證文控（土地証文控） 安政3年1月 下坂尾村 竪帳

30 御田地入附控之帳 安政3年5月10日 下坂尾村 横帳

31 未反別小割帳 安政6年11月 下坂尾村 横帳

32 申ノ反別小割帳 万延元年11月 下坂尾村 横帳

33 酉反別小割帳 文久元年11月 下坂尾村 横帳

34 戌ノ反別小割帳 文久2年11月16日 下坂尾村 役人 横帳

35 文久三癸亥年御並木立様御見分控 文久3年2月 佐々木道太郎支配所 下総国千葉 竪帳
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郡下坂尾村

36 亥ノ反別小割帳 文久3年11月 下坂尾村 役人 横帳

37 證文控之帳（土地証文控） 文久4年2月 下坂尾村 竪帳

38 子反別小割帳 元治元年11月9日 横帳

39 證文控帳（土地証文控） 元治元年12月 下坂尾村 竪帳

40 字障子臺之内村山入札人控帳 慶応元年8月20日 下坂尾村 横帳

41 丑反別小割帳 慶応元年11月4日 下坂尾村 横帳

42 持高反別帳 慶応3年1月 伊兵衛 竪帳

43 夘ノ反別小割帳 慶応3年10月13日 下坂尾村 横帳

44 證文控帳（田地売渡に付） 慶応4年1月16日 下坂尾村 竪帳

45 新屋敷并家作取調帳 横帳

46 御引帳書抜（検地帳書抜） 横帳

47 田畑名寄帳 千葉郡下坂尾村 竪帳

48 （村高書上） 下総國千葉郡坂尾村 竪帳

49 （名寄帳） 竪帳

50 辰之反別小割帳 明治元年11月22日 下坂尾村 横帳

51 證文控帳（土地証文控帳） 明治2年1月 下坂尾村 竪帳

52 早稲中稲晩稲毛附書出し帳 明治2年10月 花輪分 横帳

53 巳反別小割帳 明治2年11月 下坂尾村 横帳

54 本村分苅田書出帳 明治2年11月 下坂尾村 横帳

55 畑方反別小割帳 明治2年11月 下坂尾村 横帳

56 證文控第一（土地証文控） 明治3年2月～明治4 下坂尾村 竪帳
年

57 中峠野植附儀定連印帳 明治3年2月 下坂尾村、長峰村 竪帳

58 午ノ反別小割帳 明治3年11月 下坂尾村 横帳

59 借用證文書 明治3年12月 下坂尾村 借主 次郎兵衛、他8名、 御役人衆中様 竪帳
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受人 治左衛門、他3名

60 畑方反別小割帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳

61 未ノ田方反別小割帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳

62 中峠上地分江御下金割合帳 明治5年2月 下坂尾村、長峯村 横帳

63 地券取調中諸色扣 明治5年10月17日 坂尾村下方 横帳

64 乍恐以書付御届奉申上候（山地并山銭書上に付） 申（明治5年）11月 第七大區四小區 千葉郡坂尾村 河瀬印旛縣令殿 竪帳
副戸長 林平左衛門

65 上地・除地・村持 其外名寄帳 明治6年4月 坂尾村 横帳

66 差入申一札之事（地券取調に付） 明治6年8月 當人 若林忠左衛門、他3名 御村役人衆中 竪帳

一紙

1 賣渡（ヵ）［破れ］之事（去戌御年貢未進皆済相成ざるに付） 寛政3年3月 賣主 四郎兵衛、請人 茂平治 次郎兵衛殿 一紙

2 済口證文之事（土地売渡に付） 文化10年3月 持主 賣人 清十郎、他5名 御名主中、御組頭中 一紙

3 為取替申済口證文之事（山林入会取極に付） 文政2年3月 上坂尾村 名主 平右衛門、下坂尾 一紙
村 名主 治郎右衛門、他2村11名

4 為取替申済口證文之事（山林入会取極に付） 文政2年3月 上坂尾村 名主 平右衛門、下坂尾 一紙 糊外れ（2枚）
村 名主 治郎右衛門、他2村11名

5 入置申一札之事（田地相返し不申に付） 天保4年11月 村 持主 源蔵、受人 平八 村 寅吉殿 一紙

6 取替申一札之事（雑木目障に付） 嘉永5年8月 下坂尾村 譲主 半左衛門、受人 同村 五左衛門殿 一紙
半右衛門

7 乍恐以書付御届奉申上候（往古より入会の野地に平山村 子3月 長峯、坂尾 役人 一紙
新田開発致に付）

8 乍恐以書付奉願上候（坂尾長峯両村入会の野地に付） 7月 坂尾村下方 願人 名主 寅三郎、 御役所様 一紙 継目外れ（5枚）
他7名

3.租税・貢租

冊子 A．年貢割合

1 夘前割控帳 天保14年7月 下坂尾村 横帳

2 夘暮割控帳 天保14年12月 横帳

3 巳前割控帳 弘化2年6月 横帳
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4 御検見諸入用割合帳 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

5 巳暮割控帳 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

6 千弐百石千石割合帳 弘化3年12月 横帳

7 未ノ前割控帳 弘化4年3月 下坂尾村 横帳

8 未ノ暮割控帳 弘化4年12月 下坂尾村 横帳

9 申ノ暮割合扣帳 嘉永元年10月 下坂尾村 横帳

10 千弐百石割合帳 嘉永3年1月 横帳

11 戌ノ暮割合帳 嘉永3年12月 下坂尾村 横帳

12 亥ノ御年貢庭帳 嘉永4年10月 下坂尾村 横帳

13 亥ノ暮割控帳 嘉永4年12月 下坂尾村 横帳

14 新山上納金并諸入用割合帳 嘉永4年12月 下坂尾村、長峯村 横帳

15 下長割合控帳 嘉永4年12月 下坂尾村 横帳

16 寅暮割合帳 安政元年12月17日 下坂尾村 横帳

17 千石千弐百石割合扣帳 安政2年12月 横帳

18 未籾糯扣長（ママ） 安政6年11月 下坂尾村 横帳

19 未暮割合書出帳 安政6年12月 下坂尾村 横帳

20 申ノ籾糯控帳 万延元年10月 下坂尾村 横帳

21 申ノ暮割控帳 万延元年12月20日 下坂尾村 役人 横帳

22 酉ノ籾糯控帳 文久元年11月 下坂尾村 横帳

23 酉ノ暮割合帳 文久元年12月20日 下坂尾村 役人 横帳

24 戌糯籾米割合帳 文久2年11月16日 下坂尾村 役人 横帳

25 戌之暮割合帳 文久2年12月18日 下坂尾村 横帳

26 亥糯籾米割合帳 文久3年11月11日 下坂尾村 役人 横帳

27 亥之暮割合帳 文久3年12月19日 下坂尾村 横帳

28 子ノ暮割合元帳 元治元年12月20日 下坂尾村 役人 横帳
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29 高掛御用金割合控帳 慶応元年8月24日 下坂尾村 横帳 虫損、綴外れ

30 丑之糯米籾割合帳 慶応元年12月4日 下坂尾村 横帳

31 丑之暮割合控帳 慶応元年12月15日 下坂尾村 役人 横帳

32 丑之新國役割合控帳 慶応元年12月21日 下坂尾村 役人 横帳

33 寅ノ籾糯割合帳 慶応2年11月18日 下坂尾村 横帳

34 寅ノ暮割合元帳 慶応2年12月20日 下坂尾村 横帳

35 卯之籾糯米割合帳・辰之籾糯米割合帳 慶応3年11月 下坂尾村 横帳

36 辰籾糯米割合帳 明治元年11月22日 下坂尾村 横帳

37 辰之暮割合帳 明治元年12月20日 下坂尾村 横帳

38 巳ノ暮割合元帳 明治2年12月20日 下坂尾村 横帳

39 籾糯割合帳 明治2年12月 下坂尾村 横帳

40 巳之御籾納割控帳 明治2年12月 下坂尾村 横帳

41 午ノ籾糯割合帳 明治3年11月 下坂尾邨 横帳

42 未ノ暮割合帳 明治4年12月 下坂尾村 横帳

冊子 B．年貢取立

1 丑御年貢取立帳 天保12年11月10日 下坂尾村 横帳

2 籾糯取合帳 天保14年11月 下坂尾村 横帳

3 當夘御年貢取立帳 天保14年11月 上坂尾村 役人 横帳

4 辰籾米取立帳 天保15年10月23日 下坂尾村 横帳

5 巳畑米取立帳 弘化2年11月28日 下坂尾村 横帳

6 巳御年貢取立帳 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

7 午御年貢取立帳 弘化3年10月19日 上坂尾村 役人 横帳

8 籾糯取立帳 弘化3年10月 下坂尾村 横帳

9 午御年貢取立帳 弘化3年10月 下坂尾村 横帳

10 未御年貢下方御取立帳 弘化4年10月 上 村役人 横帳
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11 未御年貢取立帳 弘化4年10月 上坂尾村 役人 横帳

12 未籾糯取立帳 弘化4年10月 横帳

13 申籾糯取立帳 嘉永元年10月 下坂尾村 横帳

14 申ノ御年貢取立帳 嘉永元年10月 下坂尾村 横帳 綴外れ

15 申御年貢庭帳控 嘉永元年10月 下坂尾村 横帳

16 戌御年貢取立帳 嘉永3年10月 下坂尾村 横帳

17 戌御年貢取立帳 嘉永3年11月 上坂尾村 横帳

18 亥年糯籾控之帳 嘉永4年11月 下坂尾村 横帳

19 亥ノ御年貢取立帳 嘉永4年11月 下坂尾村 横帳

20 亥御年貢取立帳 嘉永4年11月 上坂尾村 役人 下坂尾村 御役人衆中様 横帳

21 子御年貢とり立帳 嘉永5年11月 下坂尾村 御役人衆中 上坂尾村 役人共 横帳

22 丑御年貢取立帳 嘉永6年11月3日 上坂尾村 役人 横帳

23 山金取立帳 嘉永6年12月 下坂尾村 横帳

24 寅ノ糯籾取立帳 嘉永7年10月 下坂尾村 横帳

25 寅ノ御年貢取立帳 嘉永7年10月 下坂尾村 横帳

26 寅御年貢取立帳 嘉永7年11月 上坂尾村 横帳

27 卯ノ籾糯取立帳 安政2年11月 下坂尾村 横帳

28 卯御年貢取立帳 安政2年11月 上 役人 下坂尾村 御役人衆中様 横帳

29 卯ノ御年貢取立帳 安政2年12月 下坂尾村 横帳

30 巳御年貢取立帳 安政4年11月 下坂尾村 横帳

31 午御年貢取立帳 安政5年11月 下坂尾村 横帳

32 未御年貢取立帳 安政6年11月 下坂尾村 横帳

33 申御年貢取立帳 万延元年11月 上坂尾村 役人 横帳

34 申御年貢取立帳 万延元年11月 下坂尾村 役人 横帳

35 酉御収納取立帳 文久元年11月 下坂尾村 横帳
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36 当酉御収納米取立帳 文久元年11月 上坂尾村 役人 下坂尾村 御役人衆中 横帳

37 戌ノ御収納取立帳 文久2年11月16日 下坂尾村 役人 横帳

38 當戌ノ御収納書替金取立帳 文久2年11月28日 下 村役人 横帳

39 戌御年貢取立帳 文久2年11月 上坂尾村 役人 横帳

40 亥御年貢取立帳 文久3年11月11日 下坂尾村 役人 横帳

41 亥御年貢取立帳 文久3年11月 上坂尾村 役人 横帳

42 御年貢庭帳 元治元年10月 下坂尾村 横帳 綴外れ

43 子御年貢取立帳 元治元年11月9日 下坂尾村 役人 横帳

44 子御年貢取立帳 元治元年11月 上坂尾村 役人 横帳

45 丑之御年貢取立帳 慶応元年11月4日 下坂尾村 横帳

46 寅ノ御収納米庭帳 慶応2年10月17日 下坂尾村 横帳

47 寅ノ御年貢取立帳 慶応2年11月9日 下坂尾村 横帳

48 慶應三年分御年貢通帳 慶応3年8月 肝煎 伊藤四郎右衛門 窪田長八殿 小横 混入文書ヵ

49 夘御年貢取立帳 慶応3年10月13日 下坂尾村 横帳

50 夘御年貢取立帳 慶応3年10月 上坂尾村 横帳

51 卯諸役銭取立帳・御上納物納方扣帳 慶応3年12月24日 下坂尾村 横帳

52 中尾余野入用割合帳 辰8月25日 長峯村、下坂尾村 横帳

53 辰之御年貢庭帳 明治元年10月22日 下坂尾村 横帳

54 辰御年貢取立帳 明治元年11月22日 下坂尾村 横帳

55 巳畑方御年貢取立帳 明治2年11月 下坂尾村 横帳

56 巳之御年貢取立帳 明治2年12月 下坂尾村 横帳

57 午御年貢取立帳 明治3年11月 下坂尾村 横帳

58 午之御年貢庭帳 明治3年11月 下坂尾邨 横帳

59 未ノ田方御年貢取立帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳

60 未賦税庭帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳
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61 未ノ畑方御年貢取立帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳

62 畑方代金取立帳 明治4年11月 下坂尾村 横帳

63 壬申石代金取立帳 明治6年1月5日 下坂尾村 横帳

冊子 C．その他

1 新田畑書上帳 寛政5年2月 坂尾村 名主 作右衛門、同 嘉兵 御役所様 竪帳
衛、他4名

2 高組合改帳 文政5年5月 下坂尾村 竪帳

3 縄納通 天保4年10月 坂尾村 小横

4 中稲・晩稲 御検見帳 天保7年9月 坂尾村 竪帳

5 申 早稲・中稲・晩稲 御検見帳 天保7年9月 坂尾村 竪帳

6 御検見引米・夫食取下米 頂戴割渡帳 天保7年12月 横帳

7 高組合改帳 天保10年3月 下坂尾村 竪帳

8 御趣意被仰渡請書（早稲の年貢等に付） 弘化2年8月 下坂尾村 横帳

9 巳御年貢御上納控帳 弘化2年10月 下坂尾村 名主 寅三郎 横帳

10 御検見諸入用帳 弘化2年10月 坂尾村、長峯村 横帳

11 巳晩稲御檢見帳 弘化2年10月 花和分 坂尾村 竪帳

12 御検見引米割渡帳 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

13 當年ノ納縄扣帳 弘化3年4月 坂尾村 横帳

14 申御年貢駄賃帳 嘉永元年11月 下坂尾村 横帳

15 田畑成取調帳 嘉永3年3月 坂尾村 名主 利右衛門、同 忠右 竪帳
衛門、他9名

16 戌之御年貢納帳 嘉永3年10月 下坂尾村 横帳

17 免定外金銭上納通 嘉永5年9月 坂尾村 横帳 一紙挟込みあり

18 御年貢駄賃帳 嘉永7年11月19日 下坂尾村 横帳

19 免定外金銭上納通 嘉永7年11月 坂尾村 小横

20 高組合改帳 安政4年 下坂尾村 竪帳
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21 免定外金銭納通 万延元年8月 坂尾村 小横 付箋剥離

22 申ノ糯米駄賃帳 万延元年11月18日 横帳

23 酉ノ御奴（ママ）納米無心帳 文久元年11月 下坂尾村 横帳 虫損

24 文久三年分御年貢通帳 亥（文久3年）8月 肝煎 伊藤四郎右衛門 窪田長八殿 小横 混入文書ヵ

25 高祓諸雑用控帳 元治元年2月16日 下坂尾村 横帳

26 元治元年分御所納通帳 元治元年8月 肝煎 伊藤四郎右衛門 窪田長八殿 小横 混入文書ヵ

27 郷兵御手当金割合取立帳 元治元年8月 下坂尾村 役人 横帳

28 丑之御年貢駄賃帳 慶応元年11月11日 下坂尾村 横帳

29 請印帳（他村越名石高請戻度儀） 慶応2年12月 長峯村 役人中 竪帳

30 夘御年貢駄賃帳 慶応3年11月20日 下坂尾村 横帳

31 當卯ノ御収納寒川御蔵納控帳 慶応3年11月 下坂尾村 横帳

32 覚（高掛銭集金に付） 寅8月 集人 勘次、三右衛門 横帳

33 覚（村内割合に付） 横帳

34 此度村々干鰯相渡縄上納相成候趣意左之通り 竪帳

35 （高役金書上） 横帳 虫損大、取扱注意

36 當田方 早稲・中稲・晩 御検見帳 明治2年9月 花和分 下坂尾むら 竪帳

37 當田方 早稲・中稲・晩稲 御検見毛揃帳 明治2年9月 本村 花和分共 下坂尾むら 竪帳

38 當田方 早稲・中稲・晩 御検見毛揃帳 明治2年9月 本村 花和分共 下坂尾むら 竪帳

39 早稲・中稲 御検見帳 明治2年9月 本村分 下坂尾邑 名主 源三郎 竪帳

40 本村分早稲中稲毛附書出帳 明治2年10月 下坂尾村 横帳

41 當田方晩稲御検見毛揃帳 明治2年10月 本村分 下坂尾村 横帳

42 午御年貢駄賃帳 明治3年11月25日 下坂尾村 横帳

43 午ノ端（糯ヵ）米俵数覚帳 明治3年11月 横帳

44 申ノ貢米金納願之扣 明治5年10月12日 坂尾村 横帳
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一紙

1 丑年千葉郡坂尾村御成ヶ割付之事 宝永6年10月 宮原作太夫、他4名 右之村（坂尾村） 名主、百姓中 一紙

2 辰年千葉郡坂尾村御成ヶ割付之事 正徳2年10月 関数右衛門、小林嘉右衛門、他3 右之村（坂尾村） 名主、百姓中 一紙
名

3 午年千葉郡坂尾村御成ヶ割付事 正徳4年10月 関数右衛門、他5名 右之村 名主、百姓中 一紙

4 （御年貢可納免定） 寛延4年10月 源田和四郎、他12名 一紙 前欠

5 相模守様当坂尾村御年貢御定免宝暦頃覚 宝暦6年 一紙

6 亥御年貢可納免定 明和4年10月 水飼茂太夫、他7名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

7 丑御年貢可納免定 明和6年10月 木村各左衛門、佐久間権太夫、他 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙
8名

8 午御年貢可納免定 天明6年10月 小泉左助、他10名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

9 亥御年貢可納免定 寛政3年10月 石井武八郎、他12名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

10 辰御年貢皆済目録 寛政9年3月 藤本段九郎、石井惣太夫、他3名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

11 巳御年貢可納免定 寛政9年10月 森口文助、他11名 一紙

12 寅御年貢可納免定 文化3年10月 大沢永右衛門、他12名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 継目外れ（2枚）

13 辰御年貢可納免定 文化5年10月 大沢永右衛門、他12名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

14 申御年貢可納免定 文化9年10月 大沢永右衛門、他13名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

15 酉御年貢可納免定（年貢皆済目録） 文化10年10月 大沢永右衛門、他13名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

16 丑御年貢皆済目録 文化15年3月 平田半十郎、他4名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

17 覚（御成箇定免に付） 文政13年5月 郡方役所 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

18 覚（御成箇定免に付） 天保4年3月 郡方役所 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

18(1) 覚（当申ヨリ戌迄三ヶ年定免に付） 天保7年4月 郡方役所 右村（坂尾村）名主、組頭、惣百姓 一紙 枝番は一括状況とは
無関係

19 亥御年貢可納免定 天保10年10月 平尾一郎太夫、他11名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 継目外れ（2枚）

20 覚（御成箇定免三年延長に付） 天保13年8月 郡方役所 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

21 午御年貢皆済目録 弘化4年3月 半沢兼蔵、他4名 右村(坂尾村) 名主、与頭、百姓代 一紙

22 未御年貢皆済目録 嘉永元年3月 河内駒之助、日野角七、柴田新左 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙
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衛門、他2名

23 亥御年貢皆済目録 嘉永5年3月 河内駒之助、神猪左衛門、他3名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

24 丑御年貢皆済目録 嘉永7年3月 小村藤十郎、他4名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

25 寅御年貢可納免定 嘉永7年10月 小柴新一郎、他13名 一紙

26 寅御年貢皆済目録 安政2年3月 小柴新一郎、他4名 一紙

27 夘御年貢皆済目録 安政3年3月 小柴新一郎、他4名 一紙

28 巳御年貢可納免定 安政4年10月 窪田庄九郎、他12名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

29 午御年貢可納免定 安政5年10月 窪田庄九郎、小柴新一郎、他10名 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 継目外れ（5枚）

30 覚（御成箇定免に付） 万延元年8月 郡方役所 右村(坂尾村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

31 （御年貢可納免定） 万延元年10月 窪田庄九郎、他12名 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙

32 奉差上御請書之事（収納米蔵納に付） 巳12月 坂尾村 名主 源三郎 御蔵御役所様 一紙

33 差上申詫一札之事（平均7升切り引きに付） 未9月 長峯村、坂尾村 小前 半右衛門、 右村 御役人衆中様 一紙 継目外れ（2枚）
他88名

34 乍恐以書付奉願上候（当年違作にて田方年貢上納仕方 申11月 坂尾村 名主 寅三郎、他10名 御役所様 一紙
に付）

4.戸口

冊子

1 寅人別宗門御法度写 文政10年3月 下坂尾村 名主 寅三郎 竪帳

2 天台宗子年宗門人別御改帳 天保11年3月 竪帳

3 五人組證文 天保13年3月 坂尾村 竪帳

4 天台宗寅年宗門人別御改帳 天保13年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳 虫損

5 天台宗夘年宗門人別御改帳 天保14年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳

6 午年宗門人別御改帳 弘化3年3月 下総国千葉郡坂尾村 横帳

7 五人組帳 弘化3年 下坂尾村 竪帳

8 天台宗酉年宗門人別御改帳 嘉永2年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳 虫損

9 天台宗亥年宗門人別御請改帳 嘉永4年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳
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10 天台宗子年宗門人別御請改帳 嘉永5年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳

11 證文控（土地証文控） 万延2年1月 下坂尾村 竪帳

12 戌年宗門人別御改帳 文久2年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳

13 丑年人別増減帳 元治2年1月 横帳

14 寅年人別増減帳 慶応2年3月 坂尾村 横帳

15 辰ノ増減帳 慶応4年1月16日 下坂尾村 横帳

16 巳年人別宗門御改帳 明治2年3月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳

17 午年人別宗門御改帳 明治3年3月 下総国千葉郡坂尾村 名主 半左 御役所 竪帳
衛門、他4名

18 五人組帳 明治3年6月 下坂尾邨 竪帳

19 午人別増減帳 明治3年 上坂尾村 横帳

20 五人組證文下帳 明治4年3月 下総国千葉郡坂尾邨 横帳

一紙

1 一札之事（文五郎養子に付） 文政4年2月 宮崎村 名主 傳右衛門 下坂尾村 御名主 治郎右衛門殿 一紙

2 送り一札之事（縁組に付） 文政5年1月 西寺山村 東光院 下坂尾村 安楽寺 一紙

3 差出申一札之事（人別送りに付） 天保9年7月 右村（森與兵衛御代官所下総国 千葉郡永峯村之内下［虫くい］合 一紙 虫損大
香取郡新島料八筋川村） 直助 郷 寅二郎殿

5.身分

一紙

1 乍恐以書付御届ヶ奉申上候（進之助帳外に付） 嘉永元年5月 坂尾村 百姓 権右衛門、他3名 御役所様 一紙

6.村・村政

冊子

1 村法之帳 明和7年3月 下坂尾村 名主 治郎右衛門 竪帳

2 村中儀定書連印帳 文政8年9月 下坂尾村、長峯村 竪帳

3 連印帳（平山村新田開発のため出入入用割合に関し） 文政11年4月 下坂尾村、長峯村 竪帳
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4 家作御改書上帳 天保14年6月 下総国千葉郡坂尾村 竪帳

5 家作御改書上帳 天保14年6月 下総国千葉郡下坂尾村 名主 寅 御出役 大沢太内様 御目附 竪帳
三郎、他4名

6 賄帳書抜控 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

7 年中出物立替拂方帳 弘化2年12月 下坂尾村 横帳

8 戌落物控帳 嘉永3年12月 年番 半左衛門 横帳

9 御鷹御用賄控帳 嘉永4年8月2日 下坂尾村 横帳

10 如意御普請寄附性名録 嘉永4年10月 下坂尾村、長峯村 横帳

11 如意御普請寄附性名録 嘉永4年10月 下坂尾、長峯 横帳

12 御出役賄割出帳 嘉永5年12月17日 下坂尾村 役人 右村 御名主衆中様 横帳

13 下長諸入用割合帳 安政元年12月 下坂尾村 横帳

14 地頭性名其外書上帳 安政2年3月 下総国千葉郡下坂尾村 名主 忠 竪帳
右衛門、他8名

15 村方諸類改預帳 安政3年2月11日 下坂尾村 横帳

16 未ノ落物割合帳 安政7年2月16日 下坂尾村 役人 横帳

17 御用中村賄帳 万延2年1月13日 下坂尾村 役人 横帳

18 長峯村・下坂尾村・上坂尾村 三ヶ村賄帳 万延2年1月13日 下坂尾村 役人 横帳

19 申ノ落物酉前割出し帳 文久元年3月29日 下坂尾村 役人 横帳

20 御出役御賄割出し帳 文久元年12月 下坂尾村 横帳

21 字五郎御林下苅丁場割人別帳 文久2年2月9日 下坂尾村 役人 横帳

22 下・長 諸入用賄控帳 文久3年1月 横帳

23 千弐百石諸入用賄扣帳 文久3年1月 横帳

24 御廻村并外諸雑用割出元帳 文久3年10月 横帳

25 御出役組合割出し其外諸立扣帳 文久3年12月21日 横帳

26 下・長 賄諸入用控帳 文久4年1月16日 横帳

27 千弐百石諸入用控帳 文久4年1月16日 横帳
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28 千石賄諸入用扣帳 文久4年1月16日 横帳

29 亥ノ落物割合帳 文久4年3月 上坂尾村 役人 横帳

30 下坂尾長峯郷山口々入札入分帳 元治元年11月11日 横帳

31 下坂尾村・長峯村 郷山代金割渡し帳 元治元年12月23日 横帳

32 千葉町御取締雑用子落物割合帳 元治2年2月 下坂尾村 横帳

33 丑ノ落物口々割合帳 慶応2年2月 下坂尾村 役人 横帳

34 中尾余野一件割合帳 慶応3年4月25日 下坂尾村 横帳

35 中峠野一件出府入用其外賄入用割合帳 慶応3年5月～6月 下坂尾村 横帳

36 中峠野一条日掛銭取調帳 慶応3年6月15日～ 横帳
慶応4年4月

37 中尾余野一件日掛連印帳 慶応3年6月15日 下坂尾村、長峯村 横帳

38 中尾余野一件ニ付日掛請取帳 慶応3年9月21日 下長 村役人 横帳

39 山方御出役賄入用控帳 慶応3年11月20日 下坂尾村 役人 横帳 虫損

40 千葉町八刕入用并御高札山方諸入用割合之帳 慶応3年11月23日 下坂尾村 役人 横帳

41 中尾余野一件入用取知連印帳 慶応3年 下坂尾村 横帳

42 中尾余野一件入用割合帳 慶応4年9月24日 下坂尾村 横帳

43 覚（江戸出人足賃銭并落物割に付） 卯2月 兼松 集 横帳

44 直段引下帳 卯11月 下坂尾村 竪帳

45 乍恐以書附奉願上候（名主平右衛門不正有之退役のた 午6月 下坂尾村 願人 治左衛門、他48名 御役所 竪帳
め後役宗助に仰付けられたきに付）

46 乍恐御請出之事（高吉村預けに付） 未2月 右村(下坂尾村） 百姓代 源三郎、 御役所 竪帳
他3名

47 （一件入用金銭書上帳） 戌3月 下坂尾村 役人 横帳

48 覺（人名書上に付） 横帳

49 覚（中尾余野一件入用内借りに付） 下長 役人 横帳

50 植附届写（江戸築地御屋敷波除杭木持送人足賃銀賄等 竪帳
願）
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51 卯辰之落物割控帳 明治2年11月17日 下坂尾村 横帳 一紙挟込みあり

52 村賄控帳 明治2年12月 下坂尾村 横帳

53 取極申議定書之事（畑方等不作の件にて佐倉表へ出訴 明治2年12月 半左衛門、作左衛門、他13名 竪帳
の諸入用高割に付）

54 御検中村賄入用控帳 明治2年12月 横帳

55 下長両村諸賄帳 明治3年1月 下坂尾村 横帳

56 千弐百石賄帳 明治3年1月 下坂尾村 横帳

57 千石賄帳 明治3年1月 下坂尾村 横帳

58 墓場伐木代金取立帳 明治4年8月 下坂尾村 横帳

59 村賄之帳 明治4年12月 下坂尾村 横帳

60 村用萬覺帳 明治6年1月 下坂尾村 横帳

61 酉ノ年中賄扣帳 明治6年1月 下坂尾邨 横帳

一紙

1 一札之事（組頭跡役出入に付） 文政9年2月 下坂尾村 兼松、他8名 同村 御名主 治郎左衛門殿、御 一紙
組頭中

2 為取替申議定之事（行倒、変死人の取扱に付） 天保2年4月 坂尾村 名主 寅太郎、他12名 一紙

3 為取替申議定書之事（博奕賭禁止等に付） 天保6年1月 長峯村 年番名主 太郎左ヱ門、 一紙
他6名

4 差上申一札之事（不身持にて駄賃稼の粕干鰯等質入の 天保9年3月 下坂尾村 当人 寅吉、他8名 御名主 寅三郎殿、御組頭衆中 一紙 継目外れ（2枚）
儀御詫仕度に付）

5 為取替議定之事（夏季中足袋の用方等に付） 天保14年1月 仁戸名村 名主 三左衛門、他6村 一紙 中欠
20名 継目外れ（3枚）

6 差入申一札之事（旧縁の寅松病死に付） 弘化3年8月22日 辻久五郎知行所 下総国千葉郡大 長峯村、坂尾村 御役人衆中 一紙
森村 新八

7 御詫申一札之事（立木抜採に付） 弘化5年2月12日 下坂尾村 平吉、他2名 下坂尾村 御村役人衆中様 一紙

8 差上申御詫一札之事（鹿狩りの番務めずに付） 嘉永2年3月 当人 定治郎、親類 作左衛門、組 御役人衆様 一紙
合 兼松

9 入置申一札之事（冨太郎ら取調に付） 嘉永2年7月27日 下坂尾村 当人 冨太郎、他14名 下坂尾村、上坂尾村 御役人衆中 一紙
様
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10 差出申御請書之事（賭の諸勝負の儀御制禁に付） 文久元年8月 下坂尾 新右衛門忰 新七、他17名 右村 御役人中様 一紙

11 差上申御詫一札之事（鹿狩の追人足や村并之勤一切仕 酉3月 下坂尾村 当人 久次郎、親類 忠 御役人中様 一紙 継目外れ（3枚）
らずに付） 左衛門、他3名

12 差出申一札之事（風聞糺しに付） 戌9月 村役人 加曽利村 御取締 清兵衛殿 一紙

13 御糺ニ付奉申上候（村明細に付） 長峯、坂尾 役人 一紙

7.組合村

一紙

1 取替證文之事(博奕賭諸勝負の儀御制禁に付) 寛政9年2月 仁戸名村 名主 三左衛門、他4村 坂尾村 作右衛門殿、嘉兵衛殿 一紙 継目外れ（3枚）
20名 虫損

2 為取替申議定書之事(賭諸勝負御制禁堅守取極に付) 安政5年1月 加曽利村 名主 傳左衛門、与頭 一紙 継目外れ（3枚）
平右衛門、他19名

3 差上申一札之事(博奕侘入に付) 慶応3年11月 下坂尾村 当人 冨蔵、他4名 村 御役人様中 一紙

4 差上申一札之事(博奕侘入に付) 慶応3年11月 下坂尾村 当人 栄太郎、他8名 村 御役人様中 一紙

5 取極議定書之事(非常の節取防ぎに付） 慶応4年4月 一紙 継目外れ（2枚）

6 取極儀定書之事(世上不穏に付） 慶応4年4月 一紙

7 掟書之事(組合掟取極に付) 巳1月 加曽利村 取端名主 傳左衛門、 一紙
下坂尾村 名主 治(ヵ)右衛門、他
5村19名

8.水利・用水

冊子

1 箱洗井御普請目論見帳 天保11年12月 千葉郡長峯村 竪帳

2 圦樋并箱洗井用水堰土手御普請出来栄帳 天保12年8月 千葉郡 坂尾村、長峯村 御役所様 竪帳

3 字川間用水圦樋壱ヶ所箱洗井壱ヶ所 天保12年8月 長峯村 名主 鯤平、他3名 御役所様 竪帳

4 坂尾村・長峯村 入會圦樋箱洗井御普請出来形書上帳 弘化3年6月 長峯村 名主 庸太郎、他1村14名 竪帳

5 御普請目論見帳 万延2年2月 長峯村 竪帳

6 御普請目論見帳 万延2年2月 加曽利村、坂尾村、長峯村 竪帳

7 田畑成并井路敷永荒起返反別書上帳写 万延2年3月 坂尾村 竪帳
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8 田畑成并井路敷永荒起返反別書上帳 万延2年3月 坂尾村 竪帳

9 箱洗井御普請出来形帳 文久元年6月 長峯村 竪帳

10 坂尾村・長峯村 入會圦樋箱洗井御普請出来形書上帳 文久元年6月 坂尾村 名主 平右衛門、他 今村治郎橘様、小嶋重平様 竪帳

11 悪水側水腐見分帳 慶応4年9月 下坂尾村、長峯村 小横

12 両村入會字川間圦樋箱洗井目論見帳 明治3年2月 坂尾邨、長峯邨 竪帳

9.土木・建築

冊子

1 角来村土手普請佐倉田町並木普請両所人足賃銀割合帳 慶応3年4月 下坂尾村 役人 横帳

2 作場小橋普請請人別帳 慶応4年8月 横帳

11.治安

冊子

1 （村役人不正の旨申し聞かされ候に付一札） 明治6年8月 長谷川嘉助 御村役人衆中 竪帳

一紙

1 一札之事(送り質物世話に際し心得違いに付) 文化8年8月 清治郎 治四郎殿、五郎左衛門殿、組頭衆 一紙 継目外れ（2枚）
中

2 一札之事(團次の儀尋に付) 文政12年 下坂尾村 当人 寅松、他3名 組合村々 宛名 一紙

3 一札之事(亀山新助私使と称し候儀御尋ねに付) 文政13年1月 下坂尾村 当人 寅松、組合惣代 御組合村々 御名主衆中様 一紙 継目外れ（2枚）
権右衛門、他1名

4 差上申詫一札之事(手鎖宿預け願下げに付) 文政13年 下坂尾村 寅吉、他2名 御名主 寅三郎様、御組頭中様 一紙 継目外れ（3枚）

5 差上申一札之事(千葉町弁治郎他酒酔の上、口論致候一 天保2年9月 下坂尾村 寅松、与合惣代 仙之 右村 名主 寅三郎殿、与頭 幸右 一紙
件和談仕候に付) 助、他1名 衛門殿、他3名

6 差出シ申一札之事(西光寺にて不都合の出会相催候に付) 慶応3年4月26日 当人 鉄五郎、他8名 村 御役人中様 一紙

7 乍恐以書付奉願上候（徳三郎義長峯村勘右衛門方より衣 子10月 坂尾村 願人 清次郎、他2名 御取締御出役 大沢太内様 一紙
類盗候一件に付）

8 乍恐以書附奉願上候（父源太郎死骸引渡願に付） 寅6月 坂尾村 百姓 源次 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）

9 乍恐以書付奉願上候（御検使派遣に付） 辰12月 坂尾村 名主 寅三郎、与頭 市右 御役所様 一紙 継目外れ（3枚）
衛門、他2名
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10 乍恐以書付御届奉申上候（八郎兵衛方より出火仕候に付） 申2月 坂尾村 名主 三左衛門、他3名 御役所様 一紙

11 入置申一札之事(定治郎不埒にて入牢勘弁成るに付) 酉7月 坂尾村 当人 定治郎、他5名 村方 役人中様 一紙

12.訴訟

一紙

1 (治郎左衛門不法出入一件始末に付一札) 一紙 継目外れ（2枚）

15.貯穀

冊子

1 社倉積穀扣帳 天保11年10月21日 下坂尾村 横帳

2 社倉囲穀取調帳 弘化3年12月 坂尾村 竪帳

3 社倉囲穀書上帳 嘉永4年12月 坂尾村 名主 忠右衛門、同 半左 御役所様 竪帳
衛門、他7名

4 義倉積立金穀書上帳 明治4年11月 第廿五區 坂尾村 名主 若林半左 竪帳
衛門、他10名

16.農・林・水産業

一紙

1 取替申一札之事(百姓持山上木伐取に付） 文化5年1月 上坂尾村 名主 平右衛門、他2名 一紙 後欠

19.金融・貸借

冊子

1 新什金・大師金・日牌金 利足取立帳 嘉永元年11月24日 下坂尾村 横帳

2 大師金・日牌金・新什金 利足取立帳 嘉永5年11月24日 下坂尾村 横帳

3 新什金・日牌金・御大師金 利足取立帳 文久元年11月24日 下坂尾村 横帳

4 新什金・日牌金・大師金 利足取立帳 文久2年11月24日 下坂尾村 横帳

5 新什金・日牌金・大師金 利足取立帳 元治元年11月24日 下坂尾村 横帳

6 郷山伐木金貸金扣帳 元治元年11月27日 横帳

7 新什金・日牌金・大師金 利足取立帳 慶応元年9月24日 下坂尾村 横帳

8 大師金・日牌金・新什金 利足取立帳 明治元年11月24日 下坂尾村 横帳
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9 新什金・日牌金・大師金 利足取立帳 明治2年11月24日 下坂尾村 横帳

10 大師金・日牌金・新什金 利足取立帳 明治3年11月24日 下坂尾村 横帳

11 大師金・日牌金・新什金 利子取立帳 明治4年11月20日 下坂尾村 横帳

一紙

1 差上申請取一札之事 嘉永2年7月27日 長峯村 当人 繁蔵、他5名 坂尾村、長峯村 御役人衆中様 一紙

21.助郷

冊子

1 子人馬割合帳 天保11年12月17日 下坂尾村 横帳

2 丑ノ正人馬控帳 天保12年12月 下坂尾村 横帳

3 寅人馬割合帳 天保13年12月17日 下坂尾村 横帳

4 人馬一件入用帳 天保14年2月 横帳

5 暮割人馬助郷一件控帳 天保15年3月 下坂尾村 横帳

6 助郷一件入用扣帳 嘉永元年8月16日 下坂尾村 横帳

7 人馬役割合控帳 嘉永元年10月 下坂尾村 横帳

8 人馬一件諸入用割合帳 嘉永3年3月13日 下坂尾村 横帳

9 人馬一件入用割出帳 嘉永3年3月 下坂尾村 横帳

10 人馬一件下長入用割合帳 嘉永3年3月 長峯村 横帳

11 戌人馬割合帳 嘉永3年12月12日 下坂尾村 横帳 2冊合綴

12 戌人馬一件諸入用扣帳 嘉永3年12月18日 下坂尾村 横帳

13 人馬一件諸入用下長割 嘉永3年12月 横帳

14 亥人馬割控帳 嘉永4年12月 下坂尾村 横帳

15 人馬一件入用内割帳 嘉永6年2月17日 下坂尾村 横帳

16 子丑両年人馬一件入用割合帳 嘉永6年12月16日 横帳

17 丑人馬一件落物當日入用帳 嘉永6年12月17日 宿 下坂尾村 横帳
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18 寅ノ前割控帳 嘉永7年8月23日 下坂尾村 横帳

19 寅ノ人馬割合控帳 安政元年12月 下坂尾村 横帳

20 駄賃銭扣帳 安政2年11月19日 下坂尾村 横帳

21 卯人馬割合帳 安政2年12月19日 下坂尾村 横帳

22 未人馬割合書出シ帳 安政6年12月 下坂尾村 横帳

23 申ノ人馬割合帳 万延元年12月19日 横帳

24 酉ノ人馬割合帳 文久元年12月19日 下坂尾村 役人 横帳

25 戌之人馬割合帳 文久2年12月18日 下坂尾村 横帳

26 亥之人馬割合帳 文久3年12月19日 下坂尾村 横帳

27 東金出人馬當州出人足雇中間渡中間入用割出帳 元治元年12月3日 下坂尾村 役人 横帳

28 子ノ人馬割合元帳 元治元年12月20日 下坂尾村 役人 横帳

29 寅ノ人馬割合元帳 慶応2年12月20日 下坂尾村 横帳

30 高組人馬出控帳 慶応4年5月29日 下坂尾村 横帳

31 官軍人馬祈祷御酒代割合帳 慶応4年6月18日 横帳

32 當辰四月朔日ヨリ閏四月朔日迄寒川御蔵役所ヨリ佐倉迄 横帳 綴外れ
通し遣賃渡帳

33 辰之人馬割合帳 明治元年12月20日 下坂尾村 横帳

34 人馬馬組控帳 明治2年3月 下坂尾村 横帳

35 巳ノ人馬割合帳 明治2年12月 下坂尾村 横帳 綴外れ

36 未人馬割合帳 明治4年12月 下坂尾村 横帳

一紙

1 為取替儀定書之事（人馬助合諸入用に付） 嘉永元年8月 仁戸名村 名主 三左衛門、他5名 一紙 継目外れ（2枚）

24.宗教

冊子

1 道祖神修復・穂ニ付国神ニ而神酒 割合帳 安政3年11月 下坂尾、長峯 横帳
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2 妙見堂普請金取立帳 文久2年2月20日 下坂尾村 横帳

3 妙見堂勧化金三度目取立帳 元治元年3月 下坂尾村 横帳

4 大宮大権現拝殿修覆割合帳 慶応2年1月 長峯村、坂尾村 横帳

5 栄福寺什金利足取立帳 慶応2年11月24日 下坂尾村 役人中 横帳

6 従公儀被仰出候御触写弐通三箇寺ヨリ相達候口達之写 竪帳
（諸寺院の僧侶不律不如法の儀に付）

7 神前石垣勧昇連名記 山倉山 別当所 竪帳

一紙

1 覚（村内神社支配人書上に付） 酉6月 右村（坂尾村） 名主 次四良、同 御役所様 一紙
平右衛門、同 太右衛門、他6名

2 乍恐以書付奉申上候（鉄砲所持の有無御尋に付） 右村(坂尾村) 名主 市三郎、他9名 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）

27.戸長・村長・役場

冊子

1 壬申九月分諸入用帳 明治5年9月 第七大區四小區 千葉郡坂尾村 竪帳
副戸長 小林継之助、立會人 田
野佐兵衛

2 壬申十月分諸入用帳 明治5年10月 第七大區四小區 千葉郡坂尾村 竪帳
副戸長 小林継之助、立會人 田
野佐兵衛

3 壬申十一月分諸入用帳 明治5年 四小區 坂尾村 立會人 田野佐兵 竪帳
衛、副戸長 小林継之助

4 乍恐以書付奉願上候（林売払のため御取箇免除願取り下 （明治） 第七大區四小區 千葉郡坂尾村 印旛縣 御廰 竪帳
げに付） 戸長 若林半左衛門、他2名
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SS-07 下総国千葉郡有吉村

【現行地名】 千葉県千葉市緑区有吉町
【概要】 有吉村は、寛永4年（1627）から幕末まで生実藩領（森川氏）。村高は、「元禄郷帳」197石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに220石余。明治22年（1889）に生実浜野村の大字と

なる。村内にある泉蔵寺（真言宗）の関係史料が残る。
【年代】 嘉永2年（1846）～明治16年（1883）
【点数】 22点（冊子22点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 壱人別高帳 慶応4年3月 有吉村 横帳

2 第六天社境内枯木伐木再願 添書（諸願一括） 明治7年3月17日 千葉郡有吉村 副戸長 大塚六郎 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 綴外れ（綴穴・虫損
右衛門 状況の一致により一

括とした）

3 舊券引換新地券紙代取調書 明治16年6月 改正地主惣代 大塚仙太郎、他3名 千葉縣千葉・市原郡長 佐藤幸則 竪帳 綴外れ
殿

4 誓約書（地租改正に付） （明治） 深山喜八、深山久五郎、他43名 竪帳 綴外れ（仮補修）

5 秣場芝地種井溜池敷地井戸官有地 （明治） 下総国千葉郡有吉村 竪帳

3.租税・貢租

冊子

1 寅ノ日光法會割合帳 慶応2年10月13日 有吉村 横帳

2 寅ノ餅米御年貢納帳 慶応2年11月7日 有吉村 横帳

3 寅ノ人馬割取立帳 慶応2年12月25日 有吉村 横帳

4 御領分御足軽諸品々割 慶応2年12月 有吉村 横帳

5 国役金并日光御法會大宮新規御普請入用割 慶応3年9月29日 有吉村 横帳

6 御上京御用金割合帳 慶応4年3月 有吉村 横帳 綴外れ（仮補修）

7 申人馬取立帳 慶応5年12月29日 有吉村 横帳
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6.村・村政

冊子

1 諸證文写 嘉永2年4月28日～ 竪帳 綴外れ
文久3年9月28日

2 丑ノ加役取立帳 慶応元年12月27日 有吉村 横帳

3 丑ノ加役村入用取立帳 慶応元年12月29日 有吉村 横帳

4 寅年村諸入用割 慶応2年12月 有吉村 横帳

5 持米之分取立帳 慶応3年11月 有吉村 横帳

6 有吉村地租方出張衆賄諸買物調帳 明治9年4月30日 横帳

7 境界事件諸入費割合帳 明治9年9月23日 有吉邨 横帳

24.宗教

冊子

1 宗旨入用人別割 慶応2年12月 有吉村 横帳 綴外れ（仮補修）

2 泉蔵寺諸勘定并丸山分差引帳 慶応3年1月 下総国千葉郡有吉村 横帳 裏表紙外れ（仮補修）

3 泉蔵寺御年貢役銭并諸勘定差引帳 明治3年6月 有吉村 横帳
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SS-08 下総国葛飾郡大畔新田〔秋元家文書〕

【現行地名】 千葉県流山市大畔新田
【概要】 大畔新田（おおぐろしんでん）は、享保15年（1730）に、大畔村が上野牧（かみのまき）の一部を村請して成立した。新田成立後は、一貫して幕府領。明治22年（1889）に、大畔

村から離れて八木村に編入され、八木村大畔新田となる。なお、大畔村は新川村に編入されている。
江戸期に同新田の名主をつとめ、明治維新後は用掛りとなった秋元善兵衛家文書と思われる。享保15年の新田成立時の検地野帳が残る。また、村内にある稲荷神社の関係
史料も散見される。

【年代】 享保15年（1730）～明治15年（1882）
【点数】 196点（冊子187点、一紙9点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御鹿狩二之手御用控 寛政7年1月 横帳

2 御鹿狩村觸書目録写字（ママ） 寛政7年2月9日 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

3 御用向留帳 寛政8年1月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

4 御用向留帳 寛政10年1月 竪帳

5 諸御用留帳 寛政12年1月 葛飾郡大畔新田 名主 善兵衛 竪帳

6 諸事御用留 寛政13年1月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

7 御觸書写 文化10年4月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

8 御觸書写帳（鑓鉄炮長脇差等所持の者取締に付請書） 文政9年10月21日 竪帳

9 御觸書写扣（無宿人長脇差、鑓、鉄砲を帯びるに付） 文政9年10月21日 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛、他2名

10 御請書（巡見人馬継立に付） 天保8年11月 大畔新田 名主 善兵衛 羽倉外記様御手附 鈴木誠之進様 竪帳 奥に一紙綴込みあり

11 二季打四季打拝借鉄炮御改御請證文 天保10年2月 下総国葛飾郡野々下村、市野谷村 竪帳
組合 九ヶ村

12 初御觸（御用留） （天保10年） 大畔新田 横帳

13 御請證文之事（風俗取締の儀に付） 天保12年9月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 伊奈半左衛門様 御役所 竪帳 一部破損
兵衛、他5名
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14 上書御請書（農業出精に付） 天保13年12月 名主 儀兵衛、他5名 青山九八郎 御役所 竪帳

15 日光御参詣ニ付諸御用向扣帳 天保14年4月 大畔新田 善兵衛 横帳

16 （御鹿狩御用留） （嘉永元年） 竪帳 前欠

17 御請書之事（御公儀様被仰出候小金原御鹿狩に付） 嘉永2年1月 大畔新田 水呑 茂助、他6名 名主 善兵衛殿 竪帳

18 書上帳（勢子取調に付） 嘉永3年1月 大畔新田 名主 善兵衛 竪帳

19 御觸書（異国船渡来に付） 嘉永7年2月 関東御取締出役 太田源助、他2名 竪帳

20 御備場御上金ニ付御褒銀御請帳 安政2年6月 横帳

21 被仰渡 慶応2年6月 大畔新田 竪帳

22 御廻状（青山九八郎役所より廻状の写） 寅12月 大畔新田 竪帳

23 申渡（穀商酒隠造等禁止に付） 8月29日 関東御取締出役 西山普四郎、他 右村（大畔新田）之寄場役人 大 竪帳
2名 小惣代中

24 御觸書（米穀売の融通方に付） 竪帳

25 申渡之覚（定免、検見に付） 竪帳

26 御取締向被仰聞候御ヶ條御請書写 野々下村、市野谷村 親郷組合、 竪帳
三拾ヶ村組合

27 三拾五ヶ村組合村々請印帳 明治3年2月 野々下、市ノ谷両村組合 竪帳

28 御用留 明治8年9月 大畔新田 穐本氏 竪帳 右側破損

29 御用留帳 (明治10年～明治11 竪帳
年)

30 御用留帳 明治11年1月15日 竪帳 後欠

2.土地

冊子

1 小金上野牧下総国葛飾郡大畔新田戌検地野帳 享保15年4月 横帳 虫損

2 田地賣買覺 寛政8年1月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

3 高反別書上帳 文化元年3月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竹垣三右衛門様 御役所 竪帳
兵衛、他2名
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4 高反帳 天保4年8月 大畔新田 名主 善兵衛、他2名 竪帳

5 田畑高反別荒地起返反高見取場取下廉々小前帳めん扣 天保14年8月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

6 田地賣買覚帳 （万延元年） 大畔新田 名主 善兵衛 竪帳 一紙挟込みあり

7 高小前銘々帳 元治2年2月 横帳 付箋剥離 取扱注意

8 高反別銘々覺帳 大畔新田 横帳

9 享保年中請地新田反別取調ニ付御書上帳 下書 明治元年11月 大畔新田 百姓代 喜左衛門、他2 金ヶ作御役所 竪帳
名

10 御検地帳名寄帳 明治5年10月 横帳 綴外れ

11 地券取調諸掛り内割割賦帳 明治6年3月 大畔新田 横帳

12 当酉地券掛り内割帳 明治6年5月16日 大畔新田 横帳

13 荒蕪地取調書上帳 明治7年2月5日 第十二大區六小區 下総国葛飾郡 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
大畔新田、右大畔新田兼帯 大畔
村 戸長 鏑木平馬、他1名

14 稲荷社現今境外上地取調帳下書 明治7年2月11日 第十二大區六小區 大畔新田 竪帳

15 当酉地券掛り割合帳 明治7年3月24日 大畔新田 横帳

16 従来墓所絵図面御書上帳 下書 明治7年3月31日 大畔新田 竪帳

17 墓所反別取調書上帳 下書 明治7年4月 右村（第十二大区六小区 大畔新 竪帳
田）兼帯大畔村 副戸長 堀江繁蔵

18 反別高取調書上帳 下書 明治7年11月9日 第十二大區六小區 右村（大畔新 竪帳
田） 旧立會人 秋元善兵衛

19 稲荷神社現今境内上地取調書上下書 明治8年2月8日 第十二大區六小區 大畔新田 竪帳

20 見捨地取調書上 下書 明治8年6月2日 右村（第十二大區六小區 大畔新 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
田） 用掛 秋元善兵衛、他2名

21 稲荷上地林反別取調書上 下書 明治9年6月29日 右村（大畔新田） 用掛り 秋元善 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
兵衛

22 地租改正反別取調書上 明治9年10月6日 第十二大區七小區 葛飾郡大畔新 竪帳
田 用掛り 秋元善兵衛

23 地所賣買ニ付券証書換願 明治10年3月29日 第十二大區七小區 葛飾郡大畔新 千葉縣 地租改正掛御中 竪帳
田
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24 地價地租合計帳 明治11年7月 右村（大畔新田） 地主惣代兼事 竪帳
務掛 稲葉喜左衛門、他2名

25(1) 地所賣渡ニ付券証書換願 下書 明治11年12月24日 元第拾弐大區七小區 大畔新田 千葉縣令 柴原和殿 竪帳 合冊・2冊の内1
賣渡人 秋元善兵衛、他1名

25(2) 賣渡證文 下書 明治11年12月23日 元第拾弐大區七小區 東葛飾郡大 同區同郡大畔村 堀江采五郎殿 竪帳 合冊・2冊の内2
畔新田 賣渡人 秋元善兵衛、他1
名

26 風致官林反別取調書上 下書 明治15年1月12日 駒木新田外六ヶ村 事務掛 地主 千葉縣 官林密（ヵ）側派出官 清 竪帳
惣代兼 秋元善兵衛 水新殿

27 （千葉県東葛飾郡新川村大字深井新田地価反別取調帳） （明治） 竪帳

28 地券寄附 （明治） 右村(大畔新田） 戸長 鏑木平馬、 竪帳
他3名

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（林等切起作り畑に相成場所有之 文政5年閏1月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竹垣庄蔵様 御役所 一紙
哉に付） 兵衛、他2名

3.租税・貢租

冊子

1 役銭高割覚帳 天明6年1月 横帳 虫損

2 本途三歩逸永方割出帳 文化10年6月 大畔新田 名主 善兵衛 横帳

3 役銭高小前割賦帳 文政3年11月27日 大畔新田 名主 善兵衛 横帳

4 高小前銘々帳 文政9年1月 横帳 虫損

5 越名夫食拝借金小前江銘々割渡帳 天保8年3月 横帳

6 日光御参詣ニ付古河御泊城御賄働人足雇銭内割之帳 天保14年4月6日 横帳

7 大畔新田御取箇当卯年永方増永小前割賦帳 天保14年11月 横帳

8 品川内海御臺場御用村之高明俵手扣帳 嘉永6年9月26日 名主 善兵衛 横帳

9 御臺場御用明俵債之諸入用帳 嘉永6年10月 三拾弐ヶ村組合 山崎村扣、大畔 横帳
新田扣

10 御臺場御用明俵代銭渡方帳 嘉永6年10月 三拾弐ヶ村組合 大畔新田 横帳
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11 米銘々貸附覺帳 安政2年4月27日 横帳

12 （上金に付請書） 万延元年4月 下総国葛飾郡大畔新田 役人惣代 林部善太左衛門様 御役所様 竪帳
名主 善兵衛、他2村2名

13 当子御年貢夏成永方小前割賦帳 元治元年6月8日 横帳

14 当子御年貢秋成永方小前割合帳 元治元年9月10日 横帳

15 大畔新田御取箇辻寅増永小前割賦帳 慶応2年12月 横帳

16 當辰御年貢夏成永方小前割賦帳 慶応4年6月11日 横帳

17 当辰御年貢秋成永方小前割賦帳 慶応4年9月17日 横帳

18 （廻村御用の人足差し出しに付書付） 巳2月19日 竪帳

19 御年貢本免上御取箇辻増永反取小前銘々割賦帳 大畔新田 横帳

20 村方御年貢永方拾ヶ年書上帳 明治3年1月 下総国葛飾郡 野々下村組合 大 葛飾縣 御役所 竪帳
畔新田 名主 善兵衛

21 当未年秋成御年貢永方小前割賦帳 明治4年11月16日 大畔新田 横帳

22 去ル午冬成御年貢皆済永方小前割 明治4年11月16日 横帳

23 （桑苗木代上納に付書付） 明治4年12月23日 野々下村 与頭 戸部嘉兵衛、外 右村々 御役人中 竪帳
勧農方

24 当申年四月諸夫銭小前割賦帳 明治5年4月1日 大畔新田 横帳

25 當申夏成御年貢永方小前割賦帳 明治5年8月 大畔新田 横帳

26 申御年貢永方増永共小前割賦帳 明治6年5月12日 横帳

27 当酉年國役金小前割賦帳 明治6年12月 横帳

28 明治十年石代地租金第五期賦課簿 明治11年3月16日 第拾弐大區七小區 上新宿邨 横帳

4.戸口

冊子

1 五人組御仕置帳 文政10年3月 下総國葛飾郡大畔新田 名主 善 伊奈友之助様 御役所 竪帳
兵衛、他5名

2 五人組御仕置帳 文政10年3月 下総国葛飾郡大畔新田 水呑 茂 竪帳
助、百姓 浅五郎、同 弥二郎、他
2村20名
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3 宗門人別御改帳 天保5年3月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

4 宗門人別御改帳 天保7年3月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

5 宗門人別御改帳 嘉永2年3月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

6 （中農・下農人別改） 明治6年3月 右村（大畔新田） 小前惣代 稲葉 竪帳
喜左衛門、他2名

6.村・村政

冊子

1 九ヶ村人数六拾人書留帳（野々下村百姓弥右衛門出訴 天明6年 横帳
金銭貸付帳面見届に付連印帳）

2 駿州愛鷹 尾上・元野・露野 三牧勢子人足割合帳 寛政9年3月 葛飾郡大畔新田 善兵衛 横帳

3 御鉄炮拝借證文・封印證文・打留書付扣 寛政9年11月 下総國葛飾郡大畔新田 名主 善 竪帳
兵衛

4 村右左町間改帳 寛政12年11月 小横

5 下総国葛飾郡大畔新田明細帳書上 寛政12年12月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竹垣三右衛門様 御役所 竪帳
兵衛、他2名

6 鎮守祭礼御尋書上帳 寛政12年12月 大畔新田 名主 善兵衛、他2名 竹垣三右衛門様 御役所 竪帳

7 佛事御糺ニ付書上帳 文化元年3月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竹垣三右衛門様 御役所 竪帳
兵衛、他2名

8 日光道中奥州道中水戸佐倉道筋当丑年間八月御勘定様 文化2年閏8月 横帳
御普請役様御分見人足割

9 村明細帳書上帳 文化5年2月 葛飾郡大畔新田 小横

10 書上帳（道筋御見分に付） 文政2年6月 大畔新田 名主 善兵衛、他2名 御普請御役 田村七五郎様 竪帳

11 農業間商ひ渡世者名前取調書 文政10年9月 大畔新田 百姓代 新右衛門、他2 関東取締出役 山田茂左衛門様御 竪帳
名 手付 武藤併左衛門、他2名

12 村高書上帳 天保2年12月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 羽倉外記様 御役所 竪帳
兵衛、他2名

13 御巡見道掃除人足拂帳 天保9年4月 大畔新田 小横

14 銘細書上帳 天保9年閏4月 大畔新田 名主 吉兵衛、他2名 竪帳
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15 村方明細書上帳 天保14年7月17日 大畔新田 竪帳

16 山見廻り番銭銘々割賦帳 嘉永元年7月10日 横帳

17 御鹿狩ニ付御鷹匠方様御旅宿ニ付諸賄入用覚帳 嘉永2年3月14日 大畔村、同新田 横帳

18 勢子人足着到帳 嘉永2年3月 下総国葛飾郡大畔村 宰領名主 御鹿狩御掛り 御出役人中様 横帳
甚兵衛

19 御鹿狩ニ付金ヶ作村江当分助郷人馬水夫賃雇銭并御鷹 嘉永2年4月3日 横帳
方様御泊リ入用其外諸入用小前割合帳

20 御鹿狩ニ付御用人足賃銭割賦帳 嘉永2年閏4月2日 横帳

21 去ル酉年中村小入用夫銭帳 文久2年3月 下総国葛飾郡大畔新田 百姓 喜 林部善太左衛門様 御役所 横帳
左衛門、他5名

22 去ル戌年中村小入用夫銭帳 文久3年3月 下総国葛飾郡大畔新田 喜左衛 佐々井半十郎様 御役所 横帳
門、他5名

23 去ル亥年中村小入用夫銭帳 元治元年3月 下総国葛飾郡大畔新田 横帳

24 去ル子年中村小入用夫銭帳 元治2年3月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 佐々井半十郎様 御役所 横帳 虫損
兵衛、他5名

25 去ル丑年中村小入用夫銭帳 慶応2年2月 下総国葛飾郡大畔新田 百姓 弥 福田所左衛門様 御役所 横帳
市、他5名

26 去ル寅年中村小入用夫銭帳 慶応3年3月 下総国葛飾郡大畔新田 横帳

27 去ル卯年中村小入用夫銭帳 慶応4年3月 下総国葛飾郡大畔新田 百姓 孫 小笠原甫三郎様 御役所 横帳
壱、他5名

28 去ル辰年中村小入用夫銭帳 明治2年3月 下総国葛飾郡大畔新田 百姓 孫 葛飾縣 御役所 横帳
壱、他5名

29 村方明細書上帳 明治2年5月 右村（大畔新田） 名主 善兵衛 葛飾縣 御役所 竪帳

30 当巳年七月役銭山見に廻り銭小前割賦帳 明治2年7月9日 横帳

31 神社明細取調帳 下書 明治3年10月 大畔新田 葛飾郡 庶務局 竪帳

32 当申七月諸夫銭小前割賦帳 明治5年7月8日 大畔新田 横帳

33 当酉年夏秋成永方小前割合帳 明治6年9月12日 大畔新田 横帳

34 （諸作物積出取調帳） 明治7年1月 右村（大畔新田） 立会人 秋元善 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
兵衛、他1名

35 物産取調書 下書 明治8年2月20日 右村（第十二大区六小区 大畔新 竪帳
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田） 用掛り 秋元善兵衛

36 物産取調書上 下書 明治9年4月25日 大畔新田 竪帳

37 物産取調書上 明治11年2月22日 第十二大區七小區 大畔新田 竪帳

38 産物取調書上帳 （明治）3月 第一大區九小區 大畔新田 竪帳

39 村限調帳 （明治） 大畔新田 竪帳

7.組合村

冊子

1 組合村々高覺帳 文政10年9月 下総國葛飾郡大畔新田 竪帳

2 米穀御取調ニ付書上帳 天保5年3月 下総国葛飾郡市野谷村 外三ヶ村 関東向御取締出役 山本大膳様御 竪帳
組合 拾九ヶ村 手代 河野啓蔵、他1名

3 五ヶ村議定連印帳（浮浪徘徊取締に付） 元治元年8月 駒木新田 名主 八郎兵衛、他11名 竪帳

8.水利・用水

冊子

1 中臺堀普請間数改帳 文化2年8月 大畔新田 善兵衛 小横

2 御普請所自普請所無之旨書上帳 天保13年5月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

10.社会

冊子

1 種痘取調書下書 明治8年2月20日 第十二大區六小區 大畔新田 竪帳

11.治安

冊子

1 申渡（逃走人隠置に付） 明治10年10月29日 千葉縣下総國葛飾郡大畔村新田 竪帳
平民 宮田新右衛門

2 御届ヶ書上（失火に関し） 明治11年4月3日 同村（第十二大区七小区大畔新 御分暑（ママ）御中 竪帳
田）借地 農 森賀茂助、用掛り 秋
元善兵衛

一紙

1 入置申一札之事（藤助伜伊右衛門表戸やぶり候者有之 享和3年閏1月 重太夫新田之内 初石新田 親 藤 大畔新田 新八殿 一紙
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に付） 助、他2名

12.訴訟

冊子

1 返答書（観音寺真木奪取候一件取調に付） 安永9年9月 宮村孫左衛門御代官所 下総国葛 寺社御奉行所様 御評定所 竪帳
飾郡大畔新田 名主 喜左衛門、
他1名

13.凶慌・災害

冊子

1 當巳畑方旱損小前帳 文政4年8月 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 竹垣庄蔵様 御役所 横帳
兵衛、他2名

14.夫食・救

冊子

1 夫食借用金子證文 天保5年7月 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

2 夫食御拝借小前銘々割渡帳 天保8年4月 下総国葛飾郡大畔新田 新八、他 名主 善兵衛殿 竪帳
4名

3 夫食救手当合力人書上帳 天保8年6月 下総国葛飾郡大畔新田 横帳

4 夫食御拝借金返納小前割合帳 天保12年11月22日 横帳

5 拝借證文（夫食種籾代に付） 弘化3年9月 下総國葛飾郡大畔新田 名主 善 青山録平様 御役所 竪帳
兵衛、他4名

6 乍恐以書付奉願上候（夫食拝借に付） 卯11月 下総国葛飾郡十大夫新田、大畔新 竪帳
田、青田新田、駒木新田 右四ヶ
村惣代 駒木新田 名主 八郎兵衛

7 義倉金穀小前銘々拝借請取帳 明治3年4月2日 横帳

8 義倉金穀拝借證文 明治3年4月 下総国葛飾郡野々下村 組合 大 義倉御掛り 御役人中様 竪帳
畔新田 拝借人 茂助、他5名

9 義倉金穀拝借證文 明治3年5月 下総国葛飾郡市ノ谷村、野々下村 義倉御掛り 御役人中様 竪帳
組合 大畔新田 拝借人 源七、

他5名
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15.貯穀

冊子

1 囲穀御免願下書 文化3年11月 葛飾郡大畔新田 名主 善兵衛 竪帳

2 新規貯穀囲増書上帳 弘化2年4月 右村（大畔新田） 名主 善兵衛、 青山九八郎様 御役所 竪帳
他2名

3 御趣意ニ付稈貯穀囲増穀小前銘々割賦帳 弘化3年3月 横帳

18.商業

冊子

1 下総国葛飾郡 野々下村・市野谷村 外三拾ヶ村組合諸 天保9年8月 大畔新田 名主 善兵衛、他2名 関東御取締御出役中様 竪帳
商渡世取調書上帳 扣

2 （質屋渡世、農間渡世関連書類書留） 竪帳

19.金融・貸借

冊子

1 金ヶ作御拂御馬代金納下人数帳 寛政5年11月 横帳 虫損大 取扱注意

2 三徳満會帳 横帳

3 知縣事御役所ヨリ金札引替高割小前帳 明治2年6月21日 大畔新田 横帳

22.交通・運輸

冊子

1 日光道中脇往還御除覚 文化9年5月15日 小横

2 日光山御法事ニ付諸御用向并道筋間数覚 嘉永3年4月5日 小横

一紙

1 差上申一札之事（往還間数書上） 寛政10年4月 葛飾郡大畔新田 名主 善兵衛 御普請御役 田村冨三郎様 一紙

24.宗教

冊子

1 子日光御法會国役銀小前割紙 文化13年12月1日 大畔新田 名主 善兵衛 横帳

2 伊勢参宮之砌花祝受納覚 天保11年1月 横帳
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3 多宝院修覆勧金寄附取立帳 天保14年10月 世話人 竪帳

4 稲荷様杉木賣代金銘々貸シ渡帳 嘉永3年6月 氏子中 横帳

5 稲荷様留家尞壱軒焼失之節諸入用覚 嘉永6年8月 横帳

6 稲荷様諸色懸り物出金銘々其外覚帳 嘉永6年11月 横帳

7 成田山毎月講中女人連名 元治元年3月 横帳

8 （稲荷社新境外地取調書上） 9月22日 下総国葛飾郡大畔新田 竪帳

9 社家寺院取調帳 下書 明治3年4月 右村（野々下村組合 大畔新田） 葛飾縣 御役所 竪帳
役人惣代 寄場役人、其外三四人
組合村々

10 実地可取調余地無之神社現在境内取調書上帳 明治4年9月 右村（御陣屋許組合 大畔新田） 葛飾縣 御役所 竪帳 綴外れ
村役人惣代 組頭 秋元善兵衛、
他3名

11 社寺上地田神宮書上拽落無御座書上帳 下書 明治6年6月1日 右村（第十二大区六小区大畔新 當区扱所 戸長御中 竪帳
田） 用掛 秋元善兵衛

12 稲荷神社上地取調書上帳 明治6年6月 右村（大畔新田） 立會人 秋元善 竪帳
兵衛

13 現今境内并木数取調書上帳下書 明治6年8月 第十二大區六小區 大畔新田 副 區長 御用 竪帳
戸長 堀江繁蔵、戸長 鏑木平馬

14 稲荷社新境外上地取調書上帳 下書 明治7年7月24日 右村（第十二大区六小区大畔新 千葉縣令 柴和殿 竪帳
田）兼帯 大畔村 戸長 鏑木平
馬、他1名

15 社領林反別木数代金取調書上 明治7年8月 第十二大區六小區 大畔新田 竪帳

16 稲荷神社現今境内上地取調書上 明治8年2月7日 第十二大區六小區 下総国葛飾郡 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
大畔新田 立会人 秋元善兵衛

17 山王大神宮御祓御初穂料書上 下書 明治8年2月19日 右村（第十二大区六小区大畔新 扱所御中 竪帳
田） 用掛り 秋元善兵衛

18 稲荷社現今境内上地取調書 明治8年2月 右稲荷社 神主 牧信形、戸長 秋 竪帳
元三左衛門、他1名

19 稲荷社新境外上地取調書 下書 明治8年5月10日 右村（第十二大区六小区葛飾郡 竪帳
大畔新田） 秋元善兵衛

20 社地上地取調書上下書 明治9年8月4日 右邨（第拾弐大区七小区大畔新 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
田） 用掛 秋元善兵ヱ



SS-08 下総国葛飾郡大畔新田〔秋元家文書〕 25.学芸・教育 （261）

25.学芸・教育

冊子

1 （小学年齢就学不就生員取調下書） 酉(明治6年）11月12 竪帳
日

2 小学年齢就学不就生員取調下書 明治9年3月31日 第拾弐大區七小區 大畔新田 竪帳

26.家・生活・書簡

冊子

1 願書（入隊中の五男を危篤の父に会わせたきに付） 明治8年8月31日 右初之助代長男 願人 秋元善兵 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
衛、他2名

27.戸長・村長・役場

冊子

1 下書（樹木植付に付御届け申上候） 明治8年8月 第拾弐大区六小区 葛飾郡何村 當六小区扱所御中 竪帳
用掛り 何之誰

2 下書（地租改正の事務係決定に付御届） 明治8年10月10日 右村(大畔新田) 用掛 秋元善兵衛 千葉縣令 柴原和殿 竪帳

28.絵図

一紙

1 （村絵図） 安政5年8月 百姓代 喜左衛門、他2名 図 27.3x38.3

2 （村絵図） 下総国葛飾郡大畔新田 名主 善 図 33.8x48.0
兵衛、他2名 継目外れ（2枚）

3 下総国葛飾郡大畔新田村絵図 図 30.0x34.8

4 （稲荷社境内図） 明治5年4月 第一大區第九小區 葛飾郡大畔新 図 31.9x24.4
田 組頭 秋元善兵衛

5 （稲荷社境内図） 明治5年8月 第一大區第九小區 葛飾郡大畔新 図 33.8x24.5
田 組頭 秋元善兵衛

6 （稲荷社境内図） 明治7年2月 副戸長 堀江繁蔵、戸長 鏑木平馬 千葉縣令 柴原和殿 図 24.9x30.4
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SS-09 下総国葛飾郡磯部村〔永塚家文書〕

【現行地名】 茨城県古河市磯部（旧総和町域）
【概要】 磯部村の名主永塚市郎右衛門家文書。

磯部村は当初古河藩領、正徳2年（1712）に幕府領となり、幕末にいたる。村高は、「元禄郷帳」490石、「天保郷帳」「旧高簿」ともに643石余。明治22年（1889）に香取村の大字
となる。
村内は、東・北・西・中の四組に分かれる。永塚家はこのうち東組の名主であり、東組の史料が中心となる。『そうわの古文書六～八 慶応大学所蔵永塚家文書（一）～（三）』
（総和町、1998～2003年）において、弘化4年（1847）までの古文書が翻刻され、詳細な解説が付されている。あわせて参照されたい。

【年代】 宝暦10年（1760）～明治6年（1873）
【点数】 164点（冊子73点、一紙91点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 四季打鉄炮拝借證文 天保14年2月 下総国葛飾郡磯部村 竪帳

一紙

1 （鉄砲・長脇差等所持いたし歩行候もの、以後死罪其他 文政9年10月 伊奈半左衛門様 御役所 一紙
重科仰付られるに付請書）

2 乍恐以書付奉願上候（拝借の鉄砲返上願） 弘化2年2月 右磯部村 右(預り人 百姓)半兵衛、 平岡文次郎様 元御役所 一紙
他4名

2.土地

冊子

1 田畑山林屋鋪明細書上帳二 明治6年2月 右村（磯部村） 小前惣代 永塚儀 河瀬印旛縣令殿 竪帳
重郎、他9名

一紙

1 質地證文之事 天明4年11月 喜兵衛、七郎次 喜左衛門殿 一紙

2 質地物相渡申畑證文之事 文化6年4月 畑主 与左衛門、請人 喜兵衛 市郎右衛門殿 一紙

3 質地證文之事 文化8年10月 磯部村 田畑主 長右衛門、他2名 ［虫くい］崎村 次左衛門殿 一紙

4 書入申畑證文之事 文化9年12月 借用人 畑主 六左衛門、他1名 市郎右衛門殿 一紙

5 質地證文之事 文化12年12月 借用人 六左衛門、他1名 市郎右衛門殿 一紙

6 質地畑證文之事 文化13年7月 借用人 畑主 七左衛門、他1名 石尊講中 一紙

7 質地畑證文之事 文化13年7月 借用人 畑主 忠左衛門、他1名 石尊講中 一紙
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8 質地畑證文之事 文化13年7月 借用人 畑主 長左衛門、他1名 石尊講中 一紙

9 質地畑證文之事 文政7年9月 畑主 三郎兵衛、他2名 市郎右衛門殿 一紙

10 質地畑證文之事 文政11年9月 畑主 孫右衛門、他2名 石尊講中 一紙

11 一札（惣右衛門借金多く暮兼ね畑質物に入候に付） 文政11年9月 年寄代 九兵衛、他9名 名主 市郎右衛門 一紙

12 質地畑證文之事 文政12年3月 畑主 孫六、他2名 市郎右衛門殿 一紙

13 質地畑證文之事 文政12年12月 畑 六郎左衛門、他2名 掃部之助殿 一紙

14 質地畑證文之事 天保2年11月 畑主 孫六、他2名 掃部之助殿 一紙

15 三年季質畑證文之事 天保2年12月 畑主 次左衛門 市郎右衛門殿 一紙

16 質物相渡シ證文之事 天保3年3月 上砂井村 山主 岩五郎、請人 久 大山村 弥惣治様 一紙
太郎

17 家賣渡申證文之事 天保3年11月 家主 孫右衛門、請人組合 弥左 茂八殿 一紙
衛門、他4名

18 三年季質畑證文之事 天保3年12月 畑主 次左衛門、他4名 市郎右衛門殿 一紙

19 質地相渡シ申證文之事 天保4年2月 上砂井村 山主 岩五郎、請人 久 大山村 弥惣治様 一紙
太郎

20 質物相渡シ證文之事 天保4年12月 上砂井村 山主 岩五郎、他1名 大山村 弥惣治様 一紙

21 質地畑證文之事 天保5年9月 畑主 藤兵衛、他2名 市郎右衛門殿 一紙

22 為取替議定證文之事（畑屋敷取替に付） 天保7年1月 助右衛門、又右衛門 名主 市郎右衛門殿 一紙

23 相渡シ申質地山證文之事 天保11年3月 上砂井村 山主 岩五郎、請人 七 大山村 弥惣治様 一紙
蔵、百姓代 久兵衛

24 質畑證文之事 弘化3年8月 磯部村 畑主 六郎左衛門、他4名 市郎右衛門殿 一紙

25 質物畑證文之事 明治元年10月 畑主 善左衛門、組合惣代 受人 忠左衛門殿 一紙
七左衛門、孫右衛門

3.租税・貢租

冊子

1 戌田方下見帳 寛政2年8月29日 磯部村 横帳

2 下総国古河領當戌御年貢米籾御蔵納諸入用帳 寛政2年12月 磯部村 納名主 藤左衛門、御廻 竪帳
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米納方御用達 徳多屋 小郎兵衛

3 三拾ヶ年賦三高国役詰割取立帳 文化8年12月 横帳

4 田方石代買納永勘定帳 文化12年11月 東 横帳

5 當寅買納石代相場達割返帳 文政元年12月16日 東組 横帳

6 夘永方取立押切帳 文政2年6月 東組 横帳

7 卯年川々國役御神忌国役小前取立押切帳 文政2年9月 東組 横帳

8 寅年買納石代御勘定帳 文政2年10月 東組 横帳

9 夘買納石代割返小前 文政2年11月20日 東組 横帳

10 卯御年貢返納物三高割銭帳 文政2年11月 東組 横帳

11 三高返納押切帳 文政2年12月 東組 横帳

12 三高返納物押切帳 文政3年9月 東組 横帳

13 國役取立押切帳 文政3年9月 東組 横帳

14 卯年買納石代請勘定帳 文政3年11月13日 市右衛門、他1名 横帳 虫損大

15 辰冬成御年貢返納物三高割銭帳 文政3年11月 東組 横帳

16 辰田方取立過割返帳 文政3年12月 東 横帳

17 巳永方押切帳 文政4年6月 東組 横帳

18 巳三高永割合帳 文政4年12月2日 東組 横帳

19 巳川々国役取立押切帳 文政4年12月2日 東組 横帳

20 巳皆済國役三高割銭取立帳 文政4年12月3日 東組 横帳

21 午冬成御年貢三高割銭取立帳 文政5年12月8日 東組 横帳

22 川々国役押切帳 文政5年12月10日 東組 横帳

23 午三高掛り帳 文政5年12月 東組 横帳

24 未夏成御年貢取立帳 文政6年6月7日 名主 市郎右衛門 横帳

25 未年永方押切帳 文政6年6月 東組 横帳

26 未秋成御年貢取立帳 文政6年9月16日 東組 横帳



SS-09 下総国葛飾郡磯部村〔永塚家文書〕 4.戸口 （265）

27 未 質納不足同掛り物・冬成国役割銭・畑成質納不足 取 文政6年12月8日 東 横帳
立帳

28 川々国役押切帳 文政6年12月 東組 横帳

29 申田方取米書出帳 文政7年10月 東組 横帳

30 申田方仮取立帳 文政7年10月 東組 横帳

31 川々国役押切帳 文政8年10月 東組 横帳

32 戌御年貢夏成取立帳 文政9年6月2日 東組 横帳

33 戌御年貢押切帳 文政9年6月 東組 横帳

34 辰巳午未申酉六ヶ年分買納石代金請勘定帳 文政9年8月 年番 西組 横帳

35 川々国役押切帳 文政9年8月 東組 横帳

36 戌秋成國役割銭取立帳 文政9年9月2日 東組 横帳

37 戌冬成返納割銭取立帳 文政9年12月23日 東 横帳

38 献納金小前帳 慶応元年5月 右村(磯部村) 百姓代 勘左衛門、 福田所左衛門様 御役所 竪帳
他2名

一紙

1 差上申一札之事（当村々晩手の為、夏秋御成箇上納日 天明3年6月 大山村、前林村、磯部村、釈迦村 伊奈半左衛門様 御役所 一紙
限先前の通りに仰下される様願書） 右四ヶ村惣代 磯部村 年寄 ［破

れ］右衛門

2 乍恐以書付奉申上候（定免増米不行届のため検見願い 文政3年2月 下総国葛飾郡磯部村 村役人惣代 吉岡次郎右衛門様 御役所 一紙
度に付） 名主 市郎右衛門

3 覺（西御丸様御焼失のため冥加上納に付） 弘化2年5月26日 下総国葛飾郡磯部村 名主 市郎 一紙 後欠ヵ
右衛門

4.戸口

冊子

1 宗門御改帳 寛政9年3月 下総國葛飾郡磯部村 竪帳

2 宗門御改帳 下書 文政2年3月 東組 竪帳 付箋剥離

3 宗門御改帳 下書 文政6年3月 東組 竪帳

4 丑宗門御改帳 下書 文政12年1月 東組 竪帳
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5 宗門人別帳 天保2年2月 下総葛飾郡磯部村 竪帳

6 宗門御改帳 下書 天保2年2月 東組 竪帳

7 宗門人別帳中組 天保3年2月 東（東組） 竪帳

8 宗門御改帳下書 天保3年2月 東組 竪帳

9 宗門人別帳下書 天保5年2月 磯部村中組 竪帳

10 人別御改帳 下書 天保5年2月 磯部村東組 竪帳

11 宗門人別帳 天保6年2月 東組 竪帳

12 宗門人別帳 天保7年3月 下総国葛飾郡磯部村 竪帳

13 宗門人別帳 天保7年3月 磯部村 東組 竪帳

14 宗門人別帳 天保8年3月 磯部村 東組 竪帳

15 宗門人別帳 天保9年3月 中組 竪帳

16 宗門人別帳下書 天保11年3月 中組 竪帳

17 人別宗門帳 天保15年2月 東組 竪帳

18 宗門人別帳 天保15年2月 竪帳

一紙

1 一札（佐次右衛門娘きく縁組のため人別送りに付） 享和3年2月 久世大和守領分 下総国葛飾郡高 下総国葛飾郡磯部村 名主 長右 一紙
野村 名主 弥左衛門、組頭 半兵 衛門殿
衛

2 一札（新五右衛門倅松右衛門離縁のため人別送りに付） 文政7年2月 山高新右衛門知行所 同国同郡 下総国葛飾郡磯部村 名主 治郎 一紙
（下総国葛飾郡）葛生村 弥右衛 左衛門殿
門親類 願人 久兵衛、他1名

3 一札（市右衛門娘ふさ婚姻のため引越に付） 文政11年1月 久世長門守領分 下総国葛飾郡水 山田茂左衛門様御代官所 同国同 一紙
海村 名主 与兵衛 郡磯部村 名主 市郎右衛門殿

4 一札（庄左衛門妹すい婚姻のため引越に付） 天保5年11月 久世隠岐守様領分 下総国猿嶋郡 羽倉外記様御代官所 同国葛飾郡 一紙
志鳥村 願人 庄左衛門、他1名 磯部村 名主 市郎右衛門殿

5 一札（平左衛門の倅与吉婿養子のため人別送りに付） 天保9年閏4月 久世隠岐守様領分 下総国猿嶌郡 羽倉外記様御代官所 下総国葛飾 一紙
横塚村 名主 忠左衛門、組頭 八 郡磯部村 名主 市良右衛門殿
郎右衛門

6 寺替一札之事（藤兵衛姉あき婚姻のため人別送りに付） 天保12年3月 下総国葛飾郡前林村 新義真言宗 同国同郡（下総国葛飾郡）大山村 一紙
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東光寺 秀瑞 東林寺 御役僧中

7 一札（染谷彦右衛門次女きり婚姻のため人別送りに付） 明治4年8月 関宿縣 管轄所 下総国葛飾郡元 関宿縣 管轄所 下総国葛飾郡磯 一紙
栗橋村 願人 染谷彦右衛門、他1 部村 御名主 永塚市郎殿
名

8 一札（清右衛門娘すぎ婚姻のため人別送りに付） 明治4年8月 関宿縣 管轄所 下総国葛飾郡水 関宿縣 管轄所 下総国葛飾郡磯 一紙
海村 百姓 清右衛門、名主 甚蔵 部村 名主 永塚市郎殿

9 一札（舛蔵婿養子に付送籍状） 明治4年8月 古河縣 管轄所 武蔵国埼玉郡柏 関宿縣 管轄所 下総国葛飾郡磯 一紙
戸村 百姓 伊左衛門、他1名 部村 名主 永塚市良殿

5.身分

冊子

1 欠落人直右衛門御訴書付 安政6年5月7日 磯部村 東組 竪帳

6.村・村政

冊子

1 村鏡書上帳 寛政4年1月 下総国葛飾郡磯部村 竪帳

一紙

1 一札（水海村百姓新兵衛、介抱の為引取候に付） 文政5年11月23日 水海村 引請人親類 茂左衛門、 磯部村 御役人中 一紙
他2名

8.水利・用水

冊子

1 赤堀川通前林囲堤自普請丈夫築箇附帳 文久4年2月 竪帳

一紙

1 （悪水落堀浚普請仰付願） 天明7年2月 磯部村 名主 藤右衛門、釈迦村 御見分様 一紙 前欠
名主 源左衛門、他5名

2 為取替議定書之事（前林村内囲堤築立に付） 安政6年9月3日 上砂井村 役人代兼 大山村 名主 前林村、釈迦村 右弐ヶ村代兼 磯 一紙
弥惣右衛門 部村 名主 藤右衛門

3 乍恐以書付奉願上候（前林村地内囲堤築立に付） 安政7年2月29日 下総国葛飾郡上砂井村 代兼 大 川上金吾助様 御役所 一紙 一紙挟込みあり
山村 名主 弥惣右衛門、他1名
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11.治安

一紙

1 入置申一札之事(若者共仲間立置不埒之義に付) 天保6年12月 北組 庄兵衛、他27名 御役人中 一紙

2 御尋ニ付以書付奉申上候(吉蔵村内香取社境内にて殺 安政3年12月 伊奈半左衛門御代官所 下総国葛 関東御取締御出役 安原憲作様 一紙
害され候始末に付) 飾郡磯部村 名主 市郎右衛門、

他1名

12.訴訟

一紙

1 差上申済口證文之事(人馬宿木銭相滞候一件に付) 宝暦10年5月 双方并両宿連判 御奉行所様 一紙 封あり

2 差出シ申一札(おしづへの不義に対する詫事と出訴内済 享和3年6月29日 当人 喜左右衛門、五人組 たれ、 忠左右衛門殿 一紙
に付) 親類 たれ

3 差上ヶ申一札(喜左右衛門、私娘しづへ不義一件内済に 享和3年6月29日 願人 忠左右衛門、五人組 たれ、 御役人中 一紙
付) 親類 たれ

4 差上申済口證文之事(喜左衛門不義一件内済に付) 享和3年6月 願人 忠左右衛門、親類 長左右 御役人中様 一紙
衛門、他11名

5 (懐胎一件に付済口証文) 文化5年8月 大山村 名主 弥惣右衛門、他3名 磯部村 名主 藤右衛門殿 一紙 前欠

6 差上申済口證文之事(難渋出入内済に付) 文化13年9月 下総国葛飾郡磯部村 百性 引請 竹垣庄蔵様 御役所 一紙
人 仁兵衛、他2名

7 (中組名主役の儀に付済口証文) 文政2年12月 下総国葛飾郡磯部村 西組 名主 吉岡次郎右衛門様 御役所 一紙 前欠
藤右衛門、他5名

8 済口證文之事(重左衛門七蔵他八名勝右衛門方にて家 天保7年3月 願人 仙右衛門、他11名 村御役人中様 一紙
財等乱雑致に付)

9 差出申請書之事(大工久蔵立腹の体風聞に付済口証文) 安政5年2月28日 百姓ニ而大工 忠左衛門、他6名 名主 市郎右衛門殿 一紙

10 差上申済口證文之事(借用金滞りに付) 何村 名主 誰れ、他6名 公事方御役所 一紙

11 （大豆売付仕切代金の儀に付訴状) 一紙

13.凶慌・災害

冊子

1 水腐畑取調書上帳 文政6年7月 下総国葛飾郡磯部村 東組 横帳
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14.夫食・救

冊子

1 乍恐以書付奉願上候（小児養御手当金願書綴） （文政9年）3月11日 竪帳
～文政11年2月22日

一紙

1 (夫食拝借に付願書) 天明3年6月 下総国葛飾郡大山村 弥惣右衛 伊奈半左衛門様 御役所 一紙 前欠
門、他9名

2 覚(養育手当金請取に付) 寛政13年1月21日 当人 新左衛門、組合 又右衛門 名主 長右衛門様 一紙

3 覺(私妻懐妊手当金請取に付) 享和元年10月20日 与左衛門、一家五人組惣代 喜兵 村御役人中 一紙
衛

4 一札(出産手当金請取に付) 享和2年1月14日 当人 儀右衛門、組合 七郎治 村御役人中 一紙

5 覚(養育手当金請取に付) 文化2年3月 当人 六郎左衛門、同 弥兵衛、他 村御役人中 一紙
4名

6 覺(小児養育料請取に付) 文化2年6月29日 頂戴人 善助、同断 利右衛門、同 村御役人中 一紙
断 六郎左衛門

7 奉請取金子之事(小児養育手当料請取に付) 文政11年9月10日 山田茂左衛門御代官所 下総国葛 荒井平兵衛様 御役所 一紙
飾郡磯部村 百姓 元右衛門、同
庄右衛門、名主 市郎右衛門

8 乍恐以書付奉願上候(養育手当頂戴仕度に付) 文政11年12月15日 山田茂左衛門御代官所 下総国葛 荒井平兵衛様 御役所 一紙
飾郡磯部村 名主 市郎右衛門

9 乍恐以書付奉願上候(養育手当頂戴仕度に付) 天保12年12月8日 右(磯部村) 伊右衛門、村役人惣 木村親之助様 御役所 一紙 継目外れ（2枚）
代 名主 市郎右衛門

10 (後家まき困窮に付御手当願書) 安政6年2月 下総国葛飾郡磯部村 役人惣代 荒井清兵衛様 御役所 一紙 前欠 虫損
名主 藤右衛門

11 乍恐以書付奉願上候(小児養育料の儀に付) 辰3月13日 下総国葛飾郡磯部村 名主 市郎 吉岡次郎右衛門様 御役所 一紙
右衛門

12 乍恐以書付御届奉申上候(小児養育料下され度に付) 申7月1日 右村(磯部村) 名主 市郎右衛門 羽倉外記様 御役所 一紙

13 乍恐以書付御届奉申上候(小児養育料下され度に付) 申7月3日 右(磯部村) 名主 市郎右衛門 羽倉外記様 御役所 一紙
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15.貯穀

冊子

1 御囲米籾預り證文 寛政6年12月 総州葛飾郡磯部村 竪帳

2 貯稗詰戻シ小前帳 文化元年 東組 横帳

3 貯稗御下ヶ穀ニ相成小前請取帳 文化7年7月 東組 横帳

17.工業

冊子

1 醤油造石高并造桶取調帳 下書 慶応4年8月 右村（磯部村） 倉之助、名主 市 竪帳
郎右衛門

19.金融・貸借

冊子

1 貸金書出帳 嘉永2年8月 永塚氏 横帳

2 貸金書出帳 嘉永3年8月 横帳 表紙地部破損

一紙

1 書入證文之事(金子借用証文） 文政3年12月 借用人 惣左衛門、他1名 市良右衛門殿 一紙

2 立木賣渡シ申證文之事 天保2年11月 山主 四平、口入請人 善兵衛 市郎右衛門殿 一紙

3 賣渡シ申立木證文之事 天保3年12月 山主 四平、請人 善兵衛 市郎右衛門殿 一紙

4 一札之事(商本手金差詰りに付金子借用証文) 天保4年1月 中田川 借用人 助平、質人 政右 磯部村 勇蔵殿 一紙
衛門、他1名

5 借用申金子證文之事 天保4年1月 借主 兵右衛門、他3名 市郎右衛門殿 一紙

6 借用申金子證文之事 天保4年10月 借主 藤助、請人 善兵衛 市郎右衛門殿 一紙

7 借用申金子證文之事 天保4年12月 借主 惣右衛門、請人 吉兵衛 掃部之助殿 一紙

8 借用申金子證文之事 天保5年12月 借主 惣右衛門、請人 十右衛門 掃部之助殿 一紙

9 借用申金子證文之事 天保6年6月 借主 庄右衛門、他4名 掃部之助殿 一紙

10 借用申金子證文之事 天保6年11月 水海村 借主 九右衛門、請人 又 磯部村 市郎右衛門殿 一紙
兵衛
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11 書入申金子證文之事 天保7年1月 借主 紋右衛門、他1名 市郎右衛門殿 一紙

12 借用申金子證文之事(次郎左衛門雇銭遣込金子難義に 天保7年1月 借主 次郎左衛門、他4名 一紙
付)

13 借用申金子證文之事 天保9年12月 葛生村 借用主 藤重郎、他5名 磯部村 市郎右衛門殿 一紙

14 借用申證文之事 嘉永7年2月 正徳寺 永塚市郎右衛門殿 一紙

15 御礼申一札之事(家作のため借用金皆済に付) 安政4年12月 家作人 金右衛門、他1名 茂太郎様 一紙

16 入置申一札之事(借用返済金延引に付) 文久3年7月9日 諸川町 武右衛門 磯邊村 市郎右衛門殿（カ） 一紙 封あり

17 借用申金子證文之事 未6月 借主 庄右衛門、同 喜右衛門、他 掃部之助殿 一紙
3名

18 (返済期限延長願に付書状) 申12月23日 西 藤右衛門 東 永塚市郎右衛門様まいる 一紙

20.経営・雇用

一紙

1 奉公人請状之事 天保6年11月 水海村 人主 九右衛門、他1名 磯部村 市郎右衛門殿 一紙

2 年季奉公人請状之事 寅1月 越後国蒲原郡横越嶋酒屋町 百姓 下総国葛飾郡磯部村 市郎右衛門 一紙
庄吉後家 実親 さや、他4名 殿

21.助郷

冊子

1 加人馬觸書留帳 弘化4年1月 磯部村 年番 中組 横帳

24.宗教

冊子

1 示談為取替一冊（社寺除地取調の際、境界不分明の地 明治5年1月 磯部村 当人 勝願寺、他8名 竪帳
所に付）

2 大神宮大麻初穂上納書上帳 下書 明治5年9月 右區（第二大區第十小區）内 磯 印旛縣 御廰 竪帳
部村 正副戸長 永塚市郎

26.家・生活・書簡

冊子

1 江戸手扣覚 弘化3年9月 小横
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一紙

1 (御祖母様三十三回忌法事勤候に付挨拶状) 4月22日 二本松山田 善性寺 永塚栄吉様、同 御伯父様 一紙

2 (差添人之義藤右衛門殿に頼候に付書状) 9月25日 長右衛門 市郎右衛門殿 一紙



SS-10 下総国葛飾郡根本村 （273）

SS-10 下総国葛飾郡根本村

【現行地名】 千葉県松戸市根本
【概要】 根本村は、当初幕府領－舟戸藩領－上野沼田藩領－駿河田中藩領（本多氏）と変遷。村高は、「元禄郷帳」50石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに92石余。明治22年（1889）

に明（あきら）村の大字となる。
本文書群は、駿河田中藩領時代および明治維新後のものとなる。川除普請の報告書と、明治期の村況報告書類が中心である。江戸期の名主は勘右衛門、明治期は副戸長
金子平十郎が中心となっている。

【年代】 天保11年（1840）～明治7年（1874）
【点数】 13点（冊子12点、一紙1点）

3.租税・貢租

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 子御年貢可納割付之事 天保11年10月 河名百馬、中村八兵衛、他4名 右村（根本村） 名主、惣百姓 一紙

6.村・村政

冊子

1 新規牛馬御鑑札願 明治6年9月18日 願人 斎藤定兵衛、副戸長 金子 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
平十郎

2 早稲種刈願 明治7年9月14日 右村（根本村） 旧副戸長 金子平 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
十郎

8.水利・用水

冊子

1 當巳御定式御普請出来形帳 弘化2年3月 根本村 名主 勘右衛門、他2名 御普請御掛 御役人中様 竪帳

2 當年春江戸川通御定式御普請出来形帳 弘化3年2月 根本村 名主 勘右衛門、他2名 御普請御掛 御役人中様 竪帳

3 當辰入用御普請出来形帳 安政3年3月 根本村 名主 勘右衛門、他2名 御普請御掛 御役人中様 竪帳

4 當巳ノ春堤川除御入用御普請出来形帳 明治2年5月 根本村 百姓代 彦四郎 御普請御掛り 御役人中様 竪帳

11.治安

冊子

1 尋日限御届 明治6年6月22日 右又右衛門親類代 高木彦次郎、 元印旛縣 御役所 竪帳
他2名
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17.工業

冊子

1 濁酒休業願 明治6年9月4日 川井惣助 千葉縣令 柴原和殿 竪帳

18.商業

冊子

1 （農間稼業之者書上） 明治7年6月 右村（根本村） 副戸長 金子平十 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
郎

22.交通・運輸

冊子

1 取調書（道路・橋・運輸会社書上） 明治7年6月 第十二大區五小區 下総國葛飾郡 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
根本村 副戸長 金子平十郎

24.宗教

冊子

1 御遷宮願 明治7年4月19日 右村（根本村） 金子平十郎、他2 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
名

27.戸長・村長・役場

冊子

1 養豚［虫くい］（取ヵ）調書上 明治6年11月 第十二大区五小区 根本村 竪帳
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SS-11 下総国葛飾郡屏風村

【現行地名】 埼玉県北葛飾郡杉戸町屏風
【概要】 屏風村は庄内領のうち。正保頃の開発で、慶安頃から屏風村と称したという。はじめ幕府領、延享2年（1745）より一橋家領。本文書群は一橋家領期のものとなる。村高は、「元

禄郷帳」152石余。
名主関口嘉藤次家文書かと思われるが、確定できない。延享3年から明治4年（1871）までの宗門改帳がまとまっている。一部の文書の表紙に、大正12年（1923）までの年数注
記があり、同年に整理したことがわかる。

【年代】 延享3年（1746）～明治4年（1871）
【点数】 35点（冊子33点、一紙2点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 地方御條目 延享5年3月 下総國葛飾郡屏風村 名主 庄左 一橋御領知方 御役所 竪帳 中欠ヵ 綴外れ
衛門、同 重右衛門、他29名 焼損 取扱注意

4.戸口

冊子

1 下総國葛飾郡屏風村 切支丹・邪蘓 宗門改帳 延享3年3月 竪帳

2 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 宝暦2年3月 竪帳 一紙挟込みあり

3 ［虫食い］（下）総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 宝暦4年4月 名主 庄左衛門、他4名 一橋御領知方 御役所 竪帳

4 下総国葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 安永9年2月 名主 嘉藤次、他3名 一橋御領知方 御役所 竪帳

5 下総国葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 天明2年3月 名主 嘉藤次、他3名 一ツ橋御領知方 御役所 竪帳

6 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 天明4年3月 名主 嘉藤次、他3名 一橋御領知方 御役所 竪帳

7 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 天明6年3月 名主 嘉藤次、他3名 一橋御領知方 御役所 竪帳 虫損

8 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 天明8年4月 名主 嘉藤次、他3名 一橋御領知方 御役所 竪帳 付箋剥離 取扱注意
一紙挟込みあり

9 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 寛政9年3月 名主 重右衛門、他4名 一橋御領知 御役所 竪帳

10 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 享和2年2月 名主 嘉藤次、他4名 御領知 御役所 竪帳 焼損 付箋剥離
取扱注意
一紙挟込みあり

11 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 享和4年3月 名主 嘉藤次、他4名 御領知 御役所 竪帳

12 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 文化5年3月 名主 嘉藤治、他4名 御領知 御役所 竪帳 一紙挟込みあり
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13 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 文化9年3月 名主 嘉藤次、他4名 御領知 御役所 竪帳 付箋剥離 取扱注意

14 下総國葛飾郡屏風村切支丹邪蘓宗門改帳 文化15年3月 名主 長右衛門、同 重右衛門、他 御領知 御役所 竪帳
3名

15 宗門人別書上ヶ帳 文政9年3月 名主 源四郎、同 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳 付箋剥離

16 宗門人別書上帳 天保3年3月 名主 重右衛門、他4名 御領知 御役所 竪帳

17 宗門人別書上帳 天保4年3月 名主 源四郎、他4名 御領知 御役所 竪帳

18 宗門人別書上帳 天保5年3月 名主 重右衛門、他4名 御領知 御役所 竪帳

19 宗門人別書上帳 天保7年3月 名主 重右衛門、同 源四郎、他3名 御領知 御役所 竪帳

20 宗門人別書上帳 天保9年3月 名主 重右衛門、他4名 御領知 御役所 竪帳

21 宗門人別書上帳 天保10年3月 名主 源四郎、他4名 御領知 御役所 竪帳

22 宗門人別書上帳 天保11年3月 名主 重右衛門、他4名 御領知 御役所 竪帳

23 宗門人別書上帳 天保15年3月 名主 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳

24 宗門人別書上帳 弘化3年3月 名主 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳

25 宗門人別書上帳 弘化4年3月 名主 半平、他3名 御領知 御役所 竪帳

26 宗門人別書上帳 嘉永5年3月 名主 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳

27 宗門人別書上帳 嘉永6年3月 名主 半平、他3名 御領知 御役所 竪帳

28 宗門人別書上帳 嘉永7年3月 名主 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳

29 宗門人別書上帳 安政7年3月 名主 重右衛門、他2名 御領知 御役所 竪帳

30 宗門人別書上帳 慶応4年3月 名主 重右衛門、他3名 御領知 御役所 竪帳

31 宗門人別書上帳 明治3年3月 名主 佐中次、他3名 御領知 御役所 竪帳

32 宗門人別書上帳 明治4年6月 名主 関口嘉藤治、同 関口佐中 民事 御役所 竪帳 地部破損
次、他26名

一紙

1 相渡申一札之事（人別送り状） 天保8年3月 右村（屏風村） 名主 重右衛門 木間ヶ瀬村 御名主中 一紙

2 引取申一札之事（文治郎女房に差出候娘むら病身に付） 天保8年3月 屏風村 藤助 同村 御名主中 一紙
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SS-12 下総国葛飾郡三ツ堀村〔増田家文書〕

【現行地名】 千葉県野田市三ツ堀
【概要】 三ツ堀村の名主増田家に伝来した文書。増田家の当主は、元禄～享保期が権右衛門、その後は佐七、佐兵衛、佐左衛門、政次郎、仙七といった名が見える。

三ツ堀村は、元和年間より本多家領。本多家は、旗本－下総舟戸藩主－旗本－舟戸藩主－上野沼田藩主－駿河田中藩主と変遷する。本多家の沼田・田中転封後も、舟戸
藩領は飛び地として同家領に残った。このため、舟戸役所および本多家の家臣とのやりとりがみられる。村高は、「元禄郷帳」308石余、「天保郷帳」「旧高旧領」534石余（下記
分村分も含む）。
江戸初期に、保木間村・上灰毛村・灰毛村を分村したととされ、本文書群内にも、各村の名主とのやりとりを示す史料が含まれる。年貢関係史料が多く、とりわけ皆済目録・割
付目録がよく残っている。増田家の経営を示す文書としては、小作関係史料がみられる。また江川組合に属し、利根川の水普請関係も目につく。村内寺社に関するものは、
円福寺（真言宗豊山派）の関係史料がある。

【年代】 元禄11年（1698）～明治24年（1891）
【点数】 530点（冊子311点、一紙219点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御法度書写（舟戸藩） 元禄11年3月 三瓶平馬、高瀬九郎兵衛、遠藤万 名主、惣百姓 竪帳
右衛門、長坂頼母

2 馬喰別紙證文之御案紙 延享2年6月 三ツ堀村 馬喰 権兵衛、馬喰並 竪帳
伊左衛門

3 御觸書之写 安永7年4月 三堀村 百姓 弥左衛門、他94名 竪帳

4 御鷹場案山子并鉄炮願書請證文之扣 天明4年2月 竪帳 付箋剥離

5 御觸書請印 天明7年10月 三ツ堀村 百姓 友右衛門、他91名 竪帳

6(1) 御觸書御請證文 天明8年1月 三ツ堀村 弥九郎、他92名 名主、組頭中 竪帳 一紙挟込みあり

6(2) （苗字帯刀・給米相続免許に付書付） 酉12月29日 舩戸役所 一紙 冊子(1)に挟込み

7 御觸書御請證文 天明8年1月 三堀村 名主 仙七、他25名 舟戸御役所 竪帳

8 御觸書御請證文扣へ（諸色高直に付） 寛政2年2月 三ツ堀村 名主 仙七、他34名 舟戸御役所 竪帳

9 御觸書承知御請連印帳 寛政3年10月 三ツ堀村 弥左衛門、他90名 當村 名主、組頭衆中 竪帳

10 御料所篠山十兵衛様御觸書御請連印（付寄地并空地相 （寛政4年） 三ツ堀村 百姓 友右衛門、他91名 竪帳
応の年貢納むべきに付）

11 御公儀様御觸書御請印帳 寛政5年4月 三ツ堀村 孫左衛門、他90名 竪帳

12 博奕之事ニ付御請書之扣へ 寛政5年8月12日 三堀村 竪帳

13 御觸書承知御請印形帳（博奕取締に付） 寛政6年7月 三ツ堀村 友右衛門、他54名 竪帳
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14 諸願向案文（口論御検使願、家作願などの雛形集） 安政5年11月 伊助 竪帳

15 御廻状之写（御鷹餌鳥焼印札引替に付） 卯6月16日 菅沼安十郎 役所 下総国葛飾郡金杉村 順々 右村 横帳 綴外れ（2枚）
々 名主、年寄

16 聟取娵取養子願之御案紙 竪帳

17 新御高札写 竪帳 後欠 表紙のみ

18 （触書留） 竪帳 前・後欠
綴外れ（7枚）

19(1) 御觸書写 明治元年、同五年 明治元年～明治5年 下総國葛飾郡三堀村、印旛縣 竪帳 合冊・4冊の内1

19(2) 御觸書 （明治5年） 増田甚助 竪帳 合冊・4冊の内2

19(3) 御觸書 （明治5年） 竪帳 合冊・4冊の内3

19(4) 御觸書 （明治5年） 竪帳 合冊・4冊の内4

20 諸用控 明治3年3月 三ツ堀村 増田甚助 竪帳

2.土地

冊子 A．流作場・秣場

1 堤外右田畑并御割付面切替田畑書上帳 元文3年7月 狩野領右衛門殿、山田重八郎殿、 横帳
他1名

2 流作場請取反別并地代金高書上帳 元文4年6月 中相馬 佐兵衛 扣ィ 竪帳

3 三ツ堀村流作場地代金割賦取立帳之扣 元文4年10月 下利根川通三ツ堀村 佐兵衛 竪帳

4 三ツ堀村流作場地代金割賦取立帳 元文4年10月 横帳 付箋剥離

5 流作場田畑芝畑埜畑反別三ヶ組寄セ帳 寛保2年3月 下利根川通三ツ堀村 竪帳

6(1) 三ツ堀村流作場御検地御野帳写下 寛保2年3月 三ツ堀村 百姓、小前 竪帳 一紙挟込みあり

6(2) （流作場新田検地に付書付） 寛保3年7月 御勘定組頭 流作場支配兼役 堀 一紙
江荒四郎、他19名

7 流作場御検見当秋初而御出被成候ニ付御證文写 寛保3年8月 下利根川通三ツ堀村 竪帳

8 下総国葛飾郡三ツ堀村流作田方立毛内見下帳 寛延2年8月 下総国葛飾郡三ツ堀村 名主 政 亀田三郎兵衛様 御役所 横帳
治郎、他10名

9 下総國葛飾郡三ツ堀村流作田方内見水損書上ヶ帳 宝暦2年8月 下総国葛飾郡三ツ堀村 名主 政 小幡次郎八様 御役所 横帳
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次郎、他11名

10 寳暦六子年八寅年両年 流作場御割付写シ 宝暦6年 仙七扣 竪帳

11 秣場割合高書抜帳 明和9年2月 仙七扣へ 横帳

12 流作新田反別并取附扣帳 安永7年1月 下総国葛飾郡下利根川通三ツ堀 竪帳
村

13 酉戌両年分秣場残地灘屋敷入附銭割賦帳 安永8年3月 三ツ堀村 本組分 竪帳

14(1) 酉戌亥三ヶ年流作場郷分入附銭差引割賦帳 安永9年7月 下利根川通流作場三堀村 名主、 竪帳 合冊・3冊の内1
請持組頭

14(2) 當子ヨリ辰迠五ヶ年御定免三ヶ組割合帳 延享元年12月 中相馬 三ツ堀村 竪帳 合冊・3冊の内2

14(3) 子年ヨリ夘年迠四ヶ年流作場郷分入附銭改帳 天明3年12月 流作場 三堀村 名主 仙七 竪帳 合冊・3冊の内3

15 亥子両年分秣場残地灘屋敷入附銭小前渡賦帳 天明元年5月 三ツ堀村 本組分 竪帳

16 夘辰巳三ヶ年分秣場残地灘屋敷地代入附銭小前割賦帳 天明6年4月 三堀村 名主 仙七 竪帳

17 天明六午年流作場御年貢永御引方割返帳 天明6年 百姓惣代 平左衛門、半右衛門、 竪帳
半内、六兵衛

18 午未申三ヶ年分秣場残地灘屋敷入附銭小前割賦帳 寛政元年3月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

19 辰巳午三ヶ年流作場郷分入附銭小前割符帳 寛政元年3月 下利根川通三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

20 未申酉戌四ヶ年分流作場郷分入附残小前割賦帳 寛政3年11月 名主 仙七 竪帳

21 酉戌亥三ヶ年分秣場残地灘屋敷入附銭小前割賦帳 寛政4年6月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

22 亥ヨリ夘迠五ヶ年分流作場郷分入附銭小前割賦帳 寛政8年9月 右惣代 平左衛門、他4名 竪帳

23 子丑寅夘四ヶ年分秣場残地灘屋敷入附銭小前割渡帳 寛政8年9月 竪帳

冊子 B．小作

1 中野久木田地御年貢諸役出銭掛物覚帳 寛政3年9月 三ツ堀村 仙七 横帳

2 中野久木村田地作徳収納覚帳 寛政3年11月 三堀村 仙七 横帳 付箋剥離、取扱注意

3 子年田方入附内見毛配帳 寛政4年7月 三堀村 仙七分 横帳

4 丑年田方入附内見毛配帳 寛政5年9月 三堀村 仙七分 横帳

5 寅年田方入附小作内見取極帳 寛政6年9月 三堀村 仙七分 横帳 一紙挟込みあり

6 仙七田地御年貢諸役出銭勤方覚帳 寛政8年1月 中野久木村 地守 新左衛門 横帳



SS-12 下総国葛飾郡三ツ堀村〔増田家文書〕 2.土地 冊子 B．小作 （280）

7 仙七田地御年貢諸役出銭勤方覚帳 寛政10年1月 中野久木村 地守 新左衛門 横帳

8 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化7年9月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳
又右衛門

9(1) 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化8年8月 三ツ堀村 地主 佐兵衛、地守人 横帳 一紙3通挟込みあり
又右衛門

9(2) 覚（小作米差出に付） 未(文化8年）12月11 大青田 又右衛門 三ツ堀村 佐兵衛様 一紙
日

9(3) 先納覚 一紙

9(4) （未年分年貢請取） 一紙

10 御年貢諸懸り取調帳 文化8年12月 大青田村 地守人 又右衛門 三ツ堀村 佐兵衛殿 横帳

11 御年貢諸懸り覚帳 文化9年12月 地守人 大青田村 又右衛門 三ツ堀村 佐兵衛殿 横帳

12(1) 三ヶ尾村越石田地小作入附内見取極帳 文化10年9月 三ツ堀村 地主 佐兵衛 横帳 一紙挟込みあり(2～6)

12(2) 覚（金子請取に付） 三ツ堀村 佐兵衛 一紙 冊子(1)に挟込み

12(3) 覺（大豆等書上に付） 三ヶ尾村 治兵衛 三ツ堀村 左兵衛殿 一紙 冊子(1)に挟込み

12(4) 覚（小豆等書上に付） 12月18日 一紙 冊子(1)に挟込み

12(5) 覚（年貢請取に付） 亥12月 西三ヶ尾 鵜蔵 佐兵衛殿 一紙 冊子(1)に挟込み

12(6) 覚（年貢書上に付） 卯12月 治郎兵衛 三ツ堀村 佐兵衛殿 一紙 冊子(1)に挟込み
虫損大、取扱注意

13(1) 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化10年9月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳 一紙挟込みあり
又右衛門

13(2) 覚（小作米書上に付） 一紙

14 御年貢諸掛勘定帳 文化10年12月 大青田村 又右衛門 三ツ堀村 佐兵衛殿 横帳

15 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化11年9月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳
又右衛門

16(1) 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化12年9月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳 一紙挟込みあり
大青田村 又右衛門

16(2) 覚（銭請取に付） 亥（文化12年）12月 大青田村 名主 弥五右衛門 三ツ堀村 左兵衛殿 一紙
27日

17 大青田村越石田地小作入附内見取極帳 文化13年8月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳
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又右衛門

18 子御年貢諸勘定覚帳 文化13年12月 大青田村 又右衛門 横帳 一紙挟込みあり

19 大青田村越石田地小作入附内見取極メ帳 文化14年8月 三ツ堀村 地主 左兵衛、地守人 横帳 一紙挟込みあり
又左衛門

20 三ヶ尾村越石田地小作入附内見取極帳 文化14年8月 三ツ堀村 地主 左兵衛 横帳 綴外れ

21 御年貢諸掛勘定帳 文化14年12月 地守人 又右衛門 横帳

22(1) 三ヶ尾村越石田地小作米入附内見取極帳 文政元年8月 三ツ堀村 地主 左兵衛 横帳 一紙3通挟込みあり

22(2) （籾米書上に付） 一紙

22(3) 覚（小作料書上に付） 一紙

22(4) 覚（米籾書上に付） 一紙 継目外れ（2枚）

23 大青田村越石田地小作入附米内見取極帳 文政2年8月 地守人 又右衛門、三ツ堀村 地主 横帳
佐兵衛

24(1) 三ヶ尾村越石田地小作米入附内見取極帳 文政2年8月 三ツ堀村 地主 佐兵衛 横帳 一紙2通挟込みあり

24(2) 覚（米金子書上に付） 一紙 継目外れ（2枚）

25 卯御年貢諸掛勘定覚帳 文政2年12月 大青田村 又右衛門 横帳 一紙2通挟込みあり

26 大青田村越石田地小作入附米内見取極帳 文政3年8月 三ツ堀村 地主 佐兵衛、地守人 横帳
又右衛門

27 御年貢勘定覚帳 文政4年12月 大青田村 又右衛門 横帳 一紙挟込みあり

28(1) 午年田方内見毛配付御年貢米勘定納辻下灰毛越石各ニ 文政5年8月 三ツ堀村 佐兵衛控 横帳 付箋剥離
（ママ） 一紙3通挟込みあり

28(2) 覚（年貢米書上に付） 一紙 後欠 継目外れ（2枚）

28(3) （年貢書上に付） 一紙

28(4) （年貢米書上に付） 一紙

冊子 C．その他

1 三ツ堀村散在野書上帳 宝永5年3月 横帳

2 三ツ堀村百姓四壁持山内地詰御改帳 宝永5年3月 横帳

3 田畠反別寄セ帳 享保12年12月 三堀村 竪帳
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4 三ツ堀村反高石守（ママ、盛ヵ）之覚帳 享保16年8月 権右衛門、源右衛門、清兵衛 立 竪帳
合改

5(1) 新屋鋪并百姓持山反別書抜帳 延享元年11月 三ツ堀村 竪帳 合冊・2冊の内1

5(2) 先年ヨリ有来候散在野新山畑ニ差出候扣 元文5年10月 三ツ堀村 名主 権右衛門組 竪帳 合冊・2冊の内2

6 本新屋敷書抜覚帳 安永7年8月 竪帳

7(1) 下総国葛飾郡三堀村反高場荒地起返反別小前帳 天明2年5月 横帳 一紙挟込みあり

7(2) 差上申御請證文之事（荒地当寅年より御年貢上納に付） 天明2年5月 三堀村 名主 佐左衛門、他2名 高村弥左衛門様御手代 丹羽栄助 一紙
殿、他1名

8(1) 下総國葛飾郡三堀村反高場荒地起返反別小前帳 天明2年5月 下総國葛飾郡三堀村 名主 佐左 宮村孫左衛門様御手代 丹羽栄助 横帳 一紙2通挟込みあり
衛門、他2名 殿、星房右衛門殿

8(2) （高反別書上に付雛型） 寅5月 名主 たれ、与頭 たれ、百姓代 宮村孫左衛門様御手代 丹羽栄助 一紙 継目外れ（3枚）
たれ 殿、星房右衛門殿

8(3) （高反別書上） 一紙

9 三堀村本組高帳 天明3年4月 竪帳 虫損大 付箋剥離
取扱注意

10 保木間・灰毛 百姓持地五人組帳書上之控 天明6年4月 三堀村 名主 仙七 竪帳

11 三堀村田方畑成起返并不作田書上帳 寛政7年11月 三ツ堀村 名主 仙七、他8名 舟戸御役所 横帳

12 三堀村田方畑成起返并不作田書上帳 寛政7年11月 三堀村 名主、組頭、百姓代 舟戸御役所 横帳

13 三ツ堀村反高覺 慶応2年10月 福田所左衛門 竪帳

14 本新田畑地詰帳〆反別石盛附控帳 中相馬 三堀村 佐兵衛控 竪帳 付箋剥離

15 本新田畑屋敷反別盛附覺帳 竪帳 付箋剥離
一紙挟込みあり

16 田畑山屋敷反別書抜帳 竪帳 付箋剥離

17 三ツ堀村田方内見帳之写シ 竪帳

18 中相馬村高之写 竪帳

19 庄内領三拾三ヶ村高帳 小横

20 去酉年高反別反取米永取調書 明治3年1月 本多紀伊守上知 下総国葛飾郡三 葛飾縣 御役所 竪帳
ツ堀村 組頭 甚兵衛、名主 権右
衛門
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21 （官有地を民有地に引直出願に対し取調方御照会に付 明治24年12月15日 福田村 三ツ堀 増田佐兵衛 福田村長 荒川拾之助殿 竪帳
書上）

一紙 A．質地

1 相渡申質物田地證文之事 明和5年12月 三ツ堀村 半右衛門 上灰毛村 甚五右衛門殿 一紙

2 相渡申質物畑證文之事 安永3年12月 三ツ堀村 地主 善右衛門、他4名 上灰毛村 甚五右衛門殿 一紙

3(0) （封題）為取證文ニ而此方ヨリも渡置候證文有之候 （安永7年）10月～ 一紙 紙縒あり
天明8年10月

3(1) 為取替申一札之事（中相馬麁朶林・松林御預に付） 安永7年10月 三ツ堀村 名主 佐左衛門、同 太 目吹村 武右衛門殿 一紙 封あり
郎右衛門、他5名 継目外れ（2枚）

3(2) 為取替申一札之事（中相馬麁朶林・松林御預に付下書） 安永7年10月 何村 名主、組頭、百姓代 目吹村 武右衛門様 一紙 封あり

3(3) 為取替申一札之事（中相馬麁朶林・松林預りに付） 安永7年 目吹村 御林預人 武右衛門 印 三堀村 御名主衆中 一紙 封あり

3(4-1) 為取替申一札之事（中相馬麁朶林・松林預りに付） 天明8年10月 目吹村 右請負人 武右衛門 三堀村 御名主中 一紙 封あり二重
紙縒〆・2点の内1
継目外れ（2枚）

3(4-2) （御村方に決着、為取替一札案御尋ねに付書状） （天明8年）10月7日 目吹村 武右衛門 三ツ堀村 仙七様 一紙 封あり
紙縒〆・2点の内2
継目外れ（2枚）

3(5) 為取替申一札之事（中相馬麁朶林・松林御預けに付） 天明8年10月 三ツ堀村 仙七郎 印、他2名 目吹村 武右衛門殿 一紙 封あり

4 流作場質物證文之事 安永8年12月 三ツ堀村 地主 孫平、組頭 安左 保木間 八郎右衛門殿 一紙
衛門 印形前後

5 入置申質物田地證文之事 天明5年11月 三ツ堀村 地主 孫平、請人 孫九 当村 八兵衛殿 一紙
郎

6 覚（孫平不如意に付親類より金子調達のため質地にて返 天明7年2月 三ツ堀村 右地主 仙七、他2名 舟戸村 傳右衛門殿、他1名 一紙 継目外れ（2枚）
済取決に付）

7 覚（孫平不如意に付親類より金子調達のため質地にて返 天明7年2月 三ツ堀村 右地主 仙七、他2名 舟戸村 傳右衛門殿、他1名 一紙 継目外れ（2枚）
済取決に付）

8 入置申田地質物證文之事（当申御年貢皆済相成らざるに 天明8年11月 三ツ堀村 地主 利右衛門、名主 当村 圓福寺様 一紙
付） 佐七、他3名

9 入置申田畑質物證文之事 寛政9年12月 西三ヶ尾村 質物主 甚右衛門、他 三ツ堀村 仙七殿 一紙 虫損
3名

一紙 B．流作地

1(0) （封題）流作場御検地ニ付百姓相談定證文控 元文四未 元文4年～寛保元年 一紙
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年・同五申年・寛保元酉年 三通

1(1) 相定申一札之事（利根川通流作地村内村請に関し） 元文4年2月21日 三堀村 太左衛門、他85名 御名主中 組頭中 一紙 継目外れ（4枚）

1(2) 相定申連判證文之事（流作場之儀に関し村内割合に付） 元文5年3月 三堀村 百姓 太左衛門、他84名 名主、組頭衆中 一紙 継目外れ（4枚）

1(3) 相定申證文之事（流作場御検地三ヶ所に付） 寛保元年11月 三堀村 百姓 太左衛門、他86名 三堀村 名主、組頭中 一紙 継目外れ（2枚）

2 （下利根川通流作場御請証文の写） 明和9年5月 三堀村 名主 佐左衛門、組頭 仙 遠藤兵右衛門様 御手代 西原幸 一紙 前欠
七、瀬戸村、嶌野村、他9村 此拾 八郎殿、竹垣庄蔵様 御手代 平
一ヶ村 名主、組頭 連印 井弥兵衛殿

3 流作場村持分 一紙 継目外れ（2枚）

一紙 C．その他

1 覚（土地境界書上に付） 延享元年10月8日 一紙

2 覚（半右衛門地甚五右衛門に相渡申候の為土地境界書 明和5年12月 三ツ堀 地主 半右衛門、他3名 上灰毛村 甚五右衛門殿 一紙
上に付）

3(1) 取替申済口證文之事（地境論争に付） 寛政6年4月 瀬戸村 訴訟人 長久寺、他4名 三ツ堀村 勘兵衛殿、村役人中 一紙 封あり

3(2) 取替申済口證文之事（地境論争に付） 寛政6年4月 三堀村 相手 勘兵衛、他4名 瀬戸村 長久寺様、村役人中 一紙 封あり

4 (松杉桧御林落札に付願書) 寛政11年12月25日 三ツ堀村 太郎右衛門、佐兵衛 御役所 一紙

3.租税・貢租

冊子 A．年貢

1 延宝二寅年ヨリ享保十巳ノ年迠新高改出シ候年号書抜帳 元文4年2月 三ツ堀村 竪帳 付箋剥離 取扱注意

2 延享元子延享二丑御割付米金都合写シ帳 延享元年～4年 竪帳 一紙挟込みあり

3 寶暦十一年巳ノ御割付写ヨリ田方御年貢米納辻扣へ （明和8年） 竪帳

4 明和八夘年ヨリ田畑御年貢上納辻扣帳 明和8年～天明3年1 三ツ堀村 仙七 竪帳 付箋剥離 取扱注意
2月

5 酉畑方先納為口入金与利分被下置候ニ付小前へ割渡目 安永6年12月 横帳
録

6 未年田方請免御年貢米勘定仕立帳 天明7年8月 三ツ堀村 三組 名主、組頭、百姓 竪帳
代 立合

7 當申年田方御年貢米一ヶ年請免預勘定目録 天明8年9月 三ツ堀村 名主 仙七 横帳

8 本新畑屋敷御年貢永三組取附覚帳 横帳 付 箋 剥 離 取 扱 注
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意。一紙挟込みあり。

9 拾三ヶ年本途米永書上帳 明治3年3月 本多紀伊守上知 下総國葛飾郡三 葛飾縣 御役所 竪帳 付箋剥離 取扱注意
ツ堀村 百姓代 伝兵衛、他2名

冊子 B．御用金

1 御用金口入之扣 天明2年2月 三堀村 仙七 竪帳 一紙3通挟込みあり

2 御用金割合取立帳 天明2年2月 三ツ堀村 本組 役人 竪帳 一紙挟込みあり

3 御用金仲間免除之書附 天明2年2月 三堀村 百姓 善右衛門、同 善 竪帳
八、他28名

4 御用金利足被下候ニ付小前割合帳 天明2年12月 三ツ堀村 本組 竪帳 一紙挟込みあり

5 御用金利足并元利三分壱御返済割渡帳 天明3年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

6 御用金利足并元三分一御返済割渡帳 天明4年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳 一紙挟込みあり

7 御用金割合小前請取帳（江戸御上屋敷類焼のため入用 天明5年6月 三堀村 名主 仙七 竪帳
に付）

8 御用金利足并元三分一御返済金割渡帳 天明5年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

9 巳年御用金午年元利御返済金小前割渡帳 天明6年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

10(1) 御用金元利御返済小前割渡帳 天明6年12月 三堀村 名主 仙七 横帳 一紙挟込みあり

10(2) 覚（巳年御用金上納に付） 寛政2年12月 一紙 冊子(1)に挟込み

11 巳年御用金未年元利御返済金小前割渡帳 天明7年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

12 巳御用金申年元利御返済金小前割賦帳 天明8年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

13 巳御用金酉年元利御返済永小前割渡帳 寛政元年12月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

冊子 C．その他

1 金ヶ作御陣屋水夫給勤高覚帳 明和8年12月 横帳

2 金ヶ作御陣屋水夫給扶持割高扣帳 安永9年12月 （宮村孫左衛門） （右村 名主、与頭） 竪帳

3 午年・未年 御小手形写 天明8年7月 下総国葛飾郡三堀村 竪帳

4 冥加金上納一件 文政5年11月 三ツ堀村 増田佐兵衛政方代 竪帳 一紙2通挟込みあり。

一紙 A．割付

1 辰之御年貢可納割付之事 享保9年10月 山口惣右衛門 印、他4名 三堀村 名主、惣百姓 一紙
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2 巳之御年貢可納割付之事 享保10年10月 山口惣右衛門 印、他4名 三堀村 名主、惣百姓 一紙

3 午之御年貢可納割付之事 享保11年10月 山口惣右衛門 判、他4名 名主、百姓 一紙

4 亥之御年貢可納割付之事 享保16年10月 小林弥市 印、他3名 名主、惣百姓 一紙

5 子之御年貢可納割付之事 享保17年10月 神尾形部左衛門 印、他4名 名主、惣百姓 一紙

6 酉御年貢可納割付之事 寛保元年9月 嶋貫七郎右衛門 印、他2名 三堀村 名主、惣百姓 一紙

7 戌御年貢可納割付之事 寛保2年10月 鏡沼要助 印、他3名 名主、惣百姓 一紙

8 亥御年貢可納割付之事 寛保3年10月 鏡沼要助 印、他2名 名主、惣百姓 一紙

9 子御年貢可納割付之事 延享元年10月 鏡沼要助 印、他2名 名主、惣百姓 一紙

10 子御年貢可納割付之事 延享元年10月 堀江荒四郎 印 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（4枚）
百姓

11 巳御年貢可納割付之事 宝暦11年10月 青山市左衛門 判 名主、組頭、惣百姓 一紙 継目外れ（2枚）

12 巳御年貢可納割付之事 宝暦11年10月 山田甚太夫 印、他4名 右村 名主、惣百姓 一紙

13 巳御年貢可納割付之事 宝暦11年10月 青山市左衛門 判 右村（三ツ堀村）名主、組頭、惣百 一紙 継目外れ（2枚）
姓

14(1) 夘御年貢可納割付之事 明和8年10月 宮村孫左衛門 判 名主、惣百姓 一紙 継目外れ（6枚）
記載・2通の内1

14(2) 夘御年貢皆済目録 明和8年11月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（6枚）
百姓 記載・2通の内2

15(1) 夘御年貢可納割附之事 明和8年10月 完戸両右衛門 印、他4名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

15(2) （不作に付減免割方書上） 明和8年 一紙

16(1) 申御年貢可納割付之事 安永5年10月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓 記載・2通の内1

16(2) 申御年貢皆済目録 安永6年3月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓 記載・2通の内2

17(1) 申御年貢可納割附之事 安永5年10月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（5枚）
百姓 記載・2通の内1

17(2) 申御年貢皆済目録 安永6年3月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（5枚）
百姓 記載・2通の内2

18(1) 酉御年貢可納割付之事 安永6年10月 佐々小一右衛門、他3名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり
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18(2) （減免割方書上） 一紙

19(1) 酉御年貢可納割付之事 安永6年10月 佐々小一右衛門、他3名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

19(2) 酉年御検見入御割引帳 酉11月 一紙

20 酉御年貢可納割附之事 安永6年10月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（4枚）
百姓 虫損大、取扱注意

21 酉御年貢可納割付之事 安永6年10月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

22 酉御年貢可納割附之事 安永6年 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓 付箋剥離 虫損

23 戌御年貢可納割附之事 安永7年10月 佐々小一右衛門、他3名 右村 名主、惣百姓 一紙

24(1) 亥御年貢可納割付之事 安永8年10月 佐々小一右衛門、他3名 右村 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

24(2) （租税滞納分返納之事） 安永8年10月 舟戸役所 三ツ堀村 名主 一紙

25(1) 子御年貢可納割附之事 安永9年10月 完戸総九郎、他4名 右村 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

25(2) （不作に付減免割方書上） 一紙

26 丑御年貢可納割附之事 天明元年10月 完戸総九郎、他4名 右村 名主、惣百姓 一紙

27 寅御年貢可納割附之事 天明2年10月 完戸総九郎、他4名 名主、惣百姓 一紙

28(1) 卯御年貢可納割附之事 天明3年11月 完戸総九郎、他5名 右村 名主、惣百姓 一紙 一紙2通挟込みあり

28(2) （拝借夫食返納之事） 卯（天明3年）11月 舟戸役所 一紙

28(3) （不作に付減免割方書上） 一紙

29 辰御年貢可納割附 天明4年10月 宮村孫左衛門 右村 名主、組頭、惣百姓 一紙 付箋剥離

30(1) 辰御年貢可納割附之事 天明4年10月 完戸総九郎、他4名 右村 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

30(2) （夫食等返納之事） 辰（天明4年）10月 舟戸役所 三ツ堀村 名主 一紙

31(1) 巳御年貢可納割附之事 天明5年10月 完戸総九郎、他5名 右村 名主、惣百姓 一紙 一紙2通挟込みあり

31(2) （拝借夫食返納之事） 辰（天明4年）10月 三堀村 一紙

31(3) （不作に付減免割方書上） 三堀村 一紙

32(1) 巳御年貢可納割付之事 天明5年10月 宮村孫左衛門 判 右村(船戸村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 紙縒〆・3点の内1
継目外れ（5枚）
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32(2) 巳御年貢皆済目録 天明6年3月 宮村孫左衛門 判 右村(瀬戸村) 名主、組頭、百姓中 一紙 紙縒〆・3点の内2

32(3) 流作場 舟戸村・山高野村・瀬戸村 御割付之控 天明7年12月12日 一紙 紙縒〆・3点の内3
継目外れ（5枚）

33 午御年貢可納割附之事 天明6年10月 完戸総九郎、他5名 右村 名主、惣百姓 一紙 継目外れ（5枚）

34 未御年貢可納割附之事 天明7年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙

35 申御年貢可納割附之事 天明8年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙

36(1) 覚（申年年貢割付状） 天明8年11月5日 摂津 名主、百姓 一紙 封あり 付箋剥離
継目外れ（3枚）

36(2) 覚（酉年年貢割付状） 寛政元年11月5日 摂津 名主、百姓 一紙 封あり

36(3) 覚（戌年年貢割付状） 寛政2年2月5日 右近 名主、百姓 一紙 封あり
継目外れ（2枚）

37(1) 酉御年貢可納割附之事 寛政元年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙2通挟込みあり

37(2) （酉年御割付写し差上に付書状） 寛政3年10月 三ツ堀村 名主 仙七、他2名 御普請御掛り 御役人衆中様 一紙

37(3) （酉年割付写し差上候書状の付札） 寛政3年10月27日 一紙

38 戌御年貢可納割附之事 寛政2年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙

39 亥御年貢可納割附之事 寛政3年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙挟込みあり

40 子御年貢可納割付之事 寛政4年10月 篠山十兵衛 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓 付箋剥離 取扱注意

41 子御年貢可納割附之事 寛政4年10月 完戸総九郎、他4名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙

42(1) 丑御年貢可納割附之事 寛政5年10月 完戸総九郎、他4名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 一紙2通挟込みあり

42(2) （不作に付減免割方書上） 三堀村 一紙

42(3) （新高不書出旨一件） 寛政7年4月24日 三堀村 一紙

43 寅御年貢可納割附之事 寛政6年10月 完戸総九郎、他5名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙 継目外れ（2枚）

44 寅御年貢可納割附之事 寛政6年10月 竹垣三右衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

45 夘御年貢可納割付之事 寛政7年10月 竹垣三右衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓 付箋剥離

46 卯御年貢可納割附之事 寛政7年10月 完戸総九郎、他4名 右村（三ツ堀村） 名主、惣百姓 一紙
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47(1) （当辰年年貢割付状） 辰（寛政8年） 舟戸役所 三堀村 名主、惣百姓 一紙 封あり

47(2) （不作田方書出すべく申渡） 卯11月 舟戸役所 三堀村 名主 一紙 封あり
継目外れ（2枚）

48(1) 未御年貢可納割附之事 寛政11年10月 竹垣三右衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 記載・2通の内1
百姓 継目外れ（4枚）

48(2) 未御物成皆済目録 寛政12年1月 竹三右衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 記載・2通の内2
百姓

49 （酉年年貢割付状） 享和元年10月 大西藤吾 印、他4名 右村 名主、惣百姓 一紙 前欠 継目外れ（2枚）

50(1) 丑御年貢可納割附之事 文化2年10月 山口鉄五郎 判 右村 名主、与頭、惣百姓 一紙 記載・2通の内1
継目外れ（4枚）

50(2) 丑御年貢皆済目録 文化3年1月 山鉄五郎 判 右村 名主、与頭、惣百姓 一紙 記載・2通の内2
継目外れ（4枚）

一紙 B．皆済

1 酉御年貢皆済目録 安永7年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓

2 酉御年貢皆済目録 安永7年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

3 酉御年貢皆済目録 安永7年3月 宮村孫左衛門 判 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓

4 戌御年貢皆済目録 安永8年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

5 亥御年貢皆済目録 安永9年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚） 付
百姓 箋剥離 取扱注意

6 子御年貢皆済目録 安永10年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

7 子御年貢皆済目録（瀬戸村皆済目録） 安永10年3月 宮村孫左衛門 判 右村(瀬戸村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 奥貼継の一紙剥離

8 丑御年貢皆済目録 天明2年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭 一紙 継目外れ（2枚）

9(0) （封題）天明弐年寅年流作場御割付皆済目録 天明3年3月 封 付箋剥離 取扱注意

9(1) 寅御年貢可納割付之事 天明2年10月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 封あり
百姓 継目外れ（4枚）

9(2) 乍恐以書付奉願上候（御上米に付） 天明2年10月 三ツ堀村、舟戸村 惣代 名主 佐 宮村孫左衛門様 御役所 一紙 封あり
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右衛門、他2名

9(3) 寅御年貢皆済目録 天明3年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 封あり
百姓 継目外れ（3枚）

9(4) （封題）寅年仮免状 封 封あり 中身なし

9(5) 寅御取箇仮免 9月 宮村孫左衛門 役所 一紙 封あり

9(6) 寅御取箇仮免 9月 宮村孫左衛門 役所 判 一紙 封あり
継目外れ（2枚）

10 卯御年貢皆済目録 天明4年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

11 辰御年貢皆済目録 天明5年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

12(0) （封題）天明五年巳年流作場御割付・皆済目録 天明5年 封

12(1) 巳御年貢可納割付之事 天明5年10月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 封あり
百姓 継目外れ（2枚）

12(2) 巳御取箇仮免 巳（天明5年）10月 宮村孫左衛門 役所 一紙 封あり

12(3) 巳御年貢皆済目録 天明6年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 封あり
百姓 継目外れ（2枚）

13 巳御年貢皆済目録 天明6年3月 宮村孫左衛門 右村（山高野村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

14 午御年貢皆済目録 天明7年3月 宮村孫左衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓 付箋剥離 取扱注意

15 天明七未年宮村孫左衛門様分流作場御年貢御請取 天明7年12月9日 一紙 封あり 綴（4枚）

16(0) （封題）寛政三亥年流作場御年貢御割付壱本、皆済目録 寛政3年 封 付箋剥離 取扱注意
一本

16(1) 覚（年貢割付状） 寛政5年12月 菅沼安十郎、他4名 名主、年寄、惣百姓 一紙 封あり
継目外れ（3枚）

16(2) 亥御年貢請取永之事 寛政5年12月 菅沼安十郎、他4名 三ツ堀村 一紙 封あり

16(3) 覚（亥年分永請取証文） 寛政6年2月 五分仕上方 役所 三ツ堀村 一紙 封あり

16(4) 覚（木野崎村名主惣左衛門亥年分納方立替に付） 寛政6年2月16日 一紙 封あり

17 （封題）伊奈右近将監様御役所江納候流作場御年貢并 寛政4年4月 名主 仙七 封 封あり 綴（3枚）
河岸問屋株運上永上納御請取
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18 子御年貢皆済目録 寛政5年6月 篠十兵衛 右村（三ツ堀村） 名主、与頭、百 一紙
姓代

19 丑御物成皆済目録 寛政6年1月 竹三右衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

20 寅御物成皆済目録 寛政7年1月 竹三右衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 封あり
百姓 継目外れ（3枚）

付箋剥離 取扱注意

21 卯御物成皆済目録 寛政8年1月 竹三右衛門 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

一紙 C．その他

1 乍恐以書付奉願上候（返済金米相場に関し願上） 寛政11年11月20日 花野井村 名主 官蔵、他4村12名 舟戸御役所 一紙 継目外れ（2枚）

2 覚（惣永高書付） 天明2年1月 下利根川通流作場 下総国葛飾郡 宮村孫左衛門様 御役所 一紙 継目外れ（2枚）
三堀村 組頭 仙七、他1名

3 覚（圦樋御普請御入金私領出金請取に付） 天明8年7月19日 宮村孫左衛門手代 土屋藤太夫 右村（三ツ堀村） 名主中 一紙

4 江川御普請御入用金御私領御出金御請取入 一紙 継目外れ（3枚）

4.戸口

冊子

1 下総國葛飾郡三堀村惣百姓五人組改帳 寛政5年8月 三堀村 右百姓惣代 友右衛門、 横帳
他2名

5.身分

冊子

1 村方上中下三等身分書上帳 明治2年12月 右村（三ツ堀村） 名主 権右衛門、 竪帳
他2名

6.村・村政

冊子 A．村

1 下総国葛飾郡庄内領之内三ツ堀村郷差出帳 寛保元年7月 下総国葛飾郡三ツ堀村 名主 権 船戸村 御役所 竪帳
右衛門、他13名

2 下総国葛飾郡庄内領之内三ツ堀村郷差出帳ノ写シ 寛保元年7月 竪帳

3 當村廟所御改ニ付書上ヶ候下書写シ（年貢割付に付） 寛保元年7月 中相馬 三ツ堀村 竪帳
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4 三堀村本組諸役出銭相談極書 安永7年7月 三堀村 百姓代 弥左衛門、同 宇 竪帳
右衛門、他62名

5 萬御願并御注進書控帳 安永8年5月 三ツ堀村 仙七 竪帳 表紙一部破損

6(1) 御料流作方 萬御注進并御願書控帳 寛政5年～寛政8年 下利根川通 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳 一紙挟込みあり

6(2) （反高場に付書付） 文政元年9月 下利根川通流作場 下総国葛飾郡 林金五郎様 御役所 一紙
三ツ堀村 名主 弥九郎、他2名

7 萬御注進并御願書之控帳 寛政6年1月 三ツ堀村 仙七 竪帳

8 御野馬内入除土手一件控（請雑控帳） 寛政6年1月 庄内領 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳 一紙挟込みあり

9 御代々御地頭様方御名并歳殻之覚 竪帳

冊子 B．村入用

1 半兵衛名主役相離候節村用立合勘定之上請取渡之扣 安永6年11月 横帳

2 半兵衛・権右衛門 出入ニ付三ヶ組百姓ヘ割返勘定帳之 安永6年12月 名主、組頭、百姓代 立合 竪帳
扣ヘ

3 江河悪水落ニ付組合八ヶ村下郷五ヶ村出入一件入用割 天明3年8月 江川組合 八ヶ村内 三ツ堀村 横帳 一紙2通挟込みあり
等控帳

4 名主役御祝儀弘入用覚帳 天明3年9月 三堀村 仙七 横帳

5 當村下流作場杭出御願入用割合帳 天明6年10月 下利根川通 三ツ堀村 名主 仙七 横帳 一紙挟込みあり

6 當村御普請願入用出銭割合帳 天明6年10月 三堀村 名主 仙七 横帳

冊子 C．検見賄

1 御検見御賄諸道具借寄帳 天明6年10月6日 三ツ堀村 會所 横帳

2 午年御検見御賄并内見用覚帳 天明6年10月 三堀村 名主 横帳

3 申年田方内見入用覚帳 天明8年9月 三ツ堀村 名主 仙七 同 佐左衛 横帳
門、同 太郎右衛門

4 當酉年御検見之儀ニ付被仰渡御請書帳（雛形） 寛政元年8月 三堀村 名主 仙七、他2名、舟戸 竪帳
村 名主 兵武、他2名

5 酉年田方内検見賄入用覚帳 寛政元年8月 三ツ堀村 名主 仙七 横帳

冊子 D．御鷹御用

1 御鷹方野先御用申渡證文帳写シ（御伝馬に付） 元文3年～元文4年 竪帳
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2 下総国葛飾郡村々御鷹方野先御用申渡證文帳写シ 元文4年1月 伊奈半左衛門 行徳領村々、他7村々 右御料、私 竪帳
領、寺社領 村々 名主、年寄

3 御鷹場村高覚帳 天明4年2月 木野崎組合 三堀村 仙七 小横

4 御鷹場御休年ニ付自分扣ヘ 寛政元年7月 下総國葛飾郡庄内領三ツ堀村 名 横帳
主 仙七

一紙

1 村繪圖 附紙文言 元禄12年10月 下総国葛飾郡庄内領三堀村 名主 同国小金町 繪師 山崎善兵衛 一紙
権右衛門、他8名

2 （馬喰領分住居停止に付百姓勤願書雛形） 延享2年6月 何村 馬喰 何左衛門、他1名、五 舟戸御役所 一紙 継目外れ（3枚）
人組 組頭不残、何村 名主、年
寄、組頭中

3(1) 覚（当村半兵衛名主役被召上候為相名主佐左衛門并吉 安永7年4月 三ツ堀村 組頭 仙七、他2名 名主 佐左衛門殿、同 吉郎右衛 一紙 紙縒〆・5枚の内1
郎右衛門方へ諸帳面引渡に付） 門殿 継目外れ（2枚）

3(2) （名主跡役組頭弥九郎に取極候に付退役願書控） 寛政8年2月 三堀村 願人 名主 仙七 舟戸御役所 一紙 紙縒〆・5枚の内2
継目外れ（2枚）

3(3) 名主役代りの節舟戸御役所へ差上候書付控 寛政8年3月20日 仙七 控 一紙 紙縒〆・5枚の内3
継目外れ（2枚）

3(4) （名主跡役組頭弥九郎に被仰付に付顛末書上） 寛政8年 名主 仙七 控 一紙 紙縒〆・5枚の内4
継目外れ（3枚）

3(5) 口演（名主役願之通り被仰付候為諸帳面引渡度に付） 3月16日 仙七 保木間 灰毛 御名主、組頭衆中 一紙 紙縒〆・5枚の内5

4 覚（名主跡役頼み候に付諸入用割付） 安永9年9月 一紙

5 乍恐以書付奉願上候（組頭作兵衛名主新役に付） 安永9年9月 三ツ堀村 名主 佐左衛門、他66名 舟戸御役所 一紙 継目外れ(4枚） 虫損

6 乍恐以書付奉願上候（名主之儀、組頭作兵衛に仰付られ 安永9年9月 三ツ堀村 名主 佐左衛門、他66名 舟戸御役所 一紙 継目外れ（5枚）
る様願書）

7 乍恐以書付奉願上候（万太郎へ名主役被仰付様願書） 安永9年 三堀村 名主 佐左衛門、他65名 舟戸御役所 一紙 継目外れ（4枚）

8 乍恐以書付奉願上候（病身に付名主役御免願） 天明3年3月 三堀村 願人 名主 作左衛門 舟戸御役所 一紙

9 乍恐以書付奉願上候（名主跡役被仰付様願書） 天明3年8月 三ツ堀村 願人 組頭 仙七、他2名 舟戸御役所 一紙 継目外れ（2枚）

10 乍恐以書付奉願上候（名主三人不行歩に付名主兼役御 天明3年8月 三ツ堀村 願人 組頭 仙七、他2名 舟戸御役所 一紙 継目外れ（2枚）
免願）

11 乍恐以書付奉願上候（名主半兵衛跡役、被仰付様願書） 天明3年8月 三ツ堀村 名主 佐左衛門、同 作 舩戸御役所 一紙 継目外れ（5枚）
左衛門、他68名
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12 覚（御年番銭請取に付） 天明4年閏1月 木野崎村新橋 木戸四郎兵衛 三堀村 御名主中 一紙 封あり

13(1) 覺（本新田畑反別改帳等三冊請取証文） 天明4年4月22日 三堀村 名主 仙七、他2名 當村 半兵衛殿 一紙 紙縒〆・3枚の内1

13(2) 覚（御公儀様御鷹餌高札判鑑之御請取被仰付候に付） 寛政7年10月5日 一紙 紙縒〆・3枚の内2

13(3) （餌高札判鑑請取証文・跡名主役弥九郎方へ引渡し申候 寛政8年3月17日 一紙 紙縒〆・3枚の内3
に付控）

14 御請證文之趣意扣ヘ（仙七名主役被仰付に付御焼印請 天明4年6月27日 下総国葛飾郡三堀村 名主 仙 七、 西新田 御役所 一紙
取証文） 他2名

15 乍恐以書付奉願上候（名主役被仰付候に付御焼印引替 天明4年6月 本多伯耆守領分 下総国葛飾郡三 西新田 御役所 一紙
願） ツ堀村 預人 名主 仙七、他2名

16(0) （封題）村相談之定證文 天明5年3月 封

16(1) 村定一札事（村方困窮、鎮守香取宮御祭礼の節酒売禁 天明5年3月 三ツ堀村 五郎左衛門、弥左衛 門、 村役人中 一紙 封あり
止に付） 他56名 継目外れ（4枚）

16(2) 一札之事（三月御祭礼にて酒店無之様取計らうべきに付） 天明5年3月 三ツ堀村 商人 弥七、同 吉兵 衛、 村役人中 一紙 封あり
他2名

16(3) （太兵衛村方相談破り酒屋見世致候に付書付） 一紙 封あり

17 乍恐以書付奉願上候（近年猪野耕作物喰荒に付案山子 天明6年2月 村々 名主、組頭、百姓代 西新田 御役所様 一紙
等御免願）

18 水戸様御鷹場御休年に付御焼印札御請取書之控 寛政元年7月17日 西新田 国枩源次、中村左一郎、 三ツ堀村 名主中 一紙 封あり
皆川左平次

19 乍恐以書付申上候（御糺の御鷹餌高札判鑑の儀御尋に 寛政7年3月 三ツ堀村 名主 仙七、他6名 舟戸御役所 一紙
付）

20 覚（村付諸帳面諸書物等請取に付） 寛政8年3月17日 三ツ堀村 弥九郎 仙七殿 一紙 継目外れ（3枚）

21(1) 覚（御高札請取に付） 寛政8年3月 三堀村 弥九郎 同村 仙七殿 一紙 封あり
記載2点のうち1

21(2) 覚（村付諸道具帳面等請取に付） 寛政8年3月 三堀村 弥九郎 同村 仙七殿 一紙 封あり
記載2点のうち2

22 一札之事（喜兵衛帰村願の際被申聞候儀承知に付） 享和元年7月 三ツ堀村 當人 喜兵衛、他3名 御名主、組頭中 一紙

23 乍恐以書付奉願上候（御役所御門修繕並左兵衛物置 文政6年9月 三ツ堀村 願人 増田佐兵衛 印 舟戸御役所 一紙
蔵、長屋に建替願）

24 乍恐以書付奉願上候（大雨にて破却御門建替並私方長 文政6年9月 三ツ堀村 増田佐兵衛 舟戸御役所 一紙 虫損
屋同様に増築したき旨願書）
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25 乍恐以書付奉願上候（御役所御門破却のため古品頂戴 文政6年9月 三ツ堀村 増田佐兵衛 舟戸御役所 一紙
し建替度に付）

26 乍恐以書付奉願上候（冥加金御褒美請取方に付） 文政6年 下総中相島 三ツ堀村 増田佐兵衛 御勘定所 一紙 継目外れ（3枚）

27(1) 乍恐以書付奉願上候（役所御門修繕并に佐兵衛物置 （文政6年） 一紙 紙縒〆・3枚の内1
蔵、長屋に建替願）

27(2) （増田佐兵衛眼病全快に付書上の下書） （文政6年） 一紙 紙縒〆・3枚の内2

27(3) 乍恐以書付奉申上候(増田佐兵衛眼病全快に付) （文政6年） 三ツ堀村 増田佐兵衛 御役所 一紙 紙縒〆・3枚の内3

28 乍恐以書付奉申上候（眼病全快に付） 文政6年 三ツ堀村 増田佐兵衛 舟戸御役所 一紙

29 乍恐以書付奉願上候（亡父左兵衛同様仰付られ御礼差 文政9年2月 三ツ堀村 増田佐兵衛 舟戸御役所 一紙
上度に付）

30 名主役ひろめ献立 一紙 継目外れ（4枚）
フケ 取扱注意

8.水利・用水

冊子

1 江川堤圦樋御普請組合八ヶ村高并御入用金割合覚帳 寛延3年6月 山高野村 名主、組頭、百姓代、 舟戸御役所 横帳
他2村

2 御料・私領 八ヶ村組合悪水吐圦樋来丑春御修復御普請 子（明和5年）10月 布施弥市郎 竪帳 一紙3通挟込みあり
目論見帳 正扣

3 字江川圦樋御普請御目論見仕様帳 安永2年12月 地元 上下三ヶ尾村 竪帳

4 川通御救御普請ニ付差上候書附之控 安永10年1月 中利根川通 三ツ堀村 仙七 竪帳

5 下総國葛飾郡上下三ヶ尾村地内江河 圦樋・川除 仕様帳 安永10年1月 御普請所組合八ヶ村 三堀村 扣 竪帳

6 川通御普請ニ付御觸書請證文 安永10年1月 竪帳

7 江川御普請人足御賃銭御内借小前割賦帳 安永10年1月 中利根川通 江河組合 三ツ堀村 竪帳
本組分

8 御公儀様御入用御普請ニ付御請證文（堤川除普請に付） 安永10年1月 三ツ堀村 百姓 伊左衛門、儀左 竪帳
衛門、他83名

9 江川堤圦樋御普請人足御賃銭割賦帳 安永10年3月 中利根川通 江川組合 三堀村 竪帳
本組分

10 江川御普請人足御賃銭御割増小前割賦帳 安永10年3月 三ツ堀村 友右衛門、他63名 竪帳
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11 町田堤御普請人足御賃永小前割賦帳 安永10年3月 三堀村 伊左衛門、他60名 竪帳

12 下総國葛飾郡三ツ堀村町田圦樋伏替仕様帳 安永10年4月 中利根川通 三堀村 竪帳

13 江川御普請所高反別差出扣 天明元年9月25日 組合内 三ツ堀村 竪帳 一紙挟込みあり

14 川除堤普請仕用帳 天明元年11月 舟戸役所 右村（三ツ堀村） 名主、組頭、百 竪帳 一紙挟込みあり
姓代

15 江川御普請組合入用出銭割合覚帳 天明6年10月 組合八ヶ村内 三ツ堀村 名主 横帳
仙七

16 三堀村御普請願目論見帳 天明6年12月 三堀村 名主 仙七、他4名 御役所 竪帳

17 江川御普請人足賃永割渡帳 天明7年1月 下利根川通 三ツ堀村 竪帳

18 江河堤御普請人足土坪積覚帳 天明7年1月 組合八ヶ村 横帳

19 下総國葛飾郡上下三ヶ尾村組合圦樋戸前修覆目論見帳 天明7年2月 上下三ヶ尾村 立合 竪帳
写

20 下総国葛飾郡三堀村堤御普請仕立帳 天明7年2月 御普請御掛り 御勘定 中村丈右 竪帳
衛門様、他6名

21 江川御普請人足賃御割増永共小前割賦帳 天明7年3月 三ツ堀村 宇右衛門、他39名 竪帳

22(1) 江川御普請出方人足賃永勘定帳 天明7年3月 三ツ堀村 三組 名主 横帳 付箋剥離
一紙挟込みあり

22(2) 覚（賃銭勘定書上に付） 一紙

23 江川御普請人足御手傳割増永諸色勘定帳 天明7年3月 下総国葛飾郡 地元上下三ヶ尾 横帳
村 組合八ヶ村 右組合内 三堀
村 名主 仙七

24 町田御普請人足賃永小前割賦帳 天明7年3月 三ツ堀村 宇右衛門、他76名 竪帳

25 町田御普請ニ付舟戸御役所ヘ差上候書付之控 天明7年4月 三ツ堀村 名主 仙七、他6名 舟戸御役所 竪帳

26 御救御普請金残永小前割賦帳 天明7年7月 三堀村 作兵衛、安左衛門、他59 竪帳
名

27 中利根川通下総國葛飾郡私領出金未申春圦樋御普請目 天明7年10月 上下三ヶ尾村 宮村孫左衛門 （御勘定所） 竪帳 綴外れ 取扱注意
論見帳

28 江河悪水落新堀願之節御見分様へ差上候書附扣 寛政元年3月 下総国葛飾郡三堀村 名主 仙七 竪帳

29 江川悪水落新堀願延引ニ付村連判帳 寛政元年3月 江河御普請所組合内 三ツ堀村 竪帳
惣百姓
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30 江川御普請人足御賃永割賦帳 寛政4年6月 三ツ堀村 百姓代 友右衛門、他 竪帳
4名

31 堤普請仕様帳 寛政5年12月 舟戸役所 三堀村 名主 竪帳

32 江川悪水落新堀願延引ニ付難渋出入訴答控 文化6年1月 下総国葛飾郡三ツ堀村 佐兵衛 竪帳

33 来申春圦樋御普請目論見帳 竪帳

一紙

1 杭出し仕様覚 未（天明7年）1月7日 一紙

2 覚(当村囲堤御普請御雇にて請負申候に付) 寛政6年11月18日 鰭ヶ崎村 名主 庄左衛門 ［虫くい］（三）ツ堀村 御名主中 一紙 虫損

3 覚(当村御普請の為人足雇打銭請取に付) 寅12月21日 鰭ヶ崎村 名主 庄左衛門 三ツ堀村 御名主中 一紙 継目外れ（2枚）

9.土木・建築

冊子 A．野馬除土手

1 御會下割松ヶ崎村野馬除土手普請人足帳 明和5年1月 三ツ堀村 横帳

2 東深井村新土手築立助人足御免願連判 寛政6年1月 三ツ堀村 百姓 友右衛門、他54 竪帳
名

冊子 B．作事

1 家造作諸入用覚帳 安永3年2月 三ツ［破れ］（堀）村 増田仙七 横帳 一部破損 虫損 フケ

2 文庫新造入用帳 寛政元年8月 三ツ堀村 増田仙七 横帳 フケ。一紙挟込みあり

3 長家造立入用日記 寛政11年11月 三ツ堀村 増田佐兵衛 横帳 一紙挟込みあり

4 家根継キ造作入用助人足覺帳 文化5年8月 三ツ堀村 増田佐兵衛、［虫くい］ 横帳
方代

一紙 A．野馬除土手

1 松ヶ崎村野馬除普請丁場受取事 明和5年1月29日 若柴村 吉右衛門 三堀村 仙七殿 一紙

2 子ノ春松ヶ崎村野馬除土手修覆普請人足 一紙

一紙 B．作事

1(1) 仕様覚(御門一ヶ所建方代金見積書) 10月1日 灰毛 和七 御役所 一紙 継目外れ（2枚） 紙
縒〆・3点の内1
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1(2) 覚（金子請取証文） 11月8日 灰毛 大津屋 和七 本村 半内様、佐兵衛様 一紙 紙縒〆・3点の内2

1(3) 御用木積り方（御用木、針金など材料見積に付） 一紙 紙縒〆・3点の内3

2 （御門普請日記） 一紙

11.治安

冊子

1 御觸書御請證文（徒党の内頭取の者御糺に付） 天明3年11月 三ツ堀村 友右衛門、他94名 竪帳

2 願書認メ寫（甚左衛門一件に付） 慶応4年8月 竪帳

3 利左衛門長男市太郎申渡・利右衛門ヨリ利左衛門書替願 明治7年12月 竪帳
書 扣

一紙

1 一札之事（博奕賭の諸勝負の儀に付請書） 寛政6年9月 三ツ堀村 武兵衛、他54名 當村（三ツ堀村）名主、組頭中 一紙 継目外れ（6枚）

12.訴訟

冊子

1 江川悪水落出入訴答之控 明和5年4月 江川組合八ヶ村内 三ツ堀村 仙 竪帳
七

2 江川組合七ヶ村ヨリ下五ヶ村相手取悪水落儀定相破候趣 （寛政元年） 竪帳
出訴・御尊判頂戴相附候訴状返答書并御裁許書之扣ヘ

一紙

1 乍恐以書付御訴詔奉申上候（組合村一同悪水堀掘替に 文化5年11月 右七ヶ村(山口鉄五郎當分預ヶ所 御奉行所様 一紙 継目外れ（6枚）
付） 下総國葛飾郡上三ヶ尾村、他6村)

役人惣代 山口鉄五郎當分御預
所同国同郡下三ヶ尾村 訴詔人
名主 七郎左衛門、他1村1名

2 一札之事（御差日御尊判頂戴に付） 文化5年12月2日 本多豊前守領分 下総国葛飾郡 七ヶ村 御名主中 一紙
三ツ堀村 名主 弥九郎、他3名

3 乍恐以返答書奉申上候（上三ヶ尾村他六ヶ村より申立の 文化6年2月 本多豊前守領分 下総国葛飾郡 御評定所 一紙 継目外れ（2枚）
悪水堀難渋出入に付） 三ツ堀村 組頭 藤蔵 百姓代半

内 右両人煩ニ付代兼 名主 弥
九郎、他1名

4 差上申済口證文之事（悪水落新規出訴致さずに付） 文化6年3月 山口鉄五郎当分御預り所 下総 御評定所 一紙 継目外れ（5枚） 虫
国葛飾郡上三ヶ尾村、他6村 右 損
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七ヶ村役人惣代、山口鉄五郎当
分御預り所 同国同郡下三ヶ尾村
名主 長郎左衛門、他8名

14.夫食・救

冊子 A．夫食

1 百姓夫食願下書 天明6年10月 灰毛 竪帳

2 午暮百姓夫食米割渡帳 天明6年12月29日 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

3 當村百姓飢人夫食拝借御米割渡帳 天明6年12月29日 三ツ堀村 名主 仙七 横帳

4 三堀村百姓飢人夫食御願書 天明6年12月 三ツ堀村 名主 仙七、他5名 舟戸御役所 竪帳

5 三ツ堀村百姓飢人夫食願書（去午田畑水損に付） 天明7年1月 三ツ堀村 名主 仙七、他6名 舟戸御役所 竪帳

6 三ツ堀村百姓夫食代金割渡帳（去午年水損に付） 天明7年2月 三ツ堀村 三組 竪帳

7 未春百姓夫食金御拝借割渡帳 天明7年2月 三ツ堀 三組 仙七、佐左衛門、 横帳
太良右衛門

8 夫食米金返納年延書附 天明7年11月 竪帳

9 未春百姓夫食金拝借申年ヨリ返納勘定帳 天明8年11月 三ツ堀村 名主 仙七 横帳

冊子 B．種籾

1 種御拝借米割渡目録之扣ヘ 明和8年11月 竪帳 一紙3通挟込みあり

2 夘御年貢米辰春種子手當米ニ割渡帳 天明4年2月 三ツ堀村 名主 仙七 竪帳

3 水鷹田地種御拝借米割賦帳 天明6年10月 三堀村 竪帳

4 未年流作場種籾代金小前割賦帳・籾種拝借小前帳 天明7年2月 下総國葛飾郡三ツ堀村 横帳

5(1) 未年流作場種籾代金小前割渡帳 天明7年2月 三堀村 百姓惣代 宇右衛門、他 竪帳 合冊・2冊の内1
5名

5(2) 流作場種籾代永返納御割返シ金小前割賦帳 寛政2年11月 三ツ堀村 右流地百姓惣代 権左 竪帳 合冊・2冊の内2
衛門、他6名

6(1) 御料所流作場種子籾代金貸附覚帳 天明7年7月 下利根川通流作場 三ツ堀村 名 横帳 合冊・2冊の内1
主 仙七

6(2) 種籾代拝借返納御割返金貸附覚帳 寛政3年11月 三ツ堀村 名主 仙七 横帳 合冊・2冊の内2

7 午年水損田地種拝借米元利年賦返納米取立帳 天明7年10月 三ツ堀村 名主 仙七 横帳
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8 御種借金返納御割戻永小前割渡帳 寛政2年11月 下総國葛飾郡三堀村 名主 仙 伊奈右近将監様 御役所 横帳
七、他2名

一紙

1(1) 借用申夫食代金證文之事（諸作水損に付） 天明6年12月 三ツ堀村 右借り人 惣代 弥左衛 一紙 紙縒〆・5枚の内1
門、傳九郎、傳六

1(2) 借用申金子之事（飢人への夫食手当割渡に付） 天明6年12月 三ツ堀村 名主 仙七、他2名 右名前中 定右衛門殿 参 一紙 紙縒〆・5枚の内2
継目外れ（２枚）

1(3) 借用申夫食代金證文之事（水損に付） 天明7年3月 三堀村 金子借り主 五郎左衛門、 作兵衛殿、他7名、右衆中 一紙 紙縒〆・5枚の内3
他19名 継目外れ（２枚）

1(4) 當村百姓飢人夫食貸渡帳 天明6年11月 三ツ堀村 夫食借り人 惣代 弥左 竪帳 紙縒〆・5枚の内4
衛門、他2名

1(5) （外銭仙七殿より借用致し候に付書付） 一紙 紙縒〆・5枚の内5

15.貯穀

冊子

1 義倉穀手控帳 明治3年3月 三ツ堀村 甚助 小横

2 管内義倉御請書控 明治3年10月 乙第二區 布施村組合 三ツ堀村 竪帳
増田甚助

3 管内義倉金穀許借願 明治4年4月 右八ヶ村惣代 布施村 勧農方 葛飾縣義倉御掛御役人中様 竪帳
後藤蔵之助、他5名

一紙

1 奉差上管内義倉御預り證文之事 明治3年10月 目吹村 御預り主 飯田業助、他4 葛飾縣 御役所 一紙
名

18.商業

一紙

1(1) 指入申證文之事（灘屋出店のため諸事誓約に付） 宝暦11年 三ツ堀村之内保木間 灘屋 壱兵 同村 三ヶ組 名主、組頭衆中 一紙 紙縒〆・5枚の内1
衛、請人 吉五兵衛 継目外れ（3枚）

1(2) 預り申金子之事（郷蔵払代金借用に付） 安永9年11月 三ツ堀村 預り主 弥左衛門、請 當村 御役人中 一紙 紙縒〆・5枚の内2
人 五人組 次右衛門

1(3) 覚（川通の灘屋敷地代相増に付） 天明2年3月 三堀村 五左衛門、太兵衛 御名主、組頭衆中 一紙 紙縒〆・5枚の内3
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1(4) 預り申金子之事（郷蔵払代金借用に付） 天明3年11月 三ツ堀村 預り主 弥左衛門、請 當村 御役人中 一紙 紙縒〆・5枚の内4
人 五人組 次右衛門

1(5) 差入申證文之事（灘屋商売のため諸事誓約に付） 寛政4年2月 三ツ堀村 借地人 新右衛門、他 當村 三組 御名主、組頭衆中 一紙 紙縒〆・5枚の内5
2名 継目外れ（2枚）

19.金融・貸借

冊子

1 大黒講金割合覚 宝暦6年2月 三堀村 佐兵衛 扣 横帳 付箋剥離

2 大黒講覚帳 宝暦13年3月 横帳

3 過料銭貸附證文（夫食御座無に付） 天明7年4月 （組頭 佐兵衛、他2名） 竪帳 一紙挟込みあり

一紙

1 借用申金子之事（夫食代金借用に付） 天明6年12月 三ツ堀村 名主 仙七、他2名 右名前衆中 一紙

2 覺（兵右衛門田地質地のため返納米預りに付） 天明7年12月 三ツ堀村 預り主 儀左衛門、請 御名主、組頭中 一紙
人 新之丞

3 入置申借用金證文之事（祭礼仕度のため拝借金再借に 天明8年3月 三ツ堀村 若者共 惣代 久右衛 名主 仙七殿、村御役人衆中 一紙 継目外れ（2枚）
付） 門、他7名

4 覚（たばこ・わらじ等代金書上） 弥七 一紙 継目外れ（2枚）
一紙挟込みあり

20.経営・雇用

冊子

1 奉公人請状之事 （明治10年） 竪帳 綴外れ（1枚）

2 奉公人請状 明治11年 竪帳 綴外れ（2枚）

3 奉公人請状 明治12年 竪帳 綴外れ（2枚）

4 奉公人受状之事 明治14年 竪帳 綴外れ（1枚）

5 奉公人請状 明治14年 竪帳 綴外れ（2枚）

6 奉公人受証 明治15年1月23日 東葛飾郡西三ヶ尾村 人主 遠藤 同郡（東葛飾郡）三ツ堀村 増田佐 竪帳
五左衛門、他1名 兵衛殿

7 奉公人受状之事 明治15年 竪帳 後欠 綴外れ（1枚）

8 奉公人受状之事 明治16年1月25日 東葛飾郡瀬戸村 人主 小河原伊 同郡三ツ堀村 増田佐兵衛殿 竪帳
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兵衛、他1名

9 奉公人受証 明治17年1月15日 東葛飾郡三ツ堀村 人主 飯塚新 同村（三ツ堀村） 増田佐兵衛殿 竪帳
之丞、他1名

10 奉公人受状事 明治18年 竪帳 綴外れ（2枚）

11 奉公人受状之事 明治18年 竪帳 綴外れ（2枚）

12 奉公人請状 明治19年1月21日 東葛飾郡三ツ堀村 人主 栗原要 同郡同村（東葛飾郡三ツ堀村） 増 竪帳
吉、他1名 田佐兵衛殿

13 奉公人受状之事 明治19年 竪帳 綴外れ（1枚）

14 奉公人受状之事 明治22年 竪帳 綴外れ（2枚）

15 奉公人受状之事 明治23年1月20日 東葛飾郡福田村大字三堀 人主 同村（福田村） 増田佐兵衛殿 竪帳
洞毛平五郎、他1名

16 奉公人受状之事 明治23年 竪帳 後欠 綴外れ（2枚）

17 奉公人受状之事 （明治） 竪帳

23.通信・情報

一紙

1 天明三年癸卯年関東国難之扣 天明3年 一紙

24.宗教

冊子

1 西国順礼之節御餞之覚 宝暦4年6月 三ツ堀ノ住 増田佐七 横帳

2 十九夜講取立帳 宝暦8年7月 三ツ堀村 講中 横帳 綴外れ

3 鎮守様御奉社御造酒穀取立帳 宝暦9年6月 三ツ堀村 横帳

4 鐘奉加奇（ママ）進金并諸入用覺帳 明和元年11月 三ツ堀村中 願主 仙七 横帳

5 鐘奉加寄進金并諸入用覺帳 明和元年11月 横帳

6 十九夜念佛講金庚申講金貸出並受取帳 明和元年11月 三ツ堀村 願主 横帳

7 釣鐘ニ付人足日〆帳 明和元年12月 仙七 横帳

8 釣鐘一件仕様帳 明和元年12月 願主 仙七 竪帳
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9 香取様御奉社金貸出帳控 明和2年11月 三堀村 氏子共、佐兵衛控 竪帳

10(1) 御法流末寺格御願諸入用覺帳 明和9年5月 下総国葛飾郡庄内領三ツ堀村 横帳 合冊・3冊の内1
圓福寺、名主、組頭 立合

10(2) 新末寺格願ニ付江戸表ニ而諸入用覺帳 明和9年10月 下総国葛飾郡庄内領三ツ堀村 圓 横帳 合冊・3冊の内2
福寺 住 仙春、旦方惣代 仙七

10(3) 新色衣寺格願入用帳 安永3年6月 三ツ堀村 圓福寺 横帳 合冊・3冊の内3

11 扇田半鐘寄進帳 安永2年10月 三堀村 願主 増田仙七 横帳

12 流作場入附銭祭礼貯金ニ寄附之覚帳 天明3年12月 三堀村 當世話人 久右衛門、他 竪帳
1名

13 香取様御祭禮貯金貸附帳扣 天明4年1月 三堀村 名主、組頭 横帳

14 御觸書承知御請證文（不受不施類の僧俗厳科に付） 寛政7年9月 三ツ堀村 友右衛門、他88名 村役人中 竪帳

15 氏神稲荷官新造立入用帳 寛政8年10月 三ツ堀村 増田佐兵衛 政方代 横帳

16 熊野権現社檀并留屋並建覚帳 享和3年3月 三ツ堀村 増田佐兵衛 政方代 横帳

17 善光寺秩父参詣之節御銭并留主見舞覚帳 文政元年2月 三ツ堀村 増田佐兵衛妻 横帳

18 大般若経建立勧地（御寄進控帳） 文政元年 三ツ堀村 圓福寺 世話人 八兵 竪帳
衛、他2名

19 大般若経建立勧化金銭取立帳 文政2年3月 三ツ堀村 増田佐兵衛 横帳 一紙挟込みあり

20 大般若經轉續ニ付受納并入用覺帳 文政2年7月28日 三ツ堀村 圓福寺 世話人 横帳

21(1) 経蔵新造請入用覺帳 文政2年8月 三ツ堀村 圓福寺 願主 佐兵衛 横帳 一紙挟込みあり(2)

21(2) おぼえ(金子請取に付) 巳5月19日 上田中(ヵ) 重兵衛 圓福寺様、佐兵衛様 一紙 冊子(1)に挟込み

22 瓦・［日偏＋氣］(ママ、漆ヵ）喰左官仕用帳 文政2年9月 流山宿 左官 利蔵 三ツ堀邑 御世話人衆中様 竪帳

23 湯殿山参詣之砌御餞別留主見舞覚帳 文政5年11月7日 三ツ堀村 増田仙吉 横帳

24 伊勢参宮并西国順礼之節御餞受納帳 文政7年5月 三ツ堀村 増田仙七 横帳

25 當村寺社近来記 下総国葛飾郡三堀村 増田佐兵 竪帳
衛

26 (圓福寺寺録帳) 横帳

一紙

1 御詮議ニ付書付を以申上候事（円福寺境内御除地他同 宝永4年10月 三堀村 名主 権右衛門、他8名 渡邊平兵衛殿 一紙
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寺支配御除地等書上）

2 相渡申一札之事（権右衛門位牌の寄付請取に付） 享保20年2月23日 菩提寺 現住 源照、圓福寺、藤 権右衛門殿 一紙
右衛門、佐兵衛、半兵衛

3 相渡申寄附證文之事（位牌料として田畑寄付証文） 享保20年2月23日 三堀村 施主 名主 増田権右衛 圓福寺様 一紙
門 判、他3名

4 相定申寄附證文之事（妻心願にて金子寄付に付） 宝暦7年11月 三堀村 寄附主 佐兵衛、他3名 円福寺 法印様 一紙

5 一札之事（寄付金証文之控） 宝暦7年11月 三堀村 佐兵衛 當村 圓福寺様 一紙

25.学芸・教育

一紙

1 （短歌五首） 延享4年 同国同郡（紀伊国牟婁郡）木之 一紙 混入文書か
本浦 阿偆

2 誹諧短歌行 一紙

26.家・生活・書簡

冊子

1 御餞之覚帳 延享4年1月 増田佐兵衛 横帳

2 御餞之覚帳 延享4年1月 三ツ堀村 増田佐兵衛 横帳

3 萬覚帳(貸金、小遣書上など) 延享5年1月 三堀村 増田佐兵衛 横帳

4 萬小遣覚帳 宝暦6年1月 三ツ堀村 増田佐兵衛 横帳

5 萬穀物之覚 附リ駄賃銭覚 宝暦6年4月 三堀村 増田氏 横帳

6 萬覚帳 明和4年1月 三ツ堀村 増田佐［切取り］(兵衛ヵ) 横帳

7 紐直シ御祝儀受納帳 明和8年11月 三ツ堀村 増田八十八 横帳

8 萬覚帳 寛政11年1月 三堀村 増田佐兵衛 横帳

9 二女おもん紐直御祝儀受納并入用帳 文化2年11月15日 三ツ堀村 増田左兵衛 横帳

10(1) 娘みの紐直御祝儀受納并入用覚帳 文化6年11月7日 三ツ堀村 増田左兵衛 横帳 一紙挟込みあり(2～4)

10(2) 覚（金子請取に付） 11月5日 □□□□ 一紙 冊子(1)に挟込み

10(3) 覚(肴代等高割に付) 一紙 冊子(1)に挟込み
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10(4) 覚（金子請取に付） 巳11月5日 大黒や 平右衛門 一紙 冊子(1)に挟込み

11 左市紐直シ御祝儀受納覚帳 文化10年11月12日 三ツ堀村 増田左兵衛 横帳 表紙破損 取扱注意

12 孫祝儀受納并諸入用覺帳 文政2年11月16日 三ツ堀村 増田佐兵衛 横帳

13 天川草津入湯ニ付銭受納覚 文政9年5月28日 三ツ堀村 増田左兵衛 明方 横帳

14 萬覺帳 弘化3年1月 三ツ堀村 増田甚輔 横帳

15 萬當用小遣覺帳 弘化3年1月 三ツ堀村 増田甚助 横帳

16 養子届并進物受納奥印 扣 明治7年11月 三ツ堀邨 増田佐兵衛 横帳

一紙

1 均輸（キンユ）味噌焼算 一紙

27.戸長・村長・役場

冊子

1 日勤記 明治7年11月 第拾弐大區六小區 三ツ堀村 増 小横
田作兵衛 扣

2 諸願向控 明治11年8月 第十二大區九小區 葛飾郡三ツ 竪帳 一紙挟込みあり
堀村

99.その他

冊子 断簡

1 (断簡) 竪帳

一紙 断簡

1 廿八年分 覚（断簡） 一紙
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SS-13 下総国葛飾郡土与部新田〔竹内家文書〕
ど よ ぶ

【現行地名】 茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋土与部（どよぶ）
【概要】 土与部新田の組頭・世話人をつとめた竹内喜兵衛家文書。「竹之内」とも記されるから、読みは「たけのうち」であったとみられる。本文書群所収の系図によると、初代竹之内喜

兵衛は、伊勢松坂の御師で関東に移住し、天正10年（1582）に小手指村より当地に来たという。歴代は、家督を継ぐと喜兵衛を名乗った。明治維新後は喜平を称す。
土与部は元栗橋（もとくりはし）村の北部一帯の呼称で、昭和12年（1937）に行政区となった。この地に新田が開発されていたのだろう。郷帳類に独立した記載はなく、本文書
群をみても、幕末～明治初期に「元栗橋村之内土与部新田」と呼ばれているから、枝郷扱いであったと思われる。
元栗橋村は関宿藩領で、宝暦7年（1757）から天明4年（1784）にかけて一時幕府領となる。宝永2年（1705）以降、関宿藩主は久世氏で安定するから、本文書群の時期は初期
が幕府領、以後は関宿藩領（久世氏）である。なお、元栗橋村の村高は「元禄郷帳」「天保郷帳」もに833石余、「旧高旧領」858石余。明治22年（1889）に、五霞村の大字とな
り、土与部は小字としてみえる。
小作・質地証文など、竹内家の地主経営史料が多い。竹内喜兵衞は、「土与部新田世話人」などと記されているから、新田開発を主導していたのだろう。また、元栗橋村村内
にあった東仙寺（天台宗）関係史料が多くみられる。特に本文書群の中心である小作帳のなかには、裏表紙に「東仙寺・伊勢講・香取様」などと書かれているものが散見され
る。小作帳が多いことに鑑み、これらは２．土地ではなく、24．宗教に中分類A．小作を立項して分類をわけた。

【年代】 延享2年（1745）～明治30年（1897）
【点数】 333点（冊子236点、一紙97点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御用手扣帳 文久元年3月 土与部新田 与頭 喜兵衛 小横

2 癸亥御用留 文久3年1月 小横

3 丙寅御用留扣帳 慶応2年8月 小横

4 （布達留） 明治11年 茨城縣權令 野村維章代理 茨城 竪帳
縣大書記官 本田親英

2.土地

冊子 A．小作

1 大麦小作取立帳 天保6年7月 横帳

2 小作金請取 天保10年 小横

3 大麦大豆小作取立帳 嘉永4年7月 八甫村二ツ谷 渡邊七左衛門 横帳

4 畑方小作入附扣帳 安政6年5月 横帳

5 小作入附帳 安政6年10月 横帳

6 大麦菜種小作取立覺帳 万延元年5月19日 横帳

7 大麦大豆小作取立覺帳 万延元年7月 横帳 虫損大
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8 大豆小作取立帳 万延元年8月 土与部新田 世話人 喜兵衛 横帳

9 大豆小作取立帳 万延元年8月 横帳

10 大麦菜種小作取立帳 文久元年4月 横帳

11 辛酉大麦菜種小作取立帳 文久元年4月 横帳

12 金納小作取立覺帳 文久元年7月2日 横帳

13 酉大豆小作取立帳 文久元年8月 横帳

14 辛酉大麦大豆小作取立帳 文久元年8月 世話人 忠兵衛、勘左衛門、岩蔵 横帳

15 戌大麦菜種小作取立帳 文久2年5月 横帳

16 壬戌大麦小作取立覚帳 文久2年5月 横帳

17 壬戌大麦大豆小作取立帳 文久2年7月1日 世話人 忠兵衛、勘左衛門、岩蔵 横帳

18 戌大豆小作取立覚帳 文久2年8月 横帳 虫損

19 畑小作入附覺帳 文久3年2月 横帳 綴外れ 取扱注意

20 癸亥大麦大豆小作取立帳 文久3年4月 土与部村 喜兵衛 横帳

21 癸亥大麦菜種小作取立帳 文久3年5月 横帳

22 小作残金取調覺帳 文久3年10月 横帳 一紙2通挟込みあり

23 大麦菜種大豆小作取立帳 元治元年5月 横帳

24 菜種大麦大豆小作取立帳 元治元年11月 横帳

25 菜種大麦大豆小作取立帳 元治2年5月 土与部村 喜兵衛 横帳

26 大麦菜種小作大豆小作取立帳 附り境屋金納小作受取 元治2年5月 横帳
帳

27 菜種大麦大豆小作取立覺帳 慶応2年4月 横帳

28 大麦菜種小作并ニ大豆小作取立帳 慶応2年5月 土與部新田 竹内喜兵衛 横帳

29 菜種大麦大豆小作取立帳 慶応3年4月 横帳

30 丁夘菜種大麦大豆小作取立帳 慶応3年5月25日 土与部新田 竹内喜兵衛 横帳 虫損大 取扱注意

31 （土与部村小作取調に付書上） 横帳

32 覚（畑ごと小作料書上帳） 横帳



SS-13 下総国葛飾郡土与部新田〔竹内家文書〕 2.土地 冊子 A．小作 （308）

33 菜種大麦大豆小作入附取立覺帳 明治4年6月 横帳

34 癸酉大麦菜種大豆小作取立帳 明治6年6月9日 横帳

35 明治六酉年大豆小作喜平分調 明治6年 横帳

36 大麦大豆小作受立帳 明治12年6月 小作世話人 竹内喜平 横帳

37 岡安甚八・岡安傳平 小作滞仕訳ヶ帳 明治12年8月10日 横帳

38 明治十二年旧八月十一日 冬木村傳平甚八小作仕訳ヶ 明治12年8月11日 横帳

39 明治十四年小作不納取調簿 明治14年12月24日 横帳

40 小作入附帳 明治15年9月 横帳

41(1) 大麥取立帳 明治16年7月 元栗橋邑 竹内喜平、鈴木蒔七 横帳 合冊・3冊の内1

41(2) 菜種取立帳 明治16年6月17日 横帳 合冊・3冊の内2

41(3) 大豆取立帳 明治16年9月9日 横帳 合冊・3冊の内3

42 菜種取立帳 明治17年5月 横帳

43 大豆取立帳 明治17年8月 横帳

44 大麦菜種大豆小作帳 明治18年7月10日 横帳

45 （幸主村鈴木様分小作取調証文金に直し候調方） 明治18年12月21日 横帳

46 小作取立記帳 明治19年5月 横帳

47(1) 明治十九年秋成作取立帳 明治19年 横帳 合冊・2冊の内1

47(2) 十九年大麦小作取立帳 明治19年 横帳 合冊・2冊の内2

48(1) 明治十九年ヨリ廿年同廿壱年迄三ヶ年間 小作不足分取 明治19年～明治21 横帳 合冊・2冊の内1
調 不足分貸附分共 年

48(2) 明治十九年ヨリ廿年同弐十一年迠三ヶ年間 不足貸附金 明治19年～明治21 横帳 合冊・2冊の内2
取調分 年

49 大麦菜種小作大豆小作取立帳 明治20年8月 セ話人 土與部 竹内喜平 横帳

50 明治二十年小作不足分調 明治20年 横帳

51 小作取立記帳 明治21年5月 横帳

52 （明治二十一年 大豆小作取立帳） 明治21年8月4日 横帳
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53 （明治二十一年 大麦小作取立に付書上） 明治21年 横帳

54(1) 明治廿貳年種大麦取立帳 明治22年 横帳 合冊・2冊の内1

54(2) （明治二十二年秋大豆小作取立に付書上） 明治22年 横帳 合冊・2冊の内2
紙縒挟込みあり

55(1) 明治貳拾参年度大豆小作取立簿 明治23年8月 横帳 合冊・3冊の内1
綴外れ

55(2) （明治二十三年第九月六日旧七月廿一日之改見ル水冠 明治23年9月 横帳 合冊・3冊の内2
畑之分に付書上）

55(3) （大豆麦小作取立帳） （明治） 横帳 合冊・3冊の内3

56 大麦大豆小作未進帳 明治23年 世話人 土与部 竹内喜平 横帳

57(1) 菜種大麦大豆小作取立帳 明治24年6月20日 横帳 合冊・2冊の内1

57(2) 記（小作取立に付） （明治） 横帳 合冊・2冊の内2

58 大麦大豆小作取立帳 明治24年6月24日 横帳

59 大麦小作取立帳 明治24年6月 横帳

60 明治廿四年麥取立帳 明治24年 横帳 綴外れ

61 壬辰大麦大豆小作取立帳 明治25年閏6月9日 横帳

62 菜種大麦大豆小作取立帳 明治25年閏6月9日 横帳

63 （明治二十五年小作不納分取調） 明治25年 横帳

64 明治二十五年秋大豆小作取立帳 明治25年 横帳

65 大麦小作取立覺帳 明治26年6月12日 横帳 紙縒挟込みあり

66 癸巳大麦大豆小作取立帳 明治26年6月21日 小字土与部 田畑小作七拾人 竹 横帳
内喜平

67 （明治二十六年八月大豆小作取立分に付書上） 明治26年8月 横帳

68 大麦・大豆 小作取立帳 明治27年6月10日 横帳

69 大麦小作取立覺帳 明治27年6月12日 横帳

70 田方米小作取立帳 明治27年12月 横帳

71 大麦小作取立覚帳 明治28年閏5月17日 横帳
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72 大麦・大豆 小作取立帳 明治28年閏5月21日 横帳 一紙挟込みあり

73 小作未進書抜取調帳写し 明治28年6月30日 横帳

74 大豆小作取立覚帳 明治28年9月29日 横帳

75 （小作不納に付書上） （明治） 横帳

冊子 B．質地

1 質畑御年貢請取帳 文政9年12月 土与部新田 竹内左平次、八左衛 小横 一紙挟込みあり
門 付箋剥離

2 質地書入證文金畑并ニ家財配分帳 安政4年3月 親類 伊之吉、組合 市太郎、他4名 横帳

3 （質地証文控帳） 万延元年8月 竪帳 表紙欠損

4 田畑小拾帳 文久2年11月 幸手久喜町 境屋太兵衛 横帳

5 （質地証文控帳） 元治元年～明治12 竪帳
年

6 （質地証文控帳） 慶応3年～明治8年 竪帳

7 質地證文扣 明治2年8月20日 土与部新田 与頭 竹之内喜兵衛 竪帳

8 質地御年貢扣 明治4年 竹内喜平 小横

9 （質地証文控帳） 明治10年8月 茨城縣第八大区十小区下総國葛 竪帳
飾郡元栗橋村 竹内氏

10 質地證文 明治12年10月11日 右元栗橋村 質置地主 中村佐七、 同郡（葛飾郡）幸館新田 鈴木庄 竪帳
親類保証人 中村善蔵 七殿

11 質地證文 明治12年10月11日 右元栗橋村 質地置主 斎木重太 同郡冬木村 知久新平殿 竪帳
郎、親類保証人 栗原寿六

12 質地外借用抵当畑加判扣 明治13年1月16日 西葛飾郡元栗橋村字土与部 惣代 竪帳

13 第二号 抵當畑質地畑扣帳 明治13年8月 竪帳

14 金圓借用証 明治13年12月29日 西葛飾郡元栗橋村 借用人 竹内 同郡同村（西葛飾郡元栗橋村） 竪帳
喜平、親類保証人 竹内冨五郎 皆川六三郎殿

15 地所抵當金圓借用証 明治14年4月25日 茨城縣西葛飾郡元栗橋村 金圓借 埼玉縣北葛飾郡幸手宿 田村角蔵 竪帳
用人 竹内喜平、他2名 殿

16 質地書入抵當 役場奥印願扣 明治16年3月12日 字土與部 ［虫食い］ 竪帳 表紙取扱注意
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17 公證奥印願（質地証文入置申に付） 明治18年4月 右元栗橋村 山口角太郎 戸長 石塚房二郎殿 竪帳

18(1) 公證奥印願 質地證文 明治18年5月30日 右元栗橋村 竹内喜平 小手指村外壱村 戸長 石塚房次 竪帳 合冊・2冊の内1
郎殿

18(2) 質地證文 明治18年5月 西葛飾郡元栗橋村 質屋 地主 竹 同郡同村 皆川六三郎殿 竪帳 合冊・2冊の内2
内喜平、引受証人 峯崎文蔵

19(1) 公證奥印願（質地証文入置申に付） 明治18年5月 右元栗橋村 竹内喜平 小手指村外壱ヶ村 戸長 石塚房 竪帳 合冊・2冊の内1
次郎殿

19(2) 地所抵当金圓借用証 明治18年5月 西葛飾郡元栗橋村 金圓借用人 同郡同村 竹内次太郎殿 竪帳 合冊・2冊の内2
竹内喜平、引受証人 峯﨑文蔵

20 質地證文 明治21年10月16日 西葛飾郡元栗橋村 質地主 竹内 北葛飾郡権現堂村 巻嶋清重郎殿 竪帳
喜平、他6名

冊子 C．その他

1 河原井沼新田御地代金上納内改帳 寛政5年2月 左吉 竪帳

2(1) 喜右衛門畑御年貢諸夫せん役勤取調帳 弘化4年6月 引受人 喜兵衛 横帳 合冊・2冊の内1

2(2) 中村喜右衛門畑取調実地帳 明治9年1月 横帳 合冊・2冊の内2

3 畑反別〆高覚帳 嘉永7年8月 横帳 付箋剥離

4 本新石高取調帳 安政3年4月 土与部新田 与頭 喜兵衛 横帳 付箋剥離

5 畑方堀田改メ覚帳 慶応3年3月16日 与頭 喜兵衛 横帳 虫損

6 畑反別〆高小前覺帳 慶応3年5月 土与部新田邨 横帳

7 堀田小拾帳 慶応3年12月 土与部新田 横帳 綴紐に一紙結付け

8 地租取調覺帳 明治8年12月14日 竹内忠三 横帳

9 建家賣渡証 明治17年8月18日 西葛飾郡元栗橋邨 賣渡人 竹内 竪帳
治太郎、他2名

10 （明治貳拾五年幸主村鈴木様取持之畑出水不作ニ付仕 明治25年 横帳
訳ケ取立分に付書上）

一紙

1 差出申一札之事（新屋敷間数に付） 延享2年5月 一紙

2 質物入置申林畑證文之事 文化8年12月 土与部新田 畑主 金五郎、受人 同所 善蔵殿 一紙
惣助、組頭 小右衛門
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3 質物ニ入置申畑證文之事 嘉永2年7月 土与部新田 畑主 浅五郎、受人 本村 宇七殿 一紙
善太郎

4 小作請負證文之事 嘉永4年9月 土与部新田 浅五郎、受人 多左 本村 宇七殿 一紙
衛門

5 質地證文之事 文久2年9月 土与部新田 畑主 嘉重郎、他3名 同所 勘左衛門殿 一紙 虫損大 取扱注意

6 質地證文之事 元治元年9月 土与部新田 畑主 喜兵衛、他3名 幸館村 清八殿 一紙 虫損大 取扱注意

7 覚（かや山畑の金子借用に付） 亥12月 土与部 借主 倉之助、請人 寿六 水木村 直右衛門殿 一紙

8 覚（耕地入付場等改め種入付等調え下され度に付） 8月23日 境屋吉兵衛 土与部村 喜兵衛様 一紙 継目外れ（3枚）

9 質地證文之事 明治4年3月 土與部新田 畠主 久助、親類 勝 同所 六左衛門殿 一紙 継目外れ（3枚） 虫
太郎、他2名 損大

10 質地證文 明治7年9月17日 元栗橋村 質置地主 竹内喜平、 同村 皆川六三郎殿 一紙
親類 同元次郎

11 質地仮證文 明治8年9月30日 元栗橋村字土与部 質置主 齋木 幸館新田 喜蔵殿 一紙
倉治郎、親類証人 栗原寿六、用
掛リ 竹内喜平

12 質地仮證文 明治8年10月 元栗橋村字土与部 質置地主 竹 同所 金子長七殿 一紙
内喜平、親類証人 竹内元治郎

13 流地仮證文 明治9年10月16日 右（元栗橋）村字土与部 惣代 流 同所 金子庄治郎殿 一紙 重折り（2枚）
［虫食い］人 ［虫食い］（嶋）田甚
三郎、他2名

14 借用金圓引當証 明治11年6月28日 第八大区十小区 葛飾郡元栗橋村 同区同郡冬木村 茶地勘平殿 一紙
借用人 竹内喜平、引受証人

山口茂七

15 引當借用金圓証 明治12年1月 西葛飾郡元栗橋村 借人 竹内喜 同（西葛飾）郡冬木村 樋［虫食い］ 一紙
平、引受人 同元二郎 茂平殿

16 地券證借用証 明治12年5月17日 西葛飾郡元栗橋村 地券證借用人 同郡冬木村 菊地甚平殿 一紙
竹内喜平、借用証人 山口重蔵

17 金圓借用証 明治13年1月20日 元栗橋村 借用人 竹内喜平、引 埼玉縣上内村 高橋庄之丞殿 一紙 継目外れ（2枚）
受証人 竹内元次郎

18 借用金圓確証 明治13年11月29日 西葛飾郡元栗橋村 借用人 竹内 同郡幸館新田 鈴木庄七殿 一紙
喜平、親類証人 竹内元治郎

19 （継年季御調印のため印形入用に付書状） (明治16年)12月12日 本村 戸長役場 土與部 人民惣代御中 一紙

20 (栗原善次郎弟平吉地券証書換のため役場出頭に付下書) （明治）10月8日 本村 役場ヨリ 土與部 竹内喜平殿 一紙 虫損
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3.租税・貢租

冊子

1 御年貢嘉役取立帳 天保14年12月 元栗橋村土与部新田 与頭 小右 横帳
衛門、同 喜兵衛

2(1) 夫銭割合帳之扣 嘉永元年10月 元栗橋村之内土与部新田 横帳 合冊・3冊の内1

2(2) （夫銭割合帳之控） （天保10年） 横帳 合冊・3冊の内2

2(3) （夫銭割合帳之控） （弘化2年） 横帳 合冊・3冊の内3

3 御年貢夫銭取立覚帳 嘉永元年12月 土与部新田 与頭 喜兵衛 横帳

4 異國船軍役郷中間軽足入用 嘉永7年2月24日 名主 平右衛門 斎木嘉重郎殿、源之助殿 横帳

5 宣（ママ）俵取立面附覚帳 安政2年7月 久世大和守領分 下総国葛飾郡元 横帳
栗橋村土与部新田 与頭 喜兵衛
取之

6 御年貢取立帳 安政4年6月18日 土与部新田村 組頭 竹内喜兵衛 横帳 シミあり

7 御年貢諸夫銭未進扣帳 安政4年7月 横帳

8 丁巳秋成永方御年貢納帳 安政4年10月18日 横帳

9 戸籍入用割合取立帳 明治5年1月29日 土与部新田 横帳

10 越石地和字土与部［虫食い］組合畑分 地方税立替帳 明治13年3月15日 西葛飾郡元栗橋村 竹内喜平 小横

11 葛飾縣ヨリ御達し付戸籍壱人付日壱銭取立納帳 （明治） 元栗橋村之内土与部新田 役人 横帳

4.戸口

冊子

1 宗門人別御改覚帳 享和3年2月 土与部新田 竪帳

2 一札書（妹いせ夫善之丞入籍に付） 明治8年5月5日 元栗橋村 斎木倉治郎、他2名 用掛 御中 竪帳

一紙

1 りゑ（離縁）状之事 二郎兵衛 おたけどの 一紙

2 一札之事（人別送りに付） 明治4年9月 下総国葛飾郡元栗橋村内土与部 葛飾縣御支配所 武州葛飾郡幸手 一紙 虫損
新田 領人 中村善蔵、親類 中村 宿仲町 御役人衆中様
弥二郎、他1名
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5.身分

一紙

1 作恐以書付御届奉申上候（藤七行方不明に付） 嘉永5年10月 元栗橋村 藤七親類組合兼 勘左 青木［虫食い］五郎様 一紙 天部・下部一部破損
衛門、他2名

6.村・村政

冊子

1 組合親類出金高覚帳 安政2年11月 土与部新田 當人 彦五郎 横帳

2 虫送諸掛り覚帳 元治元年6月27日 土与部新田 組頭 喜兵衛 横帳

3 役札取調帳 明治14年1月 横帳

4 村方取極議定証書 明治16年9月27日 茨城縣西葛飾郡元栗橋村字土与 同所（土与部株）［汚れ］長惣代 竪帳
部株 菊地新六、他37名 中、人民惣代 竹内喜平殿

一紙

1 入置申一札之事（年貢引当金子調達の儀に付） 弘化4年2月 一札主 佐平太、組合惣代 九郎 村役人中 一紙
左衛門、当年番名主 源蔵

2 （明十一日初寄合に付呼出状） 1月10日 土与部 竹内佐市様 元栗橋村 栗原嘉兵衛 一紙

3 （御集会の儀に付書状） 10月13日 従本村事務所 土ヨ部 竹内喜兵衛様 一紙

4 （相談の寄勇に付呼出状） （明治）10月30日 本村 惣代 トヨブ 竹内喜平様 一紙

8.水利・用水

冊子

1 大下圦樋洩所水防入用割合長 安政3年9月4日 横帳

2 丙寅供水ニ附波除杉丸太取調帳 慶応2年8月7日 横帳

3 己巳堤丈築土代金大水ニ附水坊杭竹割渡シ覺帳 明治2年12月26日 土与部新田 四郎左衛門 横帳

4 當午春丈夫築土代金割渡帳 明治3年12月 横帳

5 堤増築立請負之証 明治11年12月14日 第八大区十小区 葛飾郡元栗橋村 本村 村吏御中 竪帳 綴外れ（2枚）
請負人 峯崎文蔵、他2名

6 堤官御普請仕用帳 明治12年1月 西葛飾郡元栗橋村字土与部 竪帳

7 山王村圦樋伏替足金・大下圦樋仕繕足金・新堤土代毛 明治14年1月5日 西葛飾郡元栗橋村字土与部分 横帳
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代割合・新堤内割合 四ヶ廉取立帳

9.土木・建築

冊子

1 木口割尺〆覚帳 嘉永7年11月 横帳

2 文久三癸亥年正月埒（ママ）築仕立人足面附 文久3年1月 横帳

3 堤不（ママ）普土取場改帳 慶応2年4月15日 土与部新田 喜兵衛 横帳

4 渡場小船新規製作仕様帳 明治6年1月5日 世話人 六三郎、喜平、勘五郎、 横帳
甚三郎

5 （普請人足書上） （明治8年） 竪帳

6 堤防橋梁道路其他取調書上 明治9年5月20日 右村（元栗橋村）用掛 親松佐七 茨城縣 權令 中山信安殿 竪帳 綴外れ（5枚）

一紙

1 覚（作事普請役人足申付に付） 未2月26日 池成り 横田与四右衛門 土与部新田 竹内喜兵衛様用事 一紙

2 口上（自普請所取掛に付） 未2月27日 屋し満ヨリ 土与部新田 竹内佐市様 一紙

11.治安

一紙

1 奉差上御講［虫食い］（一）札之事（渡船場見張に付） 慶応4年9月 元栗橋村之内土与部新田 百姓代 御支配御役所 一紙 虫損
庄左衛門、与頭 繁蔵

2 （権現堂村嘉四郎粗源のため渡舟場御断願度に付書状） 酉12月12日 元栗橋村 与頭 勝三 土与部新田 竹内喜兵衛様 一紙

3 覚（永尋の善治郎儀御届書に付） 9月20日 矢し満 栗原平太良 土与部新田 竹内喜兵衛様尊下 一紙

12.訴訟

冊子

1 御尋付始末奉申上候（佐山勘五郎松苗木一件内済に付） 明治8年4月30日 右（元栗橋村）佐山勘五郎、用掛り 埼玉縣 警察御掛り 斎藤厳造殿 竪帳
竹内喜平

2 御尋付始末奉申上候（佐山勘五郎松苗木一件内済に付） 明治8年4月30日 右（元栗橋村）［虫食い］栗原四郎 埼玉縣 警察御掛り 斎藤厳造殿 竪帳 一紙2枚挟込み
平、同 金子代二郎、他2名

3 御尋ニ付始末奉申上候（佐山勘五郎松苗木一件内済に 明治8年4月30日 右（元栗橋村）佐山勘五郎、用掛り 埼玉縣 警察御掛り 斎藤厳造殿 竪帳
付） 竹内喜平
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4 始末書（佐山勘五郎持畑材松苗一件に関し） 明治8年5月22日 右（元栗橋村）嶋田甚三郎 埼玉裁判所長 上田七等判事 竪帳

一紙

1 （大田ヶ谷村一件裁許書御覧願に付書状） 7月 一絲 珉雪雅暑 一紙 虫損

14.夫食・救

一紙

1 （安民添御下げに付書状） ヨリ 本村 土与部 御役人中 一紙

17.工業

冊子

1 養蠶期約（ヵ）加明（ヵ）記帳 明治28年4月7日 横帳

18.商業

一紙

1 （質屋帳面改めの義に付書付） 11月4日 本村 役人 土与部新田 役人衆中御用向 一紙

19.金融・貸借

冊子

1 借方分散帳 文政8年 百姓 新太郎 横帳

2 借方分散帳 文政8年 横帳 虫損

3 歳賦金請取 文政9年10月 小澤藤右衛門 左太良殿 横帳

4 借用方取調分散配當帳 天保12年12月 本栗橋村 辰五郎出奔ニ付 同人 横帳 虫損
妻しち 親類、組合

5 借用方取調分散配当帳 天保13年4月 本栗橋村 辰五郎出奔ニ付 同人 村御役人中 横帳
妻しち 親類 勘左衛門、他6名

6 分散帳 嘉永3年8月 土与部 市太郎 横帳 虫損大 開披不能

7 拂道具賣揚覚帳 安政3年3月22日 土与部 庄五郎 横帳

8 配分帳（借用返済による家財売り払いに付） 安政3年4月 組合 左五郎、喜三郎、市太郎、 横帳
他6名

9 配分帳（借用返済による家財売り払いに付） 安政3年4月 左五郎、喜三郎、市太郎、他6名 横帳
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10 借用方取調帳 安政6年3月 横帳 虫損大

11 大豆買入覚帳 慶応2年2月 土与部新田 喜兵衛 所持 小横

12 覚（慶応弐年ヨリ勘兵衛渡り分諸明細帳） 慶応2年 横帳

13(1) （出金覚帳） 横帳 合冊・2冊の内1

13(2) 入金取立名前扣 横帳 合冊・2冊の内2

14 金銀出入帳 明治11年2月 ［虫食い］（土与）部村 竹内喜平 横帳

15 抵當借用金円確証 明治14年7月7日 西葛飾郡元栗橋村 金圓借用人 同郡同村（西葛飾郡元栗橋村） 竪帳
栗原四郎平、立會引受証人 栗原 竹内喜平殿
兵七

16 金銀入扣簿 明治21年3月1日 茨城縣下総国西葛飾郡郡（ママ） 横帳
元栗橋村字土与部新田 竹内喜平

17 金銀出入帳 明治30年11月6日 五霞村大字元栗橋 竹内治太郎 横帳

一紙

1 覺（小林様拝借入金請取に付） 丑(天明元年）閏5月 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙
2日

2 借用申金子之事 安政5年9月 土与部村 借用人 浅五郎、同村 幸手宿 堺屋太兵衛殿 一紙 虫損
請人 多左衛門

3 借用申金之事 安政5年9月 土与部村 借用人 惣助、同村 請 幸手宿 堺屋太兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）
人 喜十郎 虫損

4 借用申金子之事 安政5年9月 土与部村 借用人 多左衛門 幸手宿 堺屋太兵衛殿 一紙 虫損大 取扱注意

5 借用申金子之事 安政5年9月 土与部村 借用人 勘右衛門、同 幸手宿 境屋太兵衛殿 一紙
村 受人 多左衛門

6 借用申金子之事 安政5年9月 土与部村 借用人 勘左衛門、同 幸手宿 堺屋太兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）
村 受人 栄吉 虫損

7 借用申金子之事 安政5年9月 土与部村 借用人 長吉、同村 受 幸手宿 堺屋太兵衛殿 一紙
人 庄左衛門

8 借用申金子之事 安政6年12月 土与部村 借用人 喜兵衛、同村 幸手宿 境屋太兵衛殿 一紙
受人 忠次郎

9 借用申金子證文之事 万延元年3月 土与部新田 借り主 庄左衛門、加 八甫村 渡邊七左衛門殿 一紙
判人 利助

10 借用申金子之事 万延元年9月 土与部村 借用人 藤蔵、同村 請 幸手宿 太兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）
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人 米蔵

11 借用申金子之事 万延元年9月 土与部村 借用人 文右衛門、他2 幸手宿 太兵衛殿 一紙 継目外れ（2枚）
名 虫損大 取扱注意

12 奉拝借金子證文之事 慶応元年7月 元栗橋村内土与部新田 拝借人 御役所様 一紙 虫損
忠治郎、他2名

13 書添證文之事（質地証文） 慶応2年8月 土與部新田 畑主 喜兵衛、他2名 一紙 後欠

14 借用申金子證文之事 慶応3年11月 土与部新田 借用人 喜兵衛、加 権現堂川岸 五兵衛殿 一紙
判人 冨五郎

15 覺（金子請取に付） 子6月11日 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙

16 覺（嘉右衛門拝借金皆納に付） 子6月11日 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙

17 覺（金子請取に付） 子12月12日 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙

18 覺（金子請取に付） 寅1月晦日 中嶋喜平太 土与部新田 竹内喜兵衛殿 一紙

19 奉拝借金子證文之事 寅12月 元栗橋村之内土与部新田 拝借人 御役所様 一紙
惣治郎、加判 嘉重郎、組頭 小右
衛門

20 覚（半紙等代金請取に付） 午12月晦日 左松や忠次郎 竹内喜兵衛様 一紙 継目外れ（3枚）

21 覺（金子請取に付） 未10月19日 中嶋喜平太 土与部新田 嘉右衛門殿 一紙 虫損大 取扱注意

22 ［虫食い］（覺）（金子請取に付） 未11月3日 中嶋喜平太 栗原平右衛門殿 一紙

23 覺（金子請取に付） 酉9月晦日 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙

24 覺（金子請取に付） 戌3月1日 中嶋喜平太 喜兵衛殿 一紙

25 覺（金子請取に付） 戌9月12日 中嶋喜平太 土与部新田 喜兵衛殿 一紙

26 覺（金子請取に付） 亥5月17日 中嶋喜平太 喜兵衛殿 一紙

27 覚（福備講に付呼出状） 1月20日 本村栗原 嘉兵衛拝 土与部 竹内佐市様 御用向 一紙

28 覚（金子借用に付） 5月18日 土与部新田 借用人 喜兵衛 権現堂村 忠治郎殿 一紙

29 入置申對談一札之事（借用金残金返済期限に付） 明治5年7月 土与部新田 当人 喜兵衛、受人 権現堂村 門井源八郎殿 一紙
冨五郎

30 金子借用證文 明治10年9月3日 元栗橋村字土与部 借用人 竹内 冬木村 菊地甚平殿 一紙
喜平、引受証人 梅田藤馬

31 桑葉 抵当金円借用証 明治23年7月13日 西葛飾郡土与部村大字元栗橋 金 同（西葛飾）郡同（土与部）村大字 一紙
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円借用人 佐山栄七、引受証人 同所（元栗橋） 皆川豊次郎殿
竹内喜平

32 （貸付金返済に付書状） （明治）1月22日 上宿 親松佐七 土与部 竹内喜平様 一紙 封あり

20.経営・雇用

冊子

1 雇人足手招覺帳 明治6年6月27日 下総国葛飾郡千葉縣元栗橋村土 横帳
与部新田 竹内喜兵衛扣

2 半季雇人日記帳 明治9年1月29日 茨城縣第八大區五小區 下総国葛 横帳 綴外れ 取扱注意
飾郡元栗橋邨土与部 竹内氏

一紙

1 覚（給金に付） 巳11月 八甫村 与十郎 土与部村 佐太郎殿 一紙

22.交通・運輸

冊子

1 一札（諸国往来手形） 明治8年2月10日 右區（第13大区5小区）戸長 斎藤 諸國御見張御役人衆中様、國々 竪帳
忠次印形差合 副戸長 松本勘平 町在正副戸長御中

2 一札（往来手形） 明治8年2月10日 右區（元栗橋村）副戸長 斎藤忠 諸國御見張御役員衆中様、國々 竪帳
次印形差合 副戸長 松本勘平 町在 戸長副戸長御中

一紙

1 往来一札之事 文久元年4月 右村（元栗橋土与部新田） 与頭 国々宿々村々 御役人衆中 一紙
喜兵衛、名主 平右衛門

23.通信・情報

一紙

1 （桜田門外の変風聞書） 一紙 継目外れ（4枚）

24.宗教

冊子 A．小作

1 小作取立金高覺帳 天保4年6月 世話人 市右衛門、重五郎、豊五 横帳 虫損
郎、佐太郎

2 小作取立金高覺帳 天保4年6月 世話人 市右衛門、重五郎、豊五 横帳
郎、佐太郎
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3 小作取立金高覺帳 天保4年6月 東仙寺 世話人 市右衛門、他3名 横帳

4 大麦并大豆小作取立帳 天保8年7月 世話人 六左衛門、豊五郎、佐太 横帳 取扱注意
郎、久米吉、重五郎

5 大麦小作取立帳 天保13年6月 横帳

6 東仙寺作徳取調帳 天保14年1月 土与部新田 役人中 横帳

7 香取面畑并ニ寮坊主畑取調帳 弘化5年2月26日 与頭 喜兵衛 横帳

8 大麦大豆小作取立帳 嘉永4年8月 横帳

9 伊勢講 香取畑・察坊主 大豆小作取立帳 嘉永5年9月 横帳

10 大麦小作取立帳 嘉永6年6月晦日 横帳

11 大麦大豆小作取立帳 嘉永6年7月6日 横帳

12 大豆小作取立帳 嘉永6年12月14日 伊勢講香取村畑 世話人 岩蔵、 横帳
他4名

13 伊勢講 香取畑・寮坊主 大麦小作取立帳 安政2年6月 元栗橋村土与部新田 世話人 岩 横帳
蔵、他2名

14 大麦小作取立帳 安政3年7月 元栗橋村土与部新田株 世話人 横帳
岩蔵、忠兵衛、勘左衛門

15 丁巳大麦大豆小作取立帳 安政4年8月22日 横帳

16 香取様寮防主畑 伊勢構大麦小作取立帳 安政5年6月28日 セハ人 勘左衛門、岩蔵、忠兵衛 横帳

17 香取様寮坊主畑 伊勢構大麦小作取立帳・大豆小作取 安政6年7月4日 セハ人 勘左衛門、忠兵衛、岩蔵 横帳
立帳

18 香取寮坊主畑小作調帳 万延元年6月 横帳

19 伊勢講香取畑寮防主畑 大麦大豆小作取立覚帳 万延元年6月 土与部新田 世話人中 横帳

20 壬戌 伊勢構畑・香取寮防主畑 大豆小作取立帳 文久2年閏8月 横帳

21 癸亥伊勢構（ママ）大麦小作取立帳 文久3年6月16日 横帳

22(1) 甲子伊勢講香取畑寮坊主畑 大麦小作取立帳 元治元年7月 世話人 忠兵衛、岩蔵、勘左衛門 横帳

22(2) 大豆小作取立覺帳 元治元年9月 伊勢構世話人 岩蔵、勘左衛門、 横帳
忠兵衛
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冊子 B．その他

1 鎮守様所持覚帳 天明6年1月 土与部新田 横帳

2 東仙寺本堂建立預り金借方覚帳 寛政7年5月 土与部新田 喜兵衛 横帳

3 鎮守様諸事扣帳 寛政12年1月 小横

4 鎮守様建立諸掛覚帳 享和3年10月 小横

5 石燈籠取集覚帳 天保12年閏1月 権現堂河岸馬 世話人 土与部新田 横帳
左太郎

6 香取宮天王宮御輿番覚帳 辰（天保15年）6月 横帳

7 （高野山大塔焼失のため御免勧化に付御用留） 嘉永元年6月 横帳

8 伊勢講積金調帳 嘉永5年12月7日 横帳

9 元栗橋馬舟打替観（ママ）化帳 安政5年12月 横帳

10 小舩相替観（ママ）化帳 安政6年10月 横帳

11 十九夜観音観（ママ）化覚帳 文久2年2月 世話人 辰五郎、喜兵衛 横帳

12 天王寅祭禮諸縣り割合帳 元治元年6月16日 喜兵衛 横帳

13 慶應弐両宮祭禮諸色買物覚帳 慶応2年9月15日 横帳

14 辰九月祭禮諸掛割合帳 慶応4年9月15日 土与部新田 役人 横帳

15 伊勢構（ママ）金預り扣帳 慶応4年10月19日 竹内喜兵衛 小横

16 龍太夫様勧化面付覺帳 明治元年12月 元栗橋村 土与部新田村 横帳

17 内宮様勧化面付覺帳 明治2年11月 土与部新田 セ話人 横帳

18 作恐以書付奉願上候（八坂大神御輿仮屋迄差出旨願書） 明治3年6月10日 元栗橋村之内土与部新田 神主願 用掛 御役所様 竪帳 付箋剥離 取扱注意
人 梅田来馬、他2名

19 作恐以書付奉願上候（八坂大神御輿仮屋迄差出旨願書） 明治3年6月10日 元栗橋村之内土与部新田 願人神 用掛 御役所様 竪帳 付箋剥離 取扱注意
主 梅田来馬、他2名

20 伊勢講金取調書抜覚帳 明治7年1月13日 土与部株 世話人 竹内喜平、他2 横帳
名

21 字土与部字元割 香取社天神社境外林地木数丸長共調 明治9年9月26日 元栗橋村字土与部株内 横帳 一部破損
書上下書

22 保証書（加藤喜内教義篤志のため終身従事致度に付） 明治11年1月 同縣同國同郡同村（茨城県下総国 神道第三部引受 大教正 稲葉正 竪帳
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葛飾郡元栗橋村） 村長 松本勘 邦殿
平、同縣同國同郡古河町 皇學師
永井保賢

23 葛飾・阪東 参詣順路扣帳 明治15年3月6日 土与部 竹内喜平 小横

24 宗祖大師釈色并に布施鐘奉加帳 明治16年8月 土与部 世話人 竹内喜平、中村善 横帳
蔵、皆川六三郎、他4名

一紙

1 覚（御初穂受納に付） 戌12月7日 龍大夫内 蒔田喜兵衛 土与部新田 喜兵衛様 一紙

2 （東仙寺掃除のため人足差出に付書付） 3月7日 従 本村 土与卩 竹内喜兵衛様 御用向 一紙

3 口演（観世音御祈祷護摩御札取り斗い願いに付） 3月26日 実相院 土與部株 御役人衆中 一紙

4 口演（天王宮祭礼灯籠仕度の義に付） 6月1日 内がし 徳二郎 土与卩 竹内才羽様 用々事 一紙

5 （祈祷大麻送付状） 9月 龍大夫 竹内八左衛門様 一紙 木版印刷

6 （伊勢外宮様御慶来に付書状） 11月25日 本邨 松木藤兵衛 土与部 竹内喜兵衛様 一紙

7(1) （四季千巻経其他除方修行仕度に付御入来願） 幸館村 中村馬仲 土與部新田 竹之内喜太郎様 一紙 後欠

7(2) 覚（小作残金等の代わりとして馬一匹請取皆済に付） 亥12月19日 八甫村 渡邊七左衛門 土与部 佐太郎殿 一紙 (1)に挟込み

8 記(寄付金などの金納に付) 明治17年6月6日 大泉村 納所 土與部新田 御世話人衆中 一紙

9 (封) （明治）6月28日 東光室 土與部 竹内喜平様 一紙 封のみ

10 (五重念仏相勤度同行中参詣御執成願に付書状) （明治）8月18日 本村 東光室殿 土与部 竹内喜平様 一紙 継目外れ（2枚）

11 舌代(セカキ修行のため御娘おくらに御給使願度に付) （明治） 大泉村 土與部 竹内様 一紙

25.学芸・教育

一紙

1 袖玉武鑑 天保15年 下総国葛飾郡元栗橋邑土興部新田 小横 木版印刷
竹内才司（所持）、東都日本橋南 【別置】野村5337

壹町目 須原屋茂兵衛板

26.家・生活・書簡

冊子

1 祝儀心覚帳 慶応4年8月23日 をいよ 小横
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2 御祝儀入用覚帳 明治6年12月21日 てる 小横

3 當座日記萬覺帳 明治7年1月9日 土与部新田 竹内氏 横帳

4 當座日記帳 明治9年3月30日 茨城縣第八大区五小区 葛飾郡土 横帳
与部 竹内氏

5 萬日記手扣帳 明治10年1月22日 下総国葛飾郡元栗橋村土与部新田 横帳
竹内喜平

6 金銀出入帳 明治16年12月 猿島郡五霞村大字元栗橋土与部 横帳
竹内治太郎

7 香奠扣帳 明治22年12月21日 横帳

一紙

1 (重太郎母子亭主帰るまで留め置き候に付届出) 卯1月7日 藤村 安五郎、妻 さつ 斎木嘉平様 一紙

2 (老母世話願に付書状) 1月7日 細木重太郎 組合親類衆中様 一紙

3 (出府願に付書状) 3月10日 四ッ谷ニ而 太兵衛 佐平太様、御家中様 一紙

4 (懐中の鏡お届の儀等諸用事に付書状) 4月28日 いえより 御ともじ様 一紙 継目外れ（3枚）

5 (祭礼招待に付書状) 6月25日 加須ヨリ 福寿之与七 権現堂向土余分村 竹野内佐太 一紙 継目外れ（2枚）
郎様

6 (忠兵衛方へ書状認め下され度に付書状) 7月11日 太兵衛 とよ部村 作平太様 一紙

7 ケエヅ(竹之内氏系図) 一紙

8 (初午祭招待に付書状) 下澤喜平 吉田南谷様 一紙

9 詫入一札之事(病人、子供留守番に付) 明治13年3月29日 元栗橋村 詫入人 梅田藤七、詫人 同村 親類 竹内喜平殿 一紙 虫損
栗原四郎左衛門

10 (医師修業の為家出に付書状) （明治）12月1日 皆川藤五郎拝 土与部ニテ 竹内喜平様、栗原兵 一紙 継目外れ（3枚）
七様閣下

27.戸長・村長・役場

冊子

1 （初度妊娠御届綴） 明治8年9月30日 竪帳

2 四度妊娠御届（はる妊娠に付） 明治8年9月30日 第十三大区五小区 葛飾郡元栗橋 正副戸長御中 竪帳
村 廿六番屋敷居住 山口全蔵
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3 三男出産御届 明治8年10月1日 下総国葛飾元栗橋村 廿番屋敷居 正副戸長御中 竪帳 同内容のもの2通
住 佐山彦平

一紙

1(1) 委任状(竹内喜平組合惣代当選に付) 明治11年4月25日 第八大区十小区 元栗橋村 平民 人民総代 竹内喜平殿 一紙 綴・2点の内1
菊地三蔵、同 中村薫次郎

1(2) 受任状 控（竹内喜平組合惣代当選に付） 明治11年4月25日 第八大区十小区 元栗橋村 五拾三 茨城縣権令野村惟章殿代理 茨 一紙 綴・2点の内2
戸人民総代 竹内喜平 城縣 大書記官 本田親英殿

2 （落印のため再度調印願に付書状） （明治）2月5日 松本功平 竹内喜平殿 一紙

99.その他

一紙 断簡

1 断簡 一紙
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SS-14 下総国葛飾郡神間村〔山崎家文書〕

【現行地名】 埼玉県春日部市神間（旧庄和町域）
【概要】 神間村は庄内領のうち。正保年間開発と伝わり、当初は神間新田と呼ばれた。延宝3年（1675）検地により、神間（かんま）村と改称したと伝わる。本文書群には、延宝3年の検

地帳が残り、たしかに「神間村」とある。はじめ幕府領、のち一部が旗本6氏（松平・中根・滝野・久野・能勢・武島）の相給になったという。村高は「元禄郷帳」では1149石余。明
治22年（1889）に富多（とみた）村の大字となる。
神間村の名主・副戸長をつとめた山崎家の文書。本文書群を見る限り、山崎家は同村のうち東神間村、能勢氏給分の名主をつとめたようである。

【年代】 延宝3年（1675）～明治7年（1874）
【点数】 170点（冊子117点、一紙53点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 御用留 文化13年 神［破れ］ 竪帳 フケ

2 御用留 嘉永4年1月 竪帳

3 御用留手控帳 嘉永5年1月 東 山崎源太郎 竪帳

4 御用留 安政5年1月 神間村 竪帳

5 當申諸御用留 安政7年1月 東神間村 山崎氏 竪帳

6 御用留 万延元年12月 神間村 山崎内 竪帳

7 御觸書寫 元治元年8月 神間村 竪帳

8 御用留帳 慶応2年8月 神間邨 産人 山崎氏 竪帳

9 御用留控帳 慶応3年2月 東西神間邑 竪帳

10 御印状寫 子10月2日 神間村 竪帳

11 （御用留） 巳 中山勘十郎様 御知行所 神間邑 竪帳 フケ

12 （印旛県裁判所布達控） 明治6年1月 第二大區四小區 戸長頭取 竪帳

13 （回達控） 明治6年2月6日 第二四小區 戸長頭取 竪帳

14 （諸達控） 明治6年7月29日 竪帳

15 （寺院取調、工学生徒試験他に付布達廻状） 明治6年9月 当三小區公務扱所 右（上金崎村、他17村） 正副戸長 竪帳
御中

16 諸寺掛下ヶ官林御規則書英国人当雇入御規則書 明治 明治6年12月27日 竪帳
七年一月一日 休業達書
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17 （地理寮調査に付雛形） 明治7年4月12日 千葉縣令 柴原和 各小區 區長 竪帳

18 （樹木取調、民費取調などに付布達廻状） 明治7年6月4日 区長 石川得郎 神間村 外拾七ヶ村 竪帳

一紙

1 (酒造減造の儀、強盗押込取締の儀に付廻状) 寅12月25日 一紙

2 (小日向西禅庵再建助成の為配札に付廻状） 一紙

2.土地

冊子

1 下総國葛飾郡庄内領神間村御検地御水帳 延宝3年3月21日～ 南條金左衛門 竪帳
延宝3年3月22日

2 下総國葛飾郡庄内領神間村御検地御水帳 延宝3年3月25日～ 南條金左衛門 竪帳
延宝3年3月26日

3 下総國葛飾郡庄内領神間村御検地御水帳 延宝3年3月27日～ 南條金左衛門 竪帳 一部破損
延宝3年3月28日

4 田方植付證文書上帳 弘化4年5月 中根琴三郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御掛り 御役人中様 竪帳
神間村 名主 文右衛門、他2名

5 田方植付證文書上帳 安政6年5月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御差配 御役人中様 竪帳
神間村 名主 源兵衛、他2名

6 田方植付證文書上帳 文久元年5月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御掛り 御役人中様 竪帳
神間村 名主 久左衛門、他2名

7 田方植付證文書上帳 文久元年5月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御差配 御役人中様 竪帳
神間村 名主 久左衛門、他2名

8 田方植付證文書上帳 文久3年5月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御差配 御役人中様 竪帳
神間村 名主 久左衛門、他2名

9 田方植付證文書上帳 文久3年5月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 用悪水御差配 御役人中様 竪帳
神間村 右五給代 名主 源兵衛、
他2名

10 田畑高反別取調控帳 明治3年9月4日 下総国葛飾郡 松平外旧給上知 竪帳
神間村

11 上（高反別書上） 明治4年8月10日 右村（神間村） 百姓代 八嶋長 民事御役所様 竪帳
八、他2名
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12 反別高石盛取調帳 明治5年3月 下総国葛飾郡神間村 印旛縣 御役所 竪帳

13 地券取調下帳 小沼通第壹 明治6年1月 總葛郡神間邑 竪帳

14 地券取調記帳 和田沼通第貳冊終 明治6年2月4日 下總葛飾郡 第二大區四小區 神 竪帳
間村

15 地券検査記幉（牒）町 八町通第壹冊始 明治6年2月5日 下總葛飾郡 第二大區四小區 神 竪帳
間邨

16 地券取調記帳 八町通第貳冊終 明治6年2月5日 下總葛飾郡 第二大區四小區 神 竪帳
間邑

17 地券取調記帳 神間沼通壹冊終 明治6年2月 下總葛飾郡 第二大區四小區 神 竪帳
間村

18 田畠屋敷明細書上帳 三 明治6年5月 總葛 第弐大區四小區 神間村 竪帳

19 田畠間数明細書上帳 六 明治6年5月 葛飾郡 第二大區四小區 神間邨 竪帳

20 田畑屋敷明細書上帳 四 （明治） 下總葛飾郡 第弐大區四小區 神 竪帳
間村

21 田畑屋敷明細書上帳 八町耕地 五 （明治） 第二大區四小區 神間邨 竪帳

22 田畑屋敷明細書上帳 小沼耕地・和田耕地 武島上知・ （明治） 第二大區四小區 東神間村 竪帳
能勢上知・久野上知

23 八町耕地壹冊（田畑屋敷明細書上帳） （明治） 竪帳

一紙

1 畑書入借用申金子證文之事(当申春諸夫銭金差詰りに 安政7年3月 下総国葛飾郡神間村 借用人 久 同村 源兵衛殿 一紙
付) 左衛門、同村 證人 源次郎

3.租税・貢租

冊子

1 未年皆済勘定帳 天明7年12月13日 神間村 名主 源右衛門 竪帳

2 田畑米永皆済勘定帳 天保3年12月 仙蔵、他13名 竪帳

3 田畑米永皆済勘定帳 天保4年12月 兵左衛門、他11名 竪帳

4 田畑米永皆済勘定帳 天保5年12月 兵左衛門、他11名 竪帳

5 田畑米永皆済勘定帳 天保6年12月 兵左衛門、他11名 竪帳
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6 田畑米永皆済勘定帳 天保7年12月 兵左衛門、他11名 竪帳

7 當卯皆済勘定帳 安政2年12月 百姓 兵左衛門、他11名 竪帳

8 當辰皆済勘定帳 安政3年12月 百姓 兵左衛門、他11名 竪帳

9 當巳皆済勘定帳 安政4年12月 百姓 兵左衛門、他11名 竪帳

10 當午皆済勘定帳 安政5年12月 百姓 兵左衛門、他6名 竪帳

11 當申皆済勘定帳 万延元年12月 百姓 兵左衛門、他6名 竪帳

12 当酉皆済勘定帳 文久元年12月 百姓 兵左衛門、他7名 竪帳

13 當戌皆済勘定帳 文久2年12月 兵左衛門、他8名 竪帳

14 當亥皆済勘定帳 文久3年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

15 當子皆済勘定帳 元治元年12月 兵左衛門、他10名 竪帳

16 當丑皆済勘定帳 慶応元年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

17 当寅皆済勘定帳 慶応2年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

18 （兵賦金上納申渡に付請書） 慶応3年2月 豆州田方郡間宮村 名主 吉田準 御地頭所様御内 御役人中様 竪帳 虫損
太郎、神間村 名主 ［虫くい］、他
3村4名

19 安政五年午年ヨリ卯年迄 拾ヶ年皆済目録写 慶応3年11月 右村（神間村） 名主 源兵衛 御掛り 御役人中様 竪帳

20 当卯皆済勘定帳 慶応3年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

21 [破れ]（當）卯皆済勘定帳 慶応3年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

22 覚（内見に付） 慶応4年9月 右村（神間村） 百姓代 兵左衛 佐々布貞之允様 御役所 竪帳
門、他2名

23 （安政五年より慶応三年迄 十ヶ年皆済目録写） 慶応4年9月 右村 百姓代 兵左衛門、他2名 佐々布貞之允様 御役所 竪帳

24 當辰皆済勘定帳 慶応4年12月 百姓 兵左衛門、他10名 竪帳

25 （安政五年より慶応三年迄 十ヶ年皆済目録写） （慶応4年） 竪帳

26 日光御法會ニ付國役金納方心得書写 竪帳

27 拾ヶ年目録取調書上帳写 明治元年10月 右村 百姓代 吉左衛門、名主 次 佐々布貞之允様 御役所 竪帳 付箋剥離
兵衛

28 拾三ヶ年本途米永書上帳 明治3年3月 右村(神間村) 百姓代 又左衛門、 葛飾縣 御役所 竪帳
他2名
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29 去辰年巳年午年共御年貢皆済御目録之写 明治4年5月 竪帳

30 酉年租税石代金御上納勘定帳 （明治） 竪帳

一紙

1 当未御年貢米永皆済目録 文政6年12月 能勢吉三郎内 山崎源兵衛 名主 源右衛門殿 一紙

2 当亥御年貢米永皆斉（済）目録 文政10年11月 能勢重治郎内 中野藤五郎 名主 源右衛門殿 一紙 継目外れ(2枚)

3 当丑御年貢米永皆済目録 文政12年12月 能勢十治郎内 中野藤五郎 名主 源右衛門殿 一紙 継目外れ(2枚)

4 當寅御年貢皆済目録 文政13年11月 下総國葛飾郡神間村 名主 山崎 能勢十次郎様御内 御役人中様 一紙 継目外れ(2枚)
源兵衛

5 当卯御年貢米永皆済目録 天保2年12月 能勢十治郎 中野藤五郎 名主 源右衛門 一紙 虫損

6 当辰御年貢米永皆済目録 天保3年12月 能勢十治郎 中野藤五郎 名主 源兵衛殿 一紙

7 当巳御年貢米永皆済目録 天保4年12月 能勢十治郎 中野藤五郎 名主 源兵衛殿 一紙 継目外れ(2枚)

8 当申御年貢米永皆済目録 天保7年12月 御知行所 神間村 名主 山崎源兵 能勢十次郎様御内 御用人中様 一紙
衛

9 當午御年貢米永皆済目録 弘化3年11月 御知行所 下総國葛飾郡神間村 御地頭所様御内 御役人中様 一紙
名主 久左衛門

10 乍恐以書付御願奉申上候(用地休上願に付） 元治元年3月 右村(神間村) 名主 源兵衛、他2名 御地頭所様御内 御役人中様 一紙

11 乍恐以書付御願奉申上候(堀分の下田田地相続として願 元治元年11月 御知行所 右村(神間村) 名主 次 御地頭所様御内 御役人中様 一紙 焼損
立致呉度に付） 兵衛、他2名

12 乍恐以書付御願奉申上候(低場のため水損逃れ難く年貢 元治元年11月 右村 名主 次兵衛、組頭 巳之 御地頭所様御内 御役人中様 一紙
減免願に付） 助、百姓代 吉左衛門

13 覚(当辰年貢永請取証文） 辰5月 武嶋兵之助知行取締 名主 田口 神間村 名主 次兵衛殿 一紙
新左衛門

4.戸口

冊子

1 宗門人別書上帳 元治元年3月 御知行所 葛飾郡神間村 名主 源 能勢十次郎様御内 御役人中様 竪帳
兵衛、他1名

2 老人取調書上帳 明治2年1月 右村（神間村） 役人惣代 名主 葛飾縣 御役所 竪帳 一部破損

3 寄留送籍 明治6年4月 右村（神間村） 副戸長 山崎源平 粕壁宿御區内 正副戸長御中 竪帳
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一紙

1 送り一札之事 安政6年1月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 原田熊太郎様御知行所 下吉妻村 一紙
神間村 名主 源兵衛 御役人中

2 送り一札之事 安政6年2月 能勢十次郎知行所 下総国葛飾郡 原田熊太郎様御知行所 下吉妻村 一紙
神間村 名主 源兵衛 御名主中

3 引取申一札之事 安政6年2月 原田熊太郎知行所 下総国葛飾郡 右神間村 御名主中 一紙
下吉妻村 名主 重四郎

4 人別送り一札之事 文久2年2月 右村 名主 三郎右衛門 神間村 御名主中 一紙

5 人別送り書之事 文久3年3月 右村 名主無 月番 組頭 四郎兵衛 神間村 御名主中 一紙

6 引取一札之事 文久4年2月 上吉妻村 名主 孝右衛門 右村 名主 源兵衛殿 一紙

7 引取一札之事(百姓源次郎忰啓次郎、勇助聟養子貰請に 文久4年2月 原田熊太郎知行所 下総国葛飾郡 同国同郡神間村 御名主中 一紙
付) 上吉妻村 名主 五郎兵衛

8 人別送り一札之事 文久4年2月 右村 名主 源兵衛、百姓 源次郎 同郡上吉妻村 御名主中 一紙

9 人別引取一札之事 元治元年3月 松村忠四郎御代官所 下総国葛飾 同国同郡神間村 御名主中 一紙
郡下柳村 名主 平左衛門

10 人別送り一札之事 慶応4年3月 右村(神間村) 名主 七左衛門 中條謹一郎様 同組 同村 御名主 一紙
中

11 送り一札之事 明治2年1月 右村(下柳村) 名主 平右衛門 神間村 御名主中 一紙

12 人別送り一札之事 明治2年2月 右村 名主 源兵衛 松ノ木村 御名主中 一紙

13 引取申一札之事(百姓源次郎伜啓次郎、勇助婿養子貰請 明治2年3月 同(葛飾縣)御支配所 下総国葛飾 右村(新川村) 一紙
に付) 郡神間村 名主 次兵衛

14 引取一札之事(養女縁組に付) 明治2年3月 知縣事水築小相様当御支配所 下 同国同郡下柳村 御名主中 一紙
総国葛飾郡神間村 名主 源兵衛

15 覚(人別送書請取状） 明治3年3月 葛飾縣支配所 下総国葛飾郡西宝 同国同郡神間村 御名主中 一紙
珠花村 名主 仁兵衛

16 人別送り一札之事 明治3年4月 椚村 助松 神間村 源兵衛殿 一紙

6.村・村政

冊子

1 上（御焼印御鑑札御引替に付覚） 天保6年7月 下総国葛飾郡神間村 名主 慶次 戸田五介様御組 常御捉飼場野廻 竪帳
郎、他6名 役 関口金兵衛殿
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2 上（諸書類綴） 嘉永5年～明治4年 竪帳

3 御普請役様御止宿中日記扣帳 嘉永7年5月12日 東神間村 竪帳

4 村方内儀定之事（博奕御制禁等に付） 万延元年6月 本西村 小前 松五郎、他64名 竪帳

5 上（御鷹御用の節御泊りの木銭に付） 文久2年1月12日 下総国葛飾郡 能勢十次郎知行所 野上役 松平安左衛門殿 竪帳
名主宿 源兵衛

6 御止宿中御用日記控帳 文久2年5月20日 山崎 竪帳

7 村役書上帳 文久2年5月 右村（神間村） 名主、組頭 後藤忠一郎様、森惣蔵様 竪帳

8 村高家数人別書上帳 文久2年5月 右村（神間村） 名主、組頭 後藤忠一郎様、森惣蔵様 竪帳

9 議定一札（名主役料相定候に付） 明治2年2月20日 伊左衛門、他7名 竪帳

10 頼書（村役人人数に付） 明治2年3月 下総国葛飾郡神間村 伊左衛門、 同国同郡同村 啓次郎殿、他2名 竪帳
他15名

11 頼一札（名主栄次郎等役料金勤め不承知に付） 明治2年7月 武島兵之助上知分神間村 百姓 同村 七右衛門殿、同忠右衛門殿 竪帳
忠七、他［切り取り］

12 役入願（名主、組頭選任に関し) 明治2年8月 下総国葛飾郡 寄惣代 七右衛 葛飾縣 御役所 竪帳
門、忠右衛門

13 歎願書(三組名主役帰役に付) 明治3年1月 下総国葛飾郡神間村 百姓 常右 葛飾縣 御役所 御役人中様 竪帳 一部破損
衛門、他5名

14(1) 村差出明細帳 （明治） 下総国葛飾郡神間村 竪帳 一紙挟込みあり

14(2) 覚(旧幕の節御改革入用分書上に付) （明治）4月7日 年番 源太郎 山崎源兵衛様 竪帳 冊子(1)に挟込み

一紙

1 乍恐以書付御届ヶ奉申上候 元治元年10月 右村(神間村) 組頭 源太郎 御地頭所様御内 御役人中様 一紙

2 乍恐以書付御願奉申上候(夏水配御掛り様御定宿源太郎 酉4月 下総国葛飾郡神間村 定宿 源太 御掛り 御役人中様 一紙
方江被仰付度に付) 郎、栄次郎、組合 源次郎

3 乍恐以書付奉申上候(御出役様御宿割御赦免願に付) 明治2年1月 右村(神間村) 役人惣代 名主 た 葛飾縣 御役所 一紙
れ

8.水利・用水

冊子

1 ［破れ］春江戸川通中嶋用悪水路自普請目録見大積帳 文化4年 御普請役 猪俣半重郎、他3名 竪帳 表紙破れ
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2 木津内村地割故障願書(江戸川通定普請に関し) 天保2年4月 下総国葛飾郡神間村 山崎忠右衛 竪帳
門 年拾九才書

3 中嶋用水路出来形證文 天保9年3月 上庄内領 拾六ヶ村組合 椚村 立 御普請御掛り御役人中様 竪帳 地部破損
会人 名主 定右衛門、神間村 名
主 源兵衛、他2村2名

4 下総国庄内領拾七ヶ村字新古堀藻刈丁場割合方之儀御 嘉永5年7月 小林藤之助御代官所 下総国葛飾 御普請役 高津儀一郎様、菊名仙 竪帳
糺ニ付御見分御掛御役人中様江差上候御請書 双方為 郡木崎村 百姓代 善兵衛、他143 之助様
取替書面寫 名

5 中悪水藻刈丁場仕来御改メ相成候節下金崎ヨリ上金崎 嘉永5年9月 下総国葛飾郡上金崎村 名主 六 同国同郡(下総国葛飾郡)下金崎 竪帳
江助合人足差出筈示談取究候ニ付為取替書写 郎右衛門、神間村 名主 栄次郎、 村 御役人中

他2村 3名

6 大膳瀬割切所下目論見帳 安政2年4月5日 武州杦戸宿中屋宅江 御普請役 竪帳
斎藤雄之丞様、他3名

7 乍恐以書付奉願上候(木津内用水元圦伏替修覆に付) 明治4年9月 下総国葛飾郡倉崎村 勧農方 石 葛飾縣 御役所 竪帳
川得郎、同国同郡西金ノ井村 同
清水五郎、他3村 3名

一紙

1 乍恐以書付奉願上候(庄内古川五ヶ領組合、江戸川破損 安永2年1月 一紙
箇所普請に付)

2 覺(江戸川通り人足賃并深井新川両堤浚人足賃請取に付) 慶応4年2月17日 江戸川惣代 上金崎村 吉太郎 神間村 御役人衆中 一紙

12.訴訟

冊子

1 難渋出入訴状写 慶応2年8月20日 神間村 名主 源兵衛 竪帳

一紙

1 乍恐書付ヲ以奉申上候(惣左衛門心得違の件出訴御高 天保2年2月 取持人惣代 神間村 名主 源兵 同村 組頭 文右衛門殿、他3名 一紙
免に付) 衛、他1名

2 御請書一札之事(親差越願出の娘引取に付) 戌3月晦日 御知行所 神間村 兵左衛門、他2 御地頭所様 御役人中 一紙
名

13.凶慌・災害

冊子

1 水腐無難高書取調書上帳 安政6年10月 神間村 竪帳
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2 水腐無難高書上取調帳 万延元年7月20日 神間邑 竪帳

3 乍恐以書付奉願上候(水災のため引方仰付られ度に付) 慶応4年9月 右村（神間村） 百姓代 吉左衛 佐々布貞之允様 御役所 竪帳 付箋剥離
門、他2名

4 當辰田方水災に付畑方共御見分願上通り書寫 慶応4年9月 右村（神間村） 百姓代 兵左衛 佐々布貞之允様 御役所 竪帳
門、他2名

15.貯穀

冊子

1 村方授産之儀ニ付衷(ヵ)孝書上帳 明治2年12月 下総国葛飾郡神間村 名主 源太 葛飾縣 御役所 竪帳
郎

2 村方義倉穀利足之儀衷(ヵ)孝書上帳 明治2年12月 下総国葛飾郡神間村 名主 源太 葛飾縣 御役所 竪帳
郎

3 義倉穀三等帳 明治3年 右村（神間村） 名主 倉持源太 葛飾縣 御役所 竪帳
郎、他2名

17.工業

冊子

1 申諭書(良繭良種製造肝要に付) 壬申（明治5年）9月 印旛縣 勧業掛り 竪帳

一紙

1 為取替申一札之事(濁酒造株貸株に付) 慶応4年9月 下総国葛飾郡神間村 源太郎、又 同村 菊右衛門殿 一紙
左衛門

2 為取替申一札之事(濁酒株貸株に付) 慶応4年9月 下総国葛飾郡神間村 株主 源太 同国同郡同村 菊右衛門殿 一紙
郎、證人 又左衛門

3 差入申一札之事(濁酒株借用に付) 慶応4年9月 下総国葛飾郡神間村 右借用人 同国同村 源太郎殿 一紙
菊右衛門、證人 源兵衛

18.商業

冊子

1 農間之間商ひ渡世之者名前取調帳 文政10年9月 神間村 名主 常右衛門、他2名 関東御取締御出役 山田茂左衛門 竪帳
様御手附 武藤僖左衛門殿、他2
名

2 農間之間商ひ渡世之者名前取調帳 文政10年9月 神間村 名主 常右衛門、他2名 関東御取締御出役 山田茂左衛門 竪帳
様御手附 武藤僖左衛門殿、他2名
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3 農間之間商ひ渡世之者名前取調帳 文政12年6月 神間村 名主 常右衛門、他2名 関東御取締御出役 山田茂左衛門 竪帳
様御手附 武藤僖左衛門殿、他2
名

4 絞油稼行名前書上 明治7年2月 右邨(神間村) 副戸長 山崎源平 千葉縣 御出役御中 竪帳

19.金融・貸借

冊子

1 内領用水組合頼母子講掛金控帳 安政4年5月 東西神間村役人 竪帳

2 拝借願書写 明治2年9月 下総国葛飾郡神間村 竪帳

一紙

1 借用申金子之事 嘉永3年3月 下総国葛飾郡釈の井村 借用人 神間村 源兵衛殿 一紙
黄(寅ヵ）松、同所 證人 ［切り取り］

20.経営・雇用

一紙

1 壱季奉公人(請脱ヵ)状之事 弘化2年12月 武州埼玉郡粕壁宿 人主 りせ、深 下総国神間村 源兵衛殿 一紙 継目外れ(2枚)
輪村 受人 佐吉

2 壱季奉公人請状之事 万延元年12月 下総国葛飾郡木間瀬村 人主 幸 同国同郡神間村 源兵衛殿 一紙 継目外れ(2枚)
兵衛、同村 請人 彦三郎

3 壱季奉公人請状之事 一紙 後欠

4 壱季奉公人請状之事 明治5年12月 下総国葛飾郡神間村 ［切取り］ 同国同郡神間村 源兵衛殿 一紙 継目外れ(3枚)

21.助郷

冊子

1 日光御警衛野州邊追付御用ニ付杦戸宿ヨリ御差紙御請 慶応元年10月10日 神間村 扣 竪帳
印願書扣

一紙

1 乍恐以書付御歎願奉申上候(野州浮浪人追付御用向に 子 (神間村 五拾惣代組頭 源太郎) 一紙
て通行の日光道中杉戸宿増加助合差村差除願に付)

2 乍恐以書付御歎願奉申上候(野州浮浪人追付御用向に (神間村 役人) 一紙
て通行の日光道中杉戸宿増加助郷差村差除願に付)
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3 乍恐以書付御歎願奉申上候(野州浮浪人追付御用向に 一紙
て通行の日光道中杉戸宿増加助郷差村差除願に付)

22.交通・運輸

一紙

1 差上申手形之事(通行手形) 慶応4年2月14日 右村(神間村) 組頭 源次郎 御関門 御役人中様 一紙

24.宗教

冊子

1 電電講連銘帳 安政4年3月25日 東神間村中 竪帳

2 電電宮奥印本宮再建立勧進帳 慶応元年4月 板倉村 龍蔵寺 竪帳 木版印刷

3 (皇太神宮大麻配札に関し元神祇省達控） （明治5年）9月12日 第一大區第十四小區改 第二大區 右（神間村、他17村） 戸長、副戸 竪帳
大四小區 戸長頭取 長御中

4 (教導職取調に付達控) 明治7年7月19日 第十三大區三小區内 神道教導周 十三大區壱小區ヨリ四小區 区長 竪帳
旋代 永井保賢印 御中

27.戸長・村長・役場

冊子

1 (諸書類綴) 明治2年～明治13年 竪帳

一紙

1 記(小学校助教給料落手に付) 明治7年12月31日 神間 大塚久吾 同国同村 事務掛り 山崎源平殿 一紙

2 記(学校金等請取に付) （明治）2月22日 用縣り 林辰兵衛 副戸長 山崎源平殿 一紙 後欠
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SS-15 下総国葛飾郡大町新田

【現行地名】 千葉県市川市大町
【概要】 寛文10年（1670）に開発されたという。江戸期を通じて幕府領。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高旧領」いずれも1019石余。明治22年（1889）に、大柏村の大字となる。
【年代】 寛政4年（1792）～万延元年（1866）
【点数】 7点（一紙7点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 （梵鐘有無等取調の旨寺社別当社僧へ通達に付廻状） 辰1月23日 伊奈半左衛門 役所 一紙

2.土地

一紙

1 質物相渡シ申田地證文之事 寛政4年3月 大町新田 質地主 孫兵衛、他3名 利兵衛殿 一紙

2 質物相渡申田地證文之事 天保12年8月1日 大町新田 借用質地主 庄兵衛、 稲荷木村 金子元 勘右衛門殿 一紙
他5名

3 質物相渡シ申田地證文之事（年貢上納差詰に付） 安政2年2月 大町新田 田地質地主 庄兵衛、 新次郎殿 一紙
親類 受人 長十郎、他6名

4 譲渡申田地證文之事 万延元年12月 大野村 御門組 越石大町新田 譲 大町新田 茂兵衛殿 一紙
主 権四郎、他3名

13.凶慌・災害

一紙

1 乍恐以書［付脱］奉願上候（村々村畑松虫喰荒に付） 文化13年4月 下総国葛飾郡小金領大町新田 一紙 虫損

19.金融・貸借

一紙

1 入置申請取一札之事 文政10年2月25日 藤心村 買主 重右衛門、證人 格 大町新田 庄兵衛殿 一紙
右衛門
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SS-16 下総国葛飾郡船形村

【現行地名】 千葉県野田市船形
【概要】 船形村の地価一筆限帳。近世では、元文5年（1740）以降幕府領。村高は、「元禄郷帳」553石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1907石余。明治6年（1873）に千葉県に属す。

明治22年に東金野井・中里・尾崎村と合併、川間村の大字となる。
【年代】 明治初年
【点数】 8点（冊子8点）

2.土地

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 字和田前大和田 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第拾貳大區十二小區 下總 竪帳
國葛飾郡船形村

2 字堂ノ下三・同天神沼・同賓盥 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第拾貳大區拾貳小區 下總 竪帳
國葛飾郡舩形村

3 字郷向・同房地下・字根川・同苅込 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第十二大区十二小區 下總 竪帳
國葛飾郡舩形村

4 字山中下 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第拾貳大區拾貳小區 下総 竪帳
国葛飾郡舩形村

5 字房地・榎臺・根黒臺 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第十二大區十二小区 下總 竪帳
葛飾郡船形村

6 字北谷津 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第拾貳大區拾貳小區 下總 竪帳
国葛飾郡舩形村

7 字砂田・谷津崎 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第拾貳大區十二小區 下總 竪帳
國葛飾郡船形村

8 字大沼・字皿沼 地價一筆限帳 （明治） 千葉縣第十二大区十二小区 下總 竪帳
國葛飾郡舩形村
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SS-17 下総国葛飾郡葛生村
かずろう

【現行地名】 茨城県古河市葛生（旧総和町域）
【概要】 葛生（かずろう）村の役場文書とみられる。葛生村は近世では旗本山高氏領。村高は、「元禄郷帳」「天保郷帳」「旧高簿」ともに391石余。明治8年（1875）に茨城県、同11年に

同県西葛飾郡に属す。
【年代】 明治13年（1880）～明治14年（1881）
【点数】 10点（冊子10点）

3.租税・貢租

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 本年田方新租小前賦諜簿 明治13年1月 西葛飾郡葛生村 横帳

2 私本税并荷車馬喰税取立帳 明治14年1月 西葛飾郡葛生村 横帳

3 田租五分壱期取立帳 明治14年1月 西葛飾郡葛生村 横帳

4 地方諸賣質屋私荷車第弐期取立帳 明治14年1月 西葛飾郡葛生村 横帳

5 地租第一期取立帳 明治14年7月 西葛飾郡葛生村 横帳

6 田税第一期取立帳 明治14年11月 西葛飾郡葛生邨 横帳

7 地租割税賦課取立帳 明治14年6月 西葛飾郡葛生邨 横帳

27.戸長・村長・役場

冊子

1 足役日当取調帳 明治14年9月 葛生邨 横帳

2 第弐號地券證下ヶ渡證印税手数料受取簿 明治14年9月 葛生邨 事務所 横帳

3 舊券御引上ヶ進達扣簿 明治14年11月 葛生村 横帳
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SS-19 下総国豊田郡豊田村〔荒川家文書〕

【現行地名】 茨城県常総市豊田（旧石下町域）
【概要】 豊田（とよだ）村は、小貝川の右岸に位置する。当初は椎木（しいのき）村とも称した。慶長6年（1601）幕府領－貞享元年（1684）駿河田中藩領（太田氏－内藤氏）－元禄11年

（1698）旗本松平氏と幕府の相給－同13年旗本松平氏・森川氏の相給－文政４年（1821）旗本松平氏・森川氏・戸田氏の相給と変遷。村高は、「元禄郷帳」1417石余、「天保
郷帳」1425石余、「旧高簿」1430石余。
豊田村のうち、戸田氏給分名主で、明治に戸長・副戸長をつとめた荒川又五郎家文書。慶長～寛文期の検地帳の写がまとまっている。また、江戸期～明治の質地証文、明
治期の小作証文など土地集積史料が多い。
周辺諸村の名主を兼帯したようで、豊田村以外にも、蓮柄沼新田・大園木村・吉沼村の割付・皆済目録が多く残る。蓮柄沼（はすがらぬま）新田（現常総市）は、豊田村西北部
の蛇沼を開発したもので、延享3年（1746）に検地実施。本石下村吉原八右衛門請および豊田村中山政右衛門請となり、そのうち吉原八右衛門請分が文化9年（1812）の再検
地後に荒川又五郎家（のちに分家の荒川伝兵衛家）の所有となった。大園木（おおぞのき）村（現下妻市大園木）は、仙台藩・武蔵久喜藩（のち出羽長瀞藩）・幕府の相給。小
貝川右岸に位置し、対岸の吉沼からの移住者によって開発されたと伝わる。吉沼は同左岸に位置し、仙台藩領である。
複数の村落が関わっているためか、明治初年の県域変遷は複雑である。本文書群を見る限り、若森県（明治2年～4年）、印旛県（明治5年～6年）、新治県（明治7年～8年）、
千葉県（明治7年）、茨城県（明治8年～）が確認でき、新治県と千葉県は年月が重なっている。大区小区制については、明治6年に第四大区五小区、明治7年に第十六大区
四小区に属す。

【年代】 慶長6年（1601）～明治43年（1910）
【点数】 663点（冊子184点、一紙479点）

1.支配・地頭

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 申渡之覚（百姓九兵衛、倅小右衛門御褒美米被下候に 寛政4年1月 戸田久助内 鈴木冨右衛門、他2 豊田村 名主 又五郎方 一紙
付） 名

2 （屋敷地内米蔵建造修復入用に付申渡） 慶応2年10月 金田郡右衛門、鈴木冨右衛門 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方

3 下知状之事（取締方仰付に付） 酉11月 金田郡衛門、鈴木富右衛門 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方

2.土地

冊子 A．検地帳

1 下総国豊田新田検地 慶長6年～寛永7年 飯塚伊与 竪帳

2 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月9日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

3 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月10日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

4 下総国下妻領之内豊田新田村御検地帳写 寛永7年8月11日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 会田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

5 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月12日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

6 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月13日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳
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7 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月14日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

8 下総国下妻領之内豊田新田御検地帳写 寛永7年8月15日 會田七左衛門、落合兵太夫、他2名 竪帳

9 下総国豊田郡下妻領之内豊田新田村新田御検地帳 寛永14年8月26日 中従（ママ、江ヵ）作左衛門、宇田 竪帳
川新七

10 下総国豊田郡下妻内豊田新田村新田検地帳 寛永14年8月26日 中江作左衛門、宇田川新七 竪帳

11 下妻領豊田新田水帳写 万治2年8月 井上伊兵衛 竪帳

12 下総国豊田郡下妻領豊田村堤外野銭場開發御検地水帳 寛文11年10月16日 南條金左衛門、他4名 竪帳

13 豊田村堤外御検地御水帳写 元文4年3月 竪帳

14 小貝川通常陸国筑波郡吉沼村大薗木村流作場新田検地 （延享元年）7月 御勘定組頭［虫くい］配兼役 堀江 竪帳 破損大 取扱注意
帳 荒四郎、他8名

15 下総国豊田郡蓮柄沼新田検地帳 延享3年4月 御勘定 依田茂八郎、他10名 竪帳

16 下総国岡田郡孫兵衛新田葭野御高入反別名請帳 明和4年2月 小林孫四郎 竪帳

17 下総国岡田郡孫兵衛新田反高検地帳 明和6年9月 御代官 布施孫市郎、他3名 竪帳

18 下総国豊田郡大薗木村新田検地帳 安永2年4月 御代官 飯塚伊兵衛、他7名 竪帳

19 下総国豊田郡大薗木村新田検地帳 文化元年5月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五郎 荻原弥五兵衛様 御役所 竪帳

20 吉沼村・大園木村 地先流作場檢地帳写 小横

21 吉沼村・大園木村 流作場新田検地帳 豊田村 又五郎扣 小横

冊子 B．名寄・高反別

1 下総国豊田郡大園木村新田小前帳 文久元年12月 戸田五介知行所 下総国豊田郡豊 佐々井半十郎様 御役所 横帳
田村 名主 又五郎

2 田畑高反別調帳 文久3年6月 （豊田村）名主 政右衛門、扱人 竪帳
名主 又五郎、他7名

3 畑方高反別永取調帳 豊田邨 竪帳

4 當巳反高免直小前帳 明治2年8月 豊田郡豊田村 名主 又五郎 若森縣 御役所 横帳

5 高反別帳 明治2年9月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五郎 若森縣 御役所 竪帳

6 高反別帳 明治2年9月 下総国豊田郡蓮柄沼新田本石下 若森縣 御役所 竪帳
村八右衛門請 豊田村 名主 当地
主 又五郎
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冊子 C．質地・売渡

1(1) 質地證文 明治6年12月 右村（豊田村） 質置地主 染谷卯 荒川又五郎殿 竪帳 一紙2通挟込みあり
平、親類證人 染谷新右衛門

1(2) 質地證文 明治6年12月 右村（豊田村） 質置地主 染谷卯 荒川又五郎殿 一紙
平、新類(ママ)證人 染谷新右衛門

1(3) 一札之事（質地売渡に付） 明治10年1月9日 賣主 染谷卯平、證人 染谷与右 荒川又五郎殿 一紙
衛門

2 譲地證文之事 明治12年2月 地主 堀部弥右衛門、證人 塩野 荒川又五郎殿 竪帳
谷直右衛門、親類 秋田孫兵衛

3(1) 地所賣買地券書換願 明治12年5月10日 右（豊田郡豊田村） 賣渡人 中山 結城・岡田・豊田 郡長 本山元卓 竪帳
雄一郎、買受人 荒川又五郎 殿

3(2) 地所買約定書 明治12年5月10日 右（豊田郡豊田村） 賣渡人 中山 結城・岡田・豊田 郡長 本山元卓 竪帳
雄一郎、他3名 殿

4 地所賣渡証 明治12年6月4日 賣渡人 中山雄一郎、証人 石崎 荒川又五郎殿 竪帳
藤右衛門

5 地所賣渡確証 明治16年10月14日 筑波郡吉沼村第百五十六番地 賣 豊田郡豊田村第百六番地 荒川又 竪帳
渡人 太田与曽吉、保証人 同郡 五郎殿
同村第百七十三番地 今里岩吉

6 地所賣渡之證書 明治17年2月4日 真壁郡木戸村 賣渡人 竹澤夘 豊田郡豊田村 荒川又五郎殿 竪帳
吉、保証人 竹澤平八

7 地所賣渡証 明治17年5月6日 賣渡人 中山助左衛門、保証人 荒川又五郎殿 竪帳
大串源治、同 大串宅治

8 地所永代賣渡證 明治17年11月17日 右(下総国豊田郡豊田村) 賣渡人 同村 荒川又五郎殿 竪帳
冨田源右衛門、保証人 大串源次

9 地所賣渡証 明治18年1月10日 賣渡人 染谷佐左衛門、證人 長 荒川又五郎殿 竪帳
瀬平吉

10 地所賣渡證文 明治18年1月12日 賣渡人 田﨑國平、保証人 田崎 荒川又五郎殿 竪帳
熊吉

11 地所賣渡證 明治18年1月14日 賣渡人 張替文右衛門、保証人 荒川又五郎殿 竪帳
坂入惣治

12 地所賣渡証 明治18年1月16日 賣渡人 大串源治、保証人 富田 荒川又五郎殿 竪帳
源右衛門

13 地所賣渡証 明治18年2月19日 右村（豊田村） 賣渡人 中島又兵 同村（豊田村） 荒川又五郎殿 竪帳
衛、他6名
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14 地所賣渡證 明治18年3月9日 豊田村 賣渡人 小島栄治、同村 同村 荒川又五郎殿 竪帳
保証人 寺田甚兵衛

15 地所賣渡証 明治18年4月27日 豊田村 賣渡人 落合弥五兵衛、 同村 荒川又五郎殿 竪帳
他2名

16 地所賣渡證 明治18年10月25日 賣渡人 中山政五郎、保証人 高 荒川又五郎殿 竪帳
田勝治

17 地所賣渡シ証 明治18年12月20日 筑波郡上郷村 賣渡シ人 中山権 豊田郡豊田村 荒川又五郎殿 竪帳
兵衛、同保証人 青木嘉平

18 地所賣渡證 明治19年1月11日 賣渡人 猪瀬孫左衛門、保証人 荒川又五郎殿 竪帳
大林周作

19 地所賣渡証 明治19年1月23日 賣渡人 染谷伊之助、保証人 大 荒川又五郎殿 竪帳
林夘平治

20 地所賣渡証 明治19年3月2日 下総国豊田郡豊田村 賣渡人 小 同国同郡同村 荒川又五郎殿 竪帳
嶋栄治、同国同郡同村 保証人
寺田甚兵衛

21 地所賣渡證 明治19年11月19日 豊田村 賣渡人 石島藤右衛門、 同村 荒川又五郎殿 竪帳
組合 保証人 石島冨蔵

22 地所賣渡證 明治19年12月23日 豊田郡豊田村 右賣渡人 岡田周 仝郡仝村 荒川又五郎殿 竪帳
造、右証人 秋田伊右衛門

23 地所賣渡證証 明治19年12月23日 豊田郡館方村 賣渡人 山口治右 豊田郡豊田村 荒川又五郎殿 竪帳
衛門、保証人 野村六右衛門、同
山口理喜之助

24 地所賣渡證文 明治20年1月20日 賣渡人 秋田利左衛門、保証人 同村 荒川又五郎殿 竪帳
堀部源輔

25 林地賣渡之證 明治21年2月1日 筑波郡吉沼村大字吉沼五拾四番 豊田村 荒川又五郎殿 竪帳
柴原定一郎、同同三百壱番地 保
証人 鈴木喜三郎

26(1) 地所賣渡證 明治21年4月16日 豊田村 賣渡人 秋田伊作、他2名 豊田村 荒川三郎殿 竪帳 合冊・2冊の内1

26(2) 地所登記済証下附願 明治21年4月17日 豊田郡豊田村百四番地 荒川幸吉 下妻登記所御中 竪帳 合冊・2冊の内2

27 契約証（地所買請に付） 明治21年7月28日 荒川三郎、証人 荒川傳兵衛 秋田常三郎殿 竪帳

28(1) 地所永代賣渡之証 明治21年12月25日 賣渡人 岡田治右衛門、保証人 荒川又五郎殿 竪帳 合冊・3冊の内1
荒川仙右衛門

28(2) 登記済証御下附願 明治21年12月25日 豊田郡豊田村百六番地 荒川又五 下妻治安裁判所 水海道出張所御 竪帳 合冊・3冊の内2
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郎 中

28(3) （領収書） 明治21年12月27日 豊田郡本石下村 外五ヶ村 戸長 荒川又五郎殿 一紙 合冊・3冊の内3
新井徳三郎

29(1) 地所賣渡証 明治22年1月27日 賣渡人 秋田常三郎、他3名 荒川三郎殿 竪帳 合冊・2冊の内1

29(2) 登記済証下附願 明治22年2月22日 下総國豊田郡豊田村百六番地 荒 下妻治安裁判所 水海道出張所御 竪帳 合冊・2冊の内2
川三郎 中

30 地所賣渡証 明治22年4月30日 豊田郡豊田村大字九拾番地 賣渡 同村 荒川三郎殿 竪帳
人 染谷平吉、同郡同村大字同所
九拾壱番地 保証人 岡田半左衛
門

31 地所賣渡証 明治23年1月2日 下総国豊田郡豊田村大字豊田四 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
拾七番地 賣渡人 石島藤右衛
門、同国同郡同村大字同 保証人
田崎熊吉

32 地所賣渡証書 明治23年1月4日 下総国豊田郡豊田村大字豊田九 豊田郡豊田村大字豊田 荒川三郎 竪帳
拾番地 賣渡人 染谷平吉、同国 殿
同郡大字同八十三番地 保証人
倉持甚右衛門

33 地所賣渡証 明治23年2月12日 下総国豊田郡豊田村大字豊田第 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
九番地 賣渡人 寺田甚作、同国
同郡同村 大字豊田 弐拾四番地
保証人 落合長左衛門

34 地所賣渡シ證 明治23年3月17日 下総国豊田郡豊田村大字豊田百 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
五番地 賣渡人 荒川伊兵衛、他2
名

35 地所賣渡証 明治23年12月18日 下総国豊田郡豊田村大字豊田五 同國同郡同村同字 荒川精二郎殿 竪帳
拾九番地 賣渡人 高田六左ヱ
門、他2名

36 地所賣渡證 明治24年1月26日 下総国豊田郡豊田村大字豊田拾 豊田郡豊田村大字豊田 荒川精二 竪帳
六番地 賣渡人 大林重右衛門、 郎殿
他2名

37 地所賣渡證 明治24年3月12日 下総国豊田郡豊田村大字豊田三 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
拾七番地 賣渡人 中山いま、同国
同郡同村大字同 廿八番地 保証
人 秋田倉蔵

38 地所賣渡證 明治24年5月19日 豊田郡豊田村大字豊田第百五十 同所 荒川三郎殿 竪帳
弐番地 賣渡人 荒川仙右衛門、
同村保証人 荒川定吉



SS-19 下総国豊田郡豊田村〔荒川家文書〕 2.土地 冊子 C．質地・売渡 （344）

39 地所賣渡証 明治24年5月19日 豊田郡豊田村大字豊田第百五十 同所（豊田村） 荒川三郎殿 竪帳
弐番地 賣渡人 荒川仙右衛門、
同村保証人 荒川定吉

40 地所賣渡證 明治24年8月10日 茨城県豊田郡豊田村大字豊田 賣 仝郡仝村大字仝所 荒川三郎殿 竪帳
渡人 荒川奥之助、同縣同郡同村
大字同 保證人 荒川幸吉

41 地所賣渡證 明治25年1月12日 下総国豊田郡豊田村大字豊田拾 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
番地 賣渡人 小嶌市兵衛、同国
同郡同村大字同九番地 寺田甚作

42 地所賣渡證 明治25年1月16日 豊田郡豊田村大字豊田九拾四番 豊田郡豊田邨大字豊田百拾番地 竪帳
地 賣渡人 大林卯平次、同郡同 荒川三郎殿
村大字同所百八番地 保証人 荒
川幸吉

43 地所賣渡證 明治25年1月16日 豊田郡豊田村大字豊田七拾弐番 同郡同村大字同所第百拾番地 荒 竪帳
地 賣渡人 浅野音次郎、同郡同 川三郎殿
村大字同所百四十五番地 保証人
荒川幸吉

44 地所賣渡證 明治25年4月18日 豊田郡豊田村大字豊田百五拾六 同郡同村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
番地 賣渡人 張替文次郎

45 地所賣渡証 明治25年10月13日 豊田郡豊田村大字豊田第百四十 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
七番地 売渡人 荒川隆之助、同
郡同村大字同処百四十五番地 保
証人 荒川寅吉

46 地所賣渡証 明治25年10月13日 豊田郡豊田村大字豊田百四十七 豊田郡大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
番地 賣渡人 荒川隆之助、同郡
同村大字同処百四十五番地 保証
人 荒川寅吉

47 地所賣渡証 明治26年2月8日 筑波郡吉沼村大字吉沼百卅番地 豊田郡豊田村大字豊田 荒川三郎 竪帳
賣渡人 大塚庄治、同村百卅番証 殿
人 国府田忠治

48 地所賣渡證 明治26年4月28日 豊田村大字豊田百拾五番地 賣渡 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
人 猪股常吉

49 地所賣渡証 明治26年4月30日 豊田郡豊田村大字豊田 賣渡人 同郡同村大字同所 荒川三郎殿 竪帳
秋田善兵衛

50 地所賣渡証 明治26年5月2日 豊田郡豊田村大字豊田五拾壱番 同村大字同所 荒川三郎殿 竪帳
地 賣渡人 石島藤右衛門

51 地所賣渡證 明治26年5月4日 豊田郡豊田村大字豊田 賣渡人 同郡同村大字同所 荒川三郎殿 竪帳
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中山寅五郎

52 地所賣渡證 明治27年1月26日 豊田郡豊田村大字豊田廿七番地 同村大字同 荒川三郎殿 竪帳
賣渡人 秋田孫右衛門、同郡同村
大字同 保証人 秋田倉蔵

53 地所賣渡證 明治27年1月26日 豊田郡豊田村大字豊田百八番地 同村大字同 荒川三郎殿 竪帳
賣渡人 荒川幸吉

54 地所賣渡證書 明治28年12月4日 豊田郡豊田村大字豊田百廿五番 豊田郡豊田村大字豊田 荒川又五 竪帳
地 賣渡人 染谷子之蔵、同郡同 郎殿
大字同 保証人 寺田甚作

55 地所賣渡證 明治29年3月5日 豊田郡豊田村大字豊田四拾番地 豊田郡豊田村大字豊田 荒川又五 竪帳
賣渡人 中山寅五郎 郎殿

56 地所賣渡證 明治33年1月25日 結城郡豊田村大字豊田三拾七番 同村大字仝 荒川又五郎殿 竪帳
地 賣渡人 中山織之助

57 地所賣渡證書 明治36年7月5日 結城郡豊田村大字豊田 賣渡人 同郡同村大字同所 荒川又五郎殿 竪帳
寺田甚作、同郡同村大字同所 保
証人 桂瀬平七

58 土地賣渡証 明治40年1月15日 筑後郡大穂村大字長高野 賣渡人 結城郡豊田村大字豊田 荒川又五 竪帳
大塚太平 郎殿

59 賣渡證（土地売渡証） 明治43年3月31日 結城郡豊田村大字豊田 土地賣渡 仝（結城）郡仝（豊田）村仝大字 竪帳
シ人 秋田倉蔵 荒川又五郎殿

60 土地賣渡証 明治43年4月18日 結城郡豊田村大字豊田 賣渡人 同町 荒川又五郎殿 竪帳
荒川庄三郎

61 賣渡證（土地売渡証） 明治43年7月28日 結城郡豊田村大字豊田 土地賣渡 荒川又五郎殿 竪帳
シ人 秋田倉蔵

冊子 D．小作

1 小作證文 明治20年1月20日 小作人 秋田倉蔵、保証人 秋田 荒川又五郎殿 竪帳
兼吉

2 小作證 明治21年4月6日 小作人 中島藤七、保証人 中嶋 荒川三郎殿 竪帳
角之助

3 小作證 明治23年1月10日 豊田村大字豊田 小作人 田崎熊 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
吉、同村大字豊田 保証人 大林
卯平治

4 小作證 明治23年1月10日 豊田村大字豊田 小作人 大林夘 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 竪帳
平治、同村大字同 保証人 大河
内小平
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5 小作証 明治23年1月 豊田邨大字豊田 小作人 飯岡亦 右同邨（豊田邨） 荒川三郎殿 竪帳
左衛門、保証人 飯塚角之介

6 小作証 明治23年11月22日 豊田村大字豊田 小作人 小島熊 豊田村大字豊田 荒川三郎殿、荒 竪帳
次、同村同 保証人 飯岡弥助 川又五郎殿

7 小作證 明治24年1月 豊田郡豊田村大字豊田 小作人 同郡同村同字 荒川精二郎殿 竪帳
高田六左ヱ門、同郡同村同字 保
証人 中島貞治

8 小作證 明治25年1月20日 大字豊田 小作人 小島市兵衛、 仝豊田 荒川三郎殿 竪帳
他1名

9 小作證 (明治25年）1月22日 小作人 猪瀬久次郎、保証人 猪 荒川三郎殿 竪帳
瀬清三郎

10 小作證文 明治25年1月 豊田村大字豊田 小作人 石島藤 同村大字同 荒川又五郎殿 竪帳
右衛門、保証人 高田勝治

11 小作證 明治25年1月 大字豊田 小作人 大林夘平治、 荒川三郎殿 竪帳
保証人 大河内小平

12 小作證 明治26年5月 豊田村大字豊田 小作人 秋田善 同村大字同 荒川三郎殿 竪帳
兵衛、同村大字同 保証人 石島
藤右衛門

13 小作証 明治28年2月 豊田郡豊田村大字豊田廿一番地 同村大字豊田 荒川又五郎殿 竪帳
小作人 大林周作、同 保証人 小
島國三郎

冊子 E．その他

1 豊田村川かけ井堀道代永荒覚 竪帳

2 明治七年地券分耕宅地々券證写 明治7年 荒川又五郎 竪帳 付箋剥離

3 畑并山林原野地券証写 (明治15年）2月27日 吉沼村、大園木村 荒川又五郎 竪帳

4 畑方等級収獲地租取調写 （明治） 吉沼村、大園木村 地先分 竪帳

5 蓮柄沼合併地券総計 （明治） 豊田村 竪帳

一紙 A．質地・売渡

1 相渡申質地證文之事 安永2年12月28日 豊田村 地主 政右衛門、證人 孫 兵左衛門殿 一紙
兵衛、同 儀右衛門

2 相渡申質地證文之事 安永7年3月 若宮戸村 借用人 六郎兵衛、同 豊田村 玄随老 一紙
村 請人 惣右衛門
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3 相渡申一札之事（質地の節又五郎方へ水帳名前譲渡に 享和4年1月 吉沼村明戸 質地替主 吉兵衛、 若宮戸村 六郎兵衛様 一紙
付） 大園木村 同断 佐門

4 借用申一札之事（質地証文） 文化9年3月 本石下村 借用地主 八右衛門、 豊田村 又三郎殿 一紙
原村證人 甚左衛門

5 借用申金子證文之事（質地証文） 文化12年10月 借用人 傳兵衛、加判人 七右衛 長楽寺様、村役人衆中、近檀中 一紙
門

6 相渡申質地請状之事 文化15年2月7日 同村（豊田村） 地主 市右衛門、 豊田村 小右衛門殿 一紙
他2名

7 拜借金證文之事（質地証文） 文政10年6月 下総国豊田郡豊田村 拜借人 名 戸田五介様（内） 鈴木冨右衛門 一紙
主 又五郎、他4名 様

8 借用申金子之事（質地証文） 文政10年8月 借主 忠蔵、組合證人 忠左衛門、 下総国豊田郡豊田村 又五郎殿 一紙
同 儀兵衛

9 相渡申書入證文之事 天保2年12月 下総國豊田郡下栗村［切取り］ 一紙 後欠

10 相渡申質地證文之事 天保2年12月 田主 嘉右衛門、證人 伊助 一紙

11 相渡申質地證文之事 天保2年12月 八右衛門、伊右衛門 一紙

12 相渡申質地證文之事 天保2年 田主 伊助、證人 伊兵衛 一紙

13 相渡申質地證文之事 天保3年12月 借用人 市右衛門、證人 組合 八 又五郎殿 一紙
右衛門

14 借用申金子之事（質地証文） 天保4年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎

15 借用申金子事（質地証文） 天保5年1月 豊田村 名主 又五郎 鈴木冨右衛門殿 一紙

16 借用申金子證文之事（質地証文） 天保6年1月 豊田村借用人 名主 又五郎、證 鈴木冨右衛門殿 一紙
人 組頭 伊兵衛

17 書入申金子證文之事 天保7年2月 戸田久助知行所 下総国豊田郡豊 一紙
田村 借用人 名主 又五郎、他2
名

18 相渡申増金證文之事 天保10年9月 豊田村 當地主 又五郎、請人 松 大園木村 佐紋殿 一紙
次郎

19 借用田地規定證文之事 天保11年3月 豊田村 當人 兵左衛門、他5名 石下村 作右衛門殿 一紙 継目外れ（2枚）
（内3名切取り）

20 借用申金子之事（質地証文） 天保11年12月 下総国豊田郡豊田村 借用人 兵 一紙
左衛門、同孫 又五郎、證人 枩次
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郎、同 伊右衛門

21(1) 相渡申質地證文之事 天保13年10月 地主 常七、他2名 又五郎殿 一紙

21(2) 相渡申質流地證文之事 明治元年12月 地主 常七、他3名 又五郎殿 一紙

21(3) 入置申借地證文之事 明治元年12月 借主 常七、他2名 又五郎殿 一紙

22 相渡申質地證文之事 天保14年9月 地主 弥右衛門、他1名 又五郎殿 一紙

23(1) 一札之事（借用金返済不足分御勘弁に付） 天保14年9月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 伊豆屋伊兵衛殿 一紙 重折り（2点の内1）
郎

23(2) 引請對談一札之事（質地証文） 天保14年9月 下総国豊田郡豊田村 引請人 枩 伊豆屋伊兵衛殿 一紙 重折り（2点の内2）
二郎、他2名

24 質地金借用證文之事 弘化4年1月 館方村 借用人 六右衛門、加判 豊田村 又五郎殿 一紙
人 五郎兵衛

25 相渡申質地證文之事 嘉永4年12月 地主 孫兵衛、請人 直右衛門 又五郎殿 一紙

26 ［虫くい］渡申質地證文之事 嘉永5年12月 地主 弥右衛門、證人 孫兵衛 又五郎殿 一紙

27 相渡申質地證文之事 嘉永6年1月 地主 三右衛門、證人 多左衛門 又五郎殿 一紙

28(1) 相渡申質地證文之事 安政2年12月 地主 瀬平、證人 六兵衛 又五郎殿 一紙 一紙2通挟込みあり

28(2) 質地増金證文之事 文久4年2月 地主 瀬平、證人 六兵衛 又五郎殿 一紙

28(3) 質流池證文之事 元治元年3月 地主 瀬平、證人 六兵衛 又五郎殿 一紙

29 相渡申質地證文之事 安政4年12月 地主 嘉右衛門、加判人 六郎右 又五郎殿 一紙
衛門、他4名

30 相渡申質地證文之事 安政5年10月 地主 留兵衛、請人 市郎兵衛 又五郎殿 一紙

31 相渡申質地證文之事 万延元年12月 地主 藤右衛門、他2名 又五郎殿 一紙

32(1) 相渡申質地證文之事 慶応元年11月 地主 久左衛門、加判人 喜左衛 又五郎殿 一紙
門

32(2) 質地添證文之事 慶応3年3月 地主 久左衛門、證人 喜左衛門 又五郎殿 一紙

32(3) 質流地證文之事 慶応4年2月 地主 久左衛門、證人 喜左衛門 又五郎殿 一紙

33 相返し申一札之事（質地古証文返却に付） 慶応2年2月18日 吉沼村 藤兵衛、他2名 豊田村 又五郎殿 一紙

34 質地添證文之事 慶応2年12月 地主 喜右衛門、證人 六兵衛、同 又五郎殿 一紙
太右衛門
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35 借用申金子之事（質地証文） 慶応3年8月 田下村 借主 利八、新宗道村 證 豊田村 又五郎殿 一紙
人 与三郎

36 質流地證文之事 慶応3年12月 地主 喜右衛門、請人 又兵衛 又五郎殿 一紙

37 相渡申一札之事（質地証文） 卯12月 借用人 次郎右衛門、伊兵衛 又五郎殿 一紙

38 一札之事（質地請戻に付） 亥10月 上石下村 豊田村 茂右衛門殿 一紙

39 相渡申質流地證文之事 明治元年12月 借主 下 留兵衛、請人 七郎兵衛 又五郎殿 一紙

40 相渡申質地證文之事 明治3年12月 地主 伊兵衛、請人 彦七、伊助 又五郎殿 一紙

41(1) 質地證文 明治6年12月 右村（豊田村） 質置地主 中嶌七 荒川又五郎殿 一紙 一紙2通挟込みあり
右衛門、親類證人 中島多右衛門

41(2) 相渡申質地證文之事 明治3年12月 地主 七右衛門、他2名 又五郎殿 一紙

41(3) 質地賣渡証文 明治10年2月29日 賣主 中嶌七右衛門、証人 中島 荒川又五郎殿 一紙
藤七

42 質地證文 明治6年12月 右村（豊田村) 質置地主 堀部弥右 荒川又五郎殿 一紙
衛門、組合證人 塩野谷直右衛門

43 質地證文 明治6年12月 右村（豊田村） 質置地主 堀部弥 荒川又五郎殿 一紙
右衛門、組合證人 塩野善右衛門

44 地所賣渡證 明治17年1月24日 筑波郡吉沼村ノ百七拾番地 賣渡 豊田郡豊田村 荒川きし殿 一紙
人 池田仙之輔、保証人 村田甚
蔵

45 地所賣渡証 明治18年2月13日 豊田村 賣渡人 大林重右衛門、 同村(豊田村) 荒川又五郎殿 一紙
同村保証人 大林周作

46 約定証(地所売渡に付) 明治18年12月23日 上郷村 中山権兵衛 豊田郡豊田村 荒川又五郎殿 一紙

47 永代地所賣渡証 明治19年1月20日 豊田村 賣渡人 猪瀬茂平、他2名 荒川又五郎殿 一紙

48 約定證(地所売渡に付) 明治19年4月29日 賣渡人 高橋弥右衛門、保証人 豊田郡豊田邨 荒川又五郎殿 一紙
高橋甚兵衛

49 地所登記済証下附願 明治21年7月27日 豊田郡豊田村百六番地 荒川三郎 下妻登記所御中 一紙

50 地所賣渡証 明治23年2月2日 下総國豊田郡豊田村大字豊田百 豊田村大字豊田百拾番地 荒川精 一紙
五番地 賣渡し人 荒川伊兵衛、他 二郎殿
2名

51 地所賣渡證 明治23年2月28日 下総国豊田郡豊田村大字豊田百 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
五拾五番地 坂入惣次、同国同郡
同村大字同百弐番地 保証人 染
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谷與右衛門

52 地所賣渡證 明治24年2月3日 下総国豊田郡豊田村大字豊田六 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
拾弐番地 賣渡人 田崎邦平、同
国同郡同村大字同 保証人 田崎
慶三郎

53 地所質入證 明治24年12月6日 下総国豊田郡豊田村大字豊田百 同村大字同(豊田村大字豊田) 荒 一紙
八番地 質入主 荒川幸吉 川三郎殿

54 地所賣渡證 明治26年2月13日 豊田郡豊田村大字豊田第五千七 豊田郡豊田村大字豊田 荒川三郎 一紙
番地 賣渡人 中山政五郎 殿

55 地所賣渡証 明治27年1月26日 豊田郡豊田村大字豊田百八番地 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
売渡人 荒川幸吉

56 地所賣渡証 明治27年3月3日 豊田郡豊田村大字豊田 賣渡人 同村(豊田村)大字同町 荒川三郎 一紙
荒川玄周 殿

57 地所賣渡證 明治27年11月17日 下総國豊田郡豊田村大字豊田百 同村大字同 荒川三郎殿 一紙
五拾六番地 賣渡人 塚原寅吉

58 地所賣渡證 明治28年1月9日 豊田郡豊田村大字豊田三拾弐番 同郡同村大字同 荒川三郎殿 一紙
地 賣渡人 猪瀬久次郎、同村大
字同 保証人 猪瀬熊吉

一紙 B．小作

1 相渡申小作證文之事 天保2年11月 小作人 甚兵衛、受人 利兵衛 又五郎殿 一紙

2 （欠番）

3 差入申永小作證文之事（屋敷手狭に付） 明治4年8月 小作人 徳兵衛、證人 又吉 又五郎殿 一紙

4 小作證文 明治10年4月 小作人 中嶌藤七、證人 中嶌太 荒川又五郎殿 一紙
左衛門

5 小作証 明治12年5月4日 小作人 猪瀬才兵衛、証人 斎藤 荒川又五郎殿 一紙
吉兵衛

6 小作證文 明治13年10月 小作人 染谷佐左衛門、保証人 荒川又五郎殿 一紙
長瀬治郎右衛門

7 小作証 明治14年1月 小作人 秋田倉蔵、証人 秋田彦 荒川又五郎殿 一紙
右衛門

8 小作証文 明治14年1月 小作人 落合弥五兵衛、証人 大 荒川又五郎殿 一紙
村重右衛門

9 小作証文 明治14年3月 小作人 猪瀬才兵衛、証人 高田 荒川又五郎殿 一紙
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六左衛門

10 小作證文之事 明治16年1月17日 小作人 中山助左衛門、保証人 荒川又五郎殿 一紙
大串源治

11 小作證文 明治16年4月27日 小作人 田﨑邦平、保証人 荒川 荒川又五郎殿 一紙
寅吉

12 小作證文之事 明治16年10月16日 小作人 大林重右衛門、保証人 荒川又五郎殿 一紙
大林周作

13 小作證文 明治17年1月15日 豊田村 小作人 秋田作兵衛、証 荒川又五郎殿 一紙
人 倉持甚右衛門

14 小作證文之事 明治17年1月18日 豊田村 小作人 堀部吉右衛門、 同村 荒川又五郎殿 一紙
保証人 堀部源蔵

15 小作證文 明治17年1月18日 小作人 猪瀬政吉、保証人 高田 荒川又五郎殿 一紙
六左衛門

16 小作證文 明治17年1月26日 小作人 猪瀬政吉、証人 倉持甚 荒川又五郎殿 一紙
右衛門

17 小作證文 明治17年10月15日 小作人 田嵜熊吉、保証人 田嵜 荒川又五郎殿 一紙
久太郎

18 小作証 明治17年10月31日 小作人 田嵜邦平、保証人 高田 荒川又五郎殿 一紙
勘兵衛

19 小作證文 明治18年1月10日 小作人 染谷佐左衛門、証人 長 荒川又五郎殿 一紙
瀬平吉

20 小作證文 明治18年1月13日 小作人 張替文右衛門、保証人 荒川又五郎殿 一紙
坂入惣治

21 小作証文 明治18年1月15日 小作人 田崎邦平、証人 高田六 荒川又五郎殿 一紙
左衛門、同 同庄之助

22 小作證文 明治18年1月15日 小作人 猪瀬政吉、保証人 秋田 荒川又五郎殿 一紙
作右衛門

23 小作證文証 明治18年1月25日 小作人 猪瀬政吉、証人 秋田作 荒川又五郎殿 一紙
右衛門

24 小作證文 明治18年1月 小作人 大井重右衛門、保証人 荒川又五良殿 一紙
長瀬喜平太

25 小作証文 明治18年1月 小作人 大里六兵衛、証人 同 太 荒川又五郎殿 一紙
右衛門
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26 小作證文之事 明治18年3月 小作人 大串武右衛門、證人 鍋 荒川又五郎殿 一紙
嶋彦左衛門

27 小作證文 明治18年4月 小作人 落合弥五兵衛、保証人 荒川又五郎殿 一紙
飯岡民之助

28 小作證文 明治18年 小作人 寺田甚兵衛、他2名 荒川又五郎殿 一紙

29 小作証文 明治19年3月 保証人 染谷新右衛門、小作人 荒川又五郎殿 一紙
小嶋栄治、寺田甚兵衛

30 小作證文 明治20年1月17日 小作人 寺田甚兵衛、保証人 飯 荒川又五郎殿 一紙
岡民之助

31 小作証文 明治20年1月20日 小作人 秋田倉蔵、保証人 秋田 荒川又五郎殿 一紙
兼吉

32 小作証文 明治20年1月20日 小作人 秋田倉蔵、保証人 秋田 荒川又五郎殿 一紙
兼吉

33 小作証文 明治20年1月20日 小作人 秋田倉蔵、保証人 秋田 荒川又五郎殿 一紙
兼吉

34 小作證文 明治20年5月24日 豊田村 小作主 荒川嘉平太、同 仝村 荒川又五郎殿 一紙
村保証人 荒川吉良兵衛

35 小作證文 明治20年5月24日 豊田村 小作主 荒川吉郎兵衛、 仝村（豊田村） 荒川又五郎殿 一紙
仝村 保証人 荒川嘉平太

36 小作証文 明治20年10月25日 小作人 高田六左衛門、他2名 荒川又五郎殿 一紙

37 小作證文 明治21年1月10日 豊田村 小作人 田崎慶三良、仝 仝村（豊田村） 荒川又五郎殿 一紙
保証人 荒川寅吉

38 小作証 明治22年1月29日 豊田邨 小作人 岡田次右衛門、 同邨 荒川又五郎殿 一紙
同村 保証人 荒川玄周

39 下作証書 明治22年11月9日 豊田郡石下村 下作人 高橋久 仝郡豊田村大字曲田 飯塚森之助 一紙
次、他2名 殿

40 小作証書 明治22年11月16日 豊田村 小作人 中嶋太左衛門、 荒川又五郎殿 一紙
保証人 染谷伊之吉

41 小作證文 明治23年1月15日 豊田村大字豊田 小作人 田嵜邦 同村大字同 荒川三郎殿 一紙
平、保証人 猪瀬政吉

42 小作証 明治23年1月25日 豊田村大字豊田 小作人 小島熊 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
次、同村大字同 保証人 飯岡久
五郎
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43 小作証 明治23年3月27日 下作人 鍋嶋彦左衛門、保証人 荒川又五郎殿 一紙
大里佐右衛門

44 小作証文 明治23年11月22日 豊田村大字豊田 小作人 飯岡弥 大字豊田 荒川又五郎殿 一紙
助、保証人 小島熊次

45 小作證 明治23年12月18日 豊田村大字豊田五十九番地 小作 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
人 高田六左衛門、同村 大字同
保証人 中島貞治

46 小作證 明治23年12月25日 豊田村大字豊田 小作人 秋田佐 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
吉、同村 大字同 大河内小平

47 小作證文 明治24年1月7日 小作人 秋田善兵衛、保証人 張 荒川三郎殿 一紙
替文右衛門

48 小作證文 明治24年1月7日 小作人 張替文右衛門、保証人 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙 付箋剥離
秋田善兵衛

49 小作證 明治24年2月5日 豊田村大字豊田 小作人 荒川久 荒川三郎殿 一紙
作、同村大字同 大林周作

50 小作證 明治24年2月5日 豊田村大字豊田 小作人 田崎邦 豊田村大字豊田 荒川三郎殿 一紙
平、同村大字同 保証人 猪瀬政
吉

51 小作證 明治24年2月5日 豊田村大字豊田 小作人 大井重 荒川精二郎殿 一紙
右衛門、同村大字同 保証人 大
林周作

52 小作證文 明治24年3月7日 小作人 張替文右衛門、保証人 荒川三郎殿 一紙
秋田善兵衛

53 小作證 明治24年8月17日 豊田村大字豊田 小作人 秋田喜 荒川又五郎殿 一紙
蔵、保証人 秋田留兵衛

54 小作證 明治24年10月4日 豊田村大字豊田 小作人 大串源 荒川三郎殿 一紙
次、同村 大字同 證人 冨田源右
衛門

55 小作証 明治24年10月27日 小作人 秋田卯平次、秋田三松 荒川又五郎殿 一紙

56 小作証 明治25年1月10日 豊田郡豊田村大字豊田 小作人 豊田郡豊田大字豊田 荒川又五郎 一紙
荒川庄三郎、同村同字 保証人 殿
荒川玄周

57 桑畑小作證 明治25年6月28日 小作人 長瀬清助、他1名 荒川又五郎殿 一紙

58 小作證 明治25年10月 豊田郡豊田村大字豊田 小作人 荒川三郎殿 一紙
高田卯吉、仝郡仝村大字仝 保證
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人 中島喜三郎

59 小作證 明治26年1月31日 豊田村大字豊田 小作人 石島藤 同村(豊田村)大字豊田 荒川又五 一紙
右衛門、保証人 高田勝治 郎殿

60 小作證 明治26年2月10日 筑波郡吉沼村大字吉沼百卅番地 豊田郡豊田村大字仝 荒川三郎殿 一紙
大塚庄治、仝郡仝村大字仝百卅
二番地 国府田忠治

61 小作証 明治27年1月 小作人 秋田伊作、他1名 荒川又五郎殿 一紙

62 小作証 明治28年1月2日 小作人 塚原寅吉、他1名 荒川又五郎殿 一紙

63 小作證 明治29年8月30日 豊田村大字豊田 小作人 秋田倉 荒川又五郎殿 一紙
蔵、保證人 荒川徳次郎

一紙 C．その他

1 相頼申一札之事（長楽寺支配窪地切起世話願に付） 天保4年3月 別當 長楽寺、近檀惣代 庄右衛門 又五郎殿、夘右衛門殿、他2名 一紙

2 相渡申一札之事（流作場御用世話料として地所譲渡に 弘化2年11月28日 新石下村 孫兵衛 豊田村 又五郎殿 一紙
付）

3 相渡申一札之事（流作場御用世話料として地所譲渡に 弘化2年12月 伊古立村 次郎左衛門潰ニ付 当 豊田村 又五郎殿 一紙
付） 地主 安右衛門

4 相渡一札之事（流作場御用世話料として地所譲渡に付） 弘化2年12月 鯨村 文内受分同人潰ニ付 当地 豊田村 又五郎殿 一紙
主 孫左衛門

3.租税・貢租

冊子 A．皆済

1 田畑皆済目録 文化14年1月 下総國豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所様 御役人中様 竪帳
郎、他6名

2 寅田畑御皆済目録 文政2年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所様 御役人中様 竪帳
郎、他6名

3 巳田畑皆済目録 文政5年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所様 御役人中様 竪帳
郎、他6名

4 午田畑皆済目録 文政6年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所 御役人中様 竪帳
郎、他6名

5 未田畑皆済目録 文政7年2月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 竪帳
名主 又五郎、他3名

6 申田畑皆済目録 文政8年2月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所 御役人中様 竪帳
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名主 又五郎、他6名

7 戌田畑皆済目録 文政9年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所様 御役人中 竪帳
郎、他6名

8 田畑皆済目録 文政9年1月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 御地頭所様 御役人中様 竪帳
郎、他6名

9 亥田畑皆済目録 文政10年12月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 竪帳
名主 又五郎、他6名

10 子田畑皆済目録 文政12年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所 御役人中様 竪帳

11 丑田畑皆済目録 文政13年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 竪帳

12 丑田畑皆済目録 文政13年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

13 子田畑皆済目録 文政13年1月 豊田村 百姓代 嘉右衛門、他6名 竪帳

14 子田畑皆済目録 文政13年1月 豊田村 百姓代 嘉右衛門、他6名 竪帳

15 丑田畑皆済目録 文政13年1月 豊田村 百姓代 嘉右衛門、他2名 竪帳

16 寅皆済目録 天保2年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所 御役人中様 竪帳

17 夘田畑皆済目録 天保3年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

18 巳田畑皆済目録 天保5年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

19 午田畑皆済目録 天保6年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

20 申畑皆済目録 天保8年1月 豊田村 名主 又五郎、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

21 戌田畑皆済目録 天保10年1月 豊田村 名主 又五郎、他5名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

22 亥田畑皆済目録 天保11年1月 豊田村 組頭 伊兵衛、他6名 御地頭所様 御役人中様 竪帳

23 去申田畑皆済勘定帳 嘉永2年1月 豊田村 名主 中山政右衛門 御地頭所 御役人中様 竪帳

24 当酉田畑皆済勘定帳 嘉永2年12月 豊田村 名主 中山政右衛門 御地頭所 御役人中様 竪帳

25 戌之田畑皆済勘定帳 嘉永3年12月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

26 去亥田畑皆済勘定帳 嘉永5年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

27 去子田畑皆済勘定帳 嘉永6年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門
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28 丑之田畑皆済勘定帳 嘉永7年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

29 寅之田畑皆済勘定帳 安政2年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

30 卯之田畑皆済勘定帳 安政3年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

31 辰之田畑米永皆済勘定帳 安政3年12月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

32 去巳田畑米永勘定帳 安政5年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

33 去酉之田畑米永皆済勘定仮目録帳 文久2年1月 御知行所 豊田村 名主 中山政右 御地頭所 御役人中様 竪帳
衛門

34 壬申租税皆済目録 明治6年5月 印旛縣権令 柴原和 右村（大園木村） 正副戸長、立會 竪帳
人

35 壬申租税皆濟目録 明治6年5月 印旛縣権令 柴原和 右村（蓮柄沼新田） 正副戸長、立 竪帳
會人

36 明治六年租税皆濟帳 明治7年5月 千葉縣令 柴原和 右村（蓮柄沼新田） 戸長、副戸 竪帳
長、惣百姓

37 明治七年租税皆濟帳 明治8年5月 千葉縣令 柴原和 右村（蓮柄沼新田） 戸長、副戸 竪帳
長、惣百姓

冊子 B．定免

1 定免切替願 未（明治4年） 右村(豊田村) 名主 雄一郎、他1名 若森縣 御役所 竪帳

2 御上免御受書 壬申（明治5年）4月 豊田郡豊田邨 名主 中山雄一 印旛縣 御役所 竪帳
20日 郎、組頭 永瀬次郎右衛門

3 （定免願） 明治6年5月2日 右邨（豊田村） 立会人 秋田伊右 柴原印旛縣権令殿 竪帳
衛門、同 飯岡藤兵衛、他6名

4 御定免願 明治6年5月2日 右邨（第四大区五小区豊田村） 柴原印旛縣權令殿 竪帳
副戸長 中山雄一郎

5 御定免切替願 明治6年5月2日 右邨（第四大区五小区豊田村） 柴原印旛縣權令殿 竪帳 一紙挟込みあり
立會人 秋田伊右衛門、他7名

6 定免御願 明治7年4月 右五人請代兼 第十六大區四小區 新治縣権令 中山信安殿 竪帳
下総国豊田郡豊田村 戸長 荒川

又五郎
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7 御定免切換願 明治7年5月 右邨(第十六大区四小区豊田郡豊 千葉縣令 柴原和殿 竪帳
田村) 立會人 飯岡藤兵衛、他2名

冊子 C．その他

1 妙見沼・蓮柄沼 新田切リ起ニ付冥加米上納願写 天保10年8月 竪帳

2 妙見沼・蓮柄沼 新田切起ニ付冥加米上納願書写 天保10年9月 下総国豊田郡妙見沼新田 引請人 川崎平右衛門 御役所 竪帳
名主 万作、他3名

3 願書（吉沼村地先古川取永上納願書写） 弘化2年12月～ 豊田郡豊田村 名主 又五郎 竪帳
明治8年3月17日

4 御年貢米納方取調書上帳 寅7月 豊田村 組頭 伊右衛門 御地頭所様 御役人中様 横帳

5 畑永増税請書 壬申(明治5年）11月 下総国豊田郡大園木村地先 同国 河瀬印旛縣令殿 竪帳
同郡豊田村 又五郎請

6 上扣（林方夫銭に付） 明治6年5月27日 右邨(豊田村) 副戸長 荒川寅三郎 柴原印旛縣権令殿 竪帳

7 明治七年租税割賦帳 明治7年11月 千葉縣令 柴原和 右村(蓮柄沼新田) 戸長、副戸長、 竪帳
惣百姓

一紙 A．割付豊田村

1 御割付之写（御尋に付） 寛政12年4月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 鈴木冨右衛門様、児玉林左衛門 一紙
郎、組頭惣代 伊兵衛 様

2 御割付之寫（御尋に付） 寛政12年4月 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 戸田五介様御内 鈴木冨右衛門 一紙
郎、組頭 伊兵衛 様、児玉林左衛門様

3 亥御年貢可納割附之事 文政10年10月 田口五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

4 子御年貢可納割附之事 文政11年10月 田口五郎左衛門 右村（豊田村） 役人 一紙

5 丑御年貢可納割付之事 文政12年10月 田口五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

6 寅御年貢可納割附之事 文政13年10月 田口五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

7 未御年貢可納割附之事 天保6年10月 川崎平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

8 申御年貢可納割附之事 天保7年10月 川﨑平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙 虫損

9 酉御年貢可納割附之事 天保8年10月 川崎平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

10 戌御年貢可納割附之事 天保9年10月 川﨑平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

11 亥御年貢可納割附之事 天保10年10月 川崎平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

12 子御年貢可納割附之事 天保11年10月 川崎平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙 虫損
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13 夘御年貢可納割附之事 天保14年10月 勝田次郎 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

14 定免可納割付之事 慶応3年6月 金田郡右衛門、鈴木富右衛門 豊田村 名主、組頭、惣百姓 一紙

15 午正租割附之事 明治3年10月 若森縣廰 右村(豊田村) 里正、組頭、惣百姓 一紙

一紙 B．割付蓮柄沼新田

1 未御年貢可納割付之事 天明7年10月 辻六郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

2 戌御年貢可納割附之事 寛政2年10月 菅沼安十郎 右村（蓮柄沼新田） 名主 一紙

3 亥御年貢可納割附之事 天保10年10月 川崎平右衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

4 丑御年貢可納割附之事 天保12年10月 伊奈友之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

5 巳御年貢可納割付之事 弘化2年10月 勝田次郎 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙 虫損
惣百姓

6 午御年貢所納割附之事 弘化3年10月 大草太郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

7 申御年貢所納割附之事 嘉永元年10月 大草太郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

8 亥御年貢可納割附之事 嘉永4年10月 小林藤之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

9 寅御年貢可納割附之事 嘉永7年6月 小林藤之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

10 申御年貢可納割付之事 万延元年10月 荒井清兵衛 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

11 午正租割附之事 明治3年10月 若森縣廰 右村（蓮柄沼新田） 里正、組頭、 一紙
惣百姓

一紙 C．割付大園木村

1 寅御年貢可納割附之事 文政元年 吉岡次郎右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

2 亥御年貢可納割附之事 文政10年10月 田口五郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

3 亥御年貢可納割附之事 文政12年10月 羽倉外記 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
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百姓

4 夘御年貢可納割附之事 天保2年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

5 辰御年貢可納割附之事 天保3年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

6 巳御年貢可納割附之事 天保4年10月 林部善太左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

7 午御年貢可納割附之事 天保5年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙
百姓

8 申御年貢可納割附之事 天保7年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

9 酉御年貢可納割附之事 天保8年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

10 戌御年貢可納割附之事 天保9年10月 川崎平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

11 丑御年貢可納割附之事 天保12年10月 伊奈友之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

12 夘御年貢可納割附之事 天保14年10月 勝田次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

13 辰御年貢可納割附之事 天保15年10月 勝田次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

14 巳御年貢可納割付之事 弘化2年10月 勝田次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙 虫損大
百姓

15 午御年貢可納割附之事 弘化3年10月 大草太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

16 未御年貢可納割附之事 弘化4年10月 大草太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

17 申御年貢可納割附之事 嘉永元年10月 大草太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

18 酉御年貢可納割附之事 嘉永2年10月 大草太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

19 亥御年貢可納割附之事 嘉永4年10月 小林藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓
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20 子御年貢可納割附之事 嘉永5年10月 小林藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

21 丑御年貢可納割附之事 嘉永6年10月 小林藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

22 寅御年貢可納割附之事 嘉永7年10月 小林藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

23 夘御年貢可納割附之事 安政2年10月 佐々木道太郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

24 辰御年貢可納割附之事 安政3年10月 佐々木道太郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

25 午御年貢可納割付之事 安政5年10月 篠本彦次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙 虫損
百姓

26 申御年貢可納割付之事 万延元年10月 荒井清兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

27 未正租割附之事 明治4年10月 若森縣廰 右村（大園木村新田） 里正、組 一紙
頭、惣百姓

28 未正租割附之事 明治4年10月 若森縣廰 右村（大園木村新田） 里正、組 一紙
頭、惣百姓

29 未正租割附之事 明治4年10月 若森縣廰 右村（大園木村新田） 里正、組 一紙
頭、惣百姓

一紙 D．皆済豊田村

1 戌皆済目録 文政10年1月 伊友之助 右村(豊田村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

2 子御年貢皆済目録 文政12年1月 田五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

3 丑皆済目録 文政13年1月 田五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

4 寅御年貢皆済目録 天保2年1月 田五郎左衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

5 夘御物成米永皆済目録 天保3年3月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

6 辰御年貢皆済目録 天保4年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

7 巳御年貢皆済目録 天保5年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、与頭、百姓代 一紙

8 午御年貢皆済目録 天保6年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、与頭、百姓代 一紙

9 未御年貢皆済目録 天保7年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙
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10 申御年貢皆済目録 天保8年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

11 酉御年貢皆済目録 天保9年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

12 戌御年貢皆済目録 天保10年2月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

13 亥御年貢皆済目録 天保11年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

14 子御年貢皆済目録 天保12年1月 川平右衛門 右村(豊田村) 名主、組頭、百姓代 一紙

一紙 E．皆済蓮柄沼新田

1 寅御年貢皆済目録 天保2年1月 田五郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

2 巳御年貢皆済目録 天保5年1月 川平右衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、与頭、 一紙
百姓代

3 戌御年貢皆済目録 天保10年2月 川平右衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

4 亥御年貢皆済目録 天保11年1月 川平右衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

5 子御年貢皆済目録 天保12年1月 川平右衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

6 丑皆済目録 天保13年1月 伊友之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

7 巳御年貢皆済目録 弘化3年1月 大太郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

8 午御年貢皆済目録 弘化4年1月 大太郎左衛門 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

9 酉御年貢皆済目録 嘉永3年1月 小藤之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

10 亥御年貢皆済目録 嘉永5年1月 小藤之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

11 寅御年貢皆済目録 安政3年1月 小藤之助 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
惣百姓

12 ［破れ］年貢皆済目録 安政7年1月 荒清兵衛 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙 一部破損
百姓代

13 申御年貢皆済目録 万延2年1月 荒清兵衛 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代
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14 酉御年貢皆済目録 文久2年1月 佐半十郎 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

15 巳租税皆済目録 明治3年 若森縣廰 右村（蓮柄沼新田） 名主、組頭、 一紙
百姓代

一紙 F．皆済大園木村

1 戌御年貢皆済目録 享和3年3月 荻弥五兵衛 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙
百姓

2 丑御年貢皆済目録 文化3年3月 荻弥五兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

3 寅御年貢皆済目録 文化4年3月 荻弥五兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

4 辰御年貢皆済目録 文化5年12月 野源五郎 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙
百姓

5 夘御年貢皆済目録 文化5年 荻弥五兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

6 巳御年貢皆済目録 文化6年12月 野源五郎 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙
百姓

7 午御年貢皆済目録 文化7年12月 野源五郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓

8 申御年貢皆済目録 文化9年12月 野源五郎 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

9 酉皆済目録 文化11年3月 伊友之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

10 戌皆済目録 文化12年 伊玄蕃 右村（大園木村） 名主、年寄、惣 一紙
百姓

11 亥御年貢皆済目録 文化13年3月 羽外記 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

12 子御年貢皆済目録 文化14年1月 吉次郎右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

13 巳御年貢皆済目録 文化15年1月 吉次郎右衛門 一紙 後欠

14 辰御年貢皆済目録 文政4年1月 吉次郎右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓
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15 午御年貢皆済目録 文政6年1月 古善吉 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

16 未御年貢皆済目録 文政7年1月 古善吉 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

17 申御年貢皆済目録 文政8年1月 古善吉 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

18 亥御年貢皆済目録 文政11年1月 田五郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

19 子御年貢皆済目録 文政12年1月 田五郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

20 夘御物成米永皆済目録 天保3年3月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

21 辰御年貢皆済目録 天保4年1月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、与頭、百 一紙
姓代

22 巳御年貢皆済目録 天保5年1月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙
百姓

23 午御年貢皆済目録 天保6年1月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、与頭、百 一紙
姓代

24 未御年貢皆済目録 天保7年1月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

25 申御年貢皆済目録 天保8年1月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

26 戌御年貢皆済目録 天保10年2月 川平右衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

27 寅御年貢皆済目録 天保14年1月 勝次郎 右村（大園木村） 名主、与頭、惣 一紙 継目外れ（2枚）
百姓

28 夘皆済目録 天保15年1月 勝次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

29 辰皆済目録 弘化2年1月 勝次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

30 巳御年貢皆済目録 弘化3年1月 大太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

31 午御年貢皆済目録 弘化4年1月 大太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代
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32 未御年貢皆済目録 弘化5年1月 大太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

33 申御年貢皆済目録 嘉永2年1月 大太郎左衛門 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

34 酉御年貢皆済目録 嘉永3年1月 小藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙 継目外れ（3枚）
百姓

35 亥御年貢皆済目録 嘉永5年1月 小藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

36 丑御年貢皆済目録 嘉永7年1月 小藤之助 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

37 夘御年貢皆済目録 安政3年1月 佐道太郎 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙 継目外れ（2枚）
姓代

38 午御年貢皆済目録 安政6年1月 篠彦次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

39 未御年貢皆済目録 安政7年1月 荒清兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

40 申御年貢皆済目録 万延2年1月 荒清兵衛 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

41 亥御年貢皆済目録 文久4年1月 北平次郎 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

42 子御年貢皆済目録 慶応元年1月 北平次郎 一紙 後欠

43 辰租税皆済目録 明治2年 若森縣 御役所 右村（大園木村） 名主、組頭、惣 一紙
百姓

44 巳租税皆済目録 明治3年 若森縣廰 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

45 午租税皆済目録 明治4年12月 若森縣廰 右村（大園木村） 名主、組頭、百 一紙
姓代

一紙 G．皆済吉沼村

1 申皆済目録 寛政元年4月 中清太夫 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 前欠 継目外れ（2枚）

2 酉御年貢皆済目録 享和2年1月 岡清助 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

3 子御年貢皆済目録 文化2年1月 岡清助 右村（吉沼村） 引受人 一紙
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4 丑御年貢皆済目録 文化3年1月 岡清助 右村(吉沼村) 名主、与頭、惣百姓 一紙

5 夘御年貢皆済目録 文化5年1月 岡清助 右村(吉沼村) 名主、与頭、惣百姓 一紙

6 辰皆済目録 文化6年1月 岡清助 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

7 午御年貢皆済目録 文化8年1月 岡清助 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

8 未反高永皆済目録 文化9年1月 岡清助 右村（吉沼村） 又五郎 一紙

9 戌御年貢皆済目録 文化12年3月 杉庄兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

10 亥御年貢皆済目録 文化13年3月 杉庄兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

11 子御年貢皆済目録 文化14年3月 杉庄兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

12 丑御年貢皆済目録 文化15年3月 杉庄兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

13 亥御年貢皆済目録 文政11年1月 荒平兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

14 子御年貢皆済目録 文政12年1月 荒平兵衛 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

15 寅皆済目録 天保2年1月 伊友之助 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

16 辰御年貢皆済目録 天保4年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

17 午御年貢皆済目録 天保6年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

18 未御年貢皆済目録 天保7年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

19 申御年貢皆済目録 天保8年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

20 酉御年貢皆済目録 天保9年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

21 戌御年貢皆済目録 天保10年1月 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

22 亥御年貢皆済目録 天保11年 林金五郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

23 寅御年貢皆済目録 天保13年12月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

24 夘御年貢皆済目録 天保14年12月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

25 辰御年貢皆済目録 天保15年11月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

26 巳御年貢皆済目録 弘化2年11月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

27 午御年貢皆済目録 弘化3年11月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

28 未御年貢皆済目録 弘化4年11月 古善一郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙
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29 申御年貢皆済目録 嘉永元年3月 小又七郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

30 酉御年貢皆済目録 嘉永2年12月 小又七郎 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙 継目外れ（2枚）

31 戌御年貢皆済目録 嘉永4年1月 山総左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙 虫損

32 亥御年貢皆済目録 嘉永5年1月 山総左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

33 子御年貢皆済目録 嘉永6年1月 山総左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

34 丑御年貢皆済目録 嘉永7年1月 山総左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

35 寅御年貢皆済目録 安政2年1月 山総左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

36 戌御年貢皆済目録 文久2年12月 三筌作 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

37 亥御年貢皆済目録 文久4年1月 福所左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

38 亥御年貢皆済目録 文久4年1月 福所左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

39 亥御年貢皆済目録 文久4年1月 福所左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

40 亥御年貢皆済目録 文久4年1月 福所左衛門 右村(吉沼村) 名主、組頭、百姓代 一紙

一紙 H．請取

1 覚（御年貢役請取に付） 天明8年10月 本田茂右衛門 豊田村 又五郎殿 一紙

2 覚（当酉夏成御年貢請取に付） 寛政元年6月 本田茂右衛門 豊田村 又五郎殿 一紙

3 覚（当酉秋成御年貢請取に付） 寛政元年9月 本田茂右衛門 豊田村 又五郎殿 一紙

4 覺（当寅夏成御年貢金請取に付） 天保13年7月8日 金田郡衛門、鈴木富右衛門 下総国豊田郡豊田村 村役人共方 一紙

5 覚（上納金請取に付） 弘化2年1月11日 織田伴右衛門、鈴木富右衛門 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方

6 覺（上納金請取に付） 嘉永4年1月12日 織田伴右衛門、鈴木富右衛門 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方

7 覚（川々御普請国役金請取に付） 嘉永7年1月11日 織田伴右衛門、鈴木冨右衛門 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方

8 覚（川々国役金請取に付） 子9月4日 伊奈友之助手代 下川修左衛門、 一紙
山口一介

9 覚（川々国役金請取に付） 子9月24日 伊奈友之助手代 下川修左衛門、 一紙
山口一介

10 覺（川々国役金請取に付） 子12月11日 田口五郎左衛門手代 中山耕一郎 一紙
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11 覚（川々国役金請取に付） 子12月11日 田口五郎左衛門手代 中山耕一郎 一紙

12 覚（川々国役金請取に付） 子12月11日 田口五郎左衛門手代 中山耕一郎 一紙

13 覚（国役金請取に付） 丑3月4日 伊奈友之助手代 下川修左衛門、 一紙
山口一介

14 覚（国役金請取に付） 丑3月5日 伊奈友之助手代 下川修左衛門、 一紙
山口一介

15 （年貢請取証文） 丑7月10日 伊奈友之助手代 山口一介、山 一紙
下八十八、他1名

16 覚（御年貢金請取に付） 丑12月晦日 鈴木富右衛門、高野幾之進 豊田村 名主 又五郎方 一紙

17 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

18 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

19 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

20 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

21 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

22 （年貢請取証文） 卯12月20日 安藤傳蔵役所 山田敬之丞、他4名 一紙

23 覚（年貢金請取に付） 申1月11日 金田郡衛門、鈴木富右衛門 豊田村 名主 又五郎方 一紙

24 覚（国役金請取に付） 申2月8日 古山善吉手代 河崎重蔵 一紙

25 覚（国役金請取に付） 申12月8日 古山善吉手代 河崎重蔵 一紙

26 覚（上納金請取に付） 酉1月12日 金田郡衛門、鈴木冨右衛門 豊田村 名主 又五郎 一紙

27 覚（国役金請取に付） 酉4月9日 古山善吉手代 鷹野又八 一紙

28 覚（国役金請取に付） 酉4月10日 古山善吉手代 鷹野又八 一紙

29 覚（国役金請取に付） 戌2月11日 古山善吉手代 常世田美和助 一紙

30 未御年貢金請取 明治4年7月12日 若森縣 會計 一紙

31 未御年貢金請取 明治4年9月 若森縣 會計 一紙

32 御年貢金請取 明治4年12月19日 元若森縣 會計 一紙

33 御年貢金請取 明治4年12月19日 元若森縣 會計 一紙
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34 御年貢金請取 明治4年12月19日 元若森縣 會計 一紙

35 未御年貢金請取 明治4年12月19日 元若森縣 會計 一紙

36 證（旧若森県官舎造営費請取に付） 明治7年2月24日 千葉縣 境町支廰 一紙

37 證（地租金請取に付） 明治8年1月12日 新治縣権令 中山信安 一紙

38 證（地租金請取に付） 明治8年1月12日 新治縣権令 中山信安 一紙

39 證（地租金請取に付） 明治8年1月12日 新治縣権令 中山信安 一紙

40 證（地租金請取に付） 明治8年1月12日 新治縣権令 中山信安 一紙

41 證（地租金請取に付） 明治8年1月12日 新治縣権令 中山信安 一紙

42 證（地租金請取に付） 明治8年12月29日 茨城縣権令 中山信安 一紙

43 證（地租金請取に付） 明治8年12月29日 茨城縣権令 中山信安 一紙

44 證（地租金請取に付） 明治8年12月29日 茨城縣令 中山信安 一紙

45 證（地租金請取に付） 明治8年12月29日 茨城縣権令 中山信安 一紙

46 證（地租金請取に付） 明治8年12月29日 茨城縣権令 中山信安 一紙

一紙 I．その他

1 （借米返済方に付書状） 文化9年12月 戸田五介内 小谷野多四郎、竹田 豊田村 名主 又五郎方 一紙
源蔵

2 乍恐以書付奉願上候（八右衛門違作の為年貢皆済上納 天保6年1月 右八右衛門組合 市右衛門、伊右 村御役人中様 一紙 継目外れ（3枚）
日延願に付） 衛門、他1名

3 差上申御請證文之事（違作の為上納金猶予願に付） 天保6年3月 豊田村 名主 又五郎 鈴木冨右衛門様 一紙

4 乍恐以書付奉願上候（反高五人請増永の儀に付） 天保11年10月 右吉沼村地先反高惣受 下総国豊 御掛リ御役人中様 一紙
田郡 何村 誰々

5 乍恐以書付奉願上候（年貢米の上納延引に付） 天保13年7月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 一紙 付箋剥離（2枚）
村役人惣代 組頭 伊右衛門

6 乍恐以書付奉願上候（名主代兵左衛門死去の為年貢上 天保13年7月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 一紙
納延引に付） 惣代 組頭 伊右衛門

7 乍恐以書付奉願上候（年貢米上納延引に付） 天保13年7月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 一紙
村役人惣代 組頭 伊右衛門

8 乍惶以書付奉願上候（諸夫銭年番に付） 天保13年7月 惣小前四拾弐人 宗代 甚兵衛、 村御役人衆中 一紙
他16名



SS-19 下総国豊田郡豊田村〔荒川家文書〕 3.租税・貢租 一紙 I．その他 （369）

9 （年貢納方滞候もの取扱方に付書状） 寅12月 吉岡次郎右衛門役所 下総国豊田郡豊田村 一紙 封あり

10 （網代運上に付書付） 午2月24日 大原四郎右衛門、川崎平右衛門 下総国豊田郡豊田村 一紙
役所

11 差上申御請證文之事（御飯米御廻米仰付に付） 申11月 豊田村 名主 又五郎、伊兵衛、他 御地頭所様 御役人中様 一紙
4名

12 乍恐以書付奉願上候（兵左衛門死去の為年貢米不納分 一紙
払方に付）

13(1) 辰御取箇仮免状 辰（明治） 一紙 紙縒〆・17点の内1

13(2) 明治八年貢租仮免状 明治8年 一紙 紙縒〆・17点の内2

13(3) 明治八年貢租仮免状 明治8年 一紙 紙縒〆・17点の内3

13(4) 明治七年貢租仮免状 明治7年 一紙 紙縒〆・17点の内4

13(5) 辛未仮免状 未（明治） 一紙 紙縒〆・17点の内5

13(6) 午仮免状 午（明治） 一紙 紙縒〆・17点の内6

13(7) 巳仮免状 巳（明治） 一紙 紙縒〆・17点の内7

13(8) 明治八年貢租仮免状 明治8年 一紙 紙縒〆・17点の内8

13(9) （名主役申付に付達） 巳（明治2年）11月 若森縣 監察 下総國豊田郡豊田村 名主 又五 一紙 紙縒〆・17点の内9
郎

13(10) （正金引換の節御褒美下賜に付達） 午（明治3年） 若森縣 御役所 下総国豊田郡豊田村 又五郎 一紙 紙縒〆・17点の内10

13(11) （窮民賑恤の節褒遣候に付達） 巳（明治2年）6月 若森縣 御役所 下総国豊田郡豊田村 又五郎 一紙 紙縒〆・17点の内11

13(12) （西第二大区戸長副申付に付達） 未（明治3年）2月 若森縣 監察 北総豊田郡豊田邨 荒川又五郎 一紙 紙縒〆・17点の内12

13(13) （御年貢租税向取扱の儀に付達） 巳（明治2年）12月 若森縣 監察 下総國豊田郡豊田村 一紙 紙縒〆・17点の内13

13(14) （西第二大区第三小区と区域申渡に付達） 未（明治4年） 若森縣 監察 下総国豊田郡豊田邨本豊田村、 一紙 紙縒〆・17点の内14
曲田邨、館方村

13(15) （石下村勧農役補吉原八右衛門へ豊田村租税取立向申 午（明治3年）閏10 若森縣 監察 豊田村 役人、小前一同 一紙 紙縒〆・17点の内15
付に付達） 月

13(16) （勧農役補申付候に付達） 巳（明治2年）11月 若森縣 監察 下総国豊田郡豊田邨 里正又五郎 一紙 紙縒〆・17点の内16

13(17) （豊田村里正并組頭申付の儀に付達） 巳（明治2年） 若森縣 監察 一紙 紙縒〆・17点の内17
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6.村・村政

冊子

1 御賄帳 明和5年3月 時田喜左衛門、他12名 竪帳

2 御蔵残金御高公札作建并當戌春私願出金御下金書上帳 天保9年12月 豊田村 役人惣代 名主 又五郎、 御地頭所様 御役人中様 竪帳
組頭 次郎右衛門

3 舟書上帳 扣（造船願に付） 明治6年3月 右邨（豊田村） 岡田次右衛門、他 柴原印旛縣權令殿 竪帳
5名

一紙

1 覚（年貢勘定帳提出に付） 天保6年11月24日 松平右近、戸田久助、森川十左衛 一紙
門知行所 下総国豊田郡豊田村
役人惣代、他2名

2 覚（村高家数人数書上に付） 天保6年11月25日 松平右近、戸田久助、森川十左衛 一紙
門知行所 下総国豊田郡豊田村
役人惣代、松平右近知行所 名主
政右衛門

3 （茂兵衛分の田畑諸帳面引渡延引に付書状） 8月23日 一紙

8.水利・用水

冊子

1 大境水除土手仕来帳 天明6年2月 豊田村 竪帳

2 圦樋御伏替御仕用帳之写 天明7年3月 竪帳 一紙挟込みあり

3 悪水関枠御仕様帳写 天保2年12月 豊田村 竪帳

4 當丑春上八間堀用悪水関枠伏替出来形帳 嘉永6年2月 松平右近、戸田久助、森川采女知 御普請御掛り御役人中様 竪帳
行所 下総国豊田郡豊田村 役人
惣代 名主 政右衛門、他2名

5 當巳春上八間悪水堀々定式自普請出来形帳 安政4年3月 上八間堀廿壱ヶ村組合惣代 豊田 御普請御懸り御役人中様 竪帳
村 組頭 伊右衛門印、他2名

6 修繕民費書上帳 明治9年10月31日 右邨(豊田村) 戸長 吉原八右衛門 茨城縣権令 中山信安殿 竪帳

一紙

1 為取替一札之事（新親堀割地代金請取に付） 天保11年6月 鯨村 名主 庄兵衛、組頭 市郎右 本豊田村 太郎左衛門殿、豊田村 一紙
衛門、同 孫左衛門 兵左衛門殿
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2 為取替一札之事（用水路模様替地代金渡に付） 天保11年6月 本豊田村 太郎左衛門、豊田村 鯨村 名主 庄兵衛殿、組頭 市郎 一紙
兵左衛門 右衛門殿、孫左衛門殿

3 奉差上候御請證文之事（悪水路自普請に付） 下総国豊田郡加養村 名主 勝右 一紙 継目外れ（7枚）
衛門、他75名

4 覚（加養村、肘谷村組合他用水組合内悪水堀に付） 土井陸之丞、他6名知行所 下総 一紙
国豊田郡加養村 名主 勝右衛
門、他2名、他23村 66名

11.治安

一紙

1 為取替申済口證文之事（豊田村茂兵衛倅玉吉、本豊田 天保4年7月 本豊田村 吉兵衛、組合惣代 伊兵 一紙
村吉兵衛に対し酒狂の上疵付の件に付） 衛、親類惣代 忠右衛門、他12名

2 差上申御詫一札之事（清兵衛酒狂の上長楽寺にて乱亡 天保13年1月19日 下総国豊田郡豊田村 当人 清兵 一紙
に付） 衛、他8名

12.訴訟

冊子

1 差上申御請一札之事（小貝川他普請入用出入及び帳面 寛政5年5月2日 戸田久助知行所 下総国豊田郡豊 御評定所 横帳
印形についての評定所仰渡承知に付） 田村 訴訟人 百姓 太左衛門、他

5名

2 乍恐以書付御訴訟奉申上候（悪水路一件済口違変出入 安政6年6月 荒井清兵衛当分御預り所 小濱熊 御奉行所様 竪帳
に付） 之助知行所 下総国豊田郡上石下

村、小前村役人惣代 訴訟人 組
頭 常右衛門

3 乍恐以書付御伺奉申上候（八右衛門質地請戻一件に付） 横帳

一紙

1 差上申済口證文之事（寺社地并又五郎築き候土手に関 文化13年2月 松平鍵三郎知行所 下総國豊田郡 御評定所 一紙
し相論に付） 豊田村 訴訟人 名主 政右衛門、

他3名

2 差上申済口證文之事（蓮柄沼相論に付） 安政4年5月 佐々木道太郎御代官所、小浜熊 御評定所 一紙
之助知行所 下総国豊田郡上石下
村、小前村 役人惣代（中略）訴訟
人 組頭 常右衛門、他3名

3 乍恐以書付御訴訟奉申上候（済口違変出入に付） 安政6年6月 荒井清兵衛当分御預所 小濱熊之 御奉行所様 一紙
介知行所 下総国豊田郡上石下
村、小前村 役人惣代 右熊之介
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知行分 訴訟人 組頭 常右衛門

4 乍恐以書付奉申上候（蓮柄沼新田請地堀筋一件に付） 安政6年8月28日 土屋三郎右衛門知行所 下総国豊 御奉行所様 一紙
田郡本石下村 名主八右衛門差支
ニ付後見 伯父 峯蔵、他2名

5 差上申済口證文之事（蓮柄沼相論に付） 万延元年6月 荒井清兵衛当分御預り所 小浜熊 御奉行所様 一紙
之助知行所 下総国豊田郡上石下
村、小前村 役人惣代 右清兵衛
当分預り所 訴訟人 組頭 重兵
衛、他3名

6 取極申議定之事（仁兵衛より政右衛門へ相懸田畑反畝歩 文久2年8月 豊田村 訴訟人 組頭 仁兵衛、相 一紙
の儀に付） 手 名主 政右衛門、他7名

7 乍恐以書付奉申上候（豊田村一件取扱として又五郎代兼 戌（文久2年）閏8月 米津伊勢守領分 下総国豊田郡大 御奉行所様 一紙
出府に付） 16日 園木村 名主 左門代兼 戸田五介

知行所 同郡豊田村 名主 又五郎

8 乍恐以書付奉願上候（豊田村一件示談日延願に付） 戌7月28日 訴訟方宿 神田金澤町 美濃屋八 御奉行所様 一紙
兵衛代 又八、他1名

9 乍恐以書付奉申上候（豊田村一件取扱身代りのもの呼寄 戌8月18日 右宿馬喰町四丁目 森田や藤七代 御奉行所様 一紙
願に付） 福太郎

10 下総国豊田郡小保川村と同郡本石下上石下中石下原宿 一紙
豊田五ヶ村沼論裁許

13.凶慌・災害

冊子

1(1) 午歳大洪水堤切所亡所畑方改帳 天明6年8月 下総国豊田郡豊田村 横帳

1(2) 大水ニ付亡所畑永引方帳 天明7年12月 下総国豊田郡豊田村 横帳

14.夫食・救

一紙

1 乍恐以書付御歎願奉申上候（大風収納減のため、拝借 安政6年11月 御知行所 下総国豊田郡豊田村 御地頭所様 御役人中様 一紙
米願に付） 役人惣代 組頭 卯十

16.農・林・水産業

一紙

1 立木賣渡之證 明治31年2月 筑波郡吉沼村大字吉沼五拾四番 豊田村 荒川又五郎殿 一紙
地 賣渡人 柴原定一郎、他1名
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19.金融・貸借

冊子

1 田畑割符帳 文化9年7月 吉左衛門、周蔵、他8名 竪帳

2 御貸附金拝借證文 文化9年12月 戸田五介知行所 下総国豊田郡豊 駿河臺袋町 御鷹匠頭 戸田五介 竪帳
田村 名主 拝借人 又五郎

3(1) 御貸附金拝借質地證文 文化10年10月 御鷹匠頭戸田五介知行所 下総國 竪帳 フケ
豊田郡豊田村 拝借人 名主 又五 一紙挟込みあり
郎

3(2) 差出申一札之事（御用金申付けられ御貸付金拝借に付） 文化10年1月 戸田五介知行所 下総國豊田郡豊 吉岡次郎右衛門様 御役所 一紙
田村 拝借人 名主 又五郎、他3名

4 乍恐以書付奉願上候（悪水路普請のため金子拝借願に 文政12年12月 江連用水模様組合三拾弐ヶ村惣 御奉行所様 竪帳
付） 代 戸田五介知行所 下総国豊田

郡豊田村 名主 又五郎

5 御貸附金年賦上納證文 天保5年10月 戸田五介知行 下総國豊田郡豊田 竪帳 フケ 綴外れ（5枚）
村

一紙 A．御貸付金・拝借金

1 相渡置候一札（年賦金延納に付） 天明5年3月 前田時右衛門、栗田小平太 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 一紙
郎方 年寄共江

2(1) （御貸付金利金請取に付覚） 辰(文化5年）12月28 山田茂左衛門手代 辻千太夫 一紙 重折り・17枚の内1
日

2(2) 覚（御貸付金利金請取に付） 巳(文化6年）12月11 山田茂左衛門手代 辻千太夫 一紙 重折り・17枚の内2
日

2(3) 覚（御貸付金元利請取に付） 午(文化7年）12月12 吉岡次郎右衛門手附 山崎新五 一紙 重折り・17枚の内3 3
日 郎、他2名 ～5は天部糊付

2(4) 覚（御貸付金元利請取に付） 未(文化8年）12月11 吉岡次郎右衛門手附 山崎新五 一紙 重折り・17枚の内4 3
日 郎、他1名 ～5は天部糊付

2(5) （御貸付金利金請取に付覚） 申(文化9年）12月10 吉岡次郎右衛門手代 平戸久左衛 一紙 重折り・17枚の内5 3
日 門、他2名 ～5は天部糊付

2(6) 覚（御貸付金利金請取に付） 酉（文化10年）12月 吉岡次郎右衛門手代 平戸久左衛 一紙 重折り・17枚の内6
10日 門、他2名

2(7) 覚（御貸付金利金請取に付） 亥（文化12年）12月 吉岡次郎右衛門手附 平戸荘左衛 一紙 重折り・17枚の内7
12日 門、他2名
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2(8) 覚（御貸付金利金請取に付） 子(文化13年）5月21 吉岡次郎右衛門手附 平戸荘左衛 一紙 重折り・17枚の内8
日 門、他2名

2(9) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保5年9月15日 御貸附懸り 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内9

2(10) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保6年12月9日 御貸付懸り 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内10

2(11) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保8年4月26日 御貸付掛り 小田佳門太、他2名 一紙 重折り・17枚の内11

2(12) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保9年4月14日 御貸付懸り 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内12

2(13) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保10年11月2日 御貸附掛り 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内13

2(14) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保11年8月18日 御貸附掛り 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内14

2(15) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保12年5月8日 御貸附掛 小田佳門太、他4名 一紙 重折り・17枚の内15

2(16) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保13年12月9日 御貸附掛り 藤井圓四郎、他5名 一紙 重折り・17枚の内16

2(17) 覚（御貸付金元金請取に付） 天保14年12月18日 御貸附掛り 藤井圓四郎、他3名 一紙 重折り・17枚の内17

3 乍恐書付を以奉願上候（七月中大水のため金子拝借仕 天保7年2月 豊田村 百姓 弥右衛門、他7名 御地頭所様 御役人中様 一紙
度に付）

4 借用申金子之事 天保7年12月 下総国豊田郡豊田村 名主 借用 鈴木冨右衛門殿 一紙
人 又五郎印、他3名

5 乍恐書付奉願上候（拝備金返納猶予願に付） 天保8年1月 弥右衛門、八右衛門、留兵衛、他 御地頭所様 御役人中様 一紙
4名

6 借用證文添書之事 天保8年1月 戸田久助知行所 下総国豊田郡豊 一紙
田村 名主 借主 又五郎、他1名

7 借用證文添書之事 天保9年1月 戸田久助知行所 下総国豊田郡豊 鈴木冨右衛門殿 一紙
田村 名主 借用人 又五郎、他2名

8 備（ママ）用申金子證文之事 天保9年12月 下総国豊田郡豊田村 備用人 次 鈴木冨右衛門殿 一紙
郎右衛門、他1名

9 覚（百両無尽・五十両無尽跡掛金請取に付） 辰1月14日 鈴木冨右衛門 豊田村 名主 又五郎殿 一紙

10 覚（用立金請取に付） 辰1月14日 鈴木冨右衛門 豊田村 名主 又五郎殿 一紙

11 覚（返済金書上に付） 辰1月 鈴木冨右衛門 豊田村 名主 又五郎殿、栄蔵殿 一紙

12 覚（無尽跡掛金銭請取に付） 巳1月13日 鈴木冨右衛門 豊田村 名主 又五郎殿 一紙

13 差上申御請證文事（病気老人子供養育等のため拝借金 一紙 後欠 継目外れ（2枚）
に付）
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一紙 B．借用金

1 借用申金子證文之事（商売買金差支に付） 文化8年1月7日 原宿村 借り主 小兵衛、加判人 豊田村 松治郎殿 一紙
利兵衛

2 借用申證文之事 文化12年10月 借用人 六兵衛、加判人 長楽寺様、村役人衆中、近檀中 一紙

3 借用申金子之事 文政9年1月28日 下総国豊田郡豊田村 借主 名主 伊勢屋五郎兵衛殿 一紙
又五郎、通油町藤吉店 證人 治
助

4 借用申金子證文之事 文政10年11月 鯨村 借主 市郎右衛門、受人 伊 豊田村 又五郎殿 一紙
左衛門

5 金子借用證文之事 文政10年11月 上蛇村 借主 介左衛門、他3名 豊田村 又五郎殿 一紙

6 借用申金子之事 文政10年12月11日 高道祖村 借用人 長左衛門、受 豊田村 又五郎殿 一紙
人 茂十郎

7 借用申金子證文之事 文政10年12月 横根村 借人 孫七、古河村 證人 豊田村 又五郎殿 一紙
惣助

8 年賦證文之事 文政10年12月 原宿村 当人 重次郎、他2名 又五郎殿 一紙

9 借用申金子事 文政10年 高道祖村 借用人 長左衛門 豊田村 又五郎殿 一紙

10 借用申證文之事 天保2年2月 豊田村 名主 夘右衛門、加判人 一紙
又五郎

11 借用申證文之事 天保2年9月 豊田村 借用人 名主 夘右衛門、 五ヶ村新田 半蔵殿 一紙
同村 加判人 又五郎

12 借用申金子證文之事（江連用水川表御普請諸色代に付） 天保3年2月 下総国豊田郡本豊田村［切取り］、 同州同町 柏屋長兵衛殿 一紙
常州［切取り］

13 借用金年賦證文之事 天保3年閏11月 下総国豊田村 借用人 四拾三人 伊豆屋源兵衛殿 一紙
惣代 組頭 次郎右衛門、他1名

14 請取一札之事（村談金請取に付） 天保3年12月12日 江戸神田新石町一丁目 伊豆屋源 豊田村 兵左衛門 一紙
兵衛代 弥七

15 借用申年賦證文之事 天保3年12月 上郷村 借用人 作右衛門 豊田村 又五郎殿 一紙

16 借用申年賦證文之事 天保3年12月 上郷村 借用人 忠吉 豊田村 又五郎殿 一紙

17 借用申金子證文之事 天保4年12月 借用人 留兵衛、八右衛門代印、 又五郎殿 一紙
證人 伊右衛門

18 備（ママ）用申金子證文之事 天保4年12月 借用人 八右衛門、伊右衛門 又五郎殿 一紙
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19 借用申金子之事 天保5年2月 下総国豊田郡豊田村 借主 名主 通油町 五郎兵衛殿 一紙
又五郎、證人 次郎右衛門

20 借用申金子證文之事 天保5年4月17日 借用人 伊右衛門、他2名 又五郎殿 一紙

21 借用金子之事 天保5年 下総国豊田郡原村 借用人 忠左 武州葛飾郡東大輪村 善左衛門殿 一紙
衛門、他2名

22 相渡申一札之事（用立置候金子の儀に付） 天保6年10月1日 江戸新石町壱丁目 儀助店 伊豆 又五郎殿 一紙
屋源兵衛代 平兵衛

23(1) 借用證文之事 天保6年10月晦日 下総国豊田郡豊田村 名主 又五 伊豆屋源兵衛殿 一紙
郎

23(2) 差入申對談一札之事（年賦金返済に付） 天保12年10月17日 下総国豊田郡豊田村 当人 又五 伊豆屋源兵衛殿 一紙
郎、他2名

23(3) 入置申一札之事（当金支払の延長に付） 天保14年6月3日 豊田村 当人 又五郎、證人 枩二 伊豆屋源兵衛殿代 弥七殿 一紙
郎

24 借用申金子證文之事 天保6年12月 伊右衛門 名主 又五郎殿 一紙

25 借用申金子證文之事 天保6年12月 借用人 市右衛門、組合受人 伊 名主 又五郎殿 一紙
右衛門、他1名

26 備（ママ）用申金子事 天保9年12月 下総国豊田郡豊田村 備用人 名 於悦との 一紙
主 又五郎、他1名

27 覚（借用金請取に付） 天保12年10月16日 江戸神田新石町一丁目 伊豆屋源 亦五郎殿 一紙
兵衛代 親類 弥七

28 差入申對談一札之事（年賦滞金返済規定に付） 天保12年10月16日 下総国豊田郡豊田村 当人 又五 伊豆屋源兵衛殿 一紙
郎、親類引請 松次郎、同 伊兵衛

29 借用申金證文之事 天保13年8月 借用人 吉郎兵衛、受人 伊右衛門 又五郎殿 一紙

30 相渡申一札之事（証文見当次第返却に付） 天保13年12月 木戸村 郡吉 豊田村 又五郎殿 一紙

31 借用申金子證文之事 天保14年9月 下総国豊田郡豊田村 借主 又五 伊豆屋源兵衛殿 一紙
郎、他3名

32 御借用申金子證文之事 天保14年9月 豊田村 借主 又五郎印、請人 枩 伊豆屋源兵衛代 弥七殿 一紙
二郎印、他2名

33 借用申金子證文之事 天保14年12月 豊田村 借主 又五郎、證人 玄随 上郷 茂左衛門殿 一紙

34 借用申金子證文之事 嘉永5年2月晦日 借用人 与五右衛門、他2名 又五郎殿 一紙

35 借用申金子證文之事 嘉永7年12月 借主 与五右衛門、請人 権左衛 又五郎殿 一紙
門、他1名
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36 借用申年賦證文之事 慶応2年12月 借主 安兵衛、證人 与惣治 又五郎殿 一紙

37 覺（届金請取に付） 寅12月25日 本宗道村 名主 新五郎 豊田村 名主 又五郎殿 一紙

38 相渡申一札之事（借用金内済に付） 10月16日 館方村 借用人 健治、證人 治兵 豊田村 又五郎殿 一紙
衛

39 （借財片付のため合力願に付書状） 11月6日 喜三郎 又五郎様 一紙

40 （先達て申上候金子遣さるべく願） 12月18日 下妻西町宿ニて 飯田郡吉 豊田村 荒川雲松様 一紙

41 （利八借金返済猶予願に付書状） 田下村 冨忠三郎 豊田村 荒川又五郎様 一紙 封あり

42 入置申日延證文之事 明治元年11月 田下村 借用人 利八、新宗道村 豊田村 又五郎様 一紙
請人 与三郎

21.助郷

一紙

1 （野木宿代助郷除願に付書状） 未12月12日 政右衛門、卯右衛門 又五郎殿 一紙

2 覚（御参詣御用当分助郷人馬雇代上納に付） 4月26日 栗（栗橋ヵ）宿 問屋 宇三郎 豊田村 又五郎様、政右衛門様 一紙

26.家・生活・書簡

一紙

1 （館方村茂兵衛コロリ病の件并仁兵衛との田畑相論に付 戌8月20日 又五郎、左門 政右衛門様 一紙
書状）

2 （孫鹿之助罷出候に付願状） 1月2日 原本石下 平塚甚左衛門、吉原八 戸田五助様御屋敷 荒川又五郎殿 一紙
右衛門隠居

3 （卯右衛門重体のため救助願に付書状） 6月24日 七十郎 荒川様 一紙 継目外れ（2枚）
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SS-20 下総国豊田郡本宗道村〔森家文書〕
ほんそうどう

【現行地名】 茨城県下妻市宗道（旧千代川村域）
【概要】 本宗道（ほんそうどう）村は、鬼怒川と小貝川の間に所在。鬼怒川は昭和初期に改修されるまで本村の南を流れており、宗道河岸は鬼怒川有数の河岸として栄えたという。江

戸初期は宗道村と称したが、宗道新田（のち新宗道村）を分村したことで改称したと考えられる。慶長6年（1601）以降、江戸期を通じて幕府領。村高は、「元禄郷帳」381石余、
「天保郷帳」「旧高旧領」ともに383石余。明治22年（1889）、宗道村の大字となる。
本宗道村の名主で、宗道河岸の問屋を経営していた森新三郎家文書。高瀬舟の購入に関する文書が多い。

【年代】 天保5年（1834）～明治2年（1869）
【点数】 48点（冊子6点、一紙42点）

2.土地

一紙

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 土蔵賣渡申證文之事 弘化2年2月22日 常刕黒子村 土蔵主 賣人 平七、 本宗道村 新三郎殿 一紙
他2名

2 相渡申相續無尽金證文之事 文久2年4月16日 [虫くい]人 [虫くい]兵衛、受人 □ 本宗通村 森新三郎殿 一紙 虫損大 取扱注意
兵衛

3.租税・貢租

一紙

1 渡書之事（丑年御扶持口入に付） 慶応元年1月 神郡陣屋給 菅野禎輔 宗道川岸 森新三郎殿 一紙 虫損大 取扱注意

2 覚（御地頭所御用米差出に付） 慶応3年3月 若柳村 寄場 名主 市郎右衛門、 宗道河岸 問屋 森新三郎殿 一紙
他1名

4.戸口

冊子

1 家数人別増減帳 下書 天保5年3月 下総國豊田郡本宗道村 組頭 新 ［破れ］平右衛門様 御役所 竪帳
三郎、他2名

2 家数人別増減帳 下書 天保6年3月 下総国豊田郡本宗道村 名主 新 ［破れ］右衛門様 御役所 竪帳
三郎、他2名

11.治安

一紙

1 差出申詫一札之事（酒狂の上左吉殿方屋敷へ忍入候に 嘉永2年閏4月11日 築地村百姓當人喜代次、他4名 本宗道村 名主 新三郎殿 一紙 継目外れ（3枚）
付）
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2 差入申一札之事（貴殿方の届金横取に付詫証文） 安政4年2月 長左衛門、他3名 名主 新三郎殿 一紙

12.訴訟

一紙

1 為取替申済口證文之事 弘化2年6月21日 下館柳町 當人 熊吉、他4名 一紙 虫損大
継目外れ（2枚）

19.金融・貸借

冊子

1 高瀬舟注文仕用帳 嘉永3年2月17日 大木川岸 大工 平治、他1名 宗道川岸 義助様 竪帳

2 高瀬船注文 仕用帳 嘉永3年5月3日 大工 平司、他1名 宗道川岸 亀屋吉兵衛殿 竪帳

3 懸金請とり帳 嘉永7年11月 會主 親類 福田市兵衛 森新三郎様 小横

4 積金通 文久2年11月 會主 荒川伊左衛門 本宗道 森新三郎様 小横

一紙

1 舩買請證文之事 天保12年5月23日 木間ヶ瀬村 舩買主 新六、他2名 本宗道村 茂助殿 一紙 虫損大 取扱注意

2 賣渡申證文之事（高瀬船売渡に付） 弘化3年閏5月20日 鎌庭村 舩買主 多十、他1名 本宗道村 三新兵衛殿 一紙 虫損 取扱注意

3 覺（高瀬船売渡に付） 弘化3年8月26日 桐ヶ瀬村 六左衛門 宗道川岸 森新三郎殿 一紙

4 入置申引當借用證文之事（船買請代金差支に付） 弘化3年10月 同村 借用人 佐市 本宗道村 新三郎殿 一紙

5 船買請證文之事 嘉永元年7月28日 下総国葛飾郡古河町 舩買主 伊 宗道川岸 金兵衛殿 一紙
兵衛、他1名

6 賣渡證文之事（高瀬船売渡に付） 嘉永2年10月 本宗道 賣主 宇兵衛、鎌庭 請人 本宗道 森新三郎殿 一紙
仁右衛門

7(1) 一札之事（高瀬船打立に付） 嘉永3年6月13日 下総国相馬郡大木村 舩大工 平 宗道川岸 吉兵衛殿 一紙 記載・3点の内1
次、他1名

7(2) 覺（高瀬船代金一部請取に付） 戌(嘉永3年）8月4日 大木村 舩大工 平次、他1名 宗道川岸 吉兵衛殿 一紙 記載・3点の内2

7(3) 覺（高瀬船打立代金請取に付） 嘉永4年3月2日 大木村 舩大工 平次、他1名 宗道川岸 吉兵衛殿 一紙 記載・3点の内3

8 賣渡申證文之事（高瀬船売渡に付） 嘉永3年6月13日 大木村 舩大工 平次、他1名 宗道川岸 茂助殿 一紙

9 借用申金子證文之事 嘉永3年9月23日 大木村 借用人 平次、請人 傳右 本宗道村 新三郎殿 一紙
衛門
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10 借用申金子之事（船買請代金差支に付） 嘉永3年9月 鎌庭村 借用人 清兵衛、同村 訴 本宗道村 新三郎殿 一紙
人 藤左衛門

11(1) 賣渡申舩證文之事 嘉永4年9月 関本村 賣主 安左衛門、他1名 鎌庭村 清兵衛殿 一紙 記載・2点の内1

11(2) 借用申金子證文之事（似高瀬船代金に差支候に付） 嘉永4年9月 鎌庭村 借用人 清兵衛、他1名 本宗道村 新三郎殿 一紙 記載・2点の内2 虫損

12 買請申證文之事（高瀬舟買請に付） 嘉永4年10月19日 大木村 船買人 庄吉、他1名 大木村 善次殿 一紙 天部破損 虫損大

13 舩賣渡證文之事 嘉永5年3月15日 久保田村 半助、久右衛門 新三郎殿 一紙

14(1) 為取替一札之事（部賀船買入に付） 嘉永5年9月 網戸河岸 買主 喜代太、右河岸 宗道河岸 舩賣主 源兵衛殿 一紙 紙縒一括
問屋 次右衛門

14(2) 賣渡申一札之事（船売渡に付） 嘉永4年8月 中村 多八、他1名 鹿小内村 源兵衛殿 一紙

15 買請申舩證文之事 安政2年10月 下総国相馬郡大木村 買主 林 宗道川岸 森新三郎殿 一紙
次、他1名

16 舩賣渡證文之事 万延元年10月 鹿色村 賣主 六兵衛、他2名 本［虫くい］（宗カ）道村 森新三郎 一紙 虫損大 取扱注意
殿

17 覚（大豆借用に付） 慶応元年8月20日 下妻坂本 江川宇兵衛 宗道中河岸 森新三郎殿 一紙

18 奉拝借一札之事 慶応元年10月5日 網屋仁平店こ 釜屋 徳兵衛 森新三郎様御内 元竹様 一紙

19 借用申證文之事 慶応2年9月 下妻 江川 ［虫くい］ 宗道河岸 森新三郎殿 一紙 地部虫損

20 一札之事（槻角板共請取に付） 子閏2月23日 下くり村 七郎兵衛 森新三良殿 一紙

21 買請證文之事（高瀬舟買請に付） 丑8月25日 石下村 船買主 亀吉、他2名 本宗道村 金兵衛殿 一紙

22 覚（杭替えの諸色代差支に付） 卯2月16日 当卯用水惣代 若宮戸村 五兵衛 森善四郎様 一紙

23 覺（払米代金請取に付） 卯2月 神郡 陣屋 菅野禎輔、植松祐右 宗通河岸 森新三郎殿 一紙
衛門

24 一札之事（宮後米預り書に付） 申9月22日 稲葉屋文次郎、清水屋儀右衛門 森新三郎殿 一紙

25 借用申為替金之事 戌10月7日 常州大房村 田中屋岩次郎、右同 宗道河岸 新三郎殿 一紙
人出府ニ付 代印 忰 栄次郎

26 （新造部賀船買請代金取替に付書状） 3月15日 宮田半助 森新三郎様 一紙

27 高瀬舩買受證文之事 一紙 虫損大 開披不能

28 借用申一札之事 明治2年8月 鎌庭村 借用人 金蔵、同村 受人 本宗道村 新三郎殿 一紙
小左衛門
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20.経営・雇用

一紙

1 水主奉公證文之事 安政2年7月29日 鎌庭村 当人 吉蔵、他1名 本宗道村 ［虫くい］ 一紙 虫損 取扱注意

2 覺（白油の積付帳書き添えに付） 慶応元年12月9日 真壁桜井谷口 弥惣次 宗道川岸 森新三郎様 一紙

23.通信・情報

一紙

1 覺（飛脚賃銭請取に付） 9月21日 馬喰町三丁目 飛脚 平次郎 宗道村 仲右衛門様 一紙
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SS-21 下総国相馬郡藤代村

【現行地名】 茨城県取手市藤代（旧藤代町域）
【概要】 相馬谷原領のうちで、寛永年間に関東郡代伊奈忠治が開発したという。藤代宿とも称す。寛文年間佐倉藩領、のち常陸土浦藩領。土浦藩領下では谷原領下郷組に属した。

村高は、「元禄郷帳」697石余、「天保郷帳」698石余、「旧高旧領」701石余。明治22年（1889）に相馬町の大字となる。
他村の混入文書が多く、明らかな混入と判断されるものは除外した。

【年代】 嘉永4年（1851）～慶応元年（1865）
【点数】 14点（冊子14点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 覚（御用留） 元治2年1月 横帳

2 御用留 元治2年3月1日 横帳

3 元治二丑年御用留 元治2年 横帳 綴外れ

4 （御進発に付諸寺社へ上納仰付等御用留） 慶応元年 横帳

5 （御国許御役所へ御返翰頂戴下され度に付断簡） 丑5月18日 御領分水戸道中 下総国相馬郡宮 御領主様 御役所 横帳 綴外れ
和田宿 役人代兼 藤代宿 役人惣
代 名主格 与頭 忠右衛門

6 （御用留） 横帳

7 （御用留） 横帳

8 （御用留） 横帳

9 （御用留） 横帳 前欠

10 覚（御用留） 横帳

11 （御用留） 横帳

12 （御用留） 横帳

11.治安

冊子

1 差上申一札之事（六左衛門、重右衛門へ遺恨を含み毒 嘉永4年12月 鈴木要一知行所 野州都賀郡石ノ 竪帳 混入文書ヵ
殺を図り候一件に付） 上村 名主 重右衛門 忰 善兵

衛、他9名
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15.貯穀

冊子

1 来寅年ヨリ来ル午年迠 五ヶ年之間谷原下郷組御仕法稗 慶応元年10月 横帳
積立高割帳
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SS-22 下総国猿島郡百戸村〔倉持家文書〕
も ど

【現行地名】 茨城県猿島郡境町百戸
【概要】 百戸（もど）村は関宿藩領。村高は、「元禄郷帳」321石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに332石余。明治22年（1889）に森戸村の大字となる。

名主・組頭をつとめた倉持五郎右衛門家文書。村政文書が中心で、それぞれに中分類を立項した。２．土地の冊子は、寛文・寛保・安永の検地帳があり、Ａ．検地帳として他
と分けた。なお、一部百戸村新田に関わるものもある。３．租税・貢租の冊子は、内容と形態からA．年貢、B．国役、C．夫銭、D．夫永仲間・材木役銭、E．小役、F．その他に分
けた。６．村・村政の冊子についても、A．定使・御林番、B．農兵、C．村入用、D．その他と区分した。このうちB．農兵には、幕末維新期の「農兵出勤帳」を収めた。21．交通・
運輸は、A．伝馬、B．継立、C．宿札に区分した。このうちA．伝馬は、中田宿・栗原宿の加助郷関係史料が中心である。
８．水利・用水には、小山高台繰抜の普請役に関するものが多い。また村内寺社としては、香取神社や月窓院関係の文書が残る。
なお、本村の村役人としては、百戸村が属した猿島郡下郷23ヶ村の大庄屋をつとめた永野（長野）氏が知られており、永野数馬・喜助などが名主としてみえる。

【年代】 寛文4年（1664）～明治9年（1876）
【点数】 388点（冊子355点、一紙33点）

1.支配・地頭

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 日光御参詣ニ付諸御觸書并人馬勤方其外諸事扣 天保13年～ 政右衛門 扣 竪帳
天保14年4月

2 御［虫食い］（用）留 嘉永5年10月 百戸村 横帳 虫損

3 御用留 嘉永7年3月 横帳

4 御用留 安政2年1月 百戸村 名主代 倉持五郎右衛門 横帳

5 御用留 安政3年7月 倉持五郎右衛門 横帳

6 薬法 御觸書（暴瀉病流行に付） 安政5年8月 百戸村 竪帳

7 差上申御請書之事（花会同様の集会差留に付） 安政5年10月 久世大和守領分 下総国猿嶋郡百 関東御取締出役 太田源助様 竪帳
戸村 百姓 源右衛門、他47名

8 （御用留） 文久2年1月 百戸村 名主 倉持五郎右衛門 横帳

9 （御用留） （文久3年） 横帳 綴外れ 取扱注意

10 （御用留） （文久3年） 横帳 綴外れ（16枚）

11 （御用留） （文久3年） 横帳 綴外れ（1枚）

12 （御用留） （文久3年） 横帳 綴外れ（1枚）

13 御用状請取帳 慶応3年2月 百戸村 役人 横帳

14 関東御取締様御廻状写 亥12月17日 岩井村 寄場 竪帳
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15 御配苻請取帳 明治2年1月 百戸村 横帳

16 御用留 明治2年9月 名主 倉持五良右衛門 横帳

17 請取帳（御觸書・御用状に付） 明治2年11月 百戸村 横帳

18 （御用留） 明治2年 横帳

一紙

1 御用意廻文（品物御届下され度に付） 7月29日 岩井村ニ而 倉持左一郎 長谷村、他6村 之御名主中 一紙 封あり

2 先觸（風呂敷包人足差出に付） 8月7日 染谷麻之助 江戸町、他2町2村、右村々 一紙 封あり

2.土地

冊子 A．検地帳

1 下総国猿嶋郡百戸村新田検地帳 寛文4年5月 蜂屋善右衛門、他11名 百戸邑 半兵衛 竪帳

2 下総国猿嶋郡百戸村検地帳 寛文4年5月 蜂屋善右衛門、他11名 竪帳

3 下利根川通 下総国猿嶋郡百戸村流作場新田検地帳 寛保2年2月 御勘定組頭流作場支配兼役 堀江 竪帳
荒四良、他13名

4 下総国猿嶋郡百戸村貝取場新田検地帳 安永2年3月 小林孫四郎 印、他3名 勘右衛門、数馬、新兵衛 竪帳

5 下総国猿嶋郡百戸村新田検地帳 安永7年2月 御代官 小林孫四郎 印、案内 数 竪帳 フケ
馬、他2名

冊子 B．その他

1(1) 惣村中茶薗一通割付帳 寛延元年11月 下總國猿嶋郡百戸村 横帳 合冊・2冊の内1

1(2) （惣村中茶園一通割付帳） 寛延元年11月 立合吟味名主 林右衛門、他4名 横帳 合冊・2冊の内2

2 下総国猿嶋郡百戸村捨地帳写 天明4年12月 新田村中 右村 組頭 五郎左衛門 竪帳

3 荒地起返作附小前帳 寛政9年7月 百戸村 名主 数馬、組頭 五郎左 横帳
衛門、同七郎兵衛、他2名

4 永引田畑小前書上帳 寛政9年8月 百戸村 名主 数馬、他4名 渡邊源蔵様、鈴木安兵衛様 横帳

5 前新田畑小前書上帳 寛政10年8月 名主 数馬、他4名 鈴木清太夫様、児玉金之丞様 横帳

6 酉年荒地小前帳 寛政11年2月 百戸村 名主 数馬、他4名 鈴木清太夫様、他1名 横帳 付箋剥離

7 流作場作付反別小前帳 文化11年2月 横帳
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8 本地畑改帳 一 天保11年3月 百戸村 横帳

9 本地畑改帳 二 天保11年3月 横帳

10 本地畑改帳 三 天保10年3月 横帳

11 本地畑改帳 四 天保11年3月 横帳

12 御水帳表書抜帳 嘉永6年4月 組頭 五郎右衛門、組頭 七郎兵 竪帳
衛、他3名

13 丑年高抜覺 (嘉永6年～明治2年) 百戸村 五郎右衛門 横帳

14 御普請附浚新田反別取調帳高帳 安政3年6月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

15 田方反別取調差上帳 安政5年7月 久世大和守領分 下総国猿嶋郡百 刈拂御懸り 御役人中様 竪帳 虫損
戸村 名主格 五郎右衛門、他2名

16 田方書上帳 安政6年9月 百戸村 百姓代 平蔵、名主格 五 辻覚之助様 横帳
郎右衛門

17 開面渡し分高改帳 文久2年1月 横帳

18 反高御髙入反別扣帳 文久3年5月 倉持五郎右衛門 横帳

19 流作場御案内帳 文久3年5月 横帳 虫損

20 荒地取調差上帳 慶応3年2月 名主 永野喜介、他5名 御代官 土井郁太郎様 小横 付箋剥離

21 同所新田反別改帳 慶応3年3月29日 小横

22 本畑田堀田取調奉書上帳 慶応3年3月 小横 付箋剥離

23 長須村流作切起扣帳 慶応3年4月 倉持 小横

24 反高場堀田書上帳 慶応3年4月 小横 付箋剥離

25 同所新田取調差上帳 慶応3年4月 名主 倉持五郎右衛門、他5名 印出井郁太郎様 横帳

26(1) 長須村秣場切起勘定帳 慶応3年6月 小横 合冊・2冊の内1

26(2) 入用 横帳 合冊・2冊の内2

27 長須村流作地新開田草賃銀取調差上帳 慶応3年7月 横帳

28(1) 同所田反別改帳 小横 合冊・2冊の内1

28(2) （同所田反別改帳） 小横 合冊・2冊の内2

29 小作證文之事 下書 明治9年10月10日 第八大區六小區 百戸村 小作人 竪帳
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印、親類証人 倉持要蔵 印、他1名

一紙

1 （質地証文） 天保15年4月 百戸村 借用主 市右衛門、他1名 村 久左衛門殿 一紙 前欠 継目外れ（2枚）

2 借用申證文之事（質地証文） 万延元年8月 百戸村 借主 右兵衛 宗葵寺様 御隠居 一紙

3 借用申證文之事（質地証文） 文久元年10月 百戸村 借主 仲右衛門、同 加判 臺町 宗葵寺 御隠居様 一紙 継目外れ（2枚）
人 利右衛門

4 借用申證文之事（質地証文） 文久2年9月 借主 五郎右衛門、加判人 常右 宗葵寺 御隠居様 一紙
衛門

5 借用申證文之事（質地証文） 文久3年3月 借主 五郎右衛門、加判人 又蔵 金岡村 嘉衛殿 一紙

6 借用申金子證文之事（質地証文） 文久3年4月 百戸村 借主 武九世衛門、他1名 一ノ谷村 市郎右衛門殿 一紙

7 質地證文之事 文久3年10月 百戸村 畑主 小兵衛、加判人 又 菅ノ谷村 清兵衛殿 一紙 継目外れ（3枚）
蔵

8 借用申證文之事（質地証文） 文久4年2月 百戸村 借主 新兵衛、他1名 桐ヶ作村 國安萬蔵殿 一紙

9 質地證文之事 一紙 後欠

3.租税・貢租

冊子 A．年貢

1(1) 申年田畑御物成可納割付之事 天明8年10月 丹十郎右衛門、小弥兵衛、他5名 百戸村 名主、惣百姓 竪帳 合冊・2冊の内1

1(2) 申御物成永皆済目録 安永6年 小孫四郎 印 右村(百戸村) 名主、組頭、惣百姓 竪帳 合冊・2冊の内2

2 御納米割付取立帳 弘化2年12月 百戸村下方 組頭 五郎右衛門 横帳 中央部破損

3 上分当丑秋成年員（貢）割付取立帳 嘉永6年6月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

4 上分丑夏成流作御年貢割合取立長（帳） 嘉永6年6月 組頭 五郎右衛門 横帳

5 上分当丑夏成御年欠（貢）割合取立帳 嘉永6年6月 組頭 五郎右衛門 横帳 付箋剥離

6 上分當丑冬成御年貢割付取立帳 嘉永6年12月 （百戸村） 五郎右衛門 横帳 付箋剥離

7 流作分丑冬成御年欠（貢）割附取立帳 嘉永6年12月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

8 上分当寅夏成御年欠（貢）割付取立帳 嘉永7年6月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

9 上分之五當寅冬成御年貢割付取立帳 嘉永7年12月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳
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10 上方流作御年欠（貢）割付取立帳 嘉永7年12月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

11 子夏成御年欠（貢）割付取立帳 元治元年6月 名主 五郎右衛門 横帳

12 流作永方割付取立帳 元治元年6月 名主 五郎右衛門 横帳

13 子秋成御年欠（貢）割付取立帳 元治元年10月 名主 五郎右衛門 横帳

14 子冬成御年貢割附取立帳 元治元年12月 名主 五郎右衛門 横帳

15 子冬成流作御年貢取立帳 元治元年12月 名主 五郎右衛門 横帳 一部破損

16 丑冬成流作御年貢取立帳 慶応元年12月 上分名主 倉持五郎右衛門 横帳 綴目一部破損

17 丑年夏成御年欠（貢）割付帳 慶応元年6月 名主 倉持五郎右衛門 横帳 綴外れ（紐あり）

18 流作辰夏成永方割合取立帳 慶応4年6月 下分名主 倉持五郎右衛門 横帳

19 御年貢并諸取立物諸拂帳 明治2年7月 百戸村 横帳 綴外れ 虫損大

20 巳御納米割合帳 明治2年12月 横帳

21 代納 巳御納米割附取立帳 明治2年12月 横帳

冊子 B．国役

1 川々国役割合取立帳 嘉永5年11月29日～ 百戸村 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳
嘉永5年11月晦日

2 川々国役子年分割合残取立帳 嘉永6年6月9日 組頭 五郎右衛門 横帳

3 川々国役割合取立帳 嘉永6年11月27日 百姓代 久左衛門、同 長兵衛 横帳

4 川々国役割合取立帳 嘉永7年10月 横帳

5 川々国役割附取立帳 安政2年10月 組頭 五郎右衛門 横帳

6 川々国役割合帳 安政3年10月 組頭 五郎右衛門 横帳

7 川々国役割附取立帳 安政4年10月 百戸村 五郎右衛門 横帳

8 川々国役割合取立帳 安政5年10月 百戸村 名主格 五郎右衛門 横帳

9 川々国役割合取立帳 安政6年10月 名主格 五郎右衛門 竪帳

10 川々国役割合立帳 万延元年10月 横帳 虫損

11 川々国役割附取立帳 文久2年12月 名主 五郎右衛門 横帳

12 川々国役割合帳 文久3年12月3日 名主 五郎右衛門、立合 市右衛門 横帳
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13 川々国役割合帳 元治元年12月 竪帳

14 川々国役割合帳 慶応元年12月 横帳

15 辰年國役金割返割合帳 明治2年12月 百戸村 百姓代 由右衛門、他4名 横帳

冊子 C．夫銭

1 盆前夫銭割合取立長 嘉永5年8月29日 役人 百姓代 長兵衛、久右衛門 横帳

2 郡中間并盆前割合帳 嘉永6年7月6日 組頭 五郎右衛門 横帳

3 郡足軽并中間割合帳 嘉永6年12月21日 組頭 五郎右衛門 横帳

4 異國舩人足掛り割合帳 嘉永7年2月3日 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

5 寅盆前割合取立帳 嘉永7年7月5日 役人三人、百姓代弐人 横帳 焼損 表紙破損
取扱注意

6 夘盆前割合取立帳 安政2年7月 百戸村 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳

7 江戸仲間金割合帳 安政2年11月6日 百姓代 長兵衛、組頭 五郎右衛門 横帳

8 中間金郡中割高札番取割残取立帳 安政3年6月10日 組頭 五郎右衛門 横帳

9 辰盆前割合取立帳 安政3年7月3日 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳

10 巳盆前割合取立帳 安政4年7月7日 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

11 岩井牢屋郷中間割合帳 安政4年11月26日 名主格 五郎右衛門 横帳

12 午盆前割合取立帳 安政5年7月3日 百姓代 平蔵、名主格 五郎右衛門 横帳

13 未盆前割取立帳 安政6年7月2日 五郎右衛門 横帳

14 申ノ盆前割合帳 万延元年7月7日 百姓代 利右衛門 横帳 付箋剥離

15 酉盆前夫銭割合帳 文久元年7月7日 （百戸村） 立合人 百姓代 定右 竪帳
衛門

16 夘盆前夫銭割合帳 慶応3年7月25日 名主 倉持五郎右衛門、百姓代 横帳
孫五兵衛

冊子 D．夫永仲間・材木役銭

1 夫永仲間材木役銭割合帳 嘉永5年11月29日～ 百戸村 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳
嘉永5年11月晦日

2 夫永仲間材木小物成割合帳 嘉永6年11月26日～ 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳
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嘉永6年11月27日

3 夫永仲間材木小物成割合帳 嘉永7年11月25日 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳

4 夫永仲間材木小物成割合取立帳 安政2年11月29日～ 百戸村 五郎右衛門、他2名 横帳
安政2年11月晦日

5 夫永中間材木小物成割合取立帳 安政3年11月27日～ 百戸村 組頭 五郎右衛門、他2名 横帳
安政3年11月29日

6 夫永中間材木役銭小物成割合帳 安政4年12月2日～ 名主格 五郎右衛門 横帳
安政4年12月3日

7 夫永中間材木役銭小物成割合帳 安政5年11月25日 名主格 五郎右衛門 横帳

8 夫永中間材木役銭小物成割合帳 万延元年11月晦日 百姓代 弥五兵衛、宇右衛門 横帳

9 夫永中間材木役銭小物成割合帳 文久元年11月29日 百姓代 定右衛門、金兵衛、名主 横帳
五郎右衛門

冊子 E．小役

1 納竹割附帳 嘉永5年9月4日 横帳

2 小役上り下り割合帳 嘉永5年9月6日 百戸村 役人、百姓代 横帳

3 子納竹代納割帳 嘉永5年9月9日 役人、百姓代 七兵衛、久左衛門 横帳

4 子年納縄割合取立帳 嘉永5年11月11日 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

5 子納縄割附取立帳 嘉永5年12月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

6 村役上り下り割合帳 嘉永6年2月5日 百戸村 役元 横帳

7 丑年納縄割附取立帳 嘉永6年2月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

8 寅小役上り下り割合帳 嘉永7年4月2日～ 百戸村 役人、他2名 横帳
嘉永7年4月26日

9 寅年納竹割合帳 嘉永7年8月19日 横帳 虫損

10 小役割合帳 安政2年3月24日 組頭 五郎右衛門、百姓代 久左 横帳
衛門

11 卯年納竹割合帳 安政2年8月15日 百戸村 五郎右衛門 横帳

12 卯年納縄割付取立帳 安政2年10月 百戸村 名主代 五郎右衛門 横帳

13 辰年納縄割附帳 安政3年1月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳
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14 辰年納縄割付取立帳 安政3年3月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

15 辰年納縄割合帳 安政3年8月29日 横帳

16 巳年納縄割付取立帳 安政4年1月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

17 巳年納縄割付取立帳 安政4年4月 組頭 五郎右衛門 横帳

18 小役上下り割合帳 安政4年5月21日 組頭 五郎右衛門 横帳

19 役銭差引帳 安政4年 組頭 五郎右衛門 横帳

20 納縄割付帳 安政5年3月 名主格 五郎右衛門 横帳

21 小役上り下り割合帳 安政5年4月16日～ 名主格 五郎右衛門、他2名 横帳
安政5年4月17日

22 牛（ママ）納竹代納割合帳 安政5年9月11日 百姓代 平蔵、五郎右衛門 竪帳

23 納縄割附取立帳 安政6年1月 名主格 蔵持五郎右衛門 横帳

24 小役上り下り割合帳 安政6年5月6日 百戸村 五郎右衛門 横帳

25 未ノ納竹割合帳 安政6年8月29日 百戸村 役人 横帳

26 役銭差引帳 万延元年閏3月 名主 五郎右衛門 横帳

27 御上納物縄取立帳 万延元年7月 名主 五郎右衛門 横帳

28 小役上り下り割合帳 文久元年4月22日 横帳 付箋剥離

29 酉年納縄取立帳 文久元年10月 横帳

30 小役上り下り割合帳 文久2年6月 横帳

31 小役上り下り割合帳 文久3年6月7日 横帳

32 亥ノ納竹割合帳 文久3年10月10日 横帳

33 子小役上下り割合帳 元治元年7月4日 立合人 市右衛門 横帳

34 小役上下り割合帳 慶応元年6月2日～ 名主 倉持五郎右衛門、他2名 横帳
慶応元年6月6日

35 小役人足帳 慶応元年6月 横帳

36 小役上り下り割合帳 慶応3年8月19日 名主 五郎右衛門 横帳

37 巳年納竹正納割附取立帳 明治2年12月2日 横帳 付箋剥離
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38 役銭下り控帳 明治2年 横帳

冊子 F．その他

1 丑年御用金覺帳 嘉永6年6月 横帳

2 集麦取立帳 嘉永6年6月 横帳

3 今般被仰附御用金名前帳 安政6年10月 百戸村 横帳

4 御用金入用割合帳 安政6年11月 百戸村 役人 竪帳 虫損

5 諸渡世向御冥加上納奉願上候書付 慶応3年9月 百戸村 百姓代 太郎右衛門、組 鈴木嘉之助様 竪帳
頭 七郎兵衛、名主 長野喜助

6 寔俵割合帳 明治2年5月 横帳

7 巳御冥加米割附取立帳 明治2年12月 横帳

一紙

1 覚（御用金請取に付） 丑2月 山本好之丞 百戸村 永野数馬殿 一紙

2 覚（御用金請取に付） 丑6月16日 山本好之丞 百戸村 役人中 一紙

3 覚（御用金請取に付） 丑6月 山本好之丞 百戸村 役人中 一紙

4 覚（御用金請取に付） 丑8月29日 山本好之丞 百戸村 役人中 一紙

5 覚（御用金請取に付） 寅1月22日 山本好之丞 百戸村 役人中 一紙

6 覚（御用金請取に付） 寅6月 山本好之丞 百戸村 役人中 一紙

7 覚（御用金請取に付） 寅9月6日 藤井満蔵 百戸村 定右衛門 一紙

8 覚（御用金請取に付） 12月23日 山本好之丞 百戸村 役人 一紙

4.戸口

冊子

1 宗門人別御改帳 安政2年3月 （猿島郡百戸村） 組頭 五郎右衛 大久保晋輔様、小田部謙次郎様 竪帳 付箋剥離
門、他3名

2 宗門人別御改帳 文久元年3月 （猿島郡百戸村） 組頭 五郎右衛 堀儀三郎殿、田辺典三郎殿 竪帳 破損大 付箋剥離
門、他4名

3 石高人別五人組御改帳 慶応4年3月 名主 永野数馬、他5名 横帳 付箋剥離
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一紙

1 手形之事（六左衛門越申候に付） 延宝5年8月28日 百戸村 口入 半左衛門、□□六 与相右衛門殿 一紙
右衛門

6.村・村政

冊子 A．定使・御林番

1 定使金割合覺帳 嘉永5年12月 百戸村 役元 横帳

2 定使金取立覺帳 嘉永6年6月 横帳

3 定儙（ママ）金割合取立帳 嘉永6年12月 百戸村 横帳 表紙破損

4 定儙（ママ）金割合取立帳 安政元年12月 百戸村 役人 横帳

5 定使給金割附帳 安政2年12月 名主代 五郎右衛門 横帳

6 定使給金割合帳 安政5年12月 横帳

7 遣番給金并御林貰料割合帳 安政6年6月 名主格 五郎右衛門 横帳

8 定使給金割合帳 安政6年12月 横帳 下部破損

9 定儙（ママ）給金并御林番料割合帳 万延元年6月 名主 五郎右衛門 横帳

10 定使給金割合帳 万延元年12月 名主 五郎右衛門 横帳

11 定使給金割合帳 文久2年2月 横帳

12 定使給金并御林番給金割合帳 文久2年6月 竪帳

13 定儙（ママ）金割合帳 文久2年12月 名主 五郎右衛門 横帳

14 定儙（ママ）金御林番銭割合帳 文久3年6月 横帳

15 定使金割合帳 文久3年12月 名主 五郎右衛門 横帳

16 定使金割合帳 元治元年6月 竪帳

冊子 B．農兵

1 農平（ママ）出席帳 慶応4年6月 教頭 染谷麻之助 横帳

2 農兵出勤連名帳 慶応4年9月1日 横帳

3 農兵出勤帳 明治元年1月 見張割元役所 小横



SS-22 下総国猿島郡百戸村〔倉持家文書〕 6.村・村政 冊子 C．村入用 （394）

4 農士小人取調帳 巳(明治2年)1月7日 賄方 横帳
～2月2日

5 農兵長勤中小人取調帳 明治2年1月 横帳

冊子 C．村入用

1 婦札仕立割合帳 安政2年12月 組頭 五郎右衛門 横帳

2 大改ニ付宗門人別割合取立帳 安政5年4月15日 横帳

3 岩井入用割合長（ママ） 安政6年2月14日 横帳

4 未流作御見分泊り入用帳 安政6年8月29日 百姓代 平蔵、役人 横帳

5 岩井村 御休泊入用割合帳 文久元年6月14日 竪帳

6 検見諸入用調帳 慶応2年10月14日 横帳

7 田方相掛り入用割合帳 明治2年12月 横帳

8 人別入用日掛取立帳 明治5年3月 竪帳

冊子 D．その他

1 下総国猿嶋郡百戸村明細書上帳 天明5年8月 名主 新兵衛、組頭 五郎左衛門、 宮村孫左右衛門 竪帳
他3名

2 料御改差上覺帳 嘉永6年10月16日 横帳

3 秤御改書上帳 嘉永6年10月 百戸村 横帳

4 御用日記帳 安政2年1月 倉持五郎右衛門 横帳

5(1) 万日記控帳 万延2年1月 百戸村 倉持五郎右衛門 横帳 合冊・2冊の内1

5(2) （万日記控帳） 万延2年1月 横帳 合冊・2冊の内2 料紙
破損 取扱注意

6 諸役向差替帳 明治5年1月 百戸村 倉持五郎 横帳

一紙

1 差入申一札之事（当村地内御林跡山守致度に付落葉下 安政4年7月 百戸村 山守助右衛門、他3名 中山傳右衛門様、他1名 一紙 封あり 継目外れ（3
草等取決に付） 枚）

2 覚（御穀代料請納に付） 慶応2年1月22日 観念寺 納所方 田中平兵衛 百戸村 御役人中 一紙

3 覚（御扶持米請取に付） 明治4年12月 名主見習役 倉持左一郎 會計 御役所 一紙
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7.組合村

冊子

1 組合村入用割合取立帳 嘉永6年9月4日 百姓代 月番 長兵衛、久左衛門、 横帳
組頭 五郎右衛門

2 組合村入用割合帳 安政5年10月19日 名主格 五郎右衛門 横帳

8.水利・用水

冊子

1 長治村古堀御普請割合帳 嘉永5年2月1日 横帳

2 村方 長谷・長須小山村 所々割合 荷（ヵ）堀御普請人足 嘉永5年8月25日～ 百戸村 役人、百姓代 横帳
割合帳 嘉永5年8月28日

3 村方・長谷・若林・小山 所々割 堀御普請人足検地割合 嘉永5年8月27日 百戸村 役人、百姓代 横帳
帳

4 小山地内天神前検地掛り 堀割御普請人足割合帳 嘉永5年8月27日 百戸村 役人、百姓代 横帳 付箋剥離

5 小山村天神前堀割御普請人足惣高割帳 嘉永5年8月27日 百戸村 役人、百姓代 横帳

6 小山村 御普請所澡貫口黒鍬賃銀割合帳 嘉永5年10月21日 百戸村 役人、百姓代 竪帳

7 紫栁御普請帳場割 嘉永5年10月 百戸村 役人 横帳

8 下郷細栁御普請渡し組取立帳 嘉永5年10月 下郷 百戸村 横帳

9 細栁御普請人足割 嘉永5年11月19日 小高組八人 横帳

10 下郷細柳御普請渡し金内割帳 嘉永5年11月 百戸村 横帳

11 細柳御普請渡残金割合帳 嘉永6年2月3日 弐拾壱人組 横帳

12 初崎丁場割 嘉永6年2月14日 横帳

13 小高組細柳御普請人足割合帳 嘉永6年2月 百戸村 八人組 横帳

14(1) 紫柳人足割附帳 嘉永6年2月 百戸村 役元 竪帳

14(2) （小高組人足割付覚） 竪帳

15(1) 堀割御普請莚打宿札 嘉永6年3月 横帳 綴紐に一紙挟込みあ
り

15(2) （定筵打宿札に付書付） 4月 一紙 冊子(1 )の綴紐に挟
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込み

16 堀割御普請人足割合帳 嘉永6年4月7日 百戸村 小高組 横帳

17 莚打［虫食い］堀［虫食い］（割）御普請人足割合帳 嘉永6年4月18日 百戸村 大高組 横帳 虫損大 取扱注意

18 床下ヶ御普請人足割合帳 嘉永6年4月18日 横帳

19 澡抜御普請并諸々人足割合帳 嘉永6年4月24日～ 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳 付箋剥離
嘉永6年4月25日

20 長谷村小山村地内床下ヶ割合帳 嘉永6年4月 横帳

21 莚打新堀渡組割合帳 嘉永6年5月9日 竪帳

22 澡抜人足渡割合帳 嘉永6年5月11日 百戸村 役人 横帳

23 御普請人足覚帳 嘉永6年7月 組頭 五郎右衛門 横帳

24 矢作村御普請割附帳 嘉永6年9月7日 百姓代 月番 長兵衛、組合 五郎 横帳
右衛門

25 大高中高納 御普請莚打床下ヶ水替賃銭割合帳 嘉永6年10月14日 百姓代 月番 組頭 五郎右衛門 横帳

26 御普請小山天神前床（下脱）ヶ渡シ金并納竹銭割合帳 嘉永6年10月14日 百姓代 月番 組頭 五郎右衛門 横帳

27 諸々出人足御普請人足丑寅年歩割合帳 嘉永7年4月1日 百戸村 百姓代 年番、右之村（百 横帳
戸村） 役人

28 丑年御普請大組中組人足割合帳 嘉永7年4月2日 百姓代 役人 横帳

29 床下矢作地内人足割合帳 嘉永7年8月 百戸村 大高組 横帳

30 長治村地内床下御普請人足割合帳 嘉永7年10月 大高組 横帳

31 村地内新堀床下御普請持場割合帳 嘉永7年11月9日 横帳

32 矢作村流作丁場割帳 嘉永7年□月22日 百戸村 くら持五郎右衛門 横帳 天部破損

33 御普請方内歩諸掛控帳 安政2年1月12日～ 新重良 横帳
安政2年1月19日

34 御普請日記帳 安政2年1月 横帳

35 御普請人足控帳 安政2年1月 五郎右衛門 横帳

36 人足賃取引調帳 安政2年4月13日 横帳

37 人足賃取引調蝶 安政2年4月13日 大組 横帳 虫損
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38 床下ヶ御普請人足割合帳 安政2年4月20日 横帳

39 圦樋入用七ヶ村割合帳 安政2年9月9日 百戸村 名主代 五郎右衛門 横帳

40 圦樋拂入用方帳 安政2年10月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

41(1) 小山床下ヶ人足割大組分 安政2年11月6日 横帳

41(2) 長治村床下ヶ人足割合帳 安政2年11月6日 横帳

42 御普請并出火懸り割合帳 安政3年2月 百姓代 長兵衛、倉持五郎右衛門 横帳

43 後新田人足勤反別改帳 安政3年2月 百戸村 横帳

44 圦桶（樋）内新堀并弁天下床下ヶ御普請人足割 安政3年3月29日 横帳

45 所々御普請人足割合取引帳 安政3年4月24日～ 組頭 五郎右衛門 横帳 付箋剥離
安政3年4月26日

46 木間瀬押堀築立割合取立帳 安政3年7月5日 横帳

47 後新田人足割合蝶 安政3年7月 百戸村 横帳

48 辰後割合取立帳 安政3年12月25日 百戸村 五郎右衛門 横帳

49 木間瀬村切所賃銀割合帳 安政4年2月26日 組頭 五郎右衛門 竪帳

50 御普請人足割合上下り調帳 安政4年4月 横帳 一部破損 14つ目切
れ端あり

51 小山切所入（圦）樋御普請渡し金割合帳 安政4年6月13日 組頭 五郎右衛門 横帳 端破損

52 長谷村地内杭出し御普請役御宿雑用割合帳 安政4年7月25日 組頭 五郎右衛門 横帳

53 小山近樋御普請渡し金割合帳 安政4年12月11日 横帳

54 御普請 御城・細柳・丸山 圦桶（樋）渡し金割合帳 安政5年4月15日 百姓代 紋之助、名主格 五郎右 横帳
衛門

55 御普請人足上り下り割合帳 安政5年4月15日～ 百姓代 平蔵、助右衛門、名主格 横帳
安政5年4月16日 五郎右衛門

56 大組人足割合金岡村地内川縁り 安政5年4月 横帳

57 小山村近樋并川通掛り割合帳 安政5年6月21日 百姓代 助右衛門、五郎右衛門 横帳

58 御普請長谷村地内渡し金割合帳 安政5年9月11日 百姓代 平蔵、五郎右衛門 横帳

59 午ノ渡割勘定帳 安政5年12月21日 百姓代 平蔵、名主格 五郎右衛 横帳
門
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60 小山村地内込（圦）樋渡し金割合帳 安政6年3月18日 名主格 五郎右衛門 横帳

61 御城御普請入用割合帳 安政6年4月2日 名主格 五郎右衛門 横帳

62 御普請出人足割合帳 安政6年5月6日～ 名主格 五郎右衛門 横帳
安政6年5月7日

63 浚割勘定帳 安政6年12月23日 横帳

64 樋口御普請人足割合帳 万延元年8月4日 名主 五郎右衛門 横帳

65 御普請役御休泊入用割合帳 万延元年9月19日 名主 五郎右衛門 横帳 付箋剥離

66 小山村長谷村地内込（圦）樋御普請渡し金割合帳 万延元年11月9日 百姓代 孫五兵衛 横帳

67(1) 百戸村圦樋繕并ニ床下御普請割合帳 万延元年12月20日 入會村七ヶ村立合 横帳 合冊・2冊の内1

67(2) （圦樋繕并ニ床下御普請割合帳） 横帳 合冊・2冊の内2

68 御普請中日記帳 万延元年12月 横帳

69 川々御普請入用割合帳 文久元年12月 横帳

70 小山村操抜下開留丁場割帳 文久2年1月 横帳

71 開留御普請丁場割相改帳 文久2年2月 横帳

72 御普請人足割合帳 文久2年6月10日 横帳 一紙挟込みあり

73 金岡村地内圦樋伏込（圦）渡し金割合帳 元治元年6月24日 立合人 市右衛門、名主 五郎右 横帳 付箋剥離
衛門

74 御普請人足割合帳 慶応元年3月2日～ 百姓代 久左衛門、長兵衛、名主 横帳
慶応元年3月6日 倉持五郎右衛門

75 小山村・長谷村 圦樋繕御普請渡し金割合帳 慶応3年6月24日 百姓代 弥五兵衛 横帳

76 揆上堤場所割帳 明治元年 小横 天部破損

77 境町ヨリ法師戸村迠間数相改帳 明治3年1月6日 御普請惣代 倉持五郎右衛門、他 小横
3名

12.訴訟

冊子

1 乍恐以書付御訴詔奉申上候（質畑流地畑不実出入に付） 明治5年1月 猿島郡百戸邨 願人 倉持左一郎、 竪帳
親類 倉持勘一郎
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13.凶慌・災害

冊子

1 田方水冠反別取調差帳 明治2年9月 百戸村 横帳

2 田方御冥加米水冠反別取調差上帳 明治2年9月 百戸村 名主 倉持五郎右衛門、 郡政執事 御役所様 横帳
他2名

3 新亀谷津堤内水冠田畑高反別取調 明治5年3月 横帳 一部破損

15.貯穀

冊子

1 安民録積石取立帳 天保10年9月22日 百戸村 役人 小横 綴外れ(2枚)

2 安民録積石請取帳 天保10年9月 百戸村 小横

3 安民録積石請取帳 天保10年9月 百戸村 小横

4 安民録積石受取帳 天保10年9月 百戸村 小横

5 安民禄積石調帳 文久元年 百戸村 竪帳

6 安眠録積立覚帳 明治2年9月20日 数馬、他4名 横帳

7 安眠録年々御賃附帳 明治2年9月 名主 倉持五良兵衛門 横帳 付箋剥離

一紙

1 乍恐以書付奉願上候（御積穀拝借に付） 弘化3年12月 百戸村 百姓代 作兵衛、他2名 印出井 禎助様 一紙

2 乍恐以書付奉願上候（当秋積穀に付） 嘉永2年7月 百戸村 名主 永野数馬、他2名 荒堀貞四郎様 一紙

3 安眠録積借用（積穀積立の儀に付） 嘉永3年3月 百戸村 永野数馬 荒堀貞四郎様 一紙 継目外れ（2枚）

4 （御積穀稗取調に付書付） 万延元年3月 一紙 前・後欠

16.農・林・水産業

冊子

1 杭木駄賃帳 明治2年2月 横帳 一紙挟込あり

2 材夫駄賃取調帳 明治2年3月 横帳

3 山掛り差引出入改帳 明治2年6月24日 寺久村山 五郎右衛門 横帳
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4 山方取調帳 寺久山・両人分 明治2年 横帳 付箋剥離

5 杭木津出し取調帳 明治2年 横帳

6 杭木御代金御下ヶ控帳 明治2年 横帳

7 材木取調帳 明治4年3月 百戸村 倉持常右衛門 横帳

8 御城中杣取手間調帳 明治4年6月 倉持五郎 横帳

9 乍恐以書付奉願上候（杉伐本津出し日延願） 明治4年10月 桐ヶ作村 是安義造、百戸村 倉持 御役所様 竪帳
左一郎

19.金融・貸借

冊子

1 祠堂金書入證文之事 嘉永3年4月24日 蔵持定吉 横帳

2 香取利足取立帳 嘉永6年4月6日 百戸村 横帳

3(1) 御上納帳（拝借金に付） 明治2年10月 横帳 付箋剥離 一紙結び
付けあり

3(2) 覚（拝借金の内請取に付） 巳8月 堀内兼次郎 百戸村 又蔵殿 一紙

一紙

1 御拝借證文之事 文久2年9月 百戸村 拝借人 利右衛門、他2名 御役所様 一紙

2 御拝借證文之事 慶応元年5月 百戸村 拝借人 又蔵、他2名 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）

3 御拝借證文之事 慶応2年5月 名主 倉持五郎右衛門、他2名 御役所様 一紙

4 御拝借證文之事 卯11月 百戸村 拝借人 利右衛門、他2名 御役所様 一紙 継目外れ（2枚）

20.経営・雇用

冊子

1 萬買入覺帳 弘化3年9月 横帳

2 仕入帳 嘉永4年1月 横帳 虫損

3 大福帳 嘉永5年1月 横帳

4 子十二月書出し（金銭出入帳） 嘉永5年12月 百戸村 倉持五郎右衛門 横帳

5 大福帳 安政4年1月 横帳
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6 現金萬之通 安政5年1月 釜屋弥四郎 倉持五郎右衛門殿 小横

7 （金銭出入帳） 横帳 フケ破損 綴外れ(10
枚)

8 手間覚帳 明治2年6月 百戸村 倉持帳場 横帳 付箋剥離

21.助郷

冊子 A．伝馬

1 御傳馬買入割合控帳 嘉永7年6月12日 横帳

2 中田栗橋御傳馬人足割合帳 嘉永7年7月5日 下總國猿島郡百戸村 横帳

3 御傳馬入用割合帳 安政6年10月9日 百姓代 平蔵、役人 竪帳

4 中田栗橋宿御傳馬人馬和（扣） 文久2年11月 横帳

5 中田橋宿人馬出高和（扣）帳 文久2年12月 名主 五郎右衛門 横帳 表紙破損 取扱注意

6 中田栗橋御傳馬人足割合帳 文久3年7月5日～ 百姓代 市右衛門 横帳
文久3年7月6日

7 三石分 中田橋人馬出高和（扣）帳 文久4年7月 百戸村 名主 五郎右衛門 横帳

8 御傳馬人足改帳 元治元年8月 百戸村 五［破れ］ 横帳 一部破損

9 御傳馬人足帳 元治元年8月 横帳 一部破損

10 中田標（栗）橋御傳人足賃割間違分割返し 元治2年2月16日 名主 五郎右衛門 横帳

11 御傳馬郷夫上り下り取引帳 元治2年2月16日 五郎右衛門 横帳

12 御傳馬人足割合帳 元治2年2月16日～ 名主 五郎右衛門 横帳
元治2年2月18日

13 御傳馬人馬和（扣）帳 元治2年3月 横帳

14 御傳馬人足割合帳 慶応元年6月2日 竪帳

15 中田宿・栗橋宿 両宿御傳馬割合帳 慶応3年12月3日～ 名主 五郎右衛門 横帳
慶応3年12月4日

冊子 B．継立

1 御用状継立請取帳 慶応3年7月 百戸村 役人 横帳
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2 御用状継立帳 慶応3年10月 百戸村 役人 横帳

冊子 C．宿札

1 細柳御宿札控帳 嘉永5年11月 百戸村 役元 横帳

2 法師戸村宿札割合帳 嘉永7年5月 百戸村 横帳

22.交通・運輸

冊子

1 積ミ附控帳 慶応2年2月 百戸村 倉持五郎右衛門 横帳

2 新田戸村馬渡し船代金割合帳 嘉永7年3月7日 竪帳

24.宗教

冊子

1 香取山代金取調帳 嘉永5年9月 横帳

2 当子秋祭礼割合帳 嘉永5年9月 百戸村 横帳

3 香取屋根皆覺帳 嘉永6年2月 百戸村 横帳

4 諸奉化差替覺帳 安政2年1月1日 百戸邑 名主代 倉持五郎右衛門 横帳

5 祭礼割合帳 安政2年3月8日 横帳

6 夘秋祭礼割合帳 安政2年9月 百戸村 組頭 五郎右衛門 横帳

7 春祭礼雑用割合帳 安政5年4月5日 名主格 五郎右衛門 横帳

8 江戸丸山木明寺様 村方軒別勧化帳 安政5年4月 百戸村 横帳 綴外れ(6枚)

9 村中心神掛り割合帳 安政5年8月 竪帳

10 秋祭礼掛り割合帳 安政6年9月 百戸村 名主格 倉持五郎右衛門 横帳

11 村中心神雑用割合帳 万延元年閏3月18日 横帳

12 丸山かんけ岩井入用割合帳 万延元年閏3月晦日 横帳

13 秋祭礼入用割合帳 万延元年9月 役人 横帳

14 春祭礼入用割合帳 文久元年3月19日 百戸村 横帳 天部破損

15 心神入用割合帳 文久元年6月～ 百戸村 横帳
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文久元年7月

16 月窓院入用扣帳 文久4年1月 横帳

17 香取大六天様祭礼掛り割合帳 慶応3年8月晦日～ 倉持五郎右衛門 横帳
慶応3年9月14日

18 諸掛り控帳 慶応4年～明治4年 月窓院 横帳 付箋剥離

一紙

1 一印鑑 丑5月22日 甲斐國八代郡一之宮 百戸村 御役人衆中 一紙 【別置】野村5640(23)

99.その他

一紙 断簡

1 乍恐以書付御届奉申上候 一紙 後欠
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SS-24 下総国猿島郡岩井村

【現行地名】 茨城県坂東市岩井（旧岩井市域）
【概要】 岩井村は、関宿藩領。村高は、「元禄郷帳」1398石余、「天保郷帳」「旧高旧領」ともに1439石余。明治22年（1889）に辺田村・鵠戸村を合併し（村名は岩井村で継続）、明治32

年に岩井町となる。
寛文・元禄の検地帳が過半を占める。藩主は、寛文元年（1661）時は板倉氏、元禄3年（1690）および15年時は牧野氏である。宝永2年（1705）に久世氏が入り、以後幕末まで
続く。

【年代】 寛文元年（1661）～近代
【点数】 10点（冊子9点、一紙1点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 下総国猿嶋郡岩井村検地帳 寛文元年6月25日 永山半太夫、根峯権之助、鈴木与 竪帳 綴外れ 虫損 フケ
平 一紙挟込みあり

2 下総國猿嶋郡岩井村検地帳 寛文元年6月25日 岩本左平太、他2名 竪帳

3 下総國猿嶋郡岩井村新田畑検地帳 寛文元年6月25日 三宅久兵衛、他11名 竪帳

4 下総国猿嶋郡岩井村午之改新畑帳 元禄3年11月 阿部権兵衛、新井伊左衛門 竪帳 綴外れ(15枚)

5 下総國猿嶋郡岩井村午之改新山帳 元禄3年11月 阿部権兵衛、新井伊左衛門 竪帳 綴外れ(23枚)
一紙挟込みあり

6 下総国猿嶋郡岩井村新畑屋鋪検地水帳 元禄15年10月22日 松本惣兵衛、他18名 竪帳 綴外れ(4枚)

7 下総国猿嶋郡岩井村新田畑検地水帳 元禄15年10月 次藤太夫、他17名 竪帳 綴外れ(3枚)
開披不能箇所あり

8 下総國猿嶋郡岩井村見取場御高入反別名請帳 安永元年12月 小林孫四郎 竪帳 綴外れ(10枚) フケ

9 地請帳 天保11年12月 御勘定所 竪帳

28.絵図

一紙

1 岩井町略図 （近代） 図 2冊-1に挟込まれて
いたもの
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SS-25 下総国千葉郡高品村

【現行地名】 千葉県千葉市高品町
【概要】 高品（たかしな）村は、幕府・旗本中山氏の相給。村高は、「元禄郷帳」317石余、「天保郷帳」320石余、「旧高旧領」318石余。明治22年（1889）に都賀村の大字となる。

旗本中山氏による宝永8年（1711）の検地帳と、安政2年（1855）から元治2年（1865）までの幕府領における年貢割付・皆済目録からなる。
【年代】 宝永8年（1711）～元治2年（1865）
【点数】 16点（冊子2点、一紙14点）

2.土地

冊子

No. 表題 年月日 差出人・作成者 宛先 形態 備考

1 下総国千葉郡高品村夘改畑方水帳 宝永8年2月晦日 中山［虫くい］田内 新田八右衛門、 案内名主 惣右衛門、他12名 竪帳 裏打
他3名

2 下総国千葉郡高品村夘改田畑山高水帳 宝永8年2月晦日 新田八右衛門、青木太兵衛、他33 竪帳 裏打
名

3.租税・貢租

一紙

1 卯御年貢可納割附之事 安政2年10月 佐々木道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

2 辰御年貢皆済目録 安政4年1月 佐道太郎 一紙

3 巳御年貢可納割附之事 安政4年10月 佐々木道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

4 午御年貢可納割附之事 安政5年10月 佐々木道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

5 午御年貢皆済目録 安政6年1月 佐道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、百姓代 一紙

6 未御年貢可納割附之事 安政6年10月 佐々木道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

7 未御年貢皆済目録 安政7年1月 佐道太郎 一紙

8 申御年貢皆済目録 万延2年1月 佐道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、百姓代 一紙

9 酉御年貢皆済目録 文久2年1月 佐道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、百姓代 一紙

10 戌御年貢可納割附之事 文久2年10月 佐々木道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

11 戌御年貢皆済目録 文久3年1月 佐道太郎 右村(高品村) 名主、組頭、百姓代 一紙

12 亥御年貢可納割附之事 文久3年10月 佐々井半十郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

13 子御年貢可納割附之事 元治元年10月 大竹左馬太郎 右村(高品村) 名主、組頭、惣百姓 一紙

14 子御年貢皆済目録 元治2年1月 大左馬太郎 右村(高品村) 名主、組頭、百姓代 一紙
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