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2.御馬寄村 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 御馬寄村．または御馬寄村の役職等に関与した町田家の者． 

資料記号： 30H/2． 

年   代： 寛文10年（1670）～大正元年（1912）． 

物的状態： （数量）1410件〔記述単位件数〕． 

出所の履歴： 

 御馬寄村は，江戸時代には小諸藩領，明治時代には小諸県を経て長野県（北佐久郡）に属した村ないし自治体

である．南北に細長く伸びたＳ字状の千曲川流路を東側境界に持つ村域で，そのなかの南方に枝郷の駒寄がある．

平安期，官牧望月牧の牧馬を検査し朝廷への貢馬を寄せ集めた所が御馬寄，雑馬を集めた所が駒寄との伝承が村

名の由来という．江戸時代初めは矢島村の枝郷で，寛永3年（1626）頃には一村として扱われるようになった． 

 村高は，村々の書上や郷帳類によれば，それぞれ正保 4 年（1647）・元禄 15 年（1702）とも 404 石余，延享 3

年（1746）に612石余，天保5年（1834）に614石余と変遷し（『長野県史 近世史料編 第2巻(2)東信地方』），

明治元年（1868）には642.747石（うち大圓寺除地3.753石）であった（『旧高旧領取調帳 中部編』）．元禄15

年（1702）「村指出帳」によれば，すでに実は614石余で，村の様子はつぎのようであった（表2）．田畑全体の

割合は田59%弱・畑41%強で，うち本田畑は田64%余・畑36%弱，古開田畑は田49%余・畑51%弱，新開田畑は

田 11%余・畑 89%弱と，時代が下り開発が進むにつれ畑地の割合が高くなっている．小物成として夫金・御入木

代・山手銭・川役銭があり，藩の江戸廻米分（江戸廻シ御城米）や払米（松井田御城米，国許費消用）を上州ま

で運んでおり駄賃が出ていた．溜池等用水・千曲川橋・中山道の維持には御普請の人足が出ている．当時の家数

は 60 軒である．人口は，300 人規模の江戸時代前期から増加し，一度 500 人規模となった後 470 人弱まで減少，

その回復後570人前後から漸減し，天保10年（1839）前後を境に漸増して明治時代に600人以上となる（表3）．

慶応 3 年（1867）の村内百姓の持高分布（表 4）をみると，半数以上の百姓が 2 石未満，10 石以上の百姓は相対

的に取持高の規模が大きいことになる．3割弱が村外の者で占められ，とくに最大の石高取持者はこの地域で有数

の地主である八幡宿の依田仙右衛門であった．なお，村内最大の石高所持者は大圓寺であった． 

 千曲川沿岸・中山道貫通の立地は，御馬寄村のあり方に大きく影響している．たとえば，穀市の存在や，さき

にみた千曲川橋・中山道の維持があげられる．市は毎月 1 と 6 の日に立ち，小諸藩川西領（千曲川西岸の村々）

の穀物相場はこの市で決まり，商家も多く賑わったという．中山道の千曲川通行は，対岸の塩名田宿とともに橋

元として架橋または井形渡しにより確保してきた．この役を勤める御馬寄村は，かわりに他の諸役を免除された．

それでも，しばしば発生する落橋・流失に対しその復旧等を御馬寄村・塩名田宿だけでは負担しきれず，はじめ 4

万5千石余96ヶ村，のち3万千百石130ヶ村，佐久郡だけでなく小県郡にもおよぶ橋組合が道中奉行により設定

された．同組合の村々は，ときに助郷等と重なる負担の軽減をめぐり橋元御馬寄村・塩名田宿と衝突したが，同

組合は江戸時代を通じて維持された． 

 御馬寄村の村役人は，江戸時代中期以後，庄屋または名主 1 名・組頭 4 名・百姓代 1 名（まれに 2 名）で構成
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され，それぞれの役職へ就任する家はおよそ固定されているようにみえる（表5）．庄屋または名主は，江戸時代

前期には町田本家・小平家の者が多く就任し，中期以後ほぼ小平家の者が就任している．組頭は，そのなかで 10

年前後の期間を単位に就任者の順番が動いている．江戸時代前期に5～6名の組頭がいたことから推せば，就任す

る（はじめは）特定の家が複数あり，そこから順に就任していくのかもしれない．百姓代は，10 年以上勤める場

合はなく交代し，就任者を出す特定の家があるかどうかは不明である．百姓代に「惣百姓代」等の名称が用いら

れていた享保19年（1734）頃までは別として，百姓代に就任した者が後に組頭へ就任していく場合があり，その

場合しばしば組頭の異動と連動している．江戸時代前期以前は，資料で確認していないが，組頭を輩出する年寄

衆のような村政運営体が存在したのかもしれない． 

 明治時代，とくに明治 4 年（1871）の戸籍法制定後，それまでの村役人に替わって戸籍区の区長・戸長等が村

政を担うようになる．御馬寄村では，はじめ名主が戸長に，組頭の一部が副戸長に，百姓代はそのままに移行し

た（表6）．しかしその後，戸長等の公職は，江戸時代の村役人とは職務内容も人的構成も対応しなくなる．明治

7年（1874）の大区小区制からは戸長・用掛・代議人その他の公職へと変わり，区の編成替えに際しそれまでの戸

長が副戸長となる等，各公職の関係や構成が変わった．また，御馬寄村は，五郎兵衛新田村・八幡村・蓬田村・

桑山村・矢島村と連合村を構成した． 

 御馬寄村の役職等へ関与した福田屋町田家の者としては，良右衛門篤信（百姓代・組頭），良右衛門經継（組

頭），良右衛門恒篤（百姓代・組頭），町田良右衛門道喜（組頭；副戸長・村用掛・惣代・戸長）を確認でき，

福田屋町田家の先祖の家では太兵衛（長左衛門；名主・組頭）を確認できる（表5および図4）．彼らのうち特筆

すべき者は，良右衛門恒篤である．医者の家に生まれ福田屋町田家に移ってからは従弟（叔母が名主の妻）が名

主という環境（第1次項目1.町田家に前述）にあって，ちょうど違作から起こった投訴一件の混雑のなか百姓代を

経験し（町田1329），しばらく家業に専念した後，20年近く組頭を勤めた．名主への就任はなかったが，名主の

代わりを務めたことはあったらしく村政へ一定の（おそらく大きな）影響力を行使した．良右衛門恒篤は，その

日記・覚書や一件記録控などを瞥見すると交渉力や調整力に長けていたように思え，小諸藩役人からの信頼も厚

かったという．ただ，近隣諸村の名主たちとの私的な交際は確認できず，そういった名主たちの関係網とは異なっ

た層に良右衛門恒篤の関係網が位置していたといえる． 

範囲と内容： 

 本項目下に収めた資料は，ほんらい御馬寄村または村内各所が残した分と町田家が村と関わったことで町田家

に残った分とに分けられるべき内容を持っている．しかし，名主を出した町田本家・小平家や組頭を出した八左

衛門家の記録類の一部，また村の共有文書（御馬寄区有文書のうち）の一部が，引継がれたか町田良一により収

集・保存されたかした部分があり，いずれもともに御馬寄村の記録・文書類として町田良一により〈整理〉され

たと推測できる．そのため，いま厳密に出所ごとに分けることができず，少なくとも他地域の資料とは判断でき

ない分で御馬寄村（または町田家）に関わる内容を本項目下に収めることとした． 

 さらに本項目のなかは，いくつかの区分を設けた．1つは，村政運営が変化したであろう戸籍区設置である．こ

の前と後との各時期に該当する，まず大きく村と関わることが明らかな資料を配列し，ついで町田家の者が村の

役職に就いたことで作成・管理されたと思われる資料を別に配列した．2つに，そういった制度的変化と別に村内

で持続する役職や組織，または時期によって分けられない連続的な内容である．3つは，村で発生した特定の出来

事について資料が物的または内容的小群をなしている場合である．4つには，断片的な内容でしばしば時期を特定
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できないがおよそ村に関わることだけ明らかな資料を，その形状や様式から一括して示した． 

 以上から，つぎのような第2次項目を編成した：1.戸籍区前，2.組頭・百姓代・作場目付，3.戸籍区以後，4.副戸

長・村用掛，5.戸長ほか公職，6.十二新田割元，7.寺社，8.村一般，9.一件，10.諸請取・書付類，11.書状類．この

うち 2・4～6 は，町田家の者の村への関与による伝存がほぼ間違いない内容である．もと町田家に伝存したどう

か不明な内容を含む1・3・7～9も，資料の年代が町田家の者の村役職等への就任期間と対応していれば，町田家

に伝存したことを推定できる．10・11には他項目や第1次項目1.町田家と関わる内容を含むかもしれない． 

 なお，町田家に伝存した可能性のある村の共有文書は少ない量であろうことを付言しておく．共有文書は，御

馬寄区有文書として最近まで大圓寺で管理されてきた（既掲『御馬寄村古文書目録』解説および第1次項目3.中津

村参照）が，明治 7～14 年（1874-1881）には当時の戸長や村用掛の間で引継がれて管理されていた．その際の引

継目録（小平(純)21，町田 497）には，一つ書きにして 101 件の「古代ヨリ書類明治五年迄諸帳」が数えられてい

る．続けて「箪笥」大小各 1 と「算」「郷蔵鍵」が書上げられ，この以前には箪笥 2 つへ書類を収め郷蔵で保存

してきたらしいことをうかがえる．共有文書の内容は御縄帳・御免状・宗旨帳・村差出帳・反別改帳・助郷帳・

地券調帳などで，ほぼ町田家文書には見られない．当時すでに「不見」と所在不明になっていた江戸時代初期の

御免状 4 件を含めた現存していない分を除き，多くは御馬寄区有文書（一部，江戸時代初期の御免状のみ小平純

子家文書）に現存しているように見える．厳密な確認ではないが，現在の御馬寄区有文書にも小平純子家文書に

もなく町田家文書にだけ確認できるのは，「享和二年落合村与争論倉瀬一件書類 壱巻」（→町田 721，722）と

「宝暦二年千曲川橋組合御証文之写 壱冊」（→町田219）のみであった．この2件は，町田家の者の組頭等への

就任中に作成された控・写等か，村用掛・戸長就任中に引継いだ際にそのままとなったか，町田良一により収集・

保存されたか，いくつかの可能性を考えられる．たとえば，この 2 件を区有文書としてではなく村の歴史を示す

「御馬寄村社会史資料」として選択・保存しようとしたとすれば，それは町田良一による可能性が高いといえる

が，「御馬寄村社会史資料目録」（町田 1331）には「享和二年落合村…」と関係すると思われる資料のタイトル

しか見えない（表現が異なり同一の資料を指すかどうか不明）．共有文書が多く御馬寄区有文書に現存する状況

からは，共有文書原本の町田家文書への移動は例外的なことのようである． 

出版物または参考文献： 

 解題で示した以外に参照した文献として，つぎをあげる． 

   木内寛「中山道千曲川往還橋（一）」・同「…（二）」『信濃』第25巻第5号・6号，1973年5月・6月． 

   小林基芳『浅科村の歴史② 中山道筋千曲川川越しものがたり』浅科村教育委員会，1999年． 

   『北佐久郡志 第二巻歴史篇』北佐久郡志編纂会，1956年． 

   『長野県史 近世史料編 第2巻(2)東信地方』長野県史刊行会，1979年． 

   木村礎校訂『旧高旧領取調帳 中部編』近藤出版社，1977年． 

 なお本項目下の御馬寄村の記述は，上記および解題で示した文献で説明されている御馬寄村の記述と大きく重

複しないように努めたため，これらの参考文献から本項目下の記述の不十分を補われるよう願う次第である． 
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表2．御馬寄村概略 
元禄15年12月「御馬寄村指出帳」抄 町田144  
一，高（反別合 46 町   7 畝 18 歩 ） 537 石 7 斗 8 升 4 合 本田畑辻 

  内          133 石 5 斗 8 升 4 合 酒井日向守様御検地御改出石 

 此反別；上田 5 町 3 反 6 畝 26 歩   此分米 80 石 5 斗 3 升   1石5斗代 
     中田 14 町 3 反 4 畝 28 歩   此分米 186 石 5 斗 4 升 1 合 1石3斗代 
     下田 7 町   6 畝 27 歩   此分米 77 石 7 斗 5 升 9 合 1石1斗代 
  田合 26 町 7 反 8 畝 21 歩  分米合 344 石 8 斗 3 升    
     上畑 6 町 8 反 4 畝 7 歩   此分米 82 石 1 斗   8 合 1石2斗代 
     中畑 5 町 6 反 3 畝 19 歩   此分米 56 石 3 斗 6 升 3 合 1石代 
     下畑 6 町 8 反 1 畝 1 歩   此分米 54 石 4 斗 8 升 3 合 8斗代 
  畑屋敷合 19 町 2 反 8 畝 27 歩  分米合 192 石 9 斗 5 升 4 合  
            内 20 石 7 斗 5 升 5 合 御屋敷百姓屋敷石ニ引 

          2 石   7 升 7 合 巳年戌年川欠引 

一，高（反別合 3 町 4 反 2 畝 6 歩 ） 38 石 1 斗 7 升 7 合 新田畑辻 

  内          32 石       酒井日向守様御検地御改出石 

 此反別；上田   7 反 6 畝 20 歩   此分米 11 石 4 斗 6 升   1石5斗代 
     中田   4 反 4 畝 17 歩   此分米 5 石 7 斗 9 升 4 合 1石3斗代 
     下田   1 反 3 畝 9 歩   此分米 1 石 4 斗 6 升 3 合 1石1斗代 
  田合 1 町 3 反 4 畝 8 歩  分米合 18 石 7 斗 1 升 7 合  
     上畑   1 反 3 畝 10 歩   此分米 1 石 6 斗     1石2斗代 
     中畑 1 町 1 反 4 畝 17 歩   此分米 11 石 4 斗 5 升 7 合 1石代 
     下畑   8 反   1 歩   此分米 6 石 4 斗   3 合 8斗代 
  畑合 2 町   7 畝 28 歩  分米合 19 石 4 斗 6 升    
            内   3 斗 8 升 9 合 巳年永引 

一，高（反別合 6 町   8 畝 1 歩 ） 54 石   1 升 7 合 新田高辻，酒井日向守様御検地御改出石 

 此反別；中田   1 反 9 畝 4 歩   此分米 2 石 4 斗 8 升 7 合 1石3斗代 
     下田   3 反 2 畝 12 歩   此分米 3 石 5 斗 6 升 4 合 1石1斗代 

  田合   5 反 1 畝 16 歩  分米合 6 石   5 升 1 合  
     中畑 1 町 7 反 2 畝 10 歩   此分米 17 石 2 斗 3 升 3 合 1石代 
     下畑 3 町 8 反 4 畝 5 歩   此分米 30 石 7 斗 3 升 3 合 8斗代 
  畑合 5 町 5 反 6 畝 15 歩  分米合 47 石 9 斗 6 升 6 合  
            内     4 升 3 合 高外辰ノ年永川欠 

          1 石 2 斗 2 升 4 合 巳年戌年永引 

一，高          9 石   1 升 6 合 新田畑辻，酒井日向守様御検地 

 此反別；下畑 1 町 1 反 2 畝 20 歩   此分米 9 石   1 升 6 合 8斗代 
          4 石 2 斗 6 升   辰年分永荒 

〆高          610 石 2 斗 8 升 9 合  
 内          514 石 9 斗 5 升 2 合 本田 

          37 石 7 斗 8 升 8 合 古開田畑 

                    57 石 5 斗 4 升 9 合 新開田畑 

外 一，高          3 石 7 斗 5 升 3 合 除地 大圓寺 

外小物成                   
一，金2両3分銀4匁4分     夫金； 此銀180匁4分，但シ両ニ銀64匁也かへ銭両ニ4貫文かへ 
一，真木408束          御入木代，此代金2両銭600文 
一，銭3貫916文         丁銭山手； 内816文 百姓林御年貢，3貫100文 是ハ御料所前山村ヘ納候分 
一，銭288文           丁銭川役 
一，御年貢籾1表6斗入      但シ御米3斗7升 
一，江戸廻シ御城米上州倉か野迄  但シ1表ニ4斗，1駄ニ2表付，此駄賃1駄ニ銭317文ツヽ被下 

一，松井田御城米1俵4斗4升入 1駄ニ2俵付，此賃1駄ニ籾1斗5合ツヽ被下置 
一，堤1ヶ所 （用水修理御人足：矢嶋村・原新田村〔御料所〕…人足1/5，八幡町・御馬寄村〔小諸藩領〕…人足4/5） 

一，千曲川橋 （4万石分御普請） 
一，海道御通ニ付，御普請御先代`より`人足被下候，少々御通ニ当村人足ニ而仕候  
一，百姓家数60軒  

※重複や長文の部分の記載は省略し，一つ書内の記載順を入替えた部分がある． 
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表3．御馬寄村の人口変遷（抄） 
年代  人数       出典 
和暦 西暦 計 男 女 医師 座頭 出家 山伏  
寛文13 1673 307 161 142   4  区有A2-1 
天和3 1683 381 200 178   2 1 区有A2-2 
元文2 1737 525 268 246 3 1 3 4 区有A2-5 
元文5 1740 503 257 234 3 1 4 4 区有A2-8 
寛保4 1744 467 240 219 1 1 3 3 区有A2-9 
寛延3 1750 494 257 229 1 1 3 3 区有A2-13 
宝暦5 1755 487 254 224 1  4 4 区有A2-15 
明和4 1767 567 289 271 1  3 3 区有A2-17 
明和7 1770 579 290 282 1  3 3 区有A2-20 
安永4 1775 574 295 271 1  3 4 区有A2-23 
安永9 1780 557 297 255 2  3  区有A2-28 
天明5 1785 579 295 275 2  3 4 町田104,区有A2-32 
天明9 1789 585 298 277 2  3 5 区有A2-36 
寛政7 1795 584 306 267 2  4 5 区有A2-39 
寛政12 1800 566 289 268 1  4 4 区有A2-44,-45 
文化7 1810 547 283 256 1  4 3 区有A2-53,-54 
文化12 1815 545 274 264 2 1 2 2 区有A2-67,-68,-69 
文政3 1820 539 274 258 2 1 2 2 区有A2-85,-86 
文政8 1825 548 282 260 2 1 1 2 区有A2-94,-95 
文政13 1830 544 270 266 3 1 1 3 区有A2-104,-105 
天保6 1835 530 271 249 3 1 2 4 区有A2-118,-119 
天保11 1840 507 257 241 3 1 2 3 区有A2-133,-134 
弘化2 1845 519 252 258 3 1 2 3 区有A2-149,-150 
嘉永3 1850 529 263 259 3  2 2 区有A2-159,-160 
安政2 1855 537 268 263 3  1 2 区有A2-172,-173 
安政7 1860 565 284 275 3  1 2 区有A2-187,-188 
元治2 1865 584 291 287 3  1 2 区有A2-201,-202 
明治3 1870 612 304 302 2  2 2 区有A2-215,-216 
明治12 1879 627 316 311     『長野県町村誌』東信篇 

注）出典は，解題・関連資料で示したように資料名称を略記し資料番号を記した．ただし公刊の図書資料は書名のみ示した． 
 
表4．慶応3年（1867）の御馬寄村本古新田畑分持高分布 
高（石） 計（名） 219 村内 155 村外 64 
40 ～  1 0 1 
30 ～ 40 0 0 0 
25 ～ 30 1 1 0 
20 ～ 25 1 1 0 
15 ～ 20 3 3 0 
10 ～ 15 5 5 0 
8 ～ 10 1 1 0 
6 ～ 8 7 6 1 
4 ～ 6 20 16 4 
2 ～ 4 52 25 27 
1 ～ 2 47 30 17 
0.5 ～ 1 31 26 5 
0 ～ 0.5 50 41 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町田122より作成．当初の記載高を集計し

た（加筆や附箋による最終的な持高ではな

い）． 



2.御馬寄村    〔211〕 

表5．御馬寄村村役人変遷一覧（抄） 
年代   人名      出典 
和暦 西暦 月日 名主 組頭    百姓代  
慶安元 1648 5.18 一郎右衛門 与三左衛門 茂兵衛 助左衛門 正兵衛  区有A3-17 
          
寛文2 1662 7.29 市郎右衛門 与三左衛門 佐左衛門 茂兵衛 庄右衛門 庄兵衛  区有A3-30 
          
寛文8 1668  市右衛門 忠兵衛 庄兵衛 茂兵衛 市兵衛 孫右衛門 喜右衛門  区有A3-35 
寛文9 1669         
寛文10 1670  町田太兵衛      町田107 
寛文11 1671 3  勘蔵     区有A3-43 
          
延宝3 1675  町田太兵衛      町田111 
          
延宝7 1679 12.2 三左衛門 佐左衛門 庄兵衛 茂兵衛 伊右衛門 市兵衛  区有A3-53 
          
天和2 1682 7 三左衛門 佐左衛門 庄兵衛 茂兵衛 伊右衛門 市兵衛 仁兵衛 町田143 
天和3 1683  三左衛門      区有A2-2 
          
元禄2 1689 7 三左衛門      区有A3-70 
          
元禄6 1693 4.29 三左衛門 長左衛門 与惣左衛門    区有A3-79 
          
元禄14 1701 9 三左衛門      区有A3-57(3) 
元禄15 1702 12 三左衛門 長左衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛  町田144 
元禄16 1703  三左衛門 長左衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛 八左衛門 区有A2-3 
宝永元 1704 10 市右衛門 源左衛門 庄兵衛 市兵衛 長左衛門 八左衛門 区有A3-93 
宝永2 1705 8 市右衛門 源左衛門 八左衛門 庄兵衛 市兵衛 金兵衛 町田637 
宝永3 1706         
宝永4 1707 3 市右衛門 源左衛門 八左衛門 庄兵衛 市兵衛 金兵衛 区有A2-4 
          
宝永7 1710 8 市左衛門      町田616 
宝永8 1711 3 市左衛門 源左衛門 八左衛門 市兵衛 庄兵衛 金兵衛 区有A3-102 
正徳2 1712 3 市左衛門 源左衛門 市兵衛 八左衛門 庄兵衛  土屋資料58-1 
正徳3 1713 4 甚左衛門 平右衛門 八左衛門 市兵衛 庄兵衛  区有A3-103(1) 
          
享保3 1718 10 甚左衛門 平右衛門 八左衛門 市兵衛 金兵衛  区有A3-108 
          
享保6 1721 1 甚左衛門 八左衛門 金兵衛 平右衛門 市兵衛  区有A3-112 
享保7 1722 11 甚左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門  区有A3-114 
享保8 1723  甚左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門 七左衛門 町田13 
享保9 1724  甚左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門 七左衛門 町田13 
享保10 1725  市左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門 七左衛門 町田13 
享保11 1726  市左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門 七左衛門 町田13 
享保12 1727  市左衛門 平右衛門 市兵衛 金兵衛 八左衛門 七左衛門 町田13 
享保13 1728  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 七左衛門 町田13 
享保14 1729 閏9 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 初右衛門 区有A3-124 
享保15 1730  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 初右衛門 町田13 
享保16 1731  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 初右衛門 町田13 
享保17 1732  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 初右衛門 町田13 
享保18 1733 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 市太夫 町田13 
享保19 1734 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 市太夫 町田13 
享保20 1735 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 市太夫 町田13,260 
享保21 1736 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 市太夫 町田13 
元文2 1737 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 市太夫 区有A2-5 
元文3 1738  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 仙右衛門 区有A2-6ほか 
元文4 1739 3 市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 仙右衛門 区有A2-7ほか 
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元文5 1740  市左衛門 平右衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 仙右衛門 区有A2-8 
寛保元 1741 3 市左衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 千右衛門 庄右衛門 町田13 
寛保2 1742 3 市左衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 専右衛門 庄右衛門 町田12 
寛保3 1743 3 市左衛門 金兵衛 八左衛門 市兵衛 専右衛門 庄右衛門 町田13 
延享元 1744 3 市左衛門 八左衛門 仙右衛門 清右衛門  庄右衛門 町田13 
延享2 1745 3 市左衛門 八左衛門 仙右衛門 庄右衛門 文八 弥兵衛 町田13 
延享3 1746 3 市左衛門 八左衛門 仙右衛門 文八 弥兵衛 仁兵衛 区有A2-11 
延享4 1747         
延享5 1748 3 市左衛門 八左衛門 千右衛門 文八 弥兵衛 仁兵衛 区有A2-12 
寛延2 1749         
寛延3 1750 3 市左衛門 八左衛門 千右衛門 文八 弥兵衛 仁兵衛 区有A2-13 
寛延4 1751 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 仲右衛門 区有A2-14 
宝暦2 1752 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 仲右衛門 区有A2-14 
宝暦3 1753 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 仲右衛門 区有A2-14 
宝暦4 1754 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 仲右衛門 区有A2-14 
宝暦5 1755 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 源助 区有A2-14 
宝暦6 1756 3 市左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 源助 区有A2-16 
宝暦7 1757 3 三左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 源助 区有A2-14 
宝暦8 1758 3 三左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 源助 区有A2-14 
宝暦9 1759 3 三左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 長右衛門 区有A2-14 
宝暦10 1760 3 三左衛門 千右衛門 要右衛門 弥兵衛 仁兵衛 長右衛門 区有A2-14 
宝暦11 1761 3 三左衛門 要右衛門 弥兵衛 八左衛門 仁兵衛 良右衛門 区有A2-14 
宝暦12 1762 3 三左衛門 要右衛門 弥兵衛 八左衛門 良右衛門 万之助 区有A2-14 
宝暦13 1763 3 三左衛門 清右衛門 八左衛門 良右衛門 繁治 万之助 区有A2-14 
宝暦14 1764 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 清右衛門 繁治 市郎右衛門 区有A2-14 
明和2 1765 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 清右衛門 繁治 利左衛門 区有A2-14 
明和3 1766         
明和4 1767 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 清右衛門 繁治 利左衛門 区有A2-17 
明和5 1768 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 清右衛門 繁治 利左衛門 区有A2-18 
明和6 1769 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門    区有A2-19 
明和7 1770 1 市郎左衛門       
明和8 1771 12 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 繁治 郡蔵 源五右衛門 小平(純)8(2) 
          
安永4 1775 3 市郎左衛門 八左衛門 良右衛門 繁治 郡蔵 善右衛門 区有A2-23 
安永5 1776         
安永6 1777 3 市郎左衛門 良右衛門 繁次 郡蔵 市郎右衛門 友右衛門 区有A2-25 
          
安永9 1780 4.14 栄七 市郎右衛門 繁治 郡蔵 善右衛門 惣八 町田842-1 
安永10 1781 3 栄七 繁治 郡蔵 市郎右衛門 善右衛門 惣八 区有A2-29 
          
天明4 1784 3 栄七 繁治 郡蔵 市郎右衛門 善右衛門 甚五右衛門 区有A2-30 
天明5 1785 8 栄七 郡蔵 繁治 市郎右衛門 善右衛門  小平(純)14 
天明6 1786 3 栄七 繁治 郡蔵 市郎右衛門 専右衛門 所右衛門 区有A2-33 
天明7 1787         
天明8 1788 3 栄七 繁治 郡蔵 市郎右衛門 専右衛門 所右衛門 区有A2-35 
寛政元 1789 3 栄七 繁治 郡蔵 市郎右衛門 専右衛門 八左衛門 区有A2-36 
寛政2 1790 3 健治 繁次 郡蔵 三郎右衛門 専右衛門 八左衛門 区有A2-37 
寛政3 1791 1 健治      小平(純)8(3) 
寛政4 1792 3 健治 繁治 郡蔵 専右衛門 熊之助 八左衛門 区有A2-38 
寛政5 1793         
寛政6 1794         
寛政7 1795 3 政之丞 郡蔵 甚左衛門 専右衛門 由五郎 和吉 区有A2-39 
寛政8 1796         
寛政9 1797 3 政之丞 郡蔵 専右衛門 弥左衛門 勝三郎 為右衛門 町田6 
寛政10 1798 4.13 政之丞      区有A3-263 
寛政11 1799 3 政之丞 郡蔵 弥左衛門 勝次郎 勘蔵 八左衛門 区有A2-43 
寛政12 1800 3 市左衛門 郡蔵 弥左衛門 初右衛門 勘蔵 八左衛門 区有A2-44 
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享和元 1801 3.7 市左衛門 郡蔵 弥左衛門 初右衛門 勘蔵 八左衛門 区有A2-47 
享和2 1802 6 市左衛門 初右衛門 勘蔵 八左衛門 善九郎 伝之助 町田722-10 
享和3 1803 11 市左衛門 初右衛門 勘蔵 八左衛門 善九郎 伝之助・忠次 町田722-1-4 
享和4 1804 1 市左衛門 初右衛門 勘蔵 八左衛門 善九郎 伝之助・忠治 町田722-1-5 
文化2 1805 3 市左衛門 勘蔵 八左衛門 善九郎 伝之助 所五兵衛 町田722-1-6 
文化3 1806 7 市左衛門 八左衛門 傳之助 良右衛門 善三郎 七左衛門 町田198 
文化4 1807 9 市左衛門 八左衛門 良右衛門 善三郎 重蔵 七左衛門 町田1049-5 
文化5 1808 9 市左衛門 八左衛門 良右衛門 善三郎 重蔵 七左衛門 町田131 
文化6 1809 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 重蔵 善九郎 惣四郎 区有A2-52 
文化7 1810 6 市左衛門 傳之介 良右衛門 善九郎 宗四郎 茂兵衛 町田717 
文化8 1811 3.6 市左衛門 傳之助 良右衛門 善九郎 惣四郎 茂兵衛 区有A2-56 
文化9 1812 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 善九郎 惣四郎  区有A2-60 ほか 
文化10 1813 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 善九郎 惣四郎 万蔵 区有A2-61 
文化11 1814 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 善九郎 惣四郎 万蔵 区有A2-63 
文化12 1815 12 市左衛門 傳之助 良右衛門 仙右衛門 善九郎 松蔵 町田565 
文化13 1816 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 松蔵 区有A2-71 
文化14 1817 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 松蔵 区有A2-75,-76 
文化15 1818 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 清兵衛 区有A2-78 
文政2 1819 2 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 清兵衛 町田184 
文政3 1820 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 清兵衛 区有A2-85 
文政4 1821 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 仲右衛門 区有A2-87 
文政5 1822 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 仲右衛門 区有A2-88,-89 
文政6 1823 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 仙右衛門 善九郎 仲右衛門 区有A2-90 
文政7 1824 3 市左衛門 傳之助 良右衛門 専右衛門 善九郎 常次郎 区有A2-92 
文政8 1825 3 市右衛門 良右衛門 専右衛門 善九郎 庄左衛門 常次郎 区有A2-94 
文政9 1826 3 市右衛門 良右衛門 専右衛門 善九郎 庄左衛門 常次郎 区有A2-96 
文政10 1827 3 市右衛門 良右衛門 専右衛門 善九郎 庄左衛門 万右衛門 区有A2-98,-99 
文政11 1828 3 市右衛門 良右衛門 専右衛門 善九郎 庄左衛門 万右衛門 区有A2-100 ほか 
文政12 1829 3 市右衛門 良右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 万右衛門 区有A2-102 
文政13 1830 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 万右衛門 金兵衛 区有A2-104 
天保2 1831 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 万右衛門 金兵衛 区有A2-106 
天保3 1832 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 万右衛門 金兵衛 区有A2-109 
天保4 1833 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 与左衛門 金兵衛 区有A2-112 
天保5 1834 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 与左衛門 良右衛門 区有A2-115 
天保6 1835 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 与左衛門 良右衛門 区有A2-118 
天保7 1836 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 与左衛門 良右衛門 区有A2-123 
天保8 1837 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 庄右衛門 与左衛門 良右衛門 区有A2-124 
天保9 1838 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 佐左衛門 与左衛門 留蔵 区有A2-127 
天保10 1839 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 佐左衛門 与左衛門 留蔵 区有A2-130 
天保11 1840 3 市右衛門 専右衛門 善九郎 佐左衛門 与左衛門 留蔵 区有A2-133 
天保12 1841 3 市右衛門 専右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 彦右衛門 区有A2-136 
天保13 1842 3 市右衛門 専右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 彦右衛門 区有A2-140 
天保14 1843 3 市右衛門 専右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 彦右衛門 区有A2-143 
天保15 1844 3 市右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 良右衛門 七左衛門 区有A2-146 
弘化2 1845 3 市右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 良右衛門 七左衛門 区有A2-149 
弘化3 1846 3 市右衛門 佐左衛門 与左衛門 留蔵 良右衛門 七左衛門 区有A2-151 ほか 
弘化4 1847 3 市右衛門 佐左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 七左衛門 区有A2-153 
嘉永元 1848 3 市右衛門 佐左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 七左衛門 区有A2-155 ほか 
嘉永2 1849 5 市右衛門 與左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 専三郎 町田819-4 ほか 
嘉永3 1850 3 市右衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 専三郎 区有A2-159 
嘉永4 1851 3 市右衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 専三郎 区有A2-161 
嘉永5 1852 3 市右衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 専三郎 区有A2-163 
嘉永6 1853 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 為右衛門 区有A2-166 
嘉永7 1854 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 為右衛門 区有A2-169 
安政2 1855 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 為右衛門 区有A2-172 
安政3 1856 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-175 
安政4 1857 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-178 
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安政5 1858 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-183 
安政6 1859 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-184 
安政7 1860 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-187 
万延2 1861 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-190 
文久2 1862 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 良右衛門 彦右衛門 清兵衛 区有A2-193 
文久2 1862 9 市左衛門 与左衛門 市太夫 彦右衛門 七左衛門 仙右衛門 町田608 
文久3 1863 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 彦右衛門 七左衛門 仙右衛門 区有A2-195 
文久4  1864 3 市左衛門 与左衛門 市太夫 彦右衛門 七左衛門 仙右衛門 区有A2-198 
元治2  1865 3 市左衛門 直次 市太夫 彦右衛門 七左衛門 仙右衛門 区有A2-201 
慶応2 1866 3 市左衛門 直次 市太夫 彦右衛門 七左衛門 仙右衛門 区有A2-204 
慶応3 1867 3 政之丞 直次 市太夫 彦右衛門 七左衛門 文右衛門 区有A2-207 
慶応4  1868 3 政之丞 市太夫 彦右衛門 七左衛門 清兵衛 健六 区有A2-210 
明治2 1869 3 政之丞 市太夫 彦右衛門 清兵衛 千代次 健六 区有A2-214 
明治3 1870 3 政之丞 市太夫 彦右衛門 清兵衛 良右衛門 健六 区有A2-216 
明治4 1871 3 八郎 市太夫 彦右衛門 清兵衛 良右衛門 健六 区有A2-218 
明治4 1871 12 小平八郎 町田彦右衛門 町田清兵衛 町田良右衛門 山浦健六 山浦儀助 区有B45 
明治5 1872 1 小平八郎 町田彦右衛門 町田清兵衛 町田良右衛門 山浦健六 山浦儀助 町田7 

注） 
1.村役人の各人名の出典は，解題・関連資料で示したように資料名称を略記し資料番号を記した． 
2.肩書に特記する事柄があれば人名に続けて（）内に記した． 
3.町田家の当主等が就任している場合，人名を点線の四角で囲んだ． 
4.「名主」は，寛政初年頃までしばしば「庄屋」の肩書が用いられていた． 
5.「百姓代」は，享保19年までは「御百姓惣代」「惣百姓代」の肩書が用いられていた． 

 

表6．御馬寄村公職一覧（抄） 
佐久郡第九区 副区長 戸長 副戸長 百姓代 その他 出典 

明治5 1872 10 小平八郎 小平八郎 町田良右衛門 山浦

健六 町田清兵衛 

町田武左衛門 

町田佐太郎 
 町田33 

明治6 1873 3 箕輪鼎 小平八郎 町田良右衛門 山浦

健六 町田清兵衛 

町田武左衛門 

町田佐太郎 

第九区区長・地券見

廻り：木内源太 

町田40,52 ほ

か 

明治7 1874 1.～7.  小平八郎 町田良右衛門 山浦

健六 町田清兵衛 

町田武左衛門 

町田佐太郎 
 町田31,39 ほ

か 

第四大区六小区 戸長 村用掛/用掛 村代議人/代議人 その他 出典 
明治7 1874 11.～ 依田源四郎    区有B68ほか 
明治8 1875 1.～7. 依田源四郎 町田良右衛門 町田佐太郎 下調人：町田長四郎 区有B69ほか 
明治8 1875 10 依田源四郎 町田良右衛門 町田美和治 下調人：町田武左衛門 町田618 
明治9 1876 3 依田源四郎 町田良右衛門 

町田仙右衛門 
町田美和次 町田佐

太郎 山浦七左衛門 
 町田620ほか 

北第七大区五小区 副戸長 村用掛/用掛 村代議人/代議人 その他 出典 
明治10 1877 2 依田源四郎 町田良右衛門 

町田仙右衛門 
町田佐太郎  町田621 

明治10 1877 9 依田源四郎 
依田仙右衛門 

町田美和次 
山浦一助 

町田儀作 町田利助 

町田豊次郎 
惣代：町田良右衛門 町田

仙右衛門 町田佐太郎 
町田98 

明治12 1879 5 依田源四郎 山浦一助 町田甚太郎 町田長

四郎 山浦為太郎 
惣代：町田良右衛門 町田

仙右衛門 町田佐太郎 
『長野県町村

誌』東信篇 
明治12 1879 6 戸長 町田良右衛門  町田705ほか 
明治13 1880   町田良右衛門  町田836ほか 
明治14 1881 ～10.11  町田良右衛門  町田990ほか 
明治16 1883 12  町田甚太郎  町田1030 ほか 
明治17 1884   町田甚太郎  町田923ほか 
明治18 1885 4.～ 北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長 平嶌省三  町田924ほか 
明治19 1886 12.～  岡部弾二  町田925ほか 

注）出典の表示は表 5 にならった．ただし公刊の図書資料は書名のみ示した．また，町田家当主等の就任は，人名に下線を付

して示した． 
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1.戸籍区前 
（シリーズ記述） 

 ここには，戸籍区設置前（主として江戸時代）の時期で，はじめ町田家の者によって作成・管理されたかどう

か不明ながら，御馬寄村に関する内容であることは間違いない分を配列した．本項目のさらに下位の項目は村の

記録等の発生契機として考えられる要素から仮設するものとし，その要素は本項目下の資料の存在状況と当村の

村明細帳の記載事項を参考にした．なお，戸籍法が制定された明治 4 年（1871）や名主等が廃された明治 5 年を

もって厳密に時期を区分するのではなく，名主等で表現されている資料は本項目下へ収めている． 

 

1.領主 

1.村指出 
143 
天和弐壬戌年 七月廿八日 信州小諸領御馬寄村指出

シ 上ヶ帳 下書（「拾五ヶ年免相書上」とも）． 
天和 2 年壬戌 7 月 28 日． 差出：信濃国佐久郡御馬寄

村 庄や 三左衛門，組頭 佐左衛門，同 庄兵衛，組頭 

茂兵衛，同 伊右衛門，同 市兵衛，御百姓惣代 仁兵衛． 

受取：小嶋弥市右衛門様，内海四郎左衛門様，大山権

九郎様，白井九兵衛様． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
144 
元禄十五壬申年 十二月 信州佐久郡御馬寄村指出

［帳] 弐百七石九斗壱舛四合． 
元禄15壬申年極月． 差出：[御馬寄村庄屋]三左衛門，

同所組頭 長左衛門，源左衛門，庄兵衛，市兵衛． 受

取：加川八之丞様，山本弥兵衛様，本間甚五左衛門様，

室加戸左衛門様． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
原本下部欠損，裏打・綴修復（原本を使用した復元文書）．標題

は，裏表紙へ編綴された原表紙より．表紙・本文中に後筆（朱

筆・ペン）の貼紙． 
145 
「天保十五辰年二月」明細調帳「御馬寄村」（御公儀様明

細御取調ニ付書上）． 
天保 15 辰年 2 月． 作成：信州佐久郡御馬寄村 名主 

市左衛門，組頭 佐左衛門，百姓代 七左衛門．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
標題「」内後筆（ペン）．下書ヵ． 

2.御触等 
151 
延享四年 卯三月廿三日 御触書之写（薪・材木等付届

駄賃ほか近年村々困窮のため手当申付，先年条目遵

守・博奕禁ほか御触書の請書）． 
（延享4 年）卯3 月23 日． 作成：科兵衛(印)[ほか 77 名

連印7 名連署]．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「１」． 
155 
文化三年 寅七月日 御公儀様`より`御触書写 御馬寄

村（浪人その他への合力禁止，請書とも）． 
文化3 年6 月． 作成：御役所；小諸役所；役元．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「５」「林」，裏表紙朱筆「林」． 
642 
（近来無宿ども長脇指・鉄砲を所持し狼藉につき以来右

体の者死罪重科の旨公儀仰せ出され領内にても右体

の者押え置き訴出るべき旨触書写）． 
文政10 亥年7 月． 作成：小諸 役所．  
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「８」，同ペン「文政十亥年七月 小諸御役所ヨリ被仰出

書付写」．本文にペンで書込み．横長帳面様に折りたたみ． 
163 
天保二辛卯年 三月 御支配様御廻村之上 被仰渡候

御書付一統請印帳 御馬寄村． 
（天保2 年）卯3 月18 日． 差出：惣役人，寺社，惣百姓． 

受取：長沼五郎蔵様． 
1 冊（2 冊のうち）． 堅半（二ツ綴）． 
164 と紙縒り紐で一括．表紙朱筆「１１」． 
167 
「天保八酉年十月」御取締御書付「壱通」 御家中江被

仰渡候御書付「壱通」 御足軽以下へ被仰渡候御書付

「壱通」 廻札 附組合村議定書「壱通」（御家中江被仰

渡候御書付他綴）． 
（天保8年）酉10月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，

組頭 専右衛門，同 善九郎，同 佐左衛門，同 与左衛

門，百姓代 良右衛門． 受取：御支配様． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙に貼紙（「」内）あり，貼紙下「寛政度被仰出候御書付」．もと

前欠のところ文を補う． 
168 
天保八丁酉十月 御取締倹約之覚 東西村々一同． 
天保8 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
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表紙に朱筆「１３」． 
169 
「天保八酉年十月」 御取締御書付 壱通 御家中`より`

被仰出候御書付 壱通 御足軽以下江被仰渡御書付 

壱通 御廻札 壱通． 
（天保8年）酉10月． 差出：御役所． 受取：川西 大久

保村初 三十六ヶ村 右村  々名主中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に朱筆「１２」．「」内は表紙へペン書き．本帳の各文書開始

位置に見出し附箋． 
872 
[寅正月生糸取締方触廻状写]松平周防守殿御渡し候御

書付写（生糸売捌方につき触）・水野和泉守殿御渡候御

書付写（生糸取締方改印開始につき触）． 
（慶応2）寅2 月15日（仁左衛門の順達依頼記載の年代

より）． 作成：（御役所）；役元；仁左衛門．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし，綴部に題簽様の横切紙貼付，「慶応二寅年 二月 生

糸売捌取締書」（後筆・ペンヵ）． 
1359-69 
[廻状写ヵ]（役人へ宿村内案内すべき旨，また並木ある

宿村並木の分差出の旨申達）． 
辰 10 月 14 日巳中刻出ス． 差出：御普請役 大嶋東一

郎，古部元次郎，渡邊宇一郎． 受取：中山道 浦和宿`

より`下諏訪宿迄 私領往還附 右宿村々役人中． 
1 通． 横切継紙． 
前欠ヵ． 
1139-187(29) 
（御廻米・郷中倣等についての代官所からの通達写等

書付）． 
1 通（綴31 通のうち）． 横折紙． 

3.諸書上・書留 
70 
宝暦十弐年 壬午四月`より` 御用向書上之扣 庄屋 

三左衛門；(附)御尋ニ付書付を以奉申上候御事（村々中

馬往来の開始・停止の時期・理由等書付指上げの仰渡

しにつき当村中馬はないが倉ヶ野宿外へ米穀外商荷物

附送り等作間稼ぎはある旨）． 
宝暦 10 年 4 月～天明 3 年 5 月；(附)年号月（挟込み位

置から宝暦 13 年頃ヵ）． 差出：(附)平賀村名主 ー，与

頭ー． 受取：(附)平賀 御役所． 
1 冊（附1 通とも）． 堅半（二ツ綴）． 
31～32 丁目間に竪紙 1 通(附)．年代範囲下限は本帳末尾年代

記載より．附端裏「平賀辺ニ而書上候由」． 
384 
文化十二亥年十二月 久離帳外人并他参奉公人書上

帳 御馬寄村． 
文化12 年11 月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，組

頭 傳之助，同断 良右衛門，同断 仙右衛門，同断 善

九郎，百姓代 松蔵． 受取：須藤曽太夫様． 

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆「２」． 
44 
文政八酉四月二日三日両日改 下縣境`より`桑山境迄 

川辺通間数改帳 御馬寄村． 
文政8 年4 月2 日・3 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆「４ノ一」（後筆，「一」の部分は「〇」を訂正し右脇

に記載）． 
465 
文政十一子年五月 御尋ニ付書上 御馬寄村（分郷駒

寄百姓常吉家内耕作第一出精）． 
文政 11 子年 5 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，

組頭 良右衛門，百姓代 万右衛門． 受取：須藤曽太夫

様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙全面に貼紙「文政十一子年五月 百姓常吉耕作出精書上」

（ペン）． 
643 
乍恐以口上書奉申上候（組合伊三郎女房けい舅姑・実

父母老養孝行につき）． 
天保 6 年未正月． 差出：組合惣代 冨右衛門． 受取：

御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「駒寄伊三郎女房書物」，同後筆「天保六年親孝行」（ペ

ン）． 
16 
天保十五辰年 十月 往還並木御見分 御尋ニ付書上

帳 御馬寄村． 
天保 15 辰年 10 月． 作成：牧野遠江守領分 信濃国佐

久郡 御馬寄村 名主 市右衛門(印)，組頭 佐左衛門

(印)，百姓代 七左衛門(印)．  
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
389 
[安政六未年二月御馬寄村油菜畑書上]覚（油菜面積作

人取調）． 
安政 6 未年 2 月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門． 

受取：早川健太夫様，須藤徳左衛門様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙は後筆（ペン），後に付され合綴されたもの．下書ヵ． 
371 
慶応四辰年 八月 御用書留 栄左衛門・彦右衛門． 
慶応4 年8 月～9 月．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙右上朱筆「林」，同左上朱筆「19 の二」，裏表紙左上朱筆

「林」． 
236 
明治三庚午年 九月 往還丁数書上帳 御馬寄村扣． 
明治3 庚午年9 月． 差出：御馬寄村 名主 政之丞，組

頭 市太夫，百姓代 健六． 受取：民政 御役所． 
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1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
裏見返しに「午九月十五日御月番御支配早川善哉様へ差上申

候，出役名主 政之丞」． 
27 
明治四辛未年 十二月 百姓屋鋪御歩面取調「書上」帳 

御馬寄村． 
明治 4 辛未年 12 月． 差出：御馬寄村 百姓代 山浦儀

助，組頭 山浦健六，同 町田良右衛門，同 町田清兵衛，

同 町田彦右衛門，名主 小平八郎． 受取：元小諸県 

御役所． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
標題「」内は挿入訂正．本文中附箋多数．控，末尾に「右之通相

認未十二月七〔訂正前「九」〕日美埜紙竪帳袋綴ニいたし差上

候」． 
4.取締 

1110 
(1)覚（御種貸利籾上納・諸御礼事廻勤ほか御倹約御取

締御書付）；(2)覚（年番入代，別紙御書付につき廻達）． 
(1)（文化12年）亥9月；(2)亥9月28日． 差出：代官所． 

受取：右村  々名主中． 
1 通． 横美切継紙． 
本紙端に後筆（ペン書き）の表紙（横折紙）が一ツ綴に付されて

いる．(2)文中の別紙が(1)． 
158 
文化十二乙年 亥十二月 御取締ニ付村中組分ヶ軒別

印形帳 御馬寄村． 
文化12 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「７」． 
1390-44 
一札之事（傳五右衛門店借の者御尋ねにつき）． 
文政12丑年9月8日． 差出：御馬寄村店主 傳五右衛

門，同所名主 市右衛門． 受取：使 傳次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
奥「右店借り者は清吉と申もの之よし，使傳次郎殿`より`も相断遣

申候」． 
1388-7(26) 
（火付盗賊改による盗賊僉議につき達書写，三之助一

件）． 
丑9 月8 日．  
1 通． 横美切継紙． 
奥に巻込みの横美切継紙1 点． 
1388-7(27) 
（火付盗賊改による盗賊僉議につき達書写，盗賊三之

助一件）． 
丑9 月8 日．  
1 通． 横美切継紙． 
1390-48 
一札之事（店借の者御用向御尋につき）． 
丑9 月8 日． 差出：御馬寄村店主傳五右衛門，同所店

主市右衛門． 受取：使 傳次郎殿． 
1 通． 横切継紙． 
1202-9-26 
覚（御廻村相済み惣百姓御呼出し15才より60才までの

人名書上，および取締り仰付けの旨覚）． 
巳2 月28 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
右端一ツ目穴に紙縒り片． 

4.取締/○博奕 
161 
文政十亥年 八月二日 博奕停止申付一統請印帳 御

馬寄村役元． 
（文政10年）亥8月2日． 作成：大圓寺(印)[ほか2寺]，

市右衛門(印)，良右衛門(印)，専右衛門(印)，善九郎(印)，

庄右衛門(印)，万右衛門[印]，仲右衛門(印)[ほか 111 名

連印1 名爪印]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「９」． 
162 
文政十亥年 八月三日 博奕諸勝負取締請印帳 御馬

寄村． 
文政10亥年8月3日． 作成：常吉(印)，清五郎(印)，良

蔵(印)，才吉(爪印)，継七(印)[ほか14名連印6名爪印]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「１０」．最末尾ペン書「（右ノ 此覚書大切也）」． 
165 
覚（須ヶ間原他日々場所取替え博奕につき九ヶ村談事

のうえ耕作以外他出しないよう取計らうべき旨）． 
（天保 3 年）辰 8 月 3 日ばん`より`． 作成：（又左衛門ほ

か 31 名，「内，四人者商人」）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なく綴部上に貼紙（ペン書き）． 
171 
博奕并何事ニよらす不埒之義仕候もの夫々郷法ニ取

締候科附致候日記留 天保十四卯年正月`より` 小平

作蔵扣；(附)（過料銭差引覚）． 
天保14 年正月．  
1 冊（附1 綴とも）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙～1丁目間に横長半1綴（附，横折紙を端で貼付）挟込み． 
176 
博奕賭之諸勝負向後取締向儀定書 文久元酉年三月

相濱村ニおゐて会合（「被仰渡ニ付議定書之事」および

相濱村名主議定書順達廻状の各写，相濱村傳兵衛方

にて取極）． 
（文久元年）3月12日；（議定書）文久元酉年3月；（相濱

村名主廻状）3月13日． 差出：御改 仙右衛門；(議定書

写)下縣村 名主 七郎兵衛[ほか 11 ヶ村役人連署]；(相

濱村名主廻状)相濱村 名主． 受取：(相濱村名主廻状)

下縣村`より`御馬寄村迄拾弐ヶ村 右村  々御名主中様． 
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1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に朱筆「１８」． 
824 
被 仰渡ニ付議定書之事（控，博奕賭諸勝負組合村々

にて取締り諸雑費高割につき，事出来の節は連印順に

当番村を定め会合云々奥書とも）． 
文久元酉年 3 月． 作成：下縣村 名主 七郎兵衛，竹田

村 組頭 重右衛門[ほか10ヶ村名主・年寄・組頭ら連署]，

右十弐ヶ村連印；（奥書）出役 市太夫．  
1 通． 竪継紙． 
御馬寄村は与頭仙右衛門が作成に署名．ほか差出村々：糠尾

村・沓沢村・平井村・五郎兵衛新田・矢嶋村・八幡村・蓬田村・桑

山村・御馬寄村・相濱村． 
1139-161 
（博奕をしていた者等の名前書上，入布施瀧五郎方ほ

か）． 
1 通． 横美切継紙． 

5.廻村対応 
1388-6(11) 
（御支配様御廻村時の献立書付）． 
3 月16 日．  
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
1388-7(31) 
口上（芦田宿長久保宿泊幕府役人人数につき）． 
4 月 5 日暮六ッ時． 差出：八幡宿問屋． 受取：御馬寄

村御名主中様 急用事． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-6(9) 
覚（御支配様御廻村入用につき金額・人名書付）． 
1 通（綴20 通のうち）． 横折紙． 
1388-6(17) 
大久保村賄書 献立（御吸物・御酒・さしみほか）． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
1388-6(19) 
（五作・徳右衛門御呼出し博奕御取調に際し大野金五

左衛門様・小林喜蔵様廻村時の酒・肴代金書上）． 
1 通（綴20 通のうち）． 横折紙． 

6.欠所 
637 
願書之事（善兵衛欠所畑屋敷仰せ付けにつき）；(附)（表

書の畑屋敷支配につき奥裏書）． 
宝永2乙酉年8月6日． 差出：御馬寄村 初右衛門(印)，

同所庄屋 市右衛門(印)，同所組頭 源左衛門(印)，同 

八左衛門(印)，同 庄兵衛(印)，同 市兵衛(印)，惣百姓

代 金兵衛(印)；三宅平治右衛門(印)，宝加戸左衛門(印)． 

受取：宝加戸左衛門様，三宅平次右衛門様；御馬寄村 

初右衛門へ． 
1 通． 竪美． 

7.訴願 
791 
乍恐御訴詔申上候御事（当御縄入に際し小諸領惣百姓

困窮につき 15 ヶ条）． 
延宝 2 年寅 2 月 6 日． 差出：御領分惣代筆執 中屋敷

村名主 三郎右衛門． 受取：酒井日向守様御城代 成

瀬弥五左衛門様，御年寄衆 大原四郎兵衛様，柵木善

左衛門様，御代官衆 岡庭武太夫殿，木暮彦右衛門殿，

川端六右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
控または写ヵ． 

8.拝借 
383 
享和二壬歳 戌正月改 御種借元附帳 御馬寄村（種拝

借につき籾俵数・人名書上）． 
享和2年正月；（末尾）年号月日． 差出：名主，組頭，百

姓代． 受取：御支配様 御名前様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙破損．標題もと「…御種貸元…」とあり「貸」を訂正．末尾

記載のみ雛型的記載． 
945-1 
御拝借仕金子之事（金30 両）． 
文化12 亥年4 月． 差出：本町御拝借主伊左衛門(印)，

同所証人彦八(印)，同所請人佐兵衛(印)． 受取：御勘

定所様． 
1 通． 竪紙． 
945-2 
御拝借金証文之事（国役御普請金5 両）． 
文政7 申年12 月． 差出：御馬寄村名主市右衛門(印)． 

受取：江戸御勘定所様． 
1 通． 竪紙． 
945-3 
御拝借金証文之事（千曲川通国役御普請金見分諸入用

金35 両）． 
文政 8 酉年 4 月 13 日． 差出：塩名田宿名主彦兵衛，

組頭半左衛門，百姓代権之助，御馬寄村名主市右衛門，

組頭良右衛門，百姓代常次郎． 受取：御役所様． 
1 通． 竪紙． 

9.高札建替 
641 
乍恐以書付奉願上候（御高札立替のため見積り別紙横

帳差上げ入用金拝借・年賦返納仰せ付けられたく）；

(附)（同請書控）． 
文政7申年5月；(奥裏)申6月7日． 差出：御馬寄村 三

役 連印；(奥裏)御馬寄村 名主 市左衛門，組頭 善九

郎． 受取：須藤曽太夫様． 
1 通． 竪紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）．奥裏下貼紙「長野県北佐久郡 

中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン）．奥裏に願通り仰せ
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付け請書控あり． 
908-1(1) 
「文政七年申五月 御高札建替入用金拝借願 裏書年

賦拝借証文」（表紙）． 
文政7 年5 月．  
1 枚． 竪折紙． 
「（大東京文具商チヱーン特製）」「10―20」茶色原稿用紙．ペン

書き． 
908-1(2) 
乍恐以書付奉願上候（高札建替入用拝借につき，願通

り仰付けられ上納の旨裏書とも）． 
文政 7 申年 5 月． 差出：名主市左衛門(印)，組頭伝之

助(印)，同断良右衛門(印)，同断専右衛門(印)，同断善

九郎(印)，百姓代常次郎(印)；(裏書)御馬寄村名主市左

衛門(印)，組頭善九郎(印)． 受取：須藤曽太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版），奥裏下貼紙「長野県北佐久郡 

中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン書き），-2 以下《町田

文書等貼紙》と略記．朱筆書込み（後筆）． 
908-1(3) 
文政七申年 五月 御高札建替諸入用御願帳 御馬寄

村（諸入用資材代金作料書上）． 
文政7 申年5 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

傳之助，同良右衛門，同専右衛門，同善九郎，百姓代

常次郎． 受取：須藤曽太夫様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
町田文書等貼紙（帳面下部表紙・裏表紙）． 
908-2(1) 
「明治元年辰十月 御高札建替入用金拝借願並ニ拝借

年賦証文」（表紙）． 
明治元年10 月．  
1 枚． 竪折紙． 
「（大東京文具商チヱーン特製）」「10―20」茶色原稿用紙．ペン

書き． 
908-2(2) 
乍恐以書付奉願上候（高札建替入用拝借願）． 
明治元辰年 10 月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭

市太夫，同彦右衛門，同清兵衛，同千代次，百姓代伴

六． 受取：小林伝左衛門様，須藤右門太様． 
1 通． 竪継紙． 
町田文書等貼紙． 
908-2(3) 
乍恐以書付奉願上候（高札建替入用拝借願）． 
明治元辰年 12 月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭

市太夫，同彦右衛門，同清兵衛，同千代次，百姓代伴

六． 受取：石川錬左衛門様，須藤右門太様． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
908-2(4) 
明治元辰年 十月 御高札建替諸入用御願帳 御馬寄

村． 

明治元辰年 10 月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭

市太夫，同彦右衛門，同清兵衛，同千代次，百姓代伴

六． 受取：小林伝左衛門様，須藤右門太様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
町田文書等貼紙． 
652 
「明治元年辰十月 御高札建替小書付」． 
[明治元年10 月]．  
[13 点]． [一括]． 
標題は652-11 の裏表紙のペン書きより．もと横長半の帳面であ

る 652-11 裏表紙のペン書きのある部分を表に半折りし一括ヵ． 
652-1 
おほへ（板寸法覚）． 
年．  
1 通． 竪切紙． 
652-2 
送り状（栂木，百七拾五番）． 
差出：新三郎(印)． 受取：御馬寄御名主様． 
1 通． 竪切紙． 
差出印文「信州 佐久 臼田 〈○に上〉大和屋」． 
652-3 
送り状（栂木，百八拾九番）． 
差出：新三郎(印)． 受取：御馬寄御役元様． 
1 通． 竪切紙． 
差出印文「信州 佐久 臼田 〈○に上〉大和屋」． 
652-4 
送り状（栂木，百八拾八番）． 
差出：新三郎(印)． 受取：御馬寄宿御役元様． 
1 通． 竪切紙． 
差出印文「信州 佐久 臼田 〈○に上〉大和屋」． 
652-5 
送り状（栂木，百八拾五番）． 
差出：新三郎(印)． 受取：御馬寄宿御役元様． 
1 通． 竪切紙． 
差出印文「信州 佐久 臼田 〈○に上〉大和屋」． 
652-6 
送り状（栂木，百六拾七番）． 
11 月24 日． 差出：大和屋 新三郎(印)． 受取：御馬寄

宿御役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版），奥裏下貼紙「北佐久郡中津村

大字御馬寄町田良一氏蔵」（ペン書き），以下《町田文書等貼

紙》と略記．差出印文「信州 佐久 臼田 〈○に上〉大和屋」． 
652-7 
覚（川上栂直段）． 
1 通． 横折紙． 
町田文書等貼紙． 
652-8 
[林屋市郎次書状]（高札入用材荷物につき）． 
11 月10 日；(封筒)霜月10 日封． 差出：川端下村 林や
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市郎次；(封筒表)川はけ村 林や市郎次(印)． 受取：御

馬寄村御名主・御役人衆中様；(封筒表)御馬寄宿ニ而御

名主・役人衆中様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
町田文書等貼紙．封筒押印印文「信州 佐久川端下 〈ヤマに

市〉林屋」． 
652-9 
覚（栂代金受取）． 
丑正月． 差出：嶋田屋圓二郎(印)． 受取：御馬寄宿御

役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
奥巻上ヶ部下町田文書等貼紙．差出印文「信州 小諸 荒町 

〈入に一〉嶋圓」． 
652-10 
おほへ（飯料等覚）． 
1 通． 横折紙． 
町田文書等貼紙． 
652-11 
覚（高札材木代金支払等）． 
（明治元年辰10 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙後筆「明治元年辰十月 御高札建替小書付」（ペン）． 
652-12 
覚（栂木寸法等）． 
作成：冨木屋和平．  
1 通． 横折紙． 
652-13 
覚（馬士駄賃）． 
1 通． 横折紙． 
町田文書等貼紙． 

10.代官所 
1118-1 
[代官所令状]（別紙のとおり拝借金利足日限に上納に

つき]；(附)[御馬寄村市右衛門分拝借金利足書付]（金 2

両 1 分 2 朱銭 165 文，元金 30 両，上納日限 4 月 10 日

迄）． 
3 月25 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通（附1 通とも）． 横切継紙（包紙入）． 
包み封包紙封〆右「与良町`より`村継早々可相届候」．薄洗柿

色の別紙(附)1 通とも． 
1118-2 
[代官所申達状]（別紙書付のとおり利足金銭上納につ

き）；(附 1)[御馬寄村市右衛門分利足書付]（金 2 分 2 朱

銭502 文，元金7 両 1 分，上納期限25 日迄）；(附2)[用

件等書上]（春勧化の義ほか）． 
11 月18 日．  
3 通． 横切紙． 
別紙（附1・2）は本紙に同包（本紙を包紙として使用）．本紙末尾

に「望月町江之壱封序ニ可被相届候」とあり（附2 と関連ヵ）． 
1118-3 

[代官所申達状]（明二日八重原村堰の義で出張の旨，

委細大久保村岩吉と出先で申し談じ，芦田村へ出向に

つき）． 
3 月朔日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通． 横切継紙． 
封〆左「与良町`より`村継早々可相届候」．差出・宛先は上ワ書

より． 
1118-4 
[代官所申達状]（八重原村堰の義により明日十二日御

役所へ罷り出につき）． 
3 月11 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通． 横切継紙． 
差出・宛先は上ワ書より． 
1118-5 
[代官所申達状]（申達しの儀があるので明日十六日御

役所へ罷り出につき）． 
5 月 15 日． 差出：代官所． 受取：塩名田宿・御馬寄村 

問屋・名主中． 
1 通． 横切継紙． 
封〆左「与良町`より`村継早々可相届候」．差出・宛先は上ワ書

より． 
1139-187(6) 
[代官所達]（村郷金帳封印のまま差出し方仰付け，百姓

代・作場目付へも申通すべく）． 
12 月 14 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村名主・組

頭中． 
1 通（綴31 通のうち）． 横美切紙． 
1359-47 
[代官所差紙]（百姓又左衛門・同親類組合一人づつ御

用のため明後15 日三役人一人づつ罷出る旨申達）． 
9 月13 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通． 横切継紙． 
封〆左に「与ら町`より`村次早々に相届候」． 
1359-56 
[代官所差紙]（百姓又左衛門・組合親類一人づつ明日

廿四日三役人にて町宿まで同道，宅へ着届の旨申達）． 
9 月23 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通． 横切継紙． 
封〆左に「与良町`より`村次早々相届候」． 
1384 
[代官所より御馬寄村・山浦村名主中宛達書]． 
[3 点（2 通1 綴、計13 通）]． [一括]． 
-2 は端を紙縒りで結び綴じ． 
1384-1 
[代官所差紙]（山浦村清三郎・御馬寄村善九郎および両

人各組合親類，明日印形持参のうえ罷出るべく）． 
4 月21 日． 差出：代官所． 受取：山浦村 名主中． 
1 通． 横美切継紙（包紙入）． 
包紙上ワ書「巳上刻出ス急御用 本町`より`早速可相届候」． 
1384-2 
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[代官所申達書ほか綴]（御馬寄村百姓由右衛門・同親

類共・村役人等につき）． 
[4 月 24 日ほか]． 差出：[代官所]． 受取：[御馬寄村 

名主中]． 
1 綴（11 通）． 綴（一ツ目結び綴じ）． 
端を紙縒りで結び綴じ．1 通のみ「山浦村 名主中」宛．内容：市

平入牢，中原一件，押込御免，清兵衛・栄蔵買入米取計方な

ど． 
1384-3 
[代官所差紙]（山浦村百姓清三郎・御馬寄村与頭善九

郎に申達す儀あるため御役所へ三役人同道で罷出る

べく）． 
7 月 10 日． 差出：代官所． 受取：山浦村・御馬寄村 

各村  々名主中；(上ワ書)山浦村・御馬寄村 名主中． 
1 通． 横美切継紙． 

11.諸交渉 
1387-13 
[久代三九郎書状]． 
差出：日光御門 久代三九郎． 受取：信州御馬寄 小平

市左衛門様 要用入． 
[4 件]． [一括]． 
もと包紙入ヵ，包紙は上ワ書部分を切抜き．全体はカビで汚損． 
1387-13-1 
覚（日光御門御用達並木甚五右衛門を御泊めくだされ

たく）． 
1 通． 横美切紙大． 
後筆（ペン書き）書込み． 
1387-13-2 
内事（御屋敷様へ用立金願）． 
差出：三九郎． 受取：市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-13-3 
極内披（この書面，御奉行様へ御内見のほか他見相成

らざる旨，本紙は御留守居様へ）． 
1 通． 横美切紙． 
封印．標題は上ワ書より． 
1387-13-4 
（塩名田宿・御馬寄村間千曲川・依田川筋川除目論見覚

書）． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏「今般御勘定所御尋ニ付御留守居様江 差出候調書」． 
1387-14 
[代官所差紙および久代三九郎書状ほか]． 
差出：代官所． 受取：塩名田村 名主中． 
[5 件]． [包紙入一括]． 
-14-1～-14-5 は包紙で一括．全体はカビで汚損．包紙は破損．

包紙「与良町`より`村次早々可相届候」，朱筆「未写」（後筆）． 
1387-14-1 
[封筒]． 
差出：久代三九郎． 受取：小平市左衛門様． 

1 通． 封筒． 
-14-1～-14-3 は，もと-13 と一括ヵ． 
1387-14-2 
[書状]（見分につき留守居より差図があったので，御奉

行様へ伺うよう）． 
3 月７日．  
1 通． 横美切継紙． 
-14-1（封筒）本紙ヵ． 
1387-14-3 
[久代三九郎書状]（書中の内容，御奉行様に御含み置

く）． 
3 月 15 日． 差出：久代三九郎． 受取：小平市左衛門

様． 
1 通． 横美切継紙． 
奥追伸部分剥離，ほか封〆部破損，取扱注意． 
1387-14-4 
[差紙]（明後日役所へ罷出るよう）． 
10 月8 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村 名主中． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-14-5 
[差紙]（川除願につき申達にて）． 
3 月 18 日． 差出：代官所． 受取：塩名田村・御馬寄村

右村  々名主中． 
1 通． 横切継紙． 
本来-14 包紙に入っていた本紙ヵ． 
1387-15 
[久代三九郎書状]（川除普請につき御留守居様・御奉行

所様に御手入致し置いた件）． 
12 月朔日認；(包紙)12 月 3 日発． 差出：久代三九郎；

(包紙)日光御門 久代三九郎 江戸浅草`より`． 受取：

小平市左衛門様；(包紙)中山道御馬寄 小平市左衛門

様・鈴木由五郎殿 急要用入． 
1 通． 横美半折大（一ツ綴；包紙入）． 
包紙破損．本文は書状様に折りたたみ．包紙へペンで書込み． 
1387-16 
[久代三九郎書状]（御見分役人出立日治定，御奉行所

へ御内伺の上，差図を受けるよう）． 
（酉ノ）3 月 22 日． 差出：久代三九郎． 受取：彦兵衛

様・市左衛門様；(上ワ書)丸山彦兵衛様・小平市左衛門

様． 
1 通． 横美切継紙． 
年代は後筆（ペン書き）貼紙により補う． 
1387-17 
[久代三九郎書状]． 
差出：久代三九郎． 受取：丸山彦兵衛様・小平市左衛

門様． 
1 通． 横切紙または横切継紙ヵ（包紙入）． 
破損汚損により開披不可，取扱注意． 
1387-18 
[久代三九郎書状]（川除普請につき御留守居様より勘
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定奉行所へ書面持参の件）． 
12 月 3 日認． 差出：久代；(包紙)久代三九郎． 受取：

小平様；(包紙)小平市左衛門様 急用事入． 
1 通． 横美切継紙（包紙入）． 
カビにより汚損． 
1387-59 
[塩名田宿新左衛門他一名書状案]（下書，浅草三九郎

様より貸金残金につき）． 
正月 18 日． 差出：塩名田宿新左衛門，御馬寄村市右

衛門． 受取：牧蔀様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-61 
[牧野蔀書状]（浅草三九郎死去，手入金・借財始末につ

き）． 
2 月17 日． 差出：蔀；(封筒)江戸屋敷`より`牧野蔀． 受

取：市左衛門殿・新座右衛門殿；(封筒)[塩名]田宿新左

衛門殿・[御馬]寄村市左衛門殿 内用． 
1 通． 横切継紙（封筒入）． 
封筒破損． 
1387-62-1 
[牧野蔀書状]（浅草久代三九郎死去，国役御普請手入・

借財始末につき）． 
極月 10 日． 差出：牧野蔀． 受取：塩名田宿新左衛門

殿・市左衛門殿． 
1 通． 横切継紙． 
包紙とも（-1～-3 入）． 
1387-62-2 
拝借仕金子之事（写，金 30 両，所持境内茶店弁天下喜

太郎名請見世等引当）． 
文政 7 申年 12 月． 差出：請人御馬寄村名主市左衛門 

拝借人久代三九郎印． 受取：牧野蔀様・足立文太夫

様・本間又兵衛様． 
1 通． 竪紙． 
1387-62-3 
[牧野蔀書状]（浅草三九郎死去につき相談頼み上げ）． 
12 月 10 日． 差出：牧野蔀． 受取：御馬寄村市左衛門

殿・塩名田宿新左衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
1387-63 
[塩名田村彦兵衛他一名書状案]（下書，久代三九郎死

去，拝借金手当難渋につき）． 
戌年4月20日． 差出：塩名田村彦兵衛，御馬寄村名主

市右衛門． 受取：牧野蔀様． 
1 通． 竪紙． 
1387-67 
[肴屋長五郎他一名書状]（論所地改手附柴田郡平ら当

地出向の旨）． 
(包紙)閏正月23 日出；(本紙)閏正月． 差出：(包紙)江戸

湯島天神門前町`より`，肴屋長五郎，尾張屋新六． 受

取：(包紙)牧野遠江守様御領分信州佐久郡御馬寄村 

名主市右衛門様・組頭佐左衛門様． 
1 通． 横切紙（包紙入）． 
包紙破損． 
1387-69 
[肴屋長五郎他一名書状]（御筆役御両人様其表に出立

につき）． 
閏正月 23 日． 差出：肴屋長五郎，尾張や新六． 受

取：名主市右衛門様・組頭佐左衛門様． 
1 通． 横切継紙． 

12.一般 
175 
安政四丁巳四月五日塩名田ニおゐて写之 御比奈形ニ

而御請書之写三冊 御馬寄村扣． 
安政4 年4 月．  
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
裏表紙後ろに竪折紙 1 枚ひねり綴で綴込み．本来の裏表紙の

記載「信州佐久郡 御馬寄村 組頭 良右衛門扣」上に貼紙． 
1388-8 
（「御目付御両所」ほかへの金銭書付および「山岸岡右

衛門様」ほか人名書付）． 
（近世）．  
2 通． 横折紙・小切紙． 
1387-85 
[須藤曽太夫書状]（買入籾払米見合せにつき）． 
8 月 9 日． 差出：須藤曽太夫． 受取：御馬寄村市右衛

門殿． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(21) 
（小諸藩役人へ御窺の事項等覚）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(23) 
覚（藩役人へ伺の事項，献物等）． 
1 通． 横美切継紙． 

2.土地 

1.検地・石高改ほか 
3 
寛文十年庚戌八月廿二日 信州佐久郡御馬寄村 本田

畑御縄打帳写． 
寛文 10 年庚戌 8 月 22 日． 作成：下田勘右衛門・石川

権左衛門・堀安太夫，竿取 新兵衛・弥次右衛門．  
1 冊． 堅美大（四ツ目綴）． 
見返し右下「名主 市右衛門代写之」．本文附箋多数． 
4 
寛文十年庚戌八月廿二日 信州佐久郡御馬寄村 古新

田畑御縄打帳写 名主市右衛門代 写之． 
（寛文10 年）戌8 月22 日．  
1 冊． 堅美大（四ツ目綴）． 
107 
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寛文拾年 戌ノ九月四日ニ此帳出申候 新水帳石寄之

覚 御馬寄村 町田太兵衛(略押)． 
寛文10 年9 月4 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に「新古開も此内ニ御座候」．裏表紙に小諸領御奉行衆の

名前等記載． 
109 
[石高改] 御馬寄村 太兵衛． 
（寛文年間ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表題欠．表紙上部綴付近に「済」．107 下書ヵ． 
111 
延宝三年 卯正月十一日 石高覚，(裏表紙)かみかす

六丁 伊勢五太力菩提 御馬寄村 町田太兵衛（略押）． 
延宝3年正月11日（～元禄9年）． 作成：御馬寄村 町

田太兵衛．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
汚損． 
110 
天和弐年 戌ノ正月吉日 石高覚，(裏表紙)かミ［数五

(ヵ)］丁 伊勢五太力菩提 御馬寄村 町田太兵衛． 
天和2 年正月吉日．  
1 冊． 横半半折（列帖装三ツ穴綴）． 
表紙に屋敷高等の記載あるも，かすれ難読．1 丁目半分（1～2

頁）・3 丁目半分（9～10 頁）・4 丁目半分（11～12 頁）破り取り． 
231 
元禄四年 かのとの 未ノ五月十四日ニ写之者也 五郎

兵衛新田改帳 御馬寄村 町田平内；(附)（隣村五郎兵

衛新田開発時御馬寄村市郎右衛門開発地由来書）． 
（元禄4 年5 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
本文に朱筆（後筆）書込み．裏表紙後に横折紙（「10×20」原稿

用紙裏面）1 枚(附)をひねり綴で結付け． 
69 
元禄拾六年 未ノ七月 田畑新古開畝歩石寄帳 御馬

寄村 町田八左衛門． 
元禄16 年7 月．  
1 冊． 堅半（四ツ目綴，不完全）． 
汚損，破損． 
122 
慶応三丁卯年 十一月改 本古新田畑石高帳 御馬寄

村 役元． 
慶応3 年11 月．  
1 冊． 横長美（下ヶ二ツ目綴）． 
大判． 

2.質地売買 
996-1 
質置ニ譲り渡申畑証文之事（名所新兵衛在家本上畑 1

畝 6 歩ほか 2 筆川ばた新下畑 12 歩・代金 4 両 1 分永

132 文，去申御年貢御未進につき，書面相違ない旨奥

書とも）． 
安永6 丁酉年2 月． 差出：畑売主 清右衛門(印)，請人 

十蔵(印)，同断 郡蔵(印)；（奥書）名主 市郎左衛門(印)． 

受取：五郎次殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「清左衛門」． 
1022 
売渡申林証文之事（所持の平井村分名所土手の外ほ

か林計7 筆，代金7 両）． 
文久2 年戌2 月． 差出：塩名田村売主 丈右衛門(印)，

同断 五六(印)，同断 四郎治(印)，平井村請人 弥作

(印)，同 藤右衛門(印)；(奥書)平井村名主 弥市(印)． 

受取：御馬寄村 彦助殿，甚右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 

3.駒寄川原開発 
1111 
[駒寄川原開発一件書類]． 
天保15 年5 月．  
[3 通]． [一括]． 
1111-1 
為取替申一札之事（駒寄川原田畑への用水として下縣

村金龍寺境内千曲川縁を掘抜き同村字倉瀬の組頭五

左衛門所持地を水揚場とする際に両所地主へ地代の

籾を差出すことを対談し承知につき）． 
文政 6 癸未年正月． 差出：佐久郡下縣村 名主 所左

衛門，組頭 大次郎，同 善兵衛，同 五左衛門，同 四

郎次，同 吉次郎，百姓代 茂太夫． 受取：同郡御馬寄

村 御名主・御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上朱筆「３」（「４」を抹消），また端裏ペン書き「文政六年正

月為取替」． 
1111-2 
覚（御川除下郷地・御川除潰地坪数等勘定ほか改め・

境引きにつき書付）． 
（嘉永6 丑9 月11 日以後）．  
1 通． 横折紙． 
1111-3 
[絵図]（駒寄川原測量略絵図）． 
1 枚． 竪紙． 
1388-4(10) 
覚（下縣村との議定書取替し方につき日記）． 
（未正月11 日～19 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

3.年貢諸役 

43 
文化十三丙子年 十月朔日 年々御納所貫目小廻シ附 

名主 市左衛門扣． 
（文化13）子10月朔日～（明治4）未年10月18日． 作
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成：（「中山四郎兵衛」「穀取御出役 柳澤安蔵」など各年

藩役人）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
626 
[年貢皆済目録写]． 
[文政2～明治4 年]．  
[5 通]． [一括]． 
626-1 
卯之御年貢籾皆済納目録． 
文政2卯年10月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

傳之助，同断良右衛門，同断仙右衛門，同断善九郎，

同断清兵衛． 受取：須藤曽太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
破損．内容は「御免定辻」記載のほか奥文言のみ． 
626-2 
申之御年貢籾皆済納目録． 
作成：三役．  
1 通． 竪継紙． 
破損．「奥文言例年之通」につき略． 
626-3 
天保四巳年皆済目録． 
天保 4 巳年 11 月． 差出：御馬寄村三役連印． 受取：

長沼五郎蔵様． 
1 通． 横美切継紙． 
626-4 
明治四年 十一月 辛未御年貢籾納皆済目録 御馬寄

村扣． 
明治4辛未年11月． 差出：当御支配所御馬寄村 百姓

代山浦儀助，組頭山浦健六，同町田良右衛門，同町田

清兵衛，同町田彦右衛門，名主小平八郎． 受取：小諸

県御役所． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
綴は，捻ってあるだけ． 
626-5 
午之御年貢籾納皆済目録． 
明治3庚午年11月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭

市太夫，同彦右衛門，同清兵衛，同良右衛門，百姓代

健六． 受取：会計御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
1380 
[御年貢籾皆済納目録]． 
文政4年11月～文政12年11月（文政7・8年欠）． 作

成：御馬寄村 三役．  
1 綴． 横長半（一ツ目結び目止め綴じ）． 
6 年分の納目録を下から順に綴ったもの． 
42 
文政十三寅年 年々御年貢籾皆済目録． 
文政13寅年11月～明治4年． 差出：（御馬寄村 三役

人）． 受取：（「長沼五郎蔵」「八木六兵衛」など〔各年〕

藩役人；明治3年は「会計御役所様」，同4年は「小諸県 

御役所」）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1382 
[籾請取覚]． 
[天保8 年2 月]．  
[3 通]． [一括]． 
折りたたまれて一括． 
1382-1 
覚（籾 2 俵 23 日預け置いたところ，このたび請取につ

き）． 
天保 8 年酉 2 月 27 日． 差出：小諸本町 庄屋 五右衛

門(印)，百姓代 勘兵衛[印]． 受取：御馬寄村 御名主 

市右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1382-2 
覚（籾2 俵預り置きにつき）． 
天保 8 年酉 2 月 23 日． 差出：御馬寄村 名主 市右衛

門． 受取：本町 御名主 五右衛門殿，御年寄 半左衛

門殿． 
1 通． 竪紙． 
1382-3 
覚（籾2 俵預り置きにつき）． 
天保 8 年酉 2 月 23 日． 差出：御馬寄村 名主 市右衛

門(印)． 受取：本町 御名主 五右衛門殿，御年寄 半

左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
137 
天保十二丑年 十月 御城米四ツ割高帳 専右衛門． 
天保12 年10 月（～明治2 年2 月）．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
1138-20 
乍恐以書付奉願上候（籾100 俵金納願）． 
文久元酉年 11 月． 差出：御馬寄村三役人． 受取：宮

崎勝之進様，早川健太夫様． 
1 通． 横折紙． 
1388-7(47) 
（申年御年貢籾納入につき覚）． 
（近世）．  
1 通． 横美切継紙． 
1388-4(7) 
（小物成請取状）． 
戌12月21日． 差出：須藤曽太夫(印)． 受取：右（御馬

寄）村名主中． 
1 通． 横切継紙． 
1388-6(3) 
（御馬寄村市右衛門が来5月20日までに上納する金の

利足書上）． 
卯4 月28 日．  
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 
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1137-220 
（御年貢籾穀数書上）． 
1 通． 小切紙． 
1141-84 
覚（起し本中田分米年貢籾，清右衛門）． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(7) 
来ル五月廿日迄ニ上納（元利金勘定覚）． 
受取：（御馬寄村 市右衛門）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(17) 
覚（寅年御蔵入籾）． 
1 通． 横美切継紙． 

○引方 
129 
天明三卯年 御馬寄村当不作引方帳；(附)（御馬寄村籾

数書上）． 
天明3 卯年10 月． 作成：横田茂右衛門(印)，宮原新五

右衛門(印)，鈴木市郎兵衛(印)，高野多右衛門(印)，天

野良助(印)．  
1 冊（附1 通とも）． 横長美（一ツ綴）． 
綴目に結付けの横美切紙1 通(附)． 
134 
文化五辰年 十月 御馬寄村当小検見引方帳． 
（文化5 年）辰10 月． 作成：須藤曽太夫(印)，韮澤東作

[印]，吉田常之丞(印)，病気 佐藤名左衛門，轉格 稲垣

貢．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 

4.川・堤・池普請 

204 
[坪割付覚]（各村ごと人足人数書上）． 
[文化3 年(ヵ)7 月21 日～25 日]．  
[1 綴（3 冊合綴）]． [横長半（一ツ目結び綴じ）]． 
表紙なし． 
204(1) 
七月廿一日坪割付覚． 
（文化3 年ヵ）7 月21 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
204(2) 
七月廿三日坪割付覚． 
（文化3 年ヵ）7 月23 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
204(3) 
七月廿五日坪割付覚． 
（文化3 年ヵ）7 月25 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
205 
[池御普請人足高・御見分御出役等書上，代官所申達廻

状写，各村人足人数日数覚・坪割覚綴]． 
（文化3 年寅7 月）．  
1 綴（2 枚3 冊合綴）． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
304 
文政十年 亥七月吉日 御小屋前大池普請入用帳 大

久保村 茂右衛門・世話人 甚右衛門 小諸本町 扇屋

忠七様（金銭請取あり）． 
文政10 年7 月；7 月27 日． 作成：甚右衛門．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
207 
弘化三午年 六月 池御普請諸道具取集帳 御馬寄村． 
弘化3 年6 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
208 
弘化三丙午年 八月三日始 池御普請・被下人足 東西

着倒帳 御馬寄村 役元． 
弘化3 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
209 
弘化三丙午年 八月三日始 池御普請・郡中人足 川東

村々元附 御馬寄村． 
弘化3 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
210 
弘化三丙午年 八月三日始 池御普請・村方出人足 遣

方仕分帳 御馬寄村． 
弘化3 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
211 
弘化三丙午年 八月三日始 池御普請・被下人足 東西

元附帳 御馬寄村；(附1)（品代金書付ほか金銭書上・差

引書付覚）；(附 2)覚（米代金ほか書付）；（附 3）（池普請

場絵図）． 
弘化3 年8 月．  
1 冊（附5 点とも）． 横長半（一ツ綴）． 
211と212は括り紐で一括．11～12丁目間に，横美切紙・横美切

継紙・横折紙計 3 枚が折りたたまれ一括（附 1），横美切紙 1 通

（附2）・竪紙1 枚（附3）が折りたたまれ挟込み． 
212 
弘化四未年 八月二日始 池御普請・被下人足 東西元

附帳 御馬寄村． 
弘化4 年8 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
本文各村の人足人数書上部分に「引」朱印割印押印． 
213 
弘化四未年 十二月 池御普請諸入用払方帳 御馬寄

村． 
弘化4 年12 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
213 と 214 は括り紐で一括． 
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215 
嘉永元申年 六月 池御普請諸人足帳 御馬寄村． 
嘉永元年6 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
216 
嘉永元申年 八月五日始 池御普請東西着倒帳 御馬

寄村． 
嘉永元年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
217 
嘉永元申年 八月五日始 村々出人足坪割帳 加役扣． 
嘉永元年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
218 
嘉永元申年 九月 御馬寄村・矢嶋村 池御請諸入用仕

分帳． 
嘉永元年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
214 
嘉永元申年 十二月 池御普請諸入用払方帳 御馬寄

村． 
嘉永元年12 月（12 月14 日～酉6 月）．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
1137-230 
[政之丞書状]（上ノ平崖崩所の普請願が聞き入れられ

残地所坪取調べ差上げるよう指示につき）． 
（慶応4）辰年9月22日． 差出：政之丞． 受取：千代次

様． 
1 通． 横継紙． 
封〆下に後筆「慶応四辰ノ九月」（町田静太筆）． 
206 
村々不足人足覚，川東村々出不足人足覚（村ごと人足

人数書上）． 
7 月28 日日迄之改．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし． 
1137-236 
（掘抜破場の普請方法について）． 
1 通． 横継紙． 

○川除御普請 
846(1) 
「諸国川々国役御普請ニ付御触達」（表紙)． 
文政7 年申9 月．  
1 通． 竪紙． 
原稿用紙．朱筆「２」． 
846(2) 
[水野出羽守御書付写]（1.諸国川々御普請所自普請所

の差別なく，村々申合せ，堤上置・服附等村方自普請い

たすべき旨；2.諸国川々国役普請につき）． 

(文政 7 年）申 9 月． 差出：（水野出羽守）． 受取：大目

附． 
1 通． 横切継紙． 
村政参考資料ヵ． 
847 
相定申一札之事（千曲川通田畑欠所欠崩国役御普請ケ

所御見分役人御越につき賄入用等取究）． 
文政 8 酉 4 月 2 日． 差出：塩名田宿名主彦兵衛(印)，

組頭庄之助(印)，百姓代権之助(印)． 受取：御馬寄村

御名主・御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
221 
文政八乙酉年十一月 川除御普請諸入用調帳 御馬寄

村． 
文政8 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「７」． 
848 
乍恐以書付奉願上候（田畑欠崩難渋につき国役御普請

仕立願書）． 
安政 2 卯年 9 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門(印)，

組頭与左衛門(印)，同市太夫(印)，同良右衛門(印)，同

彦右衛門(印)，百姓代清兵衛(印)． 受取：御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
853 
[川御普請御役元へ差上げた書類]． 
作成：御馬寄村．  
[1 綴（15 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
(1)～(15)は，端上を紙縒りでひねり綴一括． 
853(1) 
（甚左衛門他人名書上）． 
2 枚． 小切紙・小折紙． 
853(2) 
覚（案内人名書上）． 
（19 日）．  
1 通． 横美切紙． 
853(3) 
覚（川普請合掌等用材代金）． 
差出：普請方． 受取：御役元様． 
1 通． 横折紙． 
853(4) 
覚（桟留，水引等代金）． 
極月 26 日． 差出：布屋七郎右衛門[印]． 受取：御馬

寄佐久蔵様． 
1 通． 横美切継紙． 
差出印文「信州 小諸 本町 〈ヤマに上〉布屋」． 
853(5) 
[代官所申達]（川除願につき塩名田宿へ見分に罷り越

す）． 
8 月3 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村名主中． 
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1 通． 横美切継紙． 
封〆脇「塩名田宿`より`可相届候」．末尾に附箋． 
853(6) 
[丸山文左衛門書状]（先刻御紙面拝見承知，御願書出

役は御通行相済むまで御延引願につき）． 
8 月 19 日． 差出：塩名田宿 丸山文左衛門． 受取：御

馬寄村 小平市左衛門様 用事． 
1 通． 横美切継紙． 
差出・宛先は巻上ヶ上ワ書より． 
853(7) 
覚（熊部縫之助様他御迎人足人数につき）． 
1 通． 横美切紙． 
853(8) 
覚（沈枠等川普請用材員数）． 
差出：政平． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
853(9) 
覚（合掌枠等普請部材仕立）． 
差出：世話人共． 受取：御役元様． 
1 通． 横折紙． 
853(10) 
覚（沈枠等川普請用材書上）． 
酉7 月． 作成：御馬寄村．  
1 通． 横折紙． 
末尾「七月廿一日御見分被成下候節差上候扣」． 
853(11) 
覚（合掌枠・沈枠木数）． 
差出：政平． 受取：御役元様． 
1 通． 横折紙． 
853(12) 
覚（沈枠等川普請入用金）． 
1 通． 横折紙． 
853(13) 
覚（役人出役につき村出人足）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴） ． 
853(14) 
御見分御菜漬（御酒・本膳の献立）． 
1 通． 横美切継紙． 
853(15) 
覚（合掌枠・橋上石垣など川普請用材・人足人数）． 
差出：次郎兵衛，次兵衛，宇兵衛，新五郎，五作，政平． 

受取：御役元様． 
1 通． 横美切紙． 
849 
国役御普請願之分箇所左之通（御馬寄村地内箇所書

上）． 
作成：（御馬寄村）．  
1 通． 横切継紙． 

5.往還道橋 

1.一般 
219 
明和二年酉九月 信州 塩名田宿・御馬寄村 之間千曲

川橋組合御証文 此帳面廻札順尤朱書之分者余荷村

高壱帳ニ而不残済 此本紙御用部屋ニ有之候． 
宝暦2 申年9 月． 差出：永 丹波守印，松 肥前守印． 

受取：塩名田村・御馬寄村 名主・年寄，右組合村々 名

主・百姓． 
1 冊． 堅美（二ツ綴）． 
表紙朱筆「々」，朱筆（ペン）「３」．綴補修．明和2 年の写ヵ． 
1350 
享和元年 御普請中仮往還見取絵図面． 
享和元年．  
1 舗． 41.5×40cm． 
標題は裏面記載より． 
732(1) 
「文化六年巳十二月 千曲川御高札」（表紙）． 
文化6 年12 月．  
1 枚． 竪紙． 
(1)(2)は，端を紙縒りでひねり綴一括．本表紙は茶色「10×20」

「ＫＳ原稿用紙」．ペン書き． 
732(2) 
[千曲川魚猟停止高札写]（橋川上二百間川下百間水行

差障るものにつき）． 
文化6 巳年12 月． 作成：小諸 役所．  
1 通． 竪紙． 
端裏下附箋「町田文書」（孔版）．奥裏貼紙「長野県北佐久郡 中

津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン書き）． 
800 
差上申一札之事（当所御通行のところ当村方馬士不行

届，御定法を守らず無礼いたし詫び）． 
文政6 未年4 月16 日． 差出：中山道望月町 仲兵衛，

御馬寄村 仲右衛門． 受取：柳川様御家中 田中和兵

衛様． 
1 通． 竪紙． 
端裏「村方浅次郎 柳川様御家中へ不礼有之望月宿ニ而詫書

付壱通」，同後筆「文政六年四月」（ペン書き）． 
1390-49 
乍恐以口上書奉申上候（千曲川往還橋普請手入れ行き

届かざるにつき御行列御人数間遠にされたく）． 
文政 8 酉年 8 月；(奥書)8 月 23 日． 差出：牧野周防守

領分中山道塩名田宿問屋新左衛門，同断文右衛門，名

主彦兵衛，年寄半左衛門，同断六右衛門，同断金左衛

門，同領同断御馬寄村名主市右衛門，組頭良右衛門，

同断千右衛門，同断善九郎，同断庄左衛門；(奥書)村方 

善九郎，塩名田 庄之助． 受取：水野出羽守様 道中御

掛り 御役人中様，道中御取締 御普請御役 萩野太八

様． 
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1 通． 横美切継紙． 
736 
乍恐以書付奉願上候（千曲川橋村々請負願）． 
文政 9 戌年 3 月 26 日． 差出：当御領分佐久郡塩名田

宿名主彦兵衛[ほか 1 名]，同郡御馬寄村名主市左衛門，

組頭良右衛門，荒井平兵衛支配所惣代同郡小宮山村

組頭佐右衛門，同支配所惣代同郡前田原村名主喜兵

衛，松平縫殿頭領分惣代同郡中村名主愛平，内藤豊後

守領分惣代同郡上塚原村組頭又左衛門[ほか 3 名]． 

受取：牧野周防守様小諸御役所． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「１０」． 
737 
議定書之事（千曲川橋請負村々差出金議定書）． 
文政9 戌年3 月．  
1 通． 竪継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）． 
738 
議定書之事（中山道千曲川橋請負村々入用金差出につ

き）． 
文政9戌年3月． 作成：牧野周防守領分塩名田宿名主

彦兵衛，年寄半左衛門，百姓代権之助，御馬寄村名主

市左衛門，組頭良右衛門，百姓代常次郎，外御請負

村々一同連印．  
1 通． 竪継紙． 
端裏・端朱筆「８」（後筆）． 
222 
文政九戌年 橋請負議定連印帳． 
文政9 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆（ペン）「９」（朱筆「５ノ一」を訂正）．写． 
739 
[槙音次郎他一名書状]（千曲川橋手当金のことで白紬

を贈られ受納につき挨拶）． 
（文政10 年ヵ）2 月24 日． 差出：槙音次郎，佐々木司． 

受取：塩名田宿 名主中殿，御馬寄村 名主中殿． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏朱筆「十二」（2 ヶ所，朱筆「７」を抹消）． 
57 
文政十亥年 二月`より` 千曲川 本橋手入諸色注文帳 

御馬寄村；（附 1）覚（長 2 間 1 尺を 5 丁ほか品[材木ヵ]

代書上），（附 2）（添枠・切板・丸ほか数量・代金等書上）． 
文政10 年2 月～4 月． 作成：(附1)耳取村 磯吉．  
1 冊（附2 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
もと58と一括．綴の紙縒りに結び付けた小切紙2通（表紙側：附

1，裏表紙側：附2）．表紙左上に朱筆「未写」．裏表紙破損． 
498 
覚（千曲川仮橋入用および本橋添枠・平均木・釘・大工

賃等諸代金入用勘定書付）． 
（文政10 年2 月）．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
もと表紙なく，後年に表紙を付したもの．綴も別にあり． 
58-1 
覚（千曲川仮橋代金，同本橋各種資材・大工・人足ほか

数量・代金・賃金書付）． 
（文政10 年）．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
もと 57 と一括，また 58 は 2 冊を一括．年代は 58 記載との一致

により推定． 
58-2 
覚（千曲川仮橋代金，添枠・大貫等各種資材，大工・人

足ほか，差配人・代金・賃金等書上）． 
（文政10 年）．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
もと 2 冊を一括．年代は 58 記載との一致により推定．※「貫」と

は，小幅板のこと． 
58-3-1 
覚（木返し直し代，かすがへ・大釘等の数量・代金書付）． 
（文政 10 年）亥 3 月日． 差出：（御馬寄）勝弥． 受取：

御役元様． 
1 通（紙縒りとも）． 横切継紙． 
もと-3-1～-3-7 は，書状様に紙縒りで一括されていた（開いて

内側より枝番号を付与）．括り紐等から落ちたものヵ．年代・差出

は，57，58-1・-2 との内容の対照より推定．諸経費請求書ヵ． 
58-3-2 
覚（貫枚数書上）． 
（文政10 年）． 作成：下原 吉弥．  
1 通． 小切紙． 
「代」とのみあり金額記載はないが，作業量の請求書ヵ． 
58-3-3 
覚（大十五寸[釘ヵ]ほか数量・代金書上）． 
（文政 10 年）4 月 10 日． 差出：しま屋 万右衛門． 受

取：橋御入用． 
1 通． 横切継紙． 
請求書ヵ． 
58-3-4 
覚（并ねだ釘ほか数量・代金書付）． 
（文政10 年）亥4 月10 日． 差出：さのや． 受取：橋御

入用． 
1 通． 横切紙． 
請求書ヵ． 
58-3-5 
覚（本五寸壱わ代金書上）． 
（文政10年）4月10日． 差出：（塩名田）中屋(ヵ)伊兵衛． 

受取：橋御入用． 
1 通． 横切紙． 
請求書ヵ．差出在所57 より推定． 
58-3-6 
覚（松木ほか寸法・数量・代金銀書付）． 
（文政10 年）．  
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1 通． 横折紙． 
58-3-7 
覚（釘ほか数量・調達者・代金書上，3月9日～4月1日

分）． 
（文政10 年）．  
1 通． 横折紙． 
748 
乍恐以書付奉願上候（千曲川橋橋台下廻り御普請，宿

村囲御普請願につき）． 
天保8 丁酉年2 月． 差出：塩名田宿名主彦兵衛，組頭

症(ママ)右衛門[ほか 4 名]，御馬寄村名主市左衛門，組

頭専右衛門[ほか 3 名]． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）．端裏朱筆「２」． 
747 
差出申一札之事（去年中格外飢饉により中山道往還千

曲川土橋架替え 8 月まで延引取究）． 
天保8酉年4月． 差出：当酉引受惣代下之条村名主粂

右衛門(印)，新子田村名主善次(印)，瀬戸村与頭平兵衛

(印)，田野口村名主武左衛門(印)，中桜井村与頭文左衛

門(印)． 受取：塩名田村・御馬寄村 御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上朱筆「３」．端裏下貼紙「町田文書」（孔版），奥裏下貼紙

「長野県北佐久郡中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン）． 
746 
[架橋につき拝借金願]． 
天保8 年．  
[3 通]． [一括]． 
746-1 
乍恐以書付奉願上候（橋流失のため橋掛替入用拝借に

つき）． 
天保8 酉年8 月． 差出：当番惣代中桜井村文左衛門，

新子田村善次，田野口村武左衛門，下之城村善兵衛，

地元名主市右衛門，同彦兵衛． 受取：小諸御役所． 
1 通． 竪継紙． 
奥裏に「町田良一氏蔵」の貼紙．端裏赤ペン「４の一」． 
746-2 
[滝澤市左衛門他一名書状]（当春中拝借金御聞済にな

らず願下げのため木代金入用につき）． 
（天保8 年）8 月21 日． 差出：小諸出先 瀧澤市左衛門，

西崎入義左衛門． 受取：塩名田 丸山彦兵衛様 急用． 
1 通． 竪紙． 
端裏朱筆「４の二」（ペン書き，「１１」を抹消）． 
746-3 
御拝借金証文之事（金20 両，千曲川橋掛替入用）． 
天保8酉年8月． 差出：橋方当番惣代中桜井村文左衛

門，新子田村善次，田之口村武左衛門，下之城村善兵

衛，地本御馬寄村名主市右衛門，同塩名田宿名主彦兵

衛． 受取：小諸御役所． 
1 通． 竪継紙． 

奥裏に「町田良一氏蔵」の貼紙．端裏赤ペン「４の三」． 
749 
乍憚以口上書御願申上候（仮橋への通路手狭につき川

端通道筋普請願）． 
天保 12 年丑 5 月． 差出：願人三十郎(印)[ほか 5 名]． 

受取：御名主・御役人中様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「３」． 
752 
乍恐以書付奉願上候（中山道千曲川橋につき諸入用下

し置かれる請負橋を当年より8ヶ年季前年通り仰付けら

れたく）． 
天保 13 寅年 3 月． 差出：当御領分佐久郡塩名田宿名

主彦兵衛，組頭惣左衛門，右同断御馬寄村名主市右衛

門，組頭専右衛門，大原左近支配所同郡五郎兵衛新田

組頭杢右衛門，同支配所同郡小宮山村佐右衛門，松平

石見守領分同郡中村名主慶右衛門[ほか中地村・市村

新田・片倉村・相浜村の名主各 1 名]． 受取：牧野遠江

守様小諸御役所． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上ペン書き「天保十三寅年三月」，同朱筆「５」（「１３」を訂正，

後筆）．端裏下貼紙「町田文書」（孔版）．奥裏下貼紙「長野県北

佐久郡中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン）． 
226 
千曲川 先年`より`橋請負年数調． 
（～天保13 寅年`より`酉年迄〔嘉永2 ヵ〕）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆（ペン）「４」．写． 
1141-79 
川手組名前（村々割合金書上）． 
天保 14 卯年 5 月． 作成：川手組御世話人布下村名主

伝左衛門，嶋川原村名主善三郎，芦田組御世話人茂田

井村名主市郎右衛門，芦田村名主伝左衛門，当組御世

話人大久保名主岩吉，御馬寄名主作蔵．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
753 
（千曲川人馬渡賃・渡船賃，元賃銭より割増につき触

達）． 
（天保 14）卯 10 月 3 日． 差出：紀州御勘定所． 受取：

板橋宿`より`中山道江州大津宿夫`より`牧方廻り紀州山

口宿迄宿々川々役人中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）．端裏朱筆「６」． 
223 
嘉永二酉年 七月 千曲川 橋台上下地囲御普請所入

用御願帳 御馬寄村． 
嘉永2 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆（ペン）「８」． 
545 



〔230〕  2.御馬寄村 1.戸籍区前 5.往還道橋 

（千曲川橋御普請場入用御願ほか記録）． 
（嘉永2 年7 月～12 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
前欠ヵ，横折紙の表と袖を切落し後筆の表紙を貼付． 
756(1) 
「嘉永二年酉八月 千曲川橋普請御高札」（表紙）． 
嘉永2 年8 月．  
1 枚． 竪紙． 
(1)(2)は，端を紙縒りでひねり綴．本表紙は茶色「10×20」「ＫＳ

原稿用紙」．ペン書き． 
756(2) 
掟（写，橋台・根囲公義御普請仰せ付けられるにつき）． 
1 通． 竪紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）．奥裏貼紙「長野県北佐久郡 中

津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン書き）． 
768 
乍恐以書付奉歎願候（千曲川往還橋普請入用として百

両拝借願）． 
慶応 3 卯年 3 月． 差出：塩名田宿名主彦兵衛(印)，御

馬寄村名主政之丞(印)，請負惣代桜井村名主郷左衛門

(印)，布下村組頭慶次(印)． 受取：早川健太夫様，小林

俊左衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「9」． 
769 
乍恐以書付奉歎願候（千曲川橋掛渡につき百両拝借願

書）． 
慶応3 丁卯年3 月． 差出：塩名田村名主彦兵衛，御馬

寄村名主政之丞，請負惣代． 受取：早川健太夫様，小

林俊左衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下貼紙「町田文書」（孔版）． 
1388-6(1) 
以書付御注進奉申上候（千曲川往還之儀当 7 月中満水

につき）． 
明治元辰年10 月2 日． 作成：両村役人，川役人．  
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 
奥裏に中山道御馬寄村名主政之丞，組頭，川役人，塩名田宿

問屋新左衛門，年寄，川役人 
1141-78 
覚（川普請用材・人足賃銭書上）． 
（近世）．  
1 通． 横切継紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙． 
773 
駅逓御役所`より`御下ヶ渡御印書之写 明治二巳十二

月廿七日 小諸御役所民政局ニ而写之 出役名主 政

之丞；(附)（佐久郡村々ほか書上）． 
明治2 年12 月27 日写．  
1 綴（附1 枚とも）． 竪半（ひねり綴）． 

標題部分は竪切紙を 1 丁目上部に貼付，同紙面に朱筆「[六九]

十」（「六九」見せ消ち）．1 丁目表右下附箋「町田文書」（孔版），

2 丁目裏左上貼紙「長野県北佐久郡 中津村大字御馬寄 町田

良一氏蔵」（ペン）．1～2 丁目間に横折紙様に折った竪切紙

(附)． 
180 
明治三午年 二月 千曲川渡船ニ付「村方一統」［一統]

議定書 「御馬寄村」． 
明治 3 年 2 月． 差出：組親 米吉(印)，儀助(印)[ほか

102 名連印，4 名連署]，原ノ 栄作(印)． 受取：御役元． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙朱筆「２０」，表紙挿入・訂正記載（「」内，訂正前原記載は［］

内）後筆（ペン）．裏表紙汚損． 
1138-28 
覚（御普請場所へ届材木書上）． 
酉5 月3 日（近世）． 作成：村 喜七，久右衛門．  
1 通． 横美切継紙． 
腐化． 
772 
（千曲川橋不通御書付下書，洪水につき）． 
戌 4 月 5 日． 差出：御馬寄村． 受取：八幡村`より`先

宿々御問屋衆中． 
1 通． 横切継紙． 
1141-82 
覚（御馬寄村年貢納高書上）． 
亥2 月．  
1 通． 横折紙． 
「町田文書」等貼紙． 
1387-56 
[八幡宿問屋書状]（橋の儀につき御心得の者出向きくだ

されたく）． 
4 月 6 日． 差出：八幡宿問屋． 受取：御馬寄村御名主

衆中様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-57 
口上（川支の様子御普請役様御見届につき御役人中出

張願）． 
4 月 6 日． 差出：八幡宿問屋． 受取：御馬寄村御名主

中様． 
1 通． 横切継紙． 
1388-6(10) 
覚（板木の代金請取）． 
酉之 5 月 23 日． 差出：木主 松右衛門(印)． 受取：御

役元様． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
1139-187(16) 
乍恐以書付御注進奉申上候（千曲川が大満になり往道

通路相止申すにつき）． 
7 月 18 日． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭市太夫，

百姓代徳吉． 受取：駅逓御役所様． 
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1 通（綴31 通のうち）． 横切紙． 
1141-81-1 
覚（白米石数）． 
9 月6 日． 差出：川役． 受取：御役元様． 
1 通． 横切紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙． 
1141-81-2 
覚（柵材木代金内金御渡し下されたく）． 
極月 6 日． 差出：嶋田や圓二郎[印]． 受取：御馬寄村

御役元様． 
1 通． 横美切紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙．印文「信州〈入に一〉 小諸 荒町 嶋

圓」． 
771 
議定書之事（千曲川橋台普請につき）． 
ーー． 作成：両地本，引請惣代．  
1 通． 竪紙． 
端裏朱筆「７」．端裏下貼紙「町田文書」（孔版），奥裏貼紙「長野

県北佐久郡 中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン書き）．

文中訂正記載の貼紙あり． 
1139-187(24) 
（軍務官場所覚書）． 
受取：御道中掛り御役人衆中様． 
1 通（綴31 通のうち）． 小切紙． 
1141-80 
（板，材木本数覚）． 
1 通． 横切継紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙． 
1141-83 
覚（加宿一件につき歎願中日記他）． 
1 通． 横折紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙． 
1388-6(12) 
覚（木数書上）． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
文中「寛政九巳年十月伐出し，同十午年普請出来仕候」とあり． 
1388-7(24) 
覚（宮様通輿人足仕残りにより御手当くだされ取計らい

につき）． 
受取：耳取村・御馬寄村江． 
1 通． 横美切継紙． 

2.国役御普請 
730 
乍恐以書付奉願上候（千曲川橋場国役御普請願）． 
寛政12庚申年4月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，

組頭 郡蔵，同 弥左衛門，同 初右衛門，同 勘蔵，百

姓代 八左衛門． 受取：小諸 御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
汚損． 
1109 

御尋ニ付奉申上候（千曲川通私共村方国役御普請御願

いの場所御吟味，同所水勢強く瀬掘り水分けなくして仕

立て難い旨）． 
享和元酉年 5 月． 差出：信州佐久郡御馬寄村 名主 

市左衛門印，組頭 弥左衛門印，百姓代 八左衛門印；

(奥書)牧野虎之丞家来 稲垣貢，長沼丈太夫． 受取：

小池勘次郎様，蓮見保之助様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏「国役御普請ニ付瀬堀願御糺書付下書 御馬寄」． 
227 
享和元年 酉五月 千曲川通国役御普請書上 御普請

役 小池勘次郎様・速見保助様 江書上扣 信州佐久郡 

御馬寄村． 
享和元年．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙に鉛筆書込み． 
26 
文政七申歳八月 千曲川通 国役御普請願箇所取附帳 

扣 御馬寄村． 
文政7 申年8 月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，組

頭 傳之助，同 良右衛門，同 仙右衛門，同 善九郎，

百姓代 常次郎． 受取：須藤曽太夫様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
25 
文政八酉年 四月六日 国役御普請願村々高合并川丈

銘々書上帳 拾壱ヶ村 御馬寄村 役人． 
文政8 年4 月6 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
塩名田宿・御馬寄村ほか計11 ヶ村各村の村高・村内川丈・家数

書上「覚」（各村三役人より御役所宛）の写． 
24 
文政八乙酉年十月朔日`より` 国役御普請御仕立中諸

用書留 御馬寄村 市右衛門；(附 1)[柳沢岩吉書状]（船

のことで御掛り様御宅へ出向願ほか），(附 2)覚（生鮭・

生鰹ほか鮮魚代金請取につき）． 
文政 8 年 10 月 1 日（～11 月）；(附 1)酉 10 月 9 日，(附

2)10 月 7 日． 差出：(附 1)大久保村 柳沢岩吉，(附 2)

小松や 長右衛門． 受取：(附 1)御馬寄村 小平市左衛

門様，(附2)御当村 御役元中様． 
1 冊（封筒入2 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
綴目左側に封筒（附）仮綴，同封筒のうちに書状2通（附1・2）あ

り，封筒にペン書「此中の手紙二通，中帳後ろに記す事」．各所

に朱筆・ペン書の書込み．附 2 に後筆附箋「文政八年千曲川国

役御普請記録中」． 
229 
安政四年 巳四月 国役御普請被仰付候ニ付一統受印

帳 御馬寄村． 
（安政 4 年）巳 4 月． 差出：縫蔵(印)[ほか 104 名連印 1

名無加印]． 受取：御役元様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
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854-1 
御入用橋臺御普請役（来村御普請役氏名，享和度・文

化度）． 
1 通． 横切紙． 
854-2 
[廻状]（中山道往還筋御普請所書上帳案文につき廻状）． 
丑3月18日． 差出：御普請役代鈴木源内，御普請役高

津八十之丞，平嶋長左衛門． 受取：中山道倉賀野宿`

より`和田宿迄． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

3.掛替材木代附御願帳 
184 
文政弐卯年二月 村西入口 往還橋 掛替材木代附御

願帳 御馬寄村（御上様よりの諸入用金から諸費差引

勘定覚とも）． 
文政2 年卯2 月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門，組

頭 傳之助，同 良右衛門，同 専右衛門，同 善九郎，

百姓代 清兵衛． 受取：須藤曽太夫様． 
1 冊（4 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
184～187 は紙縒り紐で一括，紙縒り紐記載「村入口西板橋願壱

巻」．覚の部分には押印． 
185 
天保二卯年五月 村西入口 往還板橋 掛替材木代附

御願帳 御馬寄村（六月四日書上通り下され金から諸

費差引勘定覚とも）． 
天保2 年卯5 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 専右衛門，同 善九郎，同 庄右衛門，同 万右衛門，

百姓代 金兵衛． 受取：長沼五郎蔵様． 
1 冊（4 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
186 
弘化二巳年七月 村西入口 往還板橋 掛替材木代附

御願帳 御馬寄村（七月廿二日御役所より頂戴金から

諸費差引勘定覚とも）． 
弘化2 年巳7 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 佐左衛門，同 与左衛門，同 留蔵，同 良右衛門，

百姓代 七左衛門；（願通り金子下げの旨注記）出役 作

二郎，留蔵，七左衛門． 受取：須藤徳左衛門様，林多

左衛門様． 
1 冊（4 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
187 
嘉永二酉年八月 村西入口 往還板橋 掛替材木代附

御願帳 御馬寄村． 
嘉永2 年酉8 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 与左衛門，同 市太夫，同 良右衛門，同 彦右衛門，

百姓代 専三郎． 受取：須藤徳左衛門様，林多左衛門

様． 
1 冊（4 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙年代記載もと「弘化…」とあるも見せ消ち訂正． 

4.本橋掛替下廻上廻入用帳 
49 
嘉永二酉年 九月 本橋掛替下廻り入用扣帳 年番 御

馬寄村． 
嘉永2 酉年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
224 
嘉永二酉年 九月 本橋掛替下廻入用帳 塩名田村・年

番 御馬寄村（下廻り入用取調差上げ覚）． 
嘉永 2 酉年 10 月． 差出：御馬寄村 年番名主代印 作

蔵(印)，塩名田村 名主 彦兵衛(印)． 受取：御役所様． 
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
224 と 225 は括り紐で一括． 
225 
嘉永二酉年 十月 本橋掛替上廻入用帳 年番 御馬寄

村（立会勘定相違ない旨覚）． 
嘉永 2 酉年 12 月． 作成：御馬寄村 年番名主 市右衛

門，組頭 （人名空欄），塩名田村 名主 彦兵衛，組頭 

（人名空欄），当惣代糠尾村 美之吉，下縣村 善兵衛，

下桜井村 六兵衛，上塚原村 伊助，下塚原村 加役 文

右衛門，五郎兵衛新田 加役 杢右衛門．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 

5.井形渡 
735(1) 
「天保三年 千曲川井形場連台渡し 願上ニ付参考書

付」． 
1 枚． 横美切紙． 
(1)は(2)端で貼付．標題はペン書き，朱筆「１の二」． 
735(2) 
定（甲州道中鶴川宿人足賃銭等定書写）． 
文政6 午年11 月（・文政11 年12 月）． 作成：奉行．  
1 通． 横美折紙． 
御馬寄村にとっての参考資料ヵ． 
743 
定（井形連台渡人足賃銭定写，高札概略図あり）． 
天保3 年辰4 月． 作成：奉行．  
1 通． 竪紙． 
端裏朱筆あり「１」． 
467 
天保三辰年 七月 井形御高札頂戴諸入用調帳 御馬

寄村． 
天保3 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙左上に朱筆「３ノ一」，同左下鉛に筆書き「89」．裏表紙一部

破損． 
744 
乍恐以書付奉申上候（井形賃銭割増金の義御尋につき

返答書）． 
天保6年未閏7月． 差出：牧野遠江守領分問屋新左衛
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門，同断文右衛門，名主彦兵衛，年寄庄右衛門，御馬

寄村名主市左衛門，組頭仙右衛門． 受取：道中御掛り

御役人中様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆あり「２」．端裏ペン書． 
745 
乍恐以書付奉申上候（井形賃銭割増金につき返答書）；

(附)（越前少将様御遺骸国許へ葬送覚，御馬寄村‐塩名

田宿間千曲川通路御定御高札由来）． 
（天保6年）未閏7月． 差出：牧野遠江守領分中山道塩

名田宿問屋新左衛門，同断文右衛門，名主彦兵衛，年

寄庄右衛門，御馬寄村名主市左衛門，組頭仙右衛門． 

受取：道中御掛御役人中様． 
1 冊． 竪半（二ツ目結び綴じ）． 
別に綴穴4 つ． 
750 
乍恐以書付奉願上候（井形渡賃銭割増願）． 
天保13寅年正月25日． 差出：中山道塩名田宿問屋新

左衛門，同断文右衛門，名主彦兵衛，年寄惣左衛門[ほ

か4名]，御馬寄村名主市右衛門，組頭専右衛門[ほか3

名]，百姓代彦右衛門． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「５」． 
751 
定（千曲川井形連台渡につき人足割増賃銭定写）． 
天保13 年寅4 月． 作成：奉行．  
1 通． 竪紙． 
右上部朱筆あり「６」． 
47 
嘉永二酉年 七月 千曲川橋台上下地囲并井形場 御

普請所入用御願帳扣 御馬寄村（「渡方覚」とも）；(附)覚

（下石樋への手当や出役入用等を差引いた金銭勘定書

付）． 
嘉永2 酉年7 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 与左衛門，同 市太夫，同 良右衛門，同 彦右衛門，

百姓代 専三郎． 受取：清水縫左衛門様，林多左衛門

様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
本帳差出・宛先記載部分の丁に一部切取．5～6 丁目間に横折

紙状の切紙1 通(附)．6 丁目裏より「渡方覚」． 
757 
[井形場普請願]． 
嘉永2 年．  
[3 通]． [一括]． 
757-1 
乍恐以書付奉願上候（千曲川通り時々満水し御普請所

大破のため橋台井形場御普請につき）． 
嘉永2 酉年7 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 与左衛門，同 市太夫，同 良右衛門，同 彦右衛門，

百姓代 専三郎． 受取：須藤徳左衛門様，林多左衛門

様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「７」，端裏後筆「嘉永二年七月」（ペン）． 
757-2 
乍恐以書付奉願上候（村方井形場平地なく人馬込合う

ので井形場芝口と大破した先年の御普請場所の御普

請につき）． 
嘉永3 戌年2 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，組

頭 与左衛門，同 市太夫，同 良右衛門，同 彦右衛門，

百姓代 専三郎． 受取：林多左衛門様，早川徳太夫様． 
1 通． 竪紙． 
端裏「井形場御普請願書扣」，端裏朱筆「８ノ一」，端裏後筆「嘉

永三年二月」（ペン）． 
757-3 
乍恐以書付奉願上候（去秋寿明姫様御下向により千曲

川橋前後御普請所大丈夫に出来，井形場御普請所石

みだりに取らぬよう制杭立てたく）． 
嘉永3 戌年5 月． 差出：塩名田村 名主 彦兵衛，組頭 

惣左衛門，御馬寄村 名主 市右衛門，組頭 与左衛門． 

受取：山中郷助様，林寛左衛門様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏「御普請所へ制杭願書扣」，端裏朱筆「９」，端裏後筆「嘉永

三年五月」（ペン）． 
470 
嘉永三戌年 二月 井形場御普請願出来形帳． 
嘉永3 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙左上朱筆（後筆）「８ノ二」． 
761 
乍恐以書付奉願上候（千曲川井形人足賃銭割増願）． 
嘉永5子年2月． 差出：中山道塩名田宿問屋文左衛門，

名主彦兵衛，年寄惣左衛門[ほか 3 名]，御馬寄村名主

市右衛門，組頭与左衛門[ほか2名]，百姓代為右衛門． 

受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「10」． 
760 
申達（千曲川井形賃銭割増延長につき）． 
（嘉永5 子年3 月28 日）． 差出：（深谷遠江守，池田播

磨守）． 受取：（御留守居）． 
1 通． 横切継紙． 
端裏朱筆「11」． 
762 
乍恐以書付奉願上候（井形賃銭割増願）． 
安政4丁巳年3月． 差出：中山道塩名田宿問屋新左衛

門，同文左衛門，名主彦兵衛，年寄惣左衛門[ほか4名]，

御馬寄村名主市左衛門，組頭与左衛門[ほか 3 名]，百

姓代清兵衛． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「12」． 
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763 
乍恐以書付奉願上候（井形拾組拝借願）． 
安政 4 巳年 7 月． 差出：塩名田宿問屋丸山新左衛門

(印)・同文左衛門(印)，名主彦兵衛(印)，年寄惣左衛門

(印)[ほか 4 名]，御馬寄村名主市左衛門，組頭与左衛門

[ほか 3 名]，百姓代清兵衛． 受取：御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「14」． 
767-1 
乍恐以書付奉願上候（千曲川井形越人足賃銭 3 割増願

控）． 
文久 2 壬戌年． 差出：中山道塩名田宿問屋新左衛門，

名主彦兵衛，年寄善兵衛[ほか 3 名]，御馬寄村名主市

左衛門，組頭与左衛門，同市太夫，同良右衛門，同彦

右衛門，百姓代仙右衛門． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏に朱筆「１７」（後筆），端裏「文久二戌年 井形御高札割増

願書扣」． 
767-2 
乍恐以書付奉願上候（千曲川井形越人足賃銭 5 割増願

控）． 
文久3亥年2月． 差出：中山道塩名田宿問屋新左衛門，

名主彦兵衛，年寄善兵衛[ほか 4 名]百姓代六右衛門，

御馬寄村名主市左衛門，組頭与左衛門，同市太夫，同

良右衛門，同彦右衛門，百姓代仙右衛門． 受取：小諸

御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏に朱筆「１８」（後筆），端裏「文久三亥年井形御高札御割増

御願書扣」． 
767-3 
乍恐以書付奉願上候（千曲川井形越人足賃銭 5 割増願

控）． 
元治2丑年2月． 差出：中山道塩名田宿問屋新左衛門，

名主彦兵衛，年寄善兵衛（4 名）百姓代六左衛門，御馬

寄村名主市左衛門，組頭直次，同市太夫，同良右衛門・

同七左衛門・百姓代仙右衛門． 受取：小諸御役所様． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
端上朱筆「１９」（後筆）．柱書右上に加筆「元治二年丑三月」（ペ

ン書き）． 
6.加宿助郷 

728 
覚（八幡・塩名田両宿御救金利金取立伺）． 
明和 5 戌子年 2 月 19 日． 差出：牧野遠江守家来小川

甚左衛門(印)． 受取：道中御奉行所． 
1 通． 竪継紙． 
729 
覚（八幡・塩名田両宿御救金利金取立伺）． 
明和7庚寅年2月． 差出：牧野遠江守家来西岡勝左衛

門(印)． 受取：道中御奉行所． 
1 通． 竪継紙． 

779 
請取申利金之事（八幡塩名田両宿江貸下しの利付米金，

御救利金請取）． 
安永7戌年4月． 差出：塩名田宿問屋新左衛門(印)[ほ

か 1 名]，庄屋彦兵衛(印)，年寄義左衛門(印)[ほか 3 名]，

八幡宿問屋五右衛門(印)[ほか1名]，庄屋半三郎(印)[ほ

か1名]，年寄三郎右衛門(印)[ほか7名]． 受取：山本九

馬右衛門殿，天野良助殿． 
1 通． 竪美継紙． 
袖下裏「荻原家蔵」朱印．端下「荻原」印．下部虫損． 
733 
[八幡塩名田両宿御救金利金割賦伺および奥裏書]（元

金77両1分永46文5分うち金11両2分永94文5分，

去申年利金）． 
文化10癸酉年2月7日；（裏書）酉2月． 差出：牧野大

蔵家来 槙 範蔵(印)． 受取：御勘定所． 
1 通． 竪美． 
端裏「中山道 八幡 塩名田 両宿御救金利金割賦伺 牧野大蔵

家来 槙範蔵」．もと延宝4年両宿御救金100両米150俵拝借の

うち30両米50俵貸付け貞享2年元米金返納皆済，同利金利米

代金の溜りが 77 両…の元金． 
734 
[八幡塩名田両宿御救金割賦伺および奥裏書]（元金 77

両1 分永46 文5 分うち金11 両2 分永94 文5 分，申寅

年分利金）． 
文政 2 己卯年 2 月；（裏書）卯 4 月． 差出：牧野宮内少

輔家来 槙九馬左衛門(印)． 受取：御勘定所． 
1 通． 竪美． 
端裏「中山道 八幡 塩名田 両宿御救金利金割賦伺 牧野宮内

少輔家来 槙［（白紙附箋にて抹消）九馬左衛門］ 道中方」．奥

裏上附箋． 
159 
文政三辰十二月 八幡塩名田両宿助郷人馬出入 御裁

許証文． 
文政3 年12 月．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙朱筆「一」（ボールペン）． 
740-1 
奉願上一札之事（御荷物をぬらした不調法御内々に御

聞済し，以後大切に御荷物継立につき）． 
文政10亥7月17日． 差出：塩名田宿[(ミセケチ)問屋・

年寄]問屋代年寄 金左衛門，御馬寄村 組頭 庄右衛門． 

受取：酒井若狭守様御家中 寺口六太夫様，宮川山谷

様，西村茂助様，森田浅右衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
-2 とともに一括．下書ヵ． 
740-2 
乍恐以書付奉願上候（加宿馬士新五兵衛が御荷物をぬ

らしたことの御勘弁御聞済しにつき）． 
文政10年亥7月16日． 差出：塩名田駅 問屋 文左衛

門，年寄 庄右衛門，加宿 御馬寄 組頭 善九郎，同 馬
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士． 受取：若州様御家中 西村茂助様． 
1 通． 横美切継紙． 
下書ヵ． 
782 
乍恐書付を以奉願上候（塩名田宿加宿出人馬嵩み勤方

難渋につき，難儀差留願）． 
文政 13 寅年 4 月． 差出：三拾九人連印． 受取：御役

人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
785 
乍恐書付を以奉歎願候（塩名田宿加宿助郷人馬減員の

旨，御上様へ仰立て）． 
天保 12 年辛丑正月． 差出：御馬寄村九拾四人惣連印． 

受取：御名主，御役人，御百姓代衆中． 
1 通． 竪継紙． 
786 
乍恐書付ヲ以奉歎願候（下書，塩名田宿加宿人馬御年

賦増勤御免除願）(後欠)． 
天保 12 年辛丑正月． 作成：御馬寄村小前一同之者共．  
1 通． 竪継紙． 
754 
差出申一札之事（加宿勤御勘弁申入れ御心酌のところ

御宿方にても難渋により拝借金御融通につき）． 
天保15辰年2月27日． 差出：御馬寄村 名主 市右衛

門，組頭 佐左衛門，同 与左衛門，同 留蔵，同 良右

衛門，百姓代 七左衛門． 受取：塩名田宿 御 問屋・年

寄 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「塩名田宿へ差出申一札扣」．端裏下貼紙「町田文書」（孔

版），また奥裏下貼紙「長野県北佐久郡中津村大字御馬寄 町

田良一氏蔵」（ペン）． 
1112 
差出申一札之事（附送りの戻りに大酒大酔前後忘却の

詫，塩名田へ加宿で馬に乗っても心付け御用大切に

云々）． 
弘化 2 年巳 3 月 12 日． 差出：当人 梅吉(印)，世話人 

兵八(印)，証人 兵太夫(印)． 受取：良右衛門様． 
1 通． 竪美． 
787 
一札之事（中山道千曲川通路留の節前後宿へ知らせる

べき旨）． 
（嘉永 5 ヵ）子 10 月 2 日． 差出：中山道塩名田宿問屋

新左衛門，年寄傳兵衛，御馬寄村名主市左衛門，組頭

彦右衛門． 受取：取締役市右衛門殿，久左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
370 
「安政五年午十月」 御用御通行之御役人様方書上帳 

中山道 塩名田宿・御馬寄村． 
安政 5 午年 10 月． 差出：牧野遠江守領分 中山道 塩

名田宿・御馬寄村 惣代 年寄 傳兵衛，組頭 与左衛門． 

受取：道中 御奉行所様． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙右上朱筆「15」．また表紙年代記載は後筆（ペン）．写ヵ． 
788 
内済一紙連印書之事（引続く大通行に助郷人馬不足の

ため宿方人馬雇上げ賃銀割賦混雑により賃銀渡し方不

正一件につき）． 
元治元子年 7 月． 作成：塩名田宿訴訟方惣代新作

(印)[ほか6名連印]，歩行屋敷惣代市重(印)[ほか3名連

印]，相手方五兵衛(印)[ほか 1 名連印]，訴訟方清右衛

門(印)[ほか 14 名連印]，八幡宿立入人問屋太郎兵衛

(印)[ほか 1 名・御馬寄村名主等 2 名連印]，相濱村組頭

重郎兵衛(印)，宿方三七郎(印)．  
1 通． 竪美継紙． 
770 
[中山道丁数御改につき絵図面ならびに一札]． 
[明治2 年]． 作成：[御馬寄村]．  
[2 通]． [一括]． 
-1・-2 ともに，端裏下貼紙「町田文書」（孔版），奥裏貼紙「長野

県北佐久郡 中津村大字御馬寄 町田良一氏蔵」（ペン書き）． 
770-1 
（中山道御馬寄村千曲川橋西側八幡宿地境迄丁数概略

図）． 
（明治2 年）． 作成：（御馬寄村）．  
1 通． 竪継紙． 
770-2 
差上申一札之事（御馬寄村中山道往還丁数改につき）． 
明治2巳年12月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭市

太夫，百姓代健六． 受取：横田半兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
197 
明治三庚午年 正月 中山道 塩名田宿附属御請印帳

（宿助郷組替による塩名田宿附属村々につき明治二年

五月付駅逓御役所触書写および同承知の旨）． 
明治 3 年正月． 作成：信州佐久郡 小諸藩支配所 御

馬寄村 名主 政之丞，組頭 市太夫，清兵衛．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
29 
明治三年 午正月 二等勤人馬通 塩名田宿附属 御馬

寄村． 
（明治3 年正月～5 月14 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
「中山道[  ]御傳馬印」割印．御用米等を運搬． 
568 
明治三午年 従三月 人馬面附通 御馬寄村役元（塩名

田宿御伝馬所勤人足覚記録）． 
明治3 年3 月（～明治4 年8 月）．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
各時「覚」の差出（塩名田宿御伝馬所）押印印文「中山道 塩名

田 御伝馬所」． 
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