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789 
覚（通行につき人足差出を命じる先触）． 
子 8 月朔日． 差出：鈴木大太郎手代菊田傳次郎． 受

取：五郎兵衛新田`より`塩名田小諸`より`中之条村迄右

宿村役人中． 
1 通． 横切継紙． 
1138-59 
加宿勤（5 ヶ月大御通行につき，御定金差出の旨）． 
丑4 月．  
1 通． 横切継紙． 
端裏に「町田文書」等貼紙． 
20 
巳二月九日立 宿々賃銭払帳 内藤志摩守小者 廉蔵． 
（巳2 月9 日～19 日）．  
1 冊． 横長美（下ヶ二ツ目綴）． 
綴目に印． 
1129-2 
（駅逓御改正の旨定助郷村々村役人へ申渡，写）． 
2 月 24 日． 差出：御役所印（小諸藩民政局）． 受取：

塩名田村問屋中． 
1 通． 横切継紙． 

7.有君様御下向 
305 
天保二辛卯年 六月`より` 有君様御下向橋一件書留 

御馬寄村市右衛門． 
天保2 年6 月．  
1 綴（2 冊合綴）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙左上朱筆「１」． 
305(1) 
天保二辛卯年 六月`より` 有君様御下向橋一件書留 

御馬寄村市右衛門；(附)覚（御昼一飯あたり金額・料理

人等につき取極）． 
天保2 年6 月；(附)7 月5 日． 作成：(附)両村 役人．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
最末尾の「覚」(附)前に原稿用紙片（町田良一氏の謄写用指示

書）挟込み． 
305(2) 
天保二辛卯年 十月 有君様御下向 往還道橋普請人

馬入用書上帳 御馬寄村． 
天保2 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
末尾に貼紙． 

8.壽明姫君様御下向 
306 
嘉永二酉年 四月`より` 寿明姫君様御下向書留 御馬

寄村 作蔵扣． 
嘉永2 年4 月．  
1 綴（3 冊合綴）． 横長半（一ツ目結綴）． 
306(1) 

嘉永二酉年 四月`より` 寿明姫君様御下向書留 御馬

寄村 作蔵扣． 
嘉永2 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
306(2) 
壽明姫君様 御下向ニ付宿助郷江申渡覚（「中山道追分

沓掛軽井沢和田長久保御領分四ヶ宿江御当領`より`助

人馬役罷出候村々江申渡覚」および御馬寄村百姓連印

請書）． 
（嘉永2 年）酉9 月18 日；嘉永2 酉年9 月． 差出：御役

所；(請書)名主 市右衛門，組頭 与左衛門[ほか 3 名]，

百姓代 専三郎，大圓寺，清宝院(印)，長覚院，佐左衛

門(印)，長兵衛(印)[ほか98名連印8名無加印]． 受取：

右村  々問屋・名主 中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
冒頭に横切継紙「口達」を貼付．請書の御馬寄村百姓連印部分

に便箋片（町田良一氏の謄写用指示書）を紙縒りで結び付け． 
306(3) 
壽明姫君様 御下向ニ付奉窺覚． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴紐切れ． 

8.壽明姫君様御下向/普請 
45 
嘉永二酉年 六月 壽明姫様御下向ニ付 往還道橋普

請人馬入用書上帳 御馬寄村扣． 
嘉永 2 酉年 6 月日． 差出：御馬寄村 三役人． 受取：

須藤徳左衛門様，林太左衛門様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
48 
嘉永二酉年 寿明若様御下向 往還道普請人足覚（本

文冒頭「九月中御姫若様御下向ニ付御普請出人足覚」）． 
（嘉永2 年）7 月28 日～9 月26 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙は後筆（補修したものヵ）．表紙左上朱筆「未写」． 
46 
嘉永二酉年八月七日 寿明姫若様御下向ニ付橋下廻り 

御上様`より`諸木御差出シ御掛渡シ 諸入用帳 御馬寄

村・塩名田村． 
嘉永2 年8 月7 日（～11 月4 日；戌10 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙左上朱筆「未写」． 

9.和宮様御下向 
765 
乍恐以書付奉願上候（写，和宮下向につき千曲川橋掛

渡方日積書）． 
文久元年酉年 10 月朔日． 差出：塩名田宿名主彦兵衛，

御馬寄村名主市左衛門，橋請負惣代大石村佐右衛門． 

受取：御普請御掛 御役人中様． 
1 通． 横折紙． 
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764 
覚（和宮下向につき荷物運人足入用書上）． 
文久元年酉11 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門(印)，

組頭良右衛門，百姓代専右衛門(印)． 受取：小諸御役

所様． 
1 通． 竪紙． 
766 
[和宮通行関係書類]． 
文久2 年．  
[6 通]． [一括]． 
766-1 
（入用金，御普請役・領主役人出役先例覚）． 
1 通． 竪紙． 
享和3 年～天保2 年の先例． 
766-2 
（蝋燭・茶等入用品覚）． 
1 通． 竪切紙． 
766-3 
覚（入用米出人・出俵数）． 
1 通． 横折紙． 
766-4 
覚（沓掛迄勤人足・馬数等）． 
11 月6 日・9 日．  
1 通． 横切紙． 
766-5 
[宮島勝之進書状]（炊出し白米につき尋）． 
11 月 13 日． 差出：八幡宿出張宮島勝之進． 受取：御

馬寄村組頭良右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
766-6 
（和宮様遷輿につき大割合覚）． 
（4 月10 日）．  
1 通． 横折紙． 

6.戸口 

1.宗旨改 
12 
寛保二年 佐久郡御馬寄村宗旨御改帳 山本治右衛

門・韮沢伊左［衛門]． 
寛保 2 戌 3 月． 差出：岩村田宿 法花堂；大圓寺；庄や 

市左衛門，組頭 金兵衛，八左衛門，市兵衛，専右衛門，

百姓代 庄右衛門． 受取：太田彦右衛門殿，成瀬番左

衛門殿． 
1 冊． 堅美（二ツ綴）． 
表紙から数丁の下部および裏表紙欠損． 
104 
天明五年 巳三月 浄土宗 信州佐久郡御馬寄村宗旨

御改帳 五冊之内 此年五人組帳上ル． 
天明5年巳3月． 差出：大圓寺． 受取：山本九馬右衛

門殿，天野良助殿． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
破損・欠損． 
6 
寛政九年 巳三月 信州佐久郡御馬寄村宗旨御改帳． 
寛政9 丁巳年3 月． 差出：大圓寺印；名主 政之丞，組

頭 郡蔵，同 専右衛門，同 弥左衛門，同 勝三郎（ミセ

ケチ）「和吉」，百姓代 為右衛門． 受取：稲垣貢殿，鎌

柄嘉兵衛殿． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
当時の控ヵ． 

2.人別増減改帳 
13 
享保八卯年`より  ̀ 人別増減帳． 
享保8 卯年～延享2 年[丑]3 月． 差出：（各年の名主ま

たは庄屋・組頭・惣百姓代または百姓代連名）． 受取：

（各年の小諸藩役人）． 
1 冊． 堅美（二ツ綴）． 
23 冊を合綴，近世当時の表書きのある一括用袋（または封筒）

を利用して表紙としたヵ． 
3.人別調 

14 
天保十二年丑正月日 人別調帳 御馬寄村（組親ごと

に当主のみ押印，死失・退転・奉公等の状態を記載し集

計）． 
天保12 年正月日． 作成：（組親 良右衛門(印)）．  
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
裏表紙綴目に 2 ヶ所押印，同印影は「組親 良右衛門(印)」の印

影に一致． 
1141-59 
（宗門人別改来村役人名前覚）． 
未（明治初年ヵ）．  
1 通． 横切紙． 

4.宗門送・人別送 
398 
文化十二乙亥年正月`より` 養子縁女送り書取引扣 

御馬寄村 名主 市左衛門． 
文化12 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙ほか破損． 
1344 
送手形之事（沓沢村宇源太女子を御馬寄村利左衛門女

房へ遣すにつき宗門帳書替えほか）． 
文化 12 乙亥年 2 月日． 差出：沓沢村 名主 兵左衛門

(印)． 受取：御馬寄村 御名主 市左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
下半分汚損． 
1345 
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縁女送り書之事（専右衛門娘つた，利兵衛方へ縁付に

つき）． 
天保 8 酉年正月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門(印)． 

受取：下桜井村 御名主衆中． 
1 通． 竪紙． 
412 
弘化四丁未年 正月`より` 養子縁女送り遣取帳 御馬

寄村． 
弘化4 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
610 
養子送一札之事（惣四郎弟勝太郎，町方藤太夫方へ養

子縁談整い）． 
慶応 3 卯年正月． 差出：御馬寄村 名主 政之丞(印)． 

受取：岩村田町 御名主中． 
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）． 
950 
差出シ申店請一札之事（此度貴殿長家御店の内借宅仕

度）． 
明治 4 年未 3 月． 差出：借主吾助(印)，請人七左衛門

(印)，同断伊右衛門(印)． 受取：八郎殿． 
1 通． 竪継紙． 
1388-6(4) 
（岩村田問屋辰五郎女房が上宿亀屋より参る趣ほか縁

付・不縁の覚）． 
9 月18 日．  
1 通（綴20 通のうち）． 小切紙． 

5.五人組帳 
150 
享保二十一丙辰年三月 御條目五人組御仕置帳 佐久

郡御馬寄村． 
享保21丙辰年2月． 差出：佐久郡御馬寄村名主 市左

衛門(印)，組頭 平右衛門(印)，同 金兵衛(印)，同 八左

衛門(印)，同 市兵衛(印)，惣百姓代 市太夫(印)，五人

組頭 平右衛門(印)，組下 次郎兵衛(印)[ほか 12 名連印，

以下五人組頭 9 名連印ごと組下記載・計 105 名連印 5

名連署]． 受取：太田彦右衛門殿，成瀬番左衛門殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 

表紙・裏表紙は後の補修により付与され，一部裏打・紙当て等

の処置もあり．表紙標題および裏見返し部分に記載の受取者名

は後筆（筆跡は近世後期の名主市右衛門のものヵ）． 
152 
天明三癸卯年 十[欠損]月 御上様`より`被為 仰渡候

趣五人組請印取置帳 預 栄七，同 市郎右衛門，同 和

吉，同 清八 ［同 孫]助． 
天明 3 年 11 月． 作成：組頭栄七(印)，市郎右衛門，和

吉(印)，清八，孫助，組下安右衛門(印)，杢右衛門(印)，

万助(印)，市右衛門(印)，庄右衛門(印)，九右衛門(印)，

与四郎(印)，弥四郎(印)．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「２」． 

7.村役人 

692 
乍恐奉願上候（持病難儀による作目付役退役願御上様

へ取次ぎにつき）． 
天保 13 年寅正月 18 日． 差出：御馬寄村作目附 才助

(印)． 受取：御名主・御役人・御百姓代衆中． 
1 通． 竪継紙． 
1132-27 
以書付奉願候（村吏人員につき組頭増人願）． 
1 通． 横美切紙． 
○組頭退役 

690 
乍恐以書付奉願上候（近年持病積気歩行不自由により

組頭役退役につき）． 
天保 5 午年 2 月． 差出：御馬寄村願人 組頭 善九郎

(印)． 受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
704 
乍恐以書付奉願上候（老衰耳目不自由のため組頭役退

役につき）． 
明治 2 巳年正月． 差出：御馬寄村 願人 市太夫(印)． 

受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪美継紙． 

 

2.組頭・百姓代・作場目付 
（シリーズ記述） 

 戸籍区設置前（主として江戸時代）の御馬寄村において，町田家の者が村役職へ就任したことにともない伝存

したと考えられる分を収めた．その役職は項目名が示すとおりで，組頭・百姓代の就任者は既に示した．作場目

付は，いま判明する限り，町田良右衛門道喜が就任している．本項目下への配列根拠は，たとえば「組頭 良右衛

門控」のように資料にあらわれる役職・（町田家の者の）人名の表示や村用の記載・表現等である．ただし各役
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職の内容・範囲の別が明らかに作成記録等へあらわれていることを確認できず，役職ごとの区別はしなかった．

下位項目は，内容的・物的な一連の資料の存在から設定し，必ずしも1.戸籍区前のそれと対応しない． 

 役職就任者の日記・手控が残るため，これにより職務内容の詳細が明らかになり，まだ1.戸籍区前に残っている

かもしれない本項目へ収められるべき分を正確に位置づけることができるかもしれない．なお，下位項目6.池普請

には一件書類と手控がともに残るため，手控の内容と各書類をていねいに対照すれば各書類の正確な位置が明ら

かになろう． 
 

1.役用日記・意覚日記・一件書留 

367 
(1)文化四丁寅年 正月日 役向掛合願書役請印万事書

留メ帳 御馬寄村 組頭良右衛門扣；(2)文化十三歳 子

正月`より` 組合分預りニ付万事書留帳 御馬寄村 組

頭 良右衛門扣． 
(1)文化4 年正月日；(2)文化13 年正月～．  
1 冊（2 冊合綴）． 横長半（一ツ綴）． 
各表紙に後筆「脇書」「大書」（ペン）の指示．後筆時に編綴． 
160 
文政六年 未正月吉日 役元用手扣，(裏表紙)御馬寄村 

良右衛門． 
文政6 年正月～3 月(ヵ)．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
表紙貼紙「良右衛門 經継」（後筆），裏表紙記載部分貼紙にて

隠す．本文中朱筆貼紙． 
166 
天保五甲午歳 二月朔日ヨ里 役向書留帳，(裏表紙)信

州佐久郡 御馬寄邑 町田良右衛門；(附)[市右衛門書

状]（八左衛門女房離縁荷物受取につき）． 
天保5年2月1日～天保9年2月；(附)朔日． 差出：（町

田良右衛門）；(附)市右衛門． 受取：(附)良右衛門様． 
1 冊（附1 通とも）． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
20～21 丁目間に文書1 通挟込み(附)． 
315 
天保十四年 癸卯之二月十一日より 小日記意覚 町田

恒篤． 
天保14 年2 月11 日～12 月18 日．  
1 冊． 横半半折（列帖装二ツ目結び綴じ）． 
316 
天保十五年 甲辰正月十一日ヨ里 懐中意覚日記 弐

番 町田善道「恒篤」；(附 1)覚（写，百姓代・長百姓ほか

役高書上）；(附2)覚（惣坪数書上，潰地差引）． 
天保15 年正月11 日～天保16 年9 月10 日；(附)寛政3

年亥正月，天保15年3月23日写． 作成：(附1)名主 健

治印．  
1 冊（附2 通とも）． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
標題「」内後筆．破損．21～22 丁目間に折りたたまれた竪切紙1

通(附1)，33～34 丁目間に横美切紙1 通(附2)が挟込み． 
368 

三番 弘化二年 乙巳九月ヨリ 役向書留帳 町田恒篤． 
弘化2 年9 月～安政5 年6 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
破損・汚損． 
1383 
嘉永五子年 七月廿五日夜ヨリ 御三給様御立会御検

使 一件諸事書留手扣 与頭 良右衛門 恒篤． 
嘉永5 年7 月25 日夜～9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
内容：善九郎宅にて，小諸御家中様御立寄りになり御酒を召

上っていたところ，耳取村相撲取外連れも酒を呑んでおり，御

家中様へ過言を申し徳利を打付けたので，御家中様抜放ち切

付けたところ，相撲取等残らず逃去った一件． 
369 
安政五戊午年八月ヨリ 役懸り書留帳 組頭 良右衛門． 
安政5 年8 月～文久2 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
334 
慶応四戊辰四月ヨ里 懐中意覚 御馬寄村 組頭 千代

次． 
慶応4 年4 月～12 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
179 
慶応四戊辰四月ヨ里 御用向手控 組頭 千代次． 
慶応4 年閏4 月12 日～明治2 年11 月2 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

2.村差出帳・諸書上 

190 
赤 半紙帳面 往還並木書上帳 何街道 何国何郡何之

宿之間 何 宿・村（雛形写，道中筋御用につき取調べ

の旨雛型とも順達により）． 
（天保 14 年）卯閏 9 月 21 日． 差出：塩名田宿 問屋． 

受取：下塚原村・塚々井（ママ，根々井ヵ）塚原村・御馬

寄村 御名主中，五郎兵衛新田 杢右衛門様． 
1 冊． 堅半（一ツ綴）． 
表紙附箋「天保十四卯年」（ペン）．末尾に提出不要の注記と

「廿二日塩名田出役良右衛門」の記載あり． 
2 
明治四辛未年 十二月 信濃国佐久郡御馬寄村差出帳

（写）；(附 1)（高辻計算書付）；(附 2)（用水溜池ほか村内
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5ヶ所説明書付），(附3-1)記（駒寄沢ほか田畑反別高書

上），(附3-2)（永川欠・永荒田畑反別高計算書付）． 
明治 4 辛未年 12 月． 差出：信州佐久郡 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（附4 通とも）． 堅半（かぶせ綴）． 
裏表紙左下朱筆「町田良衛 恒篤写之」．7 丁目丁内に小切紙 1

通（附1），裏表紙丁内に竪紙（美）1通（附2）・横折紙（折込み）2

通（附3-1・3-2）． 
7 
明治五壬申年 正月 本古新田畑反畝歩高取調書上帳 

佐久郡 御馬寄村 恒篤手扣；(附 1)（寺除地を除く当時

生寄の石高書付）；(附2)御請書（明治8年山野税承知上

納につき）． 
明治 5 壬申年正月；(附)明治 10 年 2 月 15 日． 差出：

佐久郡御馬寄村 百姓代 山浦儀助，組頭 山浦健六，

組頭 町田良右衛門，組頭 町田清兵衛，組頭 町田彦

右衛門，名主 小平八郎；(附 2)五郎兵衛新田・御馬寄

村・桑山村・蓬田村，副戸長 連署． 受取：小諸御庁；

(附2)長野県権令楢崎寛直殿． 
1 冊（附2 通とも）． 堅半（かぶせ綴）． 
表紙丁内に小切紙1通(附1)，裏見返しに横折紙1通(附2)鰭付

様に貼付． 
15 
寛文十一年御馬寄村十二新 亥開畑反別改帳；享保十

一丙午・寛延元戊辰 御馬寄村駒寄川原 見取畑反別改

帳 明治五壬申年十月改 恒篤写． 
明治5壬申年10月日． 作成：名主 小平八郎，組頭 町

田良右衛門，同 山浦健六，同 町田清兵衛，百姓代 町

田武左衛門，同 町田佐太郎．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
「村控ニ取調置」いたもの． 

3.御触・取締等 

565 
文化十二乙亥年 十二月 御取締ニ付村中組分ヶ人別

預リ帳 御馬寄村 組頭良右衛門． 
文化12 乙亥年12 月． 差出：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：亥年`より`御掛り 御代官様 須藤曽太

夫様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙綴目左「良印」記載． 
170 
天保十三年 寅ノ八月 御上様`より`被仰渡候諸色直

下ヶ帳 良右衛門組． 
天保13 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に朱筆「１５」． 
173 

嘉永六癸丑九月御倹約御取締御書付写 組頭 良右衛

門扣． 
嘉永6 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に朱筆「１６」． 
174 
「嘉永六丑年九月」 郷中御仕置書付，(裏表紙)嘉永六

丑九月写之 佐久郡 御馬寄村 組頭 良右衛門． 
嘉永6 年9 月．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙に朱筆「１７」．表紙年代記載後筆． 
181 
明治五壬申年 七月 村方規則請印帳 御馬寄村（村吏

給料人員等御布告を請け，五人組廃止・質地書入・小伝

馬御用等村方規則，祭礼規則書）． 
明治 5 年 7 月． 差出：町田栄之助(印)[ほか 96 名 1 院

連印 30 名連署]；（奥書）名主 小平八郎，組頭 町田良

右衛門，同 山浦健六，同 町田清兵衛，百姓代 町田武

左衛門，同 町田佐太郎． 受取：名主 小平八郎殿，組

頭 町田良右衛門殿，同 山浦健六殿，同 町田清兵衛

殿，百姓代 町田武左衛門殿，同 町田佐太郎殿． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙朱筆「２１」． 

4.年貢諸役 

482 
元禄十六癸未歳当村収納割付之写 明治元戊辰年・同

四辛未歳 当村収納割付之写 御馬寄村 町田良右衛

門手扣． 
明治4 年．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
表紙に朱筆書込み． 
142 
明治五壬申年十月 辛未迄免状之高外与唱来候分 今

般取調書上ヶ候村扣写 恒篤写． 
明治5 年10 月．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
629 
記（林起返畑成地山役銭免除願）． 
（明治 5 年 10 月）年号月日． 差出：御馬寄村百姓代町

田武左衛門，組頭町田良右衛門，名主小平八郎． 受

取：長野県佐久御役所． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙なし．冒頭朱筆「亥開畑外高永荒之場所…明治五壬申十

月林成願就而ハ林税御免除相願候下書」． 

5.損耗/書上 

128 
明和八年 卯八月 御馬寄村旱損書上帳扣． 
明和8 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
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130 
文化四年 九月十二日内見分致し候 卯年不作ニ付内

見分名所ヶ所政(ママ，改)扣野帳 御馬寄村 名主 市

右衛門・組頭 八左衛門・同断 良右衛門・組頭 善三郎・

同断 十蔵・百姓代 七左衛門． 
文化4 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
131 
文化五戊辰年 九月 田方不作書上帳 御馬寄村 良右

衛門． 
文化5 年9 月． 差出：名主 市左衛門，組頭 八左衛門，

同 良右衛門，同 善三郎，同 重蔵，百姓代 七左衛門． 

受取：長沼丈太夫様，韮澤東作様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
132 
文化十癸酉年 九月 当田方不作書上帳 福田 御馬寄

村． 
文化10 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
133 
嘉永元戊申年 九月 当田方旱損書上帳 御馬寄村 組

頭 良右衛門手扣． 
嘉永5 年9 月．  
1 冊． 横長半（かぶせ綴）． 
138 
慶応二寅年 十月 当田作不熟ニ付毛附 惣地主立会 

千代治扣，(裏表紙)作場目付 千代治扣． 
慶応2 年10 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
139 
慶応四辰九月 当田方不熟ニ付地主毛附帳 御馬寄村 

千代治扣 ○印ハ新田分． 
慶応4 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装一ツ綴）． 
141 
明治二巳年九月十九日`より`廿一日ニ至終 田方不作

ニ付毛附帳 名主役人立会，(裏表紙)組頭 町田千代治

扣． 
明治2 年9 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装一ツ綴）． 
140 
明治二巳歳十月八日`より`十日迄 不作ニ付 惣役人・

組頭十五人・惣地主 立会毛附帳 御馬寄村 千代治扣． 
明治2 年10 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 

6.池普請 

198 
文化三年 寅七月 池御普請御領分被仰渡候書留帳 

御馬寄村 百姓代 七左衛門 名主 市左衛門，組頭 八

左衛門，同断 傳之助，同断 良右衛門，同断 善三郎． 
文化3 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
199 
文化三寅年 七月二日`より` 池御普請万扣帳 御馬寄

村 良右衛門． 
文化3 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
200 
文化三年 寅七月廿三日 池普請ニ付太尾山`より`被

下材木松替扣 御馬寄村 役元． 
文化3 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
201 
文化五年 辰七月廿日初メ 池御普請被下人足元附 

御馬寄村 良右衛門扣． 
文化5 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
202 
文化六年 巳九月日 御普請所出人足書上之覚 御馬

寄村． 
文化6 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
虫損． 
203 
弘化二己巳年 九月ヨリ 池御普請手扣 御馬寄村 組

頭 町田良右衛門． 
弘化2 年9 月（～嘉永元年）．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
852 
弘化三丙午年ヨ里 池御普請一件書物入 組頭 良右

衛門． 
弘化3 年．  
[1 袋]． [袋入一括]． 
852-0 
[袋]弘化三丙午年ヨ里 池御普請一件書物入 組頭 良

右衛門． 
1 枚． 袋． 
破損． 
852-1 
（御領所御改役人役職人名書上）． 
1 枚． 横美切紙． 
852-2 
申渡（文政度の文字金銀二歩判二朱銀等通用停止によ

り別紙引替所にて引替につき）；別紙 引替所書付（金・

銀・上方筋金銀各引替所書上）． 
1 枚． 横折紙． 
写． 
852-3 
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[絵図]（大池浚場所坪割付図）． 
嘉永元戊申年（または歳）8 月．  
2 舗． 竪紙． 
南西「坤」部分・西部分各1 枚．「西」部分には「引合」朱印押印． 
852-4-1 
（各村ごと人足人数書上，同勘定書付）． 
8 月7 日寄．  
1 通． 横折紙． 
もと-4 全体は水引の紙縒りにて一括．水引紙縒り同封．横切紙

の切断残片ヵ，両端揃わず． 
852-4-2 
以口上書奉申上候（池浚御普請のため延享四年・明和

七年・文化三年に下された人足書上の通り，この度は

一日五百人下されたく願につき）． 
弘化 2 巳年 9 月． 差出：御馬寄村，矢嶋村． 受取：御

双方 御出役中様． 
1 通． 横美切継紙． 
端裏「書役 水田権之助様」．柱書もと「覚」とあるも見せ消ち． 
852-4-3 
（村受・塩名田請・新田請ごと各村人数勘定書付）． 
1 枚． 横折紙． 
人足人数ヵ．図面一部記載． 
852-4-4 
未年 十二日人足数（寄〆書上および人足未進村ごと

人数書付ほか）． 
1 枚． 横折紙． 
852-4-5 
（池外周の各地点の間数図）． 
2 枚． 竪美四ツ切紙． 
852-4-6 
嘉永元年戊申七月ヨ里 池御普請仮日記 御馬寄村 

組頭 良右衛門恒篤． 
嘉永元年7 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装大和綴じ風）． 
852-4-7 
池之方角（方位図）． 
1 枚． 竪紙． 
852-4-8 
（池浚普請場間数坪数書上図）． 
1 枚． 横美切継紙． 
もと-4-8～-4-18 は-4-17 および-4-18 で包まれるように一括． 
852-4-9 
（廿三ヶ村・廿七ヶ村各村ごと人足人数勘定書付）． 
1 枚． 横折紙． 
端に 2 つ綴穴あり，もと一ツ綴の横長帳一部ヵ． 
852-4-10 
人足壱人ニ付（四方深さ大小別取場巾・向へ間尺試算

書）． 
1 枚． 横折紙． 
852-4-11 

十三日出人足（人名書上）． 
4 月13 日．  
1 枚． 横折紙． 
852-4-12 
（池浚普請場間数坪数坪割書上図）． 
1 枚． 竪美． 
852-4-13 
十日十一日十二日三日分人足（人数書上）． 
1 枚． 横切紙． 
852-4-14-1 
十二日可参村々覚（各村人数書上）． 
1 通． 横切紙． 
もと-4-14-1～-4-14-4 は折りたたまれて一括． 
852-4-14-2 
覚（三～七日人数差引書付）． 
1 通． 横折紙． 
汚損・破損． 
852-4-14-3 
（糠地村ほか 8 ヶ村各村人数書上）． 
1 枚． 横折紙． 
852-4-14-4 
（相濱村ほか 22 ヶ村各村人数・不足人数書上）． 
1 枚． 横切紙． 
あるいは全て不足人数ヵ． 
852-4-15-1 
八月九日出人足（分担ごと人名書上）． 
1 枚． 横切継紙． 
もと-4-15-1～-4-15-12 は折りたたまれて一括． 
852-4-15-2 
（間数坪割計算図および畑高小作入籾納米高勘定書

付）． 
1 枚． 横切紙． 
852-4-15-3 
（各尺取ごと尺数試算書および試算方法書）． 
2 枚． 小切紙． 
852-4-15-4 
口上（坪割の様子宜しからず雛形通り一村限り書取る

取計い申遣しにつき）． 
2 日． 差出：市右衛門． 受取：池場出役中． 
1 通． 横美切継紙． 
雛型部分は「何人 何村，此坪何程，深何尺取」． 
852-4-15-5 
（石井抜井両村分人足遣わされたき旨書付）． 
午8 月11 日． 差出：御馬寄村． 受取：望月本町． 
1 通． 竪切紙． 
短冊様，上部に綴穴1 つ． 
852-4-15-6 
覚（三尺～壱尺五寸各深さごと壱坪人足人数試算書お

よび人足壱人につき四面尺数・尺数書上）． 
1 通． 横折紙． 
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一部切取り（横切紙または小切紙用紙原紙ヵ）． 
852-4-15-7 
坪割覚（人足一人につき各尺取四面尺数・尺数試算書

および試算方法書）． 
作成：良右衛門扣．  
1 通． 横折紙． 
852-4-15-8 
（坪割ごと掘取尺数割付図）． 
1 枚． 竪紙． 
人足1人につき掘取る尺数を昼前と昼後で定めなおした旨注記． 
852-4-15-9 
（各村人足各尺掘取場割付および着到人足坪数割付勘

定書付）． 
1 枚． 横美切継紙． 
852-4-15-10 
（八日〆人数書付）． 
1 枚． 小切紙． 
852-4-15-11 
（大日向村ほか 3 ヶ村人数・同〆分人数および二十年

浚出来坪数書上）． 
1 枚． 竪美四ツ切紙． 
852-4-15-12 
（八月二日～七日人数・六日間〆人数書上）． 
1 枚． 横切紙． 
852-4-16 
（午年池普請入用につき金銭・石高・籾俵数等勘定書

付）；(附1)（八左衛門役籾俵数石高書上）；(附2)（弘化四

年池普請都合越石高・村高書上）． 
1 枚（附2 枚とも）． 横折紙． 
短冊様の横美切紙（附 1）・横美切継紙（附 2）が計 2 枚折り込ま

れていた．本紙は折目に切込みあり． 
852-4-17 
（小池付近間数・同北西区画間数書上図）． 
1 枚． 横美切紙． 
小屋の配地図ヵ． 
852-4-18 
（大池普請坪割付図，部分）． 
1 枚． 横美切紙． 
差引し坪数不足の旨注記あり． 
852-5 
[書状]（右代金この節差し支えるのでお貸し下された

く）；（巻上ヶ部分）廿日出人足（人名・資材書上）． 
7 月29 日．  
1 通． 横美切継紙． 
巻上ヶ部分の記載には，廿九日分もあり． 
852-6-1 
差上申一札之事（池浚御普請の節に買入れていた矢嶋

村字丑ヶ窪の土出し場畑を私の諸役御年貢納にて任さ

れるにあたり水減ほか両村へ迷惑をかけない旨）． 
明治3午年3月． 差出：五郎兵衛新田 当人 甚右衛門

(印)，加判人 権助(印)． 受取：御馬寄村・矢嶋村 御役

元． 
1 通． 竪紙（包紙とも）． 
もと-6 全体は紙縒りにて一括．紙縒り同封．包紙上ワ書「上 一

札 五郎兵衛新田 甚右衛門」．本紙を包紙で包んだ上，書状

様に折りたたみ． 
852-6-2-1 
大池江鯉入候入用扣 申九月． 
申9 月（～10 月・酉6 月・亥4 月～8 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
4 つに折りたたまれていた． 
852-6-2-2 
覚（八月十二日～廿一日分の生酒代請取）． 
亥 9 月 10 日改． 差出：嶋屋彦右衛門． 受取：小平作

蔵様． 
1 通． 横美切継紙． 
もと-6-2-1～-6-2-8 は紙縒りにて一括，-6-2-1 末尾丁間に挟

込み．紙縒りとも． 
852-6-2-3 
[矢嶋村小泉呉一書状]（樋ただ今出来，右場所まで卯

年よりあい届き云々）． 
差出：矢嶋村 名主 小泉呉一． 受取：御馬寄村 御名

主 小平作蔵様 貴下用事． 
1 通． 横美切紙． 
852-6-2-4 
覚（木代ほか金銭書上）． 
6 月16 日． 作成：宇(ヵ) 平右衛門．  
1 通． 横切紙． 
人足駄賃ヵ． 
852-6-2-5 
舌代（番ごや御片付につき）． 
差出：嘉兵衛． 受取：作蔵様． 
1 通． 横美切継紙． 
852-6-2-6 
（大小枚数差引書付）． 
1 枚． 横美切紙． 
852-6-2-7 
（人名ごと金銭書付）． 
1 枚． 横美切継紙． 
吉五郎ほか 10 名9 筆． 
852-6-2-8 
（松木・綱糸・酒ほか諸品，人名・人数など書付）． 
3 枚． 横美切横折紙． 
852-7 
[絵図]（大池御普請浚改図）． 
嘉永元戊申ノ 8 月． 作成：ミマヨセ 町田恒篤 手扣．  
1 舗． 60.2×60.7cm． 
南を天としたときの地の向かって右側部分が 9cm 余縦に張り出

している．堺杭・間竿目当位置，内法・外法間数など記載． 
542 
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二番帳 嘉永元年 戊申ノ四月閉之 池御普請手扣 御

馬寄村 組頭良右衛門「恒篤」． 
嘉永元年4 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 
表紙「」内は附箋（後筆）． 

7.国役御普請 

228 
安政三丙辰九月目論始 国役御普請願立諸事書留 組

頭 良右衛門手扣． 
安政3 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
汚損，綴紐切れ． 
471 
万延元年 庚申閏三月 国役・御普請 諸費手扣 組頭 

良右衛門． 
万延元年．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴）． 

8.宗門送・人別送 

613-19 
縁女送一札之事（源助妹まき，善九郎方へ縁談につき）． 
安政5午年正月． 差出：御馬寄村名主 市左衛門(印)． 

受取：桑山村御名主 市兵衛殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
包紙上ワ書「送一札 御馬寄村」，同附箋「甲戌 一月三日返章

渡し 町田良右衛門名前」．町田文書等貼紙． 
613-4 
人別送一札之事（百姓延吉妹しゆん縁談につき）． 
明治 2 巳年 10 月． 差出：水江澤村名主 半三郎(印)． 

受取：御馬寄村 御名主 政之丞殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-31 
宗門送り一札（大平村宗左衛門娘かき，小重郎方へ縁

付につき）． 
明治2年巳11月． 差出：尾州中嶋郡苅安賀新田 大平

村庄屋住田林七(印)． 受取：信州佐久郡御馬寄村名主 

御苗政之丞殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-2 
縁女送書之事（兵三郎娘とよ縁談につき）． 
明治 4 年正月． 差出：御馬寄村名主 小平八郎(印)． 

受取：五郎兵衛新田 御名主 柳沢所平． 
1 通． 竪美． 
町田文書等貼紙． 
614-3 
送り書之事（億蔵娘そめ，御配下治太郎殿妻に内縁に

つき）． 

明治 4 辛未年正月． 差出：中尾新田 支配 高橋朝吉

(印)． 受取：御馬寄村 御名主 小平八郎殿． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-7 
送籍返書之事（長六姉しう，専右衛門妻に内縁整い）． 
明治 4 未年正月． 差出：春日村名主 川井八郎(印)． 

受取：御馬寄村御名主 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-6 
人別送返書（初太郎妹なつ，伊三郎妻に内縁整い）． 
明治4 辛未年2 月． 差出：比田井村名主 柳澤類次郎

(印)． 受取：御馬寄村御名主 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-1 
差出申一札之事（百姓甚助忰由次郎不埒につき）． 
明治 4 年 3 月． 差出：八満村組頭甘利健吾(印)[ほか 2

名]． 受取：御馬寄村御役元中． 
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． 
613-26 
人別送り書之事（佐平娘ちか，新五郎忰女房に内縁に

つき）． 
明治4未年3月． 差出：中野県御影御支配所小縣郡長

久保宿名主 竹内彌一(印)，同 同善蔵(印)． 受取：小

諸藩御支配所佐久郡御馬寄村御庄屋 御苗八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-28 
縁女送一札之事（金兵衛娘とう，午吉女房に内縁につ

き）． 
明治4未年4月． 差出：中野県支配所大谷地新田名主 

久右衛門(印)． 受取：小諸藩御支配所御馬寄村御名主 

市左衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-27 
送籍状之事（弟美加治，町田彦右衛門方へ養子入につ

き）． 
明治 4 辛未年 5 月． 差出：上桜井村名主 竹内秀作

(印)． 受取：御馬寄村 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-5 
縁女引取返書（仁左衛門娘あい，村方百姓利七方へ内

縁整い）． 
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明治4 辛未年7 月． 差出：長野県管下 佐久郡和田村

名主 甘利賢助(印)． 受取：小縣郡御管下同郡御馬寄

村 御名主 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-29 
送返書之事（庫太郎弟安蔵，伊右衛門方へ養子縁談整

い）． 
明治4未年7月． 差出：御馬寄村名主 小平八郎(印)． 

受取：本新町村御名主御苗彦四郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-8 
送籍返書之事（宇市姉つき，種作妻に縁談整い）． 
明治 4 年 8 月． 差出：長野県御影出張附春日村名主 

川井八郎(印)． 受取：小諸縣御管下御馬寄村御名主 

小平八郎殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-30 
人員送返書之事（藤次郎娘よね，組頭清兵衛忰女房に

内縁整い）． 
明治 4 辛未年 8 月． 差出：御馬寄村名主 八郎(印)． 

受取：小宮山村御名主 七郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-25 
送籍返書之事（山浦七郎右衛門娘せん，今井善八娵に

縁談につき）． 

明治4未年11月． 差出：春日村名主 川井八郎右衛門

(印)． 受取：御馬寄村御名主 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 

9.退役 

694 
乍恐以書付奉願上候（全体虚弱・近年勝手向不如意の

ため組頭役退役につき）． 
弘化 4 年丁未正月． 差出：御馬寄村 組頭 良右衛門． 

受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪紙． 
下書． 

10.一般 

230 
明治四辛未年 従七月 御鑑札願人江渡帳 御馬寄村

役場． 
（明治4 年）12 月朔日． 作成：出役 良右衛門．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙上附箋「（通行）」（後筆）． 
1143-73-26 
記（「壬申十月廿四日着仕候」）． 
壬申10月24日． 作成：佐久郡御馬寄村組頭町田良右

衛門．  
1 通． 小切紙． 

 

3.戸籍区以後 
（シリーズ記述） 

 明治政府下の御馬寄村では，地租諸税・戸籍・学校・徴兵等などの一般的・制度的変化に加え，明治6年（1873）

に発足した船橋会社が橋銭を徴収して中山道千曲川通行を確保する，という大きな変化があった．村内の学校は，

明治 6 年に大圓寺へ修省学校――のち修省学校御馬寄学校，御牧学校御馬寄支校――が設置されている．明治 12

年（1879）の「村誌」によれば，物産として米1,340石（中等，700石自用・500石酒造用），大麦132石（以下，

小麦の一部以外自用），小麦 96 石，大豆 56 石，小豆 2 石，蕎麦 3 石，また空蛹 5 貫目（上野国へ輸出），生糸

45貫目（上等，横浜へ輸出），蚕種紙210枚（郡内・上野国へ販売），御種人参1,600斤（中等，横浜へ輸出），

瓦 4 万枚（近村へ販売），素麺 190 貫目（市街へ輸出）があり，多様な生業の成立をうかがえる（町田 96 など，

『長野県町村誌 東信篇』にも収載）． 

 本項目下へは，当時（戸籍区設置以後）の御馬寄村において，村共有の文書・記録か，町田家の者の役職等就

任にともない伝存したそれか，区別できない分を収めた．本項目の下位項目は，いま略述したような変化が資料

の構成へ影響しているように思われたため，当時の村の各機能または戸長等村役人の職務内容を留意しつつ，一

連の資料の内容をもとに仮設した． 
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1.地租諸税 

653 
[官庁請取類]． 
[明治5～9 年]．  
[9 通]． [一括]． 
653-1 
職猟銃免許料受取（金5 円）． 
明治7年1月28日． 差出：佐久出張所租税課(印)． 受

取：御馬寄村． 
1 通． 竪切紙． 
653-2 
証（寺上知払下代金20 円余）． 
明治9年1月29日． 差出：佐久出張所租税課(印)． 受

取：御馬寄村願人宮里察山． 
1 通． 竪切紙． 
653-3 
証（置籾7 俵余相渡す）． 
（明治5）壬申11月29日． 差出：佐久出張所出納課(印)． 

受取：御馬寄村戸長副． 
1 通． 竪切紙． 
653-4 
証（籾6 俵請取）． 
（明治5）壬申5月7日． 差出：佐久出張所(印)． 受取：

信州佐久郡御馬寄村納人町田武左衛門． 
1 通． 竪切紙． 
653-5 
証（国役金9 両余請取）． 
（明治5）壬申5 月27 日． 差出：佐久支庁(印)． 受取：

佐久郡御馬寄村納人小平八郎． 
1 通． 竪切紙． 
653-6 
壬申国役金請取（金9 円余）． 
明治 6 年 10 月 23 日． 差出：佐久出張所租税課(印)． 

受取：御馬寄村． 
1 通． 竪切紙． 
653-7 
記（籾54 俵余請取）． 
（明治 5）壬申 7 月 20 日． 差出：佐久出張所(印)． 受

取：御馬寄村納人組頭清兵衛． 
1 通． 竪切紙． 
653-8 
記（金7 円40 銭余請取）． 
明治 6 年 5 月 21 日． 差出：長野県佐久出張所庶務課

(印)． 受取：第九区佐久郡御馬寄村小平八郎． 
1 通． 竪切紙． 
653-9 
記（永21 貫109 文請取）． 

（明治 5）壬申 10 月 29 日． 差出：佐久支庁． 受取：御

馬寄村． 
1 通． 竪切紙． 
628 
明治五壬申年 七月 辛未租税籾附払目録 佐久郡御

馬寄村（租税籾68 俵6 舛7 合6 勺）． 
明治5壬申年7月22日． 差出：佐久郡御馬寄村 百姓

代 町田武左衛門(印)，組頭 町田良右衛門(印)，名主小

平八郎(印)． 受取：長野県佐久御出張所． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
630 
記（壬申年貢上納，旧小諸藩より拝借籾分）；(附)壬申年

租税納辻・癸酉年租税納辻． 
明治 6 癸酉年 1 月 18 日． 差出：佐久郡第九区御馬寄

村副区長小平八郎，惣代相濱村副戸長碓氷重右衛門

(印)． 受取：長野県権令立木兼喜殿． 
1 冊（附1 通とも）． 竪美（一ツ綴）． 
1～2 丁目に横折紙1 点（附，紺色罫紙）挟込み． 
30 
明治七年一月従 諸夫銭取立出入調簿 御馬寄村． 
明治7 年1 月26 日～30 日．  
1 冊． 横長半（もと下ヶ二ツ目綴）． 
綴の現状は下げる部分を裏面で結ぶ． 
1360-11(39) 
[町田仙右衛門書状]（雑税取調につき）． 
（明治 9 年）4 月 15 日． 差出：在勤町田仙右衛門． 受

取：御同勤御中． 
1 通． 竪折紙． 
黒色罫紙．年代補記「（明治九年）」（ペン書き）． 
1141-87 
明治十年従一月至十二月諸費地価掛（明治十一年諸

費・明治十二年諸費別及地方税調之事とも）；(附)（10～

12 年分山浦儀助地価金ほか書上）． 
（明治10 年～12 年）．  
1 冊（附1 枚とも）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし．1～2 丁目間に横切紙1 枚（附）挿込み． 
1137-49 
（所得税の適用に際しての諸規定書付）． 
1 通． 横切紙． 
柱部分「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」罫紙． 

2.戸籍事務 

1 
明治四辛未年十二月 元小諸県管轄第六区戸籍 信濃

国佐久郡 御馬寄村之分． 
明治4 年12 月．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
本文「小諸」黒色罫紙．控または写ヵ． 
11 
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明治七年十一月改 長野県管轄第四大区戸籍之拾弐 

六小区ノ内 信濃国佐久郡 八幡村 蓬田村 桑山村 御

馬寄村． 
明治7年11月． 作成：第四大区 副区長 木内源太(朱

印)，副戸長 依田源四郎(印)，同断 依田仙右衛門(印)．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
本文「長野県」藍色罫紙．控ヵ． 
5 
明治七年十一月改 長野県[管]轄第四大区戸籍之七 

六小区ノ内 信濃国佐久郡 八幡村 蓬田村 桑山村 御

馬寄村． 
明治7年11月． 作成：第四大区 副区長 木内源太(朱

印)，副戸長 依田源四郎(印)，同断 依田仙右衛門(印)．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
表紙一部欠損．本文「長野県」藍色罫紙．控ヵ． 
○送籍 

1346 
送籍証（村松村西村安吉弟西村吉五郎町田彦右衛門方

ヘ養子に熟談ととのうにつき）． 
明治12年9月1日． 差出：右（三重県伊勢国度会郡村

枩）村外弐ヶ村戸長 竹之内利平(朱印)． 受取：長野県

信濃国 北佐久郡御馬寄村 戸長御中． 
1 通． 竪美紙． 
紺色罫紙．端朱筆「第弐拾六号」．紙面に「村松村槙山 新開有

瀧村 戸長役場」朱印，同割印押印． 
○寄留 

1351 
寄留証（御馬寄村山浦源助ほか二名小諸町士族笹井

信之方へ出稼）． 
明治 12 年 5 月 28 日． 差出：右区（長野県第七大区五

小区）副戸長 依田源四郎(朱印)． 受取：北第六大区三

小区正副戸長御中． 
1 通． 竪美紙． 
「長野県北第七大区五小区」小豆色（もと朱色ヵ）罫紙．端朱筆

「第三十号」． 

3.徴兵下調 

615 
徴兵人別表（御馬寄村町田作太郎分）． 
明治14 年．  
1 通． 竪切紙． 
白紙1 枚あり． 

4.土地 

124 
御下帳十九冊写，(裏表紙)明治四辛未年十二月 名主 

小平八郎 改之． 
（寛保年間～安政年間）．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
寛保以来の「御馬寄村当水押引帳」等を書き写したもの． 

123 
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 年12 月．  
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
41 
明治六癸酉年 一月改 字限反別合高記録 御馬寄村． 
明治6 年1 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
126 
官有地之内御処分場ヶ所限取調帳 北第七大区五小区 

佐久郡 御馬寄村． 
明治12 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1360-11(4) 
覚（畑地面積分米等改書上，幸蔵分）． 
辰12 月．  
1 通． 横美切紙． 
1202-9-40 
（分米高〆石高，同田畑種別ごと反別石高内訳）． 
1 枚． 横切紙． 
断片，前欠ヵ． 
1202-9-41 
測量御改メ（塩名田船会所西より村方二番刎先まで他）． 
1 枚． 横折紙． 
1202-9-42 
[包紙](朱筆)「村内測量調 平井様御出張之事」． 
1 枚． 竪紙． 
「回章 第九区」「御馬寄村始」等記載あり．-9全体を下から包む．

紙縒り紐とも． 
○用水約定 

718 
[用水約定証文]（明治八年地籍編纂時に五郎兵衛新田

村より分裂のため）． 
[明治19 年]．  
[5 綴]． [一括]． 
718-1 
條約書（御馬寄村字下起し五等田 1 筆の用水灌漑・同

費用ほか従前通りにつき）． 
明治 19 年 3 月． 差出：右（御馬寄村） 町田良右衛門

(朱印)． 受取：北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長 平嶋省

三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
718-2 
條約書（御馬寄村字三反田六等田 1 筆の用水灌漑・同

費用ほか従前通りにつき）． 
明治 19 年 3 月． 差出：右（御馬寄村） 町田良右衛門

(朱印)． 受取：北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長 平嶋省
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三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．1 銭証券印紙． 
718-3 
條約書（御馬寄村字塚田六等田 1 筆の用水灌漑・同費

用ほか従前通りにつき）． 
明治19 年3 月． 差出：右（御馬寄村） 町田良右衛門． 

受取：北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長 平嶋省三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙．標題上付箋「町田甚左ヱ門分，松川文之丞ヨリ良右

ヱ門名前ニテ買入候，従前ヨリ字塚田ニハ良右ヱ門分ナシ」． 
718-4 
條約書（御馬寄村860番字塚田七等田1筆の用水灌漑・

同費用ほか従前通りにつき）． 
明治 19 年 3 月． 差出：右（御馬寄村）町田甚左衛門． 

受取：北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長 平嶋省三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
718-5 
條約書（御馬寄村858番字塚田七等田1筆の用水灌漑・

同費用ほか従前通りにつき）． 
明治 19 年 3 月． 差出：右（御馬寄村）町田甚左衛門． 

受取：北佐久郡八幡邨外六ヶ邨戸長 平嶋省三殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 

5.地租改正 

619 
[地租改正関係書類]． 
[明治5 年～明治9 年]．  
[6 冊]． [一括]． 
619-1 
第五大区 田方収穫所得米反当表（一～四小区各村分

書上，本表反当りにより県庁見込みの通り仰付けられ

ても異存ない旨，「委任状之事」とも写）． 
明治 9 年 2 月 28 日． 作成：村々 連印；（委任状）第五

大区 三小区 連印．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
619-2 
（御馬寄村・蓬田村・桑山村・八幡村・矢嶋村・五郎兵衛

新田村の明治5～7 年の租税納辻書上）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
紺色罫紙． 
619-3 
従来高外与唱来り候分御書上下調 但辛未御免状江引

合（百姓屋敷・郷蔵敷・永荒など）． 
明治 5 壬申年 10 月． 差出：佐久郡御馬寄村 百姓代 

町田武左衛門(印)，組頭 町田良右衛門(印)，名主 小平

八郎(印)． 受取：長野県 佐久 御庁． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 

紺色罫紙．標題は表罫外朱筆端書より． 
619-4 
（第二大区・第四大区田畑反別等書上，第四大区六小

区田畑収穫反当り帳，反当り収穫量割当方につき口上

書など綴）． 
（明治9 年2 月～4 月30 日）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
中に数冊を綴込む．紺色罫紙・茶色罫紙等使用． 
619-5 
明治九年二月`より`四月ニ至四大区会所へ出頭ニテ毎

度反当り仕出し書類（第四大区下各小区各村反別書上・

勘定等）． 
（明治9 年2 月～4 月）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
中に数冊を綴込む．「長野県下第四大区 会所」茶色罫紙・紺色

罫紙等使用．標題は表罫外端書より． 
619-6 
（田畑屋敷林等面積等級検査出来米ならびに地価目的

書取調書上）． 
明治 6 年 11 月． 差出：第九区 佐久郡御馬寄村 百姓

代 町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 町

田清兵衛(印)，同 山浦健六(印)，同 町田良右衛門(印)，

戸長 小平八郎(印)． 受取：長野県参事楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
綴目に印（良右衛門印）あり．日付記載朱筆にて十月三十一日

に訂正，差出記載中戸長に朱筆合点・宛先記載朱筆合点により

削除訂正． 
1138-104 
（田畑屋敷林等地味厚薄検査地価取調書）． 
明治 6 年 11 月． 差出：ー ー，百姓代・副戸長・戸長 

連印． 受取：御名宛． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
292 
明治八年五月御布令 地租御改正御規則 人民心得書

御雛形書 御馬寄村 村用係． 
明治8 年5 月．  
1 冊． 竪美切半折（四ツ目縫い綴じ）． 
表紙は「小諸荒町 柳田茂十郎 諸国 御茶所」「柳田園」包紙裏

面使用．本文木版または活版．1 丁目綴目近くに「御馬寄村」印

押印． 
291 
明治八年九月廿八日 田畑宅地収穫総計取調簿 第四

大区六小区 御馬寄村． 
明治8 年9 月28 日．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
水色罫紙．標題肩朱筆「不用」． 
293 
明治八年十月三日再調 田畑宅地収穫米総計取調帳 

第四大区六小区 御馬寄村；(附)地位段級表収穫所得

米平均． 
明治8 年10 月．  
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1 綴（1 冊1 点）． 竪半（一ツ目結び綴じ；二ツ綴ほかとも）． 
表紙標題右上脇朱筆「書上ヶノ控」．藍色罫紙． 
294 
明治八年十一月 地順収穫總計調帳 第四大区六小区 

信濃国佐久郡 御馬寄村 上帳扣． 
明治8 年11 月．  
1 綴（3 冊）． 竪半（一ツ目結び綴じ；二ツ綴とも）． 
表紙年代「八」は貼紙訂正（訂正前「九」年），標題上朱筆「仝」，

標題左脇朱筆「明治九年五月廿七日 県庁御引合相違ナシ」．

藍色罫紙． 
296 
[田畑宅地収穫等取調および反当平均六ヶ村取極控]． 
[明治9 年]． 作成：[第四大区六小区 御馬寄村]．  
[1 綴（3 冊）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
296(1) 
田畑宅地収穫反当平均六ヶ村取極扣 第四大区六小区 

御馬寄村． 
明治 9 年． 作成：御馬寄村 用掛 町田良右衛門(印)，

同 町田仙右衛門(印)，代議人 町田美和次(印)[ほか五

郎兵衛新田・八幡村・蓬田村・桑山村・矢嶋村各村用掛・

代議人・下調人計19 名連署うち 8 名連印]．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
「長野県下第四大区 六小区」藍色罫紙．表紙右上後筆「明治九

年」（鉛筆書き）． 
296(2) 
（御馬寄村・桑山村・八幡村・矢嶋村・五郎兵衛新田・蓬

田村各田畑宅地反別同総計書上）． 
（明治9 年1 月ヵ）．  
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」藍色罫紙．末尾後筆「明治九年一

月十八日 書上差出シ之控」（ペン書き）． 
296(3) 
明治九年二月三日 田畑宅地収穫并小作米取調帳 第

四大区六小区 御馬寄村． 
明治9 年1 月18 日． 作成：右村用掛 町田良右衛門，

同 町田仙右衛門，代議人 町田美和次．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
「長野県下 第四大区六小区」紺色罫紙．表紙右上朱筆「書上之

控」． 
300 
明治九子年一月十九日差出シ 田畑宅地収穫并小作

米取調帳 第四大区六小区 御馬寄村． 
明治9 年1 月18 日；明治9 年1 月19 日． 差出：右（御

馬寄）村代議人調印，村用係調印． 受取：名宛無之． 
1 冊． 竪半（二ツ縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」藍色罫紙． 
299 
明治九年二月 田畑収穫并小作米取調帳 六小区 御

馬寄村． 
明治 9 年 2 月 3 日． 作成：第四大区六小区 御馬寄村 

用掛 町田良右衛門(印)，同 町田仙右衛門(印)，代議人 

町田美和次(印)．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
「長野県下第四大区 六小区」藍色罫紙．綴目に町田良右衛門

印あり．下部附箋多数． 
295 
明治九年三月 当四大区村々田畠宅地反別調 六小区 

御馬寄村扣． 
明治9 年3 月．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
藍色罫紙． 
301 
明治九年四月 等外畑一筆限取調帳 第四大区六小区 

佐久郡 御馬寄村． 
明治9年4月． 差出：右（御馬寄）村 代議人 山浦七左

衛門(印)，同 町田佐太郎(印)，同 町田美和次，用掛 

町田仙右衛門(印)，同 町田良右衛門(印)，副戸長 依田

仙右衛門． 受取：長野県権令楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
黒色罫紙． 
298 
明治九年五月二日出県 第四大区ノ内六小区収穫米取

調上帳之扣 并等外田畑取調共 御馬寄村． 
明治9年5月2日． 差出：御馬寄村 代議人 山浦七左

衛門，用掛 町田良右衛門[ほか五郎兵衛新田代議人 2

名・用掛 1 名，矢嶋村・八幡村・蓬田村・桑山村代議人・

用掛各1 名]，副戸長 依田仙右衛門[ほか 1 名]；右八幡

村 用掛 依田音蔵[ほか村 4 ヶ村用掛計 5 名]，副戸長 

依田仙右衛門． 受取：長野県地租御改正掛御中；長野

県地租改正御掛御中． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
302 
明治十年一月 田畑宅地内訳取調帳 第七大区五小区 

佐久郡御馬寄村扣． 
明治10 年1 月．  
1 冊（括り紐とも；2 冊のうち）． 堅半（二ツ綴）． 
もと 303 と麻紐で一括． 
303 
明治十年一月 田畑宅地内訳取調帳 第七大区五小区 

佐久郡 御馬寄村． 
明治10 年．  
1 冊（2 冊のうち）． 堅美（二ツ綴）． 
もと 302 と一括．本文薄藍色罫紙． 
1141-85 
記（郷宿より呼出人）． 
未11 月10 日． 受取：御馬寄村名主中． 
1 通． 横切紙． 
1360-11(72) 
記（大区会所にて各村立替金）． 
1 通． 横折紙． 
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6.諸事変 

835-1 
記（信濃国筑摩郡上田村木挽職野田又吉，病気にて臥

せ居る旨連絡につき）． 
（明治7年3月）． 作成：長野県第九区佐久郡御馬寄村

戸長飛脚農 山浦民次郎，右戸長小平八郎(印)．  
1 通． 竪紙． 
「第九区」青色罫紙． 
835-2 
記（野田又吉介抱・埋葬入用書上）． 
（明治7 年3 月）．  
1 通． 横折紙． 
835-3 
記（野田又吉介抱・埋葬入用書上）． 
（明治7 年3 月）．  
1 通． 横折紙． 
朱筆にて｢3｣． 

7.学校 

376 
明治十一寅年七月改正 学資金各家明細簿 御馬寄邨 

修省学校． 
明治11 年7 月． 作成：修省学校執事 町田武左衛門，

世話掛 山浦一助，同 柳澤孫右衛門，同 鈴木一郎，同 

町田長四郎，同 小林惣四郎，立会勘査委員 町田良右

衛門(印)，同 町田仙右衛門(印)，同 町田佐太郎，同 

山浦儀助．  
1 冊． 竪美（四ツ目綴，不完全）． 
579 
明治十三年九月 積金受取帳 町田志津太 修省学校

［朱印]． 
明治13 年9 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横美半折（綴葉装一ツ綴）． 
もと 579 と 580 は括り紐で一括，紐とも．綴目に朱印，表紙押印

に同じ，同印文「修省学 校之証」． 
580 
明治十三年九月 積金受取帳 修省学校［朱印] 町田

良右衛門． 
明治13 年9 月．  
1 冊（2 冊のうち）． 横美半折（綴葉装一ツ綴）． 
綴目に朱印，表紙押印に同じ，同印文「修省学 校之証」． 
1359-76 
[佐久出張所詰小平八郎公用状]（当村学校所，隣区塩

名田村をも当村へ合わせたく局長様より御談事あり村

吏等早々書面で伺うよう，明廿八日役人のうち一名・世

話方のうち心得た衆出頭につき）；副紙（当村学校設置，

囲穀につき願書案ヵ）． 
5 月27 日（封筒・本紙とも）． 差出：佐久出張所詰 小平

八郎；（副紙）小平． 受取：御馬寄村吏 町田良右衛門

殿；（副紙）御役人中． 

2 通． 横切継紙（封筒入，副紙とも）． 
封筒裏朱筆「矢島村戸長殿へ頼済也」，封印「小平」(朱印)．封

筒に本紙・副紙2 通入り．本紙・副紙とも紙面に朱筆書込み． 
1360-11(70) 
記（学校廃止につき，雛型）． 
作成：世話掛．  
1 通． 竪切紙． 
1390-45 
御馬寄学校資金之内変換願（下書，金員返済できかね，

抵当物にて詫入）． 
差出：北佐久郡御馬寄村 学校資金関係人ー，ー，ー，

戸長 ー． 受取：北佐久郡長宛． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 

8.印影・書類事務 

1360-11(40) 
御届（印形変更につき）． 
明治 9 年 3 月 26 日． 差出：第四大区六小区佐久郡御

馬寄村鈴木一郎(印)． 受取：第四大区六小区取扱所御

中． 
1 通． 竪折紙． 
青色罫紙． 
1360-11(42) 
記（御馬寄村山浦勝助横浜太田町まで罷り越すにつき

証書差出の旨）． 
明治9年7月1日． 作成：第四大区六小区副戸長依田

源四郎（印）．  
1 通． 竪紙． 
黒罫紙． 
1387-74 
[寺尾平右衛門書状]（役場書類消印手続につき照会）． 
（明治年間）． 差出：寺尾平右衛門． 受取：御馬寄邨

町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 

9.諸帳簿管理 

497 
信濃国佐久郡御馬寄村 古代書類・明治五年迄 諸帳

引渡目録 戸長小平八郎（書印）（明治七年迄の引継内

容を含む計四回分の引継記録の写と一回分の引継記

録の控）． 
1.明治7 年戌7 月20 日；2.明治10 年9 月；3.明治11 年

5 月10 日；4.明治12 年6 月30 日；5.明治14 年12 月2

日． 差出：1.佐久郡御馬寄邨旧戸長小平八郎(書印)；2.

旧用掛町田良右衛門(書印)，同町田仙右衛門(書印)；3.

旧用掛町田美和次(書印)，同町田佐太郎(書印)；4.旧用

掛山浦一助(書印)，代議人町田甚太郎，町田長四郎，

山浦為太郎；5.旧戸長町田良右衛門(朱印)． 受取：1.第

四大区六小区同村用掛町田良右衛門殿，同町田仙右

衛門殿，代議人町田美和次殿，同町田佐太郎殿，同山
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浦七左衛門殿；2.用掛町田美和次殿，町田佐太郎殿，

外代議人御中；3.用掛山浦一助殿，代議人町田甚太郎

殿，同町田長四郎殿，同山浦為太郎殿；4.戸長町田良

右衛門殿；5.戸長町田仙右衛門殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
最末尾（裏表紙）の差出のみ実際に朱印捺印あり，裏表紙手前

までと筆跡を異にする（裏表紙手前までの写部分は町田良一の

筆跡に類似するも裏表紙捺印により本項目へ配列）． 

10.諸修繕 

654 
以書付奉願上候（検査後封印の村方貯穀蔵の板敷崩

落のため封印放印・手入積替えにつき）． 
明治7年第7月12日． 差出：第九区副区長兼 佐久郡

御馬寄村戸長 小平八郎(印)． 受取：長野県参事楢崎

寛直殿． 
1 通． 竪半紙． 
藍色罫紙．標題訂正前「至急伺書」，もと蔵処置につき伺書案．

押印あるも下書ヵ． 

11.往還道橋 

95 
千曲川往還橋新規掛渡諸入用書上帳 佐久郡 塩名田

村・御馬寄村． 
明治5壬申年5月27日． 差出：佐久郡御馬寄村 名主 

小平八郎(印)，塩名田村 名主 丸山彦兵衛(印)． 受

取：長野県 佐久御出張所． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
本帳下へ附箋露出，取扱注意． 
551 
[千曲川往還橋銭渡船賃銭明細書上扣，附届書類共]． 
[明治5 年]．  
[5 点]． [一括]． 
551-1 
記（千曲川往還橋銭取立ならびに渡船賃銭請取方その

ほか明細書上につき）． 
明治5壬申年6月． 差出：佐久郡塩名田村 名主 丸山

喜市，御馬寄村 名主 小平八郎． 受取：長野県 佐久 

御出張所． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
藍色罫紙． 
551-2 
記（千曲川幅長・同延長，井堰・各所往還土橋・同板橋

ほか幅・深さ・長さ等書上）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
御馬寄村内各所． 
551-3 
記（橋台枠玉・貫木・橋台木・笠木ほか材木等本数代金

寸法，人足・大工人数賃銀等書上および金額集計）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
本文附箋多数． 

551-4 
乍恐以書付奉願上候（千曲川往還橋従前附属村々廃止

により橋掛渡し・落橋中渡船の始末取調べ差上げたと

ころ橋掛渡し受負人へ仰付けにつき両村難渋）． 
1 枚． 竪紙． 
下書または後欠ヵ． 
551-5 
記（渡船ならびに橋銭一ヶ年銭取高，および定番扶持

米・同給金・薪・油ほか入費仕訳書上および金額集計）． 
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
94 
千曲川新規橋掛ヶ渡諸入費書上 佐久郡 塩名田村・御

馬寄村． 
明治5壬申年6月． 差出：佐久郡塩名田村 名主 丸山

喜市(印)，同御馬寄村 名主 小平八郎(印)． 受取：長

野県 佐久御出張所． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
本帳下へ附箋露出，取扱注意． 
774 
記（御馬寄村地内中山道往還丁数書上扣）． 
明治5壬申年7月． 差出：御馬寄村百姓代町田茂左衛

門，組頭町田良右衛門，名主小平八郎． 受取：長野県

佐久御役所． 
1 通． 竪紙． 
237 
明治六年十二月 隣村里程取調 御馬寄村． 
明治6 年12 月． 作成：調人 昭造，美和次．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
775(2) 
以書付奉願候（近衛歩兵通行人馬雇揚げ賃銭不足金償

却につき）；(附)記（別紙割賦高書上）． 
明治 9 年 8 月 24 日． 差出：六宿并助郷村々戸長副連

印． 受取：長官宛． 
1 通． 竪半． 
藍色罫紙．端に 2 ヶ所綴穴あり，もと一ツ綴の冊子ヵ．六宿は小

田井・岩村田・塩名田・八幡・望月・芦田． 
1202-9-31 
記（駒寄澤橋の松代金・本数書付・橋掛人足扣，明治 14

年8 月調ニテ御渡し分書抜）． 
（明治14 年ころヵ）．  
1 冊． 横長半（ひねり綴）． 
489 
明治十四年 道路改良資金有志名簿 世話掛（趣意書

のみ，人名記載なし）． 
明治14 年．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
朱色罫紙．綴部に印（印文「塩利」）．内容：地内山之前耕地ヲ貫

通シ県道一等甲州街道ニ接スルノ中間五百余間ノ旧道ヲ広開

シ或ハ新道ヲ開設シ南ハ森山新田ヨリ北ハ中島ニテ国道ニ属

スルノ一直線路ヲ新設スルノ発意． 
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775(1) 
「明治九年八月 近衛歩兵演習通行人馬継立の不足金

割賦」（表紙）． 
1 枚． 竪紙． 
ペン書き． 

12.村吏 

28 
(1)明治七甲戌年 一月`より` 村吏出庁順番帳 第九区

御馬寄村；(2)明治七稔甲戌一月ヨリ 村吏出勤録 第九

区御馬寄村． 
(1)（明治7 年 1 月10 日～3 月）；(2)（明治7 年 1 月 6 日

～19 日）．  
2 冊合綴． 横長半（一ツ綴）． 
(1)は県庁への出役順記録，出役人押印．(2)は村内役人出勤記

録（職務概要とも）． 

13.村誌 

554 
（信濃国佐久郡御馬寄村誌稿）． 
（明治初年）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
丹色罫紙． 
552 
番外（写，政府地誌編輯につき調査差出の旨達，およ

び皇国地誌編輯差出につき第九拾七号明治八年六月

使府県宛太政大臣三條實美達ならびに皇国地誌編輯

例則の引用）． 
明治 9 年 11 月． 差出：長野県権令楢崎寛直． 受取：

北各区々戸長． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
茶色罫紙． 
98-1 
村誌 北第七大区五小区 佐久郡御馬寄村扣 草稿 村

扣． 
明治10年9月15日． 差出：長野県北第七大区五小区 

信濃国佐久郡御馬寄村 惣代 町田佐太郎(印)，同 町

田仙右衛門，同 町田良右衛門(印)，代儀人 町田豊次

郎，同 町田利助，同 町田儀作(印)，用掛 山浦一助

(印)，用掛 町田美和次，副戸長 依田仙右衛門，同 依

田源四郎． 受取：長野県権令楢崎寛直殿． 
1 冊（5 点のうち）． 堅美（二ツ綴）． 
表紙に朱筆「読合済」「反古物」とあり，標題を朱で見せ消ち．本

文「長野県北第七大区五小区」深緋色罫紙．下書化したものヵ． 
98-2 
（村誌本文）． 
（明治12 年）． 作成：（信濃国佐久郡御馬寄村）．  
1 冊（5 点のうち）． 堅美（一ツ綴）． 
附箋・貼紙あり，取扱い注意．「長野県北第七大区五小区」小豆

色罫紙．年代は文面より推定（96・97 とほぼ一致）． 
98-3 
（村誌本文・部分）． 
（明治12 年）． 作成：（信濃国佐久郡御馬寄村）．  
1 綴（5 点のうち）． 竪美（一ツ目結び綴じ）． 
本文小豆色罫紙．年代は文面より推定（96・97 にほぼ一致）． 
96 
村誌 北佐久郡 御馬寄村；(附 1)口上（村誌取調事項書

上，送付期日，長野出頭等につき）；(附 2)（用水・学校・

雑税ほか村誌取調事項書上，附・清酒上納金額書付）． 
明治12年5月；(附1)9月24日． 差出：長野県下 信濃

国北佐久郡御馬寄村 惣代 同 町田佐太郎(印)，同 町

田仙右衛門(印)，同 町田良右衛門(印)，代儀人 山浦爲

太郎(朱印)，同 町田長四郎(朱印)，同 町田甚太郎(朱

印)，用掛 山浦一助(朱印)，副戸長 依田源四郎；(附 1)

土屋杢右衛門． 受取：長野県令楢崎寛直殿；(附1)町田

良右衛門様． 
1冊（附1通仮1冊とも）． 竪美（かぶせ綴）；（附2）竪半（ひ

ねり綴）． 
96～98まで紐により5冊一括．表紙丁内に竪紙書状1通（2枚；

附 1）・竪半仮 1 冊（附 2-1，附 2-2 とも）．附 2-1 の 2 丁目丁内

に小切紙（附 2-2）あり，附 2-1 は東雲色罫紙．本文「長野県北

第七大区五小区」深緋色罫紙．控ヵ． 
97 
村誌 北佐久郡 御馬寄村． 
明治12年5月． 差出：長野県下 信濃国北佐郡（ママ）

御馬寄村 惣代 同 町田佐太郎，同 町田仙右衛門，同 

町田良右衛門，代儀人 山浦爲太郎，同 町田長四郎，

同 町田甚太郎，用掛 山浦一助，副戸長 依田源四郎． 

受取：長野県令楢崎寛直殿． 
1 冊（5 点のうち）． 竪美（かぶせ綴）． 
本文藍色罫紙．控ヵ． 

 

4.副戸長・村用掛 
（シリーズ記述） 

 戸籍区設置以後（明治時代）の御馬寄村で，町田家の者が村の役職を勤めたことから伝存したと考えられる分

を収めた．その役職は本項目名に示すとおりで，就任者は町田良右衛門道喜である．配列根拠は，資料中の町田

家の者の人名や役職肩書の記載・表現等である．いま各役職内容の別は不明のため，役職ごとの区別はしていな
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い．下位項目は，内容的・物的小群をなす一連の資料のその内容から設定し，必ずしも3.戸籍区以後の下位項目と

一致しない． 

 記述単位件数の割合からは，下位項目2.戸籍事務と4.地租改正が大きく（本項目へ配されるべき分を含むかもし

れない3.戸籍区以後の件数を考慮しても），当時この役職の果たした主要な内容をうかがえよう． 
 

1.地租諸税 

33 
明治五年十月 壬申租税金初納割賦取立帳 佐久郡御

馬寄村． 
明治5年10月． 作成：右村 当区副区長 戸長 小平八

郎(印)，副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，

同 町田清兵衛(印)，百姓代 町田む左衛門(印)，同 町

田佐太郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
もと 33～39 まで紙縒りにて一括．村民各人押印・「（取）」印． 
34 
明治五年十一月 壬申租税金二納割賦取立帳 佐久郡

御馬寄村． 
明治 5 壬申年 11 月． 作成：御馬寄村 戸長 小平八郎

(印)，副戸長 町田良右衛門(印)，百姓代 町田佐太郎

(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
村民各人押印・「（取）」印． 
35 
明治六年癸酉一月 壬申租税金三納割賦取立帳 佐久

郡御馬寄村． 
（明治6 年）癸酉1 月． 作成：戸長 小平八郎(印)，副戸

長 町田良右衛門(印)，同 町田清兵衛(印)，百姓代 町

田武左衛門，同 町田佐太郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙年代記載もと「明治五年…」とあるも「五」を「六」と貼紙訂正．

村民各人押印または「相済印」． 
40 
明治六年三月 壬申租税金皆済仮割賦帳 御馬寄村． 
明治6 年癸酉3 月． 作成：戸長 小平八郎(印)，副戸長 

町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，同 町田清兵衛

(印)，百姓代 町田武左衛門，同 町田佐太郎(印)．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
村民各人押印． 
37 
明治六年十一月十日 癸酉租税金取立帳 初納 御馬

寄村． 
明治6 年11 月． 作成：御馬寄村 戸長 小平八郎(印)，

副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，同 町田

清兵衛(印)，百姓代 町田武左衛門，同 町田佐太郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴，下紐付き）． 
村民各人押印． 
36 

明治六年十二月八日 癸酉租税金割賦帳 二納 御馬

寄村． 
明治6 年12 月． 作成：御馬寄村 戸長 小平八郎(印)，

副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，同 町田

清兵衛(印)，百姓代 町田武左衛門，同 町田佐太郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴，下紐付き）． 
村民各人押印． 
38 
明治七年一月二十八日上納 癸酉租税金三納割賦帳 

御馬寄村． 
明治 7 年 1 月． 作成：御馬寄村 戸長 小平八郎(印)，

副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，副戸長 

町田清兵衛(印)，百姓代 町田武左衛門，同 町田佐太

郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
村民各人押印． 
39 
明治七年第三月十九日御上納 酉租税金四納割賦帳 

第九区佐久群御馬寄村． 
明治 7 年 3 月． 作成：御馬寄村 戸長 小平八郎(印)，

副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六(印)，同 町田

清兵衛(印)，百姓代 町田武左衛門，同 町田佐太郎(印)．  
1 冊（7 冊のうち）． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
村民各人押印． 

2.戸籍事務 

613-18 
以口上書申上候（入籍願中の志賀村神津新蔵三女よめ

の，病気にて死亡につき）． 
明治7 年4 月12 日． 差出：御馬寄村山浦徳太郎(印)，

親類山浦七郎(印)． 受取：副戸長町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
1138-5 
記（御馬寄村竹蔵三女出生届）． 
明治 7 年 6 月 16 日． 差出：第九区佐久郡御馬寄村七

拾五番地戸主町田竹蔵(印)． 受取：戸長御中． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙．「町田文書」等貼紙． 
1138-6 
（御馬寄村町田竹蔵二女死亡届）． 
（明治 7 年）第 6 月 18 日． 差出：第九区佐久郡御馬寄

村七拾五番地戸主町田竹蔵(印)． 受取：戸長御中． 
1 通． 竪紙． 
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青色罫紙．「町田文書」等貼紙． 
○送籍 

614-1 
送籍之事（第十一区入布施村武舎平兵衛亡養子吉之助

離縁長女とく御馬寄村蒔田万太郎妻に内縁整い平兵衛

跡退転するも万太郎忰相続につき）；(附 1)[牧布施村土

屋杢右衛門書状]（とくを万太郎本籍へ加入依頼・事情

説明）；(附 2)（武舎平内・槙田万太郎他関係者戸籍書

抜）． 
明治4 未年12 月；(附1)申（明治5 ヵ）6 月日． 差出：右

（長野県管下入布施村）第十一区副戸長 土屋杢右衛門

(印)，戸長 伊藤金次郎；(附 1)牧布施村 土屋杢右衛門． 

受取：元小諸県御管下 第 (空白)区 戸長・副戸長 御

中；(附1)御馬寄村 小平八郎様． 
1 通（附2 通とも）． 竪美． 
本紙奥に横切紙2 通（附1・2）書状様に折り込まれていた．端裏

下附箋「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． 
613-22-1 
送籍返証（柳沢新助，小林傳三郎名跡相続につき）． 
明治7年3月． 差出：長野縣管下第拾区佐久郡岩尾村

戸長 大井大三郎(印)． 受取：同御管下第九区佐久郡

御馬寄村 副戸長山浦健六殿． 
1 通（2 通のうち）． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．-22-1・-22-2 を入れる包紙とも． 
613-22-2 
送籍記之事（御馬寄村山崎嘉平一家本籍願につき）． 
明治 5 壬申年正月． 差出：第六区戸長 丸山忠左衛門，

同副丸山喜平． 受取：第二区戸長 柳田五兵衛殿・同

副 神津傳四郎殿． 
1 通（2 通のうち）． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．もと-22-1 と包紙で一括． 
613-3 
送籍之事（岩村田町阿部東太夫養子伊兵衛離縁につ

き）． 
明治 5 年 11 月 23 日． 差出：第拾区 区長倉持恭倹

(印)[ほか 1 名]． 受取：第九区正副区長御中． 
1 通． 竪美（一ツ綴）． 
町田文書等貼紙． 
614-7 
入籍返章（御馬寄村山浦七郎右衛門次女たに，大和田

村依田吾一郎方養女に遣し本籍除籍承知・当区内入

籍）． 
明治6年2月28日． 差出：長野県御管下第拾区 副区

長 田中時則(印)，区長 倉持恭倹(印)． 受取：第九区 

区長 木内源太殿，副区長 小平八郎殿． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
本紙に町田文書等貼紙． 
614-8 

送籍証之事（長野県管下第廿一区小県郡赤坂村佐藤團

吉三男佐藤百市，山浦伊右衛門養子に遣したく）． 
明治6年癸酉2月． 差出：第二十一区 副区長 宮山金

次郎（署名下附箋）「御用出県ニ付無印」，同 久保田正

種(印)，同 清水大五郎(印)． 受取：同管下佐久郡 第

九区 区長 木内源太殿，副区長 小平八郎殿． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
本紙に町田文書等貼紙． 
614-6 
送籍証（上塚原村小平寅之丞次女また，工藤平吉方へ

内縁）． 
明治 6 酉年 10 月 23 日． 差出：右（長野県管下信濃国

佐久郡上塚原）村 戸長 池田源助(印)． 受取：第九区

御馬寄村 戸長副御中． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
包紙「送籍 第拾区 上塚原村」，同貼紙「酉十月廿五日ニ請取，

同日返章渡し，副戸長町田良右衛門名前」．本紙に町田文書等

貼紙． 
613-17 
送籍返書（山浦七郎二男，矢野此吉へ養子縁談整うに

つき）． 
明治6年11月30日． 差出：長野縣管下第壱拾区佐久

郡横和村戸長 岡村丈助(印)． 受取：同御管下 副戸

長 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-14 
送籍証（御馬寄村吉田茂助妹しけ，碓井市郎右衛門二

男妻に嫁すにつき）． 
明治6年11月． 差出：（長野縣管下第九区信濃国佐久

郡御馬寄村）戸長代兼副戸長 町田良右衛門． 受取：

同御管下同区同郡小宮山村戸長 諸澤七郎殿． 
1 通． 竪紙． 
町田文書等貼紙． 
613-16 
送籍返章之事（吉田茂助妹しけ，加籍につき）． 
明治 6 年 11 月． 差出：長野縣管下第九区佐久郡小宮

山村戸長 諸澤七郎(印)． 受取：同御管下同区御馬寄

村戸長兼副戸長 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-15 
送籍引取証（山浦部右衛門長女あくり，原与平長男妻に

縁談整うにつき）． 
明治6年12月13日． 差出：長野縣管下第九区信濃国

佐久郡今岡村戸長 原良平(印)． 受取：同御管下同区

同国同郡御馬寄村戸長代 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
614-9 
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送籍証（赤坂村佐藤團吉二男佐藤弥吉，山浦八百作養

子に遣したく）． 
明治 6 年 12 月 26 日． 差出：右（長野県管下第二十一

区信濃国小県郡赤坂）村 戸長 金子勇(印)． 受取：第

九区 佐久郡御馬寄村 戸長副 御中． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
包紙「送籍証 小県郡赤坂村」，同附箋「甲戌一月二日返章渡

し」．本紙に町田文書等貼紙． 
614-2 
送籍返証（第九区御馬寄村山崎次郎兵衛長女くみ下県

村篠原善四郎長男友太郎妻への送籍落手につき）． 
明治 6 年 12 月 30 日． 差出：長野県管下第九区 佐久

郡下縣村 戸長 木田所一郎(印)． 受取：同県御管下同

区 同郡御馬寄村 戸長代副戸長 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-13 
送籍証（中沢清太郎妹しゆう，鈴木市太夫忰聟太郎妻

に嫁すにつき）． 
明治7年1月21日． 差出：（長野縣管下第拾区信濃国

佐久郡岩村田町）戸長 篠澤豊太郎(印)． 受取：同縣

管下第九区同国同郡御馬寄村戸長 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-23 
送籍証（佐藤惣左衛門長女やす，鈴木繁吉へ縁付につ

き）． 
明治7戌年1月． 差出：長野県管下第拾区佐久郡塩名

田村戸長 丸山喜市(印)． 受取：同御管下同郡御馬寄

村 戸長副御中． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．青罫紙． 
613-24 
離縁送籍証（市川庄右衛門二男助市妻むめ離縁につ

き）． 
明治 7 戌年 1 月． 差出：（長野県管下第九区矢島村戸

長 小泉甚太夫(印)． 受取：同県御管下同郡御馬寄村 

副戸長兼戸長小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．青罫紙． 
613-10 
送籍返書章（町田永之助長女りう，雫田弥伝次長男妻

に縁談整うにつき）． 
明治7 甲戌年2 月． 差出：第拾区佐久郡今井村 戸長

鷹野半平(印)，副戸長上原壽和太(印)． 受取：長野縣

第九区佐久郡御馬寄村 戸長副御中． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
614-4 
送籍証（森山村塩川逸作長女たけじ，山浦八百蔵妻へ

縁組）；(附)送籍返章（控，たけじ山浦小源太長男八百治

[ママ]妻に嫁す送籍証落手加籍につき）． 
明治7年戌2月；(附)明治7年2月25日． 差出：右（長

野県管下第十一区佐久郡森山）村 戸長 金井芳五郎

(印)；(附)長野県管下第九区 佐久郡御馬寄村 戸長代

副戸長 町田良右衛門印○． 受取：同県管下 第九区

佐久郡 御馬寄村 戸長 小平八郎殿；(附)同御管下第

十一区 同郡森山村 戸長 金井由五郎殿． 
1 綴（包紙とも・2 枚）． 竪美・竪美罫（包紙入）． 
1枚目と2枚目は端上を糊付け．2枚目のみ藍色罫紙．1枚目端

下・2枚目奥上に町田文書等貼紙．送籍返証控の差出は書印だ

けでなく後から実際に押印． 
613-9 
送籍証（大井求右衛門長女むま，山浦宗作妻に縁約に

つき）． 
明治7甲戌年4月19日． 差出：（長野県管下第拾区佐

久郡岩尾村）戸長大井大三郎(印)． 受取：同管下第九

区同郡御馬寄村副戸長 町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙． 
613-20 
送籍返証（蒔田佐右衛門，当村榎原安之丞相続縁談に

つき）． 
明治 7 年 4 月． 差出：第十三区佐久郡八重原村戸長 

大塚堅右衛門(印)． 受取：第九区同郡御馬寄村 正副

戸長御中． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．青罫紙． 
613-21 
送籍返書（蒔田与尊吉長女しん，荻原伊太郎妻に縁約

につき）． 
明治7戌年7月21日． 差出：（長野縣管下第九区信濃

国佐久郡御馬寄村）戸長 荻原駒吉(印)． 受取：同御

管下佐久郡御馬寄村 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．紺色罫紙． 
614-5 
送籍証（相場藤四郎長女きと，山浦栄市方へ縁約）． 
明治7年7月30日． 差出：右（長野県管下第十一区佐

久郡小諸与良）町 戸長 小山藤吉(印)． 受取：同県御

管下 第九区 佐久郡御馬寄村 戸長 小平八郎殿． 
1 通． 竪美罫（包紙入）． 
「与良町」藍色罫紙．町田文書等貼紙． 
613-12 
送籍返書（御馬寄村山浦儀助二男幸蔵，羽毛田喜市方

へ養子入につき）． 
明治7 年7 月． 差出：小縣郡長久保新町 戸長竹内善

蔵(印)． 受取：佐久郡御馬寄村 正副戸長御中． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．青罫紙． 
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613-11 
送籍証（林安左衛門娘みつ，町田清兵衛娵に縁約につ

き）． 
（明治 7 年以前）． 差出：（当縣管下第拾二区当国佐久

郡入御倉村）右村戸長 林元右衛門(印)． 受取：第九

区佐久郡御馬寄村戸長 小平八郎殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
町田文書等貼紙．青罫紙． 

3.地券 

1.高反別代価取調帳 
50 
明治六年三月 地券高反別代価取調帳一 信濃國佐久

郡御馬寄村；(附)記（奥書願につき，「長野県下第四大

区 六小区」名入紺色罫紙使用）． 
明治6 年3 月～；(附)8 年10 月24 日． 差出：信濃国佐

久郡御馬寄村；(附)御馬寄村用掛(印)． 受取：(附)当区

扱所御中． 
1 冊（附1 通とも）． 堅美（かぶせ綴）． 
もと51・52とともに3冊一括．表紙朱筆「壹番」，裏表紙左上朱筆

「読合済」．1丁目附箋に「此帳表帋モ中モ 良右ヱ門道喜自筆」．

また後ろから 3～4 丁目間に文書1 通(附)．附箋多数． 
51 
明治六年三月 地券高反別代価取調帳二 信濃國佐久

郡御馬寄村． 
明治6 年3 月．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
3 冊（50～52）のうち．表紙朱筆「貮番」，裏表紙左上朱筆「読合

済」．1 丁目附箋に「表紙良右衛門 道喜自筆」．表紙の一部に

明治7年11月付・村用掛町田良右衛門外届（県知事宛，小学校

用無税官有地無い旨）の反故を使用． 
52 
明治六年三月 地券高反別代価取調帳三 信濃國佐久

郡御馬寄村（耕地1筆限立会改，出生米・売買至当地代

金積；検査奥書）． 
明治6年3月． 差出：信濃国佐久郡 御馬寄村 百姓代 

町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 町田清

兵衛(印)，同 山浦健六(印)，同 町田良右衛門(印)，当

区副区長・戸長 小平八郎(印)；（奥書）第九区区長 地

券見廻り兼 木内源太印，副区長 同断 箕輪鼎印，同 

同 小平八郎印． 受取：長野県権令立木兼善殿． 
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
3 冊（50～52）のうち．表紙朱筆「參番尾」，裏表紙左上朱筆「読

合済」．1 丁目附箋に「表紙ハ町田良右衛門 道喜自筆ナリ」．一

部藍色罫紙．控ヵ． 
53 
明治六年三月上帳下認 壱番 地券高反別代価取調帳 

三冊ノ内 壹 第九区 佐久郡御馬寄村． 
明治6 年3 月． 作成：佐久郡御馬寄村．  
1 冊（紙縒り紐とも）． 堅半（四ツ目（部分）綴，二ツ綴）． 
紙縒り紐により 3 冊（53～55）一括．表紙破損，表紙朱筆「壹番」

とあり，表紙下に「八郎」「良右衛門」「志津太」など計7 名の人名

記載．本文朱筆・附箋多数あり，また人名下に押印あり，見出し

タブあり．下書ヵ． 
54 
明治六年三月 二番 地券高反別代価取調帳 三冊ノ内 

二 第九区 佐久郡御馬寄村． 
明治6 年3 月．  
1 冊． 堅半（四ツ目（不完全）綴）． 
3 冊（53～55）のうち．．本文朱筆・附箋多数あり，また人名下に

押印あり，見出しタブあり．下書ヵ． 
55 
明治六年三月 三番 地券高反別代価取調帳 三冊ノ内 

三 第九区 佐久郡御馬寄村（耕地 1 筆限立会改，出生

米・売買至当地代金積；検査奥書）． 
明治6年3月． 差出：信濃國佐久郡 御馬寄村 百姓代 

町田佐太郎(印)，同 町田武左ヱ門(印)，副戸長 町田清

兵衛(印)，同 山浦健六(印)，同 町田良右ヱ門(印)，当

区副区長兼戸長 小平八郎(印)；（奥書）第九区区長 地

券見回兼 木内源太印，同副 同断 箕輪鼎印，同 同 

小平八郎(印)． 受取：長野県権令立木兼善殿． 
1 冊． 堅半（四ツ目（不完全）綴）． 
3 冊（53～55）のうち．裏表紙破損．本文朱筆・附箋多数あり，ま

た人名下に押印あり，見出しタブあり，「総括」部分より藍色罫紙．

末尾綴目に押印（戸長印）．なお末尾署名下押印は，もと「印」と

ある書印の上に後に捺印．下書ヵ． 
56 
明治六年六月 地券林反別代価取調帳 第九区 信濃

国 佐久郡御馬寄村． 
明治6年6月． 差出：信濃国佐久郡 御馬寄村 百姓代，

副戸長(印)，戸長(印)． 受取：長野県権参事楢崎寛道

殿． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙にもと「林反別取調書上扣」とあるも見せ消ち．本文に朱

筆・書込み多数，各筆人名下また差出役職名下に押印あるも後

に押印ヵ．下書ヵ． 
2.入費 

373 
明治六年十二月 地券調中入費取調書上 第九区 佐

久郡御馬寄村． 
明治 6 年 12 月 1 日． 差出：第九区 佐久郡御馬寄村 

百姓代 町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 

町田清兵衛(印)，副戸長 山浦健六(印)，戸長代兼副戸

長 町田良右衛門(印)；（奥書）区長 木内源太(印)，副区

長 箕輪鼎(印)，同 小平八郎(印)． 受取：長野県参事

楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
31 
(1)明治七甲戌年一月 地券調入費割賦取立帳 御馬寄

村；(2)明治六年九月改 壬申八月癸酉八月迄之分 地

券入費下書． 
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(1)明治7 年1 月；(2)（明治6 年9 月～）． 作成：(1)御馬

寄村 戸長 小平八郎(印)，副戸長 町田良右衛門(印)，

同 山浦健六(印)，同 町田清兵衛(印)，百姓代 町田武

左衛門(印)，同 町田佐太郎(印)．  
2 冊合綴． 横長半（一ツ綴）． 
綴じ（合綴分も）の紙縒りは青色罫紙，当時合綴ヵ． 

3.一般 
1360-11(77) 
記（地券証御下ヶにつき罷出るべき旨，連絡につき）． 
（明治 9 年以前）12 月 2 日． 差出：六小区扱所（印）． 

受取：御馬寄村用掛御中． 
1 通． 竪紙． 
「依田」青色罫紙． 
1359-72 
[八幡宮澤喜三郎書状]御換（先日中地券帳書料の金額

申上げ難く尊君思召に下し置かれたく願，また叶屋来

訪の節麁相の風呂敷差上げの旨）． 
12月30日． 差出：八わた 宮澤喜三郎． 受取：御馬寄 

町田良右衛門様 参る． 
1 通． 横切継紙． 

4.地租改正 

618 
[地位等級総計地租改正調書類]． 
明治8 年．  
[69 件]． [一括]． 
618-1-1 
耕地宅地地位段級表（御馬寄村）． 
明治8 年7 月． 作成：副戸長依田源四郎，村用掛町田

良右衛門(印)，代議人町田佐太郎(印)，下調人町田長四

郎(印)．  
1 通． 竪紙． 
618-1-2 
反別収獲総計表（御馬寄村）． 
明治8 年．  
1 通． 竪紙． 
618-1-3 
反別収獲総計表（御馬寄村）． 
明治8年10月4日． 作成：副戸長依田源四郎，村用掛

町田仙右衛門，代議人町田美和治，下調人町田武左衛

門．  
1 通． 竪紙． 
朱筆修正あり．貼紙あり． 
618-1-4 
耕地宅地地位段級表（第四大区）． 
明治8年7月． 作成：八幡村・蓬田村・桑山村・鳥島村・

五郎兵衛新田・御馬寄村・相浜村・平井村・小田沢村・梶

尾村・竹田村・下小田切村・中小田切村・上小田切村・湯

原村・上村．  

1 通． 竪紙． 
618-1-5 
耕地宅地地位段級表（第四大区）． 
明治8年7月． 作成：下縣村・同新田・今岡村・下平村・

桜井四ヶ村・小宮山村・前山村・三ッ塚村・跡部村・野澤

村・原村・鍛冶屋村・高柳村．  
1 通． 竪紙． 
618-1-6 
耕地宅地地位段級表（御馬寄村）． 
明治8 年7 月． 作成：副戸長依田源四郎，村用掛町田

良右衛門(印)，代議人町田佐太郎(印)，下調人町田長四

郎(印)．  
1 通． 竪紙． 
朱筆あり． 
618-2-1 
総計表取調之節下調（等級毎畑反別収量等書上綴）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
青色罫紙． 
618-2-2 
総計表取調ニ付下調下按（等級毎畑反別収量等書上

綴）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
青色罫紙． 
618-2-3 
総計表取調ニ付下調按（等級毎田反別収量等書上綴）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
青色罫紙． 
618-3 
（御馬寄村小作米一耕地限り取調，旱損場年々引見込

取調）． 
明治 9 年 2 月 19 日． 差出：御馬寄村下調人町田長四

郎(印)，代議人町田佐太郎(印)，用掛町田仙右衛門(印)，

同町田良右衛門(印)． 受取：六小区扱所御中． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙． 
618-4 
記（実地収獲平均書上）． 
明治 9 年 1 月 18 日． 作成：御馬寄村用掛町田良右衛

門，代議人町田美和次．  
1 冊． 竪美（二ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙． 
618-5 
記（御馬寄村他五ヶ村地租金書上）． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
茶色罫紙． 
618-6 
記（実地収獲平均書上）． 
明治 9 年 1 月 18 日． 作成：御馬寄村用掛町田仙右衛

門，代議人町田美和次．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
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「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙． 
618-7 
記（収獲米取調下書）． 
明治8 年9 月20 日．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙．端下朱筆「不用」． 
618-8 
佐久郡田方地位等級（村別）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙． 
618-9 
佐久郡宅地等級（村別）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
青色罫紙． 
618-10 
以書付奉申上候（田畑収獲米反当り収量平均方法につ

いて）． 
明治9年3月4日． 差出：第四大区六小区佐久郡五郎

兵衛新田用掛柳澤所三郎，御馬寄村用掛町田良右衛

門，八幡村用掛依田音蔵，桑山村用掛依田利左衛門，

蓬田村用掛代議人岩下信一郎，矢島村用掛竹内清右

衛門． 受取：長野県地租御改正御掛 吉田善道殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
紺色罫紙． 
618-11 
御請書（地順帳提出につき）． 
明治9年8月． 作成：北第四大区六小区佐久郡御馬寄

村代議人町田佐太郎，用掛町田仙右衛門．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
紺色罫紙． 
618-12 
以口上書上申仕候（田畑収獲米反当り収量平均取調方

法について）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙．朱筆修正． 
618-13 
地租御改正ニ付長野御県庁江出頭中書留． 
明治9 年5 月23 日．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
618-14 
記（第四大区六小区御馬寄村他五ヶ村地租金額書上）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
紺色罫紙（褪色）． 
618-15 
地位等級（村別田畑収穫取調）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
618-16 
以書付奉申上候（小区入札をもって御改正請したく）． 

明治9年3月4日． 差出：第四大区六小区佐久郡五郎

兵衛新田用掛柳澤所三郎，御馬寄村町田良右衛門，八

幡村用掛依田音蔵，桑山村用掛依田利左衛門，蓬田村

代議人岩下信一郎，矢島村用掛竹内清右衛門． 受取：

長野県地租御改正掛吉田善道殿． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
618-17 
以口上書申上候（田方収獲米反当り平均取調方法につ

き）(後欠)． 
1 通． 竪紙． 
藍色罫紙． 
618-18 
以口上書上申仕候（田方収獲米反当り平均取調方法に

つき）(後欠)． 
受取：長野県地租御改正掛吉田善道殿． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙．下書． 
618-19 
六小区村々小作米拠り収獲米仕出シ（御馬寄村ほか

５ヶ村）． 
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
618-20 
以書付奉申上候（田畑収獲米反当り平当につき）． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙．下書． 
618-21 
（一等道路修繕費管内割金）． 
明治9年11月8日． 差出：代理 長野県権参事松野篤． 

受取：第四大区副區長． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
618-22 
（第四大区御馬寄村平均収獲量書上）． 
作成：御馬寄村．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
一部青色罫紙．端下「御馬寄村扣」． 
618-23 
明治九年五月廿二日正午十二時出発 長野出頭ニ付 

旅費其外書留 第四大区六小区 御馬寄村用掛． 
明治9 年5 月22 日．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
618-24 
明治九子年一月三十一日`より` 臼田村出張日記 御

馬寄村 用掛． 
明治9 年1 月31 日．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
618-25 
（田反別書上）． 
明治9 年1 月．  
1 通． 竪紙． 
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「長野県下第四大区六小区」青色罫紙． 
618-26 
明治八年九月三十日 地位段級・反別収穫取調ニ付下

書 御馬寄村． 
明治8 年9 月30 日．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
一部青色罫紙． 
618-27 
以書付奉願上候（田畑縄量御検査につき）． 
作成：第四大区六小区佐久郡御馬寄村．  
1 通． 竪紙． 
下書． 
618-28 
総計表収獲米平均（覚書）． 
1 通． 竪紙． 
青色罫紙． 
618-29 
総計表御立ニ付下タ調（大圓寺他六人収獲米）． 
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
青色罫紙． 
618-30 
直ノ収獲米調（田・畑・宅地)． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙． 
618-31 
御懸案盛付算（御馬寄村他15ヶ村収獲米・地価等書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
618-32 
（田畑宅地収獲米地価地租書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
線引きされた標題「度量器取調記」． 
618-33 
第四大区六小区 各村御中御賄録 明治九年五月 長

野郷宿 臼井承． 
（明治9年）子5月28日． 作成：(印)[金銀不用 郷宿 臼

井]．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
差出は請取印より． 
618-34-1 
[町田美和次書状]（小作帳御改につき）． 
2 月 5 日． 差出：御馬寄村同美和次． 受取：野沢御出

張先ニ而町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
618-34 全体を括っていた紐同封． 
618-34-2 
（村別反当り収獲米高書上）． 
1 通． 竪紙． 
618-34-3 
記（廻章受取）． 
子年6月21日． 差出：桑山村用掛(印)． 受取：御馬寄

村御用掛御中． 
1 通． 横切紙． 
618-34-4 
（御馬寄村他5 ヶ村村別反当り収獲米高書上）． 
1 通． 横折紙． 
618-34-5 
（区別反当り収獲米高書上）． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区会所」赤罫紙． 
618-34-6 
記（畑方六小区収獲米反当り平均御届）． 
明治9年4月15日． 差出：桑山村用掛依田利左衛門，

八幡村用掛依田音蔵，蓬田村用掛小杉勘右衛門，矢し

ま村用掛竹内清右衛門，五郎兵衛新田用掛舟津忠内． 

受取：六小区扱所御中． 
1 通． 竪紙． 
下書． 
618-34-7 
以書付申上候（田畑収獲米反当り平当につき）． 
1 通． 竪紙． 
下書． 
618-34-8 
（本新町村他5 ヶ村村別反当り収獲米高書上）． 
1 通． 竪切紙． 
618-34-9 
（田畑収獲米反当り平均取調方につき願書）． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区会所」茶色罫紙． 
618-34-10 
（地所別等級地価地租金額書上）． 
2 通． 横折紙． 
618-34-11 
[町田仙右衛門書状]（七左衛門ら帰村によりこれまで取

計い通知承服，小作帳・収獲取調帳共持参仰せ越され

4 名小作帳面差送り云々）． 
3 月 6 日． 差出：在勤 町田仙右衛門；(封紙表)御馬寄

村 町田仙右衛門． 受取：御同勤御中；(封紙表)野沢村

主張先御同勤御中 至急用． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙（封紙とも）． 
618-34-12 
三舛落シ三月廿九日調出し（小区別田畑収獲米反当り

平均取調）． 
3 月29 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
618-34-13 
記（利米書上）． 
1 通． 竪紙． 
618-34-14 
（田畑宅地地価地租書上雛型）． 
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受取：依田仙右衛門様． 
1 冊． 竪半（ひねり綴ヵ）． 
藍色罫紙．綴穴1 つあるも綴じ紙縒り等なし． 
618-34-15 
（六ヶ村分地価地租書上）． 
2 枚． 竪折紙． 
紺色罫紙． 
618-34-16 
（田中氏より借用の書冊，此者へ御返しくだされたく）． 
差出：木内源太(印)． 受取：臼井ニ而 依田仙右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
赤色罫紙． 
618-34-17 
（第四大区六小区等外田畑反別書上）． 
1 通． 竪紙． 
618-34-18 
（金円書上）． 
1 通． 横折紙． 
618-34-19 
（溜池反別書上）． 
1 通． 竪切紙． 
618-34-20 
（御馬寄村他5 ヶ村賄代覚）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
茶色罫紙． 
618-34-21 
（田畑等級別収獲米反当り平均取調書上）． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙．冒頭罫外「雛形ニ倣

ヒ」． 
618-34-22 
（田畑収獲米小作米取調書上）． 
作成：第四大区六小区 御馬寄村．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県下第四大区六小区」紺色罫紙． 
618-34-23 
[町田良三郎書状]（米売方につき）． 
4 月 12 日． 差出：従 良三郎． 受取：野沢出張先 和

泉屋傳兵衛殿止宿 町田良右衛門 内用向． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
618-34-24 
[町田良三郎書状]（林叔父発病につき）． 
3 月 5 日． 差出：御馬寄村良三郎． 受取：野沢出張先 

町田良右衛門． 
1 通． 横切紙． 
618-34-25 
記（金8 円受取）． 
（明治）9 年第 3 月 27 日． 差出：野沢 小泉傳平(印)． 

受取：六小区様・御馬寄御用掛御中． 
1 通． 横切紙． 

618-34-26-1 
[町田良右衛門恒篤書状]（暦買い求め遣されたく）． 
4 月 14 日． 差出：善道(花押)． 受取：野沢出張先 町

田道喜殿． 
1 通． 横切紙． 
帯封とも（618-34-26 を一括）．青罫紙． 
618-34-26-2 
[書状]（彦右衛門中風発病につき）． 
1 通． 横切継紙． 
618-34-27 
（田方収獲米小作米取調書上）． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区六小区」藍色罫紙． 
618-34-28 
（壱小区取米書上）． 
1 通． 竪紙． 
青罫紙． 
620 
[臼田村出張中地租改正につき諸取調書上]． 
明治9 年．  
[34 件]． [一括]． 
620-1 
以書付奉上申候（御馬寄村は溜池に水をたより旱損場

多く千曲川沿いで堤防等諸費かかるため収穫米取調に

際し寛太の処分くだされたく）． 
（明治 9 年以前）． 差出：右（第四大区六小区佐久郡御

馬寄）村代議人ー，村用係ー，副戸長ー． 受取：長埜

県地租御改正掛り 御中． 
1 冊． 竪半（二ツ目結止め綴）． 
浅葱色罫紙．下書ヵ． 
620-2 
以書付奉上申候（御馬寄村は溜池に水をたより旱損場

多く千曲川沿いで堤防等諸費かかるため御地租御課賦

に際し一層の御救助くだされたく）． 
明治 9 年 3 月． 差出：右（第四大区六小区佐久郡御馬

寄）村代議人 山浦七左衛門，同 町田佐太郎，同 町田

美和次，村用掛 町田仙右衛門，同 町田良右衛門(印)，

副戸長 依田源四郎． 受取：長野県地租御改正掛 御

中． 
1 冊． 竪半（二ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙．差出の印は線引抹

消． 
620-3 
（御馬寄村小作米一耕地毎取調ならびに旱損場年々引

見込書上）． 
明治 9 年 2 月 19 日． 差出：右（第四大区六小区御馬

寄）村 代議人，村用掛 町田仙右衛門，同 町田良右衛

門． 受取：六小区 扱所 御中． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
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620-4 
（茶・紙・郵送代等金銭勘定書上および村費勘定書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
620-5 
（租税・租税手数料・区長月給等金銭差引勘定および村

費勘定書付）． 
作成：（良右衛門扣）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
紙面に朱筆・「相済印」朱印等あり． 
620-6 
記（田畑等級毎町歩書上および林・草野・道敷等町歩書

上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
620-7 
（田畑宅地地価地租等級毎書上等級帳総計照合確認，

収穫帳寄附，過不足記，地価地租増減取調，田畑宅地

地価金収利金増減取調書等綴）． 
（明治9 年11 月21 日ほか）．  
1 冊． 横長半（一ツ目綴）． 
横長半大の帳面（一ツ綴）7 冊・1 枚を合綴．附箋貼紙多数． 
620-8 
（一～八号の田畑宅地類外等外毎の収穫地価地租書

上および集計）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
620-9 
（地価地租米価利子等計算，畑方反当り，六ヶ村反当り

ほか書付綴）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
六ヶ村とは御馬寄村・五郎兵衛新田・矢島村・八幡村・蓬田村・

桑山村のこと． 
620-10 
以書付奉上申候（御馬寄村は溜池に水をたより旱損場

多く千曲川沿いで堤防等諸費かかるため収穫米取調に

際し寛太の処分くだされたく）． 
（明治 9 年以前）． 差出：右（第四大区六小区佐久郡御

馬寄）村代議人 ー，村用掛 ー，戸長 ー． 受取：長野

県地租御改正掛り 御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
浅葱色罫紙．-1 同様の下書ヵ． 
620-11 
（当四大区一列の協議に同意しかね当六小区限りの御

改正受けたく願下書）． 
1 枚． 竪折紙． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-12 
（六小区反当りと他小区反当りが相違し一度は六小区

の余米を他小区へ平均する協議に同意するも多分の

増米となるは請け難く当六小区限りの御改正受けたく

口上書下書）． 
1 枚． 竪折紙． 

紺色罫紙．端部分切断． 
620-13 
御縣按ヲ以六ヶ村割賦取調書 御馬寄村扣（第四大区

六小区田畑宅地等外地反別収利金等区内村毎書上）． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
標題は綴部分近くの朱筆より． 
620-14 
記（等級毎田畑等外宅地反別反当り収穫利金地価地租

書上）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
620-15 
記（御馬寄村田畑反別収穫米，等級毎小作米量を九ヶ

年平均にした書上）． 
明治 9 年 1 月 18 日． 作成：右（第四大区六小区御馬

寄）村 用掛 町田仙右衛門(印)，代議人 町田美和次．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
浅葱色罫紙．綴目に印（用掛印に同印）あり．書込み・朱筆書込

みあり，控または下書ヵ． 
620-16 
（御馬寄村田畑宅地等外地一反歩につき収穫量地代金

地租金書上）． 
1 冊． 竪半（一ツ目綴）． 
紺色罫紙． 
620-17 
（御馬寄村田畑の一～三・四～六・七～九各等級範囲

毎の収穫米小作米書上および集計）． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-18 
六ヶ村割合（御馬寄村・蓬田村ほか各村ごとの紙代・人

足代等金銭割合勘定書付）；(附)（塩名田村ほか一ヶ村

一反につき増米石高書上）． 
（明治9 子5 月長野出頭ニ而）．  
1 冊（附1 枚とも）． 横長半（一ツ綴）． 
本帳を二つ折にたたんでいた間に小切紙1枚（附）あり．本帳は

紺色罫紙．年代は端書（後筆ヵ）より． 
620-19 
良右衛門立替差引調 子八月差引（御改正による臼田・

野沢等での出費ほかにつき）． 
（明治9 年1 月～8 月14 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
冒頭に二月から六月までの立替分または立替てもらっている分

の勘定につき「記」を貼付． 
620-20 
（地租改正により一筆限りに田反別地価地租等取調べ

従前の税と比較した書上）． 
（明治9 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
620-21 
（宿駅宅地反別，収利・地価金額および内訳等書上）． 
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1 枚． 竪折紙． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙．一ツ綴の綴穴あり． 
620-22 
記（田畑宅地別等級毎収穫量収利金額書付）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
620-23-1 
記（二月七日より十二日まで宿泊代・昼食代等書上，計

11 円98 銭余落掌につき）． 
2 月12 日． 差出：郷宿[朱印]． 受取：第四大区六小区 

村吏 御中． 
1 通． 横切継紙． 
横半帳大に折りたたまれていた-23-2 の間に挟まれていた．差

出朱印印文「信濃国 佐久郡 臼田村 井出林蔵」．受取印押印

（差出同印）あり． 
620-23-2 
記（一月三十一日より二月七日まで宿泊代・食事代・飛

脚代等書上，28 円76 銭余内金25 円受取）． 
（明治）9 年子 2 月 7 日． 差出：郷宿[朱印]． 受取：第

四大区六小区 村吏 御中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
差出朱印印文「信濃国 佐久郡 臼田村 井出林蔵」．綴目に押

印（差出同印），受取印押印（差出同印）あり．朱筆書込みあり．

本文は請求書兼（一部）領収書ヵ． 
620-24 
各区小作米拠り収穫仕出シ（一～六小区分，ならびに）

以書付奉申上候（租税諸書類取調差出しの御布達ある

も明治五年旧小諸藩より御引渡しの節に悉皆差上げに

つき）． 
明治 9 年 4 月 12 日． 差出：右（第四大区六小区御馬

寄）村用掛 町田良右衛門，副戸長 依田仙右衛門． 受

取：長官宛． 
1 枚． 横折紙． 
横半帳大に折られ外側のみ墨付き．差出部分線引あり，下

書ヵ． 
620-25 
（一～三・四～六・七～九各等級範囲毎田畑反別収穫

米小作米一反当り石高書上および集計）． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-26 
（収穫米高に対し所得六八掛・八半掛代金，田一反歩収

穫米代金より百分一村費・百分ノ三差引利率等試算書

付）． 
1 冊． 竪半（三ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-27 
（長野県下第廿大区利子地目毎反別収穫米金所得米書

上および計算書）． 
1 枚． 竪紙． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 

620-28 
（第四大区六小区の御馬寄村ほか五ヶ村の村毎各地目

別反別収穫米金小作米書上および集計書付）． 
1 冊． 竪半（四ツ目縫い綴じ）． 
「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-29 
（六小区御馬寄村ほか五ヶ村の村毎地目別反当り石高

収利金書上および等級毎高一覧）． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
上部破損．「長野県下第四大区 六小区」紺色罫紙． 
620-30 
記（大円寺境内宅地・布告掲示場・道敷・用水等地番字

反別書上，および布告掲示場・塚・境内・墓地など御尋

ねにつき申上書雛型）． 
年号月日． 差出：右村 代議人 何々，用掛 何々，戸

長 何々． 受取：長野県 改正掛御中． 
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
620-31 
(1)以書付奉申上候（御馬寄村矢嶋村分溜池慣習につき，

下書）；(2)以書付奉申上候（乙第四十九号御達山林原

野取調につき）；(3)以書付奉願上候（威銃鑑札につき）． 
(2)明治9 年6 月9 日；(3)明治9 年6 月8 日． 差出：(2)

右村 代議人 町田佐太郎(印)，用掛 町田良右衛門，副

戸長；(3)右村 代議人 町田佐太郎(印)，用掛 町田良右

衛門，副戸長 依田． 受取：(2)長野県権令楢崎寛直

殿；(3)長野県権令楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪半（一ツ目綴）． 
黒色罫紙．最上部端下に「町田」朱印二つ押印．上申書・願書

の下書または控の仮綴ヵ． 
620-32-1 
（上座敷畳八畳・下座敷畳十畳ほか各所畳数，障子・戸

本数など書上）． 
1 枚． 横折紙． 
横半帳大に二つにたたまれていた-32-2 の内側にあり． 
620-32-2 
（等級毎各地目別反別収穫収利地価地租書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
621 
[地租改正関係書類]． 
[14 点]． [一括]． 
621-1 
（六小区内協議による耕地宅地反別収利地価反歩当り

等見込み書上につき書面の地価・反当りに改正・取極

められたき旨願書）． 
明治 9 年 5 月 27 日． 差出：右（第四大区ノ内六小区）

八幡村用掛 依田音蔵，桑山村用掛 依田利左衛門，蓬

田村用掛 小松勘左衛門，矢嶋村用掛 竹内清右衛門，

五郎兵衛新田用掛 柳澤所三郎，御馬寄村用掛 町田

良右衛門，副戸長 依田仙右衛門，同 依田源四郎． 

受取：長野県権令楢崎寛直殿． 
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1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
黒色罫紙．端に本願書提出日や反別誤差発生による調べ直し

の記載あり． 
621-2 
（田畑反別収穫平均一反当り等級別各内訳につき取調

書）． 
明治 9 年 3 月 13 日． 作成：右（第四大区六小区御馬

寄）村用掛 町田良右衛門(朱印)．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
紺色罫紙．小作米・同反当りにつき朱筆追記あり．作成朱印印

文「町田」． 
621-3 
（六小区内協議による耕地宅地反別収利地価反歩当り

等見込み書上につき書面の地価・反当りに改正・取極

められたき旨願書）． 
明治 9 年 5 月 27 日． 差出：右（第四大区ノ内六小区）

八幡村用掛 依田音蔵，桑山村用掛 依田利左衛門，蓬

田村用掛 小松勘左衛門，矢嶋村用掛 竹内清右衛門，

五郎兵衛新田用掛 柳澤所三郎，御馬寄村用掛 町田

良右衛門，副戸長 依田仙右衛門，同 依田源四郎． 

受取：長野県権令楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
紺色罫紙．端に「明治九年」，続けて朱筆「五月廿七日午前九時 

県庁江差出シ候受書扣」． 
621-4 
[願書綴]． 
差出：（御馬寄村）． 受取：（長野県地租改正掛）． 
1 綴． 竪美（ひねり綴）． 
621-4(1) 
願書（地租御改による実地縄量検査済みのところ縄の

延縮のためか過不足あり再縄量につき）． 
明治 9 年 2 月 20 日． 差出：当村 持主惣代伍長兼 町

田永之助(印)，鈴木一郎(印)[ほか 18 名連印，4 名連署]． 

受取：用掛 代議人 下調掛 御中． 
1 冊． 竪美（三ツ目縫い綴じ）． 
綴目に印あり（差出のうち山浦満太郎印）． 
621-4(2) 
以書付願上候（当村昨八年十月まで縄量取調上帳し十

二月五日検査済みのところ持主共申出により過不足あ

り後年不都合眼前のため再縄量につき）． 
明治9年2月21日． 差出：第四大区六小区 佐久郡御

馬寄村 下調人 町田長四郎(印)，代議人 町田佐太郎

(印)，用掛 町田良右衛門(印)． 受取：第四大区 副区

長 木内源太殿． 
1 通． 竪美折紙． 
「長野県下 第四大区六小区」紺色罫紙． 
621-4(3) 
以書付奉願上候（御馬寄村田畑縄量検査済みのところ

持主より不公平申出あり過不足あるので取調帳を添え

更正のため上帳御下渡しにつき）． 

（明治 9 年）． 作成：右村下調人 鈴木一郎，代議人 町

田佐太郎，同 山浦七左衛門，村用掛 町田仙右衛門，

同 町田良右衛門．  
1 通． 竪美折紙． 
紺色罫紙． 
621-4(4) 
以書付奉願上候（昨八年再縄量御布達により十月まで

縄量済み上帳検査済みのところ持主共縄量過不足の

申出により取調べると数ヶ所違縄あるため再縄量御検

査請けたく）． 
明治9 年2 月22 日． 差出：右村 下調人 町田永之助

(印)[ほか 4 名連印]，代議人 山浦七左衛門(印)[ほか 2

名連印]，村用掛 町田仙右衛門(印)，同 町田良右衛門

(印)，副戸長 依田源四郎(印)． 受取：長野県地租御改

正掛 御中． 
1 冊． 竪美（一ツ目結綴）． 
「長野県下 第四大区六小区」紺色罫紙．下部一部破損．宛先

一部貼紙訂正．末尾下部附箋「御本県御改正掛御出張先江区

長 出頭，不在ニ付奥書追印奉願上候」． 
621-5 
以書付奉願上候（二月二十二日村方再縄量願心得違に

より願下げにつき）． 
明治9年3月19日． 差出：右村 下調人 鈴木一郎(印)，

代議人 山浦七左衛門(印)，代議人 町田佐太郎(印)，用

掛り 町田仙右衛門(印)，同 町田良右衛門(印)． 受取：

長野県地租御改正掛 御中． 
1 通． 竪美折紙． 
紺色罫紙． 
621-6 
以口上書申上候（田方収穫米反当り各小区請け難く一

端は六小区余米を他小区へ平均する協議に同意する

も多分の増米は不平につき）． 
明治 9 年 4 月 1 日． 差出：六小区 御馬寄村 用掛 町

田良右衛門(印)，五郎兵衛新田 用掛 生駒銀次(印)，矢

嶋村 用掛 竹内清右衛門(印)，蓬田村 代議人 岩下総

一郎(印)，桑山村 用掛 成澤庄右衛門(印)，八幡村 用

掛 依田音蔵(印)． 受取：第四大区 副区長 木内源太

殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
621-7 
以書付奉申上候（田方収穫米反当り小作米につき当一

小区限り御改正受けたく）；(附)以書付奉申上候（外五小

区反当りと競べ不衡平により当六小区限り御改正受け

たく願）． 
明治 9 年 4 月 12 日；(附)明治 9 丙子年 4 月 12 日． 差

出：御馬寄村 用掛 町田良右衛門(印)，矢嶋村 用掛 

竹内清右衛門(印)，五郎兵衛新田 用掛 小平忠内(印)，

八幡村 用掛 依田音蔵(印)，蓬田村 用掛 小松勘左衛

門(印)，桑山村 用掛 依田利左衛門(朱印)；(附)名前 前
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日噺． 受取：第四大区 副区長 木内源太殿，六小区副

戸長 依田源四郎殿；(附)区戸長殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
藍色罫紙． 
621-8 
（六小区分畑反別収穫米につき区内村毎内訳とも仕出

し書上）． 
明治 9 丙子年 4 月 15 日． 作成：桑山村 用掛 依田利

左衛門(朱印)，八幡村 用掛 依田音蔵(印)，蓬田村 用

掛 小松勘左衛門(印)，矢嶋村 用掛 竹内清右衛門(印)，

五郎兵衛新田 用掛 小平忠内(印)，御馬寄村 用掛 町

田良右衛門．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
赤錆色罫紙． 
621-9 
以書付奉上申候（区内田方収穫米反均が小作米による

反均と相違する等難渋の村々あるため地租御割賦御

救助の御沙汰につき）；(附)[隠宅書状]（此度の事件は

不容易義にて牢内をも恐れず十分取計らい帰宅された

く）． 
明治 9 丙子年 3 月 5 日；(附)3 月 10 日朝認メ． 差出：

第四大区六小区 五郎兵衛新田 用掛 柳澤所三郎，御

馬寄村 用掛 町田良右衛門，八幡村 用掛 依田音蔵，

桑山村 用掛 依田利左衛門，蓬田村 代議人 岩下信

一郎，矢嶋村 用掛 竹内清右衛門；(附)隠宅`より`． 受

取：長野県地租御改正掛 吉田善道殿；(附)野澤出張先 

町田良右衛門殿 午後一時半時発ス． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
末尾に書状を鰭付様に貼付（附，封筒とも貼継ぎ）．藍色罫紙． 
621-10 
以書付奉上申候（村方旱損場多く千曲川へ接し諸費嵩

む土地のため用水堤防等反別書上および御地租御課

賦の際御救助懇願）． 
明治 9 年 4 月． 差出：右（第四大区六小区佐久郡御馬

寄）村 代議人 山浦七左衛門(印)，同 町田佐太郎(印)，

同 町田美和次(印)，右村用掛 町田仙右衛門(印)，同 

町田良右衛門，副戸長 依田仙右衛門(朱印)． 受取：

長野県地租御改正掛 御中． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
藍色罫紙．綴目に印あり．差出「良右衛門」記載右脇附箋「御本

県江御用ニ付出頭 追印 奉願上候」． 
621-11 
以口上書申上候（当六小区は小作米高く外五小区反当

り多分に減じ当六小区のみ増米となるため外五小区一

同では受け難く御賢察願）． 
明治 9 年 4 月 21 日． 差出：御馬寄村 用掛 町田良右

衛門(印)，五郎兵衛新田 用掛 小平忠内(印)，矢嶋村 

用掛 竹内清右衛門(印)，八幡村 用掛 依田音蔵(印)，

蓬田村 用掛 小松勘左衛門(印)，桑山村 用掛 依田利

左衛門(朱印)． 受取：地租御改正 鑑定御掛御中． 

1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
藍色罫紙．宛先訂正あり，訂正前「…改正御掛 森嶋祐之殿」．

本文各所に訂正あり，下書ヵ． 
621-12 
明治九丙子年五月 委任状 第四大区六小区 佐久郡

御馬寄村（隣地比較のうえ地味相応の収穫米反当り受

け取計いに異存ない旨）． 
明治 9 年 5 月． 差出：第四大区六小区 佐久郡御馬寄

村 山浦儀助(印)[ほか 96 名連印 1 名連署]，伍長 町田

永之助(印)[ほか 23 名連印]． 受取：村用掛 町田良右

衛門殿，同 町田仙右衛門殿，代議員 町田美和次殿，

代議員 町田佐太郎殿，同 山浦七左衛門殿，下調人 

町田武左衛門殿，同 鈴木一郎殿，同 山浦一助殿，同 

町田長四郎殿，同 町田永之助殿，同 町田昭造殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
本文一部藍色罫紙． 
621-13 
[委任状綴]． 
[明治9 年4 月～5 月]．  
[1 綴]． [竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
621-13(1) 
明治九丙子年五月 委任状 第四大区六小区 佐久郡

御馬寄村（隣地比較のうえ地味相応の収穫米反当り請

取計いに異存ない旨）． 
明治 9 年 5 月． 差出：第四大区六小区 佐久郡御馬寄

村 山浦儀助(印)[ほか 93 名連印]，伍長 町田永之助

(印)[ほか23名連印]． 受取：村用掛 町田良右衛門殿，

同 町田仙右衛門殿，代議員 町田美和次殿，同 町田

佐太郎殿，同 山浦七左衛門殿，下調人 町田武左衛門

殿，同 鈴木一郎殿，下調人 山浦一助殿，同 町田長四

郎殿，同 町田永之助殿，同 町田昭造殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
表紙・裏表紙以外「長野県下 第四大区六小区」紺色罫紙． 
621-13(2) 
委任状之事（田畑宅地収穫米当六小区受難により御改

正御掛へ差出し県庁にて申渡し一同承知，出張先での

取計いに異存ない旨）． 
明治9年4月18日． 差出：第四大区六小区 佐久郡御

馬寄村 伍長 山浦儀助(印)[ほか 23 名連印]． 受取：村

用掛，代議人，下調人 御中． 
1 冊． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
紺色罫紙および「長野県下 第四大区六小区」紺色罫紙． 
621-13(3) 
明治九丙子年五月 委任状 第四大区六小区 佐久郡

御馬寄村（田畑宅地収穫米金反受見込書差上げ御差紙

到来により出庁隣村比較の反受につき）． 
明治 9 年子 5 月． 差出：第四大区六小区 佐久郡御馬

寄村 下調人 町田昭造(印)[ほか 4 名連印]，代議人 山

浦七左衛門(印)[ほか 2 名連印]，村用掛 町田仙右衛門

(印)． 受取：村用掛 町田良右衛門殿，下調人 町田永
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之助殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
表紙・裏表紙以外紺色罫紙． 
621-14 
（御尋ねにつき大圓寺境内宅地・布告掲示場・勝手神社

境内・三昧場ほか地番字反別書上申上書）． 
明治10年2月． 差出：右（北第七大区五小区佐久郡御

馬寄）村 代議人 町田佐太郎(印)，用掛 町田仙右衛門

(印)，同 町田良右衛門(印)，副戸長 依田源四郎(朱印)． 

受取：長［野県］地租改正掛 御中． 
1 冊． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
端附箋「此書物明治十年二月廿二日邨便ニテ上帳」．藍色罫紙．

宛先一部破損．620-30 に対応ヵ． 
297 
第四大区ノ内六小区内 田畑宅地収穫米大豆及反当取

調割賦帳 第四大区六小区 御馬寄村 用掛 町田良右

衛門扣． 
明治9 年5 月26 日． 作成：第四大区ノ内六小区 御馬

寄村 用掛 町田良右衛門，代議人 町田永之助，五郎

兵衛新田 用掛 柳澤所三郎[ほか 3 名]，矢嶋村 用掛 

竹内清右衛門[ほか 1 名]，八幡村 用掛り 依田音蔵[ほ

か 1 名]，蓬田村 用掛 小松勘左衛門[ほか 1 名]，桑山

村 用掛 依田利左衛門[ほか 1 名]．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
紺色罫紙． 

5.村吏 

372 
明治六年十一月 村吏給米割賦書上帳 第九区 佐久

郡 御馬寄村． 
明治 6 年 11 月 5 日． 差出：第九区佐久郡 御馬寄村 

百姓代 町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 

町田清兵衛(印)，同 山浦健六(印)，同 町田良右衛門

(印)，戸長 小平八郎(印)；（奥書）区長 木内源太(印)，

同副 箕輪鼎(印)，同 小平八郎(印)． 受取：長野県参

事楢崎寛直殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 

6.村費ほか 

375 
明治六酉年一月ヨリ六月迄 村入用夫銭取調書上 第

九区 佐久郡御馬寄村． 
明治 6 年 10 月 15 日． 差出：第九区 佐久郡御馬寄村 

百姓代 町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 

町田清兵衛(印)，同 山浦健六(印)，戸長代兼副戸長 町

田良右衛門(印)；（奥書）区長 木内源太(印)，同副 箕輪

鼎(印)，同 小平八郎(印)． 受取：長野県参事楢崎寛道

殿． 
1 冊． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
綴目に印あり（良右衛門印）． 
32 
(1)明治七年一月 壬申・癸酉 両年村費割賦取立帳 御

馬寄村；(2)明治六年九月改 申酉両年村方諸入費調 

下書． 
(1)明治7年1月；(2)（明治6年9月）． 作成：(1)戸長 小

平八郎(印)，副戸長 町田良右衛門(印)，同 山浦健六

(印)，同 町田清兵衛(印)，百姓代 町田武左衛門(印)，

同 町田佐太郎(印)．  
2 冊合綴． 横長半（一ツ綴）． 
綴じ（合綴分も）の紙縒りは青色罫紙，当時合綴ヵ． 
374 
「（明治六年）」癸酉年 七月ヨリ 十二月迄 村費取調書

上帳 第九区 佐久郡 御馬寄村． 
明治7年1月． 差出：第九区佐久郡 御馬寄村 百姓代 

町田佐太郎(印)，同 町田武左衛門(印)，副戸長 町田清

兵衛(印)，同 山浦健六(印)，同 町田良右衛門(印)，戸

長 小平八郎(印)；（奥書）区長 木内源太(印)，同副 箕

輪鼎(印)，同 小平八郎． 受取：長野県参事楢崎寛道

殿． 
1 冊． 堅半（四ツ目縫い綴じ）． 
綴目に印あり（良右衛門印）．本文「第九区」藍色罫紙． 
573 
明治九年十二月取究 小平八郎`より`請取金遣払帳 

并郷方差引之事 用掛 町田良右衛門扣． 
明治9 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1360-11(16) 
記（小区諸経費割賦につき）． 
第8月13日． 差出：旧扱所(朱印)． 受取：御馬寄村御

用掛御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
差出印文「依田源」． 

 

5.戸長ほか公職 
（シリーズ記述） 

 町田良右衛門道喜が，戸長，御馬寄村村会・連合町村会議員，その他の委員へ就任したことで伝存したと考え

られる分を配した．それぞれ各役職の職務内容の別が明らかであるため，主要な役職ごとに区別した． 
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	2.町田良一・森太謄写史料
	1.一紙複製
	2.編綴完成本
	3.謄写史料複製

	3.町田良一収集筆写・謄写史料
	1.筆写史料
	2.謄写史料複製



	5.編集史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/5．
	年　　　代：
	物的状態：
	範囲と内容：
	使用制限：
	（資料の詳細）
	
	1.町田家/1.親族・交際/
	1.町田家/4.経営/
	1.町田家/7.講・無尽/
	1.町田家/9.一件/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 1.領主/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 2.土地/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 4.川・堤・池普請/
	2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 5.往還道橋/
	2.御馬寄村/ 2.戸籍区以後/11.往還道橋
	2.御馬寄村/ 6.十二新田割元/
	2.御馬寄村/ 7.寺社/
	2.御馬寄村/ 8.村一般/
	2.御馬寄村/ 9.一件/
	3.奉公人請状
	4.田畑等売渡証文
	5.質地証文ほか
	6.借金証文
	7.諸書付綴
	8.諸書付貼継
	9.諸文書一括



	6.収集史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/6．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	出版物または参考文献：
	その他の注記：
	図5．町田家文書内の収集史料の分布概略
	（資料の詳細）
	1.岩城国
	1.標葉郡津島村\(ヵ\)

	2.上野国
	1.全体（または不明）
	2.勢多郡上神梅村
	○御用帳箱諸書物引継
	○旧夫縁組妨害出入
	○村役人押領相掠出入
	○質地証文・小作証文

	3.勢多郡鶴ヶ谷村
	4.甘楽郡漆萱村
	5.新田郡脇屋村正法寺

	3.下総国
	佐倉

	4.武蔵国
	1.江戸
	2.多摩郡府中宿
	3.多摩郡下恩方村
	4.入間郡下寺山村

	5.相模国
	鎌倉郡大船村

	6.甲斐国
	1.全体（または不明）
	2.山梨郡西高橋村
	○川除御普請
	○濁川組合
	○諸願書
	○諸出入
	○田畑売渡証文
	○奉公人請状

	3.山梨郡川田村
	4.山梨郡鎮目村
	5.八代郡市川大門村
	6.巨摩郡西嶋村

	7.信濃国
	1.小諸牧野家
	○長岡本藩関係\(ヵ\)
	○小諸藩家臣\(ヵ\)

	2.岩村田藩（または藩領村々）
	○全体（または不明）
	○村役人勤方改
	○裁許書類改
	○佐久郡式部新田・抜井村差紙一件

	3.小県郡本海野村
	4.小県郡飯沼村
	5.小県郡井子村
	6.佐久郡八郡村
	1.検地・田畑改
	2.年貢諸役
	3.村定
	4.村入用夫銭帳
	5.組頭交替
	6.夫食拝借
	7.幕領村々訴願
	8.用水出入
	9.大石出入
	10.諸帳面印形滞り一件
	11.諏訪上州間荷物
	12.入会山札出入
	13.田畑林売渡等証文
	14.奉公人
	15.（近代）畑八村

	7.佐久郡入布施村梅渓院
	8.佐久郡上畑村
	9.佐久郡南相木村
	1.御触・廻状
	2.国役金・郡中割
	3.諸願書
	4.諸一件
	5.村方騒動
	6.造酒蔵・造酒株
	7.書状ほか
	8.質地証文・借用証文

	10.佐久郡北沢村
	11.佐久郡大日向村
	12.佐久郡追分宿
	○諸願書
	○諸一件
	○下女誘引出匿置出入
	○荷物人足打毀
	○書状ほか
	○売渡証文
	○質地証文
	○借用証文
	○奉公人

	13.佐久郡小海村
	14.佐久郡内山村
	15.佐久郡上桜井村
	16.佐久郡野沢村
	17.佐久郡小諸（荒町）
	1.海応院位牌位置出入
	2.質地

	18.佐久郡小諸（本町）
	○出金納割付
	○葬祭
	○無尽
	○質地・売買証文ほか
	○借用証文ほか
	○和子村又兵衛

	19.佐久郡小諸（与良町ヵ）
	20.佐久郡小諸桑原家（扇屋）
	1.慶弔諸事
	2.書状ほか
	3.諸事控帳ほか
	4.陶器類売買
	5.掛集帳
	6.諸品通
	7.全体
	8.忠兵衛家（本町）/1.慶弔諸事
	8.忠兵衛家（本町）/2.書状
	8.忠兵衛家（本町）/3.陶器類売買
	8.忠兵衛家（本町）/4.祗園祭礼
	8.忠兵衛家（本町）/5.全体
	8.忠兵衛家（本町）/6.近江屋岡利兵衛出店
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/1.慶弔諸事（祝儀）
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/2.書状
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/3.陶器類売買
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/4.当座帳
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/5.諸品通
	9.亀太郎家（中町・荒町ほか）/6.全体

	21.佐久郡山浦村
	22.佐久郡上海瀬村
	23.佐久郡大沢村
	24.佐久郡田ノ口村
	25.佐久郡沓沢村大徳寺
	26.佐久郡平塚村
	27.筑摩郡金井村
	28.伊那郡中原新田村

	8.諸原本
	
	○代参


	9.写本等


	7.不明
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	年　　　代：
	物的状態：
	範囲と内容：
	（資料の詳細）
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