
五玉村戸長・用掛／村政／住民名簿

住民名簿

第二十八大区三民区五荷村名簿　御布令及通達の回達受 明治7年8月～ 青罫紙・1冊 0150－3

印簿表紙朱書「一」

第二十八大区三三区五荷村名簿　御布令及通達の回達受 明治7年8月～ 青罫紙・1冊 0150－4

印簿表紙朱書「二」

三雲区五荷村名簿　御布令及通達の回達受印簿 明治7年 青罫紙・1冊 0150－1

三小区五荷村名簿　御布令及通達の回達受印簿 明治7年 青罫紙・1冊 0150－2

第二十八大罪三小区五里村名簿　御布令及通達の回達受 明治8年2月～ 青罫紙・1冊 0150－5

印簿

第二十八混晶三二二五二村名簿　御布令及通達の回達受 明治8年2月～ 青罫紙・1冊 0150・6

印簿

第二＋八大区三小区五荷村名簿　御布令及通達の回達受 明治8年 青罫紙・1冊 0150－7

印簿

（第二十八大発三小藩五田村名簿）　御布令及通達の回 （明治） 青罫紙・1冊 0150．8

達受印簿

戸　籍

送籍状写　椎谷県五二区戸長宮川太右衛門、副戸長壼井覚 （明治4年）辛未8月 竪紙・1枚 0785
之助　五ケ村戸長御中　高井解明山田村源左衛門弟西原
琴弾裏書あり

諸願・諸届

（薬師堂廃寺二三仏像高話院江引移、堂村方小屋二仕度
@　　　　右村副長水野庄右衛門・松永宗隆・戸長丸山藤御届）

明治6年3月12日 竪折紙・1枚 0157－17

吉他1名　長野県権令立木兼善殿

（年齢届雛形） 明治6年11月 竪折紙・1綴（4枚） 0157。28噛

（当村方之儀者原野等一切無二三三二三御届他） 明治6年12月 竪折紙・1綴（4枚） 0157－34

（村用掛改正入札二付御届控）　蕨野村副戸長宮沢五郎左
@衛門・第二八大区小三区平井園右衛門・戸長江澤重右衛

明治7年8月 竪折紙・2枚 0157－25

門　長野県参事楢崎寛直殿

（年齢届書）　第二＋八大区小三区水内郡五荷三水野利兵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　二二　戸長江沢重右衛門殿・副戸長平井園右衛門殿 明治7年9月 竪紙・4枚 0157－01

七条免役規則相当嗣子届

御届書（水車稼人）　右村稼人水野弥八郎長野県参事 明治8年1月 青罫紙・1枚 0149－1．2

楢崎寛直殿

変死御酒　右変死人妻とめ（指印）・右親類中澤藤右衛門 明治20年7月24日 朱罫紙・1枚 0157－10

飯山警察署御中

陳述書（中澤惣左衛門経死一件二付）　長野県信濃国下 （明治20年） 朱罫紙・1枚 0157－03
水内郡豊田村百七拾七番地右経死人妻（とめ）

地所分裂願　下水内郡太田村五荷組人民惣代水野惣治郎・ 明治23年11月28日 朱罫紙・1枚 0157－05
水野吉左衛門・同郡同村組同源院住職小野沢高雄　下水
内郡長前田廣術殿
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五荷村戸長・用掛／村政／諸願・諸届

官有地御払下願　下水内郡太田村五荷組惣代水野惣治郎・ 明治23年11月 朱罫紙・1枚 0157－32
氏子惣代水野吉左衛門・同水野嘉市　長野県知事内海忠
勝殿

明暦元年免定之写・未十年定免相之事書上　下水内郡 明治23年12月 朱罫紙・1枚 0157・29
太田二五荷組惣代水野惣治郎・氏子惣代水野吉左工門・右
同断水野

（発馬捨場有租地二組替願）　右五荷組人民惣代水野惣治 明治24年1月14日 朱罫紙・竪折紙・1 0157・06
郎・下水内郡太田村長阿部守三郎　長野県知事内海忠勝 冊

殿　下水内郡長前田廣術の奥書あり

埋葬刻下附願・墓地管理者届（写） 明治27年・34年 竪折紙・1枚 0157－07

墓地管理者届（下水内郡太田村水野惣治郎）　右所有 明治29年1月22日 朱罫紙・1枚 0157－11
者水野健順・同水野惣治郎・同高源院　長野県飯山警察
署長警部宮沢宗三郎殿

廃嫡願（案文）　下水内郡太田村右戸主高橋竹蔵他2名 明治30年11月日 竪紙・1枚 1280
下水内郡長吉松集躬殿

（墓地取調書上）　太田村五ケ組管理者水野惣太郎 明治31年6月25日 朱罫紙・1枚 0157－09

作即吟御調　下水内郡太田村長代理清水源吾殿 明治32年8月31日 竪・1綴 0157．15

（水野惣蔵酒類製造）納税保証書　長野県下水内郡飯山 明治33年1月27日 青罫紙・1枚 0157－16
町847番地牧野長蔵　松本税務管理局長飯塚忠成殿　印紙
あり　差出印・印紙墨消

明治35年1月10日提出 半・2枚・1綴 0159

会長紀浦次郎　印刷物

墓地管理者改選届下書　下水内郡太田村字五荷組第何番 （明治） 切紙・1枚 0157－02
地水野定吉・選挙人町代何某　飯山在々管理人御中

（下水内勧業会太田支部会員改編届雛形）　村長宛 （明治） 竪切紙（萄旧版） 0157－12
1枚

（太田村組衛生組合組長・副組長改編届雛形）　村長 （明治） 竪切紙（莇璃版） 0157－13
宛 1枚

（丸山清右衛門孫葬送門付御届）　用掛水野弥八郎様 （明治） 竪切紙・1枚 0157－14

（地券取調日延願） （明治） 竪折紙・1枚 0157－26

官有地御払下願　（下水内郡太田二五三組） （明治） 朱罫紙・1枚 0157－30

争　論

（北条村との薪秣場争い正路に致すべく願書）　五荷 明治9年3月5日 竪・1冊 0157・33
村用掛水野弥八郎・地検下調人丸山七右衛門・伍長惣代
水野庄左衛門他4名　長野県権令外嵜二二殿

普　請

旧五荷舟橋助成人銘簿　飯山下舟橋世話人 （明治） 半・1冊 0158
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五荷村戸長・用掛／村政／無尽

無　尽

（旧御領主様御無尽講金弐百円預証文）　五荷村預主水 明治6年5月 竪紙・1枚 0472
野弥八郎　御世話方嶋津金四郎殿、右同断出野義平殿
水野印墨消

（遷御領主様御無尽講金百五拾円預証文）　北第廿八大 明治10年5月25日 竪紙・1枚 0463
区三小区豊田村之内旧五荷預主水野弥八郎　御世話方嶋
津金四郎殿、右同断出野儀平殿　水野印墨消

（旧訓領主様舞無尽講金百五拾円預証文控）　北第廿 明治10年5月25日 竪紙・1枚 0465
八大区三小区豊田村之内旧五荷預り主水野弥八郎　御世
話方嶋津金四郎殿、右同断出野義平殿

学　校

得新学校出納簿　委員水野弥八郎・世話掛宮津藤兵衛 明治13年1月～ 茶罫紙・1冊 0154

生徒勤怠表　下水内郡常郷群山拾三番小学公立幡羅学校 明治13年12月 朱罫紙・1冊 0雪53
教職員・生徒出席簿

明治十二年学事年報調　下水内郡三郷邨三新学校右学校 明治13年 茶罫紙・1冊 0155
世話掛

（調印願出来ノ節心得方二付通達）　常郷村戸長役場　学 （明治）14年2月9日 茶罫紙・1枚 0157－24
務委員御中

学齢簿　五荷組長水野与助　背表紙に「（就学免除願返戻 明治33年1月 半・1冊 0156
書）」貼付一

常郷・太田高等部開校式関係書類 明治41年 袋・1枚 1121

領収書（金参拾円、開校式諸費ノ内）　小林漬治郎 明治41年11月30日 竪紙・1枚 1121－01

開校式会計掛水野惣蔵殿

記（時計代、金拾八円参拾銭領収）　東京々橋区尾 明治41年11月 竪紙・1枚 1121－02
張町二丁目十八番地帯賞堂江澤金五郎　太田村役場
「三二堂本店」緑色罫紙、印紙あり

領収証（金弐十六銭、時計送料及代金引換料）　東 明治41年11月 竪紙・1枚 1121－03
京市京橋区尾張町二丁目十八番地天賞堂江澤金五郎
太田村役場　　「天賞堂本店」緑色罫紙

領収証（金九円八拾六銭、国旗・式次第書印刷料等） 明治41年11月9日 竪紙・1枚 1121－04
太田村長石田俊次郎　開校式会計員水野惣蔵殿　朱罫
紙「太田村役場用紙」

領収書（金参拾円、開校式費用ノ内）　太田村収入 明治41年11月13日 竪紙・1枚 1121－05
役小林浅五郎　開校式三会弓懸水野惣蔵殿　朱罫紙
「太田村役場用紙」

領収証（金拾五円、開校式諸買物払代金）　太田学 明治41年11月18日 竪紙・1枚 1121－06
校長水野奥　収入役小林浅五郎殿

（（義戦②馨責粛謙聯碁蒔鰹さる錨 明治41年11月 竪紙・1枚 1121．07

村長石田俊次郎殿、②太田村収入役小林浅五郎殿　印
刷

記（金百拾三円五拾壱銭、人力車他諸賄代勘定） （明治41年）11月18日・ 竪紙・1枚 1121・08
沼田保次郎　太田役場御中　後筆「正二領収致候也　11
月21日」
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五荷村戸長・用掛／村政／学校

記（金弐拾参円拾銭五厘、他弐円、茶碗他諸品代金 （明治41年）11月19日 横切紙・1枚 1121－09
勘定）　沼田商店　太田村役場御中

領収証（金参拾弐円、菓子代金）　飯山町石里勘助 明治41年11月25日 竪紙・1枚 1121－10
青色罫紙、印紙あり

（（職糊便脇諾認轟£鱗繋縣繁 ①②明治41年11月4日、
B明治41年10月26日

竪紙・1綴（3枚） 1121－11

郡太田村長石田俊次郎、③一1・2太田村助役村山惣太郎
①太田村役場御中、②・1太田村長石田俊次郎殿、②2太
田村開校式会計員水野惣蔵殿、③一1太田村長石田俊次
郎殿、③一2太田村開校式会計員水野惣蔵殿　①赤色罫
紙「常盤郵便局」、②③印刷

（請求書二枚支払、郵便局二枚返却願）　石田俊次郎 （明治41年）11月9日 横切紙・1枚 1121－12
水野惣蔵殿

領収証（金参拾七円弐拾参銭、明細別紙）　下水内 明治41年12月7日 竪紙・1枚 1121－13
郡常盤村百九拾七番地沼田信太郎　水野惣蔵殿　朱罫
紙、印紙あり

領収証（金弐円五拾銭、ビール・蝋燭代金）　下水 明治41年12月7日 竪紙・1枚 1121．14
内郡常盤村戸狩宮沢照治　水野惣蔵殿　朱罫紙

証（金八円弐拾銭、飯山町水島寧真師へ支払金預） 明治41年12月7日 竪紙・1枚 1121一格
石田俊次郎　開校式会計員水野惣蔵殿　朱罫紙「太田村
役場用紙」

仮領収書（金参拾六円六拾四銭弐厘、開校工費支払 明治41年12月8日 竪紙・1枚 1121－16
之分）　小林浅五郎水野惣蔵殿朱罫紙「太田村役
場用紙」

証（金弐拾円、煙火・角力請負金請取）　同ニノ宮 明治41年 竪紙・1枚 1121－17
勝次　太田村開校式会計員水野惣蔵殿

（①請求及②領収書、金七円五拾銭、三郷校アーチ
ﾝ置費）　①②高橋要之助①太田村長石田俊次郎殿、

明治41年 竪紙・1枚 1121－18

②太田村水野惣蔵殿　印刷

（①請求及②領収書、金五円六拾銭、太田学校高等　部アーチ設置費）　①②長野県下水内郡飯山町高澤 明治41年 竪紙・1枚 1121・19

和十郎　①太田村長石田俊次郎殿、②太田村収入役小
林浅五郎殿　印刷

記（金六円拾壱銭、道具他諸品借用代金勘定）　飯 竪紙・1枚 1121－20
山町山本幸吉

（土瓶・茶碗・花さし代金調、晒天竺等代金伺） 折紙・1枚 1121－21

石田

証（金拾円、一時預）　太田村長石田俊次郎　会計員 明治41年11月2日 竪紙・1枚 1121－22
水野惣蔵殿　朱罫紙「太田村役場用紙」半裁

証（金拾八円六拾七銭五厘、老柏代金）　石田俊次 竪紙・1枚 1121－23
郎　開校式会計員御中　緑色罫紙「銘酒老柏　石田酒
造店石田倉治」 1

御祝儀包（五拾銭）　鈴木丹治郎　毒筆「開校式祝儀 包紙・1枚 1121－24

受納　金拾円也」

（提灯損害金メモ、金弐円）　「水内銀行収入伝票」 98×131枚 1121－25

裏書

御真影拝載式両学校開校式費用受払帳 明治41年11月 横長美・1冊 1121－26

展覧会二関スル買物覚　太田小学校 10月22日～11月13日 横半半折・1冊 1121－27

（生徒諸調査雛形） 竪紙・1枚 1281
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五荷村戸長・用掛／村政／寺社

寺　社

（水内郡戸狩村真宗寺什物取調書）　長野県管轄信濃国
@第七拾区水内郡戸狩村第七十五番地所真宗寺、檀中惣門

明治5年10月3日改之 半・1冊 0165

五荷村水野弥八郎、中條村清水雲中隊門他1寺

（社寺明細帳進達之仏堂編入届）　長野県知事木梨精一
@郎殿三下水内郡太田村大字豊田五荷組番地絵図、明治3年

明治22年6月29日 半・1綴 0166

五荷村社寺年貢定免之事

村社屋根換二付諏方講取入金出納帳 明治25年5月23日 横長美・1冊 0169

土地所有名寄帳　地主高源院裏朱書「反古」 明治25年5月写 半・1綴 0167

村社本殿再建三二拝殿屋根替寄附金帳簿　氏子総代水野 明治25年9月 横長美・1冊 0170
嘉市・水野吉左工門・水野五右工門

明記二二騰響デ号三三雛蟹（五荷 明治28年10月10日 半・1冊 0168・1

五荷神社事項取調書　右神社々掌吉澤濟・右神社氏子総 明治28年10月10日 半・1冊 0168・3
代水野吉左衛門・同水野嘉市他2名　長野県知事浅田徳則
殿

五荷神社事項取調書　右神社々掌吉澤濟・右神社氏子総 明治28年10月10日 半・1冊 0168・4
代水野吉左衛門・同水野嘉市他2名　長野県知事浅田徳則
殿

（古社寺取調書中五荷神社） 明治28年・29年 竪・12枚 0168・2

建物名称誤謬訂正願（五荷神社）　右神社々掌吉澤済・ 明治30年2月23日 半・1冊 0168・5
右神社氏子総代水野吉左衛門・同水野嘉市他1名　下水内
郡前田心術殿

正募綾翻講灘欝来●諏方大明神社領 （明治） 朱罫紙・1枚 0157・31

善光寺大勧進万善堂再建名簿（甲第3134号）　信州善 （明治） 半・1冊 0171

光寺別当大勧進刷物

神祇官宣教掛（諸藩神祇官宣教掛書上） （明治） 横美半・1冊 0172

（善光寺夜灯奉加覚） 折紙・1枚 0164

土地／地租改正

（地租改正施行規則写）　　「加州金沢犀川片町宮川屋伊左
　衛門　烏犀円　一器」包紙を使用

（明治6年） 竪紙・1枚 1089

台　帳

地理収穫調帳　北第弐拾八大平三章区水内郡豊田村 明治10年 半・1冊 0125・3

拾蘇堅陣聖堂但下調帳拾号帳拾弐号帳畦 明治28年2月 横長美・2冊 0144

（大字組別民有山林書上帳） （明治32年） 朱罫紙・1綴 0145

現地目毎番取調帳　下水内郡豊田村ノ内五荷組　表紙朱 （明治） 朱罫紙・1冊 0123－1

書「地白第拾号帳白白」
1
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五荷村戸長・用掛／土地／台帳

現地目毎判取調帳　下水内郡豊田村ノ三五骨組　表紙朱 （明治） 朱罫紙・1冊 0123－2
書「地順第拾弐号帳面部」

地畔収穫調帳　北第二十八大区三小潮水内郡豊田村表紙 （明治） 半・1冊 0125－1
始筆「感取」

●

筆順収穫調帳　下水内郡豊田村 （明治）
半・1冊 0125－2

地順収穫調帳　北第弐拾八大区三小区水内郡豊田村 （明治） 半・1冊 0125－4

（収穫調帳） （明治） 半・1冊 0125－5

収穫調帳　第廿八区三小区水内郡五荷村改称豊田村 （明治） 半・1冊 0125二6

（収穫調帳）断簡 （明治） 半・竪折紙・2綴・ 0125－7
4枚

5

（収穫調帳） （明治） 半・1冊 0125－8

名寄小計書抜帳　地価・地租金高名寄 （明治）　　、

横長美・1冊 0127

（田畑屋敷地番反別取調帳）　表紙「誤認」 （明治） 半・1冊 0129

字坪網（山反別取調帳）　表紙「小屋口土俵場より大枚 （明治） 半・1冊 0135
高歯」

畦畔調帳、五三組拍分包紙「畦畔取調帳三通り’」 （明治） 表紙朱罫紙・半・1 0143－01
冊

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－02

（畦畔敢調帳） （明治） 半・1綴 0143－03

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－04

（畦畔取調帳） （甲治） 半・1綴 0143－05

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－06

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－07

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－08

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－09

（畦畔取謁帳） （明治） 半・1綴 0143－10

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－11

（畦畔取調帳） （明治） 半・1綴 0143－12

地　価

地価金明細録　表紙朱書「明治十四年得新学校」 明治13年9月 半・1冊 0126－2

地価金明細録 明治13年11月3日改 茶罫紙・1冊 0126－1

誓約書（地価修正調査評定人）　評定人水野五右衛門・
@追水野島治郎・地主水野忠四郎他27人

聯22年9月26日 朱罫紙・1冊 0140－1

誓約書（地価修正調査評定人）　評定人水野五右衛門・ 明治22年9月26日 朱罫紙・1冊 0140－2

同水野惣治郎・地主水野忠四郎他28人

（大字豊田山林町価金取調帳）　五荷太田役場御中r・ （明治） 朱罫紙・1冊 0124
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五荷村戸長・用掛／土地／開墾

山林開墾願　下水内郡豊田村之内五荷紅表紙朱角印墨書 明治20年3月8日 朱罫紙・1冊 0136－1

「整一　受第三三八号　二十年三月八日」

開墾図面 （明治） 半・1冊 0136－2

開　墾

変換・誤謬・脱落

丈量誤謬訂正願　下水内郡豊田村ノ内五荷前　表紙朱書　「第拾弐号」

明治19年10月18日 朱加福冊、　　　　　’　　　　1 0130

地目変換願　下水内郡豊田村北条組・五荷組　表紙朱書 明治19年10月27日 朱罫紙・1冊 0128」1

「地順第拾壱号帳ノ部」

地目変換願　下水内郡豊田村ノ内五荷組表紙朱書「副」 明治19年12月30日 朱罫紙・1冊 　　　1O128・2

脱落地券状回附願　下水内郡豊田村ノ内五荷組　表紙朱 明治19年12月30日 半・1冊 0134
書「副」

丈量誤謬弓取絵図帳　下水内郡豊田村之内五荷組 （明治） 半・1冊 0131

脱落地取調帳　表紙朱書「第壱号坂下黒坂下布付江口沢北 （明治） 横長美・1冊 0132
田石橋山ノ峯」

脱落地野取絵図帳　下水内郡豊田村 （明治） 半・1冊 0133

畑草野二二成反別帳　　（豊田村）　表紙朱書「拾号　豊 （明治） 半・1冊 0137
田村」

（分裂・変換地肺野取絵図帳）　表紙・初丁欠 （明治） 半・1冊 0138

絵図・地図

字坂下ヨリ字山之峯迄　切絵図　現地目調第拾号　朱 明治19年 竪紙・16枚（表紙 0139－1

書、貼紙 共）・1綴

字上布付ヨリ字飯田迄　切絵図　現地頸縄第拾二号 明治19年 竪紙・5枚（表紙 0139－2

朱書、貼紙 共）・1綴

分量野取絵図帳　右地主惣代水野健順、同上水野定吉、下 明治23年12月23日 函折・竪紙・朱罫 0141－1

水内郡太田村長阿部守三郎　長野県知事内海忠勝殿 紙・1冊

分筆鎌取絵図帳　右地主惣代水野健順、同上水野定吉 明治23年12月 竪折・竪紙・朱罫 0141－2
紙・1冊

（字別地番絵図）　包紙「明治廿六年八月　新製図面」 明治26年8月 堅紙・12枚 0142－1

朱書、貼紙

（地境絵図） 明治27年5月22日 竪紙・1綴（2枚） 0157－08

字上布付ヨリ飯田迄　毎筆図面控　第拾弐号　朱書、 （明治） 竪紙・10枚（表紙 0139・3

貼紙 共）・1綴

（切絵図　現地目高）　朱書、貼紙 （明治） 竪紙・20枚・1綴 0139－4

（字別地番絵図）　朱書、貼紙、原図は1鋪力 （明治） 1綴 0142－2

一133一



五荷村戸長・用掛／租税／検見

租税／検見

田方検見帳

c方検見帳　緑村・寿村戸長役場

明治12年10月9日

ｾ治13年10月15日

横美半・1冊

｡美半・1冊

0146－1

O146－2

地　租

課賦仮割簿　執事福澤五右衛門 紀元2539年（明治12年） 半・1冊 0147

誤筆訂正願（地租帳簿記載訂正願）　右水野忠四郎・ 明治20年11月12日 朱罫紙・1冊 0157－04
同断丸山磯三治・下調人水野五右衛門他2名　長野県知事
木梨精一郎殿

記（租税切附取調下付願）　針田林桂助　五荷村水野忠 （明治） 竪紙・1枚 1090
四郎殿
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水野家／経営／家産

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

水野家／経営／家産／所持地

先祖より竿請持地買入証文高相改帳　田畑共二 明和6年～寛政12年 横長美・1冊 0282－1

先祖より耳鼻持地買入証文高相改帳　田畑共二　「元禄 明和6年～享和2年 横長美・1冊 0282－2

亥改」の記載あり

先祖より竿請持地買入共二高相改帳　五二村小右衛門 安永4年 撞長美・1冊 0273

（持地明細帳） 文化7年～天保13年 横長美・1冊 0282－3

先祖より竿請井買入野帳　五荷村庄屋惣蔵 文化14年2月 横長美・1冊 0274

腰（ママ）石高改帳　ふじき氏 文政4年正月 横長美・1冊 0279

地券預り証券　剃下今井地券主高橋金次郎他2名　旧五荷 明治13年7月2日 竪紙・1枚 0768

水野弥八郎殿

地券預り証券　下高井郡旧針田預主林長右衛門、証人俸林 明治14年3月9日 榿竪罫紙・折封・1 0732
桂助　水内郡旧五荷水野忠四回忌　印紙あり 枚

地券預り証　下高井面高野村武田信之助　下水内郡太田村 明治22年4月6日 朱半罫紙・1綴（2 0765
豊田弐百四拾四番地水野忠四郎殿　印紙あり 枚）

所有磐石届書（四隅）　太田村水野ツル　太田村長吉野 明治29年9月2日 朱罫紙・2枚 0157－19

義太郎殿

（山林伐採承認状）　太田村長代理清水源吾太田村水野 明治32年10月11日 朱罫紙・1枚 0157－22

惣蔵　朱書「乙第八〇九号」

山林伐採届　下水内郡下田村二百六十二番地水野惣蔵太 明治33年4月 茶罫紙・1枚 0157－23

田村長代理清水源吾殿

（水野家門地目地価地租増減控） （明治） 朱罫紙・1綴（3枚） 0157－21

（持地水帳調）　地租改正時の書き入れあり （明治） 横長美・1冊 0277

持地田畑高辻帳　水野弥八郎地租改正時の書き入れあり （明治） 半・1冊 0278

（水野忠四郎買入田畑地価金甲帳） （明治） 横長美・1綴 0413－1

（持地反別地価覚留） （明治） 横長美・1綴 0413－2

家　財

有増目録之覚　五荷村水野喜十郎籾・金銀・絹布等の目 文政6年正月吉日 半・1冊 0183
録、附籾請取覚

善左衛門家財改如　立合山桃老・彦右衛門・おるい・お 未9月3日 横長美・1冊 0175
れい　惣蔵預リ　嘉永3戌3月17日渡ス

譲渡・寄進

（四下取り田地弐枚寄進証文）　五ケ村地主小右衛門 延享2年12月日 竪紙・1枚 0795
字源院様

幸右衛門譲り渡シ田畑家具関係書類 寛政6年4月 包紙・1括 1081

田畑割合帳（家持幸右衛門譲り渡シ田畑其ひかい） 寛政6年4月 美・1冊 1081－1

覚（譲り家具類六品書上）　庄蔵　幸右衛門殿　1枚 子8月2日 折紙・2枚 1081－2

日付なし
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水野家／経営／貢租・諸懸

貢租・諸懸

（越石年貢高掛覚） （天和3年目） 横長美・1綴 0294－01

（年貢高削回） （享保2年）～文化11年 横長美・1綴 0294－03

（年貢湯掛覚） 寛延3年～ 横長美・1綴 0294－02

（年貢高州覚） （享和元年） 横長美・1綴 0294－17

覚（御冥加金弐百弐十五文請取）　瀬木村庄屋茂右衛門 文化3年極月13日 横切紙・1枚 1206
五荷村惣蔵殿

覚（寅卯両年冥加金七百三拾四文請取）　五東村庄や 文化4年3月日 横切紙・1枚 1203
和助　五野村幸右衛門殿

（平石年貢高甲佐） 文化7年～天保11年 横長美・1冊 0295

（年貢皆済目録） 文政4年～文政11年 横長美・1綴 0294－18

（年貢高等覚） 文政4年～文政13年 横長美・1冊 0294－04

（年貢高等覚） 天保2年～天保10年 横長美・1冊 0294－05

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野惣蔵殿 嘉永5年12月 横長美・1綴 0294－06

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野惣蔵殿 嘉永6年12月 横長美・1綴 0294－07

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野惣蔵殿 安政元年12月 横長美・1綴 0294－08

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野惣蔵殿 安政2年12月 横長美・1綴 0294－09

（高掛金受取覚）　庄屋清右衛門水野惣蔵様 安政2年極月 横切紙・1枚 0294－19

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門水野惣蔵様 安政3年12月 横長美・1綴 0294－10

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門水野惣蔵様 安政4年12月 横長美・1綴 0294－11

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野惣蔵様 安政5年12月 横長美・1綴 0294－12

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 安政6年12月 横長美・1綴 0294－13

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 万延元年12月 横長美・1綴 0294－14

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 文久元年12月 横長美・1綴 0294－15

（年貢皆済目録）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 文久2年12月 横長美・1綴 0294－16

（下今井村年貢野掛覚） 文久3年目明治4年 横長美・1綴 0297

巳仕切　大坪村庄屋源左衛門　五荷村水野小右衛門様 明治2年12月 折紙・1枚 1224

仕切　小門新田庄屋阿部長右衛門　五荷村水野小右衛門様 明治3年12月 横切紙・1枚 1225

午仕切　今井村庄屋小三郎　五荷村水野小右衛門殿 明治3年極月 折紙・1枚 1226

仕切　庄屋丸山藤吉　水野弥八郎殿 明治4年12月 折紙・1綴（2枚） 1227

記（仕切）　戸長丸山藤吉　水野弥八郎殿 明治5年・（明治6年） 折紙、横切紙・1綴 1228
酉五月21日 （4枚）

記（仕切）　①②丸山藤吉　①水野おきと殿、②水野弥八 ①明治5年、②明治6年 横切継紙、折紙、 1229
郎殿 4月 横切紙・1綴（3枚）

（高掛金受取覚）　庄屋清右衛門水野惣蔵様 子極月 横切紙・1枚 0294－20
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水野家／経営／貢租・諸懸

（高掛金受取覚）　庄屋清右衛門水野惣蔵様 丑12月 横切継紙・1通 0294－23

御冥加金覚（五拾九文請取）　下今井四六右衛門　五荷 寅極月 横切紙・1枚 1205

村幸右衛門殿

覚（御冥加金七拾弐文割合）　下今井村庄屋金左衛門 卯2月日 横切紙・1枚 1204

五野村幸右衛門殿

覚（御冥金弐百参拾八文請取）　瀬木村庄屋茂有衛門 卯3月日 横切紙・1枚 1202

五自村惣蔵殿

（高掛金受取覚）　清右衛門水野御民様 巳10月28日 横切紙・1枚 0294－22

（年貢皆済目録）　庄屋藤吉　水野小右衛門様 午12月21日 横長美・1綴 0294－25

（高掛金受取覚）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 未12月 横切紙・1枚 0294－24

（売掛金受取覚）　庄屋清右衛門　水野小右衛門様 申12月 横切紙・1枚 0294－2で

（戌年貢書上帳）　戌丁丁亥4月出し （江戸） 横長美・1冊 0416・6

租税・地方税

租税・地方税請取通 豊田村戸長役場 裏表紙「納人旧 明治12年7月～ 横美半・1冊 0296－1

五荷村持」

租税・地方税請取通 豊田村戸長役場 裏表紙「納人水 明治12年7月～ 撞美学’1冊 0296－2

野忠四郎」

租税・地方税請取通 豊田村戸長役場 裏表紙「納人水 明治12年7月～ 横美半・1冊 0296．3

野弥八朗」

土地金融証文／土地証文／水野家宛

（売渡申畑証文）　五ケ村田地売主市良兵衛他4名　当村 宝永3年12月22日 竪紙・1枚 0555

小右衛門殿

（畑地永質証文）　五ケ村地主仲右衛門他4名　五ケ村小 享保8年3月5日 竪紙・1枚 0613

右衛門殿

（田地永質証文）　五荷村地主仲右衛門他5名　五ケ村小 享保8年3月5日 竪紙・1枚 0658
右衛門殿

（田畑永質証文）　五荷村地主徳右衛門他3名　五荷村小 寛保3年3月5日 竪紙・1枚 0655
右衛門殿

（譲田畑請取証文下書）　五荷村佐五兵衛、同村立合　同 延享4年2月 竪紙・1枚 0512
村小右衛門殿

（田地譲り証文井二添証文）　五ケ村地野臥右衛門、奥
@書・五ケ村仲右衛門他6名、添証文・蕨野村地主宇兵衛、
@五ケ村庄屋武右衛門　わらびの村宇兵衛殿（奥書共）、添

享保8年3月5日（奥書
､）、添証文・延享4年
R月29日

竪継紙・1通 0504

証文・五荷村小右衛門殿

（田畑永質証文）　地主勘次郎他3名　小右衛門殿 延享5年3月日 竪紙・折封・1枚 0744－1

（田地永々譲り証文井戸添証文）　地主小右衛門（奥書あ 享保9年3月11日、添証 竪継紙・1通 0503
り）、添証文・地主伝右衛門他2名　伝右衛門殿、添証 文・宝暦3年3月18日

文・里村小右衛門殿

（田地永質証文）　五荷村地主与右衛門他3名　当村小右 宝暦3年3月27日 竪紙・1枚 0657
衛門殿
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（田地質証文）　五聖旨質入主市左衛門他4名　当量幸右衛 宝暦4年2月24日 竪紙・1枚 0659
三殿

（田地麗質証文）　五荷村地主七之丞他3名　五荷村歯痛 宝暦6年3月21日 竪紙・折封・1枚 0507
衛門殿

（田地画質証文）　五荷村地主おもや他3名　幸右衛門殿 宝暦7年3月28日 竪紙・1枚 0744－4

（田地譲証文）　五荷村地主勘次郎他3名　北条村孫右衛門 延享5年3月日 竪紙・1枚 0744－2
殿　奥書「自弁申候証文」「拙者此田地宝暦七年急雷月代
金七両三分二朱二而永三二取申候其節此質証文拙者請申候」

（畑地永質証文）　五旭村地主弥右衛門他3回忌同村幸右 宝暦9年3月日 竪紙・折封・1枚 0550
衛門殿　折丁ウワ書一部「若宮畑買入証文　外二門前壱本
証文是者幸右衛門江分地二致候」

（田地学期証文）　五荷村地主金左衛門他3名　当門下右 宝暦10年3月11日 竪紙・1枚 0744－3
衛門殿

（田永質証文井二添証文）　地主奥右衛門他3名、（添証文） 延享元年3月22日、（添 竪継紙・1通 0759
五荷村地主庄や孫右衛門他3名　当村織右衛門殿、（添証 証文）宝暦10年3月日
文）同村重右衛門殿

（田地永質証文井二丁証文）　当村地主市左衛門他4名、 宝暦7年3月日、継証 竪継紙・1通 0547－1

継証文・地主作右衛門、立合作左衛門　与五右衛門殿、 文・宝暦12年4月
継証文・幸右衛門殿

（畑地譲り証文控共）　五荷村地主与五左衛門、庄屋孫左 明和4年9月日 竪紙・2枚 1085
衛門　当村幸右衛門殿

（田地永質証文）　五荷村地主弥五右衛門内後家他2名 明和6年3月日 竪紙・1枚 0645
当村幸右衛門殿

（田地永質証文井国典証文）　五ケ村地主清兵衛他5名、 享保9年3月5日、（添証 竪継紙・1通 0751
（添証文）五東村地主面良右衛門他3名　五東村重右衛門 文）明和7年4月5日
殿、（添証文）五出村組頭幸右衛門殿　重質証文裏打

（着膨証文）　譲り畑主当所畑主佐兵衛他3名　当所幸右衛 安永5年3月日 竪紙・1枚 0499
中殿

（畑地質証文井二小作証文写）　地主孫左衛門他2名　当 安永8年3月15日 竪紙・1枚 0578
村小右衛門殿

（田畑永質証文）　大坪村地主仁左衛門他4名　五荷村幸 天明3年3月 竪紙・折封・1枚 0568
右衛門殿

（田畑質地井二小作証文）　地主孫左衛門他3名、（小作人） 天明4年3月目 竪紙・1枚 0639
百姓代七左衛門　当村小右衛門殿

（四ケ所譲証文井二添証文）　五荷村地主孫左衛門他3名、 天明4年4月 竪継紙・1通 0498
添証文・立合庄左衛門他2名　当村小右衛門殿（添証文
共）

（田畑永質証文）　五荷村地主三郎右衛門他4名　丁子小 天明8年2月日 竪紙・1枚 0547－2

右衛門殿

（畑地永質証文）　五荷村地主伝次郎他3名　当村小右衛 天明8年3月 竪紙・1枚 0566
門殿

（畑地永質証文写）　五荷村山主面惣次他4名　当群小右 寛政元年3月日 竪紙・1枚 0651
衛門殿

（田地永譲証文）　当所地主作左衛門　当所小右衛門殿 寛政元年6月日 竪紙・1枚 0653

（田地永質証文）　五荷村田地主作左衛門他3名　当村小 寛政5年3月 竪紙・1枚 0547－3

右衛門殿　表袖書「北田面体取買入証文庄蔵へ分地致候
所文化十四年譲り三二引請」

①（福野歯質証文）、②（割出永質書添証文）　①五 ①寛政5年4月日、②寛 竪継紙・1通 0638
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荷村地主藤右衛門、百姓代佐右衛門、②譲り主面右衛門 政5年5月26日
①三下三右衛門殿、②当村三右衛門殿

五荷村佐右衛門田地譲り関係書類 包紙・1括 1086

（田地譲り別書証文控）　五荷村取り主小右衛門他3名 寛政12年4月日 竪紙・1枚 1086－1

当村重右衛門殿

覚（返済勘定）　惣蔵佐右衛門殿 折紙・2枚 1086・2

（別紙井小作証文）　小境村主庄蔵、同村請人辰蔵　五荷 享和元年3月 竪紙・1枚 1082
村惣蔵殿下印あり

（名所とうのをか永質証文）　五荷村地主幸右衛門他3名 享和3年3月日 竪紙・横切紙・2枚 0488
当来庄屋善左衛門殿　文化4年追記証文貼付、天保10年6
月但書添付奥書あり

（畑質入金弐拾両借用証文控）　借主いせ町利七他4名 享和3年正月 竪紙・1枚 0871
五荷村善左衛門殿

（田地丁丁証文）　瀬木村田地主弥三郎他3名　五二村善 享和3年3月 竪紙・1枚 0562
左衛門殿　端裏書「文化七年午四月此地所庄左衛門へ渡
ス」

（譲り田地証文）　今井村譲り主勝次郎他4名　五荷村幸 文化元年3月 竪紙・無封・1枚 1084
右衛門殿裏書あり

（田畑譲り証文井二添証文）　川面譲り主十面起3名、（添 寛政5年3月、（添証文） 竪継紙・1通 0752
証文）下今井村借主金左衛門、同村請人清太夫　当村久 文化2年4月日
左衛門殿、（添証文）五荷村幸右衛門殿

（田地質証文）　大坪村質主文六他3名　五ケ村幸右衛門殿 文化4年4月日 竪紙・1枚 0611

（譲り申田地証文）　下今井村譲主六右衛門他5名　五荷 文化5年3月 竪紙・折封・1枚 0596
村奉呈衛門殿裏書あり

（田地三三証文）　大坪村譲主組頭又右衛門他2名　五荷 文化5年4月 竪紙・折回・1枚 0514
村幸右衛門殿

下今井通解治郎譲地関係書類 折封 0518

（田地譲証文）　下今井村譲り主文治郎他4名　五荷村 文化6年3月日 竪紙・1枚 0518－1

三右衛門殿

（田地譲証文）　下今井村譲り主文治郎他4名　五荷村 文化12年3月日 竪紙・1枚 0518－2
惣蔵殿

下今井村忠右衛門譲地関係書類 0493

（名所お田井譲田地証文）　下今井村譲り主忠右衛門 文化6年3月日 竪紙・包紙・1枚 0493－1
他5名　五山村幸右衛門殿

（名所お田井小作証文）　下今井村小作丁丁左衛門、 文化15年3月日 竪紙・包紙・1枚 0493－2
同庄屋金左衛門　五荷村惣蔵殿　包紙に同所天保10年
より嘉永8年迄の小作人名書上（横切紙）貼付

大坪村市左衛門譲地関係書類 折回 0747

（譲り渡田地証文井二小作添証文）　大坪村地主市左 文化6年3月 竪紙・1枚 0747・1
衛門他3名、（添証文）小作人市左衛門、請人庄や仙次
郎　五荷村塾右衛門殿（添証文共）　裏書あり

（田地永日証文）　大坪村質入主市左衛門他3名　五荷 文化7年3月 竪紙・1枚 0747－2
村惣蔵殿裏書あり

（田地永質証文）　大坪村質置主四良右衛門他3名　五荷 文化6年4月 竪紙・折封・1枚 0652
村幸右衛門殿

（田地譲証文）　下今井村譲り主源左衛門他4名　五自村幸 文化7年3月日 竪紙・折封・1枚 0531
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右衛門殿

下今井村儀兵衛譲地関係書類 開封 0603

（譲り畑地証文）　下今井村譲り主儀兵衛他4名　五荷 文化7年3月日 竪紙・1枚 0603－1
村幸右衛門殿

覚（受取代金勘定）　惣蔵儀兵衛殿 （文化8年）未5月10日 横切紙・1枚 0603－2

（田地永質証文）　瀬木村内深沢地主久右衛門他3名　五荷村惣蔵殿裏書あり

文化7年3月日 竪紙・折封・1枚 0621

一札之事下書（質地請取）　五ケ村幸右衛門、五東村立　合武左衛門　小二村佐七殿

文化7年3月 竪紙・1枚 0630

大坪村九右衛門譲地関係書類 折封 0741

（田畑三夏証文）　瀬木山之内深沢田地二丈右衛門他4 嘉永5年3月 竪継紙・1通 0741－1
名　大坪村九右衛門殿　奥印あり

（添証文）　大坪村譲主九右衛門2名　惣蔵殿 文化7年3月 竪紙・1枚 0741．2

覚（本証文二通差上勘定）　大坪村九右衛門、立合清 （文化7）午年4月25日 横切紙・1枚 0741－3
二良　惣蔵殿

（田地永質証文）　永殿主市郎右衛門他4名　当村小右衛 文化7年4月日 竪紙・1枚 0609
門殿

（田地即興証文井二才証文）　大坪村地主与四郎他3名、 文化4年3月、（添証文） 竪継紙・1通 0753
（添証文）大坪村三主九右衛門他2名　大坪村山右衛門殿、 文化7年4月
（添証文）五荷村惣蔵殿

（畑地譲渡二付町庄屋奥印日延一札）　いせ町理論　五 文化7年11月 竪紙・1枚 0509
荷村惣蔵殿

（田地譲証文）　下今井村譲り主与左衛門他4名　五荷村幸 文化7年11月日 竪紙・折回・1枚 0519
右衛門殿

（田地永質証文）　小境村佐七他3名　五荷村民右衛門殿 文化8年3月 竪紙・1枚 0597

（譲り田地証文）　下今井村譲り主た右衛門他4名　五荷 文化8年3月日 竪紙・折封・1枚 0602
村惣蔵殿

（田地永質証文）　小境村佐七他3名　五荷村三右衛門殿 文化8年3月 竪紙・1枚 0628

下今井耳金左衛門譲地関係書類 折封 0739

（田畑譲り地証文）　下今井村金左衛門他2名　五荷村 文化8年3月日 竪紙・1枚 0739－1
幸右衛門殿

（小作証文）　下今井村小作人金左衛門、同村組頭奥右 文化8年3月日 竪紙・1枚 0739－2
衛門　五ケ村幸右衛門殿　裏書あり

（譲り田地証文）　下今井見譲り主金左衛門他2名　五 文化8年4月日 竪紙・1枚 0739－3
ケ村幸右衛門殿　裏書あり

（田畑永日証文）　瀬木村之内深沢地主善左衛門他2名 文化8年4月 竪紙・折回・1枚 0570
五荷村惣蔵殿奥印あり

五田村久吉質地関係書類 興野 0743

（地所永質証文）　永質主久吉他4名　当村惣蔵殿 文化8年4月日 竪紙・1枚 0743－1

（田地永質譲り証文）　五荷村永三主久吉他5名　二村 文政元年6月日 竪紙・1枚 0743－2
惣蔵殿裏奥印あり

（田地永質譲り証文）　五荷村永質主久吉他5名　当村　惣蔵殿

文政元年6月日 竪紙・1枚 0743－3
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（田地永質証文）　瀬木村之内地主清左衛門他3名　惣蔵 文化9年3月日 竪紙・折封・1枚 0735－1

殿奥印・裏書あり

（前々よりの勘定相済二付一札）　瀬木村内深沢清左衛門 文化9年4月14日 竪紙・1枚 0565
他2名　五荷村惣蔵殿

（田地三三譲証文）　蕨野村地主藤左衛門他4名　五ケ村 文化9年6月 竪紙・折封・1枚 0618
惣蔵殿

庄蔵譲地関係書類 折回 0487

（名所清水田譲地証文）　当村地所譲主庄蔵、百姓代 文化10年2月日 竪紙・1枚 0487－1

七右衛門、組頭源九郎　惣蔵殿

（名所前田譲地証文）　当村地所譲主庄蔵、百姓代七右 文化10年2月日 竪紙・1枚 0487－2

衛門、組頭源九郎　惣蔵殿　奥書あり

（田地質証文）　蕨野村地主五良右衛門、瀬木村請人安左 文化10年10月日 竪紙・1枚 0634
衛門　五荷村惣蔵殿　奥印あり

（譲り田地証文）　下今井村譲り主藤治郎他5名　五ケ村 文化11年3月日 竪紙・折封・1枚 0584
惣蔵殿．

（田地質証文）　大坪村質主人仙次郎、請人金三良　五ケ 文化11年4月日 竪紙・日揮・1枚 0605
村惣蔵殿奥印あり

（田地質証文）　瀬木村地主要右衛門、与右衛門　五荷村 文化11年10月置 竪紙・1枚 0632
惣蔵殿奥印あり

（譲り田地証文井二添・書替証文）　下今井村譲り主源五 文化12年3月日、（添証 竪継紙・1通 0737
右衛門他2名、（添証文）①五荷村譲り主惣蔵、下今井村 文）①②文政4年3月日、

請人九右衛門、②下今井村賢主源五右衛門、（書替証文） （書替証文）文政4年4
五荷村金主惣蔵、下今井村立合九右衛門　五荷村惣蔵殿、 月日

（添証文）①下今井村雀左衛門殿、②五荷村村惣蔵殿、
（書替証文）下今井村藤左衛門殿

（田地黒質証文）　永質門辺村組頭源九郎他2名　当村庄 文化13年4月日 竪紙・折封・1枚 0608
屋惣蔵殿

（質田地証文）　下今井村質入主栄蔵他2名　五荷村惣蔵殿 文化13年10月日 竪紙・1枚 0643

（田地永質証文）　五荷村永質譲り主庄蔵他3名　早撃庄 文化14年2月目 竪紙・折封・1枚 0563
屋惣蔵殿

（田地県警証文井二添証文）　五荷村田地主孫助他4名、 寛政9年3月日、（添証 竪継紙・1通 0754
（添証文）五荷村地所譲主甚左衛門他2名　当村甚左衛門 文）文化14年2月日
殿、（添証文）当村庄屋惣蔵殿

（譲地所証文）　小境村地三主庄蔵、親類請人辰蔵　五荷 文化14年3月日 竪紙・1枚 0513
村里蔵主奥印あり

（田地永質証文二二添証文）　五荷村地主孫左衛門他4名、 宝暦10年3月日、（添証 竪継紙・1通 0755
（添証文）①北条村譲り主孫市、②五荷村譲り主久吉、同 文）①寛政11年2月、
村受人見桃、③北条村七郎右衛門　北條村孫右衛門殿、 ②文化8年2月日、③文
（添証文）①五荷村庄作右衛門殿、②北条村七郎右衛門殿、 化14年4月

③五荷村惣蔵殿

（田地二二譲証文）　永質主源蔵他3名　当村庄屋惣蔵殿 文化15年2月日 竪紙・折封・1枚 0615

（畑地譲証文）　下今井村譲り主九左衛門他5名　五荷村惣 文化15年3月日 竪紙・1枚 0530
蔵殿・

（畑地永質証文井二添証文）　五荷村地主弥右衛門他4名、 宝暦8年3月日、（添証 竪継紙・1通 0756
（添証文）①北条村譲り主清蔵、②五荷村譲主弥右衛門他 文）①文化8年4月日、
3名　北条村勘次良殿、（添証文）①五荷村吉左衛門殿、 ②文化15年3月日
②当村惣蔵殿

（畑地譲証文）　譲主五荷軽軽五左衛門他4名　当村惣蔵殿 文化15年4月日 竪紙・1枚 0526
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（田地質証文）　大坪村質置人歌之都他4名　五荷村惣蔵殿 文化15年4月 竪紙・折封・1枚 0590

（田地延期証文二二添証文）　五ケ村地煙焔右衛門他2名、 延享2年3月、（添証文） 竪継紙・1通 0750
（添証文）北条村地主七良右衛門他3名　北条村孫右衛門 文化15年4月日
殿、（添証文）五荷村惣蔵殿

（田地質証文）　当村質入高下院他2名　当村惣蔵殿 文政元年10月日 竪紙・1枚 06411

下今井村四五右衛門譲地関係書類 折封 0534

（田地譲証文）　下今井村譲り主四五右衛門他4名　五 文政2年3月日 竪紙・1枚 0534－1
荷村惣蔵殿

（田地譲証文）　下今井村四五右衛門　五荷村惣蔵殿 天保10年5月 竪紙・1枚 0534－2

（地所永質譲証文）　地所譲り主弥右衛門他2名　当村惣 文政2年4月8日 竪紙・折封・1枚 0536
別殿

（田畑譲り証文）　北条村譲り主七良右衛門、同村請人清 文政2年4月 竪紙・1枚 05訓
蔵　五荷村惣蔵殿

（田地永質譲り証文）　五荷村譲地主与右衛門他4名　当 文政2年4月日 竪紙・折封・1枚 0551
村相（惣）蔵殿

（田地永質証文）　瀬木村内深沢地主仙六日2名　五荷村 文政2年6月日 竪紙・折封・1枚 0572
惣蔵殿　裏書あり

（畑質地証文井二添証文）　五荷村地主長助他2名、（添証 宝暦6年3月日、（二二 竪継紙・折回・1通 0758
文）①地主五閉村七右衛門他4名、②北条村七郎右衛門他 文）①寛政10年3月日、
5名　北条村孫右衛門殿、（添証文）①北条村孫市殿、② ②文政2年10月
五荷村惣蔵殿

（田地質証文）　瀬木村内深沢地主善蔵他2名　五国郡惣蔵 文政3年4月日 竪紙・1枚 0640
殿

（譲田地証文、添証文）　下今井村譲り主奥右衛門他3名、 文政3年5月 竪継紙・1通 0490
添証文・大坪村譲り主市左衛門他2名　大坪村市左衛門
殿、添証文・五二村惣蔵

（名所小田事理田地証文井二陣証文）　下今井村譲国奥 文化3年5月日、添証 竪継紙・折回・1通 0494
右衛門他3名、添証文・下今井村譲り主九右衛門他2名 文・文政3年8月日
当村九右衛門殿、添証文・五荷村惣蔵殿

（荒野譲証文）　譲主五荷村久左衛門他4名　当村惣蔵殿 文政3年 竪紙・折封・1枚 0521

（畑質地証文）　瀬木村地主幸三郎、同請人安左衛門　五 文政3年10月日 竪紙・1枚 0642
荷村惣蔵殿　奥印あり

（田地空曇証文）　五荷村永質入主治郎右衛門他4名　当 文政4年3月日 竪紙・折封・1枚 0610
村惣蔵殿

（堀田・畑質地証文）　下今井村質入孫次良他2名　五荷 文政4年4月日、 竪紙・1枚 0635
村惣蔵殿

（七右衛門より譲地添証文）　北条村三主清蔵他2名　五 文政4年4月 竪紙・折封・1枚 0740
荷村惣蔵殿

（地所引当金拾弐両借用証文）　柳沢村借主孫次郎、同 文政4年9月日・ 竪紙・1枚 0912
村庄屋五郎右衛門　五荷村惣蔵殿

（田地譲証文）　五荷村高源院田地譲り主泰禅僧他5名　当 文政5年3月日 竪紙・折封・1枚 0524
村惣蔵殿

下今井村与市左衛門譲地関係書類 折封 0500

（小作証文）　下今井村小作主与市左衛門、同庄屋久左 文政6年3月 竪紙・1枚 0500－1

衛門　五二村惣蔵殿

（譲り田地証文）　下今井村譲り主与市左衛門他4名 天保4年4月日 竪紙・1枚 0500－2
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五荷村幸右衛門殿　裏書あり

（畑地永質証文）　永質主七右衛門他4名　当村喜＋郎殿 文政6年4月日 竪紙・折封・1枚 0607

（畑地永質証文）　永質主栄次郎他4名　当村喜重郎殿 文政7年4月， 竪紙・1枚 0617－1

（田畑譲証文）　下今井村譲り主文次良他4名四荷村喜重 文政8年4月日 竪紙・折封・1枚 0533
良殿

五荷村勢左衛門質地関係書類　紙緩一括 1080

（小作請証文）　五荷村小作主善左衛門他2名　当村誌 文政10年7月日 竪紙・1枚 1080－01

右衛門殿

添証文（戸狩村真宗寺より取置証文御渡）　五荷村 文政10年8月日 竪紙・1枚 1080－02
証文主善左衛門　当村誌右衛門殿　端裏書「砂田添証
文相済」

（質地証文写）名所くね添図面共　五出村質置主善左衛 天保6年4月日 竪紙・2枚 1080－03
門他4名　戸狩新田政右衛門殿

（杉林売渡証文）　当村売主善左衛門他2名　幸右衛門 天保6年7月 竪紙・1枚 1080－04
殿

覚（譲地所内金請取）　惣蔵、瀬木村立会人安左衛門 天保13年3月29日 竪紙・1枚 1080－05

善左衛門殿墨引

（北田開脚院買入地所譲内金請取書控）　　（惣蔵） （天保13年） 竪紙・1枚 1080－06

戸狩村三右衛門書状（此ものへ御拝借願）　水野小 （明治3年）閏（10）月 横切紙・封筒・1枚 1080－07
右衛門様 7日

（流質田地証文）　流質主当村水野善左衛門他2名　水 明治3年 竪紙・折封・1枚 1080－08－1

野小右衛門殿

当村禅左衛門流質内渡方 明治3年閏10月7日～26
冝C

横切紙・1枚 1080－08－2

一札之事（湯田中村へ引越し、流質代金受取）　湯 明治3年12月 竪紙・1枚 1080－09
田中村住居善左衛門　五荷村本家水野小右衛門殿他2名

善左衛門より引取候書付 折封 1080．10

（そうさく金離手形）　小右衛門幸左衛門方へ 寛政6年4月 竪紙・1枚 1080－10－1

（借用金子証文）　五荷村借主庄蔵、同受人千右衛門 享和3年極月日 竪継紙・1通 1080－10・2

当直小右衛門殿

（永質証文写）　品質地所主庄蔵他4名　幸右衛門殿 文政11年4月日 横切継紙・1通 1080－10－3

奥書「此地所天保七申五月十一日返ス」

一札前事（心底改めメ勘当御免請書）　善左衛門 文政11年極月日 竪紙・1枚 1080－10・4

御親類中様、御本家様、御両親様

天保全課四月入一札 折封 1080－11

（金拾両御手伝右下二付一札）　善左衛門本家宗蔵 天保10年4月 竪紙・1枚 1080－11－1

殿

五醜藷欝欝轟下町継鵯藤硲 （天保10年）4月28日 竪紙・1枚 1080－11－2

北条村大口孫右衛門様

（金三拾五両貰請儀定書）　当鉦分家善左衛門、堀之 天保14年5月 竪紙3折回・1枚 1080－12
内村請人与助　本家惣蔵殿　二回分割渡方貼紙あり

分家善左衛門借財済方関係書類 折封・平町 1080・13

（当質地証文）　当村下主善左衛門他3名　庄屋宗蔵 天保14年11月日 竪紙・1枚 1080－13－1
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殿

（永質証文）　当身質主善左衛門他3名　庄屋惣蔵殿 天保14年11月 竪紙・1枚 1080－13－2

（貴殿御取持二預り借財方相済二付一札）　分家善 天保14年11月日 竪継紙・1通 1080－13－3
左衛門他3名　庄屋惣蔵殿　裏書あり

（名所光伝寺大川三杉林善左衛門譲渡一件顛末書 弘化3年10月28日 横切紙・1枚 1080－13－4
上）

分家善左衛門江合力致候控　天保6年12月より 横長・1綴 1080－14

（田地永質証文）　大坪村地主五右衛門他3名　五荷村幸 文政12年4月日 竪紙・折封・1枚 0636
右衛門殿　折脚ウワ書「此地天保十三寅四月7両壱分二而
五右衛門江返し尤譲証文認返り古証文也」　裏奥印あり

（田畑永質証文）　大坪村質置人作左衛門他3名　五荷村 文政12年極月 竪紙・折封・1枚 0569
幸右衛門殿

（永質田地証文）　当村永質主辞左衛門他4名　幸右衛門 天保4年4月 竪紙・折封・1枚 0616
殿

五川村源九郎質地関係書類 折丁 0745

（田地膠質証文）　五荷村永質主源九郎他4名　当村幸 天保5年4月日 竪紙・1枚 0745－1
右衛門殿　折封ウワ書「証文三通」

（畑地悪質証文）　五荷村永質主源九郎他3名　出村幸 天保5年4月日 竪紙・1枚 0745－2
右衛門殿

下今井村金左衛門譲地関係書類 奇態 0532

（田畑譲証文）　下今井村譲り主金左衛門他4名　五荷 天保6年3月目 竪継紙・1通 0532－1
村岡右衛門殿

覚（金銭勘定） 天保6年4月目 横切紙・1枚 0532・2

（田地砿山証文井二添証文）　歯質主五荷村源九郎他4名、 天保6年4月日、（添証 竪継紙・折封・1通 0757
（添証文）①北条村譲り主孫右衛門、五荷村請人惣次郎、 文）①天保7年4月日、
②五画面借用主惣蔵　北条村孫右衛門殿、（添証文）①五 ②天保7年3月日
荷村惣蔵殿、②北条村孫右衛門殿　添証文②写（横切紙）
貼紙

（田地譲証文）　下今井村譲り主和左衛門他4名　五出村幸 天保8年3月 竪紙・折封・1枚 0520
右衛門殿　折封に証文入替記事あり

（田地譲証文）　飛沢譲り主組頭八右衛門他3名　五荷村惣 天保9年4月 竪紙・折封・1枚 0517
蔵殿

（田畑譲証文井二添絵図）　蕨野村地主奥右衛門他3名　五 天保9年4月 竪紙・折封・2枚 0522
荷村惣蔵殿

（畑地野駆証文）　下今井村永岡岬新蔵他3名　五荷村惣 天保10年3月日 竪紙・折封・1枚 0583
蔵殿奥印・裏書あり

下今井村鑑左衛門質地関係書類 劇評 0594

（田畑永質証文）　下今井村永質主半左衛門、同請人半 天保10年3月 竪紙・1枚 0594－1
右衛門　五荷村惣蔵殿　奥印あり

（田畑永質絵図面）　下今井村二二半左衛門他2名 竪紙・1枚 0594．2

（田地永質証文）　五出村晶晶寅蔵他4名　当村惣蔵殿 天保10年4月 竪紙・折封・1枚 0561

下今井村和左衛門質地関係書類 折封 0595

（田地永質証文）　下今井村永押倒和左衛門、同請人辰 天保10年4月 竪紙・1枚 0595－1
五郎　五荷村惣蔵殿　奥印あり
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（田地永質証文）　下今井村永質主和左衛門、同請人要 天保10年4月日 竪紙・ユ枚 0595－2

兵衛　五荷村惣蔵殿　奥印あり

（田地職質証文）　五ケ村鉱主寅蔵他4名　当村惣蔵殿 天保10年4月 竪紙・折封・1枚 0614

（譲り渡ス畑証文井二曲証文）　下今井村畑譲り主三蔵、
@奥印3名、添証文・下今井村譲り主和左衛門、曽根村庄屋

天保6年3月日、添証
ｶ・天保10年4月

竪継紙・折封・1通 0567

与左衛門　下今井露塵左衛門殿、添証文五荷村惣蔵様

下今井曽和左衛門所持地譲渡関係書類 天保10年4月 紙繕一括 1033

一融融事（和左衛門地所譲渡念書）　下今井村百姓 天保10年4月 竪紙・1枚 1033－1

代喜右衛門他2名　五三三惣蔵殿

（和左衛門譲地名所坪之内絵図面）　肉質主和左衛門、 （天保10年4月） 竪紙・1枚 1033・2

庄屋平蔵

名所坪之内畔内箱改　源三郎殿 嘉永5年4月4日 竪紙・1枚 1033－3

（名所坪之内北角内坪改）　立合小作主金左衛門、源 （嘉永5年）子9月4日 横切継紙・1通 1033－4

三郎

上境村源蔵譲地証文之写 折封 0528

（小作証文写）　上境村小作主源蔵、同村請人三之助 天保11年3月 竪紙・1枚 0528－1

五荷村惣蔵殿奥書あり

（田畑譲証文写）　上境村譲主源蔵、同村請人三之助 天保13年3月 竪紙・1枚 0528・2

五荷村惣蔵殿奥書あり

（乳質添書三共）　五荷村永質主水野小右衛門、上境村 安政6年4月 竪紙・2枚 0528－3

請人孫衛通兆老

（田地永質証文）　永質聖寿村高源院他4名　宗親惣蔵殿 天保13年3月 竪紙・折封・1枚 0559

（田地永質証文）　永質主当所高源院他5名　五荷村惣蔵 天保13年3月 竪紙・折封・1枚 0560
殿

（地所引当金拾両借用証文）　蕨野村借主傳助、同村請 天保13年ll月 竪紙・折封・1枚 0993
人友三郎　五ケ村惣蔵殿　折封ウワ書「帰り証文」（後
筆）

（譲り田地証文）　下今井国譲り主文太夫、同請人林右衛 天保15年3月日 竪紙・折封・1枚 0688
門　五荷村惣蔵殿　奥印あり

覚（質地場所絵図面）　質主兵左衛門、親類立合次郎右 弘化3年4月 竪紙・1枚 0496
衛門　水野惣蔵殿

（田地三三証文）　下今井村永質主栄太郎、親類請人治郎 弘化3年4月 竪紙・折封・1枚 0631
右衛門　五荷村水野惣蔵殿　奥印あり

（畑地引当金四両弐分借用証文）　深沢借主染太郎、同 弘化3年4月日 竪紙・折封・1枚 0897
村受人栄蔵　水野惣蔵殿　折封ウワ書「返金相宙返候証
文」　奥印あり

（畑質地証文）　質主仙右衛門、受人寅松庄屋惣蔵殿’ 弘化5年4月 竪紙・折封・1枚 0564

深沢清太夫他土地証文関係書類 0913

（地所引当金三拾壱両借用証文）　深沢借主清太夫、 嘉永3年4月日 竪紙・折封・1枚 0913－1

同書太郎、同栄蔵、同平蔵、同立会人清右衛門　五荷
村水野惣蔵殿奥印あり

（地所引当金五両借用証文）　深沢借主平蔵、同受人 嘉永3年6月日 竪紙・1枚 0913－2

清右衛門　五荷村水野惣蔵殿

北条村久右衛門譲地関係書類 折封・1枚 0489

（名所をこいた永質証文）　北条村地主七良右衛門他3 文化15年2月日 竪紙・1枚 0489・1
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名　北条村佐治郎殿

（名所北田永質証文）　五荷村永借主源左衛門他4名 天保10年4月 竪紙・1枚 0489－2
北条村久右衛門殿

（名所をこい田畔高北田端添証文）　北条村譲り主久 嘉永4年4月日 竪紙・1枚 0489－3
右衛門、同村請人善右衛門　五荷村庄屋水野惣蔵殿

五二村寅蔵後家質地関係書類 折封 0736

（畑地三三証文）　五荷村永質主寅蔵後家他4名　水野 嘉永4年4月 竪紙・1枚 0736－1
想蔵殿　裏書あり

（畑地小作証文）　五荷鞍小作主寅蔵後家他2名　水野 嘉永4年4月 竪紙・1枚 0736－2
譲位殿

堀之内重右衛門質地関係書類 折封 0738

（永質田地証文）　堀之内三二主重右衛門他4名　水野 嘉永6年3月日 竪紙・1枚 0738－1

惣蔵殿

（堀之内重右衛門勘定） 嘉永6年3月24日 横切継紙・1通 0738－2

（北条村孫右衛門問屋無尽勘定） 嘉永6年3月 横切継紙・1通 0738－3

覚（金八両請取）　五荷村惣蔵堀之内村重右衛門殿 安政3年2月3日 横切紙・1枚 0738－4

（無尽金勘定） （明治） 横切継紙・1通 0738－5

（田地譲証文）　北条村譲り主孫右衛門、同村受人栄助 嘉永6年4月 竪紙・1枚 0529
五荷村水野惣蔵殿

貸金証文写　①記（貸金返済勘定）、②～④（田畑書入借 ①文久3年・慶応3年、 横切継紙・竪折 1012
用金子証文）　②戸狩村借用主源蔵他2名、③戸狩村借用 ②慶応3年4月目、③文 紙・包紙・1綴

主源蔵、同村請人惣蔵、④高井郡柏尾村借主与右衛門、 久3年4月、④嘉永7年7
俸丑蔵　②水野小右衛門様、③五一献水野小右衛門様、 月

④水内郡山荷村惣蔵殿②奥書あり

下今井村林右衛門質地関係書類 折封 0593

（新田永質証文）　下今井村永質主林右衛門、同請人文 安政3年4月 竪紙・1枚 0593．1
太夫　水野惣蔵殿　奥印あり

（新田言質絵図面）　下今井村質主林右衛門他3名 安政3年4月 竪紙・1枚 0593－2

（田地二二証文）　瀬木村内深沢質主清右衛門他6名，五 安政4年4月 竪紙・折封・1枚 0571
荷村水野惣蔵殿

（地所書入金弐両借用証文）　蕨野村借主清右衛門、同 安政4年4月 竪紙・折封・1枚 0889
村受人長左衛門　水野惣蔵殿

飯山町助七譲地関係書類 折封 0761

（譲り渡し三田地証文二二添証文）　飯山町譲り主助 天保13年2月、（添証文） 竪継紙・1通 0761－1

七、同所受人孫助、（添証文）小境新田譲り主庄屋長右 安政5年8月日
衛門、俸歌之助　小境新田庄屋長右衛門殿、（添証文）
五荷村水野惣蔵殿　奥印あり

覚（三田地反別分米書上） 竪紙・1枚 0761－2

覚（徳米書上） 横切紙・1枚 0761－3

口代（小作入俵の件）　新長水野惣蔵様 11月18日 横切紙・1枚 0761－4

（小作地絵図面）　小作人旧戸狩村石田藤兵衛持主旧 明治11年9月書 竪紙・1枚 0761－5

五荷村水野弥八郎殿

（畑地引当金四両借用証文）　下今井村借用主太右衛門 万延元年10月日 竪紙・折封・1枚 0904
他2名　五荷台水野小右衛門殿　奥印あり
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（田地譲証文）　北条村譲り主孫右衛門他4名水野小右衛 文久元年4月 竪紙・折封・1枚 0516
門殿

（質地絵図面）　五荷三二主源右衛門他3名水野小右衛門 文久3年4月 竪紙・1枚 0586
殿

上境村肝兵衛他流質地建家関係書類 折回 0763

（流質四方井建家証文）　上境村流質主孫兵衛他5名 文久3年4月 竪継紙・1通 0763－1
五荷村水野小右衛門殿　奥横切紙貼紙「一札之事」（水
野小右衛門より下今井村源三郎宛小作証文、割印あり）

流質畑絵図面　上境村流質主孫兵衛他5名　水野小右衛 文久3年4月 竪継紙・1通 0763・2
門殿

（流質畑方井建家証文下書）　上境村流質主孫兵衛他4 文久3年 竪紙・1枚 0763・3
名　水野小右衛門殿　奥印あり

（畑家屋敷借用証描写・下書共）　上境村借家人孫兵衛 文久3年4月 竪継紙・竪紙・1 0804
他5名　五荷村水野小右衛門殿　奥印あり 通・1枚

（畑地譲証文）　北条村譲主茂十郎他2名　五荷村水野小右 元治元年10丹 竪紙・折封・1枚 0515
衛門殿

大坪村要蔵他流質地関係書類 折封 0762

（流質田地証文）　大坪村流質主要蔵他2名　水野小右 元治元年11月 竪継紙・1通 0762－1

衛門殿奥印あり

覚（作料請取）　大坪村友右衛門　五荷村小右衛門様 寅4月2日 横切紙・1枚 0762－2

（二野永質証文）　蕨野村政右衛門　水野小右衛門様奥 慶応元年11月 竪紙・折封・1枚 0557
印

（流質二付杉山境絵図面写）　弥八郎他6名 （慶応3年4月） 竪紙・1枚 0764

（質地証文下書）　曽根村質地主多左衛門他名　水野小右 慶応3年4月 竪紙・1枚 1083』

衛門殿

（割下二丁証文）　蕨野村永質主庄右衛門他2名　五荷村 明治2年2月日 竪紙・折封・1枚 0620
水野小右衛門殿

（家屋敷引当金五百両借用証文下書）　借用人佐渡屋宇 明治2年4月 竪継紙・1通 0876
右衛門、請人伊藤銀助　島津太作他8名　奥書あり

（田地良質証文）　下今井村川通盆永質主金蔵他1名　五 明治3年3月日 竪紙・折封・1枚 0585
荷卸水野小右衛門殿　奥印・裏書あり

（桑畑売渡証文）　大倉崎村売主源太夫、同村受人幸右衛 明治3年6月 竪紙・折封・1枚 0786
門　五漁村弥八郎殿

林家譲地関係書類 折封 0598

（田地譲証文）　林長右衛門　水野弥八郎殿下力 （明治4年10月） 竪紙・1枚 0598・1

（田地譲証文）　林桂助水野忠四郎殿高力 （明治4年10月） 竪紙・1枚 0598－2

瀬木村内深沢小林弥助地所売渡関係書類 折回 ℃558

（草野売渡証文）　瀬木村内深沢売渡主小林弥助他3名 明治5年4月 竪紙・1枚 0558－1
五荷村水野弥八郎殿　奥印

売渡申草野絵図面　瀬木村内深沢売主弥助他3名　五荷 明治5年4月 竪紙・1枚 0558－2
村水野弥八郎殿

高井郡針田村小林作右衛門流質地関係書類 折封 0773

（流畑質地証文）　高井郡針田村質置主小林作右衛門他 明治5年4月 竪紙・1枚 0773．1
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2名　水内郡五荷村水野弥八郎殿　奥印あり

（三二質地絵図面）　高井郡針田村作右衛門　水内郡五 明治5年月 竪紙・1枚 0773－2
旭村水野弥八郎殿

（小作入上籾証文）　高井郡高野村旧針田借用人小林茂 明治10年2月11日 竪紙・1枚 0773－4
三郎他2名　水内郡旧五荷崩水野弥八郎殿

曽根村二宮太左衛門質地関係書類 0742

（田地画質譲り証文）　曽根村譲り主二宮太左衛門他4 明治6年4月 竪紙・1枚 0742－1
名　五荷村水野弥八郎殿　裏書あり

（絵図面、下書共）　曽根村譲り主二宮多左衛門他2名 明治6年4月日 竪紙2枚 0742－2
五荷村水野弥八郎殿

（地所引当金百六拾五円借用返済日延証書）　第廿壱 明治8年6月5日 青半罫紙・1枚 0994
大区三聖区高井郡関沢村借用主調田信之助、受人武田幸
治郎　水内郡五荷村水野弥八郎殿　奥印あり　印紙あり

地所（畑）質地証券　下高井郡高野村地所々置主武田信 明治12年4月 赤子罫紙・1枚 0691
之助他2名　下水内郡豊田村水野忠四郎殿　朱書「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壱
日公証簿ノ記入ヲ取消ス者也（朱印）」　奥印・印紙あり

（譲田畑絵図面）　下高井郡高野村之内関沢村佐藤六左衛 明治12年4月 竪紙・1枚 1088
二三2名　下水内郡豊田邨之二五二二水野弥八郎殿

地所（田・畑田成）売渡之証書下書　下高井郡高野村 明治12年5月10日 二半罫紙・1枚 0553
ノ内針田売主林長右衛門他4名　下水内郡豊田村水野忠四

郎殿奥印

下高井郡高野村林長右衛地所売渡関係書類 包紙・ 0663

地所売渡之証書　下高井郡高野村ノ内針田売主林長右 明治12年5月10日 竪紙証書青罫紙・1 0663－1
衛門他3名　下水内郡豊田村水野忠四郎殿　奥印あり 枚

耕地小作証書　下高井郡高野村ノ内針田小作人二二右衛 明治12年5月10日 竪紙証書青罫紙・1 0663－2
門他3名　下水内郡豊田村水野忠四郎殿 枚

売買地券三二書換願　売渡三二桂助他3名 明治12年月日 竪紙証書青罫紙・1 0663－3

下水内郡豊田村之内旧北条村瀧澤源治地所売渡関係書 0540
類

耕地・（田）売渡之証券　下水内郡豊田村之内旧北条村 明治12年12月27日 茶「長野県下第十 0540－1
耕地売渡人瀧澤源治他3名　同輩豊田村ノ内旧五荷村水 八大区三小照」半
野忠四郎殿　印紙あり 罫紙・折封・2枚綴

地所売買二付地券書替願写　瀧沢源治他2名　下水内 明治12年 竪紙・1枚 0540．2
郡々長足立誠殿　十二月廿七日戸長役場江差出

証（買取田地合併二付地券預り一札下書）　五荷村買取 明治12年12月27日 茶「長野県下第十 0552
主水野忠四郎、立会人瀧沢佐七郎　旧北条邨耕地売渡主 八大区三小区」半
瀧沢源治殿　奥書に「追而取消之約定」 罫紙・1枚

耕地（田）売渡絵図面　水内郡豊田村之内旧北条村地所 明治12年12月27日 竪紙・折封・1枚 0681
売渡主瀧澤源治他2名　三五荷水野忠四郎殿

地所（田畑）売渡之証書　　（下水内郡常郷村）売主廣瀬 明治14年3月15日 竪紙証書青罫紙・ 0539
孫左衛門、証人樋口作右衛門　豊田村買受人水野忠四郎 折封・1枚

殿奥印・印紙あり

下水内郡旧蕨野邨青木彦右衛門地所売渡関係書類 折封 0543

畑耕地売渡之証　下水内郡旧蕨野邨耕地売渡人青木彦 明治15年4月25日 茶半罫紙・1枚 0543一壌

右衛門　下水内郡旧五荷水野忠四郎殿　印紙あり
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畑井二草野売渡証書　下水内郡豊田村売渡人青木彦右衛 明治15年4月25日 茶半罫紙・1枚 0543・2
門、同村保証人青木又右衛門　本村之内五荷水野忠四
下田奥印・印紙あり

絵図面の証　耕地売渡主青木彦右衛門　水野忠四郎殿 明治15年5月2日検査 竪紙・1枚 0543－3

田地売渡証書　下水内郡豊田村売渡人青木甚五郎他2名 明治15年4月30日 茶半罫紙・折封・1’ 0541
同村水野忠四郎殿　奥印・印紙あり 枚

地所（田）売渡証　豊田村売渡人小林松三郎、同請人福 明治15年8月4日 竪紙・1枚 0546
原義平　水野弥八郎殿　奥印・印紙あり

下高井郡高野村関口九良右衛門地所売渡関係書類 折封 0775

借用金証書（耕地抵当）　下高井郡山野村関口九良計 明治16年6月27日 竪紙・1枚 0775－1
衛門、同受人同村米持孫右衛門　下水内郡五三三水野
忠四郎殿　朱引筆「本証謝謝金額返済二付公証取消ヲ願
出ルニ依リ明治弐拾年拾弐月弐拾日公証加之記入ヲ取
消ス門門（朱印）登記所割印」　奥印・印紙あり

領収書（登記料及手数料）　道人氏名水野忠四郎飯 明治21年4月20日 横切紙・1枚 0775－2
山登記所

（畑地）売渡証券　下高井郡高野村売渡人関口九郎右衛 明治21年9月4日 竪紙・1枚 0775「3
門、下郡同村証人関口藤左衛門　下水内郡豊田村水野
忠四郎殿　印紙あり

小作証券　長野県下高井郡高野村小作人関口九郎右衛 明治21年9月6日・ 竪紙・1枚・ 0775－4
門、佐藤市造　下水内郡異類荷村水野忠四郎殿　印紙
あり

地所登記済之御下附願　下水内郡豊田村弐百四拾回戦 明治21年9月6日 竪紙・1枚　’ 0775－5
水野忠四郎　飯山登記御中　「登記済」飯山登記所公
印、割印あり

領収書（地券書換手数料）　豊田村納人水野忠四郎 明治21年11月2日 横切紙・1枚 0775－6
下高井郡高野村豊郷村戸長役場

水野おつる宛地所売渡関係書類 折封 0549

地所（田）売渡之証　売渡人中沢三代吉、同村証人中 明治16年8月25日 茶半罫紙・1枚 0549－1
沢惣左衛門　同村水野お鶴殿　奥印・印紙あり

地所（畑）売渡之証　売渡人水野惣治郎、同村証人水 明治16年8月25日 茶半罫紙・1枚 0549－2
三五右衛門　同村水野おつる殿　奥印・印紙あり

地所（畑林成）売渡論証　売渡人高橋民右衛門、同村 明治16年8月25日 茶半罫紙・1枚 0549－3
証人高橋三蔵　同村水野おつる殿　奥印・印紙あり

地所（畑・畑林成）売渡之証　売渡人丸山長右衛門、 明治16年8月25日 三半罫紙・1枚 0549－4
証人高橋三蔵　同村水野お鶴殿　奥印・印紙あり

地所（畑）売渡論証　売渡人宮澤重五郎、証人水野忠 明治16年8月25日－ 茶半罫紙・i枚 0549－5
四郎　同郡同村水野おつる殿　奥印・印紙あり

豊田村野口明治地所売買関係書類 折回 0537

地所（田）売渡証券　下水内郡豊田村売渡人野口延治 明治17年5月19日 茶粥罫紙・1枚 0537－1
他2名．下水内郡豊田村水野露殿　奥印・印紙あり

証（余金拾壱円受取）　下水内郡豊田村野口善右衛門 明治17年5月20日 茶半罫紙・1枚 0537－2
孫野口延治他2名　豊田村水野二丁　奥印・印紙あり

（野口胃管売渡耕地絵図面）　印紙あり 竪紙・1枚 0537－3

地所（田）売渡証券　下水内郡一山村家渡人渡辺藤左衛 明治17年12月6日 竪紙・折封・1枚 0538『
門、同郡同村証人久保田小弥二良　同郡豊田村水野忠四
郎殿奥印・印紙あり
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下水内郡豊田村之内江上荷村山ゆき地所売渡関係書類 同封 0544

地所（宅地・畑）売渡之証　下水内郡豊田村売渡人村 明治18年3月4日 茶半罫紙・2枚綴 0544－1

山ゆき、同断保証人水野新之丞　同村水野つる殿　奥
印・印紙あり

地所（宅地・畑）売渡二三念添証　長野県下水内郡 明治18年3月7日 竪紙・1枚 0544・2
豊田村之襲撃五荷売主村山ゆき、同門同村親類証人水
野新之丞　同村同邨水野ツル殿　印紙あり

記（売渡地所之内立木書上）　下水内郡豊田村之内旧 明治18年3月7日 竪紙・1枚 0544－3

五荷売主村山ゆき、証人水野新之丞　同水野ツル殿
印紙あり

地所（畑草野成）売渡之証　下水内郡豊田村売渡人水野 明治19年7月24日 竪紙・折封・1枚 0548
庄助、同保証人水野健順　同水野つる殿　印紙あり

地所（畑）売渡し証書　下高井郡高野購売渡人佐藤市造 明治20年1月20日 竪紙・折封・1枚 0777
他2名　下水内郡豊田村水野忠四郎殿　奥公証印あり　印
紙あり

宅地拝借証券　下水内郡常郷村拝借三二三二左衛門　豊田 明治20年8月23日 朱半罫紙・1枚 0805
村之内地主水野ツル殿　奥印・印紙あり

（質地延期証券）　下水内郡豊田村之内北條組借用尊大口 明治21年1月31日 竪紙・1枚 0599
見場　同郡同村之内五荷組水野忠四郎殿　印紙あり

下高井郡高野村佐藤金右衛門地所売渡関係書類 折封 0776

地所（畑）売渡証書　下高井郡高野村三百五拾九番地 明治21年4月19日 竪紙・1枚 0776・1

売渡人佐藤金右衛門、同点同村証人佐藤六左衛門　下
水内郡豊田村水野忠四郎殿　印紙あり

地所登記済証下附願　下水内郡豊田村水野忠四郎　飯 明治21年4月20日 竪紙・1枚 0776・2
山登記御中　「登記済」飯山登記所公印、割印あり

高野村大平庄三郎地所売渡関係書類 0542

地所売渡約定登記願年延証書　下高井郡高野特大平和 明治21年12月10日 茶半罫紙・折・1枚 0542－1

三郎、証人同村佐藤新治　下水内郡豊田村水野忠四郎
殿

①地所売渡証書、②売渡地所ノ内柿木植込ノ証券 明治22年4月18日 竪継紙・1通 0542－2
①下高井郡高野村売主大平庄三郎他3名、②下高井郡高
野村売渡人大平庄三郎、同郡同村親類証人大平和三郎
①下水内郡豊田村水野忠四郎殿、②下水内郡大田村大
字豊田水野忠四郎殿　印紙あり

下高井郡瑞穂村鈴木染五郎地所売渡関係書類 折封 0778

地所（田地）売渡証券　下高井郡瑞穂村四百＋六番売 明治26年9月30日 竪紙・1枚 0778－1
主鈴木染五郎　下水内郡太田村水野つる殿　　「登記済」
飯山区裁判所所公印あり　印紙あり

地所（田地）売渡増金証文　下高井郡瑞穂村四百＋六 明治26年10月12日 朱半罫紙・1枚 0778・2

番右売渡人鈴木染五郎　下水内郡太田村水野つる殿
印紙あり

地所（田畑）売渡証券　下高井郡瑞穂村売渡人佐藤新十 明治26年10月6日 朱半罫紙・1枚 0779
郎、同郡同村受人佐藤六左衛門　下水内郡太田村水野つ
る殿　「登記済」飯山区裁判所所公印あり　印紙あり

（今井村重左衛門殿質代金弐両貴殿より受取手形控） 4月17日 横切紙・1枚 1199
預り主川面常右衛門　幸右衛門殿

（地所別永質高書上） 横折紙・1枚 0617・2

（地所書入日用金証文下書）　第廿八大区三田区水内郡 （（明治） 竪紙・1枚 0888
五荷村水野弥八郎殿
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水野家差出

。

（田地等質証文井二継証文）　五荷村地主小右衛門他5名、 享保5年3月11日、（継 竪継紙・1通 0649
（継証文）飛沢村地主五良左衛門、五荷村庄や武右衛門 証文）未3月5日
飛沢村五良右衛門殿、（継証文）五出村小右衛門殿

（享保9年越永質証文・寛保3年継証文写）　五出村村地 享保9年3月5日、（継証 竪継紙・1通 0662
主小右衛門他4名、（継証文）蕨野村地主定右衛門　蕨野 文）寛保3年3月21日、
村八之丞殿、（継証文）五荷下傳兵衛殿 安永8年正月16日写

（田地喜界残高御渡二付年貢上納取極証文）　五荷村地 延享3年5月22日 竪紙・1枚 0502
主小右衛門他4名　五荷村市左衛門殿

（田地譲後残高御渡日付年貢上納取極証文）　五荷村地 延享3年5月22日 竪紙・1枚 0506
主小右衛門他4名　五荷村市左衛門殿

（畑地脂質証文控）　五ケ村地主小右衛門［墨消］他3名 寛延2年3月日 竪紙・1枚 0660

（田地永弁証直写）　五荷村地主組頭幸右衛門他2名　同 明和7年4月5日 竪紙・1枚 0579
村庄屋孫左衛門殿

（田地永質証文下書共）　五荷村地主組頭幸右衛門他2名 明和7年4月5日 竪紙・2枚 0654
同村庄屋孫左衛門殿

明和7年4月日 竪紙・1枚 0523

（此度拙者子はる其元江縁付地付はる江譲り田地証文 明和7年4月 竪紙・1枚 1196
控）　五荷村幸右衛門　せき村三野右衛門殿

（田地永質証文）　地主重右衛門他3名　当量源右衛門殿 安永7年2月28日 竪紙・1枚 0647
奥書「此証文寅年請取代金共二皆相済」

（畑地永質証文控）　小右衛門他2名　端裏書「北条村幸 天明8年4月日層 竪紙・1枚 0648
右衛門遣シ申置候証文ひかい北条村幸七」

（田地譲り証文）　五荷両軸右衛門、瀬木村請津南左衛門 寛政2年4月 竪紙・1枚 0510
瀬木村弥三良

覚（畑譲り証文）　五心匠幸右衛門　瀬木村弥三良殿 寛政3年4月 竪紙・1枚 0501

（畑地譲証文控）　五荷村地主小右衛門他4名　飛沢村重 寛政12年4月 竪紙・1枚 0508
南殿

（地所曲筆、代金弐拾三両質入証文）　五ケ村幸右衛門、 文化7年3月 竪紙・1枚 0860
五東村立合武左衛門　小面高佐七殿

（田地引当借用金証文）　借主水野惣蔵、受人水野見桃 安政2年9月　　　　’ 竪紙・折回・1枚 1015
五荷村武右衛門殿　奥印あり　受人印・奥印守門

（田地質証文）　五荷村借主水野惣蔵、同村受人与三郎 安政3年10月 竪紙・折封・1枚 0637．
川平金蔵殿　奥印あり、惣蔵・与三郎印墨消

（田地質証文）　五荷村水野惣蔵、受人清右衛門　惣御連 安政5年4月 竪紙・折封・1枚 060じ
中　奥印あり、折封ウワ書「無尽入書」とあり

（田地引当借用金証文）　借用主水野惣蔵、請人水野見桃 安政5年4月 竪紙・1枚 1016
武右衛門殿無尽世話人中　奥印あり　受人印・奥印墨消

（永質田地証文控）　五荷村永質主水野小右衛門他4名 安政6年4月 竪紙・1枚 1008
五東村庄三郎殿

（田地書入金弐拾両借用証文）　五荷村借主惣蔵、同受、 天保9年10月日 竪継紙・折回・1通 0977
人（切取）　水沢村市左衛門殿　奥印あり　丁丁

小作地譲関係書類 0633
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（小作証文）　下今井村小作人与一右衛門他2名　五荷村 天保5年3月日 竪紙・1枚 0633－1
幸右衛門殿

（畑地永質証文控）　五荷村水野小右衛門　下今井村重 文久2年3月 竪紙・折封・1枚 0633－2
三殿奥印あり

（地所書入無尽引当金拾両借用証文）　五荷村借用主水 文久3年3月 竪紙・1枚 0890
野小右衛門、同村請人惣次郎　柳沢村平助殿　奥印あり

（田地引当金四百両借用証文）　五荷村借用主小右衛門、 慶応元年5月 竪紙・折封・1枚 0901
同断俸弥八郎　桑名川村伊之右衛門殿　墨消し

（質地証文）　五荷村質主水野小右衛門、大坪村請人源左 慶応元年8月 竪紙・山越・1枚 0898
衛門　大坪村問屋兵右衛門殿

（田地質証文）　水内郡五荷村水野弥八郎、同村請人水野 明治6年11月 竪紙・1枚 0622
庄助　高井郡柏尾村川久保伊藤兵衛殿、同郡野沢村片桐
久右衛門殿　裏書あり

（田畑質地証文下書）　五二村幸右衛門他3名　戸狩村勧 卯10月日 竪紙・1枚 0575
左衛門様

水野家証人・請人

（名所あせ高永質地証文井添証文）　地主五荷村権兵衛 享保6年3月7日、添証 竪継紙・1通 0491
他5名、添証文・北条村ゆつり主清蔵　北条村孫右衛門殿、 文・文化14年4月
添証文・当村佐次郎殿　添証文奥印・五荷村庄屋総蔵

（田地質証文写）　小境村地主（無記名）他4名　同村平 文化8年3月置 竪紙・1枚 0629
之丞殿

（田地永質証文写）　北条村地主七良右衛門他3名　北条 文化15年2月 竪紙・1枚 0589
村惣右衛門殿

五荷村善左衛門借用金関係書類　折封ウワ書「嘉永七寅 天保5年10月 折封（部分裏打） 1013
七月差引」

（畑地書入借用証文）　五三図借主善左衛門、同村受人 天保5年10月 竪継紙・1通 1013－1

幸右衛門　柏尾村南組与右衛門殿　奥印あり　裏紙継
割印、部分裏打

（善左衛門借用金年賦返済迄預り西畑証文）　五荷 天保5年10月 竪紙・1枚 1013－2
二二預り主幸右衛門　柏尾村南二二　右衛門殿　奥印
あり

（田地質証文）　質主彦右衛門、請人源九郎、庄屋惣蔵 嘉永元年6月28日 竪紙・折封・1枚 0606
古蹟加兵衛殿

（屋鋪譲証文控）　三主堀之内村与助、親類水野惣蔵他6 嘉永3年3月 竪継紙・1通 0527
名　神明町勇五郎殿

質地貸与 ，

（質入田畑預り証文控）　高井郡間山村組頭田畑預り主与 天保15年4月 竪継紙・1通 0731
惣右衛門他3名　水内郡水沢村四郎右衛門殿　奥印あり

一札之事（孫兵衛質物家屋敷貸渡控）　水野小右衛門 文久3年4月 竪紙・1枚 0650
下今井村源三郎殿

貸金請取

（繋慧名賠鼎1翁囎1細螺両三分差金言青安永9年4朋 竪紙・2枚 0850
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帳　簿

（田畑売買覚帳）　五荷村水野幸右衛門　延享4年まで記 享保12年12月吉日 半・1冊 0275
載

（田畑譲渡証文控） （安永8年目文化8年） 横長美・1冊 0283

（今井・川表・大坪・浅田・村・北条質地貸付金留） （寛政12年～文化2年） 横長美・1冊 0242

その他

（永代売渡申田地証文）　地主庄左衛門他4名　五ケ村伝 天和元年極月15日 竪紙・1枚 0556
兵衛様

（家屋敷借用証文）　　（五東村）かり主群左衛門他4名 元禄4年12月8日 竪紙・1枚 0803
同村権右衛門殿

（田地永代しち地手形）　五ケ村地主又四良他4名　五ケ 正徳3年3月28日 竪紙・1枚 0576
村弥次兵衛殿裏打

（田賦質証文井口添証文）　五ケ村地主市右衛門他2名、 享保6年3月20日、添証 竪継紙・1通 0760
（添証文）飛沢村地主徳右衛門他2名　飛沢村伝九良殿、 文・享保19年3月10日
（添証文）北条村孫右衛門殿

（永質田地証文）　五三三地主市右衛門他3名　北条村孫 享保7年3月5日 竪紙・1枚 0646
右衛門殿

（田地質地証文控）　円村地主九右衛門他4名　当村右衛 享保21年3月5日 横切紙・1枚 1200
門殿

（田地基質証文写）　五荷村地主君五右衛門他3名　中村 明和6年3月目 竪紙・1枚 0582
作左衛門殿

（田地質証文下書）　五荷村地主おなつ他2名　同村庄屋 明和7年4月目 竪紙・1枚 0656
孫左衛門殿

（田地質証文）　五荷村地主おなつ他3名　当所庄屋孫左衛 明和9年3月日 竪紙・1枚 0612
門殿　奥書「右之田地請返シ金子共二相済申候」袖書「此
田方安永七年三二月代金十両二三伝四良二二売渡ス」

（永三田地証文）　瀬木村庄屋田主弥七右衛門他3名　当 安永2年3月 竪紙・1枚 0626
村文治口羽

（田地永質証文写）　五荷村地主おなつ他3名　当村仙右 安永7年2月日 竪紙・1枚 0581
衛門殿

（田地永質証文下書）　五ケ村地主おなつ他3名　当翠黛 安永7年2月日 竪紙・1枚 0661
右衛門殿

覚（坪口之劇作左衛門譲地払代金）　折封ウワ書「当 寛政元年6月3日 横切紙・折封・1枚 0525－1
時不用古書類入」525－2と一括

（田地並塩証文写）　五荷村地主三良右衛門他3名　同村 寛政3年3月日 竪紙・1枚 0580
惣左衛門殿

（譲渡田地証文井二小作添証文）　五荷村譲主元右衛門他 寛政7年3月 竪紙・1枚 0734
4名、（小作添証文）小作人元右衛門、請人清右衛門　北
条村孫市殿

（田地永質証文）　地主五荷村七右衛門他4名　北条村丹 寛政10年3月日 竪紙・1枚 0748
次三殿

（田地譲証文）　下今井村譲り主市郎右衛門他3名　北条村 寛政11年3月 竪紙・1枚 0535
孫市殿

（畑地永質証文）　地主五荷三七右衛門他4名　北条村七 享和2年3月日 竪紙・1枚 0574
郎右衛門殿
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（田地永質証文）　五荷村地主七良右衛門他4名　当村庄 享和3年3月日 竪紙・1枚 0619
や善左衛門殿　端裏書「同亥年嵩之金子二而売渡ス村次良
左衛門方へ」

（田地底質証文）　大坪村地主治左衛門他4名　深沢就園 文化2年3月日 竪紙・折封・1枚 0573
衛門殿　裏書あり

（名所なしのき田地質入証文井小作添証文）　質置地 文化9年5月 竪継紙・1通 0492
主五荷村庄屋庄蔵他2名、小作添証文・小作主庄屋庄蔵
あたこ町常福寺様（小作添証文共）

質地入替関係書類 0495

（名所前田小作証文写）　小作受主命荷村庄屋庄蔵 文化6年 横切継紙・包紙・1 0495．1
飯山愛宕町常式寺様 通

（名所前田請戻しなしの木と質地入替証文取置一札） 入替文化9年　天保6年 横切紙・1枚 0495－2
常福寺旦中隔代平八 5月

（質地金拾両受取一札）　飯山常福寺、旦中惣代平八 天保6年5月 竪切紙・1枚 0495－3
五ケ村善左衛門殿

（質地取縫一件取調書上） 慶応3年 折紙・1枚 0495．4

（田地質証文写）　五荷村地主高源院他9名　飯山愛宕町 文政9年4月 竪紙・1枚 0623
和泉屋長蔵殿

（家屋敷売渡証文写）　売主神明町紋右衛門他7名　堀之 天保4年6月 竪紙・1枚 0801
内村与助　裏書あり

（質田地証文写）　五ケ村質入主高論院他5名　北条石窟 天保7年4月 竪紙・1枚 0624
左衛門殿

当質証文写　庄屋惣次郎清右衛門殿 天保10年4月 横切紙・1枚 1079

質地田畑明細帳控　高井郡間山村組頭質地置主与惣右衛 天保15年4月 半・1冊 0281
門・同村親類惣代証人源兵衛・同五人組惣代証人忠次郎
他1名　水内鉱水沢村四郎右衛門殿　奥書

（田畑質証文写）　高井郡間山村組頭質地門主与惣右衛門 天保15年4月 竪継紙・1通 0591・
他3名　水内郡水沢村四良右衛門殿

（田畑質地証文下書） 文久元年10月 竪紙・1枚 0592

（質地絵図面相違日付見分絵図） 慶応3年4月 竪・横切紙・3枚 0497

蕨野村長三郎質地関係書類 折封 0746

（畑地上質証文）　蕨野村譲主長三郎他4名　蕨野村五 慶応4年8月 竪紙・1枚 0746－1
郎左衛門殿　差出3名訳墨消、裏書あり

（質地帰り証文）　当質地主五荷村高源院他3名　蕨野 明治4年4月日 竪紙・1枚 0746－2
村長三郎殿　後置「右地所明治十島五月九日受戻候」
差出4耳印墨消

証（地所書入金六拾五円借用下書） （明治6年） 竪紙・1枚 0887

（質地仮証券・売渡田畑証文下書） 明治7年10月7日 竪紙・1綴（2枚） 1291

明治六年七月旧地券的証預証（地券証書換）　下高井 明治12年5月4日 半・1冊 0298
郡高野村山内関沢地券主佐藤新十郎他7名　下水内郡豊田
村之内訓荒村水野弥八郎殿　奥印あり　貼紙多数、朱子
紙

（地所売買二心地券書換願絵図面下書）　売渡人丸山七 明治17年5月 1鋪 0299
右衛門・買取人水野藤左衛門　下水内郡長　破損大

土地台帳名前訂正願下書　高野村売渡人岡本時太郎、同 明治25年9月13日 竪紙・1枚 0554
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村買請人小林団右衛門　長野県知事浅田徳則殿　奥印

土地登記簿抄本（下高井郡瑞穂村丸山今朝治郎所有） 明治36年11月19日 飯山区裁判所茶色 1030
飯山区裁判所判事藍川美邦　ペン書 半罫紙・1枚

①鍵麟羅牽響舗馨構i亨鷺鰍　　　　　　　　　　　　　　①更級左衛門殿　②質置主太市郎、地預り庄蔵

丙子12月 竪紙・1枚 0625

（田地代金請取手形）　小閉村徳兵衛五ケ村伝三様折 閏5月5日 横切紙・折封・1枚 0525－2

封ウワ書「当時不用古書類入」525－1と一括

（田地売渡証文案文） （明治） 竪紙・1枚 0545

峯畑地境（土地売買・譲）覚 横長美・1冊 0280

川久保・片桐宛質地関係書類　包紙ウワ書「建直寺無尽 包紙紙繕・1枚 0749
下安書類」「建命寺無尽別書」

o驕敏藩響地証文案文）川久保伊兵衛殿 竪紙・1枚 0749・1

記（西・戌無尽金勘定） 竪紙・1枚 0749．2

記（足立無尽金勘定） 横切継紙・1枚 0749－3

（永代質入田地証文下書）　中断力 竪紙・1枚 0577

（田地譲り証文案文） 竪紙・1枚 0505

（質地証文下書）　写力・中断 竪紙・1枚 0587

（田地質証文下書）　下書力 竪紙・1枚 0588

（田地質証文下書）　質入主、請人源蔵殿奥印あり 竪紙・1枚 0627

（質置田地証文下書） 竪紙・1枚 0644

（原野地券写井二見取図）　原野持主下高井郡穂高村山崎 竪紙・1枚 0802
庄右衛門

質地絵図面（名所大明神）　多左衛門他5名　反故紙帯 竪紙・1枚 1253
ウワ書「絵図面」

金子借用証文／水野家宛

（金弐分借用証文）　飯山さかな町半兵衛、小境村かり主 貞享2年正月日 竪紙・1枚 0872
勘十良　五ケ村小右衛門殿

（金三両借用証文）　□□村清左衛門　五荷村誌右衛門殿 天明6年10月24日 竪紙・1枚 0873

覚（金三分借用手形）　今井正作、今井正作代印加藤友 寛政元年12月 竪紙・高這・1枚 1006
之進　五荷下惣蔵殿

（金子弐両借用証文）　北条村借用主文次良他2名　五荷 享和3年正月28日 竪紙・1枚 0893
村善左衛門様

（金弐両弐分借用証文）　蕨野村借主三之助・同村請人長 享和3年4月 竪紙・1枚 0946
三血統白帆幸左衛門殿

（金壱両借用証文）　借用主久吉　当村惣蔵殿 文化11年極月29日 竪紙・1枚 0915

（無尽頭金引当拾七両三分借用証文）　五ケ村常治郎他 文化12年2月 竪継紙・1枚 0851

3名　当村惣蔵殿

（借用金元利〆拾弐両弐分無尽引当証文）　戸狩村借用 文化12年7月 竪継紙・1通 0882
主真宗寺口3名　五二村惣蔵殿
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（金五両借用証文）　法寺村借主傳左衛門、同村受人惣八 文化13年10月日 竪紙・1枚 0911
五荷村庄屋惣蔵殿

（借用金子拾両利籾細工代二而御間飛下口付一礼）　蕨 文化14年4月 竪紙・1枚 0947
野村五良右衛門他2名、

（金弐両借用証文）　借主戸狩新田重左衛門、同所受人平 文政2年4月 竪紙・1枚 0925
吉　五荷村惣蔵殿

（無尽金引当壱両弐分借用証文）　下今井村借用主次郎 文政3年4月目 竪紙・1枚 0910
右衛門他2名　　五三三惣蔵殿

（金壱両弐分借用証文）　五隣村借用主仁三郎喜重郎殿、 文政6年5月日 竪紙・1枚 0986
野村取次久蔵殿

（金五両借用証文）　下今井村借用主久左衛門他3名　五 文政8年9月日 竪紙・1枚 1017
荷留喜重郎殿

（金拾壱両弐分借用証文）　五荷村借主鉄蔵他4名　五荷 文政11年6月日 竪紙・1枚 0914
村幸右衛門殿

（無尽引当金三両壱分弐朱借用証文）　下今井村借用主 文政12年7月日 竪紙・1枚 09を9

真当院、同村請人吉左衛門　五ケ村幸右衛門殿
岬

（借用金返済日延一札）　下今井村吉左衛門、受人曽根村 天保5年7月日 竪紙・1枚 0886
弥惣次　五山村幸右衛門殿

（妙林寺無尽引当金壱両借用証文）　蕨野村借主吉五郎 天保8年2月 竪紙・折封・1枚 0909
五野村惣蔵様

（金六両借用証文）　川面金蔵五荷村幸右衛門殿 天保9年10月 竪紙・1枚 0927

（金七両弐分借用証文）　下今井肝和左衛門五円村惣蔵 天保10年8月 竪紙・包紙・1枚・ 0959
殿　包紙「此証文十月廿七日頼二付預り置候」

（金三両壱分借用証文）　下今井村借用主新蔵、同村請人 弘化2年10月日 竪紙・折封・1枚 0885
庄之助　五荷村惣蔵殿

（嶋津金四郎宛金百両証文引当添証文）　浅山仁兵衛 嘉永3年4月 横切継紙・1枚 0820
水野惣蔵殿

吉松四郎左衛門借用金関係書類 嘉永4年11月 折封 1011

（金百両借用証文控）　吉松四郎左衛門　水野惣蔵殿 嘉永4年11月 竪紙・2枚 1011－1

（金五拾両預証文）　水野惣蔵吉四郎左衛門様 嘉永4年11月 竪紙・1枚 1011－2

覚（金百両借用手形）　吉松四郎左衛門　水野惣蔵殿 巳5月 竪紙・1枚 1011－3

（水野惣蔵へ返済金日延御請書下書）　愛宕町借用人平 嘉永6年10月 竪継紙・1通 0982
次郎他2名　吉四郎左衛門様

（金拾五両借用証文下書）　組合水野惣蔵殿 嘉永6年10月 竪紙・1枚 1002

（金三百両借用証文）　借用人出野伊右衛門、請人伊藤銀 安政元年12月 竪紙・折封・1枚 0951
助　五荷村水野惣蔵殿　下等ウワ書「返し証文」

（金五拾両借用証状）　神代村幾三郎水野惣蔵殿 安政3年8月日 竪紙・折封・1枚 1005

（金三両三分弐心借用証文）　小境村借主元道　水野惣 安政3年11月 竪紙・折封・1枚 1010
蔵様

覚（就出府金百両借用）　吉松四郎左衛門　水野惣蔵殿 安政4年5月 竪紙・折封・1枚 0879

（金壱両弐分借用証文）　下今井村借主久右衛門、同村請 安政4年10月日 竪紙・折封・1枚 0907
人源太夫　五富村水野惣蔵殿

四ツ屋村借用人又兵衛他借用金関係書類 0899
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