
水野家／家政／家作・普請

（雇人足書上） 10月17日～12月27日 折紙・1枚 1120－14

覚（午年分勘定）　なべや惣吉　五荷村御苗惣蔵様 申7月 横切紙・1枚 1120－15

灰色宿紙

覚（駄賃・諸品代金勘定） 横切紙・1枚 1120・16

おぼへ（部材三代金勘定）　桑名川助二良五荷村惣 未10月18日 横切継紙・1通 1120－17

蔵様

覚（石灰代金勘定）　山田屋惣左衛門栃尾村金蔵様 3月27日 横切紙・1枚 1120．18

覚（のり・貝灰勘定）　四郎右衛門　五荷村水野様 3月16日 横切紙・1枚 1120－19

灰色宿紙

覚（代金請取）　なべや惣吉五荷村惣蔵様 未2月5日 横切紙・1枚 1120・20

おぼへ（代金請求）　桑名川助二良五荷村惣蔵様 未10月12日 横切紙・1枚 1120－21

（建坪平面図）　朱書あり 竪紙・1枚 1120－22

（扉蔀分図） 竪紙・1枚 1120－23

箕作村上倉権之丞納入杉板調関係書類 包紙・1枚 1173

権之丞より杉板受取拍 横切紙・折紙・1綴 1173－1
（2枚）

権之丞書状（杉板代金として拾五両拝借願）　五荷
@村水野惣蔵様　奥書に金拾五両同日付で受取証あるも、
@金額が拾弐両弐分弐朱に訂正、この金額は1173・3勘定

亥7月17日 横切紙・1通 1173－2

書の内渡金額と符合

（杉板代金勘定請取） 7月30日 折紙・1枚 1173・3

（普請覚書）　酒造・車屋他 4月9日調 折紙・1枚 0200－04

（普請覚書） 閏4月 横切紙・折紙・1綴 0200－05・

（普請出入覚）　ぐし巻・壁荒折・棟上手間懸り 10月8日 横長美・1冊 0402

覚（しき石代金請取）　下今井村健次　きた屋文右衛門 11月18日 竪紙・包紙・1枚 1087
殿

普請用意覚書　酒造蔵力 横長美・1冊 0198

（普請覚書）　酒造蔵力 横長美・1冊 0200・01

（普請覚書） 折紙・1枚 0200－02、

（普請覚書） 横切継紙・1枚 0200－06

（普請覚書） 折紙・1枚 0200－07

（普請覚書）　茶色宿紙 横切紙・横切継 0200－08
紙・1綴

（普請覚書）　屋葺他茶色宿紙 折紙・横切紙・1綴 0200－09

（普請覚書）　柳沢定吉殿・赤岩鹿蔵殿 横長美・1綴 0200－10

（普請覚書） 横長美・1冊 0200－11

（普請覚書）　車屋・水屋・雪隠他 横切紙・折紙・1綴 0200－12

（普請覚書）　茶色宿紙 折紙・1綴 0200・13　・

（普請入費覚）　諸資材購入 折紙・1綴 0202
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水野家／家政／家作・普請

（やねや出面） 横長美・1冊 0220－12

盗　難

（盗難拾五品御届書控）下書共
　衛門他3名　大久保七郎兵衛様

五荷村岡盗人水野小右 文久3年4月 竪紙・竪継紙・1

枚1通
1062

日記・雑記

（水野氏日記） （明治2年）巳2月2日～ 横美半・1冊 0176
明治9年9月16日

諸事雑記 明治31年1月 横長美・1冊 0177

万端覚書　水揚場・抜所修繕、屋根修復など家事雑記 子10月～ 横長美・1冊 0178

書　状

足立市左衛門書状（河野氏百円拝借願）　水野弥八郎 11月1日 横切継紙・1通 1188
様

阿藤庄八郎（柏尾）書状（返金一件今三月ヨリ四月迄 明治15年2月16日 竪紙・1枚 1103
御赦免願）　五荷水野忠四郎様

上原仁左衛門・同足立藤左衛門（旧小泉）書状（借用 （明治）12月28日 青色半罫紙・封筒 1101
金返済日延、利足持参御詫参上）　五荷水野弥八郎 1枚

様

江沢勝次郎書状（吉沢恩借遷延詫）　水野忠四郎様 （明治）19年12月28日 横切継紙・封筒・1

ﾊ
1108

江沢勝次郎書状（柏尾出沢七右衛門貸与金顛末）　豊 明治20年1月25日 横切紙・封筒・1枚 1109
田村五荷水野忠四郎様

江灘罐轟灘深盟舗翔慰舗趨田灘 明治23年4月7日 竪紙・封筒・1枚 1116

荷組水野忠四郎君

江沢重右衛門（旧五束）書状（金一条思召有無催促） 4月15日 赤半罫紙・1枚 1115
淫乱荷水野弥八郎様

大口芳三郎（北条村）書状（養子御世話願）　水野忠 明治10年1月1日 折紙・1枚 1286
四郎様

片桐久右衛門（高井郡野沢村）書状（拝借金謝辞） （明治8年）　亥3月10 横切継紙・包紙・1 1104
水内郡五荷村水野弥八郎様 日 通

片雛纏騙鰻響艘燕／別『鴇釜舗 （明治）9年5月26日 横切紙・封筒・1枚 1105

水野弥八郎様

片驚翠玉準準騨麟纏算置準準 （明治）9年5月26日 横切紙・封筒・1枚 1106

度目　針田村林長右衛門様

木田政右衛門（戸隠組）書状（来四月迄金子百両拝借 酉12月27日 横切継紙・封筒・1 1189
願）　五荷村水野弥八郎様 通

斉難募騙纏虻田卸聯辮鑛騨櫻擁 第5月24日 竪継紙・封筒・1通 1102
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水野家／家政／書状

ケ村林助右衛門様

佐藤代七郎（のさハ）書状（銘酒壱駄送付依頼、金三 10月27日 横切継紙・1通 1113
円添）　五ケ村松屋様

三和響）（の鍮凝（銘酒壱駄訊拙師 10月30日 横切紙・封筒・1枚 1288

小虚血購1三論！潔離鵠桑苗代残金まけ 10月3日 横切継紙・1枚 1221

瑞鷺難鰭叢囎畿群籍轟譜動産先 3月5日 横切紙・1枚 1249

清奪灘購；罵灘薪鷲盤 4月20日 横切継紙・封筒・1

ﾊ
1186

落卵一括

清禦嘉総譜概翻羅囎三儀職頭書 5月日 横切継紙・2通 1187

嘩鼠講覇羅套讐嚢騨命懸駅留 （12月）22日 横切継紙・1通 1250

高鶴李横組齪潮齢姦四旛｛鑛1盆差 2月8日 横切紙・1枚 1251

11月9日 横切継紙・1通 1252

武田信之輔（高野村）書状（参上日延）　五荷村水野 （明治）10月11日 赤半罫紙・1枚 1112
忠四郎様

沼田節二書状（御馳走謝辞、約定証券送付）　大田村 12月8日 竪紙・1枚 1114，
水野忠四郎様

峰村勘左衛門（照里村）書状（御拝借一件日延）　豊 明治20年3月15日 横切紙・封筒・1枚 1111
田村之内水野忠四郎様

村越茂助（高野村）書状（熊携代金弐拾円二而買入二付　割賦下付願）　水野弥八郎様

11月2日 横切継紙・封筒・1

ﾊ
1234

畠蝿†讐麗灘翻弄利藩撫1ボらんじ六 6月6日 横切継紙・1通 1238

林真鎮（麻布永坂町三拾七番地）書状（訴訟顛末意見　申上）　水野伯父君（三左衛門様）

（明治）21年8月12日 横切継紙・封筒・1
ﾊ　．

1245

矢懸轟轟響心驕幽幽地弐百嵐 3月30日 横切継紙・1枚 1107

吉澤濟（北越高田新川原町）書状（借用金返済日延） 明治12年6月29日 横切紙・封筒・1枚 1110
長野県下水内郡豊田村水野忠四良様

蓮箕郷馨導爆蝉騒蟻欝一1舗胎 3月30日 横切紙・1枚 1287

忠四郎様

その他

（灘欝山勘鷺蘭繍輪講襟紅筆 明治9年2月8日 竪紙・1枚 0918
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水野家／家政／その他

受取之証（浦和県下下木崎村織工年季奉公身代金拾五
@円）　橋詰平右衛門（爪印）　関五兵衛

L（荷物預）控　外様村足立三角　同村北澤吉治（ママ）

明治16年8月8日

ｾ治32年12月24日

竪紙・1枚

G紙・1枚

0799

O771

家計／扶持

御扶持米頂戴覚帳　水野惣蔵 天保9年正月～明治3年横長美・1冊 0265

作物取入

（稗預り手形）

?ｨ取入覚帳

大坪村肝九郎 五荷村水野小右衛門様 慶応2年3月

ｾ治43年9月

竪紙・折丁・1枚

｡丁半・1冊

0767

O301

帳　簿

差引覚帳 享和3年 横長美・1冊 0307

文化八年出入帳　五荷村 文化8年正月朔日 横長美・1冊 0314－1

万出入帳水野惣蔵 文化9年正月吉日 横長美・1冊 0313

万出入覚帳　五二村水野三蔵 文化10年正月吉日 横長美・1冊 0315－1

万出入覚帳　五荷村丁丁 文化11年正月吉日 横長美・1冊 0315－2

差引勘定帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 文化11年正月 横長美・1冊 0308

万出入覚帳　五二村水野惣蔵 文化12年正月吉日 横長美・1冊 0315－3

やさ具入用覚帳　五荷村水野惣蔵屋敷引覚・むねあげ祝 文化12年2月 横長美・1冊 0184
儀・屋萱代覚他

当子ノ出入覚帳　五荷村惣蔵裏表紙「年中利足」 文化13年正月 横長美・1冊 0316

大福指引帳信州水内郡五荷村水野惣蔵 文化14年正月吉日 横長美・1冊 0305－1

指引帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 文化14年正月吉日 横長美・1冊 0309－1

照年出入帳　五荷村惣蔵 文化14年正月 横長美・1冊 0314－2

当寅年出入帳　五閉村惣蔵 文化15年正月 横長美・1冊 0314．3

大福差引帳　水内郡五荷村水野惣蔵 文政2年正月吉日 横長美・1冊 0305－2

当卯年出入覚帳　五荷村水野惣蔵 文政2年正月2日 横長美・1冊 0315－4

年中金銀出入帳　五虚血惣蔵 文政3年正月 横長美・1冊 0323・0て

大福差引帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 文政4年正月吉日 横長美・1冊 0305－3

金子出入覚帳　五荷村ふじき惣蔵 文政4年正月 横長美・1冊 0317

当午ノ金銀出入帳　五荷水野惣蔵 文政5年正月 横長美・1冊 0323・02

銀子出入覚帳　五荷村水野喜重郎 文政5年6月 横長美・1冊 0318

（金銭出入帳）　信州水内五五荷持水野喜重郎 （文政6年）未 横長美・1冊 0323－07
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水野家／家計／帳簿

金銀出入覚帳　信州水内郡五荷村水野喜重郎 文政7年正月2日 横長美・1冊 0323．08

金銀出入帳　五荷邑喜重郎紙数23枚 文政8年正月2日 横長美・1冊 0323・06

出入帳　信州水内郡五荷村水野幸右衛門 文政9年正月吉日 横長美・1冊 0323・05

金銀出入日記　五箇村幸右衛門・おやい 文政10年正月吉日 横長美・1冊 0319

金銀出入帳　五荷村水野幸右衛門 文政10年正月吉日 横長美・1冊 0323－04

当子ノ金銀出入帳　五荷村水野幸右衛門 文政11年正月吉日 横長美・1冊 0323・03

当丑出入覚帳　信州五荷村水野幸右衛門 文政12年正月2日 横長美・1冊 0315・5

金銀出入控帳　五荷水野三右衛門 文政13年正月吉日 横長美・1冊 0320

当卯金銀出入覚帳　五荷邑水野幸右衛門 天保2年正月吉日 横長美・1冊 0321．1

金銀出入覚帳　信州水内郡五荷邑水野幸右衛門 天保3年正月吉日 横長美・1冊 0321・2

金銭出入帳　信州水内三五荷村水野幸右衛門 天保4年正月吉日 横長美・1冊 0322・1

（夫食米算用覚帳） 天保4年・天保7年・弘 横長美・1冊 0174・2

化4年・嘉永7年

金銭出入帳　信州水内尊卑荷村水野幸右衛門 天保5年正月吉日 横長美・1冊 0322－2

万日記帳　五荷留藤木氏　金銭小遣覚帳 天保5年正月吉日 横長美・1冊 0324・06－1

勘定差引帳　五荷村幸右衛門 天保5年4月 横長美・1冊 0310－1

金銀出入帳　信州水内郡五荷村水野幸右衛門 天保6年正月吉日 横長美・1冊 0323－09

金銀出入帳　信州水内郡五荷邑水野惣蔵 天保7年正月吉日 横長美・1冊 0323－10

年中入用払方拍帳　五荷村藤木金銭小遣覚帳 天保7年正月 横長美・1冊 0324－06．2

金銀出入帳　信州水内郡県荷村水野惣蔵 天保8年正月吉日 横長美・1冊 0323・11

万年筆　信州水内郡五荷村水野惣蔵 天保9年正月吉日 横長美・1冊 0306

大宝志　小遣・祝儀等金子出入 天保9年正月吉日 横長美・1冊 0312

金銀出入帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 天保9年正月吉日 横長美・1冊 0323－12

金銀出入帳　　［信州］水内郡五荷村［水野］惣蔵 天保10年正月 横三半・1冊 0323・22

差引帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 天保11年正月吉日 横長美・1冊 0309．2

大福帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 天保13年正月吉日 横長美・1冊 0304－1

年々万拍帳・三二職人日雇日記　藤木氏 天保13年～弘化2年 横長美・1冊 0327

金銀出入覚帳　五荷村水野惣蔵 天保15年4月より 横長美・1冊 0321．3

金銭小仕控帳　信州水内郡五荷村水野氏 天保15年～弘化3年 横長美・1冊 0326

大福帳 弘化2年正月吉日 横長美・1冊 0304－2

出入帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 弘化2年正月吉日 横長美・1冊 0314－4

当巳小入用覚帳 弘化2年正月 横長美・1冊 0325・1

当午小入用覚帳 弘化3年正月 横長美・1冊 0325－2

四二万日記　藤木氏　日雇等 弘化3年正月吉日 横長美・1冊 0328

当座帳 弘化4年3月 横長美・1冊 0331
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水野家／家計／帳簿

比論職人日雇拍帳 嘉永元年正月 横長美・1冊 0203－01

忌辰小入用覚帳 嘉永元年正月 横長美・1冊 0325－3

諸職人日雇拍帳 嘉永3年正月 横長美・1冊 0203－02

金銀出入帳　信州水内誌面荷村水野惣蔵 嘉永4年正月吉日 横長美・1冊 0323－13

当縮小入用覚帳　水野氏 嘉永4～6年 横長美・1冊 0325－4

諸品貸借覚帳　水野氏 嘉永4年～明治13年 横長美・1冊 0340

諸職人日用備忘帳　水野氏知事 嘉永5年孟春上旬 横長美・1冊 0203－03

大福帳水野惣蔵 嘉永6年 横長美・1冊 0304－5

染代・瓦かへ覚 嘉永6年～明治9年 横長美・1綴 0343－2

大福帳・信州水内郡五荷村水野惣蔵 嘉永 横長美・1冊 0304－3

大福帳　信州水内郡五荷村水野惣蔵 嘉永 横長美・1冊 0304－4

諸職人日雇拍帳　水野． 安政2年正月 横長美・1冊 0203－04

万払方覚帳 安政2・3年 横長美・1冊 0329

勘定差引帳　水野惣蔵 安政3年正月 横長美・1冊 0310－2

年中小入用覚帳 文久3・4年’ 横長美・1冊 0325－6

諸職人日雇日記帳 元治元年正月吉日 横長美・1冊 0203－07

金銀出入帳　信州水内郡五面高水野小右衛門 文久元年4月吉日 横長美・1冊 0323－17

金銀出入帳　信州水内郡五面高水野小右衛門 元治2年正月吉日 横長美・1冊 0323－18

（金銭出入帳） 元治2年 横長美・1冊 0322－3

年中小入用覚帳 元治2年・慶応2年 横長美・1冊 0325－7

金銀出入帳　信州水内郡五荷村水野小右衛門 慶応4年正月之吉 横長美・1冊 0323－19

諸職人日雇覚帳 慶応4年正月 横長美・1冊 0203－08

年中入用払方覚帳　水野氏 慶応4年～明治4年 横長美・1冊 0330

諸職人日同語帳 明治2年正月吉日． 横長美・1冊 0203－09

日雇銭勘定帳 （明治2年力）巳5月 横長美・1冊 0204－1

諸職人日雇拍帳 明治2年9月朔日～ 横長美・1冊 0203－10

（丑五郎勘定調） 明治2年 横長美・1綴 0343－3

（丑五郎勘定書） 明治2年 横長美・1綴 0343－4

（丑五郎差引勘定書） 明治2年 横長美・1綴 0343．5

（日雇銭勘定帳） （明治2カ） 横長美・1冊 0204－2

諸職人日雇覚帳　五荷村水野 明治3年3月吉日 横長美・1冊 0203－11

日雇銭添方覚帳 明治3年7月 横長美・1冊 0205

夫食心算用覚帳　水野氏 明治4年正月之吉 横長美・1冊 0174－1

諸職人日雇覚帳　水野氏 明治4年正月吉日 横長美・1冊 0203－12

金銀出入帳　信州水内郡五荷村水野小右衛門 明治4年正月之吉 横長美・1冊 0323－20
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明治四学年日雇銭渡方 明治4年 横長美・1冊 0206

金銀出入帳水内郡豊田村水野弥八郎 明治11年1月吉日 横長美・1冊 0323－21

諸職人日雇帳　水内郡豊田邨水野氏 明治12年1月之吉 横長美・1冊 0203－13

諸職人日雇帳 明治13年1月之吉 横長美・1冊 0203一で4

大工・丁子・木挽・日雇日料勘定差引明細帳　水埜ツ 明治17年8月14日 横長美・1冊 0207
ル

（金銭出入留） （明治）25年 横長美・1冊 0243

勘定差引帳　下水内郡五荷邨水野鶴 明治26年1月之吉 横美半・1冊 0310－3

農業収支決算・年々収穫物産額取調帳 　　　　　　，ｾ治29年度 横長美・1冊 6302

諸職人日雇人足帳　五荷邨松間堂 明治32年度・33年度 横長美・1冊 9208

年中諸払帳 明治33年度 横長美・1冊 0332

雇人給料勘定帳 明治35年度・37年度 横長美・1冊 0209

雑費支払高 明治36年度 横長美11冊 0333

自作農業収穫取調帳 明治39年度～ 横長美・1冊 0303

諸職工日雇人足帳 明治41年度層 半・1冊 0210

諸車人選 明治43年度 半・1冊 0211

日中人足帳 明治43年度 横長美・1冊 0211－1

年中日雇人足帳 明治44年度 横長美・1冊 0211－2

年中日雇人足帳 明治45年度 横長美・1冊 b211．3

買　物

（買物代金書上）

o（買物代金書上）

（明治）

i明治）

横長美・1綴

｡長美・1綴

412－1

O412－2

小遣帳簿

当子ノ小遣覚帳 文化13年正月 横長美・1冊 0324－01

当丑ノ小結帳　五荷村惣蔵 文化14年正月 横長美・1冊 0324－02

当事金銀小遣覚帳　五荷村水野幸右衛門 天保2年正月己 横長美・1冊 932牛03

金銀小遣覚帳　信州水内郡五荷邑水野孝右衛門 天保3年正月吉日 横長美・1冊 0324－04

金銭小遣覚帳　信州水内郡五荷村水野孝右衛門 天保4年正月吉日 横長美・1冊 0324－05

当丑小遣帳水野氏 天保12年正月 横長美・1冊 0324－07

辰小遣覚帳 天保15年正月 横長美・1冊 0324－08

当未小遣覚帳藤木 弘化4年正月 横長美・1冊 0324－09

当申小遣覚帳 嘉永元年正月 横長葵・1冊 0324三10‘
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当小遣覚帳 嘉永2年正月 横長美・1冊 0324－11

当戌小遣覚帳 嘉永3年正月 横長美・1冊 0324・12

当小遣覚帳水野氏 嘉永7年正月 横長美・1冊 0324－13

万小遣　信州水内三五二村水野惣蔵 安政4年正月吉旦 横長美・1冊 0324－14

歳中小遣覚帳 安政6年 横長美・1冊 0324－15

代金勘定・請取

平即妙四条上部物師龍文堂火鉢鉄瓶勘定仕切関 慶応4年 包紙・1枚 1235

覚（火鉢鉄瓶代金受取）　龍文堂安之助　上林善助様 慶応3年辰（ママ）2月6 竪紙・1枚 1235－1

覚（火鉢鉄瓶仕切）　上林 辰3月17日 横切継紙・1通 1235－2

覚（火鉢鉄瓶仕切）　上林善三郎　飯山喜多屋増右衛 辰6月7日 横切継紙・1通 1235－3
門様

暫聾離籍晶晶擁編二品勢F『覧 慶応4年6月改 横切継紙・1通 1235－4

「飯山喜多屋文右衛門殿より江州上林善三郎殿取次二而
龍文堂注文」

覚（飯山喜多屋文右衛門仕切）　文右衛門・水野様 辰9月15日 折紙・1枚 1235－5

当午買入仕切関係書類　袋ウワ書「当午買入仕切入」 （明治3年） 袋・1枚 1211

御菓子御通　大升屋勘助　水野小右衛門様御使衆中様 明治3年正月吉日 横半・1冊 1211－01

覚（代金請取）　信州飯山上町御茶所藍屋政吉　水野 午9月10日 横切紙・1枚 1211・02
様

覚（仕切）　代忠助　上 午6月25日 横切継紙・1通 1211－03

覚（代金請取）　（やね）店水野小右衛門様 午正月29日 横切紙・1枚 1211－04

覚（仕切）　渡辺御上様 午1月25日 横切継紙・1通 1211－05

覚（仕切）　二三水野様 午閏月21日 横切紙・1枚 1211－06

覚（仕切）　ふる地や丈右衛門、佐助水野小右衛門様 辰12月 横切継紙・1通 1211－07

覚（仕切）　下多や長行水野小右衛門様 9月20日 横切紙・1枚 1211－08

覚（代金請取）　中野東町西彦屋彦左衛門　水沢村茂 正月29日 横切継紙・1通 1211－09
右衛門様

覚（代金請取）　中野東町西彦屋彦左衛門　水沢村茂 2月朔日 横切紙・1枚 1211－10
右衛門様

覚（仕切）　中の喜太郎五二村水野直助様 4月16日 横切紙・1枚 1211－11

おぼへ（仕切）　信州飯山池田屋寅吉水野惣蔵様 午2月14日 横切継紙・1通 1211－12

覚（鉄砲直シ代金受取）　小林唯七　上 4月17日 横切紙・1通 1211－13

覚（代金受取）　道具や弥三良五荷村水野様　金額、 午11月 横切紙・1枚 1211－14
日付朱書

諸仕切関係書類　包紙ウワ書「午白白仕切前坂桶門戸 明治3年 包紙・1枚 1246
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狩かちや」　灰色宿紙

覚（仕切）　中野［　　　］　五荷村水野小右衛門 （明治3年）午9月23日 横切継紙・1通 1246－1

おぼへ（仕切）　前坂打桶工市左衛門松尾様 明治3年12月29日 横切継紙・1通 1246－2

（仕切）　トかりかじゃ　上 （明治3年）午10月27日 横切継紙・1通 1246－3

倉井桶工勘定書類 明治3年 包紙・1枚 1247

覚（峯次郎升代勘定書） （明治3年）午8月 横切継紙・1通 1247－1

覚（仕切）　下（倉井村桶工臨次郎）　上 明治3年10月20日 横切継紙・1通 1247－2

信州川中嶋北原村柏屋仕切関係書類 明治3年・4年 紙緩一括 1271

（仕切・代金請取）　柏屋佐兵衛、晶晶水野様 午2月23日 折紙1綴（3枚） 1271－1

覚（仕切）　柏屋佐兵衛、幽幽　水野様 午4月17日 折紙・1枚 1271－2

覚（代金受取）　柏屋佐兵衛水野様3－1～3・1綴 未9月10日 横切継紙・1通 1271－3－1

覚（代金受取）　煙草店上州高崎槌屋嘉兵衛　河中嶋 未3月28日 横切紙・1枚 1271・3－2

柏屋清十郎様

覚（代金受取）　柏屋佐兵衛水野様 明治4年9月8日 横切継紙・1通 1271－3－3

覚（仕切）　柏屋忠三郎、茂七　柏屋佐兵衛様御店衆中 3月18日 横切継紙・1通 1271－4

様

覚（仕切）　柏屋佐兵衛水野様 4月10日 横長美・1冊・ 1271－5

覚（仕切）　柏屋佐兵衛水野様 5月6日 横切紙・1枚 1271－6

覚（仕切）　柏屋佐兵衛水野様 10月3日 横切継紙・1通 1271－7

秤座仕切　長野秤座役所包紙 明治5年9月 横切紙・1枚 0393

記（生酒代金請取）　信州水内郡五荷村松屋　善光寺畑 明治9年10月14日 横切紙・1枚 1283

中飯田清八殿

記（種油代内金受取）　旧大坪村油屋源左衛門　旧五荷 （明治）13年9月24日－ 竪紙・折封・1枚 0486

村水野忠四郎様

宿料御通帳　飯山肴町塩屋九平下水内郡五賀村水野様 明治15年9月25日～明
｡21年9月

横長美・1冊 0397

仕切関係書類綴　紙面一括 1綴 1259

記（代金請取）　飯山仏師喜作五荷村水野様 明治16年5月10日 竪紙・1枚 1259－01

記（書籍仕切）　　（信州飯山本町）協和堂水野様 2月3日 横切紙・1枚 1259－02

記（代金請取）　東京金物店中屋萬蔵上桃色宿紙 10月10日 横切紙・1枚 1259・03

（代金）請取証　信州長野大門町茶師喜多や平作五個 明治16年2月12日 横切継紙・1通 1259－04
（ママ）村水野様

記（代金請取）　信州長野元善町小間物呉服太物唐物 2月23日 横切紙・1枚 1259－05

海老屋新助水野様

記（仕切）　信州善光寺小升屋西川　水野様 2月5日 横切紙・1枚 1259．06

記（代金受取）　金物類信州長野榊屋粂吉上 第1月14日 横切紙・1枚 1259・07

記（代金受取）　暗屋善八上桃色宿紙 5月25日 横切継紙・1通 1259－08

記（代金受取）　信州長野元善町小間物呉服太物唐物 5月31日 横切紙・1枚 1259－09

海老屋新助水野様
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記（代金受取）　塗師屋　上桃色罫紙裁断 5月31日 横切紙・1枚 1259－10

記（仕切）　道くや勝三郎　旧五荷村水の弥八郎様 未5月30日 横切紙・1枚 1259－11

記（書籍仕切）　　（信州飯山本町）’協和堂　求道学校 5月22日 横切継紙・1通 1259－12
御中

記（仕切）　信州善光寺藤屋弥助　上 5月18日 横切紙・1枚 1259－13

記（代金受取）　信州飯山愛宕町穀屋市右衛門　豊田 5月10日 横切紙・1枚 1259－14
村水野様

記（仕切）　信州飯山愛宕町穀屋市右衛門　水野忠四郎 5月9日 横切紙・1枚 1259－15
様　「五月十日正二請取候也」

記（代金受取）　信飯山愛宕町甲府屋半六上 第5月9日 横切紙・1枚 1259－16

記（羊かん・せんへい等代金受取）　大升屋喜三 6月11日 横切継紙・1通 1259－17
水野様

記（書籍代金受取）　長野協和堂　「明治八年十二月 6月11日 袋・1枚 1259－18
書淫　四　文部省」（刷物）袋に裏書

記（代金受取）　高田屋和助五荷村まつ屋様 6月8日 横切紙・1枚 1259－19

記（代金受取）　越後屋利兵衛 6月2日 横切紙・1枚 1259－20

記（代金受取）　信州飯山本町協和堂五荷水野様 6月2日 横切紙・1枚 1259－21

記（白布代金受取）　信州長野相ノ木町梅田屋宇兵衛 6月20日 横切紙・1枚 1259－22
水野忠四郎様

（調査輸出）　内国通運会社長野県下戸狩駅継立所、送 2月21日 横切紙・1枚 1259－23
人国蔵　五弊村水野忠四郎行　印刷

（水野忠四郎様荷物世話ちんせん御払御預り置可被 2月20日 横切紙・1枚 1259－24
下）　梅田や宇兵衛布袋や仁太夫様緑色宿紙

記（蒸菓子代金受取）　大升屋喜三上 2月22日 横切紙・1枚 1259－25

記（羊かん・そば等代金受取）　大升屋喜蔵水野様 2月18日 横切紙・1枚 1259－26

記（代金受取）　上水内郡三橋村相之木梅田や宇兵衛 明治16年2月21日 横切紙・1枚 1259－27
下水内郡五荷村水野忠四郎様

記（ふのり代金受取）　真□屋伊兵衛水野様 2月13日 横切紙・1枚 1259－28

記（唐糸代金受取）　青畦屋與一郎上御客様 2月10日 横切紙・1枚 1259－29

記（内山紙代金請取）　鈴木清助　五荷村水野忠四郎 明治16年3月6日 横切紙・1枚 1259－31
様

記（代金請取）　信州長野西之門町西側梅木屋佐源治 3月31日 横切紙・1枚 1259－32
五荷村水野忠四郎様

記（盆仕切）　相田庫五郎水野様 3月31日 横切紙・1枚 1259－33

記（手拭代金請取）　信州上西町白木屋半助上様 3月27日 横切紙・1枚． 1259－34

記（羊かん・せんべい仕切）　大升屋喜三上 3月29日 横切紙・1枚 1259－35

記（蝋仕切）　いちこや清五郎水野様 3月2日 横切紙・1枚 1259－36

記（代金請取）　冨倉や長兵衛五荷まつや様 3月2日 横切紙・1枚 1259－37

記（書籍・硯仕切）　信州飯山本町協和堂　五荷水野 4月 横切紙・1枚 1259－39
．様
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記（代金請取）　桜田屋宇兵衛五荷村水野忠四郎様 4月23日 横切紙・1枚 1259・40

記（書籍仕切）　長野協和堂　「清濁鮒節譜改　念仏 4月11日 横切紙・1枚 1259－41

記く代金請取）　信州長野元善町小間物呉服太物唐物 4月11日 横切紙・1枚 1259－42
海老屋正左衛門　上

記（代金請取）　善光寺大門町駿河屋弥右衛門　上 12月9日 横切紙・1枚 1259－43
奥朱書「忠四郎より出金」

記（代金請取）　信州長野元善町小間物呉服太物唐物 5月31日 横切継紙・1通 1259－44
海老屋新助　水野忠四郎様

（代金請取）　野村養助　水野様桃色罫紙裁断 横切紙・1枚 1259－45

記（代金請取）　信州長野元善町小商物呉服太物唐物 12月6日 横切紙・1枚 1259－46
海老屋新助　上　奥朱書「忠四郎之分」

記（代金請取）　海老屋正左衛門　上 1月31日 横切紙・1枚 1259－47

記（仕切）　さきや数右衛門　水野様 1月31日 横切紙・1枚 1259－48

証（四品金拾円拾銭請取）　飯山町八百＋九番地山崎源 明治25年10月19日 二半罫紙・1枚 0846
次郎　田村水野忠四郎殿

芋摺器機貸賃拍帳　共同者栗岩岩吉・足立泰一・栗岩安 明治44年3月～大正8年 横美半・1冊 0394
兵衛他3名

駄賃銭勘定覚 子年 横長美・1冊 0400

巳諸仕切関係書類　袋ウワ書「巳諸仕切入」 袋・1枚 1210

覚（仕切）　和泉屋水野様1210－1～36紙繕一括 『巳10月18日 横切継紙・1通 1210－01

覚（仕切）　和泉屋酒店　水野小右衛門様 10月 横切継紙・1通 1210－02

和泉屋長蔵殿より請取覚（金銭札） 10月18日 横切紙・1枚 1210－03

覚（諸仕切綴）　五荷村水野小右衛門様 巳12月 横切継紙、横切紙、 1210－06
1　　　　「 折紙・1綴（3枚、1

通）

覚（仕切）　善光寺西之門角呉服太物古着店松坂屋文次 横切紙・1枚 1210－07
郎　上様

覚（仕切）　善光寺西之門角呉服太物古着店松坂屋文次 横切紙・1枚 1210－08
郎　上様

覚（仕切）　大坪村庄左衛門　五荷村水野様 卯12月 横切紙・1枚 1210・09

覚（内山紙仕切）　藤屋三助　五三韓水野小右衛門様 辰7月 横切継紙1通 1210－10

覚（京染本代金請取）　信州善光寺上後町栃木屋庄兵 8月5日 横切継紙・1通 1210・判
衛　七津屋様

おほへ（舞鶴半斤代金請取）　善光寺大門町喜多平店　喜多屋増左衛門様

7月4日 横切継紙・1通 1210－12

覚（仕切）　北条村庄や源左衛門　五荷村水野様 横切紙・1枚 1210弓3

覚（仕切）　そね平右衛門　五荷村水野小右衛門様 巳7月13日 横切紙・1枚 1210－14

覚（仕切）　信州飯山上町北嶋屋佐助　水野様 5月13日 横切紙・1枚 1210－15

覚（仕切）　北条村紺屋源左衛門　五荷村水野氏様 巳7月 横切継紙・1通 1210－16

（仕切）　柏屋佳兵衛、十七水野様 5月5日 横切継紙・1通 1210－17
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覚（仕切）　渡辺上 巳10月9日 横切紙・1枚 1210－18

覚（くずめん仕切）　越後高田大丸屋孫吉　い山あた 子6月20日 横切紙・1枚 1210－19
こ町和泉屋庄右衛門様

覚（仕切）　温井村三右衛門　わらひのむら牛五良殿 巳2月13日 横切紙・1枚 1210－20

覚（代金受取）　高橋良斉水野小右衛門様 巳4月6日 横切紙・1枚 1210－21

覚（仕切）　遠ノきたや 辰11月 横切紙・1枚 1210－22

覚（代金受取）　ゑちこや長次郎上 巳2月19日 横切紙・1枚 1210－23

覚（仕切）　さ之や勝五良五荷村幸蔵様 巳4月28日 横切紙・1枚 1210－24

覚（仕切）　鍋や丹次郎五ケ水野小右衛門様 巳12月29日 横切継紙・1通 1210－25

覚（仕切）　戸狩村藤本店五荷村水野小右様 巳10月5日 横切継紙・1通 1210－26

覚（仕切）　かじ□や仙左衛門　五荷村水野小右衛門様 巳2月9日 横切紙・1枚 1210－27

覚（仕切）　かじ□や仙左衛門　上 巳2月22日 横切紙・1枚 1210－28

覚（仕切）　□内屋代長吉　御尊家様 巳4月7日 横切紙・1枚 1210－29

覚（代金受取）　信州飯山上町御茶所穀屋政吉　水野 巳10月12日 横切紙・1枚 1210－30
様

覚（仕切）　北条油や　五荷村水野小右衛門様 辰7月 横切紙・1枚 1210－31

覚（代金請取）　柏屋佐兵衛水野様 巳3月7日 横切継紙・1通 1210－32

覚（代金請取）　柏屋佐兵衛、豊七水野様 巳5月朔日 横切紙・1枚 1210－33，

覚（仕切）　川中嶋北原柏屋佐兵衛代豊七　水野様 巳3月7日 横切紙・1枚 1210－34

覚（代金請取）　柏屋佐兵衛、秘義　水野様 巳4月28日 横切継紙・1通 1210－35

覚（仕切）　鍋屋丹次郎水野様 巳6月2日 横切紙・1枚 1210－36

（領収証控）　丑五郎　田村屋文四郎殿 巳7月4日 折紙・1枚 0377－3

戸狩池田屋仕切関係書類 午10月 包紙・1枚 1218

覚（代金受取）　東京大伝馬町三丁目大丸屋勇七　池 9月10日 横切継紙・1枚 1218－1

田屋九八様　1218－1～3一綴

（反物仕切）　戸狩池田屋小右衛門 午10月 横切紙・1枚 1218－2

覚（反物仕切）　水野様 午10月 横切継紙・1通 1218－3

おほへ（金百両請取）　上の彦二良五荷村惣蔵様 午12月5日 横切紙・1枚 0431－2

大坪かミゆい仙之助、利助買懸ケ関係書類 包紙・1枚 1268

覚（仕切）　野口屋大坪村かミゆい　五荷村利助様 横切紙・1枚 1268・1

覚（仕切）　　（信州飯山本町）白木屋武兵衛富田村利 申2月30日 横切紙・1枚 1268－2

助様

覚（仕切）　信州飯山本町白木屋武兵衛富田村利助様 申3月より 横切継紙・1通 1268－3

（利助帳面あらまし写取） 折紙・1枚 1268－4

蚕種池田屋勘定仕切関係書類 包紙・1枚 1220

覚（仕切）　いけ田や　水野様 横切継紙・1通 1220．1

一198一



水野家／家計／代金勘定・請取

覚（仕切）　松屋池田屋様 未ll月25日 横切紙・1枚 1220・2

覚（大豆仕入金預り）　信州飯山本町き多や文右衛門 未12月24日 横切継紙・1通 1232
水野弥八郎殿

覚（仕切）　とみくら屋嘉右衛門水野小右衛門様 申正月 横切紙・1枚 1269

覚（籾代金仕切）　下今井村六右衛門　五荷臨幸右衛門 亥12月 横切継紙・1通 0780
様

記（薬代金請取）　小境村阿部嘉左衛門　五荷村水野弥 （明治）亥3月7日 竪紙・折丁・1枚 0863－1
八面様

覚（樫壱本代金六両受取）　小沼村明徳寺世話人五郎右 4月17日 竪紙・包紙・1枚 0864
衛門、同九兵衛　五荷下惣蔵殿

（領収証）　布施塩屋茶店上 5月20日 横切紙・1枚 0377－2

覚（仕切）　き多や水野様 6月4日巳 横切紙・1枚 1270

覚（探玄亭探幽玉川調布図一幅代金受取）　丹羽弼二 10月5日 横切紙・1枚 1289
正貫水野様

記（酒仕切）　信州飯山本町白銀内敵左衛門荷松屋酒店 10月6日 横切紙・1枚 1284

記（石灰仕切）　嶋田屋大助五荷村水野様 10月 横切継紙・1通 1282

覚（仕切）　越後番町桶屋彦七上様 12月11日 横切継紙・1通 1258

記（酒仕切）　中津与三右衛門　五荷村水野様 12月22日 横切紙・1枚 1285

記（薬種薬代書上） 横切継紙・1通 0863－2

通　帳

（御通帳）　かまくらや新右衛門水野惣蔵様 弘化2年9月22日 横長美・1冊 0377－1

御通帳　かまくらや新右衛門水野小右衛門様 文久3年正月吉日 横面半・1冊 0378－1

御通帳鎌倉や新右衛門水野小右衛門様 文久4年正月吉日 横面半・1冊、 0378－2

万御通　喜多屋文右衛門　五荷村水野小右衛門様 元治元年正月吉日 横面半・1冊 0380－1

万御通　戸狩村安兵衛五荷村水野様 慶応4年正月吉日 横美半・1冊 0379－1

現金酒御通　戸狩村中四五三野水野様 慶応4年正月吉日 横美半・1冊 0384

油御通　大坪油屋源左衛門水野小右衛門様 慶応4年正月 横美半・1冊 0383

酒列聖　山根屋水野様 横三半・1冊 0385

差引御通　喜多や店水野様 明治元年～9年 横美半・1冊 0380－2

万御通帳　戸狩村安兵衛五荷村水野様 明治2年正月吉日 横美半・1冊 0379－2

御通帳　かまくら屋新右衛門　水野小右衛門様 明治2年巳正月吉日 横美半・1冊 0378－3

御菓子御通　大桝屋近江水野小右衛門様御使衆中様 明治2年正月 横美心・1冊 0382

油御通　大坪村源左衛門　五塊村水野小右衛門様 明治2年正月 横半・1冊 1210－04

御通帳関係書類 明治3年正月吉日 袋・1枚 1117

御通帳飯山神明町吉田屋善右衛門水野小右衛門様 明治3年正月吉日 横丁・1冊 1117・1

（通帳賢明期限証書）　下水内郡豊田村水野忠四郎印 明治18年8月1日 横折紙・1枚 1117－2
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紙あり

（通帳附込期限証書）　下水内郡豊田村弐百四拾番水野 明治32年2月14日 横折紙・1枚 1117－3
忠四郎　印紙あり

万御通　喜多増　水野様 明治6年1月吉日～7年 横美半・1冊 0380－4

諸品御通帳　本町喜多や水野様 明治8年1月～ 横美半・1冊 0380－5

諸品御通帳　きた屋増右衛門　五荷村水野様 明治9年1月 横美半・1冊 0380．6

書抜帳　きたや水野様 明治10年 横美半・1冊 0380－3

御通帳　長野町近山与五郎．豊田邨水野様 明治15年11月 横美半・1冊 0381－1

御通帳　長野町近山与五郎豊田邨水野様 明治16年1月 横美半・1冊 0381－2

御通帳　長野栄町近山與五郎豊田村水野忠四郎様 明治19年1月 横美半・1冊 0381－3

御通帳　長野栄町近山與五郎　下水内郡豊田村水野忠四郎 明治20年1月 横美半・1冊 0381－4
様

（御通帳）　鎌倉三新右衛門　五荷村水野様 子5月4日 横切紙・1枚 0377－5

（御通帳）　源左衛門　旧五荷村水野弥八郎様 丑8月 横長美・1綴 0377－4

記録・学芸

婦警土爆栗暑押日齪惣灘（石橋之上大石図面提 天保15年4月 竪継紙・1通 1100

遺言書一札　瀬木村遺言主安右衛門　地所五黙黙惣蔵江頼 嘉永4年2月 竪紙・帯封・1枚 0781
置

（他家籾摺覚帳） （寅）7月～卯2月 横長美・1綴 0410

（万覚留）　貸金・入籾・諸役等の備忘 亥 横長美・1冊 0181

（本畝・元畝換算法） （江戸） 折紙・1枚 0416－4

（豊田村村誌書抜） 半・7枚（綴穴あり） 0160

（水野家印譜）　包紙あり 横切紙・2枚 1214

回忌生二対スル注意　東京高等無線電信学校刷物 横切紙・1枚 1215
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・水野家文書中の混在文書／陸奥国河沼郡代田村

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

水野家文書中の混在文書

陸奥国河沼郡代田村

大寛麓灘細図油画識麟糀黙留　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　村大竹芳馬所蔵　表紙「享保十三戊申年五月十八日よ　六月十日迄之内」　末尾「右元本者塩川組耶麻郡入倉村　鈴木五市氏所蔵明治十六年旧十月九日謄写之シ」

明治16年10月9日謄w 横　1冊

@　　昏　　，

2091

下野国安蘇郡船津川村

穐成御年貢取立帳　船津川村椿田組 天保11年9月吉日 横長美・1冊 2099

新潟県中頸城郡寺野村

（自転車荷車登録台帳）　謄写版 昭和25年～昭和31年　　美・1冊 2で03

新潟県中頸城郡板倉村

（役場出勤簿）　内容：村長清水周郎、助役清水潔、収入 （昭和3年） 美・1冊 2り04－1－

役増村豊太郎　印刷（高田市小川印行！

（役場出勤簿）　内容：村長鴨井庚一、助役佐藤賢二、収 （昭和23年～29年の3か 美・3冊 2104－2

入役清水長治　印刷 年三）．

新潟県中頸城郡斐太村

（役場出勤簿）　内容：村長齋藤七三、助役長谷川定治、
　収入役小林源治　印刷（高田市小川印行）

（昭和15年～21年の2か
年分）

美・2冊 2122

新潟県中頸城郡水上村

（伝染病患者報告綴）　水上村長　郡役所・警察署宛 明治45年～大正12年　　美・1冊 2102

新潟県中頸城郡大鹿村

（国民学校復興建築資金地区別寄付帳）　謄写版 明治22年 美・1冊 2107，
「　　　，

（昭和22年度納税簿）　納税人「農業会」　部分、磨写版 明治22年度 半・1柵（2枚）1『 2108

親族会二関スル同意決議書類綴（表紙のみ〉・中頸城郡 明治43年度ヨリ 美・1枚 2111
大鹿村戸籍役場
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水野家文書中の混在文書／新潟県中頸城郡大鹿村

（盈舗亀諏畿講藩造’繕議讐轟野 明治44年9月19日 竪・1枚 2106

篤義　区裁判所、戸籍吏、市町村長　角朱印「大鹿村戸
籍役場　一眠　明治44年9月23日　第172号」、印刷

（望月又右衛門地所台帳） 朱罫紙　竪・1枚 2109

（小嶋米蔵地所台帳） 朱罫紙　竪・1枚 2110

（予算書綴） 謄写版　美・1冊 2112

新潟県中頸城郡府殿村

地所売買譲渡公証割印簿　壱番　府殿村戸長役場表紙 明治18年従1月至20年1 半・1冊 2098
朱書「乙」、丸朱印「武藤」、角朱印「中頸城郡下日比子 月

村外九ケ村戸長役場印」

信濃国水内郡顔戸村

水内郡顔戸村畑検地帳写　粟津喜左衛門他3名 慶安5年4月日 美・1冊 2006

旧年面戸村新田畑検地帳写　野田徳左衛門他2名 寛文10年10月日 美・1冊 2007

村差出明細書写　信州水内郡顔戸村名主三之丞他組頭2名 享保5年9月 美・1冊 2001
中野御役所様　末尾に「信州水内郡飯山御領主記録」あ

（流地証文）　顔戸村売主庄兵衛他3名　同村庄屋源左衛門 文化4年3月 竪紙・1枚 2074
殿

当申御年貢取附帳　顔戸村庄屋仙左衛門 文化9年12月 横長美・1冊 2011

入用割付帳　顔戸村庄屋仙左衛門 文化10年12月 横長美・1冊 2016

信州水内郡顔戸村田方検地帳写　粟津喜左衛門他3名 文化11年正月 美・1冊 2008

外様幽々惣高覚帳　顔戸村庄屋仙左衛門 文化11年11月日 美・1冊 2009

当子御年貢取附帳　顔戸村庄屋仙左衛門 文化13年12月 横長美・1冊 2012

①醐甲州雛役講灘山麟巳真綿代割 ①文政4年12月、②文
ｭ4年10月日、③文政4

横長美・1綴（4冊） 2017

年6月、④文政3年正月

①当午納籾出入覚帳・②当午諸割覚帳・③当直霜割覚
@帳　顔戸村庄屋仙左衛門

①文政5年10月日、②
ｶ政5年12月、③文政5

横長美・1綴（3冊） 2018

年6月日

（流地証文）　顔戸村売主小右衛門、請人長右衛門、庄屋 文政5年11月日 竪紙・1枚 2064
八十右衛門　同村万蔵殿　　「文政」に○印横に「天保」

御役高覚帳　庄や仙左衛門 文政6年12月 美・1冊 2010

当申御年貢取附帳　顔戸村庄屋仙左衛門 文政7年12月 横長美・1冊 2013

普請駄賃覚帳　顔戸村庄や仙左衛門 文政11年正月 横長美・1冊 2019

①趨護摯畿壷璽莫温覚齢麗議奇廻船 ①天保元年12月吉日、
A文政13年11月日、③

横長美・1綴（4冊） 2020

文政13年10月8日、④
文政3年正月、④（天
保元年）
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水野家文書中の混在文書／信濃国水内郡顔戸村

水内円顔戸村卯年宗門人別改帳　同村庄屋仙左衛門他3 天保2年3月 美・1冊 2003
名　太田平左衛門様、本田隼之助様　文化3年、昭和6年
の校合記事貼紙

水内歯噛戸村禅宗卯年宗門人別改帳　同村庄屋仙左衛 天保2年3月 美・1冊 2004
雨冠3名　太田平左衛門様、本田隼之助船

水内郡司戸村浄土真宗卯年宗門人別改帳　同村庄屋仙 天保2年3月 美・1冊 2005
左衛門他3名　太田平左衛門様、本田隼之助様

水内郡顔面村山葬祭辰年宗門人別改帳　同村庄屋仙左 天保3年3月 美・1冊 2023
衛門他3名　太田平左衛門様、本田隼之助様

（流地証文）　顔戸村売主太宗治他5名　同村万蔵殿 天保3年4月日 竪紙・1枚 2073

（流地証文）　地所渡主顔戸村助三郎他7名　同村曲直殿 天保5年3月日 竪紙・1枚 2063
裏書あり

（流地証文）　顔戸村売主弥右衛門他4名　同村万蔵殿 天保7年4月日 竪紙・1枚 2065

（かや野流質証文）　顔戸村地主源左衛門他2名　同村万 天保8年4月 竪紙・1枚 2040
蔵回

（流地証文）　顔出村地渡源左衛門他5名　同村万蔵殿 天保8年4月日 竪紙・1枚 2070

（永質証文）　顔戸村売主安左衛門他4名　同村万蔵殿 天保10年4月 竪紙・1枚 2078

（流地証文）　顔戸村譲主作右衛門他3名　同村万蔵殿 天保11年4月日 竪紙・1枚 2068

（流地証文）　顔戸村売主重右衛門他5名　同村万蔵殿 天保12年6月日 竪紙・1枚 2072

（流地証文）　顔戸村地渡主幸右衛門、庄屋八十右衛門 天保12年6月 竪紙・1枚 2079
同村万蔵殿

（流地証文）　顔戸村流地主百姓代源左衛門他4名　同村万 弘化5年4月日 竪紙・1枚 2066
蔵殿

（流地証文）　顔戸村作右衛門他5名　同村萬蔵殿 嘉永4年4月 竪紙・1枚 2075

（流地譲渡証文）　渡主弥右衛門他5名　万蔵殿 嘉永5年4月日 竪紙・1枚 2067

（流地証文）　顔戸村五左衛門、請人九右衛門　同村万蔵 嘉永6年4月 竪紙・1枚 2077
殿

（高井郡前坂村二而新規堰堀出一件珍品証文写）　高井 嘉永6年6月 竪継紙・1通 2056
郡柏尾村三組名主源六他12名　高木清左衛門様中野御役
所　裏書あり

（纏肇思慮規離熟熟）五暇錨崔麟 嘉永6年7月 竪紙・2枚 2044

道組辰之助他18名　顔戸村三三役人衆中　袖糊付

（瓢露轟覆鶏旛1礪鶏纏認鍮 嘉永6年7月 竪継紙・1通 2045

名　小境村三組三座役人衆中

（嬰血書輪舞麗春瀦正鋸製轡御宥免嘆願書 嘉永6年8月6日 竪紙・1枚 2046

（用水払底一件御答御宥免嘆願書下書）　顔戸村五人組 嘉永6年8月8日 竪継紙・2通 2047
他9名　高野正兵衛様

（用水払底一件詫状下書）　小境村押出元道他3名　高野 嘉永6年8月9日 竪継紙・1通 2048
正兵衛様奥書あり

（顔戸村用水一条銘細取調御詫状写）　中条村平右衛門 嘉永6年8月工4日 竪継紙・1通 2049
他4名　高野正兵衛様

（顔戸村用水一条二二書写）　中条村平右衛門他4名　高 嘉永6年8月16日 竪継紙・1通 2050
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水野家文書中の混在文書／信濃国水内郡顔戸村

野正兵衛様

（小三三用水一条融通承知、不調法始末御救助御頼書　写）　小前惣連印　三役人衆中、五人組衆中

嘉永6年8月 竪継紙・1通 2051

（顔戸村用水一条不調法始末御救助御頼書下書） （嘉永6年8月） 竪継紙・1通 2052

（流地譲渡証文）　譲主次郎右衛門、請人沖右衛門　万蔵 安政2年4月日 竪紙・1枚 2069
殿

（譲地証文）　売主三之丞他5名　同村萬三殿 安政2年4月目 竪紙・1枚 2076

長老昇進奉加帳　全栄 安政4年12月 横長美・1冊 2082

諸道具箸物価覚帳 文久2年 横長美・1冊 2084

（下屋敷水車質入証文下書）　顔戸村重右衛門跡目れい 文久3年6月 竪紙・4枚 2039
他3名　奥印あり

（金子五拾両借用証文）　借用人顔戸村萬蔵、請人藤左衛 慶応3年10月日 竪紙・1枚 2061
門　飯山本町丸屋権左衛門殿

（金子六拾両借用証文）　借用人顔戸村萬蔵、請人藤左衛 慶応3年10月日 竪紙・1枚 2062
門　飯山本町丸屋権左衛門殿

（金子五拾両借用証文）　借用人顔戸村萬蔵飯山本町丸 慶応4年3月日 竪紙・1枚 2060
屋号左衛門殿　裏書・慶応4年7月野上甚七宛顔戸村継蔵
金子借用証文下書　萬蔵印切取

（金子百両借用証文）　借用人使戸村三蔵、請人同村藤左 慶応4年4月日 竪紙・1枚 2071
衛門　本町丸屋権左衛門殿　差出人2耳印切取力

（金子借用証文）　借用人品戸村数右衛門、請人藤左衛門 慶応4年7月目 竪紙・1枚 2057
中曽根村喜兵衛殿

（金子借用証文）　借用人顔戸村萬蔵、請人藤左衛門　本 明治元年10月日 竪紙・1枚 2042
町丸屋権左衛門殿

（売出回申御蔵籾子証文）　売人顔戸村眼孔、請人同村 明治2年8月29日 竪紙・1枚 2041
藤左衛門　飯山本町瓦屋権左衛門殿

覚（顔戸村為次郎殿無尽残金拍）　表題年号は端裏書に 明治3年4月20日 竪紙・1枚 2081
よる

（信越境差回一件立合見分通知写）　柏崎県川浦出張所 明治3年8月28日 竪紙・1枚 2053
飯山藩御中

（信州顔戸村国境一件廻村来未ノ春迄年延願下書） 明治3年9月29日 竪紙・1枚 2055
下平堅甲庄屋平八郎他5名　川浦御役所

（越後国平丸村国境争論二付小境村返答口上書写）　顔 明治3年9月日 美・1綴 2034
戸村

（越後国平丸村国境争論和談済口証文写） 明治3年閏10月8日夜写 美・1冊 2035

（門戸・四境三三池端切開出入一件吟味願下書） （明治3年） 美・3綴 2033

（金子借用証文）　顔戸村萬蔵本町丸屋権左衛門殿 明治4年5月目 竪紙・包紙・1枚 2059

（金子借用証文）　顔戸村万蔵、請人藤左衛門　愛宕町牧 明治4年7月日 竪紙・1枚 2043・
野嘉右衛門殿

（金子借用証文）　借用主顔戸村足立万蔵　飯山本町浦野 明治4年12月日 竪紙・1枚 2058
権左衛門殿

字書地代金試調帳　平井園右工門 明治6年3月3日 横長美・1冊 2021

三酉之御年貢回附帳　第六拾九区水内郡顔戸村戸長平井 明治6年11月日 横長美・1冊 2014
園右工門
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水野家文書中の混在文書／信濃国水内郡顔戸村

田方出生米自用費消書上控　第六拾九区水内郡顔戸村戸 明治7年3月6日 美・1冊 2028
長平井園右工門　長野県庁

第二拾八大区三十区水内郡顔戸村人口総計表　足立氏 明治7年8月 青山罫紙・1冊 2024

第廿八大区割小耳顔戸村名簿（御布令及通達廻達用）
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本文青半罫　第二十八大区三三区戸長江沢重右衛門他4名

自明治7年8月 美・1冊 2027

紙

（小職・顔戸村、越後国頸城郡平丸村用水一件為取替 明治7年10月13日 美・1冊 2031

当戌御年貢取附帳　第二＋八大区三小区顔戸村用掛足立 明治7年12月日 横長美・1冊 2015
継造

山反別地順下調帳　用掛足立継造 明治8年3月12日 横長美・i冊 2622

社寺絵図面控　用掛足立聖賢 明治8年9月27日 竪紙・1綴（7枚） 2030、

岩外堀割普請請負二付小境村と約定書之写　用掛足立継 明治8年9月 三半罫紙・1綴（4 2032
造

枚）

社寺収穫取調書上控　用掛足立継造長野県権令楢崎寛 明治8年12月18日 赤半罫紙・1綴（4 2029
直殿

枚）

（伍長跡役御届書）　痢掛足立継紙　第廿八大区御会所 明治9年1月24日 赤半罫紙・1綴（3 2026
枚）

（養母不和和解証文）　旧直弟邨栗岩安兵衛他3名　同村
@栗岩作右衛門殿、旧小泉村上原治左衛門殿、外御親類御

@中

明治12年4月 竪継紙・1通 2054

信濃国水内郡顔戸村差出写　本文「四区」青半罫紙 明治 美・1冊 2002

（年齢別（17～40才）人別書上）　右村用掛足立継造 明治 青半罫紙・1冊 2025

（顔戸・小境・小泉村入会秣山反別取調下書）　第廿
@八大区三面区水内郡小泉乱用掛上原仁左衛門他6名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野

明治 赤半罫紙・1綴（2
〟j

2036

県参事楢崎寛開閉

足立泰一郎預り（村費力） 大正8年10月3日～大正 横長美半折・1綴 2037
9年4月

注文品物万拍帳 卯3月 横長美・1冊 2083

（出血会相続講発起二付口上書）　顔戸村発起人為次郎他 亥4月 竪紙・1枚 2038
親類2名　世話人弥右衛門他4名　下書力

（流地証文）　顔戸村流地主源左衛門他3名　奥欠損 竪紙・1枚 竪紙・1枚 2080

信濃国下水内郡一山村

学齢人名調（下水内郡一山村）　粟津喜左衛門他3名 明治14年7月1日 半1冊 2090

信濃国高井郡米持村

信濃国高井郡米持村人別宗門御改帖　高井郡米持村名
@主権蔵他4名　権幕御用場　末尾「宝暦二年山下帳」

寛延4年2月 半・1冊 2088』

中馬荷物井口銭中馬稼之村名馬数等申渡書（写）　信 宝暦13年6月2日～明和 半・1冊 2086』’

州高井郡米持村成田権蔵写 6年4月23日
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水野家文書中の混在文書／信濃国高井郡米持村

高井二八町村曹洞宗門人別書上帳　高井郡米持村権蔵他 享和2年3月 半・1冊 2085
5名　簑笠之助様中之条御役所

市川通御普請出来形帳　信州高井郡米持村名主権蔵他3名 天保9年 半・1冊 2087
岡本忠治郎様中野御役所

信濃国下高井三遷郷村

地順帳　長野県信濃国下高井郡往郷村
　内治太夫用」二冊目裏表紙欠

「旧計見新田村竹 明治12年以降 朱罫紙、半・2冊 2089

信濃国佐久丁丁島村

役高帳　　（佐久郡）矢嶋村［〕 元禄17年正月 半・1冊 2092

美濃国厚見三二三白木町

（武官礼服布告写、人足一里賃銭書上）
　屋安兵衛

岐阜白木町米 （明治5年）壬申11月12
日

竪・1枚 2114

伊勢国三重郡浜田村中組会所

（灘灘珊珊解織讃霧
（明治3年） 半・1綴 2115

河内国丹南郡丹比村

地目異動・異動地通知・共有地名簿・反当地価取調書明治12年～明治31年
　類河内国丹南郡丹比村表紙丸朱印「地」「四」

美1冊 2100

和泉国日根郡上之郷村

地券御願書　二　和泉国第廿二区日根郡上之郷村 明治5年11月 半・1冊 2101

兵庫県養父郡三宅村

十六年度地方税中地価町税戸数割税微課簿　　［］組
　戸長役場

（明治）16年度 横長美1冊 2097

兵庫県養父四大谷村

山林原野公証台帳　戸長役場
　六冊ノ内」、破損大

表紙朱書貼紙「第三九号 明治15年2月 美・1冊 2095

一206一



水野家文書中の混在文書／兵庫県養父郡長野村

兵庫県養父郡長野村

現地反別一筆限明細帳　第四大区四小区長野村
　書「改正乙」、朱書貼紙「第一号」

表紙朱 明治10年5月 美・1冊 2096

備後国御調郡向島東村

入質添証文綴　庄屋宛　明治8年の朱・墨書加筆あり　丁
　間2点（内1点は「返証」）あり

弘化4年～明治4年 竪・1綴（37点） 2116

所属不明

七長弓之次第口伝写　原太兵衛正吉、栗原加右衛門吉久 元和4年8月吉日 横切継紙・1通 2117

（布達留）　長野県 （明治6年）12月11日書 堅・1冊 2121
之記

支那地図（朝野新聞第三千二百五十三号附録）　朝野 明治17年9月9日 300x405・1枚 2120
新聞社紙筒入り、刷物

（裁縫教員出勤簿）　青色罫紙 明治29・30年 美・1冊 2105

吟詠草案又心齋 壬辰1月 半帳・1冊 2119

御触書写　持主林定五郎後欠 美・1冊 2093

御触書写前後欠 半・1冊 2094

（臨時雇出勤簿）　印刷 美・1冊 2123

並等次序 半帳・1冊 2斜8
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