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様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-260-21 
御兌（金額書上）． 
卯7月． 差出：福木屋国市． 受取：御馬寄村福田屋良

右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1137-260-23 
覚（豆腐等代銀請取につき）． 
卯7 月． 差出：山屋林之丞． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横継紙． 
1137-260-24 
覚（水風呂桶・戸水桶等代金書付）． 
卯7 月． 差出：桶屋新蔵． 受取：千代次様． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(25) 
覚（黒本天，京七ゝ子等布類代金）． 
（卯）う 8 月 1 日． 差出：扇屋嘉吉． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-44-5 
覚（桃色絹代金）． 
（卯）う 11月6日． 差出：おきなや嘉吉． 受取：半治郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1138-43 
覚（米，小麦等搗代金）． 
辰2 月． 差出：車や浅右衛門． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-44-2 
覚（木事，わら代等）． 
辰 7 月． 差出：大さかや萬吉[印]． 受取：両右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州佐久 御馬寄村 〈カネに万〉大坂屋」． 
1138-44-3 
覚（まん十代金）． 
辰7 月． 差出：山田屋多右衛門． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 
1137-4-1 
おほえ（あん・まんちう・かき等代金書上）． 
辰極月． 差出：山太． 受取：当人様． 
1 通． 横切紙． 
1137-4-2 
覚（さんま・さけ等代金書付）． 
辰 12 月． 差出：丁屋干次郎． 受取：福田屋領右衛門． 
1 通． 横切紙． 
1138-40-1 
覚（飯米代金）． 
辰極月． 差出：塩名田七之丞． 受取：御馬寄村両右

衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-40-2 
おほへ（糸代金）． 
辰極月． 差出：(印)[信州 八幡 松葉屋］． 受取：御馬

寄村良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1138-41-1 
覚（手拭等代金）． 
辰12 月． 差出：和泉屋由五郎[印]． 受取：ふくたや良

右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州〈○に三ツ星〉 佐久郡 御馬寄 和泉屋」． 
1138-41-2 
覚（かま，つる直し代金等）． 
辰極月． 差出：勝弥． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-41-3 
覚（紺縁代金）． 
辰極月． 差出：大さかや萬吉[印]． 受取：両右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州佐久 御馬寄村 〈カネに万〉大坂屋」． 
1138-41-4 
覚（板代金）． 
辰極月． 差出：仲右衛門． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-41-5 
覚（大麦代金覚）． 
辰12月． 差出：中屋源八(印)． 受取：御馬寄両右衛門

様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州〈カネに中〉 佐久 臼田 中屋」． 
1138-41-6 
覚（たはこ代）． 
辰12 月． 差出：大さかや万吉[印]． 受取：半次様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州佐久 御馬寄村 〈カネに万〉大坂屋」． 
1138-41-10 
覚（干皮代金）． 
辰極月． 差出：林屋宗左衛門． 受取：福田や良右衛

門様． 
1 通． 横切紙． 
1138-34 
記（肴酒代等）． 
午4 月17 日． 差出：ねづミ 橋本[朱印]． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 鼠宿 〈ヤマに小〉橋本」． 
1141-75 
（金銭差引）． 
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酉3 月19 日． 差出：方月． 受取：ふくたや様． 
1 通． 横切紙． 
1142-57 
記（紺縞一反・紺竪嶋一反ほか代金差引請取）． 
戌 1 月 5 日． 差出：叶屋仙右衛門． 受取：隣 福田屋

良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
酉九月七日～十二月三十日分．裏に金銭の出入勘定記載あ

り． 
1141-5 
覚（シヤホ代金）． 
戌1月． 差出：まつはや二郎兵衛． 受取：御馬寄良左

(ママ)衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1141-19 
記（5 月11 日ほか米代金書付）． 
戌ノ 8 月25 日． 差出：十一屋義作[印]． 受取：福田や

良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「中山道 御馬寄 〈ヤマにキ〉町儀」． 
1141-20 
覚（つるべ，手桶代金）． 
戌8 月． 差出：新蔵． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1141-15 
記（2 升代金）． 
戌 12 月． 差出：一力屋寅蔵． 受取：御馬寄福田屋良

三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1142-58 
記（干ぶり・濱ぐり・かまぼこ等代金差引勘定書付）． 
戌12 月． 差出：丸屋 茂介． 受取：町田領右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1141-3 
記（反物，布，糸類代金）． 
亥1 月． 差出：扇屋永之助． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-4 
記（糸，布代金済）． 
亥1月． 差出：あわや兵右衛門． 受取：村福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-6 
記（どぜう，かじか代金）． 
亥 1 月． 差出：塩名田つゝや忠治． 受取：御馬寄福田

屋良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1141-8 
記（鍋つる代金）． 

亥1 月． 差出：藤屋平吉． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-10 
記（大さる他代金済）． 
亥 1 月． 差出：いつみや弥兵衛[印]． 受取：福たや良

右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「中山道御馬寄和泉屋」． 
1141-13 
記（もも引仕立代ほか）． 
亥 1 月． 差出：嶋屋権之助(印)． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横切紙． 
差出印文「信佐久 御馬寄 〈ヤマに○〉嶋屋」（一部かすれ）． 
1141-17 
記(豆腐・酢等代金済）． 
（亥）い 1 月 31 日． 差出：駿河屋初太郎． 受取：町田

良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-23 
記(魚類代金）． 
亥1月． 差出：竹屋与曽五郎． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1142-55 
記（中折十束・長半切五束代金受取）；(附)[紙片]． 
1 月4 日． 差出：香具や[破損]． 受取：上． 
1 通（附1 枚とも）． 横美切継紙． 
奥に小切紙 1 枚(附)を巻き込んでいた．本紙奥破損大．附内

容：御馬寄村組頭良右衛門． 
1142-56-1 
記（生ほか代金受取）． 
1 月4 日． 差出：角屋 宗吉． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
-56-2 とともに折りたたまれていた． 
1142-56-2 
記（石油・油ほか代金請取）． 
1 月4 日． 差出：松屋 与五兵衛． 受取：上． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-41-9 
[徳松書状]（○御取遣し下されたく）． 
正月13 日． 差出：徳松． 受取：(福田屋）永作様． 
1 通． 横切紙． 
1141-11-1 
記（生姜他代金受取）． 
1 月19 日． 差出：香具屋長右衛門． 受取：上，町田良

右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1141-11-2 
記（25 銭受取）． 
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1 月 19 日． 差出：[印][現金正札附 諸国 畳表鉄類 

〈○に柳〉小諸荒町 柳田]． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1141-18 
記（1 月27 日・28 日米代金書付）． 
1月28日． 差出：十一や義作[印]． 受取：福田や良右

衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
差出印文「中山道 御馬寄 〈ヤマにキ〉町儀」． 
1137-260-11 
覚（大麦数量等書上）． 
正月29 日． 差出：丁 金兵衛． 受取：八幡和市様． 
1 通． 横美切継紙． 
1141-7 
記（元精丸代金受取）． 
1 月30 日． 差出：山崎屋甚兵衛． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1141-16 
記（帯・半天代金，借用賃ヵ）． 
1 月31 日． 差出：作次郎． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1141-38 
記（米代金等差引）． 
2 月8 日． 差出：十一や． 受取：福田屋良三郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-35-2 
（仕切を此ものへ御渡し下されたく）． 
2 月21 日． 差出：良右衛門． 受取：義作様． 
1 通． 横切紙． 
1139-152 
（2月9日分ほか大丸屋ほか買物代金書付，12日取調）． 
（2 月）．  
1 通． 横美切継紙． 
1143-73-29 
記（針金代金1 分2 朱余受取）． 
3 月 18 日． 差出：[印][現金正札附 諸国 畳表鉄類 

〈○に柳〉小諸荒町 柳田]． 受取：上． 
1 通． 小切紙． 
1142-6 
記（石油代金受取）． 
3 月19 日． 差出：大和屋 佐久三(印)． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
受取印あり（差出印同印），印文「〈○に大〉東信 御影 大和

屋」． 
1137-113 
記（醤油・油粕代金請取につき）． 
3 月 27 日． 差出：山屋五左衛門(印)． 受取：福田屋良

右衛門様． 
1 通． 小切紙． 

印文「信小諸 与良町 〈○に山〉山五」． 
1139-82-1 
記（平貝代請取）． 
3 月30 日． 差出：滝澤[印]． 受取：つゝき様． 
1 通． 横美切継紙． 
-82-1 と-82-2 は巻き込まれて一括．差出印文「信上田 海野町 

〈ヤマに水〉滝澤」． 
1139-82-2 
記（代金・立替金書上）． 
3 月30 日． 差出：都筑[難読][朱印]． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
1141-41 
記（米代金差引）． 
4 月1 日． 差出：十一や． 受取：福田や様． 
1 通． 横切紙． 
1138-35 
記(黒のり等代金）． 
4 月6 日． 差出：七湊屋久七． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1138-7 
おぼへ（かし，肴等代金）． 
4 月11 日． 差出：油屋下代． 受取：御客様． 
1 通． 横切継紙． 
1142-14 
記（鍬一丁ほか代金差引書付）． 
4 月16 日． 差出：藤屋平[難読]． 受取：桜井分． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-260-13 
覚（代銀書付）． 
5 月 10 日． 差出：かうくや長右衛門． 受取：ふく田屋 

良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1142-35 
記（茶ほか代金受取）． 
5 月 16 日． 差出：あふきや 永之助． 受取：福たや良

右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1141-39 
記（米代金差引）． 
5 月22 日． 差出：十一や． 受取：福田や良三郎様． 
1 通． 横切紙． 
1142-15 
記（〆高・白張皮代金受取）． 
第5 月． 差出：貢加吉． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1142-7-1 
記（こんふ代金請取）． 
6 月6 日． 差出：山本 五左衛門． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
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-7-2 とともに重ねて折りたたまれていた． 
1142-7-2 
記（鉄勘一ツ代金受取）． 
6 月6 日． 差出：[印][現金正札附 諸国 畳表鉄類 〈○

に柳〉小諸荒町 柳田]． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1387-23 
（塩代金通知書）． 
6 月 6 日． 差出：〈カネに九〉（信州小諸町小山商会）． 

受取：町田良三郎様；(封筒)御馬■■福田屋良三郎様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1143-7 
おぼえ（御酒・丼・御膳代金受取につき）． 
6 月22 日． 差出：岡田． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1137-260-14 
覚（干伝・水油等代金書上）． 
第 7 月 13 日． 差出：駿河屋初太郎[印]． 受取：ふくた

や 千代次様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 中山道 御馬寄 〈ヤマに上〉駿河屋」． 
1139-78 
記（鯡ほか代金受取）． 
7 月28 日． 差出：〈カネに三〉． 受取：上． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-18 
覚（太織縞綿入等仕立賃）． 
7 月． 差出：仕立や作次郎． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切継紙． 
薄翡翠色の料紙． 
1143-73-28 
記（三十ほか代銀受取）． 
8 月 20 日． 差出：[印][現金正札附 諸国 畳表鉄類 

〈○に柳〉小諸荒町 柳田]． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1138-68-3 
覚（釘，針金代金）． 
8 月27 日． 差出：柳田茂十郎． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1138-68-5 
（水油代金覚）． 
（9 月）． 差出：はやし． 受取：ふく田様． 
1 通． 横切紙． 
1137-10 
覚（かつおなど代金書上）． 
10 月19 日． 差出：藤屋貫助． 受取：良右衛門様． 
1 通． 小切紙． 
1142-32 
記（四分御引飛ほか代金請取）． 

11 月7 日． 差出：嶋田屋 喜助． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
1142-45 
記（くすりのみ・ひしやく他諸品代受取）． 
11 月16 日． 差出：和泉屋弥兵衛． 受取：福たや様． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-62 
記（米代金差引渡す分等書付）． 
11 月29 日． 差出：十一や． 受取：福田やサマ． 
1 通． 横美切継紙． 
1202-22 
記（30 円の内残りの返済元利銀算用書出）． 
12 月 3 日． 差出：十一屋義作． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横美切紙． 
1139-131 
記（包紙・帯紙数量書上）． 
12 月4 日． 作成：北村．  
1 通． 横美切紙． 
1142-54 
（香具やに遣す分・岩村田茶商人へ払う分ほか出金勘

定書付）． 
（12 月6 日）．  
1 枚． 横切継紙． 
1139-172 
覚(畳表へり等代金受取）． 
12 月 8 日． 差出：[印][現金正札附 諸国 畳表鉄類 

〈○に柳〉小諸荒町 柳田]． 受取：上． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-187(7) 
覚（元ゆへほか代金受取）． 
12 月8 日． 差出：かくや 長右衛門． 受取：上． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切継紙． 
1142-3 
（十二月十二日ほか六日分二間材木等枚数差引勘定，

城ノ上・中平への配分等書上）． 
（12 月12 日～18 日）．  
1 通． 横美切紙． 
1142-29-1 
記（上之石油代金請取）． 
12 月12 日． 差出：松屋 与五兵衛[印]． 受取：福田屋

良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
-29-2 と-29-3 を内側に巻き込んでいた．差出印印文「信州〈角

に●〉小諸 荒町 松屋与五兵衛」，紙面請取印同印． 
1142-29-2 
記（内山紙代金請取）． 
12 月12 日． 差出：柳田五兵衛． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
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請取文言と差出は木版． 
1142-29-3 
記（生鯛代金請取）． 
12 月12 日． 差出：山屋 五左衛門． 受取：上． 
1 通． 小切紙． 
1143-73-5-2 
鶴屋仕立片物書（しけた織等の代金勘定）． 
12 月17 日．  
1 通． 小切紙． 
1142-4 
（十二月十九日分二間・九尺・二間半材木枚数「慶蔵`よ

り`書抜」）． 
（12 月19 日）．  
1 通． 横美切紙． 
書状大の竪半分に折りたたまれていた． 
1143-73-8 
記（黒毛米子一丈，金跌一反代金請取につき）． 
第12 月31 日． 差出：大和屋 利兵衛． 受取：上． 
1 通． 小切紙． 
1142-28 
記（九月廿八日～十一月廿七日ふし・此白他諸品代金

勘定書付）． 
12 月日． 差出：吉田屋 清助． 受取：御馬寄村 福田

屋様． 
1 通． 横美切紙． 
品代請求書ヵ． 
1138-41-7 
覚（とうふ，氷代金）． 
12 月． 差出：宇兵衛． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-57 
覚(品物代金差引）． 
12月． 差出：山五左衛門． 受取：福田屋良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1138-68-6-19 
呈上 麁紙． 
12 日．  
1 通． 横切紙． 
いつミや． 
1137-260-22 
覚（金額二人分書付）． 
1 通． 小切紙． 
1138-41-8 
(御馬寄村18 人名前書上）． 
1 通． 横切紙． 
1139-187(4) 
覚（蒸葉員数）． 
差出：寿仙拝． 受取：千代次様． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 

1141-1 
覚（米・そば俵数，代金済，下半期分）． 
差出：義兵衛． 受取：両右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-21 
(旅籠賃銭覚）． 
1 通． 横切紙． 
1141-35-1 
記(小袖袴，ランプ等員数）． 
1 通． 横切紙． 
後欠ヵ． 
1141-42 
（枚数覚，代金共）． 
1 通． 横切紙． 
1141-43 
（枚数のうち分配覚，宅・分林他へ）． 
1 通． 横切紙． 
1141-42 の品物ヵ． 
1141-45 
(枚数分配方覚，内分・梅甚他へ）． 
1 通． 横切紙． 
1141-69 
覚（くい，細木等本数）． 
1 通（2 枚）． 横切紙． 
1142-12 
（切こんふ・鉄かんてらほか書品数量書上）． 
1 通． 横切継紙． 
1142-26 
（目数書上および「ふし」「数の子」「はまくり貝」目数書

上）． 
1 枚． 横美切紙． 
品代銀書上ヵ． 

3.家普請 

312 
天保六未年 八月十七日ヨリ 南ノ方附下ヶ普請入用扣 

御馬寄村 福田屋良右衛門． 
天保6 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
330 
慶応二丙寅五月ヨ里 七蔵続 隠宅 普請諸雑用扣帳 

福田屋良右衛門 恒篤． 
慶応2 年5 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
331 
慶応二丙寅年 諸道具意覚 町田(花押) 火災之翌歳

也． 
慶応2 年（～明治26 年頃）．  
1 冊（丁内・丁間書状等とも）． 横美半折（綴葉装二ツ綴

下ヶ紐付）． 
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丁内・丁間に書状等あり，取扱い注意． 
346 
明治十三年五月ヨリ 家作普請方書類． 
明治 13 年 5 月． 差出：山浦良吉`より`． 受取：町田良

右衛門江． 
[37 件]． [袋入一括]． 
袋入，紙縒り紐で一括． 
346-0 
[袋]明治十三年五月ヨリ 家作普請方書類；(内側)家作

普請方小書付類． 
2 枚． 袋． 
袋を二重にしている．朱色罫紙．明治十三年二月廿二日付町

田美和治清酒醸造免許鑑札「紛失御届」（外側）・品代書付（内

側）各紙背再利用． 
346-1 
明治十三年 辰五月 日 材木註文帳，(裏表紙)山浦良

吉 町田良右衛門様． 
明治13 年5 月日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
紙縒り紐とも． 
346-2 
[建事棟上ケ方土木判取ほか]． 
[明治13 年]．  
[1 綴（4 冊）]． [横半半折（一ツ目結び綴じ）]． 
346-2(1)～(3)まで列帖装様に紙縒りで結び綴じ． 
346-2(1) 
明治十三年 第十二月初日 建事棟上ヶ方 土木判取，

(裏表紙)福田屋． 
明治13 年12 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
346-2(2) 
辰十一月廿九日ヨリ 建事中 雑事意覚． 
（明治13 年）11 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
346-2(3) 
明治十三年九月`より  ̀ 諸買もの留 自費方[訂正前「役

場方」]（家作普請）． 
明治13 年9 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
346-2(4) 
[記ほか]（人名毎籾出入俵数，材木注文数など書上）． 
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
346-3 
記（唐松柱代金覚）． 
明治 13 年 9 月 27 日． 差出：桜井村臼田荒太郎(印)． 

受取：御馬寄村 町田良三郎． 
1 通． 横半半折． 
反古紙利用． 
346-4 
川除出来御見分とシテ下木掛市川様御止宿（諸入用

覚）． 
9 月16 日．  
1 通． 横半半折． 
346-5 
記（畳・格子等建具員数覚）． 
（明治13 年）．  
1 通． 横半半折． 
346-6 
記（雑木・ほや代金）． 
（明治13 年）27 日．  
1 通． 横半半折． 
346-7 
記（しの竹等代金覚）． 
12 月21 日． 差出：かこや(ヵ)遠山豊吉． 受取：御馬寄

福田屋． 
1 通． 横切紙． 
346-8 
記（葭代金覚）． 
差出：遠山庄作． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 横切紙． 
346-9 
[町田昭造書状]（現物買受につき）． 
（明治 14 年）2 月 13 日午後 4 時． 差出：町田昭蔵；(封

筒)諸荷物運送所東京小網町壱丁目信濃屋豊吉方 町

田昭造(朱印)． 受取：町田良右衛門様；(封筒)長野県信

濃国佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様 急用平安． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
本紙端裏「町田良右衛門様 直々御覧願入候(朱印)」．封筒消印

「一四・二・一三・ち 東京」ほか． 
346-10 
記（小刀代金請取）． 
12 月28 日． 作成：信州小諸 柳田茂十郎．  
1 通． 小切紙． 
346-11 
記（唐松柱代金覚）． 
1 通． 横半半折． 
346-12 
不足調（家作用柱）． 
10 月26 日．  
1 通． 横切紙． 
346-13 
記（市郎右衛門無尽掛金覚）． 
11 月 28 日． 差出：町田永之助． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 横切継紙． 
346-14 
記（材木代金請取）． 
4 月2 日． 差出：山浦良吉． 受取：福田屋． 
1 通． 竪切紙． 
346-15 
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明治十三年五月 材木註文取調扣 受負人 宮澤 山浦

良吉殿． 
明治13 年5 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
346-16 
記（座敷五行吉凶占）． 
1 通． 小切紙． 
346-17 
[町田良右衛門書状]（投票開札につき）． 
差出：良右衛門． 受取：筆生御中． 
1 通． 横切紙． 
桃色罫入用紙． 
346-18 
記（品代請取）． 
差出：菱屋健三郎． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
差出ママ． 
346-19 
記（内山界紙代金等受取）． 
10 月10 日． 差出：角屋権平． 受取：上． 
1 通． 横切継紙． 
346-20 
（「丁」字札作成雛型）． 
1 通． 竪美切． 
朱色罫紙 
346-21 
記（弓張替代金覚）． 
9 月19 日． 差出：原宗堂(印)． 受取：上． 
1 通． 横切継紙． 
緑色紙 
346-22 
（杉板直段についての伝言） ． 
1 通． 横切継紙． 
346-23 
古具や差引記（なわ・油代金ほか）． 
1 通． 横半半折． 
346-24 
記（帯戸塗り代覚）． 
10 月21 日． 差出：明柳町ぬしや 平吉． 受取：上． 
1 通． 横切継紙． 
346-25 
記（板材直段覚，沓掛林屋の言値）． 
1 通． 竪半切． 
346-26 
（地租皆済金額覚）． 
5 通． 小切紙． 
町田良右衛門他4 名分．近代． 
346-27 
[絵図]（屋敷部屋割図面）． 

1 舗． 31.5×57cm． 
346-28 
記（畳表直段覚）． 
2 月17 日． 差出：信州小諸 柳田茂十郎． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
346-29 
記（杉材木代金請求）． 
（近代）2 月18 日． 差出：小諸町 柳田森四郎． 受取：

町田良右衛門． 
1 通． 横切紙． 
346-30 
記（材木代金請求）． 
（明治13 年）8 月22 日． 差出：嶋田屋 廻治二郎(印)． 

受取：福田屋両右衛門． 
1 通． 横切紙． 
346-31 
記（釘・鋲代金受取）． 
5 月3 日． 差出：信州小諸 柳田茂十郎． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
346-32 
覚（障子・唐紙代金覚）． 
（近代）2 月17 日． 作成：樋口勝五郎．  
1 通． 横切継紙． 
346-33 
[包紙]． 
作成：依田保二郎．  
1 通． 包紙． 
上書「麁酒」 
346-34 
瓦代金受取記． 
明治 14 年 5 月 26 日． 差出：山浦為太郎(印)． 受取：

町田良右衛門． 
1 通． 竪半． 
青罫紙 
346-35 
記（材木代金覚写）． 
差出：山浦良吉． 受取：福田屋． 
1 通． 横半半折． 
346-36 
[紅白水引]． 
1 束． 水引． 
350 
明治十三辰年五月ヨ里 本宅建築費雑記 北佐久郡御

馬寄邨 町田良右衛門道喜． 
明治13 年5 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
記事ごとに見出し（タブ）あり（「塁屋」「瓦屋為太郎」「左官峯吉」

など）． 
349 
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[家作普請につき見舞品・祝儀受納控ほか諸帳綴]． 
（明治13 年9 月～明治16 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
349(1) 
明治十三年九月ヨ梨 家作普請中見舞品受納控 町田

良右衛門道善． 
明治13 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
349(2) 
明治十六年癸未第四月廿九日三十日 家賀多免祝儀

受納帳 町田道喜（家堅め祝儀）． 
明治16 年4 月29 日・30 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
349(3) 
十六年四月廿八日ヨリ わたましニ付 諸事扣 雑用 町

田． 
（明治）16 年4 月28 日（～30 日）．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
349(4) 
明治十六癸未年四月廿九日三十日吉辰ニ付 移`レ`徙

悦執行候ニ付配り金人名扣． 
明治16 年4 月28 日・30 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
347 
明治十三年十二月ヨリ 家作営繕方人賃取調帳． 
明治13 年12 月（～14 年12 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
人足賃（雇人，瓦師ほか）． 
348 

明治十三年八月ヨリ 材木受取簿 福田屋（「明治十三

年十二月一日始メ 駒寄ヨリ 瓦受取扣 山浦為太郎

方」他とも）． 
明治13 年．  
1 冊． 横半半折（列帖装，下ヶ紐付）． 
記事ごとに見出し（タブ）あり． 
492 
明治二十年九月 明治十九年小林喜作ヨリ引取建 家

大破ニテ住居も出来兼立退候ニ付 屋根葺替諸雑用取

調記；(附)柳澤保助ヨリ払候分 記． 
明治20 年9 月．  
1 冊（2 冊合綴）． 横半半折大（ひねり綴；横半半折，下ヶ

綴；横長半，一ツ綴）． 
1137-173 
記（栂代金書付）． 
12 月 1 日． 差出：小諸町柳田森四郎． 受取：福田屋

様． 
1 通． 小切紙． 
（朱印）「材木炭薪 小諸町 （○柳印）福田屋様 
1202-9-10 
記（六尺一寸板等代金書上）；(附)記（土台・柱・梁ほか

材木本数）． 
作成：木屋 山本栄吉．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
3～4 丁目間に横折紙1 通(附)挟込み． 

 

3.諸願伺届書類 
（シリーズ記述） 

 町田家から公的機関へ出された種々の願書・届書などを収めた． 
 

1.一般 

1360-11(53) 
国民軍異動届（父隠居し戸主となるにより，奥書調印と

も）． 
明治 16 年 12 月 13 日． 差出：北佐久郡御馬寄村第十

九番地平民農良右衛門長男町田静太(朱印)；(奥書調

印)北佐久郡御馬寄村戸長町田甚太郎[朱印]． 受取：

長野県令大野誠殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
540 
明治十八年ヨ里 諸願伺届書類扣 北佐久郡御馬寄村 

町田良右衛門． 

明治18 年．  
1 冊． 竪半切半（二ツ綴）． 
1139-15 
消印願（公証の地所を質とした借用金元利とも返済に

つき）． 
ー． 差出：北佐久郡中津村大字 ー． 受取：岩村田区

才判所 望月出張所 御中． 
1 通． 横美切紙． 
雛型ヵ． 

2.銃猟願 

1137-85 
（職猟免許税請取につき）． 
（明治）12 年 10 月 19 日． 差出：戸長役場(朱印)． 受
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取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
844 
明治二十年十月 職銃猟願書類入． 
明治20 年10 月．  
[7 点]． [袋入一括]． 
844-1 
[袋]明治二十年十月 職銃猟願書類入． 
明治20 年10 月．  
1 枚． 袋． 
-2～-7 を入れる．山浦某養子届（朱色罫紙）裏面使用． 
844-2 
鳥獣職猟願（免許下付願，猟場字丸山・駒寄山，奥印・

聞届奥書とも）． 
明治 21 年 10 月 18 日；(聞届奥書)明治 21 年 10 月 20

日． 差出：長野県信濃国北佐久郡御馬寄村第拾八番

地平民農町田良右衛門(朱印)；(奥印)北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長岡部弾二[朱印]；(聞届奥書)岩村田警察署

長警部松原清政[朱印]． 受取：長野県岩村田警察署長

警部松原清政殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
猟場絵図（彩色）とも．聞届奥書朱筆． 
844-3 
猟銃免許税等納付書（金1 円）． 
明治20 年10 月28 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]． 受取：（北佐久郡御馬寄村町田良右衛門納）． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
844-4 
猟銃免許税等納付書（金1 円）． 
明治23年11月1日． 差出：岩村田支金庫[朱印]． 受

取：（北佐久郡中津村町田良右衛門納）． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
844-5 
猟銃免許税等納付書（金1 円）． 
明治21 年10 月20 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]． 受取：（北佐久郡御馬寄邨町田良右衛門納）． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
844-6 
鳥獣職猟願（免許下付願，猟場字丸山・駒寄山，奥印・

聞届奥書とも）． 

明治 20 年 10 月 27 日；(聞届奥書)明治 20 年 10 月 28

日． 差出：長野県信濃国北佐久郡御馬寄村第拾八番

地平民農町田良右衛門(朱印)；(奥印)北佐久郡八幡村

外六ヶ村戸長岡部弾二[朱印]；(聞届奥書)岩村田警察署

長警部松原清政[朱印]． 受取：長野県岩村田警察署長

警部松原清政殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
猟場絵図（彩色，押印）あり．本紙朱色罫紙．聞届奥書朱筆． 
844-7 
委任状（警察署へ猟銃出願につき）． 
明治 20 年 10 月 27 日． 作成：北佐久郡御馬寄邨町田

良右衛門(朱印)．  
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
○鉄砲購入 

1139-106 
記（86 型銃1 丁ほか代金請取）． 
明治28年8月22日． 差出：横濱市本町二丁目廿一番

地 銃砲火薬免許商 金丸銃砲店(紫印)． 受取：町田静

太様． 
1 通． 竪切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出紫印印文「金銭領収 金丸」．1 銭証券

印紙．現品は許可証と引換の旨朱印． 
1139-86 
[弾薬鉄砲買取願用紙](1)弾薬買取願（外国製ピストル

銃用弾薬［空欄]発，護身用のため）；(2)鉄砲買取願（外

国製ピストル銃1 挺，護身用のため）． 
明治 年月日（日付は(1)(2)とも空欄）． 差出：(1)[空欄]；

(2)横濱市本町二丁目廿一番地 銃砲火薬免許商 金丸

謙次郎(朱印)． 受取：(1)警察署御中；(2)［空欄］殿． 
2 通． 竪紙． 
(1)と(2)は折りたたまれて一括．黒色罫紙，印刷用紙． 
1132-34 
[町田良右衛門書状]（威筒の儀，田休みの儀ほか）． 
6 月26 日． 差出：良右衛門． 受取：御同席御中． 
1 通． 横美切継紙． 

 

4.経営 
（シリーズ記述） 

 町田家の携わった事業やその経営に関する分を収めた．江戸時代より町田家が関与した米穀商売の文書類には，

あるいは第1次項目2.御馬寄村へ収めるのがふさわしいものがあるかもしれないが，本項目下へまとめた．製糸事
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業と関わる名目や肩書がみられる借金の一部，またそういった記載がみられなくても佐久銀行・小諸銀行・塩川

倉庫会社からの借金については，第2次項目の5.貸借から抜き出して配した．個別の資金調達を，また前記の銀行・

倉庫会社は，荷為替取組みや製糸保管・運送等を通して発生する負債あるいは資金提供により当該事業へ深く関

与したことを，それぞれ示しているからである． 

 本項目下の資料によって，町田家の明治以降の経営，とくに人参や製糸に関する事業は，その詳細をかなり明

らかにできるはずである．断片的な内容の資料も，正確に位置づけられる可能性があろう． 
 

1.全体 

1202-23 
記（強壮組入費金11 円37 銭5 厘受取につき）． 
明治10年3月20日． 差出：旧強壮組 惣代 町田永之

助(印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 小切紙． 
1137-156 
記（慶長一分・南僚弐朱銀等御引換え）． 
（明治）14 年2 月16 日． 差出：楽丁壱番地泉屋両替店

[朱印]． 受取：町田様． 
1 点． 横美切紙． 
明治の通貨と近世の通貨を両替したもの． 
1137-159 
（南僚銀等近世の通貨書上）． 
明治14 年11 月6 日．  
1 点． 竪紙． 
1360-11(76) 
（北佐久郡旧下塚原村拙者所持中掛樋冷抜いたすにつ

き）． 
明治 15 年 7 月 1 日． 作成：北佐久郡御馬寄村先地主

町田良右衛門．  
1 通． 竪紙． 
562 
信濃殖産銀行株主連名簿 ［朱印]（「信濃殖産銀行創立

ノ主意」ほか第1～9 条，名簿部分署名等なし）． 
明治15 年8 月． 作成：信濃殖産銀行 発起人．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
印刷，名簿部分小豆色罫紙．表紙朱筆「第四拾八号」，表紙朱

印印文「信濃殖産銀行」． 
1137-127 
自由出版社同盟社員証券 第2776 号． 
明治 15 年 11 月 28 日． 差出：自由出版会社幹事三宅

虎太(印)，出納係山中喜太郎(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
裏面には本証券紛失時の対応等を内容とした記が記されてい

る． 
1137-75 
（岩村田会社より渋紙一梱送券証）． 
明治 16 年 10 月 20 日． 差出：内国通運会社長野県下

馬瀬口継立所(朱印)． 受取：（行）御馬寄 町田静太殿． 

1 通． 竪紙． 
1360-11(75) 
記（桑山村官林杉損木落札代金につき）． 
明治17年3月28日． 作成：長野県下信濃国北佐久郡

御馬寄村拾九番地町田良右衛門．  
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1137-157 
記（金1 円20 銭受取につき）． 
明治19年2月20日． 差出：大日本農会幹事長田中芳

男[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
明治19 年2 月22 日付の町田静太の名刺同封． 
1137-29 
委任状（山崎恭三との裁判の片付け一切の権限を町田

静太に委任するにつき）． 
明治19年極月17日． 作成：北佐久郡中津村弐百参拾

七番地町田甚太郎(朱印)．  
1 通． 竪紙． 
罫紙． 
1137-209 
書留郵便物請取証． 
明治20年3月30日． 差出：東京赤坂区渋谷宮益町第

四十七番地市野方依田仙次郎． 受取：御馬寄村町田

静太． 
1 通． 小切紙． 
岩村田郵便局の局印あり． 
1137-210 
（金2 円分の為替金および為替料金領収証）． 
（明治）20 年3 月30 日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田

静太(朱印)． 受取：東京赤坂区渋谷宮益町 47 番地市

野方依田仙次郎． 
1 通． 小切紙． 
岩村田郵便局の局印あり． 
1202-9-4 
（21 年度，銅丸たらい・鉄釜取替・大カバン・鉄はさみ等

代金書上）． 
（明治）21 年度．  
1 冊（4 枚）． 横長半（もと一ツ綴ヵ）． 
綴穴あるも綴紐なし． 
1135-60 
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[小松栄之助書状]（薪伐賃・馬士入用等につき）． 
（明治）23 年2 月14 日． 差出：小松拝；(封筒)小松栄之

助． 受取：町田大君；(封筒)町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1137-14 
[人造肥料代金請取証]． 
[明治23 年8 月24 日；23 年8 月28 日． 差出：[塩川清

之助(朱印)；塩川商店岡部良三郎(朱印)]． 受取：[町田

武左衛門殿；町田静太様]． 
1 綴（2 点）． 綴（ひねり綴）． 
1 通は印刷用紙（小切紙）へ書込み，1 通は赤罫横切紙． 
1138-71 
記（本訴印紙代等重田堅之助へ渡した旨）． 
（明治）24 年 6 月 2 日． 差出：立川代言事ム所（印）． 

受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1135-3 
[林法律事務所葉書]（示談につき）． 
明治24 年9 月29 日． 差出：林事務所． 受取：北佐久

郡中津村御馬寄町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
1135-2 
[土肥某葉書]（訴訟事件につき）． 
明治 24 年 10 月 14 日． 差出：神川村土肥． 受取：北

佐久郡中津村町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
1139-45 
約定書（薪真木400 駄当春中に間に合わせる旨）． 
明治25年4月9日． 差出：北佐久郡矢島村 小泉谷蔵

(印)． 受取：仝郡中津村 福田屋静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
838 
訴訟代理委任状（花田順庵に係る貸金請求主張につき

井出善一郎を訴訟代理人とする旨）． 
明治26年2月21日． 作成：北佐久郡中津村町田永之

助，山浦儀助．  
1 通． 竪美切紙． 
黒罫紙． 
1364-4 
委任状（北佐久郡南御牧村依田保二郎への金借用証

書不埒の一件を依田半助に委任するにつき）． 
明治26年6月26日． 作成：北佐久郡南御牧村依田保

二郎代人 右郡中津村百八拾六番地 町田不二太(朱

印)．  
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙．5 厘証券印紙． 
1138-1 
領収証（草履諸費義捐金）． 
明治27年10月3日． 差出：大字御馬寄総代(印)． 受

取：町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
1139-27 
第一二〇号 記（24 年1 月～27 年6 月会費領収）． 
明治27年11月23日． 差出：大日本農会幹事長 前田

正名[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み．差出印文「大日本農会幹事長印」．朱印

「田村」領収印あり． 
1364-1 
委任状（明治24年に登記した地所の取消願に関する一

切の件を町田弥作へ）． 
明治 30 年 12 月 20 日． 作成：北佐久郡中津村弐百七

拾一番地 蒔田豊太郎，同郡同村百七拾壱番地 山浦

勢訪吉(朱印)．  
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1364-5 
委任状（岩村田区才判所三四(ヲ)一号事件供托証金還

付願に関する一切の件を町田金三郎へ）． 
明治34年11月5日． 作成：北佐久郡中津村百八十六

番地ノ内二番 町田静太(朱印)．  
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
端上「町田金三郎自筆」（後筆）． 
1364-2 
委任状（北佐久郡川辺村清水佐平より金 204 円の借金

抵当の登記に関する件を町田静太へ）． 
明治 36 年 10 月 25 日． 作成：北佐久郡中津村百八拾

六番地ノ中二番 町田金三郎(朱印)．  
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
小豆色罫紙．1 銭収入印紙．押印抹消． 
1082 
[電報]1.私報・第二号（出先不明等につき），2.私報・第一

八号（送金につき），3.私報・第一九号（「…カ子トレアニ

キタカイレ」）． 
（明治38年）12月6日～8日． 差出：(発局)シホナダ局． 

受取：(受信人居所氏名)ナガノシ ワカマツテフ コー(/

ウ)セイカン ニテ(/カタ/〔ナシ〕) マチダ(/タ)シヅ(/ズ)

タ；(封筒)ワカマツテフ コウセイカンニテ マチダシヅタ

殿． 
3 通（封筒とも）． 竪紙． 
「電報送達紙」印刷書式使用．1 は 12 月 6 日午後 6 時 50 分受

付7 時8 分着，2 は 12 月8 日午前(ヵ)5 時40 分受付5 時50 分

着，3 は同午前5 時45 分受付5 時58 分着．封筒には「郵便事

務」「書留」「信濃 長野郵便局」． 
1143-73-16 
記（請入買などの金額・利足書上）． 
丑 2 月 5 日． 差出：桜井村 臼田三五郎． 受取：御馬

寄村 町田武左衛門様・良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
罫紙． 
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1137-215 
覚（代金書上）． 
寅12 月． 差出：山屋林之丞(印)． 受取：彦兵衛様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州佐久 御馬寄 山屋」． 
1143-73-6 
記（金17 円62 銭5 厘の書出）． 
亥 8 月 27 日． 差出：戌沼伊十郎． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 小切紙． 
町田彦右衛門，同武左衛門の名前あり． 
990-14 
薪売渡証（槙60 駄）． 
2 月 3 日． 差出：売渡人山浦嘉作(印)，同山浦聟太郎

(印)，同山浦家作(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1134-34 
[池田静代書状]（来る二十六日塚原学校にて勧業談話

会開催につき臨席されたき旨幸便）． 
2 月 23 日托幸便． 差出：池田静代；（封筒）塚原村 池

田静代． 受取：町田良右衛門様，同 良三郎様；(封筒)

御馬寄村 町田良右衛門様 御中． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
本紙若葉色用紙． 
1142-9 
[扇屋永之助書状]（掛方残金 5 円3 銭余都合くだされた

く願）． 
3 月20 日． 差出：扇屋永之助． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1359-2 
[竹田払右衛門書状]（高橋氏岩村田より帰途を待つも立

寄りなく同氏出頭なければ小生出向益なく同氏同行す

べき答の返書）． 
3 月 21 日． 差出：竹田払右衛門． 受取：町田静太様 

貴展． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
1137-141 
株金受取証（金4 円）． 
5 月 19 日． 差出：布施(ヵ)村矢花清右衛門(朱印)． 受

取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
「証券界紙」朱色罫紙． 
1129-14 
[内田屋武兵衛書状]（春仕入相場直段につき）． 
6 月 12 日． 差出：内田屋武兵衛（中山道望月宿）． 受

取：御馬寄村嶋屋万右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1139-81 
記（6貫870目金21円77銭余ほか3筆分買入につき）． 

6 月25 日． 作成：佐々木．  
1 通． 横美切継紙． 
1139-71 
（町田静太分金円証書面代差引手数料受取書付）． 
7 月8 日．  
1 通． 横美切継紙． 
1134-27 
[稲垣正直書状]（過般御用立の牛骨代価頂戴仕りたく差

上げる人へ御渡しくだされたく云々）． 
7 月 20 日． 差出：稲垣；(封筒)稲垣正直． 受取：福田

屋様；(封筒)町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙（封筒入）． 
1137-74 
[野右衛門書状]（金250 円分の切符送付願につき）． 
第 12 月 8 日． 差出：小諸野右衛門． 受取：町田良右

衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1129-13 
[書状案]（米代金遣シくだされたく云々）． 
1 通． 横切継紙． 
1136-64 
（塩名田宿より千曲川半瀬〆切出願の件承知の旨上申

写）． 
作成：北佐久郡御馬寄村町田良右衛門．  
1 通． 横切紙． 
1137-63 
[町田静太書状案]（他の請主残らず登記手続き出切候

につき）． 
差出：望月町地所ニテ 町田静太． 受取：南御牧邨 依

田仙右衛門様． 
1 通． 竪美紙． 
朱色罫紙（書状様に折畳み）． 
1137-223 
（彦兵衛持分田地高書付）． 
1 通． 横折紙． 
1138-22 
記（地所所得，養蚕所得等書上，明治18～20 年度分）． 
1 通． 横折紙． 
1138-91 
記（小糠御渡し下されたく）． 
差出：依田保次郎(印)． 受取：町田静太様． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州北佐久南御牧依保 □」． 
1139-69 
記（町田静太借家料ほか書付）． 
1 通． 横切紙． 
1139-130 
（良助・豊二郎ほか期間・人数分賃金書上）． 
1 枚． 横美切継紙． 
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後欠ヵ． 
1141-34 
(前欠)（俵・炭等所在場所覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1141-37 
（塩名田つたやへ返金申入れほか貸借につき覚，およ

び人参小屋・人参畑手入れ・作物ほか覚書上）． 
1 通． 横折紙． 
1143-73-7 
（金額・名前書き付け）． 
1 通． 小切紙． 
彦太郎に納めた金額の書付ヵ． 
1359-13 
（ただ今のところ帰宅覚束無いが六日には休むので帰

宅を願い病気届を致したく，○印のことは申上げたが

不都合のため御下ヶにならず沙汰次第申上げる旨）． 
1 通． 横切紙． 
全文朱筆．前後欠ヵ． 
1390-10 
委任状（事故あり[空欄]を代人へ）． 
作成：町田不士太(朱印)．  
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙．1 銭収入印紙．押印抹消． 

2.金銭勘定 

○金銀出入帳 
310 
己丑 文政十二年 正月吉日 金銀出入帳，(裏表紙)信

佐久 御馬寄邑 町田良右衛門． 
文政12 年正月．  
1 冊． 横美半折（列帖装二ツ綴）． 
323 
元治二年 丑ノ正月吉辰 金銀出入覚帳． 
元治2 年正月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
323～329 は紙縒り紐で一括．裏表紙より数丁は「元治元子年十

二月 御取締筋申渡御ヶ條」等の紙背使用． 
324 
慶応二年 寅ノ四月吉日 金銀出入帳． 
慶応2 年4 月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙綴目下に 2 ヶ所押印． 
325 
慶応三年卯 正月吉日 金銀出入万覚帳． 
慶応3 年正月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
326 
慶応戊辰 正月吉日 金銀出入帳． 
（慶応4 年正月）．  

1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
327 
明治二年 巳ノ正月吉日 金銀出入帳． 
明治2 年正月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙より十数丁は「安政五午四月 八幡半三郎無尽差出し金

覚 寺 世話人」等の紙背使用． 
328 
明治三年 午正月吉日 金銀出入覚帳． 
明治3 年正月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
329 
明治四年 未ノ正月吉日 金銀出入覚帳． 
明治4 年正月．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
紙縒り紐縛り目部分破損． 
○ 

1202-9-30 
[亥年分調覚ほか差引帳]（天保10亥年分，同11子年分，

同14 卯年分，弘化2 巳年分の出入金銭勘定）． 
（天保10 年～弘化3 年）．  
1 綴（4 冊）． 横長半（一ツ目結び綴じ；各冊一ツ綴）． 
468 
天保十一子九月日 金差引調帳 善道． 
天保11 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-27 
慶応二寅八月調（預り金・入用金など書上）． 
（慶応2）寅年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
486 
明治十三年辰四月差引調書． 
明治13 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-33 
十三年十二月払方分記（小使給など支払額・相手の書

上）． 
（明治）13 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
488 
郷方・役場・十二新田・自用・祭典費 十三年八月払方差

引帳 十三年一月ヨリ八月迄出入帳書抜末ニ有之 仝

川除方へ現払黒鍬方江内渡しモアリ 町田扣． 
明治13 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-5-1 
書抜分（出入金銭籾など書上，籾買入代金・貸籾量・無

尽掛返出金ほか）． 
（明治14 年以降ヵ）．  
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1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
-9-5-1 と-9-5-2 は，紙縒り紐で一括． 
1202-9-32 
十五年一月以来書抜（出入金調につき）． 
（明治）15 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
490 
明治十五午一月・仝十六未二月・仝十七(注記)「但し十

六年未八月残り共」申一月○仝十七申八月調・仝十七

申十二月(注記)「但し酉一月調也」・仝十八酉八月・仝十

八酉十二月戌一月調也 毎年二季(右脇)「書出し」諸店

懸払残り調 毎季綴込扣 福田屋 簿記方． 
明治15 年．  
1 冊（丁間1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
8～9 丁目間に竪紙1 通（町田良右衛門「御年玉」包紙）． 
351 
明治十六年二月ヨリ 出入帳ヨ里繰出差引帳 福田屋． 
明治16 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1138-55-1 
郷方・役場 未タ勘定不済分（用水費，地方税等）． 
（明治16 年12 月改）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
-55-1～-55-3 を一括していた紙縒り紐とも． 
1138-55-3 
地所売却金取廻し方（学校方・町田長四郎・町田仙右衛

門ほか）． 
（明治16 年12 月改）．  
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1138-55-2 
（町田仙右衛門・町田久次郎ほか金銭・小作籾等勘定

書付）． 
（明治16 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
「合」印等あり． 
381 
明治弐十年十二月調 廿一年二月改 仝十九年以前も

此帳へ改出ス 年々二季諸店懸払残り書出し調． 
明治20 年12 月～21 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
494 
廿二年八月`より`十二月ニ至り 臼田豊太郎出入差引

帳． 
明治22 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1139-20 
記（受取分差引金円元利書付）． 
（明治）23 年 12 月迄． 差出：松崎仁市． 受取：臼田豊

太郎様． 
1 通． 横美切紙． 

1141-29 
（金銭出入覚）． 
（近代）10 月8 日．  
1 通． 横折紙． 
朱筆「○印写済」，月日は続く朱筆より． 
1359-70 
[香具屋長右衛門書状]（昨年御勘定ならびに当盆前御

勘定とも御勘定下されたく願，町方仲間諸事にて町年

寄月勘定の事に相定められ云々）；(附)覚（申年〆・当

盆前〆，2 口6 両2 分ト 700 文請求）． 
（酉）9月27日． 差出：かうく屋 長右衛門． 受取：町田

良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1202-34 
戌八月小平差引 立替調（営繕割・御布告板など代金書

付，預ヶ相成候分調とも）． 
戌8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
冒頭脇下に「千代次良右衛門筆」． 
1134-21 
（田分・不足分ほか金銭勘定書付）． 
3 枚． 小切紙・小折紙． 
全体を書状大に折りたたんでいた．なお，ここでの小折紙は，

美濃紙を竪半裁しさらに横半裁して横に折紙としたもの．「返金

分」「林右衛門」等の記載もあり． 
1137-22 
（金勘定書付）． 
1 通． 小切紙． 
1139-105 
（佐久銀行・町田静太ほか金円入出書上）． 
1 枚． 横美切継紙． 
1139-187(17) 
（金額算用書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横折紙． 
1139-187(26) 
（金算用書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1141-89 
覚（金銭出入，貸借金・諸買物代ほか）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1142-2 
記（口米・志津太・千代治・良三郎・弥十・彦兵衛入金額

から寺より納分等差引し出金額勘定書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1143-12 
（借金銀・夫銭仮わり金銀等の出入書上）． 
1 通． 横切紙． 
上部に割印「[佐]久郡[御]馬寄[  ]」． 
1143-73-34 
[七左衛門書状]（御勘定延引の件につき）． 
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差出：七左衛門． 受取：町田良三郎様． 
1 通． 小切紙． 
罫紙．紙柱部に「依田」とある． 
1202-9-5-2 
製糸方入用（ほか三工社入用分の糸・かすり等代金お

よび亀や分・幸次分代金差引勘定覚）． 
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
1202-19 
郷金差引（金29 円28 銭1 厘5 毛書上）． 
1 枚． 小切紙． 
1202-29 
（売渡し田畑代金など書上）． 
1 枚． 横折紙． 
1390-36 
（金銭出入覚）． 
1 通． 横切継紙． 
末尾に昭造より・小林分・永之介…とあり． 

3.年貢・租税ほか 

1139-164 
（天保十一子年十一月全之流高共田畑反別書上）． 
（天保11 年11 月）．  
1 通． 横美切紙． 
8 
御馬寄村分・五郎兵衛新田分 明治七年租税収納受取

証 第四大区六小区 御馬寄村 町田良右衛門［朱印]；

(附)記（林税・水車税受取につき；水車税は1件のみ3ヵ

年分）． 
明治8 年5 月8 日；(附)8 年5 月8 日． 差出：第四大区

六小区 扱所[朱印]；(附)村用掛(印)． 受取：（町田良右

衛門ほか計8 名分）． 
1 冊（附4 通とも）． 堅半（四ツ目縫い綴じ）． 
本文「第四大区六小区扱所」藍色罫紙．「扱所」朱印印文「長野

県下第四大区六小区印」．後ろから1丁目丁内に切紙4通(附)． 
9 
明治十年丁丑三月廿四日皆済 御馬寄村 明治九年地

租収納証券 北第七大区五小区 御馬寄村 町田良右

衛門；(附)明治十年田方地租金収納． 
明治10 年3 月24 日；(附)明治12 年4 月19 日． 差出：

北第七大区五小区 扱所[朱印]；(附)用掛[朱印]． 受

取：（町田良右衛門ほか計5 名分）． 
1 綴． 堅半（一ツ目結び綴じ；二ツ綴・ひねり綴とも）． 
本文は黒色罫紙，附は朱色罫紙． 
1137-130 
証（地券証印税金72 銭5 分受取につき）． 
明治16年5月28日． 差出：北佐久郡御馬寄村戸長町

田甚太郎[朱印]． 受取：納人町田良右衛門． 
1 点． 小切紙． 
1137-147 
証（礒猟鑑札料金1 円受取）． 

明治 17 年 10 月 16 日． 差出：北佐久郡御馬寄村戸長

役場[朱印]． 受取：納人町田良右衛門． 
1 点． 小切紙． 
印刷用紙へ書込み． 
631-1 
所得金高届（477 円）． 
明治 20 年 7 月． 差出：長野県北佐久郡御馬寄村居住

町田良右衛門(印)． 受取：北佐久郡長師岡政擧殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
631-2 
所得金高届（477 円）． 
明治 20 年 7 月． 差出：長野県北佐久郡御馬寄村居住

町田良右衛門(印)． 受取：北佐久郡長師岡政擧殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
631-3 
所得金高届（476 円）． 
明治 20 年 7 月． 差出：長野県北佐久郡御馬寄村居住

町田良右衛門(印)． 受取：北佐久郡長師岡政擧殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．朱筆修正あり． 
632 
（所得税等級通達，五等4 円76 銭）． 
明治 20 年 12 月 6 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]；(封筒)長野県信濃国北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長

役場． 受取：北佐久郡御馬寄村町田良右衛門；(封筒)

御馬寄村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙（封筒入）． 
封筒差出は木版．本紙印刷用紙に書込み． 
1138-23 
所得金調ニ付御届（下書，所得一切なし）． 
明治21年4月30日． 作成：長野県北佐久郡御馬寄村

居住町田良右衛門．  
1 通． 竪紙． 
1137-185 
（金25 銭領収証）． 
明治 22 年 1 月 21 日． 差出：北佐久郡長師岡政拳[朱

印]． 受取：御馬寄村山浦久平． 
1 通． 小切紙． 
1137-186 
（明治22 年前半年分車税・荷車税金25 銭領収証）． 
明治 22 年 1 月． 差出：北佐久郡長師岡政拳[朱印]． 

受取：北佐久郡御馬寄村山浦久平． 
1 通． 小切紙． 
1139-19-1 
丙第二八号一（納税者異動により登記変更手続きすべ

き旨の直税署通知の通達）． 
明治 24 年 2 月 27 日． 差出：中津村役場[朱印]． 受

取：町田良右衛門殿，町田静太殿，町田良三郎殿． 
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1 通． 竪紙． 
「長野県北佐久郡中津村役場」桃色罫紙．標題朱筆．差出印文

「長野県北佐久郡中津村役場印」． 
1390-15 
副書（公証借用金，今般基本財産へ編入につき利子金

村役場へ差出し）． 
明治26年1月15日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田静太(朱印)． 受取：北佐久郡中津村長代理 北

佐久郡役所雇 小泉重央殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
1139-66-7 
領収証書 第二三号（基本財産利子，金16 円60 銭）． 
明治 26 年 9 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村収入役 

丸山貞五郎[朱印]． 受取：町田静太納． 
1 通． 小切紙． 
印刷用紙に書込み，もと「明治廿五年度」とあるも「五」を「六」へ

朱筆訂正，年代「二月」とあるも訂正，差出人名「佐藤精一」とあ

るも訂正．差出朱印印文「長野県北佐 久郡中津村 収入役之

印」，領収朱印印文「山浦」． 
1390-14 
添証（基本財産利子納期につき）． 
明治26年9月29日． 差出：中津村基本財産借用主亡

町田良右衛門相続人町田静太(朱印)． 受取：北佐久郡

中津村村長山浦傳三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．差出押印抹消． 
1135-46 
領収証書（村税）． 
明治33年7月30日． 差出：北佐久郡中津村収入役町

田仙右衛門(印)． 受取：町田良右衛門． 
2 通． 小切紙． 
1135-47 
領収証書（畑租，郡村宅地租，雑地租）． 
明治33年10月1日． 差出：中津村収入役町田仙右衛

門(印)． 受取：町田静太． 
1 通． 小切紙． 
1135-48 
領収証書（畑租，郡村宅地租，雑地租）． 
明治33年10月1日． 差出：中津村収入役町田仙右衛

門(印)． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1135-49 
領収証書（畑租，郡村宅地租，雑地租）． 
明治33年10月1日． 差出：中津村収入役町田仙右衛

門(印)． 受取：町田不士太． 
1 通． 小切紙． 
1135-44 
領収証書（地価割，戸数割，村税）． 
明治 33 年． 差出：北佐久郡中津村収入役町田仙右衛

門(印)． 受取：町田静太． 
3 通． 小切紙． 
1135-45 
領収証書（地価割，戸数割，村税等）． 
明治 33 年． 差出：北佐久郡中津村収入役町田仙右衛

門(印)． 受取：町田不士太． 
5 通． 小切紙． 
1138-77 
記（村費金9 円5 銭請取）． 
（明治）37年4月22日． 差出：増山源右衛門（印）． 受

取：町田静太外弐名殿． 
1 通． 小切紙． 
1114 
（租税領収証書一括）． 
明治38 年～（39 年）． 差出：北佐久郡中津村収入役蒔

田豊太郎(印)． 受取：（町田良右衛門，町田静太，町田

不二太）． 
1 綴(37 枚）． 綴． 
1136-12-4 
領収証書（県税）． 
（大正 3 年 5 月 28 日）． 差出：中津村収入役蒔田豊太

郎(印)． 受取：土肥不士太，町田静太． 
1 通． 小切紙． 
年月日は印より． 
1136-12-5 
領収証書（県税）． 
（大正 3 年 5 月 28 日）． 差出：中津村収入役蒔田豊太

郎(印)． 受取：町田静太． 
1 通． 小切紙． 
年月日は印より． 
1136-12-6 
領収証書（地租）． 
（大正 3 年 5 月 28 日）． 差出：中津村収入役蒔田豊太

郎(印)． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
年月日は印より． 
1136-12-7 
領収証書（県税）． 
（大正 3 年 5 月 28 日）． 差出：中津村収入役蒔田豊太

郎(印)． 受取：町田金三郎． 
1 通． 小切紙． 
年月日は印より． 
1136-12-1 
領収証書（地租）． 
大正4年10月3日． 差出：中津村収入役蒔田豊太郎． 

受取：土肥不士太． 
1 通． 小切紙． 
1136-12-2 
領収証書（地租）． 
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大正4年10月3日． 差出：中津村収入役蒔田豊太郎． 

受取：町田静太． 
1 通． 小切紙． 
1136-12-3 
領収証書（地租）． 
大正4年10月3日． 差出：中津村収入役蒔田豊太郎． 

受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1138-4 
覚（新古畑年貢籾等覚）． 
（近代）．  
1 通． 竪継紙． 
636 
皆済目録（下塚原田地年貢納辻）． 
丑12月10日（近世）． 差出：下塚原村兼帯名主市村大

六郎(印)． 受取：（町田）良右衛門殿． 
1 通． 横切継紙． 
1142-38 
（租税二納・初納不足分等入金差引勘定書付）． 
（酉11 月8 日晩～12 月8 日晩）．  
1 枚． 横切紙． 
我等預り分・卯市渡ス分等算出． 
1137-39 
（村入費の金額等書付）． 
1 通． 横切紙． 
1137-143 
（地券証印税書付）． 
受取：町田良右衛門． 
1 点． 小切紙． 
1139-171 
（夫銭・役籾代等書上）；(附)（金銭書付）． 
1 通（附1 点とも）． 横美切継紙． 
奥に巻込みの横美切紙1 点（附）． 
 
1139-176 
（良右衛門・八左衛門・千代次分籾高書上）；(附 1)金納

願良右衛門分；(附2)覚（無尽金書付）． 
1 通（附2 通とも）． 横美切継紙． 
奥に巻込みの横美切紙・横美切継紙計2 通（附1・2）． 
1139-180 
（取米より郷夫余荷・夫銭・国役等差引）． 
1 通． 横折紙． 
1139-181 
覚(奉公人夫銭立替金等覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1139-187(14) 
（御城米籾金納分の俵数・負担者書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横折紙． 
1139-187(15) 

（八左衛門・良右衛門分の冬納・春納籾俵数書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(31) 
（八左衛門，千代次の納辻の内訳書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1142-37 
（〆金額の内「弐納御上納」差引有金等書上）． 
1 枚． 横切紙． 
前欠ヵ，冒頭「山浦 伊兵衛」の「入」金分記載のみあり． 
1143-2 
（御年貢籾・役籾等書上）． 
1 通． 横美継． 

○山番費 
1139-68 
明治廿五年度山番費（金27銭余，町田良右衛門代納人

山浦友吉）． 
明治26年3月2日（高橋喜助方へ）． 作成：平井 惣代

(朱印)．  
1 通． 小切紙． 
差出朱印印文「高貴」．受取書ヵ． 
1139-87-1 
明治廿七年度山番費（町田良右衛門代納人山浦友吉

分）． 
明治28年3月8日取立． 作成：平井邑総代 上野馬作

□(朱印)．  
1 通（3 通のうち）． 小切紙． 
-1 と-2 は-3 に挿まれて一括．作成印文「上埜」．差出難読． 
1137-126 
記（山番費書付）． 
3 月17 日取立． 作成：町田良右衛門代人山浦友吉．  
1 通． 小切紙． 
1137-165 
（金27 銭4 厘受取につき）． 
3 月 17 日． 差出：平井耕地人民惣代． 受取：御馬寄

町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 

4.土地 

1.反別帳・反別石高等覚 
106 
寛文八庚申三月 御縄之節表屋敷之分覚（田畑等級反

別書上）；(附)（専右衛門・八左衛門・良右衛門・甚左衛

門らの間数書上）． 
（寛文8 年3 月）．  
1 冊（2 枚とも）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙・裏表紙欠，裏表紙相当部分に「小諸御領主 酒井日向守

様御縄入出役」の役人記載．2 丁目丁内に小切紙2 枚（附）． 
1202-9-1 
(前欠)（田畑石高・名請人書上）． 
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（延宝3 年以前ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
年代は本文記載の人名より． 
108 
元禄拾六年 未ノ七月 申ノ御縄帳 御馬寄村 八左衛

門． 
元禄16 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
112 
享保十年 巳三月 田畑反別帳 御馬寄村 八左衛門． 
享保10 年3 月（～明和7 年寅3 月）．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
汚損，破損． 
116 
寛政三年 亥四月改 反別帳 町田八左衛門；(附 1)覚

（八左衛門分下吉田・庄之上田畑石高納米等高勘定書

付）；(附 2)「寛永六巳年縄受人名写」（後筆題簽より，町

田氏一族分・寛文8 年分とも）． 
寛政3 年4 月；(附1)亥2 月．  
1 冊（附1 通・1 冊とも）． 横美半折（一ツ綴）． 
3～4丁目間に剥落附箋1枚．7～8丁目間に小切紙1通（附1）・

横長半（一ツ綴）1 冊（附2）．附2 は，題簽に原稿用紙片裏面使

用，綴も綴穴痕跡よりもとひねり綴ヵ．． 
524 
寛政六年 寅正月 反別改帳 御馬寄村 八左衛門（小

作入籾）． 
寛政6 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
117 
寛政六年 寅正月 反別改帳 御馬寄村 郡蔵（徳籾譲

渡し・売渡しにつき）． 
寛政6寅年2月；寛政11年未3月． 差出：御馬寄村 郡

蔵(印)，同所 八左衛門(印)；田地売主・下縣 元吉(印)，

証人・御馬寄村 八左衛門(印)． 受取：下縣村 平吉殿；

中桜井村 作左衛門殿． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
証人控ヵ． 
118 
文化九壬申年 反別帳 持主 八左衛門． 
文化9 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
125 
地券御発行ニ付明治五壬申年十一月初縄ニテ 明治六

癸酉年再縄入被仰付正間調 良右衛門・志津太・千代

治・良三郎・弥重・彦兵衛 持分田畑縄入改書留録 町田

良右衛門道喜 認之． 
明治6 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「明治七年十一月地券証御下ヶ渡シ」． 

2.登記ほか 
1137-207 
（登記料領収証）． 
明治20年3月30日． 差出：岩村田登記所[朱印]． 受

取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1137-171 
（登記料領収につき）． 
明治20年6月24日． 差出：岩村田登記所[朱印]． 受

取：町田静太． 
1 通． 小切紙． 
1137-205 
（登記料及び手数料領収証）． 
明治 20 年 11 月 30 日． 差出：岩村田登記所[朱印]． 

受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
同じ日付のものが，外2 通ある． 
1360-11(30) 
証明願（御馬寄村地所登記願につき，奥書とも）． 
明治22年3月23日． 差出：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門(朱印)；(奥書)八幡村外六ヶ村戸長岡部弾二[朱

印]． 受取：北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長岡部弾二殿． 
1 通． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1375-2 
山林登記済証下附願． 
明治30年4月12日． 差出：北佐久郡中津村第弐百六

拾四番地 町田静太(朱印)，仝郡仝村百八十六番地 親

戚 町田不二太(朱印)，仝郡仝村二百三十番地 親戚 

町田長四郎(朱印)． 受取：岩村田区才判所 臼田登記

所御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1375-3 
山林登記済証下附願． 
明治30年4月12日． 差出：北佐久郡中津村第弐百六

拾四番地 町田静太(朱印)，仝郡仝村百八十六番地 親

戚 町田不二太(朱印)，仝郡仝村弐百三拾番地 親戚 

町田長四郎(朱印)． 受取：岩村田区才判所 臼田登記

所御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．-2 副本ヵ． 
1375-1 
地所登記済証御下附願． 
明治30年12月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

ノ内二番 町田静太(朱印)，仝郡仝村百八十六番地ノ内

一番 親戚 町田不二太(朱印)，仝郡仝村 親戚 町田良

三郎(朱印)． 受取：岩村田区裁判所御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
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朱色罫紙． 
1375 
[地所登記済証明下付願]． 
明治30 年．  
[4 点]． [一括]． 
1390-16 
地所売買ニ付登記願． 
明治31年5月． 作成：北佐久郡中津村大字御馬寄[…]

売渡主 町田不士太，右代兼人北佐久郡中津村[…]売

渡主 町田静太，北佐久郡中津村第[空欄] 買請人工藤

常太郎．  
1 通． 竪切紙． 
1370 
地所取得届（中津村大字御馬寄字保成田ほか）． 
明治 32 年 7 月 30 日． 差出：町田武左衛門(印)，証人

町田不二太． 受取：中津村長佐藤鍋次殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1390-7 
建物売買ニ付登記申請（大字御馬寄字上宿宅地・建物）． 
明治 33 年 10 月 22 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾

番地売渡人町田不士太，仝郡仝村買請人山浦勝太郎． 

受取：岩村田区裁判所御中． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
959 
抵当権設定ニ付登記申請（字中宿宅地8畝7歩・持主町

田金三郎）． 
明治 36 年 12 月． 差出：北佐久郡中津村 （空白），北

佐久郡中津村弐百七拾番地 抵当権者 村田清吉． 受

取：岩村田区裁判所御中． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．下書ヵ． 
1343 
土地売買ニ付登記申請（北佐久郡中津村大字御馬寄

1314 番地字歳ノ神畑地）． 
明治37年10月． 差出：北佐久郡中津村百八拾六番地

壱番売主町田不二太代理人仝郡仝村町田静太． 受

取：岩村田区才判所御中． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 

3.開発 
525 
天保七年丙申ノ二月初メ 上ミ平畑ヲ田ニ直シ候 普請

人足入用 并図面帳 御馬寄村 町田良右衛門；(附

1)[弘化五申年前普請・後普請人足書上]；(附 2)[覚ほか]

（人足書上，酒代書上ほか）；(附 3)おほへ（人足賃銭書

上）． 
天保7 年2 月．  

1 冊（附9 点とも）． 横長半（一ツ綴）． 
各所に附箋．12～13丁目間に横長半（縫い綴じ）帳面1冊(附1)，

18～19 丁目間に横折紙・小折紙・小切紙・横切継紙・横切紙 7

通(附 2)書状様に巻込み一括，19～20 丁目間に横折紙 1 通(附

3)． 
1060 
乍恐口上書を以奉申上候（所持地字かみ平本畑へ原間

捨水により植付けた稲の実り方よく御初穂米献上につ

き取次願）． 
文久2 壬戌9 月日． 差出：御馬寄村 百姓 良右衛門． 

受取：御 名主・役人 衆中． 
1 通． 竪美． 
奥に願取下げの旨注記あり． 
1073 
乍恐口上書を以奉申上候（所持の字上平本畑へ捨水を

仕掛け稲植付けたところ実り方よく初穂米二俵献上した

く取次につき願）． 
文久2 壬戌年9 月． 差出：御馬寄村 百姓 良右衛門． 

受取：御名主・村役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏後筆「上平初穂籾差上 文久二年」（ペン）． 
622 
[原野山林開墾届および同案，(附)開墾地絵図面]． 
（明治26 年12 月）．  
[1 綴（附箋・附とも）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
附箋1 枚剥落．2～3 丁目間に竪美（折紙ヵ）1 枚(附)あり． 
622(1) 
開墾届（字中平原野八畝五歩地価金六銭本年三月三日

開墾着手につき内訳・絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪折紙． 
冒頭反別地価金地租金記載朱筆．案ヵ． 
622(2) 
開墾届（字神平イ号山林七畝十八歩地価金二十二銭本

年三月三日開墾着手につき内訳・別紙絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪折紙． 
冒頭反別地価金地租金記載朱筆．案ヵ． 
622(3) 
開墾届（字中平原野八畝五歩地価金六銭本年三月五日

開墾着手につき内訳・絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太(朱印)． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．端に綴じ穴 2 つ．端に「北佐久郡中津村役場 乙第

七〇五号明治廿六年十二月廿六日受付」（朱印に数字等を書

込み）．冒頭反別地価金地租金記載朱筆． 
622(4) 
開墾届（字中平原野八畝五歩地価金六銭本年三月五日
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開墾着手につき内訳・絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太(朱印)． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．端に綴じ穴 2 つ．端に「北佐久郡中津村役場 乙第

七〇五号明治廿六年十二月廿六日受付」（朱印に数字等を書

込み）．冒頭反別地価金地租金記載朱筆．本紙上に線引，副

本ヵ． 
622(5) 
開墾届（字神平イ号山林七畝十八歩地価金二十二銭本

年三月五日開墾着手につき内訳・別紙絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太(朱印)． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．端に綴じ穴 2 つ．端に「北佐久郡中津村役場 乙第

七〇四号明治廿六年十二月廿六日受付」（朱印に数字等を書

込み）．冒頭反別地価金地租金記載朱筆． 
622(6) 
開墾届（字神平イ号山林七畝十八歩地価金二十二銭本

年三月五日開墾着手につき内訳・別紙絵図面添え届）． 
明治 26 年 12 月． 差出：右（北佐久郡中津村）地主 町

田不二太(朱印)． 受取：長野県知事浅田徳則殿． 
1 通． 竪美折紙． 
朱色罫紙．端に綴じ穴 2 つ．端に「北佐久郡中津村役場 乙第

七〇四号明治廿六年十二月廿六日受付」（朱印に数字等を書

込み）．冒頭反別地価金地租金記載朱筆．副本ヵ． 
4.売買・交換 

1024-1 
売渡申田地証文之事（上木戸本中田2筆，代金85両）． 
慶応元丑年 12 月． 差出：田地売主 良右衛門(印)，組

合証人 永吉(印)；(奥書)名主 市左衛門(印)． 受取：代

参講中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「不用」，また「償入金済」（後筆）．押印抹消． 
1024-2 
売渡し申田地証文之事（宮田 3 筆・菱池 1 筆・上菱池 1

筆，代金240 両）． 
慶応元丑年 12 月． 差出：田地売主 良右衛門(印)，組

合証人 永吉(印)；(奥書)名主 市左衛門(印)． 受取：甲

子講中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「甲子講へ差入分，不用」．奥「受戻し申候」．奥書押印抹

消． 
241 
慶応元乙丑歳十二月 田畑売渡証文手扣 御馬寄村町

田良右衛門「恒篤」． 
慶応元年12 月．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
表紙「」内後筆． 
1024-3 

売渡申畑証文之事（庄之上下畑3 筆，代金20 両）． 
慶応2 年丙寅2 月日． 差出：畑売主 良右衛門(印)，証

人 善吉(印)． 受取：清兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「清兵衛へ売約ニ付，不用」，奥「如此証書し認メ候得共見

合ニ相成不用」．押印抹消． 
1376 
進申一札之事（字上ハ平畑買入のところ後年希望すれ

ば売返しの対談につき）． 
明治 3 庚午年 12 月． 差出：畑主 良右衛門(印)． 受

取：永蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
1025 
売渡申畑証文之事（字まくゐめ畑ほか 1 筆，代金 117

両）． 
明治4 未2 月． 作成：畑売主 彦太郎，組合引受 栄吉，

口入人 久左衛門．  
1 通． 竪紙． 
1026(1) 
年季売渡シ田地証（五郎兵衛新田内田）． 
明治10年丑1月28日． 差出：北第七大区五小区佐久

郡御馬寄村田地売渡人町田清兵衛(印)，同断忰町田長

四郎，同区同村証人町田良右衛門． 受取：同区同村寄

留市川こんとの． 
1 通． 竪美． 
藍色罫紙． 
1026(2) 
田地売渡シ証（御馬寄村字夏池沢田地）． 
明治10年丑3月25日． 差出：北第七大区五小区佐久

郡御馬寄村田地売渡人町田良右衛門(印)，同区同村証

人町田清兵衛(印)． 受取：同区五郎兵衛新田内北原宇

右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
藍色罫紙． 
1027 
第弐條 明治十三年辰三月廿七日ヲ最初取究ト相成塚

原村鳴瀬村拙者所有地市田村中村甚五左衛門ヘ売渡

しニ付右関係ノ書類 町田良右衛門扣（地所売約為取

替証書・同写・差入申約定添書・地所代金受取証券・地

券書換願ほか綴）． 
明治13 年．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙・朱色証券界紙．一ツ綴の冊を含む． 
1026(3) 
田地売渡シ約定書（南佐久郡桜井村内田地）． 
明治 14 年 11 月 26 日． 差出：北佐久郡御馬寄村田地

売主町田良右衛門，同郡同村保証人町田良三郎(朱印)． 

受取：南佐久郡桜井村臼田禮太郎殿． 
1 通． 竪美． 
1 銭印紙． 
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1026(4) 
地所売渡証（南佐久郡桜井村内田地）． 
明治 14 年 11 月 28 日． 差出：北佐久郡御馬寄村売渡

人町田良右衛門印，同郡同村請人仝良三郎印，南佐久

郡桜井村請人臼田豊太郎印． 受取：南佐久郡桜井村

臼田禮太郎殿． 
1 通． 竪美． 
赤色罫紙． 
1030(5) 
建家売渡シ証書（御馬寄村 190 番山浦源一郎持地建家，

代金40円，奥書とも）；北佐久郡御馬寄村第九拾番地建

家図面（別紙図面）． 
明治16年12月20日． 差出：売渡人 山浦七五三吉(附

箋)「印印願上候」，保証人 山浦新五郎(印)；右建家敷地

持主 山浦源一郎(印)；(奥書)北佐久郡御馬寄村戸長町

田甚太郎[朱印]． 受取：町田永之助殿． 
1 綴（5 通のうち）． 竪美（ひねり綴）． 
朱色罫紙．1 銭印紙 4 枚．敷地持主押印は宛先左脇にあり．別

紙図面にも本紙に同じ売渡人署名・所有地主署名押印・宛先・

戸長奥書調印あり． 
1360-1 
地所交換約定書（山浦山三郎所有字南裏百五十五～六

番畑二筆と町田良右衛門所有百五十七番田一筆につ

き）． 
明治 20 年 2 月 28 日． 差出：北佐久郡御馬寄村 山浦

山三郎(印)，仝郡仝村 保証人 山浦嘉吉(印)． 受取：

仝郡仝村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭印紙． 
1033-3 
[地所売渡之証]． 
[明治24 年]．  
[1 綴（4 点）]． [竪半（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(4)は端を紙縒りで結び綴じ． 
1033-3(1) 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字久保田田

地，代金200 円）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村地所売渡

主町田永之助(青緑印)，仝郡仝村町田武左衛門，町田

長四郎(朱印)． 受取：北佐久郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1033-3(2) 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字下起しほ

か田地，代金600 円）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄売渡人町田志津太，証人町田長四郎，証人町田甚太

郎． 受取：北佐久郡小諸丁臼田彦五郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 

1033-3(3) 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字下起し田

地，代金375 円）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄地所売町田武左衛門，証人町田町田良右衛門． 受

取：北佐久郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1033-3(4) 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字三反田ほ

か田畑33 筆，代金3825 円）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄地所売主町田良右衛門，仝郡仝村証人町田静太，証

人町田長四郎． 受取：北佐久郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1034 
地所売戻シ契約書ノ写（中津村大字御馬寄内の田畑 40

筆の地所買受け，明治 27 年 3 月 30 日までに金 5500

円差出せば売渡し，期日過ぎれば約定取消し，写の旨

奥書とも）． 
明治 24 年 3 月 31 日． 差出：北佐久郡小諸町 臼田彦

五郎○，仝郡中津村大字塩名田 佐藤佐五郎○，仝郡

仝村大字仝所 鬼久保半三郎○；(写の奥書)右 町田良

右衛門(朱印)，証人 町田長五郎(朱印)． 受取：仝郡中

津村 町田良右衛門殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1360-11(19) 
約定書（中津村字御馬寄地所3 筆売渡し）． 
明治24年3月31日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄地所売主町田良右衛門(朱印)，同郡同村仝所証人町

田静太(朱印)，証人町田甚太郎(朱印)． 受取：北佐久

郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．押印抹消． 
1360-11(8) 
（御馬寄畑地所売渡証）． 
明治 24 年 3 月． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄地

所売渡し主町田良右衛門，同郡仝村証人町田長四郎． 

受取：仝郡小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通（2 枚）． 竪折紙． 
朱色罫紙．1 枚目と 2 枚目の順逆ヵ．前欠，下書ヵ． 
1202-9-36 
[畑売渡証文案・借用金証書案等綴]（字まくりめほか畑

計37筆代金700円にて売渡し証文案，借用金勘定書付，

借用金証書案）． 
明治24年4月17日． 差出：（地所売主町田良右衛門，

証人町田久次郎；借主 良右衛門・久次郎，証人 静太；

借主 町田良右衛門(書印) 仝 町田久次郎(書印)，証人 
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町田静太(書印)）． 受取：（仝郡南御牧村大字八幡依田

仙次郎殿；依田仙二郎殿；仝郡南御牧村大字八幡依田

仙次郎殿）． 
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
綴じ破損，もと二ツ綴ヵ（別に綴穴4つあり）．下部破損．前欠ヵ，

冒頭記載は畑反別・地価金・小作入籾から． 
1033-4 
地所売渡之証（北佐久郡中津村大字御馬寄字庄ノ上畑，

代金20 円）． 
明治24年4月27日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄地所売渡主町田良右衛門(書印)，仝郡仝村証人山浦

嘉吉(書印)． 受取：仝郡五郎兵衛新田村金箱勝太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙・奥書等の形を記載． 
1031 
地所売渡契約書（町田良右衛門‐町田利助間で売買の

地所，5 ヵ年間に良右衛門出金なら利助売戻しのこと承

諾につき）． 
明治24 年12 月16 日． 作成：契約主 町田良右衛門，

契約主 町田利助．  
2 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 通は罫外に「三ノ壱字ヲ加フ」とあり同訂正以外ほ

ぼ同文，下書ヵ． 
1362-1 
地所売渡シ証（中津村大字御馬寄字南裏田地）． 
明治 24 年 12 月 16 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄地所売主 町田良右衛門(書印)，同郡同村証人 町

田静太(書印)． 受取：仝郡仝村 山浦山三郎殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．一ツ綴綴穴． 
1137-69 
（右地所売買につき連署戻し証・取替証約定証下書綴）． 
（明治24 年ヵ）．  
1 冊． 綴（一ツ綴）． 
1359-18 
（右地所今般貴殿より買受のところ実正，本年より満

三ヶ年季明治27 年3 月まで金5500 円で売渡し）． 
（明治24 年ヵ）．  
1 通． 横切紙． 
証文本文一部，下書ヵ．前後欠ヵ． 
1360-11(6) 
（中津村大字御馬寄田地買受証）． 
（明治24 年ヵ）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．反別・地価・小作入籾書上あり．前欠，下書ヵ． 
1360-11(7) 
（中津村大字御馬寄田畑買受証）． 
（明治24 年ヵ）．  
2 通（3 枚）． 竪折紙． 
朱色罫紙．反別・地価・小作入籾書上あり．前欠，下書ヵ． 

1366 
建家売渡シ約定書（中津村大字御馬寄建家）． 
明治25年9月10日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄町田良右衛門(書印)，証人町田静太(書印，朱印)． 

受取：仝郡仝村山崎久五郎殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1137-66 
（田地買取につき）． 
（明治25 年）．  
1 通． 竪美紙． 
罫紙． 
1026(8) 
地所売渡之証（御馬寄村字十二川原畑地）． 
明治26年11月4日． 差出：北佐久郡御馬寄村地所売

主町田不二太(書印)，仝郡仝村証人町田静太(書印)． 

受取：仝郡仝村工藤常太郎殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1390-31 
受取之証（地所売渡代金）． 
明治 26 年 12 月 28 日． 差出：北佐久郡中津村町田静

太(印)． 受取：仝郡本牧村西沢喜平治殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1035 
[地所売渡之証ほか]（中津村大字御馬寄字中平・中山

腰・起しほか田畑売買，同売買をめぐる約定書）． 
[明治26 年12 月～27 年3 月]． 作成：[町田静太ヵ]．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
495 
臼田彦五郎ヨリ地所受戻転売ニ付見積及取引明細扣 

付，明治廿四年臼田一郎売却書モアリ 明治廿六年ヨリ

仝廿七年三月迄 町田静太誌． 
明治26 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1390-21 
証（地所代金60 円受取）． 
明治27年2月13日． 差出：北佐久郡中津村町田静太

(印)． 受取：仝郡仝村町田彌作殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1390-22 
証（地所代金50 円受取）． 
明治 27 年 3 月 23 日． 差出：町田静太(印)． 受取：町

田弥作殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．印紙あり． 
1362-5 
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山林売渡シ約定書（佐久郡岸野村字中尾山ほか山林）． 
明治30年4月5日． 差出：北佐久郡中津村売渡人 町

田静太(朱印)，同郡同村証人 町田長四郎(朱印)． 受

取：南佐久郡岸野村 山浦逸作殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙．二ツ綴綴穴． 
1362-4 
地所売渡シ証書（中津村大字御馬寄字上ノ平ほか田畑，

正本より謄写の旨奥書とも）． 
明治31年5月． 差出：北佐久郡中津村地所売主 町田

不士太，仝郡仝村地所売主 町田静太，仝郡仝村証人 

町田長四郎；(謄写奥書)右 町田不士太，町田静太． 

受取：同郡中津村 工藤常太郎殿；(謄写奥書)岩村田区

才判所御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴，ひねり綴）． 
端上ひねり綴の紙縒り切れ．1 銭証券印紙． 
1362-6 
地所売渡シ証書（中津村大字御馬寄字上ノ平田畑）． 
明治31年5月． 差出：北佐久郡中津村売主 町田不士

太，同郡同村売主 町田静太，同郡同村証人 町田長四

郎． 受取：同郡中津村 工藤常太郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1038 
建物買受約定書（中津村大字御馬寄字樋沢宅地買受）． 
明治39年10月9日． 差出：北佐久郡中津村建家買受

人契約人山浦治三郎(印)，仝郡仝村証人山浦嘉吉(印)． 

受取：土肥不士太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり．青色罫紙使用． 
1137-242 
（天保5 年永吉・伊七より，同9 年同人・伝八より買地の

書付）． 
1 通． 横継紙． 
薄黄色紙使用． 

4.売買・交換/○買得 
1137-244 
畑売上ヶ金請取証文之事（十二川原畑，金 2 両 2 分）；

(附)（新下畑反別小作入籾等書付）． 
明治 4 未年 3 月． 差出：畑売上ケ金主猶吉，証人由次

郎． 受取：良右衛門殿． 
1 通（附1 通とも）． 竪継紙． 
小切紙1 通(附)を包込み．本紙紙面線引き抹消． 
990-39 
地所売渡し証（御馬寄村字下平原野）． 
明治 13 年 5 月 1 日． 差出：北佐久郡御馬寄村売渡人

山浦源助(印)． 受取：同郡同村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1028-1 

地所売渡シ証（南佐久郡根岸村字飛石・中尾山山林5ヶ

所代金100 円）． 
明治 14 年 9 月 22 日． 差出：北佐久郡塩名田村 売渡

シ主 佐藤丈右衛門(印)，同郡御馬寄村 保証人 山浦

彦助(印)，同 竹内次太郎(印)；(奥書)南佐久郡根岸村戸

長代理筆生 橋詰小六(朱印)． 受取：同郡御馬寄村 町

田良右衛門様． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
1028-2 
地所売買ニ付地券書換願（根岸村字中尾山・飛石山林

3 ヶ所地価金計63 銭）． 
明治 14 年 9 月． 差出：右（北佐久郡塩名田村持主）佐

藤丈右衛門(印)，町田良右衛門，根岸村 戸長 （空白）． 

受取：南佐久郡長平井利貞殿． 
1 通． 竪折紙． 
朱色罫紙．訂正等あり，控ヵ． 
1028-3 
地所分裂売買ニ付地券書換願（根岸村字飛石・中尾山

山林2ヶ所の部分を町田良右衛門・山浦武右衛門買受）． 
明治 14 年 9 月． 差出：右（北佐久郡塩名田村持主）佐

藤丈右衛門(印)，町田良右衛門，山浦武右衛門，根岸

村戸長 （空白）． 受取：南佐久郡長平井利貞殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．訂正等あり，控ヵ． 
1026(5) 
田地売渡シ証書（御馬寄村字中山腰田地）． 
明治16年4月18日． 差出：南佐久郡前山村売渡人箕

輪一郎(印)，北佐久郡御馬寄村証人小平蔵吉(朱印)，仝

郡仝村証人小平作二郎(印)；(奥書調印)北佐久郡御馬

寄村戸長町田甚太郎(朱印)． 受取：北佐久郡御馬寄村

町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1137-72 
記（桑畑1 ヶ所の代金25 円請取につき）． 
明治 16 年 7 月 7 日． 差出：塩なた 大坂や吉右衛門

[印]． 受取：御馬寄村 町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州 中山道 塩名田宿 〈ヤマに○〉大坂屋六右ヱ門」． 
1030(3) 
売渡し宅地建家証（金 75 円，うち金 35 円御馬寄村 91

番字上宿宅地，金 40 円建屋，拠所無き入用に差支え，

奥書・建物間口配置等略図とも）． 
明治18 年8 月19 日；(略図)18 年8 月19 日． 差出：北

佐久郡御馬寄村宅地建家売渡主 生駒力三郎(印)，同

郡同邨証人 生駒宗三(附箋)「不在ニ付追而調印」，同

郡同村同断 町田甚次(印)；(奥書)北佐久郡八幡村外

六ヶ村戸長平嶋省三代理北佐久郡八幡村外六ヶ村筆

生池田政教(印)． 受取：同郡同村 町田良右衛門殿． 
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1 冊（5 通のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
1 銭証券印紙4 枚．売渡し対象記載を貼紙にて訂正．略図差出

は本文売渡主に同，略図宛先は本文に同． 
1030(2) 
宅地建家売渡シ証書（金 40 円，うち金 29 円御馬寄村

868 番字中山宅地，金 11 円建家，拠所無き入用に差支

え，奥書とも）；（建物間口等略図）． 
明治 19 年 3 月 30 日；(略図)明治19 年 3 月． 差出：北

佐久郡御馬寄村売渡主 小林喜作(印)，仝郡仝村保証

人 小林こん(朱印)，仝断 小林宗四郎(朱印)；(奥書)北

佐久郡八幡村外六ヶ村戸長 平嶌省三[朱印]；(略図)右

建物売渡人 小林喜作(印)． 受取：仝郡仝村 町田良右

衛門殿；(略図)北佐久郡御馬寄村 町田良右ヱ門殿． 
1 冊（5 通のうち）． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙2 枚． 
1026(6) 
畑売渡証書（御馬寄村字神平畑地）． 
明治 19 年 10 月 12 日． 差出：北佐久郡御馬寄村売渡

人村田弥太郎(印)，仝郡仝村証人町田長四郎(朱印)；

(公証)長野県北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長平嶌省三代

理筆生依田音蔵(朱印)． 受取：仝郡仝村町田良右衛門

殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙2 枚． 
1029-1 
墓地売渡シ約定証（御馬寄村字神平墓地，先般売渡し

た畑地続附属のため，代金3 円50 銭）． 
明治 20 年 3 月． 差出：北佐久郡御馬寄村 売渡人 山

浦弥吉(印)，仝郡仝村 証人 山浦八百作(朱印)． 受

取：仝郡仝村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
5 厘証券印紙2 枚． 
1029-2 
墓地売渡シ証（御馬寄村字神平墓地，都合により，代金

3 円50 銭）． 
明治 20 年 3 月． 差出：北佐久郡御馬寄村 売渡人 山

浦弥吉(印)，仝郡仝村 証人 山浦八百作(朱印)． 受

取：仝郡仝村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
1 銭証券印紙1 枚． 
1026(7) 
地所売渡シ約定金額受取書（北佐久郡中津村大字御馬

寄字久保田田地）． 
明治 23 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄地所売渡主町田永之助(緑印)，仝郡仝村証人町田

武左衛門(印)． 受取：仝郡仝村町田町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1132-20 
[岩村田小林区署葉書]（御馬寄村国有原野売払領収書

提出依頼）． 
（明治40年3月5日）． 差出：岩村田小林区署(印)． 受

取：北佐久郡中津村 町田静太殿． 
1 葉． はがき． 
年月日は消印より． 

4.売買・交換/○関係者間 
990-16 
山林売渡証書（布施村山林，割印奥印とも）． 
明治13年4月29日． 差出：北佐久郡協和村売渡人比

田井太郎右衛門(印)，同受人比田井与五郎(印)；(割印

奥印)戸長代理筆生重田政蔵(朱印)． 受取：布施村春

原みち殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．1 銭印紙． 
990-33 
差出シ申借地証文之事（屋敷）． 
明治 18 年酉 1 月 13 日． 差出：借地主斉藤伊三郎(朱

印)，請人町田永之助(青印)． 受取：山浦六郎殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 

5.質地 
1002 
質置申畑証文之事（ぬかり皆千代次持分本中畑 24 歩

ほか10筆3口田畑〆18俵4斗8升6合5勺・代金100

両・14 ヶ年賦・入上年々11 月中差遣し，奥書とも）． 
安政 6 未年 11 月日． 差出：質地主 御馬寄村 千代次

(印)，請人同村 彦右衛門(印)，同断 清兵衛(印)，同断 

良右衛門(印)；（奥書）名主 市左衛門(印)． 受取：八幡

宿 依田七郎兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下「八幡七郎兵衛殿へ 差入候，不用」． 

6.小作 
119 
天保七歳 丙申正月ヨリ 田地差引調帳，(裏表紙)信州 

御馬寄村 町田千代治． 
天保7 年正月；（天保15～嘉永2 年）．  
1 冊． 横長半折（一ツ綴）． 
裏表紙中央部削れによる傷み大．裏表紙人名もと「…三九郎」と

ある部分を貼紙訂正．見返し末「天保十五年辰ノ納辻」． 
120 
天保七年 丙申正月より 田地差引調帳 町田三九郎． 
天保7 年正月（～卯〔天保14〕年）．  
1 冊． 横長半折（一ツ綴）． 
119 へ続く帳面ヵ． 
136 
天保九年 戊戌二月ヨリ 中桜井作左衛門分 諸残上納

帳，(裏表紙)御馬寄村 良右衛門扣． 
天保9 年2 月．  
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1 冊． 横美半折（一ツ綴）． 
526 
嘉永四歳 辛亥正月改 御歳貢夫銭 小作入等扣（裏表

紙）信陽佐久郡 御馬寄村 町田智代次． 
嘉永4 年正月．  
1 冊． 横美半折（綴葉装二ツ綴）． 
121 
嘉永五年 子四月 反別改帳 中桜井村 作左衛門． 
嘉永5 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1138-66-1 
さくらゐ`より`引取ル入上ヶ之覚． 
万延元申とし 12 月．  
1 通． 横切紙． 
1138-106 
[絵図]（御馬寄村字川端畑小作地絵図）． 
文久2 壬戌5 月．  
1 舗． 39×69cm． 
彩色． 
391 
元治元年 子田畑小作差引帳 ． 
元治元年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
392 
慶応元年 当丑小作差引帳 下塚原村． 
慶応元年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1139-166 
（栄右衛門忰力三郎ほか 15 名名前書上）． 
（[近世]2 月10 日頃より申合）．  
1 通． 横美切継紙． 
1202-4 
（東沢・小諸城下・山浦など各地別人名毎田畑反別書

上）． 
（近世ヵ）． 作成：（町田家）．  
1 冊． 横半半折（下ヶ二ツ綴）． 
623 
下塚原田地書抜（小作地田畑）． 
（近世）．  
1 通． 横切継紙． 
988 
[田畑年季売渡し証文および小作借受証文]． 
[明治4 年4 月]．  
[2 通]． [一括]． 
988-1 
年季売渡し申地所証文之事（字土台下畑，相違ない旨

奥書とも）． 
明治 4 未年 4 月． 差出：桜井新田売主三五郎(印)，同

所受人勘右衛門(印)，下桜井村口入人宅重郎(印)；(奥

書)名主 伊勢吉(印)． 受取：御馬寄村七左衛門殿・良

右衛門殿． 
1 通． 竪美継紙． 
988-2 
小作借受申証文之事（字土台土地）． 
明治 4 未年 4 月． 差出：桜井新田小作人三五郎(印)，

同所受人勘右衛門(印)． 受取：御馬寄村七左衛門殿・

良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
393 
明治四年 十月日 下塚原村田畑小作御年貢籾改帳． 
明治4 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1142-16-2 
記（癸酉年分畑年貢籾代金受取）． 
（明治7ヵ）戌5月15日． 差出：良右衛門． 受取：浅右

衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
紙面に線引，反故ヵ． 
990-15 
記（小作籾勘定）． 
（明治18 年）．  
1 通． 横切紙． 
989 
小作借受証書（字南裏畑地小作）． 
明治20年1月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村小作借

受人町田静太(印)，同郡同村證人町田良右衛門(印)． 

受取：御馬寄学校御中． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-36 
小作証（大字御馬寄字流鏑馬田地ほか）． 
明治 24 年 4 月 20 日． 差出：小作人山浦富作(印)，受

人鈴木芯三郎(朱印)． 受取：中津村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙． 
993 
[小作証文仮綴]． 
[明治24 年]．  
[1 綴（7 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(7)は，端を紙縒りで結び綴じ一括． 
993(1) 
小作証（大字御馬寄字神平他田畑）． 
明治24 年4 月． 差出：小作人町田静太(書印)，証人町

田良右衛門(書印)． 受取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．端上「扣」． 
993(2) 
小作証（大字御馬寄字神平田畑）． 
明治 24 年 4 月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄
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小作人町田静太(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受

取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
993(3) 
小作証（大字御馬寄字神平畑）． 
明治 24 年 4 月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄

小作人町田静太(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受

取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
993(4) 
小作証（大字御馬寄字流鏑馬他田）． 
明治 24 年 4 月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄

小作人町田静太(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受

取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
993(5) 
小作証（大字御馬寄字中山腰田）． 
明治 24 年 4 月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄

小作人山浦嘉吉(印)． 受取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙． 
993(6) 
小作証（大字御馬寄字神平田畑）． 
明治 24 年 4 月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄

小作人町田静太(朱印)，受人町田良右衛門(朱印)． 受

取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙．差出押印抹消． 
990-25 
小作証（大字御馬寄字起し田地）． 
明治24 年4 月． 差出：小作人山浦元吉(印)，受人柳沢

忠作(朱印)． 受取：小諸町臼田彦五郎殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．1 銭証券印紙． 
990-32 
小作証（大字御馬寄畑）． 
明治24 年4 月． 差出：小作人生駒宗三(印)，受人山浦

宇吉(印)． 受取：中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
991-1 
小作証（大字御馬寄字神平，籾1 俵1 斗）． 
（文中記載：明治 24 年）；明治 年月日． 差出：信濃国

北佐久郡中津村大字御馬寄 小作人 山浦新五郎． 受

取：小諸町 [空欄]． 
1 通． 竪紙． 
-1～-4いずれも木版用紙へ書込み（993一部と同）．年代・宛先

は空欄． 
991-2 
小作証（大字御馬寄字下起シ，籾2 俵3 斗）． 
（文中記載：明治 24 年）；明治 年月日． 差出：信濃国

北佐久郡中津村大字御馬寄 小作人 [空欄]． 受取：小

諸町 [空欄]． 
1 通． 竪紙． 
991-3 
小作証（大字御馬寄字神平，籾1 俵5 斗）． 
（文中記載：明治 24 年）；明治 年月日． 差出：信濃国

北佐久郡中津村大字御馬寄 小作人 山浦山三郎． 受

取：小諸町 [空欄]． 
1 通． 竪紙． 
991-4 
小作証（大字御馬寄字神平，籾1 俵2 斗5 升）． 
（文中記載：明治 24 年）；明治 年月日． 差出：信濃国

北佐久郡中津村大字御馬寄 小作人 山崎久五郎． 受

取：小諸町 [空欄]． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(10) 
記（山浦伊市・山浦定吉両人作分小作籾請取）． 
明治25年5月20日． 差出：北佐久郡小諸町臼田彦五

郎代理同郡中津村佐藤佐五郎(朱印)． 受取：同郡中津

村町田静太殿． 
1 通． 竪折紙． 
1 銭証券印紙． 
990-37 
小作及借家証（大字御馬寄字田中島ほか）． 
明治26年1月20日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄小作借家主山浦歌吉(朱印)，仝郡仝村受人山浦長兵

衛(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪半（ひねり綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
1139-66-13 
記（明治25 年度小作籾のうち籾10 俵請取）． 
明治 26 年 4 月 14 日． 差出：臼田彦五郎代 佐藤佐五

郎． 受取：中津村 町田静太殿． 
1 通． 竪切紙． 
1373 
地所小作証書（中津村大字御馬寄字神平畑地）． 
明治 27 年 12 月 20 日． 差出：北佐久郡中津村大字御

馬寄小作人町田静太(朱印)． 受取：仝郡仝村大円寺檀

徒惣代人御中． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．押印抹消． 
990-35 
小作証（小作籾定）． 
明治29年1月20日． 差出：北佐久郡中津村小作人蒔

田叔蔵(印)． 受取：仝郡仝村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
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印紙あり． 
990-38 
小作証（大字御馬寄字神平田）． 
明治33年6月20日． 差出：北佐久郡中津村山浦治助

(印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 横切紙． 
992 
桑畑小作証（大字御馬寄字社ノ前畑，桑株 340，小作籾

年1 斗）． 
明治 38 年 7 月 1 日． 差出：北佐久郡中津村小作人山

浦弥太郎(印)． 受取：仝郡仝村町田不二太殿． 
1 通． 竪紙． 
2 銭収入印紙． 
990-8 
小作証書（御馬寄字白土）． 
明治40年1月10日． 差出：北佐久郡中津村小作主加

古藤三郎(印)． 受取：仝郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 
993(7) 
小作証（大字御馬寄字神平田畑）． 
明治 年月日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬寄小作

人山浦和市． 受取：仝郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
木版用紙へ書込み．紙面線引． 
1138-60-1 
（善吉分小作入籾等勘定）． 
（近代）．  
1 通． 横切継紙． 
1143-73-38 
記（小作米・粟など代金算用の書付）． 
子 4 月 13 日． 差出：桜井村臼田三五郎． 受取：町田

良三郎様・武左衛門様． 
1 通． 小切紙． 
罫紙． 
1137-3 
覚（茂左衛門ほか小作地書上）． 
辰年7 月．  
1 通． 横切紙． 
1143-73-4-3 
記（桜井新田小作米代金差引残金15 円余差上げ）． 
2 月9 日． 差出：千曲． 受取：穀や主人． 
1 通（3 通のうち）． 小切紙． 
赤罫入． 
1359-71 
[桜井次郎三郎書状]（小作米買継無心聞済感謝，代金

いま不繰合につき月末に云々お報せ返書）． 
2 月 23 日． 差出：下サクラ井 桜井次郎三郎． 受取：

御馬寄村 町田良右衛門様 貴答． 
1 通． 横切継紙． 

1142-44-3 
（良三郎・郷方等よりの入金書上）． 
（3 月9 日～12 月10 日）．  
1 枚． 横美切紙． 
1129-9 
[臼田三五郎書状]（小作米代金につき）． 
4 月 18 日． 差出：桜井村臼田三五郎(印)． 受取：御馬

寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1137-65 
（字御馬寄の畑地などの小作入籾・地価書付）． 
作成：同郡同邨持主岡田町田志津太．  
1 通． 竪美紙． 
赤色罫紙． 
1137-222 
彦兵衛持分覚（屋敷裏・十二川原ほか反別・籾高等差

引書付）；(附)彦兵衛分（小作1 反につき石高等書付）． 
1 通（附1 通とも）． 横切紙． 
小切紙1 通(附)を包込み． 
1137-225 
（勘九郎ら田地の小作籾等書上）． 
1 通． 横切紙． 
1137-227 
（栄蔵畑地の小作入分書上）． 
1 通． 小切紙． 
「廿年」という記載あり． 
1137-231 
（彦助分持高のうち年貢米・小作米など差引算用書付）． 
1 通． 小切紙． 
1137-238 
覚（三五郎持分田畑の分米・納米・小作入籾等書上）． 
1 通． 横切紙． 
1137-249 
覚（重右衛門持分の畑地分米・年貢米・役籾等書付）． 
1 通． 横継紙． 
1138-42-4 
（小作地籾等覚，庄助他）． 
1 通． 横切紙． 
白紙1 枚同封． 
1138-60-2 
（安兵衛分上畑等書付）． 
1 通． 横切継紙． 
1138-61 
七之助持畑之事（十二川原，まくいめ等土地面積，分米，

年貢，小作入）． 
1 通． 横切継紙． 
1138-62-1 
竹田持地所控（天保15年，甚五右衛門方へ質置の土地

書上，御馬寄村名主市郎右衛門奥書ほか）． 
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1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
袋1 点とも（もと-62-1 と-62-2 を収めていたヵ）． 
1138-62-2 
[絵図]（十二川原田地一筆切絵図）． 
1 舗． 54×63cm． 
1138-63 
覚（上ノ平，神ノ田畑地面積小作入等書上）． 
1 通． 横切紙． 
1138-64-1 
明治元戊辰年高懸り惣納覚． 
1 通． 横折紙． 
1138-64-2 
彦太郎分（畑地面積，分米，小作籾等）． 
1 通． 横切紙． 
1138-66-2 
（田地年貢，小作入等覚）． 
1 通． 横切紙． 
1138-112 
（小作入籾納籾覚）． 
1 通． 横折紙． 
1139-167 
（吉右衛門分小作入等書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-170 
（庄助・喜右衛門小作籾等書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-177 
（小作入籾高覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1139-187(8) 
（一反二畝中畑年貢役，小作〆につき）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 
1139-187(10) 
（入米など書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1139-187(23) 
（喜作など籾俵数書上）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1141-30 
（小作籾受取覚）． 
6 通． 横折紙，横切紙． 
折りたたまれて一括． 
1141-51 
（小作入籾覚，歳の神他）． 
1 通． 横切紙． 
1142-16-1 
記（籾代金この者へ遣しくだされたく）． 
差出：良右衛門． 受取：栄之助様． 
1 通． 横切継紙． 

-16-2 とともに重ねて折りたたまれていた．紙面に線引，反

故ヵ． 
1142-44-1 
（五郎兵衛新田の米・大麦・小麦ほか石高，自分遣国内

用・他国輸出等内訳書付）． 
1 枚． 横美切紙． 
-44-2 と-44-3 とともに巻き込まれて一括されていた． 
1142-44-2 
（「手作江入」「小作籾江入」「飯米引」等籾俵数差引勘定

および大麦・小麦ほか俵数書上）． 
1 枚． 横美切紙． 
1143-5 
（御年貢籾・夫籾・役籾差引小作入籾書付）． 
1 通． 横切紙． 
1143-11 
記（小作木代米書上）(後欠)． 
1 通． 横切紙． 
1202-9-34 
留遣年賦売抜小作人調 小作入扣（山浦弥市，山浦久

作ほか）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-35 
（字三反田・下起し・庄之前・中平など小作田畑面積・地

価・小作人名・小作入籾ほか書付）． 
1 綴． 横長半（一ツ綴）． 
5 枚3 冊を合綴． 
1360-7 
覚（名所土手下上田ほか12ヶ所田畑反別等書上および

籾・小作籾各俵数勘定書付）． 
1 通． 横美切継紙． 
末尾「…四郎右衛門帳面ニ而九十七俵四斗七升五合，左候へ

者差引而壱斗七升五合違あり」と記載． 
1388-6(2) 
（喜右衛門・平四郎の下畑の分米・反別など書上）． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 

7.借地借家 
927(4) 
差出し申借地証文之事（屋敷家作借用）． 
明治 21 年 1 月 20 日． 差出：借地主町田静太(朱印)，

証人山浦雅次(印)． 受取：山浦六郎殿． 
1 通（綴38 点のうち）． 竪紙． 
紺色罫紙．1 銭証券印紙．借地主押印抹消． 
954-1 
借家証書（北佐久郡中津村大字御馬寄宅地建家，隠宅

等）． 
明治 24 年 2 月 1 日． 差出：北佐久郡中津村百八拾六

番地借家主町田良右衛門(朱印)，同郡同村証人町田良

三郎(朱印)，証人町田武左衛門(印)． 受取：南佐久郡

岸野村岡村直次郎殿． 
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1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
958 
建物賃貸契約証書（大字御馬寄字林シ宅地内に建設し

た木造建家・倉庫・納屋等につき）． 
明治38年3月20日． 作成：南佐久郡野沢町賃貸人鷹

野源三郎(朱印)，北佐久郡中津村賃借人町田静太(朱

印)．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
浅葱色罫紙（褪色）．綴目に作成印・「岩村田区裁判所」朱印，

ほか紙面に文書番号朱印． 
8.貸地貸家 

952 
宅地及ヒ家屋借用証（御馬寄村九十一番字土宿・第四

十二番屋敷，居抜のまま，借家料明治 20 年 12 月まで

計7 俵3 斗）． 
明治 18 年 8 月． 差出：北佐久郡御馬寄村 借用主 生

駒刀三郎(印)，同郡同村受人 生駒宗三，同断 町田甚

次(印)． 受取：同郡同村 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
954-2 
家屋借用証（字中山戸家屋）． 
明治 19 年 3 月． 差出：北佐久郡御馬寄村借家主小林

喜作，同断勝三郎． 受取：仝郡同村町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
990-10 
借地証書（大字御馬寄宅地）． 
明治 39 年 12 月 25 日． 差出：北佐久郡中津村借地主

町田かつ(印)，仝郡仝村証人町田弥吉(印)． 受取：仝

郡中津村町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙．印紙あり． 

9.一般 
1143-73-21-2 
記（名所三反田などの納米・口米・用水かかりの米書

上）． 
（慶応2 年ヵ）． 作成：柳沢木左衛門印．  
1 通． 小切紙． 
1202-9-2-2 
（明治4 未年出金の覚）． 
（明治4 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1390-32 
(前欠)（庄ノ上開墾地ほか俵数覚，山浦平重・山浦冨治

ほか）． 
（明治18 年～明治21 年以後）．  
1 通． 横美切継紙． 

後欠ヵ．小作米納入ヵ． 
1390-33 
廿年関係書類（小作籾・肥料代ほか書付）． 
（明治20 年頃ヵ）．  
1 通． 横切紙． 
青磁色紙．標題は末尾記載より． 
1138-81 
（大字根岸字大井戸町田良右衛門所有山林畑地覚）． 
（近代）．  
1 通． 竪紙． 
1137-245 
覚（地所代金・利金書付）． 
午4 月改．  
1 通． 横切紙． 
1359-66 
[はやし書状]（八幡のこと段々延引し24日夜に参ったら

挨拶なく 26 日に書入にして弐本質と言われ三本にと達

て申したが聞入れず何れ書入地書抜き見せるよう申置

く云々）． 
29 日． 差出：はやし`より`． 受取：内用 古具や様． 
1 通． 横切紙． 
1137-224 
（上畑など分米書付）． 
1 通． 横折紙． 
1137-226 
（本田・新田の畑・林などの年貢米書上）． 
1 通． 横継紙． 
1137-228 
（天保9 年から同14 年におりかより売渡した田地書上）． 
1 通． 小切紙． 
天保14 年以降の作成． 
1137-229 
（永蔵持分畑地の分米・御年貢米等書上）． 
1 通． 横継紙． 
1137-232 
走り落惣歩寄面覚（畑12 筆）． 
1 通． 横継紙． 
1137-233 
覚（字上平家屋敷の畑・林の面積・年貢米書上）． 
1 通． 小切紙． 
1137-234 
（平吉分の畑地3 筆の川欠分面積書上）． 
1 通． 小切紙． 
1137-235 
（九八持畑面積・分米書上）． 
1 通． 横継紙． 
1137-237 
覚（弥五郎等分の畑・林，御年貢籾書付）． 
1 通． 横継紙． 



〔92〕  1.町田家 4.経営 4.土地 

白緑色紙使用． 
1137-239 
畑直し之場所畑成田所付ニ相成候得共七ヨリ八二ヨリ

違分改覚（耕地ごとの籾増分書付）． 
1 通． 横切紙． 
1137-240 
（字出中・出上等の耕地面積書上）． 
1 通． 横継紙． 
1137-241 
（仁左衛門・喜兵衛より請取地の分米・年貢米等の書

付）． 
1 通． 横継紙． 
1137-243 
（惣八郎の持下畑の反別・分米・年貢籾書付）． 
1 通． 小切紙． 
異筆で「文久二壬戌九月ヨリ改テ」とある． 
1137-247 
（三九郎宛卯年分の籾割付） ． 
1 通． 小切紙． 
1137-248 
覚（畑地反別書上）． 
1 通． 横切紙． 
1138-54-1 
分家歩面割覚(宝暦7 年割地，与左衛門分）． 
1 通． 横折紙． 
1138-54-2 
田地買入算用之覚． 
1 通． 横折紙． 
1138-65 
（庄之上土地移動覚）． 
1 通． 小切紙． 
1139-72 
（御馬寄86 番字中山宅地ほか 2 筆反別地価金等書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-135 
（地価・反別等書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1139-187(28) 
（八左衛門の本田畑，古畑，夫籾書上他）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美継紙． 
1141-50 
（除地等覚）． 
1 通． 横切紙． 
1141-56 
記（仁左衛門附地等）． 
1 通． 横切紙． 
1143-73-21-1 
（納米・残米算用書付け）． 
1 通． 小切紙． 

外から順に． 
1143-73-25 
（良右衛門ほか所持古中畑・本上畑反別等書付）． 
1 枚． 横美切紙． 
1202-9-2-1 
（下塚原の田地高，白米高等書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-37 
記（地所ごとの取米，人名書上）． 
1 枚． 横折紙． 
1360-8 
（残籾代金より御仲間割・御回米・御払米・御国役等諸

金額差引勘定書付）． 
1 通． 横美切継紙． 
紙面一面に線引，反故ヵ．納入小作籾についてヵ，不納分記載

等あり． 
10.絵図略図ほか 

1138-108 
[絵図]（字ぬかり田成地絵図）． 
嘉永7 寅2 月改．  
1 舗． 38×62cm． 
1138-107 
[絵図]（御馬寄村内耕地絵図，良仙持地外）． 
（近世）．  
1 舗． 48×45.5cm． 
彩色． 
1390-39 
建家図面（中津村大字御馬寄144 番地）． 
明治26年9月30日． 差出：北佐久郡中津村建家売渡

人村町田永之助(印)，仝郡仝村地主山浦六郎後見人山

浦源一郎(印)． 受取：仝郡仝村 山崎久五郎殿． 
1 通． 竪美． 
1390-37 
[図面]（中津村字御馬寄144 番建物敷地図面）． 
（明治 26 年）． 作成：北佐久郡中津村村建物持主町田

永之助(印)，仝郡仝村地主山浦六郎後見人山浦源一郎

(印)．  
1 通． 竪美． 
1138-100 
[絵図]（耕地概略絵図）． 
（明治）．  
1 舗． 竪紙． 
1088 
（御馬寄村田畑絵図綴）． 
1 綴（10 枚）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
挟込文書1 点あり． 
1138-96 
[絵図]（屋敷地内方位占図）． 
1 舗． 115×101cm． 
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