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信濃国水内郡五荷村水野家文書目録解題

［グループ・レベル記述］

文書群記号：39C

文書品名：信濃国水内郡五荷村水野家文書

文書群名ヨミ：シナノノクニ　ミノチグン　ゴカムラ　ミズノケモンジョ

年　　　代：元和4（1618）年～昭和31（1956）年

数　　　量：水野家文書2，547点、混在文書123点、合計2，670点、書架延長12m

受入経緯：

　本文書群は、旧信濃国水内郡五荷村（現長野県飯山市大字豊田）水野家の原蔵にかかり、昭和39

（1964）年度の3番目に当館が古書店より購入したものである。

水野家の来歴：

　本文書誌には、水野家に関わる系図や系譜類は全く存在しない。また、現地（飯山市太田五荷）の

原蔵者（水野昭氏）宅は聞き取りによると昭和34（1959）年5月に火災に遭っているため史料は皆無

である。従って本文書淫は、火災前に古書店が入手してから少なくとも約5力年以上経て史料館で購

入したもので、古書店保管中に様々な地域の文書が混入したものと推測される。故に水野家の家系に

ついてその詳細は提示できないが、本文書誌の個々の史料から判明した水野家一族の当主名と役職を

［表1］水野家一族歴代表として掲出する。

文書の整理方針：

　本文書群は昭和39（1964）年に当館に受け入れてから仮整理がなされていたが、その対象は冊子形

態が中心で、仮整理番号も1～416までである。したがって1点ごとの目録ではなく、例えば「Nα286

文政元年～明治7年　小作籾取立帳　52　冊」というように同内容を一括処理したものである。これ

に基づいて原本にラベルが貼付されていたので、これを尊重することとした。また袋・紙繕などの一

括文書は枝番号を付与してまとめて掲出したが、明らかに混在したと考えられる文書は個々に編成し

たが、元の配列は整理番号に反映されているので復元可能である。

文書群の構造と内容：

　水野家の来歴を反映させて、本文書群を五荷村庄屋、五荷村戸長・用掛、水野家、水野家文書中の

混在文書、という四つのサブグループを設けた。五荷村庄屋は水野家が庄屋として活動する化政期以

降の公的文書、五荷村戸長・用掛は、近代以降の五荷村戸長・用掛を勤め、明治13（1880）年公立得

新学校学務委員、同19（1886）年地主十代、同23（1890）十五白白人民十代、同28（1895）年高白白

信徒総代、五荷神社氏子総代、同29年五荷村組長などを勤めた近代の公的文書である。水野家は、同

家の経営・家政・家計などにに関わる私的文書である。水野家文書中の混在文書は、いかなる段階で

混在したかは定かでない。当館に受入れた段階で混在が判明していたもの（水内郡顔戸村）と、受入
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［表1］　水野家一族歴代表

年代 名　　前 役　　職

天和3年 太郎三

元禄15年 小右衛門

宝永7年 弥次兵衛

享保2年 次郎助

享保4年 小右衛門

享保12年 幸右衛門

寛延3年 新左衛門

宝暦3年 幸右衛門 明和7年組頭

安永7年 小右衛門

寛政8年 善左衛門（親類力） 享和3年庄屋

文化元年 惣蔵

文化5年 喜十郎

文化8年 喜十郎を幸右衛門と改名

天保6年 十右衛門を惣蔵と改名
天保11年庄屋、割元庄屋（1点）、嘉永4年戸狩村

^宗錆鼠中丁丁

安政6年 惣蔵を小右衛門と改名 文久年間献木世話方掛

明治4年 弥八郎（明治16年1月没）
明治6年五荷村戸長、明治7年五荷丁丁掛、明治13年公立得新

w校学務委員

明治16年 忠四郎（明治25年12月没） 明治19年地主惣代

明治23年 惣治郎
五石組人民三代、明治28年高丁丁信徒総代、

ﾜ荷神社氏子総代、明治29年五荷組長

明治25年 鶴（明治30年隠居）

明治30年 惣蔵

明治33年 与助 五荷組長

目録（カード）作成時に混在したもめの他、大半は未整理1十分に混在していたものである。

［サブグループレベル記述］

五荷村庄屋

年　　　代：慶安5（1652）年～明治6（1873）年

数一門：662点

構造と内容：

　このサブグループは、水野家が近世において公職として勤めた庄屋役その他を歴任したことで送受

された公的文書である。同家の五高高庄屋役が史料的に確認できるのは享和3（1803）年（惣蔵）で、

同役として活躍するのは化政期以降であり、それ以前は明和7（1770）年に十右衛門が組頭を勤めて

いる（Nd579「田地永質証文写」）。したがって残存文書の年代も活躍時期以降に集中している。その

他の役職として、天保11（1840）年割元庄屋と記載があるが、同種文書の内のわずか1点だけである
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のでその実態は解明できていない。嘉永4（1851）年では同家の檀那寺である戸狩村真宗二二中惣代、

文久年間に献木世話方掛を勤めている。

　五荷村は、千曲川の左岸、外様平北部の平野部から西の山麓にかけて位置する。本文二二には村の

概要を記した村明細帳類が存在しないが、地名辞典によると村高は「慶長打立帳」165三余、「正保書

上」「元禄郷帳」166石余、「天保郷帳」「旧高旧領」184石余である。享和元（1801）年を初見とし、

嘉永3（1850）年に至る年貢割付状によると、村高166石5斗5升と変化なく、享和元年の免税地を引い

た有高は130石6斗4合、この田畑の割合は田方94石1斗2升9合、二方36石4斗7升5合で田勝地である。

戸数及び人口は、宝永3（1706）年22戸、161人、享保9（1724）年24戸、130人（以上地名辞典）、「人

別改帳」によれば弘化4（1847）年（Nα0028）30戸（含寺1軒）、134人、嘉永6（1853）年（Nα0029）

31戸（前同）、144人、慶応3（1867）年（Nα0030）30戸、129人である。支配の変遷は慶長8（1603）

年から飯山旧領であるが、享保2（1717）～9（1724）年の間は幕領である。飯山藩は、水内郡飯山周

辺を領有した譜代小藩で、慶長8（1603）年松平忠輝が北信濃4郡を一円領知した時、付庸大名皆川二

二が飯山4万石を領有したのが基である。本格的成立は、慶長15（1610）年堀直音（ナオヨリ・外様）の

入封以降で、直音は千曲川治水と新田開発に努めた。元和2（1616）年、直音は越後国長岡へ移り、

近江国小河から佐久間氏（外様）が入封、安政・安長・安次と在封、安次が寛永15（1638）年夫高し

て絶家となり、翌16年、松平（桜井）氏（譜代）が遠江国掛川から素封し、水内・高井両郡4万石を

領した。在封は二代（心乱（タダトモ）・忠直（タダタカ））の68年に及び、千曲川治水や新田開発を進め

るとともに、年貢・課役の収取基準を明確にするなど藩政を確立させる。松平氏は宝永3（1706）年

再度掛川へ移り、播磨国赤穂から永井直敬（ナオヒロ・譜代）が一封し3万3千石を領したが、わずか5年

で正徳元（1711）年に武蔵国岩槻へ移る。跡に青山幸侶（ヨシトモ・譜代）が摂津国尼ケ崎から入面し、

高井・水内両郡4万8千石を領し、7年で享保2（1717）年丹後国宮津へ移る。跡に本多助芳（スケヨシ・譜

代）が越後国糸魚川から2万石で入封以後、康明（ヤスアキラ）・助有（スケモチ）・助盈（スケミッ）・助受（スケ

ッグ）、助賢（スケトシ）・助実（スケザネ）・助成（スケシゲ）・助寵（スケタカ）と明治維新まで九代在高した。

助芳は糸魚川1万石から飯山2万石を領有することになるが、所領には千曲川沿岸の水害地が多いため

実質は糸魚川時代と同様なので、幕府へ替え地を願い出て、享保9（1724）年高井・水内両郡30か村

を上地し、水内郡37か村を拝領し、実質3万5千石を領有することになる。

　次に本文書群の年代は本多氏飯山藩政下で作成されたものであるので、領内支配について言及して

おこう。本多氏飯山藩の藩庁は、飯山城下広小路にあって「会所」と称し、月番の役人が、1・3・

6・8の日の午前2時間ほど勤めて領内事務処理にあたった。領内は村方支配便宜のため、城下・外様

組、山之内組、川辺組の3支配所に区分された（文化2（1805）年以後は、城下町分と外様組を分離し

て4支配所）。飯山城下は慶長年間、上町（カンマチ）・下町（シモマチ）・肴町の3町、元禄年間には愛宕

町・伊勢町が発達して5町（この頃に下町が本町と改称）、その後新町・鉄砲町が発達し、本多氏時代

には7町となった。城下の町政運営は郡奉行の下に町年寄2名が置かれ、7町の他6か村（奈良沢、上倉、

有尾、市ノロ、大池、小佐原）をも統括し、上町・本町の年寄が月番制で担当した。町庄屋は町問屋

を兼任し、南北2名に分かれ、南庄屋は奈良沢・上倉、北庄屋は有尾・市ノロ・大池・小佐原を統括
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した。外様組は、飯山城下以北の所領で、藤木（フジノキ）・大川（材ガワ）・山口・笹川・中条（チュウ

ジョウ）・富倉・中曽根・顔戸（ゴウド）・小境（コザカイ）・下柳沢・堀之内・五束（ゴソク）・北条（キタ

ジョウ）・五荷（ゴカ）・瀬木（セギ）・三野・下今井・曽根・温井（ヌクイ）・門屋（ヨツヤ）・南条（ミナミ

ジョウ）・法寺（ホウジ）・尾崎（オサキ）・小泉・戸狩（トガリ）・大坪・上境（カミザカイ）・下境の30か村

と、これらの枝郷新田村20余からなり、飯山城下と合わせて本田7，405石刃、新田5，348石余、合計1万

2753石門である。本文書下の五荷村はこの外様組に属しているので、同組の村々と関係する文書が

多数存在する。山之内組は、所領の南西部山間地の村寺で、静間（シズマ）・穴田・永江・荒瀬原（アラ

セバラ）・柴津・船竹（フナダケ）・芋川（イモガワ）・普光寺（フコウジ）・倉井・赤塩・東柏原の11か村と、

これらの枝三新田村20余からなり、本田4，902石余、新田6，749石余、合計1万1，652石子である。川辺

組は、所領南半の千曲川とその支流鳥居川・浅川沿いに連なる村々で、蓮（ハチス）・笠倉（カサグラ）・

替佐（カエサ）・上今井・蟹沢・大倉・川谷・浅野・神代（カジロ）・石・南郷（ミナミゴウ）・三才・田子

（タコ）・吉（ヨシ）・平出（ヒライデ）の15か村と、これらの枝郷新田村20余からなり、本田7，691石余、

新田2，927石余、合計1万619三余である。以上の組単位それぞれに一人つつの代官と付人を配置した。

この区分は地域的共通性、生活や農業の水系、年貢徴収方式、通達連絡網などを考慮したものである。

　このサブグループは、（1）支配、（2）村政、（3）土地、（4）貢租・諸懸、（5）戸口、（6）争論・訴

訟のシリーズレベルで構成されている。以下にシリーズレベルを記述するが、それ以下のサブシリー

ズレベルについて、その構成は示すが、紙数の関係で数点の場合に記述を省略することもあることを

お断りする。

（1）支配

　この支配は、分限帳、触書、御用金、御下金、財政、藩庁に編成した。

　分限帳は、安政5（1858）年藩主助実就任に伴うもので、表紙に「ち号」と朱書されている。同様

朱書が散見されるが、明治期に当村における公的書類として再整理の際に付与されたものと考えられ

る。「600三二城代御年寄御勝手方本多十郎右衛門」を筆頭に296名の記載がある。　　　　’

　触書は、公儀及び領内や家中への触・廻状類で、年代は文化14（1817）年以降である。内容は多岐

に及ぶが、金銀吹替・引替や檸名改触が多い。御用金は、文政5（1822）年以降の預証文、割戻、勘

定関係書類で、水野惣蔵は外様下組9力村（五荷・瀬木・蕨野・温井・下境・上境・下今井・曽根・

大坪）三代を嘉永年間勤めている。文久3（1863）年御改革御用金という名目で1，750両、明治4年は

10口元金合計で3，650両である。御下金は藩からの借用金で、文政2（1819）年以降の借用証異類でほ

とんどが水野家借用分である。財政では、嘉永4（1851）年「借財改革仕法取調」、安政4（1857）年

「申渡書」は弘化4（1847）年地震大災以来の財政窮乏につき屋敷や御平その他へ植林、荒地越返畑田

成などを奨励する改革仕法、文久元（1861）年「御門納物七ケ年平均御積書写」（2万8，426両余の不

足となっている）などである。藩庁は、明治3（1870）年の引治令及び添書である。
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（2）村　政

　この村政は、村役人、村議定、村入用、貸借、献上、諸願・届・詫書、通行、災害、救仙、無尽、

普請、治安、寺社に編成した。

　村役人はさらに退役・跡役、引継、その他に編成した。退役・跡役は村役交代に関わるもので、天

保10（1839）年6月「一札之事（庄屋惣次郎退役、捌役願連判規定）」（Nα1046）は、庄屋惣次郎退役

に際し、村中相談して水野惣蔵を跡役に決めたが承知されず、再度依頼したが村方不取締を理由に断

られたので、村方改革規定（①年貢払遅滞しない、②小物成・役銭は遅滞なく差出、③御用人足など

異議なく勤める、④寄合には一・人残らず参加する）を確認し、村中連判で門役を惣蔵に依頼したもの

である。これを請けて翌年4月庄屋惣蔵が惣村衆に宛て、①庄屋役3年番規程なので早々に退役する、

②年貢不納の際は持地を差出して処理する、③平中不取締があった場合は何時でも退役する、という

一札（Nd1049）を出している。また作成、宛所、年代が欠けているが、親作右衛門庄屋退役、後役を

願ったが聞き入れられなかった、それは引渡目録に不分明なことがあったということで様々調べた結

果を述べた上で、「野上予後末々迄庄や御役ハ不尽及下役也共一切願下間敷候、猶又婚礼祝儀之座下

不申及諸寄合何二而も惣村末座二丁可申候」という詫証文（Nα1052）がある。享和元（1801）年「御帳

面引渡帳」（Nα0025－1）は作右衛門退役時に作成されたものであるので恐らくこれと関連するもので

あろう。五荷村では、宝永元（1704）年にも庄屋が村民から役を勤めていないなどと突き上げられて

いる（『飯山市誌』歴史編上）。引継は庄屋役交代に伴う諸記録の引継帳簿（6か年分、8冊）で、年度

別にその一覧を［表2］庄屋役交代引継帳簿等一覧として掲出する。

　これらから明らかなことは、年代を追うごとに引継ぐ種類と数量が増加していること、天保11

（1840）年分（口絵写真1）から帳簿1件つつ割印が据えられるようになること、嘉永5（1852）年に書

類保存管理専用の惣桐用箪笥が登場することは注目されよう。また天保11年の帳簿の貼紙に「先例御

目見差上物覚」も興味深い。その他では、安永3（1774）年村方困窮理由で庄屋給3俵・役高8石、組

頭給3斗に取決めた連判証文（NQ　1048）、享和元（1801）年「一札之事」は庄屋作左衛門退役時3年番

とすることを決めたがその書付がないので、村中の合意を得て藩の了解を得たい（Nα1045）、他は

「諸事奥印帳」「日記書抜」などである。

　村議定は、庄屋惣蔵が先例取決を書留めたもので、御呼伐木取締、物成運賃や婚礼祝儀振舞などに

関するものである。

　村入用は、文化12（1815）年以降の夫銭取立、差引勘定などの帳簿類、渡船に関わる諸費用（修復

など）負担、検見諸入用関係のものである。

　貸借は、庄屋として関わった土地預証文写、借用金子返済一札である。

　献上は、弘化2（1845）年江戸下屋敷・教善寺御霊屋類焼の見舞金送受関係である。

　管粥・届・詫書は、貸金返済滞出入糺明、御物成手形書替、城下普請用石芋四度などの願書、鉄炮

譲証文、孝心者御尋口上書（下書）、出生駒届、遷宮祭礼乱暴及び酒興手踊狂言詫書の他、水野小右

衛門が飯山藩庁に宛てた老衰のため御内用向御免願などである。

　通行は、藩主の北条御休献立、越後米船積通行手形（下書）である。

一80一

、



［表2］庄屋役交代引継帳簿等一覧 （下線は新出）

［享和元年］御免定1本、御水帳4本、御高辻1本、目録帳1本、御通1本、割元帳3本、’ l別帳1本、御証文1本、

証文2本、〆15本、外声証文1本、夫斗出入州内済為取替証文1通、御中山州帳1本

［享和3年］御免定1本、御水帳3本（内午野分1本）、御高辻1本、目録帳1本、御通1本、割元帳3本、人別帳1本、

御証文1本、証文2本、水証文1本、夫銭出入扱内済為取替証文1通北条村より、御中面割帳1本、〆17本

目文化12年］御免定（本数記載なし）、御水帳3本（内匠自分1本）、御高辻1本、目録帳1本、御通1本、割元帳3

本、人別帳1本、御証文1本、御証文2本、水証文1本、夫銭出入三内済為取替証1通北条村より、‘御中山割帳1本、

〆17本、麹…1本、酉ノ駄賃聾1本、ム早退1本、腿二、青照運上帳1本、四郷…1本

［文化15年］御免定1本、御水帳3本目内先年分1本）、御高辻1本、目録帳1本、御通1本、割元帳1本、人別帳1

本、御証文1本、丑不足帳1本、御証文2本、水証文1本、夫銭出入扱内済為取替証文1通北条村より、御中山割

帳1本、〆17本、駄賃帳1本、升井鉄てこ、青芋運上之帳井諸代米帳

［天保11年］御免定1本、御水帳3帳、午ノ年分1帳、御高辻1本、目録帳1本、御通帳1本、割元帳1本、御証文1

本（但3力手分）、御中山証文1本、御証文1本（北田円為替）、水証文2本、井野出入扱内済為取替証文1本、御

中丁零帳1帳、駄賃帳1帳、〆証文6本、御帳面11通、外二青芋運上帳1帳、升1つ、かなてこ1本、三三1本、

外二」幽幽巳品分1札、御拝借割帳右心分1札、戌一二1札、亥人足指引帳1札、当産血未ノ
年より1札、〆5札、（個々に2種割印、表紙裏貼紙「先例御目見差上物覚」として、御三二様、山・川辺御代官

様、山奉行様、同役衆4人、御支配様（するめ2）、同玄人（するめ1）らに酒1升ヅ・）（口絵写真1）

［嘉永5年］御水帳（慶安5年御改）1冊、同（寛文10年御改）1冊、同（延宝6年畑田成御改）1冊、同（元禄8

年二二）1冊、御免状（亥年）1通、御通帳（亥年）1冊、高辻帳（亥年）1冊、目録帳（亥年）1冊、割元帳

（再誕）1冊、駄賃帳（亥年）1冊、蝋木仕付御定書（3ケ村）1通、北田割山証文1通、外ケ峯割山証文1通、外

ケ峯割帳1冊、用水証文1通、用水出入扱内済為取替証文1通、夫銭出入扱内済為取替証文1通、〆証文6本、帳

面11冊（但御免状共）、外二青芋運上帳1冊、升1ッ、鉄挺1本、纏同竿、旦鎚肩凝1枚、同入用画帳（宝暦11年）

1冊、廻撞、担雌1冊、前々より村方規　ロ帳（惣紙数13枚）1冊、里篁篁（但し惣桐小引出共5ツ錠

2ツ）1ツ、魑医（亥年）1冊、御用金御証文（戌年5ケ年賦）2通、戌駄賃差引帳1冊、亥人足差引帳1冊、些

塞型…1冊、（個々に割印）

　災害は、弘化4（1847）年の善光寺大地震に伴う御手当頂戴帳や巡村用状・廻状、慶応4（1868）年

飯山戊辰戦争で旧幕府歩兵頭古屋作左衛門の衡馬差が飯山城下真宗寺を拠点に放火し、約880軒置が

焼失した際の見舞などである。

　救憧は、天保年間の「御拝借割帳」、明治2（1869）年外様村営窮民助成に伴う調書、これを請けて

翌3年御子金が与えられる。

　無尽は、臨時の経費調達を目的とした設営と考えられる千両講に関わるものである。特に嘉永2年

の融通頼母敷講（＝千両講、NQO355－1）は、弘化4（1847）年の善光寺地震災害復興金捻出のためで、

一口100両掛で出資者は10名、世話方は出野右左衛門・水野惣蔵・藤屋銀助（飯山肴町）らである。

　普請は村普請で、人足帳及び駄賃帳、高札や神社普請もみられる。

　治安では、天保7（1836）年甲斐国郡内騒動御届書写、同9年越後魚沼騒動御仕置書写、飯山戊辰戦

争での飯山城下勤人足取調廻章などである。

　寺社は、五荷村では勢至院と諏訪神社がある。高源院は高井郡箕作（ミツクリ）村常慶院末の禅（曹洞

宗）宗寺院で、十村の人別改帳によれば（後述）、この高子院か戸狩村浄土真宗真宗寺のいずれかが

旦那寺である。高源院関係では、他宗仏像安置一件御吟味御請証文控、方丈遷化葬式席順一件詫下書、
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桑名川村百姓喜三右衛門母病死迎導差拒一件書類、住職願、住職交代借用金檀中一同引請証文、山門

入用金15両借用証文写、曹洞宗諸寺院御触書写などである。真宗寺関係では、自坊法談勤差縫一件内

済証文写、住職願、奉加金請取などで、因みに水野惣蔵は嘉永4（1851）年に檀中惣代を勤めている。

とりわけ高源院に関係した他宗仏像安置一件（Nα1043）は、明和元（1764）年12月今井平三郎代官所

水内郡桑名川村での事件で、翌2年6月15日に幕府奉行所の裁断が出され、それに対する御請証文であ

る。その内容は近右衛門・治右衛門は代々曹洞宗高欄院の檀家で、両人の母親は元浄土真宗であった

が縁組み以降は財源院の檀家になる。ところが母親が死去してから両人は母親の遺言で戒名を京都本

願寺へ申請して浄土真宗の阿弥陀絵像へ裏書し仏壇の脇掛けとして安置しておいたが、同村百姓5名

と高源院の弟子が治左衛門方へ押しかけ、阿弥陀絵像は掛けさせないと奪って行く。5名の百姓は近

右衛門は4年前に絵像を掛けていたため高源院にたしなめられ詫びたが、治右衛門方へ移して掛けて

置くようになったので使僧と立合で絵像を巻き取らせた。また高一院は、檀家が他宗派の仏像を置く

のは一宗の風儀として好ましくないし、絵像を掛けるため仏壇に位牌と高源院開眼の仏像を置かない

し寺へも疎遠になっている。というのが両者の言い分であった。これに対する裁断は、5名の百姓に

は村役人へ無断で高門院の意見だけで絵像を巻き取ったことは軽率、高岡院にも軽率で絵像を返すよ

う、そして訴訟四三右衛門・治右衛門には母親の遺言とはいえ浄土真宗をも信仰していることで菩提

寺を粗略にしたことがこの一件の原因であるので、以後は菩提寺と和解して粗略にしないこと、戻さ

れた絵像を掛置くことは認める、という内容である。個人の信仰の自由を制限し特定寺院と結びつけ

る一家一宗制を指向する檀家制度の中での宗旨に起因する檀家と寺院との論争である。

（3）土　地

　土地は、検地帳、名寄帳、質入・売買に編成した。

　検地帳は、飯山藩の領内総検地である慶安5年と寛文10年（含新田）のもので、いずれも後年の写

である。慶安5年検地によって、これ以前の検地帳（大半は慶長7（1602）年）は廃棄処分とされ、以

後年貢・課役の賦課は慶安検地帳に基づくことになる。他に元禄8（1695）年の新田検地帳写など、

名寄帳は安永3（1774）年のものである。質入・売買は、天保11（1840）年「奥書印形覚帳」、嘉永3

（1850）年「諸事奥印帳」で、いずれも表紙に朱書で「よ号」「た号」とある。

（4）貢租・諸懸

　このシリーズレベルは、貢租・諸懸、損地・検見、割付、廻村、取立・改、津出、諸役、献木、勘

定、請払通帳、御蔵籾、御城米割、人馬割、駄賃に編成した。まず飯山藩における年貢・諸役徴収の

実態を把握するために、割付状の初見（享和元（1801）年から嘉永3（1850）年までの16通残存）を

掲出する。

「　　五町村酉年卜定

　一高166石5斗5升 高　辻
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　　　内

　　7斗3升

　　5石6斗2升3合

　　3石4斗8升

　　2石

　　16石3斗6升

　　7石7斗5升3合

　　　小乱35石9斗4升6合

　残130石6斗4合

　　　内わけ

　　94石1斗2升9合

　　　取米56石4斗7升7合

　　36石4斗7升5合

　　　取米12石9斗4升9合

　　取米小以69石4斗2升6合

一高18石1升2合

　　　内

　　7石7斗4合

　　　内わけ

　　5斗6升7合

　　　取米2斗8升9合

　　7石1斗3升7合

　　　取米1石7斗8升4合

　　10石3斗8合

　　　内わけ

　　1斗3升8合

　　　取米5升8合

　　10石1斗7升

　　　取米1石9斗3升2合

　回米小以4石6斗3合

取回合73石4斗8升9合

　　　二

一大豆3石6斗4升

　　此代米1石8斗2升

一荏1石1斗6升

郷蔵敷庄屋給引

田方寺領引

寺領引無反別

畑方社領引

前々永荒引

田方当酉小検見引

田方

　六ツ取

温温

　三ツ五分五厘

同村新田

戌改新田

田方

　五ツ壱分

温温

　弐ツ五分

亥改新田

田方

　四ツ弐分

山方

　壱ツ九分

大豆納

荏納
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　　誌代米8斗7升

一山36匁3分9厘

　　此真綿本目143匁7分6厘

　　　此倉米4斗3升1合

一銀41匁5分1厘

一銀50匁4分

一心7匁4分4厘

一心10匁6分4厘

真綿代

夫銀

屋並銀

青苧運上

納藁代

　　　　米70石3斗6升8合

　　　　外3石1斗2升1合　　諸立米引

試合大豆3石6斗4升

　　　　荏1石1斗6升

　　　　銀146石3分8厘

（後　略） 」

　五荷村の村高166石5斗5升と田畑の免率は不変である。小物成の大豆と荏は現物納、真綿代、青苧

運上、納藁代（馬屋の御用藁）は現物納から代銀納化したもの、夫銀と屋並銀は夫役と城普請や雪囲

いなどの労役が銀納化したものである。その他に、年によって不同であるが萱（一駄6束、1束5尺縄、

1駄に金1分代銭が支払われる）・莚（1枚に代銭16文）・縄、独活、蕨、山実蝋、菰などを上納して

いる。集められた年貢はまず郷蔵へ納められ、役人の指示を請けて指定された場所まで運搬するが、

当村の場合は、城内三の丸御扶持蔵や飯山町・善光寺・小布施の商人蔵、仁礼宿問屋などである。ま

た江戸藩邸の用に宛てる米や江戸で売り払うために江戸まで回送する米は「御城米」「御廻米」とい

い、仁礼宿問屋まで送り、そこからは専門業者により大笹街道を通り、大戸関所（上野国吾妻郡）を

経て倉賀野河岸（同国群馬郡）から舟で江戸へ送られる。

　貢租・諸懸では、物成手形を年度別にまとめた2袋が主であるが、袋ウワ書に「嘉永二酉年」（Nα

1236）と表記されてはいるが、嘉永元年、同3年分までも含まれている。

　損地・検見は、損地を含めた小検見帳、小検見反別帳、小検見当引帳や検見入用書上などで、天保

10（1839）年千曲川大洪水、同15年秋不作、弘化4年善光寺大地震に関連してのものである。

　割付は、享和元（1801）年を初見に嘉永3（1850）年までの16通である。

　廻村では、奉行や代官とその付人らが外様村々を巡見する大廻りに伴う諸費用割合帳、宿泊の諸費

用や献立関係帳が主である。なお天保11（1840）年「大廻り御休三井諸祝儀割合帳」表紙に「［五荷］

村割元庄屋惣蔵」と記載がある（唯一これ1点のみ）。

　取立・改は、御高帳・高辻帳、年貢取立目録帳、不足取立・元割帳の他、『年貢目録尻改帳、田畑改

帳、寺社領田畑方年貢引覚などである。
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　生出は、船積許可願、籾通り手形の他、通船稼人船元から船積荷主に対して運賃や運送方法が不同

で故障があるので里数相応の運賃を支払うべき廻章写がある。

　諸役は、諸役銭（含小物成銀）取立に関する帳簿類で、各年2種の帳簿が作成されている。文化12

（1815）年3月の例をあげてみると、「亥ノ諸割元帳」（Nα0077－01）は、国役割、小役割、青苧割、夫

人割、屋萱割、中四割（現物）、雪薦割（現物）などの項目ごとに賦課基準を記し、個別の金額と記

名がある。また、役人からの請取手形が貼紙として添付されている。なお、記述内容はこの三門が3

月であるので前年の「戌三分」である。一方の「亥御役銭取立帳」は、人別ごとに国役割、小役割、

青苧割（以上戌三分）、夫人割（三年分）を記したもので、代銀納額は両帳が合致する。この両町共

に表紙紙二三部分に割印、後者表紙「庄屋惣蔵」下に印が据えてあること、庄屋交代に伴う帳面引継

目録にも「割元帳」と登載されていることなどから、公的で基本的な帳簿として認識されていたもの

である。

　献木は、文久年間改革仕法として献木植付に関わるもので、外様村々の世話人名書上や献木書上帳

簿の他、献木見分・植増用状、各村の世話人見立や植付木種・本数書上など関係一括（袋入、24点）

書類である。水野小右衛門は献木世話方掛を勤めている。

　勘定は、御年貢鼠子差引、割付、心乱覚など勘定帳簿である。

　請払通帳は、年度ごとの年貢籾及び小物成納及び渡し先を書上げた「年貢請払按切（通）帳」で、

役人から庄屋に宛てに作帳されている。表紙の裏表共に綴部分の懸紙に割印が据えられ、庄屋交代時

の帳面引継目録に「御通帳」と登載されている。

　御蔵籾はその請払勘定、回米指引帳簿、御城米割は江戸まで回送する米、餅米割、人馬割は殿様御

発駕に伴うものである。駄賃は各年度駄賃と人足に関わる帳簿が作成されており、これも帳面引継目

録に「駄賃差引帳」「人足差引帳」と登載されている。

（5）戸　ロ

　戸口は、宗門人別改帳、五人組帳、縁組、・奉公、村送に編成した。

　宗門人別改帳は、弘化4（1847）年1冊、嘉永6（1853）年・慶応3（1867）年三2冊である。飯山藩

領の宗門帳は、安永6（1777）年に1村1冊から各宗派ごとの分冊となる（「飯山市歴史年表』）が、当

村の場合、弘化4年は1冊である。しかしこの帳簿には檀那寺も含めて印鑑が据えられていなく（他は

印鑑あり正本）、貼紙もあり、その貼り紙は翌年（「申年」）の記事である。恐らく翌年の宗門帳二丁

のために本来宗派別2冊のものを1冊にまとめたものと考えられる。全てに特色があるのは、戸別に持

高の記載があること、筆頭（フデガシラ）とその女房が他村から、また同居夫婦や養子も含めて他村か

ら入村した者にはその出自の記載がある。以下に水野家の記事を抄出する。

弘化4年

「高47石2斗5升

　一戸狩村真宗寺旦那 庄屋　水野惣蔵　未32
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　　同　　是ハ愛宕町（飯山城下）牧野庄右衛門娘　　女房　26

　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同人　母　47

　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同人　祖母　73

　　同　　　　　　　　　　　　　　　　　　同人弟長之丞　26　　　」

嘉永6年

「高47石2斗5升

　一浄土真宗真宗寺旦那　　　　　　　　　　　　　水野惣蔵　丑38

　　右同断　是ハ愛宕町（飯山城下）牧野庄右衛門娘　女房　丑32

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　同人　母　丑53

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　同人弟長之丞　丑32

　　右同断　記者北条村孫右衛門娘　　　　　　　　　女房　丑21

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　長之丞娘よね　丑3　　　　」

慶応3年

「高47石2斗5升

　一浄土真宗真宗寺旦那　　　　　　　　　　　　　　水野小右衛門　卯52

　　右同断　是ハ愛宕町（飯山城下）牧野庄右衛門娘　女房　卯46

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　同人　母　卯67

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　同人弟弥八良　卯46

　　右同断　是ハ北条村孫右衛門娘　　　　　　　　　女房　卯35

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　弥八郎娘よね　卯17

　　右同断　　　　　　　　　　　　　　　　同人娘　さく　卯13　　　」

（6）争論・訴訟

水論、林境論、伝馬役疎略一件、借用金出入、山絵図三方一件などである。

五荷村戸長・用掛

年代：明治4（1871）年～同41（1908）年

数　　　■：164点

構造と内容：

　水野家が勤めた近代の公職は、明治6年五荷村戸長、翌7年用掛、同13年公立得新学校学務委員、同

19年地主惣代、同23年五荷組人民惣代、同28年高源院信徒総代、五荷神社氏子総代、同29年五荷組長

などである。したがってこのサブグループは、以上の公職に関わって送受されたいわば公的文書が対

象である。

　近代における五二村の変遷は、明治5年4月編成の戸籍区では70区（全10か村）に所属した。大区・

小区制の再編成に長野県は手間取り、同7年7月に移行、五荷村は北第28大区3小区、同9年7月豊田村
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（小境・下柳沢・五束・堀之内・北条・瀬木・蕨野の計8か村合併）となる。同11年7月の郡区町村編

成法・府県会規則・地方税規則のいわゆる3新法の公布に伴い、翌12年1月水内郡の2分により下水内

郡に属すことになる。同21年の町村制施行に伴い、翌22年4月常郷（トキサト）村との合併により太田村、

昭和31年9月飯山市に編入、現在に至る。

　このサブグループは、（1）村政、（2）土地、（3）租税で構成されている。

（1）村　政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　村政は、布告・布達、告示、三三と諸規則、村費、住民名簿、戸籍、諸願・諸届、争論、

普請、無尽、学校、寺社に編成した。

　村費は、明治16年～18年間の出張諸費勘定書類綴、水野忠四郎東京出張の際の仕切、大坪村との事

件入費割は金額（52円余）のみの記載で詳細不明である。住民名簿は、明治7・8年の布令・通達類回

達受晶晶、諸願・晶晶は、地所分裂、官有地払下、有租地組替、廃嫡などの願書の他、蕨野村村用掛

入札結果、年齢、水車稼人、変死、墓地管理者などの届である。また明治33年水野惣蔵酒類製造納税

保証書がある。同35年度下水内郡農会事業決議・経費収入予算書（恥0159）があるが、同門は同32年

農会法公布により各町村農会や郡農会が勧業会を基に、農業技術の改良普及と生産向上を目的に結成

されたもので、この35年度から物産品評会を開催している。無尽は、明治6・10年の「旧御領主様御

無尽講」高論証文である。学校では、水野家が学務委員を務めた小学公立三新学校の出納簿、教職

員・生徒出席簿、学事年報調などがある。他に二郷・太田高等部開校式関係書類があるのは、恐らく

臨時で水野家が開校式会計員として関わったものであろう。この書類は諸経費の請求及び領収証で、

内容は時計代、国旗・式次第印刷代、草履、人力車、菓子、ビール、蝋燭、郵便切手、煙火、アーチ

設置などの費用である。また御祝儀袋まであり、「御真影拝載式両学校開校式費用受払帳」の記事と

領収証が符合する。因みに「角力請負金請取」があったり、時計は東京尾張町2丁目に明治12年創設

された時計・貴金属店「天賞堂」から購入しているなど興味深い。寺社は、取調書や村社普請金、善

光寺夜灯奉加覚・大勧進万善堂再建名簿の他、諸藩神祇官宣教掛書上がある。

（2）土　地

　土地は、地租改正、台帳、地価、開墾、変換・誤謬・脱落、絵図・地図に編成した。

　地租改正は施行規則写、台帳は地順収穫調帳、現地目丁番取調帳、畦畔取調帳など、地価は地価金

明細録、地価修正調査評定人の契約書など、変換・誤謬・脱落は願書や取調帳と関連絵図帳、絵図・

地図は切絵図、野取図、地籍図などである。

（3）租税

これは、検見と地租で、田方検見帳と賦課四割簿、地租帳簿記載訂正願など。
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水野家

年　　　代：天和元（1681）年～昭和21（1946）年

数量：1，724点
構造と内容：

　このサブグループは、水野家の私的な活動に関わって送受された文書で、（1）経営、（2）家政、（3）

家計、（4）記録・学芸で構成されている。経営は土地集積を基盤とした地主・貸金経営が主で、土地

金融証文や関連した帳簿類、また地主経営の拡大に伴う小作証文や帳簿類、本文書群で最も点数が多

いことを指摘しておこう。他に酒造と養蚕経営も行っている。家政では、御賞や被下物、冠婚葬祭、

普請関係、家計では諸帳簿の他、諸種の仕切が主である。

（1）経　営

　経営は、家産、下下・諸掛、租税・地方税、土地金融証文、小作地、酒造、養蚕、真宗寺真正講長、

無尽に編成した。

　家産はさらに所持地、家財、譲渡・寄進に編成し、所持地では持地や買入証文高の明細や改、所有

越石弓、山林伐採承認や届、持地反別地価覚留などの帳簿類、家財では籾、金銀、絹布目録や家財改、

譲渡・寄進では延享2（1745）年檀家寺高二院へ田地寄進証文などである。

　貢祖・諸掛は、年貢丁掛（含越石）覚の他、水野家が請取った年貢・高掛金目録や仕切など、租

税・地方税はその請取通である。

　量的に最も多い土地金融証文（590点余）は、土地証文（400点余）、金子借用証文（190点余）、質

入（1点）とに分けた。まず土地証文であるが、個々の証文が水野家に伝来したのはいかなる理由に

起因するか、即ち存在の意義に重点を置き、これを水野家宛（310点余）、水野家差出（30点余）、水

野家証人・請人（7点）の3区分した。水野家宛は、宝永3（1706）年を初見に明治26（1893）年まで

で、化政期以降に集中している。目録上での配列は編年順としたが、添証文の場合は上記存在意義に

視点を据えてその年代で配列した。その例を「（田地永質証文井二二証文）」（Nα0755、口絵写真2）で

見てみよう。

「門門証文之事」＝宝暦10（1760）年、五田村地主孫左衛門「名所なゑき」田地（高2石7斗5升4合）

　　　　　　　　金15両3年季→北條村孫右衛門

（添証文）

①寛政11（1799）年、北條村譲り主孫市→五町村作右衛門（譲渡）

②文化8（1811）年、五荷村譲り主久吉→北条三七郎右衛門（返上）

③文化14（1817）年、北条村七郎右衛門→五荷村（水野）惣蔵（譲渡）

添証文3枚は順次三二、①を糊継した裏に孫市の割印が3か所据えてある。以上のような変遷をたど

り最終的に水野家に伝来することになったので、このこのような場合は文化14年に配列した。証文の
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包紙や本紙の端裏書などの記事については、重要な情報に限って注記した。例をあげれば、明治12年

「地所（畑）質地証券」（NdO691）に朱書で「本証書ノ金額返済二付公証取消ヲ願出ルニ依リ明治廿二

年五月目日公証簿ノ記入ヲ取消ス者也（朱印）」とある。また、証文本紙を墨書で穆がけに「×」を

記しているのもあり、これは「墨消」とした。水野家宛証文の地主は五箇村同様外様組下の油桐の者

達で、飯山城下地主はわずか2件、明治以降に高井磁針田村（現飯田市）・関沢村（現飯山市）、下高

井郡高野村（前同）・瑞穂村（前壷・野沢温泉村）が散見される。水野家差出は享保5（1720）年を

初見に明治6（1873）年までで、宛所は五荷村同様外様組下の村々で、他領域では水内郡水沢村・桑

名川村、高井郡柏尾村に限られる。土地証文は上記の他、質地貸与（2点）、貸金請取（1点）、帳簿

（2点）、その他に分けた。帳簿は享保2（1717）年～延享4（1747）年、安永8（1779）年～文化8

（1811）年まで「（田畑売買覚帳）」「（田畑譲渡証文控）」である。その他は、土地証文で水野家以外の

他家同士で交わされたもので水野家との関係が明確でないものや作成、宛所がない下書や雛形類であ

るが、水野家に関わって地券預証などを含む。

　次に金子借用証文（130点余）も前記土地証文同様に水野日豊（90点余）、水野家差出（35点余）、

水野家証人・請人（5点）、他家弁済（2点）とした他、貸金請取、帳簿、その他と分けた。水野愚痴

は貞享2（1685）年～大正4（1915）年までで、借用主は五荷村を含めた外様組下の他、飯山城下豊

町・愛宕町、山之内運営井村、川辺組神代村、他領では水内郡柳新田村・桑名川村、高井毒針田村・

小見村（いずれも幕府領）、他に埴科郡東寺尾村（松代並判）、明治以降は水内野水沢村、下水内郡岡

山村、高井郡関沢村、下高井郡高野村（いずれも現飯山市）、豊郷村（現野沢温泉村）などの者達で、

無尽金、酒造鑑札諸道具、金屏風などを引当にしている場合も散見される。またここには飯山藩士借

用証文10点余も含めた。水野家差出は文政4（1821）年以降で、宛所は外様組下以外では飯山城下豊

町藤屋銀助（呉服古着行司）・愛宕町和泉屋庄右衛門（紙行司力）、水内郡水沢村・上野新田・桑名

川村（いずれも幕府領）・上野村（松代下押）、高井郡坪山村（幕府領）などで、墨消（含印判部分）

や印判の切取・焼消などの処理がされているのが多い。帳簿では時貸・時借覚帳や臨時信用貸金帳、

利足金の拍や取附、借用金領収書綴などである。時貸帳簿は集計がないので、内容分析しないとその

実態把握ができないが、天保13（1842）年以降の「利銀取附帳」（Nα0334）で差引集計記事がある分

を掲げると、天保13年175両余、同14年181両余、同15年174両余、弘化2年188両余、同3年178両余、

嘉永2年225両1貫900文余、同4年221両8貫文余の利益をあげていることがわかる。その他は水野家以

外の他家同士の証文、雛形など。

　小作地は、小作地、小作証文、小作帳簿、小作籾、水野家小作、絵図、その他に編成した。小作地

は、文政元（1818）年以降の小作籾取立、小作金取立、小作籾改、昭和21（1946）年度「小作料全納

受入帳」などの帳簿類である。天保6（1835）年小作入上宿帳（恥0286－21）によると、村雨小作人は

大坪村（含枝郷飛沢・深沢）23人、戸狩村2人、下今井村（含横川・川表（面）新田）36人、曽根村4

人、蕨野村5人、瀬木村5人目北条村3人、五東村2人、五荷村26人、小作籾合計で443俵余（1俵北信濃

平均の5斗5升で計算）になる。これらの帳簿で嘉永3（1850）年から見出しが付けられるようになり、

同6年の見出しは古滞、取立俵数、蔵入籾、当村年貢、下今井年貢、大坪年貢、籾時貸、越石夫銭で、
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以後この見出しが踏襲される。小作証文は化政期以降64点で、小作人は大坪・下今井・蕨野・瀬木、

戸狩村の近隣でとりわけ下今井村の者が多い。

　次に酒造であるが、水野家が関わるのは嘉永2年4月に堀之内村藤左衛門から酒造米65石の鑑札（同

村百姓又兵衛名義）を礼金45両で譲り請け（NQ　1069）るのが初見である。その後、同7年10月にこの

鑑札を堀之内村達次郎へ1か年礼金4両2分で6か年貸与する。安政2（1855）年「酒蔵（ママ）御鑑札譲

請御礼配物控」（0223）によれば、嘉永2年譲渡を受けた鑑札を水野家に譲渡されている。その他は明

治2（1869）年「普請当用書類」（Nα1212）の袋入一括が主で、酒造に不可欠な諸道具の製造に伴って、

桶子・材木などの見積や仕切、代金請取などである。

　養蚕は明治3（1870）年「養蚕諸雑用帳」1冊であるが、これによれば水野家他3名組合で、諸費用

差引残金131両余、この内120両を4人で割、1人30両宛が純益のようである。

　真宗寺真正講長は、戸狩村真宗寺が主宰する温品を水野家が勤め（初見は明治43（1910）年）てい

る。ほとんどが年賦金借用証である。

　無尽については、断片的な文書（掛金の請取や通）も多いことからその実態を十分に検討するに至

っていない。ここに編成したのは藩営以外と水野家が関わった無尽で、まず特定名称をあげると、修

理講（初見年代嘉永4（1851）年、以下同）、融通講（安政6（1859）年）、六親講（慶応元（1865）年）、

融済講（前同）、寄鼠講（年欠）、県社講（明治18（1885）年）、飯山おかず無尽（明治18年）、諏訪講

（明治22（1889）年）などである。融通講は発起人柏尾村山右衛門、世話人は戸狩村真宗寺、六親講

は発起人中條周輔、佐兵衛、融済講は六人発起、世話人大坪村順慶寺、諏訪講は五直立組発起となっ

ている。寺が講元となっているのは忠見寺（文化11（1814）年）、妙林寺（蕨野村真宗寺末、天保14

（1843）年）、沁沁寺（大坪村、慶応元（1865）年）、宗泉寺（瀬木村、明治13（1880）年）、安楽寺

（山之内組静間村、明治37（1904）年）など。個人の講元は、北条村幸右衛門（天明8（1788）年）、

尾崎村邑太夫（文化7（1810）年）、五荷村水野惣蔵（文化9年）、大坪村清三郎（文政3（1820）年）、

升多屋又左衛門（文久元（1861）年）、戸隠新田政右衛門（文久2年）、中曽根村長左衛門（元治2

（1865）年）、下今井村小三郎（慶応元年）、戸隠新田喜左衛門（慶応4（1868）年）、永江村長右衛門

（明治2年）、顔戸村言忌（明治6（1873）年）、柏尾村川久保源左衛門（明治11（1878）年）、また無尽

問屋として下今井村甚兵衛（安政6（1859）年）などがいる。

（2）家　政

　家政は、相続、献上、御賞、被下物、吉凶、病気・出産、旅行・湯治、交際、訴訟、家作・普請、

盗難、日記・雑記、書状、その他に編成した。

　相続は水野忠四郎死去（明治25（1892）年12月9日）に伴って「さく」が相続する際の印鑑証明と

相続証明願書拍である。

　被下物は天保12年以降、金子や帷子、料紙箱などを拝領している。水野家が藩営無尽の世話方とし

て関わったことが判明する。

　吉凶は、吉凶（いずれか不明）、祝儀・縁組、葬儀・法事に分けた。吉凶の「吉凶諸事見舞物出方
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控」は安政5（1858）年～明治18（1885）年に至る、出火・洪水・普請見舞、婚礼祝儀、饒別、寺遠

忌・法会奉加、法事香典など詳細な記事で、水野家の交際の範囲とその実態を知ることができる。祝

儀・縁組は、改名、二二御免、苗字帯刀御免、戸長就任、拝領物などに関わる祝儀帳の他、縁組や婚

礼に関わる持参田地証文や諸入用、祝儀受納、料理献立などの帳簿類、また離別示談に関わるものも

ある。葬儀・法事は明治以降（昭和21（1946）年まで）の法要帳・香彙帳が主である。

　病気・出産は見舞受納帳の他、医薬調・拍帳もある。

　旅行・湯治は、饒別、進物受納、土産配物の他、明治36（1903）年大阪で開催された「第5回内国

勧業博覧会観覧旅行入費覚」（費用総額約60円）がある。

　家作・普請は、屋根・納屋・土蔵・文庫倉・酒造蔵などの普請帳簿や部材代金勘定類である。

　書状は、そのほとんどが明治期で、差出人の五十音順に、同一人は編年順に配列した。なお発信先

は差出人名あとの（）内に示した。

　その他は、水野家以外の他家同士が交わしたもので、水野家に存在する理由が確定できなかったも

のである。

③家計
　家計は、扶持、作物取入、帳簿、買物、小遣帳簿、代金勘定・請取、通帳に編成した。

　扶持は、天保9（1838）年「御扶持米頂戴覚帳」（恥0265）1冊で、これによれば御三三方壱人扶持

は、一ケ月大月玄米1斗5升、小月1斗4升5合を一日5合宛が基準、水野家は3人扶持で同年から明治3年

までの勘定記録である。

　帳簿は化政期以降の金銭出入、諸職人日雇などの帳簿類である。明治29（1896）年度農業収支決算

（NoO302）・によると、自作田畑1町7反7畝、収穫物産収入360円余、支出183円余、差引176円余、以後

差引額は翌30年度199円余、31年度111円余、32年度89円余、33年度67円余、34年度30円余、35年度16

円余と大幅に減少している。

　代金勘定・請取は、明治以降で二品買入の際の勘定・請取や仕切類で、品物により取引先が一定し

ていることがわかる。通帳は明治20（1887）年までのもの。

（4）記録・学芸

　「（水野家印譜）」は8個押印されていて、「水野氏蔵書記」があるも本文書群に蔵書そのものやその

目録などがなく実態は不明である。

水野家文書中の混在文書

年　　代：元和4（1618）年～昭和31（1956）年

数量：124点
構造と内容：

　水野家文書は、受入経緯で記したように古書店より購入したもので、近隣も含めて21以上に及ぶ他
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地域の混在文書が判明した。史料館の混在文書の扱いは、館収蔵文書群に属する場合はそれぞれの文

書目録に追加しているが、新出の場合は「水野家混在文書」として別途保管し、目録化して公開する

ことは後日を期していた。しかし、かかる処理では公開がなかなか進展しないので、近年の新出混在

文書として目録化する傾向を尊重し、本目録末尾に収載した。但し、一地域を除くと点数は1～7点で

極めて少なく、出所を確定することができないので、その地名を見出しとし、旧国あるいは府県を基

準に北から順に、末尾に所属不明を配列した。以下にその概要を記す。

陸奥国河沼郡代田村（ムツノクニカワヌマグンヨダムラ）　1点

　同村は会津地方中部、会津盆地東部潤（セセナギ）川東岸に位置し、会津藩領代田組に属し、村高は

「天保郷帳」732石余、「旧高旧領取調帳」410石下である。若松県を経て明治9（1876）年福島県に所

属、同22年堂島村、昭和32（1957）年河東村、同53（1978）年河東町の大字として現在に至る。享保

13（1728）年山野論見分に関する1点で、原本は塩川組耶麻郡入倉村鈴木五市氏所蔵を明治16（1883）

年に写した代田村大竹芳馬家文書の一部と推定される。

下野国安蘇郡船津川村（シモツケノクニアソグンフナツガワムラ）　1点

　同村は渡良瀬川左岸沿いに長く延びた微高地に位置し、天保年間は6給、村高は「天保郷帳」1，806

石余、明治4（1871）年栃木県に所属、同22（1889）年植野村、昭和18（1943）年から佐野市の大字

として現在に至る。天保11（1840）年「穐成乳年貢取立帳（椿田組）」1点。

新潟県中頸城郡寺野村（ナカクビキグンテラノムラ）　1点

　同村は関川支流大熊川流域に位置し、明治22（1889）年久々野・猿供養寺・東山寺・大池新田・機

織村が合併して成立、昭和31（1956）年板倉村、同33年板倉町の大字として現在に至る。昭和25

（1950）～31年「自転車荷車登録台帳」1点。

新潟県中頸城郡板倉村（ナカクビキグンイタクラムラ）　4点

　同村は関川支流大熊川・別所流域に位置し、明治22（1889）三針村・関根村・横町村・下田屋村・

上中島新田・南中島村・小石原村・下米沢村が合併して成立、明治34（1901）年豊原村・根越村・箕

冠村、昭和31（1956）年寺野村を合併、同33年板倉町の大字として現在に至る。昭和3（1928）年と

同23（1948）～29年の間の板倉村「役場出勤簿」4冊で、『板倉町史　資料編』（平成15（2003）年、

板倉町発行）を参照し、町長、助役名から年代を推定した。

新潟県中頸城郡斐二村（ナカクビキグンヒダムラ）　2点

　同村は矢代川左岸に位置し、明治22（1889）年飛田村・飛田新田・岡崎新田村・十日市村・乙吉

村・籠町村・神宮寺村・宮内村・雪森村・青田村・稲荷村が合併して成立、明治34（1901）年西郷村

を合併し、昭和29（1954）年新井市の大字として現在（飛田）に至る。昭和15（1940）～21年の間の
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斐太村「役場出勤簿」2冊で、『新潟県市町村合併史　下巻』（昭和37（1962）年、新潟県自治行政会

発行）を参照して年代を推定した。但し、この2冊の出勤簿は、村長齋藤七三、助役長谷川定司、収

入役小林源治であるが、上記『合併史』によると、斐田村8代村長佐藤七三、10代村長小林源治であ

ることを根拠に村名を確定した（佐藤は齋藤の誤植（正誤表なし）カ）。

新潟県中頸城郡水上村（ナカクビキグンミナカミムラ）　1点

　同村は関川中流右岸の河岸段丘に位置し、明治22（1889）年吉木村・北条村・西条村・上新保村・

川上村・光明寺新田・吉木新田が合併して成立、昭和29（1954）年新井市の大字として現在に至る。

明治45（1912）年～大正12（1923）年「伝染病患者報告綴」1点。

新潟県中頸城郡大鹿村（ナカクビキグンオオジカムラ）　7点

　同村は妙高山東麓、関川右岸に位置し、明治12（1879）年から中頸城に所属、明治30（1897）年妙

高村の大字として現在に至る。明治22（1889）年市町村制施行による大鹿村役場、明治43（1910）・

44年大鹿村戸籍役場書類等7点。

新潟県中頸城郡府殿村（ナカクビキグンフドノムラ）　1点

　同村は飯田川支流猿俣川右岸に位置し、明治12（1879）年から中頸城郡に所属、同22（1889）年東

頸城郡川辺村、同34（1901）年牧村の大字として現在に至る。明治18（1885）～20年「地所売買譲渡

公証割印簿（同村戸長役場）」1点。

信濃国水内郡顔戸村（シナノノクニミノチグンゴウドムラ）　88点

　同村は外様平中央部の平野に位置し、慶長5（1600）年森忠政領、同8年から飯山藩領（享保2

（1717）～9年幕領）となり、五郷村同様支配区分では外様組に属した。村高は「元禄郷帳」324石余、

「天保郷帳」「旧高旧領取調帳」462下貼である。明治4（1871）干飯山県を経て長野県に所属、同9年

尾崎村と合併し寿（コトブキ）村、同12年下水内郡に属し、同22年外様村、昭和29（1954）年から飯山

市の大字として現在に至る。

　混在文書中では最も量が多く、写しではあるが慶安5（1652）年の検地帳を初見に、村明細、宗門

人別帳、流地証文、金子借用証文等、大正9（1920）年に至る文書群である。特にまとまっているの

は、嘉永6（1853）年の水論文書で、その発端は藩が網戸と小手村三組の間に入り、顔戸村から小境

町三組がもらい水をしたことを水下村々が不服としたことにある。弘化4（1847）年の善光寺地震の

後遺症で、桂ケ池や中古池の水位低下が深刻な問題であった。化政期以降明治4（1871）年まで「顔

戸村庄屋仙左衛門」「顔戸村足立万蔵」、明治7年以降「顔戸村用掛足立継造」が頻出することは、出

所情報の手がかりとなろう。
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長野県下水内郡一山村（シモミノチグンイチヤマムラ）　1点

　同村は千曲川左岸、関田山脈東麓に位置し、明治9（1876）年下自村・上境村・温井（ヌクイ）村の3

か村が合併して成立（水内郡）、同12年に下水内郡に属し、同18年照岡村と連合戸長役場開設、同22

年岡山村、昭和31（1956）年から飯山市の大字として現在に至る。明治14（1881）年「学齢人名調」

1点。

信濃国高井郡米持村（シナノノクニタカイグンヨナモチムラ）　4点

　同村は百々（ドド）川と鮎川に挟まれた扇央部に位置し、慶長5（1600）年森忠政領、同8年松平忠

輝領、同19年旗本小笠原忠知領、寛永8（1631）年幕領、寛文元（1661）年甲府藩領、元禄14（1701）

年以降国領である。村高は「元禄郷帳」290石盛、「天保郷帳」「旧高旧領取調帳」296コ口である。明

治元（1868）年伊那県、同3年中野県、同4年長野県に所属、同12年上高井郡に属し、同22年井上村、

昭和30（1955）年から須坂市の大字として現在に至る。宗門人別帳、中馬、市川通普請関係の4点で、

全て「米持村名主成田権蔵」が関与した文書である。

長野県下高井郡往郷村（シモタカイグンオウゴウムラ）　1点

　同村は馬曲（マグセ）川扇状地に位置し、明治9（1876）年計見・計見新田・市之割・高石・庚新

田・平沢・馬曲・南鴨ケ原の8か村が合併して成立（高井郡）、同12年下高井郡に属し、昭和30（1955）

年木島平村の大字として現在に至る。明治12年「地腹帳」1点で、「旧計見新田村竹内治太夫用」とあ

る。

信濃国佐久郡矢島村（シナノノクニサクグンヤシマムラ）　1点

　同村は布施川支流の中沢川流域に位置し、はじめ小諸藩領、元和8（1622）年徳川忠長領、寛永元

（1624）年小諸藩邸、慶安元（1648）年幕領、寛文元（1661）年甲府藩領、元禄14（1701）年幕領、

正徳元（1711）年からは岩村田藩領である。村高は「元禄郷帳」439石、「天保郷帳」「旧高旧領取調

帳」512石である。明治4（1871）年岩村田県を経て長野県に所属、同12年北佐久郡に属し、同22年南

御牧（ミナミミマキ）村、昭和30（1955）年から浅科（アサシナ）村の大字として現在に至る。元禄17（1704）

年「役高帳」1点。

美濃国厚見郡岐阜白木町（ミノノクニアツミグンギフシラキチョウ）　1点

　同町は近世では岐阜町の内のひとつで、明治22（1889）年岐阜市に所属し、町名として現在に至る。

同42年まで岐阜を冠称、昭和28（1953）年一部を松屋町・栄扇町に編入、同時に扇町の一部を編入。

明治5（1872）年「武官礼服布告写、人足一里賃銭書上」1点で、「岐阜白木町米屋安兵衛」とある。

伊勢国三重郡浜田村中組会所（イセノクニミエグンハマダムラムナカグミカイショ）　1点

　同村は三滝川と天白川に挟まれた下流域に位置し、はじめ幕領、享保9（1724）年大和国郡山藩領、
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享和元（1801）年から幕領（信楽代官所支配）である。村高は「元禄郷帳」1，911石高、「天保郷帳」

1，919石余、「旧説旧領取調帳」1，922石盤である。同村は東海道が通り、四日市町に隣接しているため、

一部は四日市の市街地につながり町場の景観を呈した。東海道筋を中心に町並みは南北に発展し、中

町・北町・南町と称した。幕末に南町は十七軒町・中組・南組に分かれ、中組会所が設けられる。同

村は明治4年（1871）安濃津（アノッ）県、同5年三重県に所属、同22年四日市町、同30年から四日市市

に編入。明治3年布令、布達、布告等写1点。

大阪府丹南郡丹比村（タンナングンタンピムラ）　1点

　同村は羽曳野丘陵西北辺、東除川中流域に位置し、明治22（1889）年多治井・河原城・野・樫山・

郡戸（コオズ）の5か村が合併して成立、同29年から南河内郡に所属、昭和31（1956）年南大阪町、

同32年多治井を美原（ミクラ）町に編入、同34年改称して市制施行し、羽曳野市となり大字として現在

に至る。明治12（1879）～31年「地目異動・異動地通知・共有地名簿・反当地価取調書類」1点。

和泉国日根郡上之郷村（イズミノクニヒネグンカミノゴウムラ）　1点

　同村は樫井川中流域に位置し、岸和田羊肉で、村高は「天保郷帳」1，826石余、「旧高旧領取調帳」

1，831石余である。明治14（1881）年大阪府に所属、同29年から泉南郡に属し、昭和29（1954）年泉

佐野市の大字として現在に至る。明治5（1872）年「地券御願書」1点。

兵庫県養父郡三宅村（ヤブグンミヤケムラ）　1点

　同村は八木川中流域に位置し、明治22（1889）年並宮村、昭和31（1956）年から関宮町の大字とし

て現在に至る。明治16（1883）年度「地方税家地価割税戸数割税三盛簿」1点。

兵庫県養父郡大谷村（ヤブグンオオタニムラ）　1点

　同村は八木川中流域に位置し、明治22（1889）画図宮村、昭和31（1956）年から関宮町の大字とし

て現在に至る。明治15（1882）年「山林原野公証台帳」1点。

兵庫県養父郡長野村（ヤブグンナガノムラ）　1点

　同村は建屋（舛ノヤ）川上流域に位置し、明治22（1889）年建屋村、昭和31（1956）年明神町、同32

年から養父町の大字として現在に至る。明治10（1877）年「現地反別一筆限明細帳」1点。

備後国御調郡向島東村（ビンゴノクニミツギグンムカイジマヒガシムラ）　1点

　同村は南北は海で、東は戸崎瀬戸を挟んで沼隈半島と相対する。広島山続で、村高は「天保郷帳」

1，281石余、「旧高旧領取調帳」1，230石台である。明治4（1871）年広島県に所属、昭和29（1954）年

越東（ムカイヒガシ）町、同43年尾道市の大字として現在に至る。弘化4（1847）年～明治4年「入質添証

文綴」1点。
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所属不明　9点

　この内、「裁縫教員出勤簿」「臨時雇出勤簿」は、前記混在文書の新潟県中頸城郡板倉村・斐太村両

村に関係するものと思われる。特に臨時雇出勤簿は両村の出勤簿と様式が同じであるがいずれか確定

できない。
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