
五荷村庄屋／支配／分帳限

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

五荷村庄屋／支配／刑罪限

御代替後改分限帳　五荷邑水野孝蔵　表紙朱書「ち号」　安政5年8月 横半半折・1冊　　　0011

触　書

御触書之写　深井伝之丞、吉松四郎左衛門、三ッ橋新五右 文化14年2月10日 半・1冊 0001
衛門　三々年寄庄屋中　表紙「□号」（朱書）、破損大

御廻状留　庄屋惣蔵 天保11年4月 横長美・1冊 0002

（蟻鯉顯欝灘翻離ザ噌霧羅日鱗 （天保12年）丑6月5日 横長美・1冊 0006－58

水内両親順道揺々村役中

（讐巌譲糖雛鵠灘勲爵人熱罰 ①～③（天保12年）丑
撃血獅Q3日

横長美・1冊 0006・57

田孫太夫、浅山仁兵衛　①②町在年寄庄屋中

（鷺懲懲欝購灘難雀
①（天保13年）寅12月4日、②③寅12月10日、

C天保12年12月

横長美・1冊 0006－59

孫弓矢　末尾「御代官様御宅帳付有之候を写」

（襯鱗欝欝蟹鞭難隻 ①②（天保12年）丑12
獅P8日

横長美・1綴 0006・56

衛①②町在年寄庄屋中

①（天保13年）寅4月17日、②寅5月、③寅3

獅P7日、④⑤寅6月16

横長美・1冊 0006－55

①～⑤中條次左衛門、広田孫太夫③鱗葉年寄庄屋中

（1擁霧鰭畠感謝二丁顯二間早速召 （天保13年）寅5月27日 折紙・1枚 0006・54

（（綿綿耀網燵欝笹塚唖蝉鍬荏畠 ①②（天保13年）寅7
獅Q日、③7月11日

横長美・1綴 0006－53

孫太夫、③小田淳左衛門　①在町年寄庄屋中、②村々庄
屋中

（『蠣制覇魏麓鶉癬算騒下熱嚢
①（天保13年）寅7月21日、②寅7月

横長美・1冊 0006－51

写）　①②中條次左衛門、広田孫太夫①②町在年寄庄
屋中

①（天保13年）寅7月
Q3日、②寅8月18日

横長美・1冊 0006－50

広田孫太夫、②小田淳左衛門

（澱欝欝三三二二　味触廻状写）　①②中條次左衛門、広田孫太夫 ①②（天保13年）寅8
獅P7日

横長美・1綴 0006－62

囎1籍鶉麟繕翻僻編盟属縷辞樵 （天保13年）寅10月29 横長美・1綴 0006－48
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五三富庄屋／支配／触書

町在年寄庄屋中

（御物成田送り船積可成丈見合可申感触廻状写）　中 （天保13年）寅11月9日 折紙・1枚 0006－49
條治左衛門、広田孫太夫

（難購岡岬欝犠講翻縫 （天保13年）寅11月21 横長美・1冊 0006－61

状写）　中條次左衛門、広田孫太夫

（御三納物不取締二三惣百姓共心町方申渡写）　月番よ
@り

（天保13年）寅12月 横長美・1冊 0006－64

（燦灘辮鞭遡顯羅響 ①（天保14年）卯正月
S日、②卯正月19日

竪紙・折紙・2枚 0006－47

触廻状写）　①年番組、②中條次左衛門、広田孫太矢
①御中間衆中

（幅面輪其犠画譜協熱嚥下三相達旨 （天保14年）卯正月23 横長美・1綴 0006－60

（（騰號灘纏雛撫禰糧次鶴 （天保14年）卯2月16日目

K2月17日
横長美・1綴 0006・46

二次左衛門、広田孫太夫、②中根十左衛門、鈴木半三郎
②庄屋中

（（灘餓簾灘繹韓繍礁 ①②③（天保14年）卯
R月15日

折紙・1枚 0006－44

助一郎、②中條次左衛門、広田孫太夫、③山本佐太夫、
藤沢八十右衛門

（讐灘藩四脚醗㍉灘i縫灘法的禦 ①（天保14年）卯3月
P6日、②卯3月17日

折紙・1枚 0006－45

廻状写）　①中條次左衛門、広田孫太夫、②仲林紋左衛

（騰餓灘響纒灘i綿綿 ①②（天保14年）卯3
獅Q0日

横長美・1綴 0006－43

夫②屯在年寄庄屋中

（r総懸灘顯鑛撫鍵監総灘券 ①（天保14年）卯4月7
冝A②卯4月9日、③卯

横長美・1綴 0006－42

触廻状写）　①中條次左衛門、広田孫太夫、②高野助一 4月

郎、③中條次左衛門、広田孫太夫③町在年寄庄屋中

（幽晦蔽楚人簸三三三二国犠二尉 （天保14年）卯4月20日 横長美・1綴 0006－37

広田孫太夫　町在年寄庄屋中

　　　　　　　　　　　　　　　　唱@　方様日光御社参無御滞還御平日之通相心得、②（（籍杣林を探りわる者追払之儀軌書写）①中條 ①（天保14年）卯4月
Q6日、②4月29日

折紙・1枚 0006－41

次左衛門、広田孫太夫、②高野助一郎　①町在年寄庄屋
中紙背（籾勘定書上覚）

（論難i幾魏灘樽丁丁i難陰 ①②（天保14年）卯4
獅Q9日

横長美・1綴 0006－33

田孫太夫

（町中者勿論国々在町共家作之儀触廻状写）　中條治 （天保14年）卯5月20日 横長美・1綴 0006－39
左衛門、広田孫太夫

（当宗門帳寺判触廻状写）　坪根林平、岡部藤五郎 6月12日 折紙・1枚 0006－38

（騰鷺単騎灘高高高高高高雛 （天保14年）卯6月12日 折紙・1枚 0006－31

写）　中條次左衛門、広田孫太夫　町在年寄庄屋中
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五荷村庄屋／支配／触書

（世上金銀融通無差支様取計旨触廻状写）　中條次左衛 （天保14年）卯6月22日 横長美・1綴 0006－40
門、広田孫太夫　町長年寄庄屋中

（向後武術師範之もの町人とも江其道を教授致候儀一 （天保14年）卯7月9日 横長美・1綴 0006－32
切無用たるべき旨、唐和明面心買政始触廻状写）
中條治左衛門、広田孫太夫

（言響欝織網謙纏礁箏社蓼磁 （天保14年）卯7月24日 折紙・1枚 0006－35

衛門、広田孫太夫　町在年寄庄屋中

（合力・止宿を乞う悪党等取締方、浪人体心者取締触 （天保14年）卯8月27日 横長美・1綴 0006・24
廻状写）　中條次左衛門、広田孫太夫

（天保14年）卯9月25日 横長美・1綴 0006－27

廻状写）　中條次左衛門、広田孫太夫

（螺墨熱血盃盤遣山実蝋上町嶋田屋 （天保14年）卯9月 折紙・1枚 0006－30

（魔i職欝要語麓灘墾饒i繋憾 （天保14年）卯閏9月20 折紙・1枚 0006－29

田印太夫

（瀦騰羅欝欝欝鰭震馨 （天保14年）卯10月14 折紙・1枚 0006－28

写）　高野助一郎

（繁蟹難解謂龍鑑懇願甥之　1難駿美 ①（天保14年）11月、
A卯11月19日

横長美・1綴 0006－26

衛門、広田孫太夫②町在年寄庄屋中

（御取締御触愚蒙最初相達再起堅可塑守旨触廻状写） （天保14年）卯12月8日 折紙・1枚 0006・25
中條次左衛門、広田孫太夫

①（天保15年）辰正月
P7日、②辰正月9日、
B正月、④辰正月6日

横長美・1綴 0006・23

一郎、②中條次左衛門、広田孫太夫、④中條次左衛門、
広田孫太夫

（鷺朧羅馨：騨騨雛奮 ①天保15年4月10日、
A4月9日、③2月晦日

横切継紙・横切紙・

ﾜ紙・1綴
0006－22

瀧之助、③高野助一郎②右村々庄屋中

（血糊融羅鶴軽四顯1駆之者会所画帳二 （天保15年）辰5月26日 折紙・1枚 0006－19

（水野越前守様御加判之列蜜蝋仰候間差合名心計廻状 （天保15年）辰7月朔日 横切紙・1枚 0006－21
写）　中條次左衛門、広田孫太夫

（鰹閣撒君平階灘無難講説鱒馨 （天保15年）辰9月17日 折紙・1枚 0006－18

年寄庄屋中

（跡部能登守様町御奉行被翁面感心差合名画触廻状写） （天保15年）辰10月23 横切継紙・1通 0006．13
仲条次左衛門、広田孫太夫 日

（一位様亮破竹付鳴物音曲殺生普請停止触廻状写）　中 （天保15年）辰11月16 横切継紙・1通 0006－16
條次左衛門、広田孫太夫 日

（阿蘭陀国使節渡来別状なき事、古金銀引替期限延引、 （天保15年）辰11月20 横長美・1綴 0006－14
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五出村庄屋／支配／触書

久須美佐渡守様御勘定奉行被蒙仰候間差合名改触廻 日

状写）　中條正左衛門、広田孫太夫

（唱潔斎僻鶉驕舗馳興り不及停止 （天保15年）辰11月29
卲

折紙・1枚 0006－15

（一位様丁丁二丁慎申候処被為解候問万事平日之通相心
ｾ可申送触廻状写）　中條次左衛門、広田孫太夫

（弘化元年）辰12月14 折紙・1枚 0006．11

（年号改元触廻状写）　中條次左衛門、広田孫太夫 （弘化元年）辰12月27 折紙・1枚 0006－12

（松平河内守様御改名被成候間差合名門触廻状写） （弘化2年）巳正月5日 折紙・1枚 0006－07
中條次左衛門、広田孫太矢

（犠繍曜麓醗用器講番於有之者急度鰭 （弘化2年置巳正月13日 折紙・1枚 0006－06

（無糖魏翻繍黙轍霞螺騰守簾縷 （弘化2年）巳正月19日 折紙・1枚 0006－03

衛門、広田孫太夫

（適確蠕購編懇熱熱糊付鴇辮 （弘化2年）巳2月朔日 折紙・1枚 0006－04

郎

（燃錨繭瀦’下灘請二丁下思作 （弘化2年）巳2月19日 折紙・1枚 0006－08

（御祈願所大輪院諸堂大破普請勧化暫見合触廻状写） （弘化2年）巳2月23日 折紙・1枚 0006－05
中條次左衛門、広田孫太夫　町在年寄庄屋中

（諸色直段引上ケ等好曲不正之商ひ厳重之可及沙汰旨 弘化2年3月28日 横長美・1綴 0006－10
触廻状写）　中條次左衛門、広田孫太夫町在年寄庄屋

（（灘黙黙鰍灘縣
①（弘化2年）巳4月19 折紙・1枚 0006－09

孫太夫

（脇坂淡路二様今般寺社御奉行被蒙仰候間差合名門触
��ﾊ）　中條治左衛門、広田孫太夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　町在年寄庄屋中

（弘化2年）巳6月8日 折紙・1枚 0006－02

（穰耀灘鹸礫鶴藏野瀬胸鱒離髪 弘化2年8月21日 横長美・1冊 0006－63－13

衛門、広田孫太夫　年寄庄屋中

（蝉騒i誤盟潔癖膠趨躍1豊ri罐灘 （弘化2年）巳8月26日 横長美・1綴 0006－63－16

衛門、広田孫太夫　町在年寄庄屋中

（浅草幡二院本堂方丈向消失二付再建為助成勧化御免呼
��ﾊ）　中條中左衛門、広田孫太夫

（弘化2年）巳10月13日 折紙・1枚 0006－63－15

（古金銀引替、後藤三右衛門御仕置二付代役触廻状写） （弘化2年）巳10月22日 横長美・1綴 0006・63・14

中條次左衛門、広田孫太夫

（甲州南明寺東照宮様御宮殿再建助成御免勧化触廻状 （弘化3年正月） 折紙・1枚 0006－63－5

写）　広田孫太夫

（下野国無宿石松人相書廻状写）　中條次左衛門、広田 （弘化3年）午3月16日 横長美・1綴 00Q6－01

孫太夫　町在年寄庄屋中

（屋敷・寺院等二おみて中間・小者博突致風聞有之、入
O相改可申付旨触廻状写）　　　　　　　　　　　　　　中條次左衛門、広田孫太

@夫
（弘化3年）午5月25日 折紙・1枚 0006・63－8

（神事祭礼花美之催停止触廻状写）　中條次左衛門、広 （弘化3年）午閏5月13 折紙・1枚 0006－63－7
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五荷村庄屋／支配／触書

田孫太夫　在町年寄庄屋中 日

（御男子様御出生乙次郎様与御名野遊候二型改名触写） （弘化3年）午7月26日 折紙・1枚 0006－63－10
高野助一郎

（（雛糊1護i繕藻琴僻三州岬町広盟 （弘化3年）午12月27日 折紙・1枚 0006－63・4

太夫、②高野助一郎

御廻状写帳 弘化4年正月 横長美・1冊 0003

御触御用拍帳 嘉永2年正月ヨリ 横長美・1冊 0004

人相書写（武州田中村無宿岩五郎他20名） 嘉永2年9月23日 半・1冊 0007

御廻状拍帳 嘉永4年正月 横長美・1冊 0005

（去ル十三日於京都被仰出候上意之写） （慶応3年力） 横長美・1綴 0008

（家作取直、諸国出稼・廻国修行・出家人扱之儀触書 6月 横長美・1綴 0006－36
写）

（諸国俳幽幽浪人体之者取締触写） 7月 折紙・1枚 0006－63－11

（殿様御参勤御帰城之節御道中置土致間平平触廻状写） 9月15日 折紙・1枚 0006－63－12
御盛奉行南条村庄屋中

御用金

（御用金借用証文引渡一札）　大坪村清三郎　五荷村惣 文政5年4月 竪紙・折封・1枚 1058
蔵殿

（御用金預り証文写）　松原勝太夫他4名　五三三宗蔵殿 文政5年5月 竪紙・折封・1枚 1059
奥裏書あり

大福差引帳（飯山御用金）　水野惣蔵 文政5年～明治7年 横長美・1冊 0271

御殿様御冥賀金割井々へ出シ覚帳 文政7年8月14日 横長美・1冊 0093

（叢論潮上擁顯村甲西方御取調御用途金二付口達 天保13年7月 半・1冊 0094

腰爾崖轟纏纏藷寧焼失醐御胎江戸地 弘化3年10月～元治2年 横長美・1冊 0095

御用金御割戻関係書類　袋ウワ書「嘉永三戌十二月ヨリ 袋・1枚 1190
御用金御割戻帳入　当組合惣代水野惣蔵」

平年御用金当寅御割戻請印帳　五荷村庄屋惣蔵、惣代 天保13年12月 横長美・1冊 1190－01
北条村庄屋孫右衛門　貼紙多し

血鯛籔観羅聾潔離熊驚羅五ケ年賦 （嘉永4年） 横長美・1冊 1190－02

①叢叢熱論袈纏鎌灘 ②嘉永4年12月25日 折紙・横長美・1冊 1190－03

五ケ年群群用金当子御割戻帳　瀬木村庄屋小右衛門他 嘉永5年12月， 横長美・1冊 1190－04
8力村庄屋

御用金当丑御利足御請印帳　九ケ村罪代水野惣蔵 嘉永7年12月27日 横長美・1冊 1190・05

①五ケ年賦去丑等分御請帳、②同十二月御皆済御請　印帳　①九ケ村惣代水野惣蔵、②瀬木村庄屋五右衛門 ①嘉永7年7月26日、②安政元年12月

横長美・1冊 1190．06

他8力村庄屋②水野惣蔵殿
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五荷村庄屋／支配／御用金

覚（村別割戻金証文数及金額） 横切継紙・1通 1190－07

五ケ年賦御用金御皆済御請書 折紙・1枚 1190－08

覚（御用金利足勘定） 折紙・1綴（4枚） 1190－09

（殉難御用金外様割戻勘定） 寅7月 横切継紙・1通 1190－10

（小境新田長右衛門他3力村3名元利勘定） 折紙・1枚 1190－11

（村寺御酒料勘定書）　当年帯下外様庄屋中様 戌3月15日 折紙・1枚 1190－12

（御用増金百五拾両預り証文）　嶋津金四郎水野小右 安政6年9月 横切紙・1枚 0819
衛門殿

嘉永七越年御頼金十二月迄御利足勘定書類 袋・1枚 1191

覚（利足勘定）、曽根・下之二分添付 （嘉永7年） 横長美・横切紙・1 1191－1
冊・1枚

（騨麟艦1講灘購努 安政6年12月27日 横長美・1冊 1191－2

（縮縫i欝1警講酷轟欝村庄屋七右 万延元年12月 横長美・横切紙・1

禔E1枚
1唯91－3

覚（五ケ年賦御割戻金去一年二二手形二面請取） 弘化3年3月 横切紙・1枚 1191－4－1

堀之内村又兵衛　五野村水野惣蔵様　4・1～6紙繕一括

覚（去巳御割戻金請取）　下之井村藤左衛門　水野惣 弘化3年4月27日 横切紙・1枚 1191－4－2
蔵殿

覚（去巳御出戻売代金請取）　温井村惣山善兵衛水 弘化3年5月8日 横切紙・1枚 1191－4－3

野惣蔵殿

覚（御手形籾売渡代金請取）　戸狩新田権左衛門　堀 天保12年4月 竪紙・1枚 1191－4－4
之内村与助殿

覚（又兵衛名前御手形籾売渡代金請取）　堀之内村 天保12年5月6日 横切継紙・1通 1191－4－5

又兵衛　当村与助殿

覚（堀之内三又兵衛品名酒造鑑札引当金子三拾両借 天保15年4月 横切紙・1枚 1191－4－6

用手形控）　五荷村惣蔵堀之内村藤左衛門殿

（御改革御用意金千七百五拾両預証文）　大久保七郎兵 文久3年12月 竪紙・折封・1枚 0440
二三4名　水野小右衛門殿　裏奥印あり

御家二二祝儀献金二付御紋付御盃弐幅対御懸物拝領御 慶応3年 横長美・1冊 0264
礼配物覚

（御用金百五拾両預証文）　物集女大属他3名　水野小右 明治4年正月 竪紙・二二・1枚 0455
衛門殿裏奥印あり

（御用金七百両預証文）　物集女大剛他3名　水野弥八郎 明治4年正月 竪紙・折封・1枚 0436
殿　裏奥印あり

（御用金百五拾両預証文）　物集女大属他3名　水野小右 明治4年正月 竪紙・二二・1枚 0438
衛門殿裏奥印あり

（御用金三百両預証文）　物集女大属他3名　水野弥八郎 明治4年正月 竪紙・折封・1枚 0439
殿　裏奥印あり

御用達金明細書上・元飯山三管下五荷村水野弥八郎　長 明治4年12月 半・1冊 0268
野県御役所

覚（明治四年元飯山県庁御用達金御返憎憎利足御約定 明治4年12月 竪紙・1枚 1060
書上写）　元飯山県管下浅野村嶋津正左衛門、飯山町嶋
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津金四郎長野県御役所

御三書写（御用金預証文）　水野弥八郎 明治4年 半・1冊 0269

（弘化度震災御用達金以降利足返済約定書上） （明治4年） 竪紙・1枚 1061

（元飯山蒲江御用達金明細控） 明治4年 半・1冊 0270－1

（元飯山三江御用達金明細控） 明治4年 半・1冊 0270・2

御下ケ金

（金五拾壱両壱分弐朱拝借証文）　本多豊後守領分信州 文政2年4月 竪継紙・1通 0981
水内郡大坪村拝借人庄屋清三郎、親類市左衛門、五荷鞍
証人惣蔵　栗田御殿御役人衆中、米川左京殿、関因幡殿
奥書あり　市左衛門・惣蔵印切取

（金五両拝借証文）　瀬木村拝借主安左衛門、北条村請人 天保3年5月日 竪紙・折封・取 0973
孫右衛門　山室甚三郎様　安左衛門印切取

（金弐拾五両拝借証文）　大坪村拝借人市左衛門、五荷村 文政5年3月日 竪紙・1枚 0796
受人惣蔵　廣田甚五郎様　裏打

（田地引当金五拾両借用証文）　借主五荷村惣蔵他2名 天保8年12月日 竪紙・1枚 0934
出野宇左衛門殿墨消

（田地引当金五拾両借用証文）　借主五三二惣蔵、請人 天保9年6月日 竪紙・1枚 0935
同惣次郎　出野宇左衛門殿　墨消

（金三拾両借用証文）　五荷村惣蔵　出野宇左衛門殿墨 天保9年6月日 竪紙・1枚 0970
消

（家屋敷引当金五拾両拝借証文下書）　神明町鎌倉屋拝 天保9年7月 竪紙・1枚 0948
借人酔右衛門他2名　御取次常田善之助様　奥印あり

（金弐百両拝借証文）　五荷村惣蔵浅仁兵衛様、広孫太 天保9年12月 竪紙・1枚 0930
夫様惣蔵印璽消

（金三拾両拝借証文）　五二村拝借人惣蔵、同村請人惣次 天保10年7月日 竪紙・1枚 0936
郎　田中佐源太様　墨消、惣蔵・惣次郎印切取

’

（金三拾両拝借証文）　五荷二二借人惣蔵、同村受人惣次 天保10年8舶 竪紙・1枚 0938
郎　田中佐源太様　墨消

（金拾両拝借証文）　五三二拝借人惣蔵御取次佐藤傳次 天保11年8月 竪紙・1枚 0985
様　墨消

（金三拾両拝借証文）　五荷村惣蔵御取次常田善之助様 天保11年12月 竪紙・1枚 0972
裏書「丑四月廿一日返納」　墨消

（金弐拾両拝借証文）　五荷村惣蔵御取次常田善之助様 天保12年12月 竪紙・1枚 0974
墨消

（金八拾両拝借証文）　拝借人水野惣蔵御取次常田善之 弘化2年9月29日 竪紙・1枚 0944
助様墨消

覚（金八拾両借用）　水野惣蔵廣孫大夫様、中次左衛 弘化2年10月4日 竪紙・1枚 0980
門様墨消

（金弐百両拝借証文）　五荷村庄屋水野惣蔵　高野助一郎 弘化2年12月25日 竪紙・1枚 0943
様墨消

覚（御下ケ金百五拾両当座請取）　水野惣蔵中次左衛 弘化2年12月 竪紙・1枚 0849
書様
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（御融通金五拾両預証文控） 水野惣蔵 吉四郎左衛門 嘉永4年11月 竪紙・折封・1枚 0435
様

（金弐百両拝借証文）　水野小右衛門 浅仁兵衛様 水野 文久3年8月 竪紙・折封・1枚 0952
印墨型

（金平両開証文）　水野小右衛門 浅仁兵衛様 印墨消 文久3年12月 竪紙・折封・1枚 0437

（金百五拾両拝借証文） 拝借人水野小右衛門 浅儀兵衛 元治元年12月 竪紙・二心・1枚 0916
様水野印墨消

（金百両預証文）　水野小右衛門 浅儀兵衛様 墨抹消 明治2年4月 竪紙・折封・1枚 0460

覚（御下ケ金三百両当座請取） 水野小右衛門 浅儀兵 寅12月19日 竪紙・1枚 0857
衛様水野印墨消

覚（御内下ケ金四百両受取手形） 水野小右衛門 浅学 未12月 竪紙・1枚 1009
兵衛様　墨消

覚（御下ケ金弐百五拾両当座請取） ，水野小右衛門 申12月24日 竪紙・1枚 0865
本半右衛門様　水野印墨消

覚（御下ケ金三百両当座請取） 水野小右衛門 本半右 申12月 竪紙・1枚 0866
衛門様水野印酒面

財　政

借財改革仕法取調 嘉永4年10月 横長美・1冊 0017

申渡書（御屋敷当面改革御仕法申渡書） （安政4年力） 半・1冊 0019

御盛納物七ケ年平均御積書写 文久元年10月 半・1冊 0018

（善光寺穀屋新兵衛江預置籾代金書出覚） 明治2年9月 横切継紙・1通 0024

藩　庁

藩訓令　水野氏丁間に職員表（竪紙）あり

ﾋ治令添書水野氏

（明治3年）

i明治3年）

半・竪紙・1冊・1枚

ｼ・1冊

0012－1

O012－2

村政／村役人／退役・跡役

（聰欝門庄屋退役引渡騰不分明故各評義之上 （享和元年力） 竪紙・1枚 1052

一札心事（庄屋惣次郎退役、跡役願連判規定、下書共） 天保10年6月日 竪継紙・正本折封・ 1046
源九郎他26名　当庄屋惣蔵殿 2通

一札之事（庄屋役馬請条件）　庄屋惣蔵惣村衆中様 天保11年4月日 竪紙・1枚 1049
奥書あり

（庄屋役進退二子為取替規定書下書）　高野助一郎様 天保15年6月 竪継紙・1通 1050

一札繕事（庄屋愚民引請直付規定） 嘉永5年3月日 竪継紙・1通 1047

（庄屋水野惣蔵病身退役二付跡役願控）　五荷村庄屋願 嘉永5年3月 竪紙・1枚 1051
人水野惣蔵、同村百姓代吉左衛門　高野正兵衛様

（大坪村井同村之内浅田、庄屋役井水帳所持一件二付和 竪継紙・1通 1053
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談規定一札写）　大坪村惣連印、浅田惣連印、扱人五
荷村庄屋宗蔵他2名　高野助一郎様

引　継

御帳面引渡帳　五荷村作右衛門庄屋善左衛門殿 享和元年2月 横長美・1冊 0025－1

御帳面引渡覚帳　五荷村惣蔵庄屋庄蔵殿 享和3年7月 横長美・1冊 0025・2

御帳面引渡覚帳　五二村庄屋庄蔵惣蔵殿 享和3年7月 横長美・1冊 0025．3

御帳面引渡覚帳 文化12年3月12日 横長美・1冊 0025－4

（御帳面引渡覚帳）　五二村＋右衛門惣蔵殿 文化15年2月 横長美・1冊 0025－5

御帳面引渡帳　五荷村庄屋惣次郎代庄屋惣蔵殿 天保11年4月 横長美・1冊 0025．6

御帳面引渡拍帳先役水野惣蔵、組頭与三郎、百姓代吉左 嘉永5年3月12日 横長美・1冊 0025－7

衛門　庄屋清右衛門殿

御引渡受取帳　当庄屋清右衛門、組頭与三郎、百姓代吉左 嘉永5年3月 横長美・1冊 0025・8

衛門　先御役水野惣蔵殿

その他

（村困窮二三庄屋給役高・組頭給取極連判証文控）　惣 安永3年2月日 竪紙・1枚 1048
村連印　預り主軸右衛門

一札之事（庄屋役三年弓取極連判状）　仙左衛門他8名 享和元年極月日 竪紙・3枚 1045
連覇は3枚共異なる　下書力

諸事奥印帳水野惣蔵表紙「た号」（朱書） 嘉永3年正月 横長美・1冊 0026・2禽

（文久元年日記書抜）　庄屋領内取締、献木植付等 文久元年 折紙・2枚 0409

覚（御水三三諸証文預証文）控共預主水野小右衛門他 元治2年3月 竪紙・折封・2枚 0853
2名　庄屋庄左衛門殿　控共墨消

村議定

先引取極覚帳　庄屋惣蔵　御林伐木取締、御物成運賃、殿
　様参府人足賃取極、婚礼祝儀振舞等々取極事項追年書留

天保12年12月～嘉永4
年12月

横長美1冊 0010

村入用

丁丁ノ小遣へ覚帳五荷村庄や惣蔵 文化12年 横長美・1冊 0096－1

町村預金拍　当産神御用金他 天保6年12月16日 横美半・1冊 0108

当子小遣覚帳井丑回付印　庄屋惣蔵 天保11年4月 横美半・1冊 0096－2

二丁取立覚帳　庄屋惣蔵 天保11年5月 横美半・1冊 0080

夫銭差二二庄屋惣蔵 天保12年正月 横美半・1冊 0083－1

夫銭差引帳　五荷村庄屋惣蔵 天保13年正月 横美半・1冊 0083－2

寅小遣覚帳庄屋惣蔵 天保13年 横美半・1冊 0096－3

高卑小遣覚帳　庄屋惣蔵 天保14年正月 横二半・1冊 0096－4
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白焼銭差引帳　五荷台庄屋惣蔵 天保14年4月 憎憎半・1冊 0083－3

丑年御手四割帳・同年籾子不足割帳　五荷村庄屋惣蔵 天保14年10月 横美半・1冊 0114

当辰夫銭差引帳　五荷村庄屋惣蔵 天保15年 横長美・ユ冊 0083－4

字謎夫銭取差引帳　庄屋惣蔵 弘化2年4月 横長美・1冊 0083－5

当午夫銭差引帳　庄屋水野惣蔵 弘化3年4月 横長美・1冊 0083・6

覚（大船壱艘代金割）　大坪村 （弘化3年）午閏5月23 折紙・1枚 0006－63－9

当未小遣覚帳　庄屋水野惣蔵 弘化4年正月 横長美・1冊 0096－5

当未夫銭差引帳　庄屋水野惣蔵 弘化4年4月 横長美・1冊 0083－7

（勘定書付）　五山村惣蔵様 弘化4年10月 切紙・1綴 0097－2

壬申夫銭差引出　庄屋水野惣蔵 嘉永元年正月 横長美・1冊 0083－8

当一夫銭差引帳　庄屋水野惣蔵 嘉永2年4月 横長美・1冊 0083－9

当戌夫銭差塩山　庄屋水野惣蔵 嘉永3年4月 横長美・1冊 0083－10

当夫銭差引帳　五町村庄屋水野惣蔵 嘉永4年正月 横長美・1冊 0083－11

当亥小遣覚帳　庄屋水野惣蔵 嘉永4年正月 横長美・1冊 0096－6

（①御鳥追之節入用、②若殿馴初御開着二平群鳥追入用） ①10月11日、②嘉永5 横切紙、横切継 1243
年正月26日 紙・1綴（1枚、1通）

掛持高夫銭帳 文久元年4月～11月 横長美・1冊 0084

御家山方御入来献立拍（金銭勘定） 元治元年4月8日 横長美・1冊 0267

（柏尾舟度渡小船新規打立入用金高割算用書） 寅7月・11月 折紙・2枚 0109

覚（舟修復代銀請取）　小川市右衛門　五荷村庄屋中 亥10月 横切紙・1枚 0081－2

覚（金請取）　小川市右衛門　五荷村庄屋中 4月 横切紙・1枚 0081－6

（上船渡舟板出シ人足壱人二町代銀壱匁弐分ツツ取極口 8月10日 竪紙・1枚 0006－52
上）　年番組茶色宿紙

覚（銀請取）　小川市右衛門　五荷村庄屋中 11月 横切紙・1枚 0081－5

当未御忌検見諸入用覚帳 未年 横長美・1冊 0097－1

（船釜買代金諸入用覚） 横長美・1冊 0110

貸　借

一札之事（土地預証文写）　門前六右衛門　庄屋彦右衛 元禄7年4月24日 1枚 0118
門声明百姓中　川入寺畑之内16枚預り、以後新田一切仕
間敷

（御村役印相願金拾九両借用返済二付一札）　北条村金 文化14年4月 竪紙・1枚 0988
借主七郎右衛門、請人清蔵　五荷村惣蔵殿

献　上

覚（江戸御下屋敷井教善丁丁霊屋御類焼冥加金弐百三弘化2年2月日 竪紙1枚 1244
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拾五両上納願）　外様諾々惣代大坪村庄屋要蔵他8力村
庄屋　高野助一郎様

上納物御請取 折封・1枚 0808

覚（江戸下屋敷井二教善寺御霊屋類焼見舞金請取） 弘化2年4月 横切紙・折封・1枚 0808－1

高野助一郎　五荷村庄屋宗蔵殿

覚（献上中縄請取）　御作事五荷村庄屋中 5月28日 横切紙・1枚 0808－2

（潰・半潰家見舞金請取）　五荷村 竪紙・1枚 0808－3

（若殿謡初御忌着墨付採初献上控）　五荷村 嘉永4年 折紙・1枚 0099

諸願・届・全書

（鉄炮）譲り証文　下今井奥右衛門　五荷村善左衛門殿 享和2年10月 竪紙・折封・1枚 1042
ぐ

（貸金返済滞出入御糺明願）　五荷村願人庄蔵松田源 文化14年12月 竪継紙・1通 1018
次郎様奥印あり

一札温血（馬改下書）　五荷村百姓代要蔵他組頭・庄屋2 天保11年4月 竪紙・1枚 0787
名　尾崎村馬喰年番少左衛門殿

（去々巳御物成手形大地震にて焼失二付書替願控）　宿
@下町蔦屋孫左衛門、広田村願人平十郎、（奥書）五荷野水

弘化4年11月 竪紙・1枚 0431－1

野惣蔵鈴木半心様

（去年大地震二付城下普請用石為引度願書）　五荷村高 嘉永元年 竪紙・1枚 0430
源院他4か村4寺　高野助一郎様

（村内孝心者御尋二面口上書下書）　百姓代、庄屋　高野 嘉永4年7月 竪紙・1枚 0427
正衛様

（遷宮祭礼無礼・乱暴一件詫書下書） 嘉永 横長美・1冊 0120

一札之事（酒興之上手踊狂言詫状）　曽根村傳十郎他 文久2年9月 竪継紙・1通 1041
15名　水野小右衛門殿、四ツ屋村政右衛門殿　爪印

（老衰二付御内用向御免願）　水野小右衛門　飯山御払庁 明治4年3月 竪紙・1枚 0423

（出生駒御届書下書）　当人、三役人 横切紙・1枚 0788

通　行

（殿様北条御休献立） 弘化3年7月6日 横切継紙・1通 0098

（越後米五拾俵舟積通行手形下書）　積問屋太左衛門 竪紙・1枚 0793
千曲川畑鼠積山山改所御勤役衆中様

災　害

大地震急難御救拝借金之野馬付伺書（中野代官山） 弘化4年4月 横長美・1冊 0116

地幽幽讃囎蒲蟹叢戴帳’極難三者御 弘化4年5月20日・7月
P2日

横長美・1綴（2冊） 0115

（助之進撃明十二日外様村々御巡村翁遠出村方多分御
曹濶ﾂ心得旨用状）　小川市右衛門五荷村庄屋中

（弘化4年）9月11日 横切紙・紙繕一括
P枚

0006－63－1
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五富村庄屋／村政／災害

（糊矯黒門膿i癒欝聯帯灘四隅瀧｝ （弘化4年）未9月11日 折紙・封紙・1枚 0006－63－2

村庄屋中

安政5年12月 横長美・1冊 0215

飯山御家中井町家焼失見舞 慶応4年4月25日 横長美・1冊 0217

救　仙

御拝借二二　五荷村庄屋惣次郎 天保4年11月 横長美・1冊 0112－1

御拝累世帳　五荷村庄屋惣次郎 天保7年11月 横長美・1冊 0112－2

御拝借返納割合帳 天保11年12月 横長美・1冊 0113

（御囲穀一件二付囲置方御届書控）　高野助一郎様 天保14年6月 折紙・1枚 0006－34

覚（当村相続積金七両弐分壱朱ト銭弐百文預手形） 文久元年8月11日 竪紙・包紙・1枚 1007
水野小右衛門　庄屋清右衛門殿　墨消

外様村々窮民助成金関係書類 明治2年9月 袋・1枚 1118

覚（外様村々窮民軒数人数書上） 明治元年10月12日 折紙・1枚 1118－1

（外様村々出金村割・窮民家数書上） 横長美・1冊 1118．2

（外様晶々窮民家数書上） 横長美・1冊 1118－3

（出金面割窮民家数外様晶々書上帳） 横長美・1冊 1118－4

（外様語々窮民人数出金村割書上） 横長美・1冊 1118－5

（窮民見舞金差出外様村々書上、外様村別窮民数書上） 明治3年12月26日 折紙、横長美・1綴 1195
袋ウワ書「明治三型年十二月廿六日外様村々窮民江見舞 （1枚、1冊）

金差出員数書　金五百両飯山藩知事様江献金　金五百両
外様村々江見舞」

無　尽

融通頼母敷無尽帳　本多豊後守内廣田孫太夫・中條次左 嘉永2年6月 横長美・1冊 0355－1
衛門　嘉永4年10月　「奉預一札之事（金1000両）」貼付

借用金証文旧事（金600両）　借用人五荷村水野惣蔵・ 安政4年10月 竪紙・1枚 0355－2
請人和泉屋庄右衛門　伊藤銀助殿・出野伊右衛門殿　五
二村庄屋清右衛門奥書

千両十八番会被下物調・無尽金勘定　4月23日白下 （明治4年）辛未4月 横長美・1冊 0272

（千両講覚帳）　当日の献立の記載あり 子4月23日 横長美・1冊 0374－7

廻襲塞島招雲高纏藷弁来解轟評飯欝 10月朔日 折紙・1枚 1216

権三郎殿、堀之内村又兵衛殿、五荷村惣蔵殿　包紙あり、
本紙袖糊付

廻状（来ル十六日頼母子御無尽御立合）　町井弥八郎 10月8日 折紙・1枚 1254
堀之内村又兵衛殿、北条村七郎右衛門殿、五荷村幸右衛
門殿　貼紙あり、本紙袖糊付

廻状（来ル廿六日頼母子御無尽御立合）　町井弥八郎 10月10日 折紙・1枚 1255
堀之内村又兵衛殿、北条村七郎右衛門殿、五荷村惣蔵殿
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五荷村庄屋／村政／無尽

貼紙あり、本紙袖糊付

i千両講覚帳） （江戸） 横長美・1冊 0374－8

普　請

不審（ママ）人足帳　五荷村水野惣蔵 文化12年2月朔日 横長美・1冊 0102－2

不審（ママ）人足駄賃帳　五山村庄や惣蔵 文（化）12年亥2月改 横長美・1冊 0102－1

天綴禧掩顯講総雨二而細川’日光川落合 （天保11年） 横長美・1冊 0117

御高札普請入用覚帳 嘉永元年10月～嘉永3 横長美・1冊 0100
年

子ノ普請人足覚帳　五門門庄屋惣蔵 子年 横長美・1冊 0101－3

戌ノ年普請覚帳　五田村庄屋惣蔵 戌年 横長美・1冊 0101．1

亥ノ普請覚帳　五荷村庄屋惣蔵 丁年 横長美・1冊 0101－2

（神社普請万覚帳）　諸入費・祝儀覚 横長美・1冊 0201

治　安

（与五左衛門拙者不合一件落着証文）門門　斧右衛門、 元文3年2月27日 竪紙・2枚 0482
武豊衛門　当村組頭小右衛門殿、長百姓中

覚（与五左衛門拙者和睦頼入控）　斧右衛門　うつわ中、 （元文3年）2月27日 竪紙・1枚 0483
村中

（小野（斧）右衛門不合一件御詫証文案）　与五左衛門殿、 元文3年2月日 竪紙・1枚 0484
小野（斧）右衛門殿、請人たれ

甲州一円騒動御届書写・越後国魚沼郡騒動御仕置書写 天保7年8月・天保9年5 半・1冊 0009－
五荷村藤木水野　表紙朱書「い号」 月

（高札場建替願書下書）　三役人御林御奉行所様 嘉永2年7月 竪紙・1枚 0426

外様野々取締方被仰付候節諸事控　水野惣蔵 嘉永6年12月17日 横長美・1冊 0408

廻即興齋辮難罰四三蝦鮪『璽 （慶応4年）5月12日 横切継紙・1通 1194－1

野小右衛門　五荷村他5力村右村々御庄屋中様　194－1・2紙
帯一括

廻激諜難解竺鰐呈細細嵜瓢奢高郷 （慶応4年）5月12日 横切継紙・1通 1194・2

野小右衛門　曽根村、下今井村、大坪村右村々御庄屋中
様

寺社

（他宗仏像安置一件御吟味御請証文控）　今井平三郎御 明和2年6月15日 竪継紙・1通 1043
代画所信州水内郡桑名川村訴訟方三右衛門・治右衛門、
同御代官所同村相手方善右衛門他4名、同国高井郡箕作村
常慶院末本多豊後守領分同国水内郡五荷村禅曹洞宗高源
二二源・同弟子二天　御奉行所　奥印あり
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五出村庄屋／村政／寺社

（五荷村高源院方丈遷化葬式席順一件佗一札下書） 天明5年7月 竪継紙・1通 0433
高商院世話人西面曽根面面右衛門他3名　順慶寺様　奥印
あり

（自坊法談勤差縫一件内済脚付差出六三証文写）　①保 ①②寛政10年10月 竪継紙・1通 0434
証門徒大坪村市郎右衛門他3名、②御役僧敬善寺、普願寺①真宗寺様

覚（留場料金壱両請取）　上州高崎慈上寺役僧外様組 文化12年4月3日 竪紙・1枚 1208
御山代五山村御役人中

（方丈様退院、泰直様住職願一札）　五荷村惣蔵　五荷 文政4年10月27日 竪紙・1枚 0424
村源九郎殿、他4か村4名

（山門入用金拾五両借用証文写）　借用主高源仙翁6名 天保5年9月 竪紙・1枚 0984
北條村平左衛門殿

（理不尽之所業、奪取物返品、住職勤故障無之様訴状
@写）　信州佐久郡南相木村丁丁丁丁参　寺社御奉行所様

天保6年6月 竪継紙・1通 1054

前当

（桑名川村百姓喜三右衛門母病死之節迎導差拒候一件
P1地謡奥野書）五ケ村高源院御会所同ネ寸庄

天保11年7月 半・1冊 0161

（鞭籠響藩喜藷鵯糠死講謬雛 天保11年7月 竪継紙・1通 1044

印あり

（高源院住職交代丁付借用金門中一同引請一札下書） 天保11年9月 竪継紙・1通 0429
高源院血中油画蕨野村孫右衛門他11か村檀中惣代　高源
院新藷英山寺道淳和尚様

鳥居再建諸始末拍帳 嘉永2年7月吉辰 横長美・1冊 0163

（戸狩村真宗寺住職願）　戸狩村真宗寺・旦中惣代水野惣 嘉永4年8月 竪紙・1枚 0425
蔵　高野正兵衛様

（西倉町本堂再建頼母子一件掛金二分返金願下書） 安政4年 半・1冊 1057
画面、役人、組親

覚（奉加金壱両弐分請取）　真宗寺五荷村小右衛門殿 辰7月朔日 横切紙・1枚 1207

（曹洞宗諸寺院御触書写） 半・1冊 0173

土地／検地帳

信州水内郡水帳写（五荷村田方）　水野幸右衛門貼紙 慶安5年（宝暦5年写） 横長美・1冊 0031

信州水内郡御水帳写（五荷村本畑検地）　水野画論衛 慶安5年3月（宝暦11年 横長美・1冊 0032－1
門 写）

御水帳写　善左衛門貼紙 慶安5年（寛政8年写） 横美半・1冊 0033

本畑御水臨写　朱書入 慶安5年3月 横長美・1冊 0032－2

寛文十戌改田年半・元禄八亥改新田畑検地写　水野善 寛文10年・元禄8年 横美半・1冊 0034
左衛門　貼紙 （寛政9年写）

寛文十臨御改田畑検地帳写・元禄八亥御改新田畑検地 寛文10年・元禄8年 横長美・1冊 0035
引写　書主水野幸右衛門貼紙 （宝暦10年写）

五荷品品田畑検地帳　浦野七良右衛門他2名　貼紙、朱書 寛文（10）庚戌年10月 半・1冊 0036
入 6日

元禄八亥畑御検地帳　朱書入 （元禄8年） 半・1冊 0037
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五荷村庄屋／土地／検地帳

田畑検地帳五ケ村小右衛門　綴紐結付（明和8年正月着 元禄9年2月 半・1冊 0038
名所しま畑壱枚田壱枚徳右衛門分買入覚書）貼紙

本畑検地写　五荷村水野善左衛門押回紙、朱書入 寛政8年3月写 横撃半・1冊 0040

名寄帳

高之覚（本新田畑名寄）　庄屋孫左衛門

　　質入・売買

安永3年12月 横長美・1冊 0039

奥書印形覚帳　五荷村庄屋惣蔵表紙「よ号」（朱書）

博哩怦�???y蔵表紙「た号」（朱書）

天保11年4月

ﾃ永3年正月

横長美・1冊

｡長美・1冊

0026－1

O026－2費

貢租・諸懸

（崩御物成差籾一条割付廻章写）　年行司組 （弘化3年）午11月7日 横切紙・1枚 0006－63－6

嘉永元虚血納物手形関係書類 嘉永元年 1袋 1119

覚（家萱謡曲請取）　御作事御役所五荷村庄屋中 （弘化4年）未11月 竪・1枚 1119－01

覚（金壱分拾弐匁六分八厘、国役金請取）　高野助 （弘化4年）未10月 横切紙・1枚 1119－02
一一 Y　五荷村庄屋中

覚（錘四枚請取）　西川休蔵五荷村庄屋中 （弘化4年）未12月 横切紙・1枚 1119－03

覚（中縄・証悟請取）　御作事方五荷村庄屋中　灰 （嘉永元年）申3月28日 横切紙・1枚 1119－04
色宿紙

覚（金壱分拾弐匁六分八厘、国役金請取）　高野助 （嘉永元年）申10月 横切紙・1枚 1119－05
一郎　五荷村庄屋中

覚（金壱分九匁壱分九厘、船代金請取）　小川市右 （嘉永元年）申11月 横切紙・1枚 1119－06
衛門　五荷村庄屋水野惣蔵殿

覚（芽独活三合九夕請取）　関宗兵衛、奥山又助五 （嘉永元年）申11月 竪切紙・1枚 1119－07
荷村庄屋中

覚（籾五拾俵請取）　大坪村兵次郎五荷村庄屋水野 （嘉永元年）申12月6日 横切紙・1枚 1119－08
惣蔵殿

覚（籾三俵請取）　大坪村兵次郎　五荷村庄屋水野惣 （嘉永元年）申12月22 横切継紙・1通 1119－09
蔵殿 日

覚（籾五拾三俵請取）　大坪村兵次郎　五十村庄屋水 （嘉永元年）申12月22 横切紙・1枚 1119－10
野惣蔵殿 日

覚（籾三俵・八俵請取）　大坪村兵次郎五荷村庄や （嘉永元年）申12月23 横切紙・1枚 1119－11

水野惣蔵殿 日

覚（籾三俵請取）　大坪村兵次郎　五荷卸庄屋水野惣 （嘉永元年）申12月25 横切紙・1枚 1119－12
蔵殿 日

覚（籾拾俵・弐俵請取）　大坪村兵次郎五荷村庄屋 （嘉永元年）申12月 横切紙・1枚 1119－13
水野惣蔵殿

覚（籾四俵請取）　大坪村兵次郎　五荷村庄屋水野惣 （嘉永2年）酉正月9日 横切継紙・1通 1119－14
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五円村庄屋／貢租・諸懸

蔵殿

覚（太県側わ・中縄八束五わ請取）　御作事御役所 （嘉永2年）酉3月6日 横切継紙・1通 1119－15
五荷村庄屋中　灰色宿紙

御用状（籾拾俵附送二不二三）　高野助一郎五二村 12月朔日 横切継紙・1通 1119－16
庄屋中

御駿編曲入票襟繍樺辮羅i騨九分 10月 横切紙・1枚 1119－17

覚（わら七駄二請取）　御作二五二村庄屋中　灰色 9月21日 横切紙・1枚 1119－18
宿紙

物成小手形関係書類　袋ウワ書「嘉永2酉年」 嘉永2年 1袋 1236

覚（大豆八俵受取手形）　いつミや茂三郎　五荷村庄 （嘉永元年）申4月17日 横切紙・1枚 1236－01

屋惣蔵殿

覚（畳鰯弐駄受取手形）　御作事五三二庄屋中　灰 　　　　　　　　Fi嘉永元年）申11月 横切紙・1枚 1236－02
色宿紙

覚（莚無駄受取手形）　西川林蔵五荷村庄屋中 3月28日 横切紙・1枚 1236－03

覚（当酉究合金請取手形）　小川市右衛門　五三三庄 酉4月 横切紙・1枚 で236－04

屋中

覚（納蕨請取手形）　伊奈高三郎、矢野傳次郎五荷 酉5月 竪紙・1枚 1236－05
村庄屋中

（臥煙請取手形）　御作事御役所　五荷村庄屋中　灰色 6月10日 横切継紙・1通 1236－06
宿紙

覚（玄米六甲受取手形写）　高井三九郎子早撃宗蔵 嘉永2年9月23日 横切継紙・1通 1236－07
殿

覚（雪融わら菰請取手形）　御作事方五荷村庄屋中 10月6日 横切紙・1枚 1236－08
灰色宿紙

覚（国役金請取手形）　高野正兵衛五荷村庄屋中 酉10月 横切紙・1枚 1236－09

覚（芽独活請取手形）　大久保八郎、奥山又助　五荷 酉11月 竪紙・1枚 1236．10
村庄屋中

覚（莚夢野受取手形）　西川林蔵五荷村庄屋中 酉12月 横切紙・1枚 1236－11

覚（太縄三縄請取手形）　佐藤三八　五二村庄屋中 酉12月 横切紙・1枚 1236－12
灰色宿紙

覚（藁八駄請取手形）　御作事五二村庄屋中 （嘉永3年）戌5月 横切紙・1枚 1236－13

覚（家萱八駄請取手形）　西川惣右衛門　五荷村庄屋

@中
（嘉永3年）戌11月 横切紙・1枚 1236－14

覚（堅実蝋御預り手形）　五二村庄屋水野惣蔵　藤沢 酉7月 竪紙・1枚 1236一で5

市之丞殿、坪根時次郎殿

覚（写実蝋御預り）　五荷村庄屋水野惣蔵　三井二六殿、 嘉永3年6月28日 竪紙・1枚 0766
木村又次殿

覚（納蕨請取）　矢野傳次郎、小西熊太郎五三三庄屋中 戌5月 竪紙・1枚 1264

覚（山実蝋預証文）　五荷村庄屋水野惣蔵　三井伴六殿 亥8月 竪紙・1枚 0082

亥年納物仕切関係書類 亥年 1袋 0081

覚（家萱八駄請取）　佐藤繁八五荷村庄屋中 亥10月 横切紙・1枚 0081－3

覚（菰請取）　宇田清八五荷村庄屋中 11月3日 横切紙・1枚 0081－4
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覚（茅独活受取）　本多出郷助、常葉勝治五荷引庄 11月 切紙・1枚 0081－9
屋中

覚（錘請取）　荏田権右衛門　五荷村庄屋中 子3月9日 横切紙・1枚 0081－7

覚（雪菰受取）　御作事御役所五荷村庄屋中 10月22日 横切紙・1枚 1262

御用状（藁納入）　小川市右衛門五三二庄屋中 10月29日 横切継紙・1通 1260

覚（茅独活請取）　大久保八郎左衛門、常葉勝次五荷 11月 竪紙・1枚 1265
村庄屋中

御用状（藁納入）　小川市右衛門五荷村庄屋中 12月6日 横切紙・1枚 1261

（諸役銭割合井二御年貢返済後仕様定書下書）　中断 竪紙・1枚 0481

印地・検見

五荷村里田方御亭検見帳　五荷村庄や惣蔵　末尾に検見 文化12年10月 横長美・1綴 0051－1
入用書上

亥田方小検見当引帳　足立三津木、松田源次郎　五荷村 文化12年10月 横長美・1冊 0052－1
庄屋惣酸性中

損地回入御見分反別帳　五荷村表紙「子御廻村先御見 天保11年9月 横長美・1冊 0050
分反別差上候拍」

当二二小検見反別書上帳　五荷村　末尾に検見入用書上 天保15年9月 横長美・1冊 0051－2
朱書

当辰田方小検見当引帳　当柴又九郎、高野助一郎　五荷 天保15年9月 横長美・1冊 0052－2
村庄屋惣百姓中

当巳田方二二検見反別帳　水野惣蔵　末尾に検見入用書 弘化2年10月 横長美・1冊 0051－3
上　朱書

当巳田方小検見当引帳　高野助一郎、関宗兵衛　五荷村 弘化2年11月 横長美・1冊 0052－3
庄屋水野惣蔵殿、惣百姓中

当巳小検見当引籾覚帳 弘化2年11月 横長美・1冊 0052－4

荒地反別書上帳五荷村 弘化4年9月 横長美・1冊 0048

当未御三検見反別書上帳　五荷村百姓代吉左衛門、組頭 （弘化4年）未10月 横長美・1冊 0051－4
清右衛門、庄屋水野惣蔵　高野助一郎様　朱書

当未田方小検見当引帳　小西熊太郎、高野助一郎　庄屋 弘化4年10月 横長美・1冊 0052－5
百姓中

小検見引高帳 弘化4年11月 横長美・1冊 0052－6

田方荒地起返反別書上帳　五荷村　表紙付札「此帳面者 嘉永元年9月 横長美・1冊 0049
御不用二相成候間拙者へ御返可被下候」

（田方不作場所御小検見願）　五荷村百姓代吉左衛門他2　名　高野正兵衛様

嘉永2年9月 竪紙・折封・1枚 1055

割　付

五荷村番頭免定　中

古沢喜左衛門他5名 右輝々庄屋惣百姓 享和元年10月 竪継紙・1通 0830
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五荷村戌年免定 田村源左衛門他5名 庄屋惣百姓中 文化11年10月 竪継紙・1通 0417

五荷村亥年免定 田村源左衛門他5名 庄屋惣百姓中 文化12年10月 竪継紙・1通 0418

五荷村華年免定 田村源左衛門他5名 庄屋惣百姓中 文化13年10月 竪継紙・1通 0419

五荷村肝年卜定 中根十左衛門他4名 右村庄屋惣百姓中 天保10年10月
　　　、、
G継紙・1通 0831

五中村子年免定 中根十左衛門他4名 右村庄屋惣百姓中 天保11年10月 竪継紙・1通 0832

五二村丑年三定 中根十左衛門他4名 右村庄屋惣百姓中 天保12年10月 竪継紙・1通 0833

五荷村寅年免定 鈴木半三郎他4名 右村庄屋惣百姓中 天保13年10月 竪継紙・1通 0834

五荷村卯年免定 鈴木半三郎他4名 右村庄屋惣百姓中 天保14年10月 竪継紙・1通 0835

五荷二二年二二 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 天保15年10月 竪継紙・1通 0836

五荷村巳年免定 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 弘化2年10月 竪継紙・1通 0837

五乱流午年免定 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 弘化3年10月 竪継紙・1通 0838

五荷村未年免定 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 弘化4年10月 竪継紙・1通 0839

五荷村申年輩定 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 嘉永元年10月 竪継紙・1通 0840

五型鋼酉年免定 鈴木半蔵他4名 右村庄屋惣百姓中 嘉永2年10月 竪継紙・1通 0841

五荷村戌年免定 鈴木半蔵他5名 右村庄屋惣百姓中 嘉永3年10月 竪継紙・1通 0842

廻　村

大廻リ入用覚帳　五荷村庄屋惣蔵 文化13年閏8月 横長美・1冊 0103

大廻リ御休泊井諸祝儀割合帳　五荷村割元庄屋惣蔵 天保11年9月 横長美・1冊 0104

大廻御宿諸色覚帳　御奉行1人、御代官3人止宿入用帳 天保12年9月6日 横長美・1冊 0105

大回御泊入用覚帳 嘉永元年9月19日 横長美・1冊 0106

大廻御宿諸事覚帳　御奉行様御3方・御代官様同断上下29 嘉永4年9月25日 横長美・1冊 0107
人

（人馬休泊村書上） 9月7日～9月11日 折紙・1枚 0006－20

取立・改

（寺社領田畑方年貢引覚）　茶色宿紙 享保13・寛文4・享保 折紙・1枚 0416－5・
9・享保17年分

（村高年貢目録二二帳） 天和2・安永4年の記載 横長美・1冊 0041－2
あり

（村高年責目録新改帳） 天和2年の記載あり 横長美・1冊 0041－3

目鞍尻改帳1五荷村庄屋善左衛門 享和3年正月15日 半・1冊 0042

文化十年高帳 文化10年正月 横長美・1冊 0043－1

諸県米諸不足米高眼開帳　五荷村庄や庄蔵貼紙 文化10年極月 横長美・1冊 0057

地代米諸不足帳　五荷村庄や庄蔵貼紙 文化11年極月 横長美・1冊 0059
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訳田畑野帳 文化11年 横長美・1冊 0276

亥ノ年御高訓帳　五荷村先庄屋庄蔵、五荷村庄屋惣蔵 （文化12年置2月 横長美・1冊 0043．4

当出御年貢取立目録帳　五荷村庄屋惣蔵貼紙 文化12年極月 横長美・1冊 0053－1

亥不足取立帳　五中村庄屋惣蔵貼紙 文化12年極月 横長美・1冊 0060－1

当子御年貢取立目録帳　五荷村庄屋宋蔵貼紙 文化13年10月 横長美・1冊 0053－2

当子年目録高相改帳　五荷村 文化13年12月 横長美・1冊 0044－2

当子ノ不足取立帳　五荷村庄屋惣蔵貼紙 文化13年12月 横長美・1冊 0660．2

子の御高改帳　五弊村庄屋惣蔵 文化13年 横長美・1冊 0043－2

当当年目録高相改帳 文化13年 横長美・1冊 0044－1

当座御年貢取立目録帳　五荷村庄屋惣蔵貼紙 文化14年10月 横長美・1冊 0053－3

丑ノ年御高帳五荷村 文化14年 横長美・1冊 0043－3

㌔遺訓幣次難贈品騰贈鵜餐罐 文政7年4月 横長美・1冊 1233

右衛門　五ケ村喜十郎殿　明治4年2月21日追記あり　包
紙あり

田畑改覚帳　五回忌庄屋惣次郎代 天保10年12月 横長美・1冊 0045

亥之不足割覚帳　五荷村庄屋宗次郎朱書 天保10年12月 横長美・1冊 0061－01

一札之事（乱心御上納籾子鳥俵預り）　五荷村預り主 天保10年12月日 竪紙・1枚 0774
彦右衛門、同請人弥右衛門　村三役人

一札之事（忌中滞御年貢皆済約定）　五荷村先役惣次 天保11年4月日 竪紙・1枚 1064
郎、同村請人喜右衛門　中村惣蔵殿

当子目録覚帳　庄屋惣蔵貼紙、朱書 天保11年12月 横長美・1冊 0054－1

当子不足元三帳　庄屋惣蔵貼紙、朱書 天保11年12月 横長美・1冊 0061－02

（米誌覚帳）　朱書 （天保11年） 横長美・1冊 0064－2

丑年目録帳　五弊村庄屋惣蔵貼紙、朱書 天保12年12月 横長美・1冊 0054－2

丑年子足元割帳 天保12年極月 横長美乙1冊 0061－03

寅年輩足元腰回　庄屋惣蔵 天保13年12月 横長美・1冊 0061－04

寅年目録帳　庄屋惣蔵貼紙 天保14年12月 横長美・1冊 0054－3

卯不足月割帳 天保14年12月 横長美・1冊 0061－05

当館目録覚帳　五響胴庄屋惣蔵貼紙 天保14年 横長美・1冊 0054－4

当辰目録覚帳　五荷造庄屋惣蔵貼紙、朱書 天保15年12月 横長美・1冊 0054－5

辰年不足元割帳貼紙 天保15年12月 横長美・1冊 0061－06

当巳目録帳　庄屋水野惣蔵貼紙、朱書 弘化2年12月 横長美・1冊 0054－6

当歯石足元割帳　庄屋水野惣蔵 弘化2年12月 横長美・1冊 0061－07

当午目録帳　五荷村水野惣蔵貼紙、朱書 弘化3年12月 横長美・1冊 0054－7

当午不足元割帳 弘化3年12月 横長美・1冊 0061－08

当未目録帳　水野惣蔵貼紙、朱書 弘化4年12月 横長美・1冊 0054－8
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当蒔田足元割帳 弘化4年12月 横長美・1冊 0061－09

当未目録過不足調帳　朱書 弘化4年12月 横長美・1冊 0062

当申高辻帳　庄屋水野惣蔵 嘉永元年4月 横長美・1冊 0046－1

当申御年貢取立帳　庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永元年12月 横長美・1冊 0055－1

手作高・諸役高雄覚　田入作籾高・手作高・稲刈帳・諸 嘉永元年 横長美・1冊 0349
役高掛覚等を記載

当酉御年貢取立帳　庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永2年10月 横長美・1冊 0055－2

売不足籾元割帳貼紙 嘉永2年12月 横長美・1冊 0063－1

当国年貢取立帳　庄屋水野惣蔵貼紙　　　■

嘉永3年10月 横長美・1冊 0055－3

（当戌御年貢一人別仕切）　庄屋水野惣蔵 嘉永3年12月 横長美・1冊 0056

当戌籾売不足割合帳 嘉永3年12月 横長美・1冊 0063－2

二三年貢目録帳　五二村庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永4年12月・ 横長美・1冊 0055－4

当山売不足二割帳 嘉永4年12月 横長美・1冊 0063－3

（子年御年貢割帳） 子年 横長美・1冊 0061．10

子年米高野貼紙 子年 横長美・1冊 0064－3

学年米記帳 子年 横長美・1冊 0064－5

丑ノ米高覚帳　五山村庄屋惣蔵 丑年 横長美・1冊 0064－1

高辻帳 辰年 横長美・1冊 0046－2

（村高年貢目録尻改綴）　貼紙 横切紙、堅紙・1綴 0041－1

（年貢納二二帳） 茶色宿紙　折紙・2 0047
枚

（米高覚帳）　貼紙 茶色宿紙　横長美 0064－4
・1冊

（二二井口米高覚帳） 横長美・1冊 0065

腰（ママ）石弓年貢高掛拍帳 明治6年 横長美・1冊 0300

津　出

（作徳義四百八拾俵舟積許可願控）　水野小右衛門　中 文久3年12月 竪紙・1枚 0791
條健兵衛様

籾通り手形関係書類　包紙ウワ書「上籾通り手形五 包紙・1枚 1256
里村」

（籾子御料所矢嶋勇之丞二三積送願書写）　五荷村 慶応2年10月 竪紙・1枚 1256－1
百姓代五右衛門、同村組頭武右衛門、同村庄屋庄左衛
門　坂本雄兵衛様　裏書あり

（籾子御料所矢嶋要之三方船積送願書）　五荷村百姓 慶応2年12月 竪紙・1枚 1256－2
代五右衛門、同村組頭武右衛門、同村庄屋庄左衛門
坂本雄兵衛様裏書あり

（籾九拾俵三二許可願）　和泉屋茂三郎代印水野惣蔵高 戌6月 竪紙・1枚 0789
野正兵衛様裏書あり
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（籾七拾俵晶晶許可願）　和泉屋茂三郎代印水野惣蔵高 戌6月 竪紙・1枚 0790
野正兵衛様裏書あり

廻編膿黒鍵鷺婆翻甕鶴享魏弄稿 11月 横長美・1綴 0401

船稼人船元安次郎・又右衛門　船積荷主中様

（籾七百俵・米州搾出穀許可願下書） 竪紙・1枚 0792

諸　役

一切元割帳　五荷村庄屋善左衛門 享和2年3月 横長美・1冊 0075

戌年中血忌 文化11年正月 横長美・1冊 0076

亥ノ諸割元帳　五荷村庄屋惣蔵 文化12年3月朔日 横長美・1冊 0077－01

出御役銭取立帳　五出村庄屋惣蔵 文化12年3月 横長美・1冊 0078－1

子ノ諸山元帳　五荷崩庄屋水野惣蔵 文化13年正月 横長美・1冊 0077－02

子ノ御役銭取立面　五荷村庄屋水野惣蔵 文化13年正月吉日 横長美・1冊 0078－2

御役銭取立帳　五盈虚惣蔵 文化14年正月朔日 横長美・1冊 』0078－3

（役銭取立帳） （文化14年）丑12月9日 横長美・1冊 0078－4

当主国役高帳　五無爵庄屋惣次郎 天保7年10月 横長美・1冊 0085－1

割元帳五荷村 天保10年4月 横長美・1冊 0077．03

子役高覚帳庄屋惣蔵 天保11年3月 横長美・1冊 0066－01

当子割元帳庄屋惣蔵 天保11年4月 横長美・1冊 0077－04

年々金納明細諸代米割元　朱書 天保11年目 横長美・1冊 0058

当丑役高帳　庄屋惣蔵貼紙 天保12年正月 横長美・1冊 0066－02

当割元帳庄屋惣蔵 天保12年正月 横長美・1冊 0077－05

丑年御国役高帳（弘化4年迄）　庄屋惣蔵 天保12年10月 横長美・1冊 0085－2

虚血割元帳　五荷村庄屋惣蔵 天保13年正月 横長美・1冊 0077－06

当卯割出覚帳　五面面庄屋惣蔵 天保14年正月 横長美・1冊 0077－07

当卯役高覚帳　庄屋惣蔵貼紙 天保14年 横長美・1冊 0066－03

当辰年御役高点　庄屋惣蔵貼紙、朱書 天保15年正月 横長美・1冊 0066－04

当辰割白覚帳　五白白庄屋惣蔵 天保15年 横長美・1冊 0077－08

当巳役高覚帳朱書 弘化2年4月 横長美・1冊 0066－05

当巳割元帳庄屋惣蔵 弘化2年4月 横長美・1冊 0077－09

当午役高覚帳　庄屋水野惣蔵貼紙 弘化3年正月 横長美・1冊 0066・06

当午割元帳　庄屋水野惣蔵 弘化3年4月 横長美・1冊 0077・10

当未割元帳　庄屋水野惣蔵 弘化4年4月 横長美・1冊 0077－11

当未御国役高帳（嘉永4年迄）　庄屋水野惣蔵 弘化4年10月 横長美・1冊 0085－3

憎憎役高覚帳　庄屋水野惣蔵 弘化4年 横長美・1冊 0066－07
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／諸役

当申割元帳　庄屋水野惣蔵 嘉永元年正月 横長美・1冊 OO77－12

当申諸役高帳　庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永元年4月 横長美・1冊 0066－08

当酉諸役高帳　庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永2年4月 横長美・1冊 0066－09

当酉年割元帳　庄屋水野惣蔵 嘉永2年4月 横長美・1冊 0077－13

当戌諸役高覚帳　庄屋水野惣蔵貼紙 嘉永3年4月 横長美・1冊 0066－10

当戌割元覚帳　庄屋水野惣蔵 嘉永3年 横長美・1冊 0077－14

当諸鮭罐覚帳　五荷村庄屋水野惣蔵 嘉永4年4月 横長美・1冊 0077－15

覚（国役金請取）　高野正兵衛五荷村庄屋中 戌10月 横切紙・1枚 1263

覚（国役金請取）　高野正兵衛五三三庄屋中 亥10月 横切紙・1枚 0081－8

御免定高・国役高・諸割高　水野弥八良 横道半・1冊 0086

献　木

献木植え付け世話人名前書上拍　外様村々 文久元年5月 横長美・1冊 0020

献木関係書類　袋ウワ書「戌五月九ケ村献木世話入書上名 （文久2年） 袋・1枚 1192
前　書類入」　袋ば「信州声狩村欣栄堂製京御菓子所」
を使用．

御用状（徳山三之助・跡部金吾生木見分出勤報知） 3月14日 横切紙・1枚 1192－01

御林山　五荷村水野小右衛門殿

御騒塊平等糖雛麟羅饒轡之糠 3月21日 横切紙・1枚 1192－02

方水野小右衛門様

用状（献木世話人名見立書上）　瀬木村肝や庄右衛門 5月8日 竪紙・1枚 1192－03
五三二水野大君様

用状（杉木世話人名見立書上）　国境村高右衛門水 5月8日 折紙・1枚 1192－04
野小右衛門様

用状1（杉木百本植付、セ話人2名見立報知）　温井 戌5月10日 横切継紙・1通 1192－05
村庄屋又左衛門　五荷村水野小右衛門様

口早瑠繍脚堤脚錦鱗瓢藩獄 8月11日 横切継紙・1通 1192－06

用馨総画心血幽幽’愚直顯翻 8月11日 横切継紙・1通 1192－07

御用状（来六日四ツ時迄会所）　大久保七良兵衛五 閏8月3日 横切紙・1枚 1192－08

荷村水野小右衛門殿

用状（明七日預り会所相揃心得之処、昼後御出張被 閏8月7日 横切紙・1枚 1192－09

測度）　嶋津金四郎水野小右衛門様、内山五良右衛
門様

舌代（夜中乍御苦労御尊来願）　嶋津金四郎水野小 9月11日 横切継紙・1通 1192－10

右衛門様

廻章（献木植付木数帳面認御通達得御意候処、其御
@三々帳面認来ル廿五日迄拙者方江可差出旨）　献

10月22日 折紙・1枚 1192－11

木世話方水野小右衛門　曽根村・温井村・下境村右
村々御役人中様　包紙糊付共
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／献木

廻章（献木植付戸数帳面認御通達得御意候処、其御
@村山帳面直来ル廿五日迄拙者方誌面差出旨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献

@下世話方水野小右衛門　北条村・小泉村・同新田右

10月22日 折紙・1枚 1192－12

村々御役人中様　包紙糊付共

用状（献木植付書上来ル廿八九日差出之旨）　嶋津
@金四郎　五周面水野小右衛門様　同人同日付、南条村

戌10月25日 横切継紙・1通 1192－13

より順五荷村迄時々御役人中宛で急御用廻状、五荷村
丁丁届の添状添付

御用状（御扶持方御蔵入籾遅延、一両日中可納旨） 11月6日 横切紙・1枚 1192－14

高野助一郎　五荷村庄屋中

舌代（生木一条相談二付暮六つ御出席願）　嶋津金 11月7日 横切継紙・1通 1192－15

四郎水野小右衛門様

御用状（御払籾之内御蔵入分外村方振事炭取計二付
@残籾七拾俵代金当月中可傾出門）　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野助一郎

11月16日 横切継紙・1通 1192－16

五荷村庄屋中

御用状（献木直増御達心付他6力村廻達願）　島津金 亥3月朔日 横切継紙・1通 1192－17

四郎水野小右衛門様

御互欝林灘馨鶉艦覇篇額様二出精 子6月9日 横切紙・1枚 1192－18

（外様粒々標し付）　村名上は無標し、○、○○の3種 横切継紙・1通 1192－19

朱書

（鵯騰霜●中曽根●尾崎自村家数’植付 折紙・1枚 1192－20

折紙・1枚 1192－21

直焼翻ツ屋’藤木’山口●笹川●大川村鮒 横切紙・1枚 1192－22

（下境村植付木種・本数・世話方書上） 竪紙・1枚 1192－23

（」轟灘’篇必読鶉王蓼沢●大坪●蕨 折紙・1枚 1192・24

外様並々献木書上拍 文久2年11月 横長美・1冊 0022－1

御改革献木植付書上銘細帳（雛形） 文久3年6月 半・1冊 0023

生木植付世話人名前書上帳　外様晶々 （文久） 横長美・1冊 0021

（外様村々献木書上覚） （文久） 横長美・1冊 0022－2

雅離層魏壁錆灘蟹輪編同蝶 9月15日 横長美・1冊 1193

惣世話方五人　南条村他31力村（外様）右村々御役人中
様包紙糊付共

勘　定

（先述代諾御仕切不分明門付惣百姓連判一札）　次右衛 明和3年12月 竪紙・1枚 0485
再再24名連判　幸右衛門殿、七右衛門殿

寅ノ年御年貢隔子差引帳　五荷村水野惣蔵 文政元年10月 横長美・1冊 0067

丑ノ御年貢籾子差引帳　五帰村藤木幸右衛門 文政12年10月 横長美・1冊 0068－1

当寅御年貢二子差引帳　五荷邑水野幸右衛門 文政13年10月 横長美・1冊 0068－2
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／勘定

日卯御上納払方帳　五荷村水野幸右衛門 天保2年10月 横長美・1冊 0069

一年分御年貢籾割付払帳　庄屋惣蔵貼紙 天保11年4月 横長美・1冊 0070

（子ノ御年貢書上）　断簡 子年 折紙・1枚 0416－2

当三井二二年御年貢籾売払帳 未・申年 横長美・1冊 0071

布付三山拍幸右衛門 　　　　　　　1冾X月7日二割 横長美・1冊 0111
覚（外様山之内籾御手形売渡内金請取）控　五荷村水　野小右衛門　小田切辰之助殿

亥8月24日 竪紙・1枚 0858

（御年貢払米覚帳） 横長美・1冊 0072

請払通帳

三期年貢請払乱切帳　松田源次郎五二村庄屋庄蔵殿 文化11年10月 横長美・1冊 0073－01

亥御年貢請払按切通帳　松田源次郎五荷村庄屋惣蔵殿 文化12年10月 横長美・1冊 0073－02

天保10年10月 横長美・1冊 0073－03

天保11年10月 横長美・1冊 0073－04

二二年貢諸島按切帳　小田島左衛門五論語庄屋惣蔵殿 天保12年10月 横長美・1冊 0073－05

天保13年10月 横長美・1冊 0073－06

卯御年貢諸山按切通帳　高野助一郎五荷村庄屋惣蔵殿 天保14年10月 横長美・1冊 0073・07

回忌年貢諸払按切通帳　高野助一郎五荷村庄屋惣蔵殿 天保15年10月 横長美・1冊 0073－08

弘化2年10月 横長美・1冊 0073－09

弘化3年10月 横長美・1冊 0073－10

弘化4年10月 横長美・1冊 0073－11

嘉永元年10月 横長美・1冊 0073－12

嘉永2年10月 横長美・1冊 0073－13

戌御年貢諸三三切通帳　高野正兵衛五荷村庄屋水野惣　御殿

嘉永3年10月 横長美・1冊 0073－14

御蔵籾

（村方御蔵物揃兼候二付籾子九拾六俵借用証文・控共） 文政4年極月 竪紙・2枚 0813
五荷村売主惣蔵、大坪村借主庄屋清三郎他2名　愛宕町清
吉報　惣蔵、清三郎尊墨消

天保十一子九月古斗覚帳　蔵籾代金差引 （天保11年） 横長美・1冊 0013
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／御蔵籾

（籾代金請払勘定覚） 小右衛門 大坪村藤次郎様 卯10月 横長美・1冊 0016

（御蔵明野指引覚帳） 横長美・2冊 0014

（籾代金請払覚） 横長美・1冊 0015－1

（米勘定書上） 折紙・1枚 0015・2

御城米割

（御城米餅米割帳）

i御城米割書上）

弘化3年～嘉永3年 横長美・1冊

ﾜ紙・1枚

0079

O006－17

人馬面

（殿様来ル十五日御発駕二付人馬割写）　高野助一郎 （弘化3年）閏5月7日 折紙・1枚 0006－63－3

駄　賃

御年貢駄賃付覚帳 文化10年10月 横長美・1冊 0074－01

歯止たちん帳 文化10年10月 横長美・1冊 0087－02

当屋人足帳 文化11年2月 横長美・1冊 0088－01
L

御年貢払駄賃長　五荷村庄蔵 文化11年10月 横長美・1冊 0074．02

駄賃覚帳庄や惣蔵 文（化）12年亥10月 横長美・1冊 0087－03

当子ノ駄賃覚帳　五荷村庄屋惣蔵 文化13年正月 横長美・1冊 0087－04

子ノ人足覚帳　五荷村庄屋惣蔵 文化13年正月 横長美・1冊 0088－02

丑ノ年人足覚帳　五荷村庄屋惣蔵 文化14年2月 横長美・1冊 0088－03

卯ノ年駄賃人足帳　五荷村 文政2年正月 横長美・1冊 0087－01

午駄賃人足帳 文政5年7月朔日 横長美・1冊 0087－05

御年貢付払方駄賃覚帳　五荷村水野喜重郎 文政6年10月 横美半・1冊 0074－03

漉油年貢他室駄賃帳 文政8年10月 横長美・1冊 0074－04

御年貢払方心血駄賃附払帳　五荷村水野幸右衛門 文政9年10月朔日 藩臣半・1冊 0074－05

御年貢払駄賃附払帳　五丁丁水野幸右衛門 文政10年10月 横美半・1冊 0074－06

当御年貢井二駄賃帳　藤木氏 文政11年10月 横長美・1冊 0074－07

当辰御年貢駄賃帳　五荷村水野幸右衛門 天保3年10月 横長美・1冊 0074－09

当亥駄賃覚帳五荷村 天保10年10月 横長美・1冊 0087－06

当期人足差引覚帳　五荷村庄屋惣次郎 天保10年12月 横長美・1冊 0089－01

戌年駄賃覚差引帳　五荷村庄屋宗次郎 天保10年12月 横長美・1冊 0090－01

当子人足覚帳　庄屋惣蔵 天保11年3月 横長美・1冊 0088－04
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／駄賃

当駄賃覚帳庄屋惣蔵 天保11年10月 横長美・1冊 0087－07

子駄賃差引帳　庄屋惣蔵 天保11年極月 横長美・1冊 0090－02

丑人足覚帳庄屋惣蔵 天保12年正月 横長美・1冊 0088－05

子人足差引帳　庄屋惣蔵 天保12年閏正月 横長美・1冊 0089－02

亥門門差引帳　庄屋惣蔵 天保12年閏正月 横長美・1冊 0090－03

当丑駄賃帳　五荷村庄屋惣蔵 天保12年10月 横長美・1冊 0087－08

丑人足差引帳　庄屋惣蔵 天保12年 横長美・1冊 0089．03

当子人足帳　五荷村庄屋惣蔵 天保13年正月 横長美・1冊 0087－10

寅年駄賃覚帳　庄屋惣蔵 天保13年10月 横長美・1冊 0087－09

当卯人足帳庄屋惣蔵 天保14年正月 横長美・1冊 0088．06

寅人足差引帳 天保14年3月5日 横長美・1冊 0089・04

丑年駄賃差引帳 天保14年3月5日 横長美・1冊 0090－04

三年駄賃帳庄屋惣蔵 天保14年閏9月 横長美・1冊 0087－11

卯人足差引帳　庄屋惣蔵 天保14年12月10日 横長美・1冊 0089－05

寅駄賃差引帳 天保14年12月 横長美・1冊 0090－05

卯年駄賃差引帳 天保14年 横長美・1冊 0090－06

当人足覚帳庄屋惣蔵 天保15年正月 横長美・1冊 0088－07

二二駄賃帳　五二村庄屋惣蔵 天保15年10月 横長美・1冊 0087－12

辰人足差引帳　庄屋惣蔵 天保15年 横長美・1冊 0089－06

当巳人足覚帳 弘化2年正月 横長美・1冊 0088－08

巳駄賃覚帳 弘化2年10月 横長美・1冊 0087－13

当巳人足差引帳 弘化2年12月 横長美・1冊 0089－07

当辰駄賃差引帳 弘化2年12月 横長美・1冊 0090－07

当午人足覚帳 弘化3年正月 横長美・1冊 0088－09

駄賃帳 弘化3年9月 横長美・1冊 0087－14

巳年駄賃差引帳 弘化3年11月 横長美・1冊 0090－08

当午人足差引帳 弘化3年12月 横長美・1冊 0089－08

丁丁駄賃差引帳 弘化3年 横長美・1冊 0090－09

当未人足覚帳 弘化4年正月 横長美・1冊 0088－10

当未駄賃覚帳 弘化4年10月 横長美・1冊 0087－15

当未人足差引帳 弘化4年12月 横長美・1冊 0089－09

未駄賃差引帳 弘化4年 横長美・1冊 0090－10

当申入足帳　庄屋水野惣蔵 弘化5年正月 横長美・1冊 0088－11

丁丁駄賃帳 嘉永元年10月 横長美・1冊 0087－16

申人足差引帳 嘉永元年 横長美・1冊 0088－12
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五荷村庄屋／貢租・諸懸／駄賃

当人足覚帳 嘉永2年正月 横長美・1冊 0088－13

当高駄賃覚帳 嘉永2年10月 横長美・1冊 0087－17

当酉人足差引帳 嘉永2年12月 横長美・1冊 0089－10

申年駄賃差引帳 嘉永2年12月 横長美・1冊 0090－11

酉駄賃差引帳 嘉永2年 横長美・1冊 0090－12・

翌翌人足覚帳 嘉永3月正月 横長美・1冊 0088－14

当戌駄賃帳 嘉永3年10月 横長美・1冊 0087－i8

戌人足差引帳水野惣蔵 嘉永3年12月 横長美・1冊 0089－11

当亥人足覚帳　庄屋水野惣蔵 嘉永4年正月 横長美・1冊 0088・15

諸人凝望方拍帳 嘉永5年～明治4年 横長美・1冊 0091

御年貢駄賃帳 嘉永6年～慶応3年 横長美・1冊 0074－08

（籾駄賃渡制覇） （文久2年）閏8月 横長美・1冊 0092

駄賃銘々付立帳　丑ノ極月勘定五荷村 子年 横長美・1冊 0087－21

酉ノ年駄賃帳　五二村庄屋惣蔵 酉年 横長美・1冊 0087－22

戌ノ年駄賃覚帳　五荷村庄屋惣蔵 戌年 横長美・1冊 0087－19

亥ノ年駄賃覚帳　当村庄屋惣蔵 亥年 横長美・1冊 0087－20

（御年責二二駄賃帳）断簡 折紙・3枚 0074－10

（駄賃帳）断簡 折紙・3枚 0087－23

戸ロ／宗門人別改二

五荷村未年人別改帳　水野惣蔵貼紙 弘化4年3月 半・1冊 0028

水内郡五荷村浄土真宗丑年宗門人別改帳　五荷村百姓 嘉永6年3月 半・1冊 0029－1

代吉左衛門、同村組頭与三郎、同村庄屋清右衛門　三橋
源右衛門様、木内八左衛門様

水内郡五野村禅宗丑年宗門人別改帳　五荷村百姓代吉 嘉永6年3月 半・1冊 0029－2
左衛門、同村組頭与三郎、同村庄屋清右衛門　三橋源右
衛門様、木内八左衛門様

五荷村禅宗卯年宗門人別改帳　五荷村百姓代五右衛門、 慶応3年3月 半・1冊 0030・1

同村組頭武右衛門、同村庄屋庄左衛門　斉藤利左衛門様、

中條新五左衛門様袋入

五荷村浄土真宗卯年宗門人別改帳五荷村百姓代五右衛 慶応3年3月 半・1冊 0030－2
門、同村組頭武右衛門、同村庄屋庄左衛門　斉藤利左衛
門様、中條新五左衛門様　袋入

五人組帳

信州水内郡五荷村五人組改帳　表紙「か号」（朱書） 享保4年4月 横長美・1冊 0027
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五荷村庄屋／戸口／縁組

縁　組

（婚姻二付女房人別御帳面加入願）　五荷村願人儀右衛門 天保14年3月 竪紙・1枚 0432
他3名

（婚姻二付人別焦焦願、養女縁組二心人別帳加入願下書） 弘化2年3月 竪紙・1枚 0428
①五荷村願人惣次郎他3名、②五荷村願人きよ他三役人
高野助一郎様

奉　公

（御料所奉公御出留呼戻難渋川付日延願下書）　願人
　三役人様

横切紙・1枚 1092

村　送

（村送） 桑名川村名主源右衛門 五荷村庄屋様貼紙案 天保11年2月 竪紙・1枚 0783
文あり

（村送一札写） 愛宕町組頭甚五兵衛 五荷村庄屋惣蔵殿 天保12年2月 竪紙・1枚 0782．1

牧野庄右衛門娘てつ

寺送主飯山忠心寺 戸狩村真宗寺 天保12年2月 竪紙・1枚 0782・2

（村送り一札写） 五荷村庄屋惣蔵 五東村御役人中　甚 天保13年2月 竪紙・1枚 0784
左衛門女房みゑ

争論・訴訟

手形（五荷村水論彦右衛門殿と相談水引雨垂）　北条 明暦元年7月18日 竪紙・1枚 1201
村孫右衛門他4力村6名　五野村彦右衛門殿　写力

為取替一札之事（御話境争論）　庄屋源九郎他6名　当 文化8年8月日 竪紙・折封　1枚 0420
村喜重郎

下今井村庄屋平蔵本家和左衛門拝借金一件関係書類 0119

（萄井村庄屋平蔵本家和左衛門拝借金済方一件覚 （天保9年・10年） 横長美・1冊 0119－2

qi倉井村庄屋平蔵本家和左衛門拝借金直方一件覚 嘉永5年8月 横長美・1冊 0119－1

（伝馬役疎略一件詫書写）　五荷村惣左衛門他5名　当村 弘化2年8月 竪紙・1枚 1066
庄屋水野惣蔵殿他2名

（惣左衛門伝馬役疎略一件顛末書） （弘化2年8月） 竪紙・1枚 1067

（不実出入示談二品一札）　下今井村平蔵煩二二三体当人甚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本家　之目障1名　御立入五荷村水野惣蔵様他3力村庄屋 安政4年11月 竪継紙・1通 0421

分家間借金出入

（不実出入内済直付一札）　下今井村山人和左衛門他17名 安政4年11月 竪継紙・1通 0422
御奉行所様　本家分家間借金出入

（下今井村蕨野村数名心得違之儀御宥免御鎚り願書綴） 万延元年12月 折紙・1綴（3枚） 1248
貼紙

一124一



五荷村庄屋／争論・訴訟

三年十二月小沢道一件関係書類　反故紙帯、紙緩一括 元治元年 1237

小沢道一条（顛末書）　中断 折紙・1枚 1237－1

五荷村小右衛門書状（村方之者承伏二付取計願） 12月20日 横切継紙・1通 1237－2

中条村武左衛門様

覚請灘欝一蟹蒋書齢藩…尋鴉甕套　衛門、組頭代印庄屋清右衛門（無印）　立入人中条村　武右衛門殿、五東村重右衛門殿、顔戸村藤左衛門殿
（元治元年）子12月 竪紙、横切紙・2枚 1237－3

案文共

（駄論騨鰯灘三図差出へく鱒付1ヒ条村 横切継紙・1通 1219
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五荷村戸長・用掛／村政／布告・布達、、告示、諸留

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

五町村戸長・用掛／村政／布告・布達、告示、諸留

御布告之写（貸金銀利足相対極・社寺除地奉還之事件） 明治4年正月29日 半・1冊 0121－1

飯山藩　碩儒々社寺院庄屋中　末尾「水野氏」

御布告写（地方順廻之為）　長野県庁 （明治5年）壬申4月 半・1冊 0121－2

御布告写（行幸之節道筋通行之者応対之仕方外）　区 明治6年4月 半・1冊 0121－3
長江澤重右衛門　五荷戸長

（往来運輸之便之為道路修理致すべき旨外御布告写） 明治6年 青色罫紙・1冊 0121－4
長野県権参事楢崎寛直

（訴状・弓状其外書類認料外御布告写） 明治6年 青色罫紙・1冊 0121－5

廻文留 明治8年1月 半・1冊 0149－1－1

三号公文簿　第二拾八大区小三区五荷邑用掛所公用留・ 明治8年6月～ 半・1冊 0122
巡二二

（廻文留） （明治8年） 半（青罫紙・宿紙 0149－2
共）1冊

回章留　用掛水野弥八郎 明治9年9月8日～ 茶罫紙・1冊 0149－3

回達記 明治10年10月～ 半・1冊 0149－5

（廻文留） （明治10年） 半・1冊 0149－4

農商務省告示第八号　官有森林原野及産物特売規程 明治24年9月24日 半・1冊 0152
（写）　農商務大臣陸奥宗光

諸規則

山反別認可・司法卿御規則書之写・兵隊規則書之写
　二二氏

紀元2533（明治6）年2
月

半・1冊 0151

村　費

戦死人香三三子丑三ケ年割合帳　旧飯山領三支配 明治9年5月 横長美・1冊 0148

（入費之内第六号出張際諸費入用勘定書類綴） 明治16～18年 竪紙、横切継紙、 1120－24
横切紙、折紙・1綴
（20点）

事件入費割　大坪村役元五荷村水野弥八郎殿 亥4月 横切紙・折封・1枚 1063

記（仕切）　東京駿河町越後屋半三郎、才二郎水野忠四 1月27日 横切継紙・1通 1259－49

四四桃色罫紙裁断

記（仕切）　東京駿河町越後屋半三郎、才二郎　水野忠四 1月28日 横切紙・1枚 1259－50
郎様　裏朱書貼紙「第九号　出張先　給金之内諸払請取
の証也」　桃色罫紙裁断

記（戸長要務代金請取）　長埜県管下弘通所御用書物師 2月11日 横切紙・1枚 1259－30

西澤喜太郎水野様
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