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1.戸長 

705-1 
[御馬寄村戸長任命書]． 
明治12年6月． 差出：長野県． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
-1 と-2 は一括されていた． 
705-2 
[除服申付書]． 
明治12 年10 月29 日． 差出：北佐久郡々役所[朱印]． 

受取：御馬寄邨戸長 町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(26) 
（御馬寄村戸長申付請書写）． 
明治12年6月20日． 差出：町田良右衛門(書印)． 受

取：長野県令楢崎寛直殿代理長野県大書記官松野篤殿． 
1 通． 竪美折紙． 
「長野県下第六大区四小区」小豆色罫紙． 
1360-11(74) 
明治十二年度諸費定額（御馬寄村戸長給料ほか諸費，

写）． 
明治12 年6 月28 日． 作成：長野県印．  
1 通． 竪紙． 
赤色罫紙． 
1360-11(66) 
（旧三昧場火葬場掲示場取調につき）． 
明治 12 年 7 月 3 日． 差出：長野県（印）． 受取：北佐

久郡八幡村五郎兵衛新田・御馬寄村戸長役場． 
1 通． 竪紙． 
1137-163 
記（小諸県より夫食貸下番代金過納分下渡され受取に

つき）． 
明治12 年7 月7 日． 差出：戸長町田良右衛門(書印)． 

受取：長野県令楢崎寛直殿． 
1 点． 竪美切紙． 
朱色罫紙．入金を郡役所より受取った旨の貼紙貼付． 
1137-164-5 
記（金26 匁受取につき）． 
明治12年7月22日． 差出：小諸市樋下入口御印判師

矢嶋甚右衛門(朱印)． 受取：御馬寄村戸長御役場御中． 
1 通． 小切紙． 
377 
明治十二年七月一日ヨリ 雑事日誌 戸長 町田良右衛

門． 
明治 12 年 7 月；内容：明治 12 年 6 月 20 日～明治 14

年7 月8 日．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
543 
明治十二年七月 役場取設ニ付営繕方控 戸長 町田

良右衛門． 
明治12 年7 月．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ綴，下ヶ紐付き）． 
1360-11(64) 
（旅行証写，長野県下信濃国北佐久郡御馬寄村第六拾

四番地町田彦右衛門附属平民高畑兵蔵）． 
明治12年8月13日． 差出：（御馬寄村）戸長町田良右

衛門． 受取：沿道宿村戸長役場御中． 
1 通． 竪切紙． 
1360-11(65) 
（旅行証写，三重県下伊勢国度会郡へ旅行につき，長

野県下信濃国北佐久郡御馬寄村第六拾四番地町田彦

右衛門附属平民高畑兵蔵）． 
明治12年8月13日． 差出：（御馬寄村）戸長町田良右

衛門（印）． 受取：沿道宿村戸長役場御中． 
1 通． 竪紙． 
1113 
記（窮民救助籾2 斗領収）． 
明治 12 年 12 月 24 日． 差出：北佐久郡御馬寄村戸長

役場(印)． 受取：山浦勢訪吉殿． 
1 通． 竪紙． 
1138-42-8 
（筆生申付書）． 
明治13 年2 月22 日． 差出：戸長役場． 受取：町田甚

太郎． 
1 通． 横切紙． 
1360-11(41) 
記（皇太神宮初穂料勝手神社初穂料等逓送）． 
明治 13 年 3 月． 差出：北佐久郡御馬寄村戸長町田良

右衛門（印）． 受取：祠官畠山首殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
1137-164-7 
記（通帳二百冊代金受取につき）． 
（明治）13 年 7 月 29 日． 差出：松之屋佐兵衛[朱印]． 

受取：御馬寄村御役場． 
1 通． 小切紙． 
印文「信州 岩村田 本町 松佐」． 
1360-11(71) 
(前欠)（別紙調印の上差出すべき旨）． 
（明治）13 年 12 月 12 日． 差出：北佐久郡役所（印）． 

受取：戸長役場． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1360-11(67) 
（三昧場火葬場掲示場明細書上雛型）． 
明治13 年． 受取：縣令． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
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990-21 
受取証（囲穀売却代金のうち学校費に拝借）． 
明治 14 年 6 月 1 日． 差出：修省学校学務委員町田仙

右衛門(印)． 受取：戸長町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(3) 
[北佐久郡役所達]（かねて本県より達ある米相場書出

につき）． 
（明治）14 年 7 月 22 日． 差出：北佐久郡役所[朱印]． 

受取：御馬寄村戸長役場． 
1 通． 横美切紙． 
533 
明治十四年ヨ里 諸証文 仝受判 扣 町田． 
明治14 年．  
1 冊． 竪半半（二ツ綴）． 
活版県内布達類・「明治二十六年六月 第三回北佐久郡農産物

共進会規則」等の紙背を使用． 
544 
明治十四年巳八月ヨリ十二月ニ至り 役場経費・祭典払

方・諸払方・諸立換計・諸書出シ類 其他雑差引扣 町

田良右衛門調書． 
明治14 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1138-24 
(別紙本人へ相達すべき旨）． 
（明治22年以前）． 差出：北佐久郡郡役所(印)． 受取：

御馬寄村戸長役場． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
1359-61 
[町田仙右衛門書状]（囲穀売払代金のうち金 50 円拝借

願，学校方差支えるので）． 
4 月 21 日． 差出：町田仙右衛門． 受取：町田良右衛

門様；（巻上ヶ上ワ書）上 町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1137-164-6 
記（金7 円75 銭受取につき）． 
11 月 20 日． 差出：岩村田村大和屋作兵衛(印)． 受

取：御馬寄村戸長御役場． 
1 通． 横継紙． 
1137-160 
（逓送費繰替につき）． 
12 月 16 日． 差出：長野県北佐久郡役所． 受取：御馬

寄村戸長役場． 
1 点． 小切紙． 
朱印「池田」．印刷用紙(石版ヵ)へ書込み． 
○依願免職 

706-1 
（戸長辞職願綴）． 

（明治 14 年 10 月 1 日～10 月 18 日）． 作成：（町田良

右衛門）．  
1 綴． 竪美（ひねり綴）． 
朱色罫紙．内容：北佐久郡長田中直友宛辞職添願・長野県令代

理少書記官鳥山重信宛辞職願・長野県令大野誠宛塩名田村医

師花田順庵診断書（9 月 30 日付）・北佐久郡役所出頭通達・北

佐久郡長宛代理出頭届控・長野県令宛戸長代理筆生町田仁太

郎戸長免職請書． 
706-2 
[戸長依願免職許可状]． 
明治 14 年 10 月 11 日． 差出：長野県． 受取：北佐久

郡御馬寄村戸長 町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 

2.御馬寄村村会・連合町村会議員 

378 
御馬寄邨々会 主務衆議員受附帳（議員出勤者名書上

および欠席届控）． 
（明治13 年12 月13 日～18 日）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
破損． 
707-1 
当選状（御馬寄村村会議員選挙につき）． 
明治 15 年 9 月 17 日． 差出：戸長役場[朱印]． 受取：

町田良右衛門． 
1 通． 竪美． 
差出朱印印文「長野県北 佐久郡御 馬寄村戸 長役場之印」． 
707-2 
[畦畔下調委任状]． 
明治 16 年正月 17 日． 差出：北佐久郡御馬寄村 戸長

役場[朱印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
年代記載上部に割印．差出朱印印文-1 に同． 
1360-11(50) 
（御馬寄村村会議員選挙書）． 
明治17年8月28日． 差出：北佐久郡御馬寄村戸長役

場[朱印]． 受取：町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(44) 
（本郡聯合町村会議員当選書）． 
明治18年2月10日． 差出：北佐久郡役所[朱印]． 受

取：御馬寄村々会議員町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
657(1) 
[郡甲第壱号および明治十八年度北佐久郡聯合町村費

支出予算議案]（本郡聯合町村会議案につき達，聯合町

村費収支議案承認の長野県令宛北佐久郡長上申・同県

令承認とも）． 
明治18 年6 月8 日． 差出：北佐久郡長鳥居義處． 受

取：御馬寄村町田良右衛門殿． 
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1 冊． 竪四ツ切半（二ツ綴）． 
小帳，印刷．宛先附箋のみ手書き． 
583 
明治十八年度北佐久郡御馬寄村々費支出議案 町田

（支出・収入各予算案）． 
明治18 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
655 
明治十八年度北佐久郡第六拾壱番学区費支出議案 

町田（教育費支出予算議案，俸給・諸給費・修繕費等御

馬寄学校費）． 
明治18 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
本紙朱色罫紙． 
656-1 
村号外（来る10日御馬寄村村会開設出頭につき通達お

よび「明治十九年度北佐久郡御馬寄村々費支出予算議

案」）． 
（明治）19年6月8日． 差出：北佐久郡八幡村外六ヶ村

戸長役場[印]． 受取：御馬寄村々会議員 町田良右衛

門殿． 
1 綴． 竪半（ひねり綴，一ツ綴）． 
朱色罫紙．標題朱筆，同標題上押印印文「佐久郡八幡村 戸長

役場印」．差出印文「長野県北佐久郡 八幡村外六ヶ村 戸長役

場印」． 
656-2 
北佐久郡御馬寄村臨時村会議案（明治十八年度営業税

等級課税定）． 
（明治18 年）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
657 
[北佐久郡連合町村費支出予算議案]． 
[明治18・19 年]．  
[1 綴（2 冊）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
657-1 と-2 は，端上を紙縒りで結び綴じ． 
657(2) 
明治十九年度北佐久郡聯合町村費支出予算議案． 
（明治19 年）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「北佐久郡役所」朱色罫紙． 
1138-42-5 
（大円寺にて臨時村会につき出席願）． 
4 月12 日． 差出：戸長役場[朱印]． 受取：議長町田良

右衛門殿． 
1 通． 横切紙． 
印文「北佐久郡御馬 寄村役場之印」． 
1360-11(60) 
北佐久郡聯合町村会議員（各町村議会議員名前）． 
1 通． 竪切紙． 

「長野県北佐久郡耳取村外三ヶ村戸長役場」赤色罫紙． 

3.学務委員 

1137-55 
記（学資金利子，学校無尽金書上）． 
（明治）12（明治）17 年． 差出：御馬寄学校旧学務委員． 

受取：町田良右衛門様． 
1 冊． 綴（一ツ綴）． 
708 
[学務委員辞令]（第六十一番学区）． 
明治 16 年 5 月 9 日． 差出：長野県． 受取：町田良右

衛門． 
1 通． 竪紙． 
709-1 
（学務委員辞令進達および請書調印返送依頼状）． 
（明治）16年5月21日． 差出：戸長役場[朱印]． 受取：

町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
薄紅色罫紙．差出朱印印文「長野県北 佐久郡御 馬寄村戸 長

役場之印」． 
709-2 
御請書（学務委員就任につき）． 
明治 16 年 5 月 21 日． 差出：北佐久郡御馬寄村 町田

良右衛門． 受取：長野県令大野誠殿． 
1 通． 竪紙． 
薄紅色罫紙．-1 同封の請書書式無加印未返送または控ヵ． 
379 
明治十六年五月ヨ梨 戸長役場新築・御馬寄学校修繕 

諸費払渡シ書抜 町田手扣（出入受払利子調・学校方

立替分等とも）． 
明治16 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
380 
明治十六歳第五月 役場・学校 建築諸雑記簿 右 担

当人；(附)記（「学校かし」の釘・戸ふち他数量書上）． 
明治16 年5 月．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
10～11 丁目間に横折紙1 通(附)あり． 

4.所得税調査委員 

711 
[所得税調査委員当選通達]． 
明治 20 年 9 月 16 日． 差出：北佐久郡長師岡政擧[朱

印]． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
活版書式，日付記載・固有名詞等のみ書込み．差出朱印印文

「長野県北 佐久郡長 師岡政擧」．本紙端下朱印「成瀬」． 
710 
丙第六七号四（9月16日付北佐久郡長「告示第拾七号」

所得税調査委員及補欠員選挙会開設により投票用紙
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送付につき）． 
明治20 年9 月22 日． 差出：北佐久郡八幡邨外六ヶ村 

戸長役場[朱印]；（封筒）長野県信濃国北佐久郡 八幡

邨外六ヶ邨戸長役場． 受取：御馬寄村 町田良右衛門

殿． 
1 通． 竪切紙（封筒とも）． 
「北佐久郡八幡村外六ヶ村戸長役場」丹色罫紙．差出朱印印文

「長野県北 佐久郡御 馬寄村戸 長役場之印」．標題朱筆．封

筒宛名左朱印「所得税件」． 

5.村会助役 

1360-11(12) 
理由書（村会助役に当選するも家政経済上困難のため

拒辞したく上申）． 
明治 22 年 5 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村大字御馬

寄第拾八番地平民町田良右衛門(書印)． 受取：北佐久

郡元耳取村外三ヶ邨戸長町田甚太郎殿． 
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
1360-11(13) 
履歴書（明治12～22 年）． 

明治 22 年 5 月 9 日． 作成：北佐久郡中津村大字御馬

寄第拾八番地平民町田良右衛門．  
1 通． 竪美． 
朱色罫紙． 
712 
助役辞選書（本村議会にて助役選挙当選するも，家産

を挙げての農蚕製糸事業いまだ緒に着かず相場変動

により失敗連年多額の負債償却の法立たず，公務に充

分の力を尽くすことができないため）． 
明治22年5月23日． 差出：町田良右衛門(書印)． 受

取：中津村々長 佐藤房之助殿． 
1 通． 竪美（ひねり綴）． 
朱色罫紙．各所に朱筆加筆・訂正あり，下書ヵ． 

6.農産物共進会事務委員 

1081 
[農産物共進会事務委員委嘱状]． 
明治 27 年 7 月． 差出：北佐久郡第四回農産物共進会

長 鳥居義處[朱印]． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪美切紙． 
横紙に使用．印文「北佐久郡第四回農産物共進会長之印」． 

 

6.十二新田割元 
（シリーズ記述） 

 江戸時代以来，村内の十二新田・駒寄川原などの開発に携わった町田家は，旱損・水損の被害を受けやすい同

所の手当てや貢納の引方を取り扱ったと思われる「割元」役を勤めてきた．同役を，中津村の時期まで勤めてい

たことから，便宜上，御馬寄村の時期をこえた内容でも，ここへ配した．なお，下位項目8.小書付ほかは，もと物

的状態として一括されていた小群から，断片的な内容の分を，そのまま資料番号の順に配列したものである． 
 

1.普請 

259 
「千曲川岸 十二新田用水堰普請書留帳 三冊 自寛政

四子年自明治五申年 書留 一 自明治十五年十月至

仝十六年五月 書留 一 自明治三十一年九月至仝年

十二月 書留 一」（一部誤字ママ，訂正前略）． 
[寛政4 年～明治31 年]．  
[1 冊（3 冊合綴）]． [横長半（一ツ綴）]． 
表紙（標題）後筆，表紙右下に朱筆附箋「三通ヅヽ」．本文にも各

所に朱筆書込み．以上後筆時期に編綴ヵ． 
259(1) 
寛政四年丁巳七月 十二新田水揚手目論見帳 町田良

右衛門恒篤扣． 
寛政4 年7 月．  
1 冊（合冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙にそれぞれ，年代記載上に後筆附箋「自寛政四子年至明

治五申年」，また「…論見帳」の「見」「帳」間に後筆附箋「留」，と

あるも標題に採用せず．本文各所にペン・朱筆により書込み，

朱筆「不用」等の附箋・覆い紙あり． 

259(2) 
明治十五午年十月一日千曲川大洪水ニテ 十二新田用

水堰筋及ヒ揚口大破ニ付 諸雑費取調  仝十六未年二

月ニ至り 掘貫新規目論見諸入費取調簿． 
（明治15年9月30日～明治16年）． 作成：（町田良右

衛門道喜ヵ）．  
1 冊（合冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右下後筆附箋「町田良右衛門道喜」．本文各所に朱筆によ

り書込み，原附箋編集貼付． 
259(3) 
明治三十一年九月 十二 新田 用水堰破損工事誌 扣． 
明治31 年9 月． 作成：（町田静太ヵ）．  
1 冊（合冊のうち）． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
表紙「扣」記載前に後筆附箋「町田静太」．本文各所に朱筆によ

り書込み，朱筆「不用」等の附箋・覆い紙あり．とくに「人足面附

口」部分（本文大半）は朱筆「不用」覆い紙で包まれ紙縒りを結

ぶ． 
244 
寛政四年 子ノ十一月吉日 十二川原せきふ志ん覚帳 
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御馬寄村 惣仲間． 
寛政4 年11 月吉日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆「１ノ一」．また 1～2 丁目に朱筆「略ス」とある紙を

貼付し大半を隠し，3 丁目表奥に朱筆「是ヨリ右全部略ス」とある

附箋および「人足覚 子ノ十月晦日［より］始め （中略）」とある

貼紙貼付． 
1093 
一札之事（十二川原2 ヶ所代金2 分にて引受につき）． 
文化13子年3月． 差出：引受人 万屋，同断 良右衛門

(印)． 受取：村 五兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
用水揚手のため欠崩の節は畑2 ヶ所買取の約定． 
1094 
[十二新田用水揚手普請金年賦拝借願]． 
文政6 年．  
[2 通]． [一括]． 
端裏ペン書き． 
1094-1 
御年賦御拝借金証文之事（十二新田用水揚手大破につ

き普請金20 両）． 
文政 6 癸未年 11 月 4 日． 差出：御拝借人良右衛門，

同断三右衛門，同断清兵衛，同断八左衛門，同断傳之

助，同断定右衛門，同断啓助，同断由五郎，同断安右

衛門，同断浅右衛門，同断万蔵，同断善九郎，同断喜

宗次，同断源四郎，同断庄左衛門． 受取：御名主・御

役人 衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏ペン書き「文政六年未十一月拝借金証文」． 
1094-2 
乍恐以書付奉願上候（十二新田用水揚口破損につき揚

手丈夫普請のため金拝借願）． 
文政6 未年8 月． 差出：御馬寄村願人良右衛門印，三

右衛門印[ほか 13 名]． 受取：御名主・御組頭・御百姓

代 衆中様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏ペン書き「文政六年未八月 十二新田願書」． 
247 
文政六年 未十一月 十二新田用水揚手普請入用帳 

御馬寄村 割元 良右衛門． 
文政 6 年 11 月 7 日． 作成：割元 良右衛門(印)，世話

人 萬蔵[印]，同断 清兵衛，同断 八左衛門(印)，同断 

由五郎，同断 庄左衛門(印)．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「３ノ二」．綴目に印． 
248 
文政七年 申十月廿九日 十二新田揚手・御手当普請 

入用割合払方帳 御馬寄村 十二新田わり元 良右衛

門． 
文政7 年7 月29 日．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「４ノ二」．引受人らの押印（賃金受取印

等）． 
1095 
乍恐以書付奉願上候（十二新田所持地千曲川大満水の

ため水入り稲一円押倒れ用水揚手大破により御見分願

取次につき）． 
文政7 申年8 月． 差出：御馬寄村 願人 良右衛門，三

右衛門，清兵衛，八左衛門，傳之助，定右衛門，啓助，

由五郎，安右衛門，浅右衛門，万蔵，善九郎，喜惣次，

源四郎，庄左衛門． 受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏ペン書き「文政七年申八月 十二新，満水大破ニ付御見分

願」． 
1097 
[十二新田圦普請御助成願]． 
[文政11 年・天保7 年・嘉永2 年]．  
[4 通]． [一括]． 
1097-1 
覚（字倉瀬田石積御普請仕立願）． 
子9月． 差出：御馬寄村名主市右衛門． 受取：御見分

御出役中様． 
1 通． 竪紙． 
下部汚損・破損． 
1097-2 
乍恐以書付奉願上候（所持字黒岩畑成田用水揚口沈枠

入御普請願）． 
天保 7 丙申年 12 月． 差出：御馬寄村願人惣代良右衛

門，同断留蔵，同断金兵衛． 受取：御名主御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏ペン書き「天保七年申十二月 十二新田願書」． 
1097-3 
乍恐以書付奉願上候（十二新田水揚手普請備金のため

再興取立願）． 
嘉永2 酉年3 月． 差出：御馬寄村願人惣代良右衛門，

同断市太夫，同断金兵衛． 受取：御名主・御役人衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏「嘉永弐酉三月御無尽早取願書」． 
1097-4 
乍恐以書付奉願上候（十二新田用水揚口御修復御普請

願）． 
文政11子年8月． 差出：御馬寄村名主市右衛門，組頭

良右衛門，同専右衛門，同善九郎，同庄右衛門，百姓

代万右衛門． 受取：須藤曽太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
下部汚損・破損． 
1098 
乍恐以書付奉願上候（当六月晦日の千曲川満水により

押流れ容易に普請できない十二新田用水揚手の普請

積金援助につき）． 
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文政 11 子年 8 月． 差出：御馬寄村 名主 市右衛門，

組頭 良右衛門，同 専右衛門，同 善九郎，同 庄右衛

門，百姓代 万右衛門． 受取：須藤曽太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「文政十一年子八月 十二新田」（ペン）．下部汚損．本文中

に御普請願ではない旨記載あり． 
249 
文政十一年 子十一月吉日 十二新田揚手普請入用帳 

割元． 
文政 11 年 11 月 10 日改メ． 作成：清兵衛，三右衛門，

晋（留ヵ）蔵，啓助．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「６ノ二」．引受人らの押印（賃金受取印

等）． 
250 
天保七申ノ八月十四日満水ニ付 十二新田揚手大破ニ

付普請仕方 目論御上様江願立候小日記［并入用] 書

留帳 良右衛門扣． 
天保7 年8 月14 日（～天保8 年6 月）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「７ノ二」，標題一部に貼紙貼付により伏字．

標題ママ． 
251 
天保七丙申年 十二月 日 揚手普請仕様御願帳 御馬

寄村（諸木代銀人足賃銀書付）． 
天保 7 丙申年 11 月日． 差出：御馬寄村 願人惣代 良

右衛門(印)，同断 留蔵(印)，同断 金兵衛(印)． 受取：

御名主・御役人 衆中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1099 
乍恐以書付奉願上候（十二新田用水揚手枠入れ御普請

願）． 
天保 7 丙申年 12 月． 差出：御馬寄村願人惣代良右衛

門(印)，同断留蔵(印)，同断金兵衛(印)． 受取：御名主

御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏ペン書き． 
252 
天保七丙申年 十二月ヨリ 十二新田揚手普請注文帳 

良右衛門扣． 
天保7 年12 月（～天保8 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
引受人らの押印（代金・賃銭等受取印）． 
1104-78(1) 
「天保八年酉正月 十二新用水堀抜付 欠崩之節ハ畑

買取之約定一札」． 
天保8 年正月．  
1 枚． 竪折紙． 
(1)(2)端を紙縒りで一括．「（大東京文具商チヱーン特製）」「10

―20」茶色原稿用紙にペン書き．朱筆「８」． 

1104-78(2) 
差出申一札之事（十二新田用水貴殿持畑下掘抜対談に

つき）． 
天保 8 酉年正月． 差出：十二新田仲間惣代良右衛門，

同断留蔵． 受取：勝弥殿． 
1 通． 竪紙． 
253 
天保八丁酉年 二月 十二新田御見分入用帳 御馬寄

村 地主（見分道普請人足・掃除・川中目印拵ほか諸

費）． 
天保8 年2 月14 日～3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
記載人名に合点等の加筆． 
254 
天保八丁酉年 二月日 揚手普請仕様再調御願帳 御

馬寄村． 
天保8丁酉年2月日． 差出：御馬寄村 願人惣代 良右

衛門，同断 留蔵，同断 金兵衛． 受取：御名主・御役

人 衆中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
控または下書ヵ． 
255 
天保八丁酉年 七月調 水揚口普請諸雑用払方帳 十

二新田 地主（割元ら立会勘定，「右金之義酉年十二月

迄他借致十二月ニ相成元利相済申候」旨と内訳奥書と

も）． 
天保8年7月9日． 作成：良右衛門，専右衛門，留蔵，

弥兵衛，金兵衛，善九郎．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「８」．奥書部分に朱筆附箋「以下不用」（後

筆）． 
1100 
乍恐以書付奉願上候（十二新田用水揚手元金之為御無

尽早取金番願）． 
嘉永 2 酉年 3 月． 差出：御馬寄村十二新田地持惣代 

良右衛門(印)，同市太夫(印)，同金兵衛(印)． 受取：御

名主御役人衆中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏ペン書き． 
1101 
十二新田用水揚手用材木頂載願． 
安政3 年．  
[2 通]． [一括]． 
1101-1 
乍恐書付ヲ以奉願上候（十二新田用水揚手普請用材木

頂載願）． 
安政 3 丙辰年 10 月． 差出：御馬寄村願人地主惣代組

頭良右衛門印，同断専右衛門印． 受取：御名主御役人

衆中． 
1 通． 竪継紙． 
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端裏ペン書き． 
1101-2 
覚（十二新田用水揚手沈枠用材入用員数書上）． 
安政3辰年10月． 作成：御馬寄村地主惣代良右衛門．  
1 通． 横切紙． 
256 
安政三辰年十一月 寺尾御林ニ而頂戴木諸事書留 御

馬寄村 良右衛門；(附)（十二新田方への金銭差引覚）． 
安政3 年11 月．  
1 冊（附1 通とも）． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「１０ノ二」．1 丁目丁内に竪紙1 通（附）． 
1102 
乍恐以書付奉願上候（控，十二新田用水揚手大破につ

き御見分願）． 
安政4丁巳年7月． 差出：御馬寄村地主惣代組頭良右

衛門(印)，差添為右衛門(印)． 受取：御名主御役人衆

中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「扣」，端裏後筆「安政四年巳七月 十二新田願書」（ペン）． 
1103 
（十二新田国役御普請・領主御手当御尋につき答書上）． 
元治2丑年3月． 差出：御馬寄村名主 市左衛門． 受

取：小林俊左衛門様・宮嶋勝之進様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
文化 5・安政 4・万延元各年分御国役御普請ほか．写または下

書ヵ．朱筆等による抹消あり． 
1137-82 
（用水修繕費書付）． 
（明治）15年8月． 差出：五郎兵衛新田戸長役場(朱印)． 

受取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
1104-77-1 
「明治丗一年九月 十二新田用水工事 小書付」（石・

俵・人足賃等覚綴）． 
[明治31 年9 月]．  
1 綴（15 通）． 綴（一ツ目結び綴じ）． 
表紙を付与し紙縒りで端を結び綴じ．表紙に朱筆「明治丗一年

九月 十二新田用水工事 小書付」（後筆）． 
1104-77-2 
記（炭代金領収）． 
（明治）32 年 8 月． 差出：炭屋常太郎． 受取：十二新

田工事方 町田静太様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-77-1 に挟み込まれていた． 
1104-77-3 
（十二新田用水普請県費補助願）． 
（明治）31年10月1日． 差出：町田不士太 外十五名． 

受取：中津村長佐藤鍋次殿． 
1 通． 竪紙． 
1104-77-1 に挟み込まれていた． 

553 
明治参拾三年一月八日ヨリ 庚子三月十日まで改 堀

抜定用人足扣日記；（6 丁目裏）記（代金受取）． 
明治33年． 差出：（6丁目裏）請負人 山浦久作(印)，同 

山三郎(印)，同 清助(印)． 受取：（6 丁目裏）町田静太

殿． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
○廻札 

1104-98 
十二新廻札（十二新田堰浚につき人足差出依頼）． 
3 月27 日． 差出：良右衛門． 受取：（専右衛門ほか 14

名）各様． 
1 通． 横切継紙． 
標題巻上ヶ上ワ書より． 
1104-75 
口上（十二新田堰浚人足差出くだされたく廻札）． 
4 月 2 日． 差出：良右衛門． 受取：（丈吉ほか 15 名）

各様． 
1 通． 横美切継紙． 
巻上ヶ上ワ書「十二新田 廻札」． 
1104-28 
口上（十二新田用水揚手掘貫普請仮割廻札）． 
12 月 25 日出． 差出：良右衛門． 受取：（丈吉ほか 13

名）各様． 
1 通． 横切継紙． 
巻上ヶ上ワ書「川原 廻札 良右衛門」． 
○車屋 

1104-94 
明治十三年四月 十二新田車屋普請ニ付諸書付． 
[明治13 年4 月]．  
[5 点]． [袋入一括]． 
1104-94-0 
[袋]明治十三年四月 十二新田車屋普請ニ付諸書付． 
明治13 年4 月．  
1 枚． 袋． 
1104-94-1 
借用申証文之事（十二新田御取り廻しの内金借用）． 
文久2年戌4月． 差出：借用主 宗介(印)． 受取：十二

新田世話元 良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
書状様に折りたたまれていた．包紙上書「印証 宗助」． 
1104-94-2 
記（十二新田出人白米作料等覚）． 
（近代）． 差出：耳取村 山浦藤作． 受取：町田良右衛

門様． 
1 通． 横折紙． 
1104-94-3 
（十二新田出人足名前覚）． 



2.御馬寄村 6.十二新田割元 3.高辻改・反別取調  〔273〕 

4 月27 日．  
1 通． 横折紙． 
1104-94-4 
記（板代金）． 
第 4 月 30 日． 差出：シヲナタ 尾張や 清右衛門． 受

取：御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
鮭色紙． 
1104-94-5 
記（板類代金）． 
4 月30 日． 差出：山浦良吉． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横折紙． 

2.夫銭割合ほか 

245 
文化八未年 十月四日`より` 十二新田夫銭割合帳 御

馬寄村 割元 良右衛門． 
文化8 年10 月4 日～．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆「１ノ三」．1 丁目に朱筆「此一枚不用」とある紙を

貼付し 1/3 程隠し，各所に「以下…略ス」等の附箋貼付，また 4

～17 丁目に朱筆「不用略ス」とある紙を貼付してかぶせ大半を

隠す． 
1104-53 
（夫銭等覚）． 
1 通． 横切紙． 
1104-66 
（金銭差引勘定，十二新田夫銭関係ヵ）． 
7 月13 日．  
1 通． 横切継紙． 
虫損． 
1104-70 
（人足夫銭覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1104-71 
（運上取立金・水夫銭覚）． 
1 通． 横切紙． 
1104-81 
午十二月夫銭割合（十二新田仲間）． 
午12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-82 
（夫銭割合，十二新田仲間）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-83 
覚（十二新田盆前雑用金割合，十二新田仲間）． 
7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-84 
記（掘抜并揚手入用共割出し，十二新田仲間）． 

午．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-85 
十二新田夫銭割（人足賃・雑用金外，十二新田仲間割

合）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-86 
午十二月夫銭割（雑用金・掘貫入用借用金元利外，十

二新田仲間割合）． 
午12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-87 
記（雑用金・掘貫入用借用金元利外割合，十二新田仲

間割合）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-88 
記（割合金高書上，十二新田仲間）． 
1 通． 横折紙． 
1104-89 
覚（割合金書上，十二新田仲間）． 
29 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-90 
十二新田夫銭割（人足賃・盆後雑用金外，十二新田仲

間割合）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-91 
記（諸入費・掘貫入費借用金割合，十二新田仲間）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-92 
申七月夫銭割（入用・掘貫雑用借入金返金分外，十二

新田仲間割合）． 
申7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-93 
覚（雑用・掘貫雑用借入金返金分割合，十二新田仲間

割合）． 
7 月11 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1129-10 
舌伸（新田夫銭上納依頼）． 
1 通． 横切紙． 

3.高辻改・反別取調 

246 
文化八辛未年 閏二月 日 十二新田高辻帳 御馬寄村

（各人毎開高「覚」および「定書之事」）． 
文化8 辛未年閏2 月23 日． 作成：良右衛門(印)，清兵

衛(印)，八左衛門(印)，傳之助(印)，所右衛門(印)[ほか
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13名連印うち1名代人，八わた・蓬田村2名連署無印]．  
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
綴部に印（良右衛門・清兵衛・傳之助・善九郎・忠蔵各人印）．各

所に朱筆（後筆）書込みあり，墨付末丁の次丁裏に後筆貼紙に

より「惣〆高…」の集計記載． 
520 
文化八辛未年 閏二月日 十二新高辻改帳 御馬寄村 

割元（仲間相談のうえ究め，人足賃定とも）． 
文化8辛未閏2月23日． 作成：未年 割元 良右衛門，

同 立合 八左衛門．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
258 
明治十一年寅八月 十二新田改正田反別取調帳（番地

順1 筆，反別人名書付）． 
明治11 年8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「１２ノ三」．控ヵ． 

4.御初穂献上 

1096-2 
（十二新田御初穂精白米役所へ献上覚）． 
文政 9 丙戌年 10 月朔日差上候． 作成：地主惣代清兵

衛・三右衛門，案内名主 市右衛門．  
1 通． 竪紙． 
端裏ペン書き「文政九年戌十月十二新田御初穂献上」． 
1096 
[十二新田御初穂献上覚]． 
[文政9 年]．  
[2 通]． [一括]． 
1096-1 
覚（御初穂糯米2 俵）． 
戌 10 月朔日． 作成：御馬寄村十二新田地主良右衛門

[ほか 17 名]，〆拾八人．  
1 通． 竪紙． 

5.引方取極 

385 
天保七丙申九月 地主一同引方取極帳 町田良右衛門

扣． 
天保7 年9 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

6.御見分 

257 
慶応元丑年 九月 駒寄沢・十二新田 両川原御見分諸

用留． 
慶応元年9 月（～慶応3 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上朱筆（後筆）「１２ノ二」，本文内に朱筆（後筆）書込み．

一部賃金受取の押印． 

7.車屋地代 

1104-21 
覚（十二新田車屋地代受取）． 
丑極月29 日． 差出：由五郎[印]． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈○に十〉 佐久郡 御馬寄 嶋屋」． 
1104-31 
（車屋地代金受取）． 
作成：[印][信州〈○に三ツ星〉 佐久郡 御馬寄 和泉屋]．  
1 通． 小切紙． 
1104-43 
覚（十二新車屋地代受取）． 
寅 12 月 30 日． 差出：由五郎[印]． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈○に三ツ星〉 佐久郡 御馬寄 和泉屋」． 
1104-67 
覚（十二新田車屋地代受取）． 
亥 12 月 30 日． 差出：由五郎[印]． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「仲仙道 御馬寄 原泉堂」． 
1104-95 
覚（車屋地代受取）． 
12 月 29 日． 差出：由五郎[印]． 受取：町田良右衛門

様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈○に三ツ星〉 佐久郡 御馬寄 和泉屋」． 
1137-118 
記（十二新車屋地代金請取につき）． 
作成：鈴木由五郎．  
1 通． 横美切紙． 
請取朱印押印． 

8.小書付ほか 

1104-1 
（会合参加者名前，豆腐・醤油・酒持参人書上）． 
1 通． 竪切紙． 
1104-2 
（土地直段入札類一括）． 
9 通． 横切紙． 
紙縒り紐とも． 
1104-3 
（5 月20 日働人覚ヵ）． 
5 月20 日．  
1 通． 横切紙． 
1104-4 
覚（寿るめ代金）． 
未12月． 差出：扇屋永之助． 受取：十二新入用 良右
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衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1104-5 
（昨寅年古祢山2 枚代につき）． 
辰極月． 差出：仁左衛門． 受取：十二新田 御わり元

様． 
1 通． 小切紙． 
1104-6 
[政之丞書状]（上納につき，有合金持参願）． 
3 月 4 日． 差出：政之丞． 受取：上 良右衛門様 貴下． 
1 通． 横切継紙． 
1104-7 
（車方貸金利足金覚）． 
子12 月．  
1 通． 竪切紙． 
1104-8 
覚（夫銭・無尽掛金）． 
1 通． 横切継切紙． 
1104-9 
覚（生5 升2 合代金）． 
巳 7 月． 差出：和泉屋之分． 受取：十二新 御元方様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-10 
（借用金覚，車屋方・良右衛門方）． 
寅12 月．  
1 通． 小切紙． 
1104-11 
[繁次書状]（地代御増につき）． 
大晦日． 差出：繁次． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-12 
（十二新持分につき 5〆札 2 枚差上げ 600 文札 2 枚と

49 文遣しくだされたく願）． 
差出：仁左衛門． 受取：御老君様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-13 
神口覚・大工覚（働人数）． 
差出：十二 車や． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-14 
覚（生酒代金）． 
午 7 月． 差出：し満屋彦右衛門[印]． 受取：十二新入

用 ふく田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州〈○に十〉 佐久郡 御馬寄 嶋屋」． 
1104-15 
差出シ申一札之事（十二新山立木のうち松木売渡につ

き）． 
天保4巳年8月13日． 差出：多三郎(印)． 受取：十二

新わり元 良右衛門殿・留蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
1104-16 
（車屋入用覚）． 
巳12 月30 日．  
2 通． 横折紙． 
1104-17 
覚（地代受取）． 
酉 1 月30 日． 差出：由五郎[印]． 受取：十二内 御割

元 良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈○に十〉 佐久郡 御馬寄 嶋屋」． 
1104-18 
（運上・夫銭・地代等覚）． 
酉1 月30 日．  
1 通． 横切紙． 
1104-19 
記（納俵数書上）． 
6 月1 日．  
1 通． 横折紙． 
1104-20 
（材木本数覚，村方国役分）． 
1 通． 小横折紙． 
1104-22 
上口覚（働人数）． 
1 通． 横切紙． 
1104-23 
覚（生5 升3 合代金）． 
卯7 月． 差出：和泉屋之分． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-24 
覚（生5 升2 合ほか代金）． 
丑7 月． 差出：和泉屋之分． 受取：福田屋サマ． 
1 通． 横美切紙． 
1104-25 
(前欠)（貸金利足勘定覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1104-26 
[山崎屋長兵衛書状]（当節差支大難渋につき）． 
12 月 28 日． 差出：山崎屋長兵衛． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-27 
覚（あケ口入用）． 
巳12 月． 差出：嶋屋之掛． 受取：福田屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-29 
覚（扇の地張他）． 
卯8 月．  
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4 通． 小切紙． 
入金覚ほか，覚書一括． 
1104-30 
覚（米代金）(後欠)． 
卯7 月． 作成：風呂や[  ]．  
1 通． 横切紙． 
1104-32 
覚（大たる代金ほか）． 
12 月． 差出：和泉屋源兵衛(印)． 受取：十二新入用． 
1 通． 横切継紙． 
1104-33 
覚（5 分8 寸15 枚ほか材木代金）． 
未 12 月． 差出：宮沢 良吉． 受取：御馬寄 治郎兵衛

様． 
1 通． 横折紙． 
1104-34 
覚（豆腐他代金）． 
未7月． 差出：扇屋 永之助． 受取：十二新入用 良右

衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1104-35 
舌代（十二新田御上様より手当金預り）． 
慶応元丑年12 月． 受取：千代次様． 
1 通． 横美切継紙． 
宛先は，ほぼ年代記載下にあり，あるいは差出ヵ． 
1104-36 
覚（3 寸1 わほか材木代金受取）． 
未7月． 差出：扇屋定右衛門． 受取：十二新車屋入用． 
1 通． 横美切紙． 
1104-37 
覚（金銭受取）． 
申 12 月 20 日． 差出：和泉屋弥兵衛[印]． 受取：福田

屋良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
印文「仲仙道 御馬寄 原泉堂」． 
1104-38 
覚（堰形出来分報告）． 
8 月12 日．  
1 通． 横切紙． 
1104-39 
覚（生5 升ほか代金）． 
（亥）ゐノ 7 月． 差出：嶋や彦右衛門[印]． 受取：あゲ

口入用． 
1 通． 横切紙． 
印文「信州〈○に十〉 佐久郡 御馬寄 嶋屋」． 
1104-40 
（水夫銭・運上銭差引覚）． 
1 通． 竪紙． 
斜めに記載あり，もと書状大書付包紙ヵ． 

1104-41 
覚（正生1 升代金）． 
（寅）とら 7 月． 差出：嶋屋彦右衛門． 受取：十二新田

入用． 
1 通． 横切紙． 
1104-42 
（ねこ・俵数覚）． 
1 通． 横切紙． 
1104-44 
（出入金銭勘定覚他）． 
5 通． 小切紙． 
1104-45 
（車屋方勘定覚）． 
卯12 月．  
1 通． 横折紙． 
1104-46 
覚（出しもの数・人名および酒・とふふほか書上）． 
（未4 月2 日）．  
1 通． 横折紙． 
1104-47 
覚（松葉・細木代金）． 
1 通． 横切継紙． 
1104-48 
（地所間尺数改覚）． 
1 通． 横切紙． 
1104-49 
覚（生酒1 升代金）． 
午 12 月． 差出：嶋屋彦右衛門[印]． 受取：十二新田

入用． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州〈○に十〉 佐久郡 御馬寄 嶋屋」． 
1104-50 
[断簡](前欠)． 
差出：[  ][印]． 受取：弟 新五兵衛殿． 
1 通． 横美切継紙． 
印文一部「[  ]御馬寄[  ]屋」． 
1104-51 
[山崎屋長兵衛書状]（借用金5 両のみ返済）． 
12 月 25 日． 差出：山崎屋長兵衛． 受取：福田屋良右

衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1104-52 
（十二新田出人等覚）． 
5 通． 竪紙・横切紙． 
こより紐で一括されていた． 
1104-54 
覚（釘代・木代勘定）． 
差出：藤作． 受取：福田屋様． 
1 通． 横切紙． 
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1104-55 
（作料釘代覚）． 
2 月9 日． 作成：十蔵．  
1 通． 横切継紙． 
1104-56 
覚（手〆代金）． 
午7 月． 差出：十二屋彦六． 受取：十二新入用． 
1 通． 横切紙． 
1104-57 
覚（十二平屋分金銭受取）． 
12 月30 日． 差出：和泉屋 孫兵衛[印]． 受取：福多屋

様． 
1 通． 横切紙． 
印文「仲仙道 御馬寄 原泉堂」． 
1104-58 
おほへ（鯉・干物代金）． 
丑 7 月． 差出：あふきや永之助． 受取：十二新入用 

千代次様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-59 
覚（掘抜方生代金）． 
申7月． 差出：和泉屋蔵． 受取：十二新福田屋良右衛

門様． 
1 通． 横切紙． 
1104-60 
覚（名酒等代金）． 
卯7 月． 差出：嶋や二郎． 受取：阿十口入用． 
1 通． 横切紙． 
1104-61 
[市太夫書状]（融通金5 両請取）． 
未12月30日． 差出：市太夫． 受取：福田屋良右衛門

様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-62 
覚（生代金等受取）． 
丑7 月． 差出：島や彦右衛門． 受取：十二新田入用． 
1 通． 横切紙． 
1104-63 
（上州行につき路銀改）． 
1 通． 横切紙． 
1104-64 
（蚕卵紙数等覚）． 
1 通． 横切紙． 
1104-65 
覚（生代金）． 
申7 月． 差出：島屋之掛． 受取：十二新揚口入用． 
1 通． 横切継紙． 
1104-68 
覚（ふし・諸白代金受取）． 

卯7月． 差出：山屋林之丞． 受取：十二新御世話人様

方． 
1 通． 横切紙． 
1104-69-1 
覚（十二新田出人足名前）． 
（安政4 年7 月）．  
2 通． 横美切紙・横美切継紙． 
幅の短い横切紙が外側に巻込まれて一括．横切継紙端裏「百

八十七人四分六り」，また朱筆「安政四年巳七月 十二新揚手目

論見帳 中か書付也」（後筆）． 
1104-69-2 
覚（諸買物代金）． 
1 通． 竪紙． 
1104-72 
覚（豆腐・醤油代金）． 
申 7 月． 差出：扇屋永之介． 受取：十二新入用 良右

衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1104-73 
記（出人足人数名前）． 
1 通． 横切継紙． 
1104-74 
記（水上ヶ入用覚）． 
12 月12 日．  
1 通． 横折紙． 
1104-76 
（有金改覚）． 
7 月16 日．  
1 通． 横切紙． 
1104-79 
（十二新田仲間出金額書上）． 
（明治8 年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1104-80 
車屋方差引（板・釘・作料覚）． 
12 月29 日．  
1 通． 横折紙． 
1104-96 
覚（上切代金ほか）． 
1 通． 横折紙． 
1104-97 
覚（醤油代金）． 
（亥）いの 7 月． 差出：あふきや永之助． 受取：十二新

田入用． 
1 通． 横美切紙． 
白緑色紙． 
1104-99 
（諸買物代金覚，十二新田）． 
巳12 月．  
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1 通（2 枚）． 横折紙． 
紙縒り紐とも．本紙端に綴じ穴あり，もと一ツ綴またはひねり

綴ヵ． 
907-2 
覚（車屋せんまい拵直し代金拝借願）． 
天保 9 戌年 5 月． 差出：借用主政平(印)． 受取：十二

新田用元良右衛門殿． 
1 通（2 点のうち）． 竪紙． 
1138-38-1 
覚（ろうそく，油代金）． 
辰極月． 差出：徳田や長二郎． 受取：中ノ良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1138-38-2 
覚（十二新田差引勘定）． 
（近世）． 作成：儀右衛門様．  
1 通． 横切紙． 
1138-38-3 
覚（太織，ぬい糸等代金）． 
（近世）． 差出：紺屋(印)． 受取：御馬寄良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
印文「信州 八幡 〈ヤマにト〉」． 
1138-38-4 
[覚]（盆前勘定）． 
辰12 月． 差出：銀屋 六三郎． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
前欠（もと継紙，前部分剥離ヵ）． 
1138-68-6-3 
覚（米搗き賃等）． 
寅7 月． 差出：甚右衛門． 受取：村 千代次様． 
1 通． 横美切紙． 
1138-68-6-4 
覚（米小麦等搗き賃）． 
寅7 月． 差出：十二車や． 受取：千代次様． 
1 通． 横美切継紙． 
1138-68-6-15 
覚（品代金書上）． 
寅7 月． 差出：十二屋喜兵衛． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-3-2 
覚（豆婦・ひらき等代金書付，勘定済み）． 

（寅）とら 7 月． 差出：林右衛門(印)． 受取：十二入用 

良右衛門様；良右衛門様． 
1 枚（2 通）． 横美切継紙． 
2 通を一紙に書継ぎ（「覚」が 2 つ）．差出印文「信州佐久 御馬

寄〈ヤマに林〉山屋」． 
1138-39-1 
覚（白油代金）． 
辰12 月． 差出：丸免□． 受取：福田屋永治様． 
1 通． 横切紙． 
1138-39-2 
覚（50 文）． 
辰12 月． 差出：左忠ニ． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1138-39-3 
覚（とうふ代等）． 
辰極月． 差出：長次郎． 受取：十二新田． 
1 通． 横切継紙． 
1143-66 
覚（2 貫332 匁の請求につき）． 
未7 月． 差出：和泉屋二郎． 受取：割元様． 
1 通． 横切継紙． 
1141-2 
記（米他挽代金）． 
戌12 月． 差出：十二 車屋． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1137-193 
（用水費取分・返分算用書付）． 
4 月 26 日． 差出：五郎兵衛新田戸長役場[朱印]． 受

取：町田良右衛門． 
1 通． 小切紙． 
「百円」と朱書された紙片あり． 
1143-43 
覚（日付・金額・升・人名書上）． 
差出：（五作・栄次）． 受取：割元様． 
1 通． 竪切紙． 
前後欠． 

 

7.寺社 
（シリーズ記述） 

 およそ町田家は，檀那寺を村内の大圓寺，氏神社を村内の勝手神社としていた．大圓寺（浄土宗知恩院末派）

は，元和元年（1615）創立，開山は頓譽（法圓坊とも）．浅間山噴火鎮静の祈願にあたった法圓坊を，町田甚左

衛門が御馬寄村へ招いた，と町田家では伝えている．町田甚左衛門が同寺へ葬られ，町田家は檀那寺を真楽寺か

ら移した．勝手神社は，村社（鎮守）で，祭日が8月24日．その祭典費運用のため貸付けをおこなっていたこと
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をうかがえる． 

出版物または参考文献： 山浦八郎・山崎満『勝手神社史』，1983年． 
 

1.全体 

276 
壬辰 天保三年 六月九日 蟇目入用帳，(裏表紙)御馬

寄村清宝院・長覚院，セ話人 栄蔵・久左衛門・常次郎；

(附 1)（由五郎・大万の諸品代受取等覚）；(附 2)覚（人名

書上および博奕場等記載）；(附 3)覚（背永を仰付けられ

た売買諸品書上）． 
天保3 年6 月；(附1)6 月15 日．  
1 冊（附4 点とも）． 横長半（一ツ綴）． 
綴目に括り付けの横切紙2 枚（附1）．表紙～1 丁目間に横美切

紙・同継紙2 通（附2・3）あり，重ねて折りたたまれていた． 
270 
天保三壬辰年 七月廿日 京都・稲荷坊 御祈祷諸入用

帳控，(裏表紙)御馬寄村． 
天保3 年7 月20 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1057 
定 八箇條之事（天下泰平国土安全祈祷・神事祭礼四

季祈願村中旦那家内安全祈祷ほか掟書）． 
弘化3丙午年3月． 作成：御判 寺社奉行，准三宮 醍

醐御 役所(印)．  
1 通． 竪美継紙． 

2.大圓寺 

260 
勧化之序（大圓寺千曲川辺にて毎年満水欠損難儀なが

ら自力寺地引替え叶わず檀那助力により寺地引替え建

立につき）． 
享保20年乙卯3月． 作成：信州佐久郡御馬寄村 超立

山 大圓寺(印) 諦誉（花押）；（奥書）信州佐久郡御馬寄

村 名主 小平市左衛門(印)，年寄 町田平右衛門(印)，

同 町田金兵衛(印)，同 町田八左衛門(印)，同 山浦市

兵衛(印)．  
1 冊． 堅美（四ツ目綴）． 
綴・綴目に印（名主印）．大圓寺住持花押は木版ヵ． 
261 
宝暦弐年 申二月 本堂建立寄進金請取帳 辰年迄相

済不申者は巳年`より`元利潰レ申候（「寛保四歳 甲子

二月十五日 客殿本願覚帳 大圓寺印 名主 市左衛門

判」を合綴），(裏表紙)本願中預り衆中 仙右衛門判，弥

兵衛判，庄右衛門判，文八郎判． 
宝暦2 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙は，合綴の帳面写の裏表紙ヵ． 
1048 
[大円寺寄進関係書類]． 

[安永6 年～元治元年]．  
[12 件（14 通）]． [一括]． 
1048-1 
[差入申対談手形之事ほか]． 
[元治元年12 月ほか]．  
[2 点]． [竪・竪美（包紙入）]． 
包紙「上 大圓寺」．包紙はあるいは 1048-1 以外も一部同封ヵ． 
1048-1-1 
差入申対談手形之事（彦右衛門寄附の畑，何年過ぎて

も替りの畑を差出せば引替える）． 
元治元子年12月日． 差出：大圓寺(印)． 受取：良右衛

門殿． 
1 通． 竪紙． 
1048-1-2 
字八反田寄附地之始末書． 
慶応3 丁卯年12 月． 作成：町田良右衛門恒篤誌．  
1 通． 竪美継紙． 
1048-2 
証文之事（字下柳田田地寄附につき）． 
安政3丙辰年4月日． 差出：町田良右衛門(印)恒篤(花

押)；(奥書)名主市左衛門(印)． 受取：大圓寺十四世得

譽昇道和尚御坊． 
1 通． 竪美紙． 
1048-3 
寄附地請書之事（字八反田田地寺納につき）． 
元治元甲子年 12 月． 差出：大圓寺(印)，組寺長念寺

(印)，同正縁寺(印)． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1048-4 
寄附地証文之事（字八反田本中田6 畝12 歩）． 
元治元甲子年 12 月日． 差出：町田良右衛門恒篤(花

押)． 受取：大圓寺十四世得譽昇道和尚御坊． 
1 通． 竪美継紙． 
奥記載「此所江奥書，名主市左衛門」． 
1048-5 
（元金 1 ヶ年分・当 2 月迄の利金の籾直し分書付，御馬

寄村良右衛門分）． 
8 月．  
1 通． 竪切紙． 
1048-6 
（利足金1 両2 分書上，御馬寄村良右衛門分）． 
亥3 月．  
1 通． 竪切紙． 
1048-7 
月牌料請取之証文． 
[安永7 年・文化2 年]．  
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[2 点]． [竪美・竪（包紙入）]． 
標題は包紙上ワ書より． 
1048-7-1 
月牌請取之事（金子2 両2 歩，俗名おなか）． 
安永 7 戌年 4 月． 差出：大圓寺(印)賢譽龍山(花押)． 

受取：町田喜太郎殿． 
1 通． 竪美紙． 
1048-7-2 
売渡し申畑証文之事（字柳平畑2 筆，代金2 歩，相違な

い旨裏書とも）． 
文化 2 年丑正月． 差出：畑売主 初右衛門(印)，受人 

十蔵(印)；(裏書)名主 市左衛門(印)． 受取：佐五兵衛

殿． 
1 通． 竪紙． 
1048-8 
請取之証文（菩提として金子4 両）． 
安永 6 酉年 11 月． 差出：大圓寺(印)賢譽(花押)． 受

取：町田喜太郎殿． 
1 通． 竪美紙． 
料紙渋紙色（あるいは酸化焼損ヵ）． 
1048-9 
記（金10 円受取）． 
（明治 10 年 3 月 24 日）． 差出：大圓寺(印)． 受取：町

田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
包紙上ワ書「寄附地請書」． 
1048-10 
口上書を以奉申上候（籾10俵差出すので囲籾に差加え

ていただきたく）． 
安政元年寅 12 月． 差出：組頭良右衛門． 受取：御役

元様． 
1 通． 竪紙． 
端裏「囲籾差出候下書」． 
1048-11 
乍恐以口上書奉申上候（金10 両献上申立につき）． 
安政 5 午年 8 月． 差出：御馬寄村組頭良右衛門． 受

取：御名主中． 
1 通． 竪美． 
1048-12 
証文（字下柳田田地寄付につき）． 
安政 3 辰年 4 月日． 差出：町田良右衛門恒篤(花押)；

(奥書)． 受取：大圓寺十四世得譽昇道和尚御坊． 
1 通． 竪美． 
端裏上「扣」．奥記載「此所江奥書名主市左衛門」．裏面に寄付

地入手・寄付経緯記載． 
264 
丙辰 寛政八年 二月改 庫裏 本堂 葺替諸入用帳 大

圓寺，(裏表紙)せわ人 繁右衛門，八左衛門，勘蔵，甚

八，甚五右衛門． 
寛政8 年2 月．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
汚損，破損大． 
265 
享和三癸亥年 三月 本古新田畑大圓寺江附地改帳． 
享和3 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1049-2 
内済証文之事（写，大圓寺過去帳への菊次郎先祖戒名

消し・書添え等これまで通り改めることにつき）． 
（享和 4 年）． 作成：御馬寄村 願人 菊次郎，組合惣代 

万蔵，親類惣代 多兵衛，同所 大圓寺，山浦村 扱人 

半五郎印形，塩名田宿 扱人 名主 安太郎印形，御馬

寄村 名主 市左衛門印形[ほか組頭4名・百姓代1名分

記載]，立合 小諸町 光岳寺印形[ほか3ヶ所3ヶ寺分記

載]．  
1 通（5 通のうち）． 竪美継紙． 
端裏上ペン「享和四年」，同朱筆「２」．奥「右本書`より`写之置申

候」． 
1049-3 
乍恐以書付奉願上候（写，大圓寺過去帳への多十郎先

祖院号消し・戒名書直し等の当住・隠居不調法の致し方

につき）． 
文化元年子 7 月． 作成：御馬寄村 願人 多十郎，親類

惣代 多兵衛，組合惣代 万蔵．  
1 通（5 通のうち）． 竪美継紙． 
端裏上ペン「文化元子七月」，同朱筆「３」．奥「右本書`より`写之

置申候，以上」． 
1049-4 
乍恐以書付追御訴訟奉申上候（写，大圓寺過去帳への

多十郎先祖戒名・脇書増削りにつき）． 
文化元年子 7 月． 作成：御馬寄村 願人 多十，親類惣

代 多兵衛，組合惣代 万蔵．  
1 通（5 通のうち）． 竪美継紙． 
267 
文化十一甲戌年六月廿六日改 本堂・瓦屋根 葺替諸

入用元帳 大圓寺． 
文化11甲戌年6月26日． 作成：大圓寺，名主 市左衛

門，組頭 傳之助，同断 良右衛門，同断 善九郎，同断 

惣四郎，百姓代 萬蔵，世話人名前 仲右衛門，瀧蔵[ほ

か 13 名連署]．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
もと267と268は一括されていた．写または控ヵ．続けて「文政八

乙酉年八月廿六日改 本堂・惣門 瓦葺替諸入用帳 大圓寺」を

合綴するも本文墨付なし． 
268 
文化十一甲戌年六月廿六日改 本堂・瓦屋根 葺替諸

入用元帳 大圓寺；(附)世話人覚（〆十五人人名書上）． 
文化11甲戌年［（欠損）6月26日］． 作成：大圓寺(印)，

名主 市左衛門(印)，組頭 傳之助(印)，同断 良右衛門

(印)，同断 善九郎(印)，同断 惣四郎[印]，百姓代 萬蔵
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[印]，世話人名前 仲右衛門(印)，瀧蔵(印)[ほか 13 名連

印]．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長美（一ツ綴）． 
左側（綴部と反対側）破損． 
262 
勧化 田畑 切寄 畑方 寄進什物下書（宝暦四年為恵

線禅定尼菩提ほか）． 
（記載下限：文政10 年2 月ヵ）．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
1054 
御尋ニ付奉書上候（大圓寺除地高書上）． 
天保3辰年7月． 差出：御馬寄村大円寺． 受取：小諸

御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
1055(1) 
「天保三年辰七月 小諸御役所より大圓寺除地高御尋」

（表紙）． 
天保3 年7 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． 
1055(2) 
御尋ニ付奉書上候（大圓寺除地高・見取場畑書上）． 
天保 3 辰年 7 月． 差出：御馬寄村大圓寺(印)，名主市

右衛門(印)，組頭専右衛門(印)，同断善九郎(印)． 受

取：御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
押印抹消． 
1056(1) 
「天保十一年子九月 大圓寺隠居雲譽の宥状一札 附，

順道弟子入書・雲譽遷化」（大圓寺当住職不実一件史料

解題）． 
天保11 年9 月．  
1 通（2 枚）． 竪折紙． 
「ＫＳ原稿用紙」使用，ペン書き． 
1056(2) 
（大圓寺住寺順道行跡につき）． 
天保11子年9月8日． 差出：大圓寺隠居雲譽（花押）． 

受取：御役元． 
1 通． 竪紙． 
1056(3) 
以書付申上候（老年につき，上田房山星蓮寺弟子順道

を拙寺弟子に貰請）． 
天保 4 巳年正月． 差出：御馬寄村大圓寺，同所名主市

右衛門． 受取：御奉行所． 
1 通． 竪紙． 
1056(4) 
借用申金子証文之事（隠居遷化入用金借用）． 
天保13 寅年7 月． 差出：金借用主大圓寺(印)，請人百

姓代彦右衛門(印)，同所当世話人善九郎(印)． 受取：

村 七左衛門． 
1 通． 竪継紙． 
271 
天保十一子三月日 三ヶ之内 口上書覚（裏表紙）中ノ

条御支配所 本新町 地蔵堂 雲誉（大圓寺当住不実行

状等につき）． 
天保11 年3 月．  
1 冊． 堅半（三ツ綴）． 
綴目に印． 
272 
弘化三丙午年三月十四日`より`十六日迄 虚空蔵開帳

諸入用帳． 
弘化3 年3 月14 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
279 
明治三午年 四月 本堂 葺替 諸入用元帳 大圓寺（取

調立会勘定相違なし）． 
明治 3 庚午年 4 月． 作成：大圓寺 察山(印)，名主 政

之丞(印)，組頭 市太夫(印)，同 彦右衛門(印)，同 清兵

衛(印)，同 良右衛門(印)，百姓代 健六(印)，組親方 兵

右衛門(印)，多作(印)[ほか 13 名連印]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1143-73-19 
詫書之事（大圓寺に寄附した田地から上ヶ穂を年々上

納するにつき）． 
明治5申年11月． 差出：御馬寄村町田良右衛門． 受

取：大圓寺十四世常誉案山和尚・御坊． 
1 通． 竪紙． 
280 
明治七年ヨリ 大圓寺`より`寄附主帳江相納候扣 村用

掛． 
明治7 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1360-11(51) 
（総本山保存方依頼）． 
明治 13 年 10 月 19 日． 差出：知恩院[朱印]． 受取：

大圓寺檀中町田良右衛門． 
1 通． 竪紙． 
1360-11(59) 
領収証（総本山知恩院大師前へ献納金）． 
明治26年11月25日． 差出：大円寺住職黒田勇造(印)，

檀徒惣代町田仙右衛門(朱印)，蒔田豊太郎(朱印)，町田

弥作(朱印)，山浦勢訪吉(朱印)． 受取：町田静太殿． 
1 通． 竪紙． 

○稲荷 
263 
庚戌 寛政二年 二月吉日 正一位稲荷大明神大豆奉

加帳 佐久郡御馬寄村 大圓寺之稲荷． 
寛政2 年2 月．  
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1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
○寄付田地質入出入 

1049-5 
差上申済口証文之事（大圓寺借用方難渋のため先祖寄

付田地質地として済す相談のところ旦中惣代ら訴願に

よる寄付地をめぐる出入内済につき）． 
文化4丁卯年9月． 差出：訴訟方 御馬寄村 五人組惣

代 百姓 栄蔵[ほか 12 名]，相手方 同村百姓 多十郎

[ほか親類惣代・組合 2 名]，同村 大圓寺，名主 市右衛

門，組頭 八左衛門[ほか3名]，百姓代 七左衛門，立会 

勘蔵[ほか 2 名]，扱人小諸町 光岳寺[ほか 2 名]，組寺

塩名田宿 正縁寺[ほか 2 寺]． 受取：御役所様． 
1 通（5 通のうち）． 竪継紙． 
端裏上朱筆「５」，端裏ペン「文化四年九月内済証文」． 
○貸金出入 

1062(1) 
「明治六年酉一月 東海野村より大円寺掛リ候 金銭出

入一件」． 
明治6 年1 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． 
1062(2) 
乍恐以返答書奉申上候（大圓寺住寺察山への小縣郡

本海野村宮下仁右衛門より借用金一件示談のところ金

子調立方差支え日延べ）． 
明治 6 癸酉年 1 月 17 日． 差出：北佐久郡御馬寄村大

圓寺住寺宮里察山病気ニ付代弟子直山(印)，右村副戸

長山浦健六(印)，戸長小平八郎(印)． 受取：長野県令

立木兼善殿． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
青色罫紙． 
1062(3) 
乍恐以書付奉願上候（大圓寺住寺察山へ掛る小縣郡本

海野村宮下仁右衛門より貸金出入一件示談不行届のと

ころ日延までに済し届ける旨）． 
明治 6 癸酉年 1 月 22 日． 差出：小縣郡本海野村願人

惣代宮下仁右衛門，差添副戸長橋本丈四右衛門，佐久

郡御馬寄村相手大圓寺住職安里察山，差添副戸長山

浦健六，戸長小平八郎． 受取：長野県令立木兼善殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
青色罫紙． 
1062(4) 
差上申済口対談証書之事（小縣郡本海野村宮下仁右衛

門より大圓寺住寺察山への貸金滞り不当挨拶に及び訴

訟一件示談につき）． 
明治6癸酉年1月． 差出：小縣郡第十五区本海野村願

人宮下仁右衛門，差添副戸長橋本丈左衛門，佐久郡第

九区御馬寄村相手大圓寺住職安里察山，右寺組合寺

院惣代同郡同区矢嶋村寶泉寺住職深澤存超，右村百

姓代町田武左衛門，副戸長山浦健六，戸長小平八郎． 

受取：長野県令立木兼善殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
朱筆校正． 
834 
[本海野村宮下仁右衛門外三人より御馬寄村大円寺江

掛貸出金出入一件]． 
[明治6 年]．  
[1 綴]． [綴・竪（ひねり綴）]． 
834(1) 
乍恐以書付奉願上候（本海野村宮下仁右衛門より御馬

寄村大圓寺住職宮里察山にかかる貸金出入示談につ

き）． 
明治 6 癸酉年 1 月 17 日． 差出：小縣郡第十五区本海

野村願人惣代宮下仁右衛門，差添副戸長橋本丈左衛

門，佐久郡第九区御馬寄村相手大圓寺住職宮里察山，

右村百姓代町田武左衛門，副戸長山浦健六，戸長小平

八郎． 受取：長野県権令立木兼善殿． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
青色罫紙． 
834(2) 
乍恐以返答書奉申上候（本海野村宮下仁右衛門より御

馬寄村大圓寺住職宮里察山にかかる貸金出入，金子

調達方につき）． 
明治 6 癸酉年 1 月 17 日． 差出：北佐久郡御馬寄村大

圓寺住寺宮里察山病気ニ付大弟子直山(印)，右村副戸

長山浦健六(印)，戸長小平八郎(印)． 受取：長野県権

令立木兼善殿． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
青色罫紙． 
834(3) 
差上申済口対談証書之事（下書，本海野村宮下仁右衛

門より御馬寄村大圓寺住職宮里察山にかかる貸金出

入につき）． 
1 通． 竪紙． 
834(4) 
乍恐以書付御願下ヶ奉願上候（下書，本海野村宮下仁

右衛門より御馬寄村大圓寺住持察山にかかる貸金出

入御下げ願）． 
1 通． 竪紙． 
834(5) 
為取替議定之事（本海野村宮下仁右衛門より御馬寄村

大圓寺住持宮里察山にかかる貸金出入内済につき）． 
明治 6 癸酉 1 月 25 日． 作成：小縣郡本海野村右四人

惣代訴訟方宮下仁右衛門，差添副戸長橋本丈左衛門，

相手方大圓寺察山，佐久郡矢嶋村立入人定泉寺，御馬

寄村戸長小平八郎，同副戸長山浦健六，同所立入人山

浦儀助[ほか 3 名]．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
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834(6) 
差上申済口対談証書之事（下書，本海野村宮下仁右衛

門より御馬寄村大圓寺住職宮里察山にかかる貸金出

入示談趣意）． 
明治6癸酉年1月． 差出：小縣郡第十五区本海野村願

人宮下仁右衛門，差添副戸長橋本丈左衛門，佐久郡第

九区御馬寄村相手大圓寺住職宮里察山，右寺組合寺

院惣代同郡同区矢嶋村宝泉寺住職深澤存超，右村百

姓代町田武左衛門，副戸長山浦健六，戸長小平八郎． 

受取：長野県権令立木兼善殿． 
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
朱筆訂正． 
○住職 

1359-39 
[小諸町光岳寺住職碓井勇海書状]（御馬寄村大円寺無

住により後住取定め遅延の旨，檀中協議早々確定され

たく挨拶）；(附)[御馬寄村戸長町田良右衛門書状案]（大

円寺住職人選すべき儀に確定の旨回答）． 
（明治13年）3月21日；（封筒裏）第13年3月21日；(附)

明治13年3月27日． 差出：小諸町 光岳寺住職 碓井

勇海(朱印)；(附)北佐久郡御馬寄村 戸長 町田良右衛

門；（封筒）小諸町 光岳寺． 受取：御馬寄村 戸長 御

中；(附)光岳寺様；(封筒)御馬寄村 戸長 御中． 
2 通． 横切継紙（封筒入）． 
本紙に横切継紙1 通（附）が巻込み．差出朱印印文「碓井」． 

3.勝手神社 

1061(1) 
「自明治二年七月至明治七年二月 勝手神社松田神官

へ之附地 御一新ニ付改正の始末」（表紙）． 
明治2 年7 月．  
1 通． 竪折紙． 
(1)～(5)端を紙縒りでひねり綴．「エスオー印創作用紙（Ｃ形）」

「10×20」原稿用紙へペン書き．端上朱筆「１４」． 
1061(2) 
記（勝手之祭料田地籾等につき）． 
卯12 月10 日． 作成：御馬寄村役元．  
1 通． 横切紙． 
「神宮松田氏へ勝手社の附地致し候当時の旧記」（ペン）とある

横切紙に原文書を貼継ぎ．原文書へペン書込み． 
1061(3) 
地所請取一札之事（勝手宮祭料として本中田地面を拙

者方所持いたす旨）． 
差出：松田宮守，証人―． 受取：御馬寄村名主役人衆

中． 
1 通． 竪継紙． 
末尾に[覚」（松田宮守の金請取証）がはり継いである． 
1061(4) 
地所譲書之事（勝手宮祭料として中田 4 畝 10 歩御米高

貴殿へ引譲る旨）． 

明治2 年7 月． 差出：御馬寄村名主政之丞，組頭市太

夫[ほか 3 名]，百姓代健六． 受取：松田宮守殿． 
1 通． 竪継紙． 
1061(5) 
証（字八幡裏中田勝手社進退の地所返却につき）． 
明治7甲戌年2月． 差出：佐久郡蓬田村旧神官松田宮

守(印)，証人八幡村岩下万吉(印)． 受取：御馬寄村戸

長小平八郎殿，外村吏御中． 
1 通． 竪紙． 
印紙あり． 
282 
明治十二己卯年四月廿四日 勝手神社御遷座規式簿 

執行 祠官，(裏表紙)産子中（行列配置・参加者割振）． 
明治12 年4 月24 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

4.諸社建立・再建 

1058 
奉献地一札之事（金毘羅大権現様・産泰大明神様御両

社御建立のため字上ノ山仙右衛門地所ご無心ゆえ心

願にて献地，田地水払通し方等取極）． 
嘉永元申年． 差出：献地主 仙右衛門(印)，証人 仙三

郎(印)． 受取：惣郷中． 
1 通． 竪継紙． 
1059 
奉献地一札之事（金毘羅大権現様・産泰大明神様御両

社御建立のため繁次地所ご無心ゆえ心願につき献地，

用水堰際道代取極）． 
嘉永元申年． 差出：献地主 繁次(印)，証人 市太夫

(印)． 受取：郷中． 
1 通． 竪継紙． 
冒頭に献地（字上ノ山）絵図あり． 
277 
明治元辰年十一月 伊勢宮再建奉加帳；(附 1)覚（廿六・

廿七番掛金〆五両お渡しくだされたく）；(附 2)（無尽掛

金・番金勘定書付）． 
明治元年 11 月；(附 1)未 4 月 12 日． 差出：世話人 山

浦多忠・山崎虎之助；(附 1)幸右衛門． 受取：(附 1)御馬

寄村 市左衛門様． 
1 冊（附1 通2 枚とも）． 竪半（かぶせ綴）． 
5～6丁目間に横切紙1枚（附1）横折紙2枚（附2）あり，順に重

ねられ折りたたまれていた． 
275 
明治元年 辰十二月日 伊勢宮諸入用帳（裏表紙）多忠，

寅之助． 
（明治元年）辰12 月． 作成：多忠(印)，寅之助(印)．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

5.諸寄進・奉加 

1379 
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文政八乙酉年五月 津嶋 御本営御造営且中奉加帳 

御馬寄村中 進世話人 八左衛門・啓助（津嶋手代廻村

につき書面の銭渡遣し）． 
（文政10年）亥5月10日． 差出：名主 小平市右衛門． 

受取：（津嶋手代）速水九十九様，大嶋喜扇(ヵ)太様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙と 1 丁目間に横折紙1 枚挟込み（帳面一部ヵ）． 
273 
嘉永六丑年十一月 出雲大社寄進帳 御馬寄村． 
嘉永 6 年 11 月． 作成：右村 名主 市左衛門，世話人 

平作，同断 永吉．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
274 
明治元年 辰十一月 上京奉加帳 大宮司 松田宮守． 
明治元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
278 
明治二巳年 十二月 松田宮守上京奉加寄進帳 世話

人 専右衛門，半右衛門，平作（午十二月十二日取立

〆）；(附1)覚（奉加籾請取）；(附2)（午十二月十三日取立

〆ほか籾金銭書付）． 
明治 2 年 12 月． 差出：世話人 専右衛門・半右衛門・

平作；(附 1)八はた 松田宮守． 受取：(附 1)御馬寄村 

名主 小平政之丞様． 
1 冊（附1 通3 枚とも）． 横長半（一ツ綴）． 
5～6 丁目間に小切紙 1 通（附 1），6～7 丁目間に横美切紙・小

切紙3 枚（附2）． 
○神宮 

1387-6 
[福嶋鳥羽太夫書状]（大神宮式年遷宮につき旦中一同

寄付願）． 
3 月． 差出：福嶋鳥羽太夫（花押）；(包紙)御師 福嶋鳥

羽太夫． 受取：御馬寄村 御名主御衆中・御役人御衆

中． 
1 通． 横美折紙大（包紙入）． 
1387-8 
[福嶋鳥羽太夫書状]（大神宮式年遷宮につき旦中一同

寄付願）． 
3 月． 差出：福嶋鳥羽太夫（花押）；(包紙)御師 福嶋鳥

羽太夫． 受取：小平作蔵様・同市右衛門様． 
1 通． 横美折紙大（包紙入）． 
名代春木源八を遣す旨とも． 
1387-5 
[前山村名主役人書状]（御遷宮につき勧化御寄附帳送

付の旨）；(附)（金3 分請取書）． 
4 月；(附)辰 3 月． 差出：前山村名主重右衛門，組頭郷

右衛門[ほか 3 名]，同新田名主清左衛門；(附)[印]；(上ワ

書)前山村 名主・役人． 受取：御馬寄村御名主御衆

中・御役人御衆中． 

1 通． 横美切継紙． 
途中に小切紙 1 通（附）を巻込み一括．附印文「信州〈○に佐〉 

佐久前山講元」． 
1387-7 
[前山春木源八書状]（大神宮式年遷宮につき御無心参

上の旨）． 
5 月 20 日． 差出：前山伊セ宮 春木源八． 受取：御馬

寄村御名主 小平市右衛門様 用書． 
1 通． 横美切紙． 

6.村社祭典費共有金 

1138-42-9 
（総代人より預り金銭金額書付）． 
（明治14 年1 月15 日）．  
1 通． 新聞紙． 
新聞紙下部使用． 
923(5) 
借用金銭証書（金110 円）． 
明治17年3月20日． 差出：御馬寄村借用主山浦健六

(書印)，受人山浦山三郎． 受取：当村共有金取廻し方

人民惣代御中． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
923(6) 
借用金添書之事（明治 16 年 1 月借用金 452 円 68 銭に

つき所有株金差出等返済方）． 
明治17年3月31日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

山浦初太郎，同郡同村受人柳澤孫右衛門，同町田長四

郎． 受取：共有金惣代町田良右衛門殿，町田佐太郎殿． 
1 通（綴22 点のうち）． 竪紙． 
923(22) 
借用金添書之事（明治 16 年 1 月借用 452 円返済につ

き）． 
明治17年3月31日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

山浦初太郎(印)，同断受人柳沢孫右衛門(朱印)，同町田

長四郎(朱印)． 受取：共有金惣代町田良右衛門殿・町

田佐太郎殿． 
1 冊（綴22 点のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
924(9) 
借用金年賦延期証（明治16 年元金452 円借用の件）． 
明治18年3月20日． 差出：北佐久郡御馬寄村借用主

山浦初太郎(印)． 受取：仝郡仝村共有金惣代町田良右

衛門殿，町田佐太郎殿，町田昭造殿，町田永之助殿，

山浦儀助殿． 
1 通（綴10 点のうち）． 竪美． 
1 銭証券印紙3 枚・5 銭印紙． 
1136-58 
祭典費割（町田良右衛門ほか 3 名）． 
（明治）21 年10 月20 日．  
1 通． 横切継紙． 
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8.村一般 
（シリーズ記述） 

 村のさまざまな（一般的）事項または不明な事項について，制度的環境や時期に関係なく存在した場合も含め，

まとめて本項目下へ配した． 
 

1.全体 

616 
覚（下原往還の芝間は千曲川橋御普請の芝切場かつ

用水御普請のため屋敷取立や私用芝切り禁止）． 
宝永7 年亥8 月． 差出：原新田村三左衛門印，同所年

寄印． 受取：御馬寄村市左衛門殿，塩名田町彦兵衛殿，

御年寄中． 
1 通． 竪紙． 
端裏上「五郎兵衛新田芝切場書付」． 
1067 
免許（三牧山政平力士故実門弟に差加えにつき）． 
文政 2 年己卯 8 月吉日． 差出：江戸角力年寄 浦風三

代目 浦風林右衛門(印)． 受取：信州佐久郡御馬寄 三

牧山政平殿． 
1 通． 竪美． 
宛名人名のうち「政」は異体字．折り目劣化． 
1388-4(3) 
（武州畑羅郡石塚村本人源次郎忰勇八滞金書上）． 
（文政3 年頃ヵ）．  
1 通． 横美切紙． 
831 
差上申一札之事（当月 6 日夜御村方三作方にて心得違

につき詫，両村より御内伺にもなるところ内済，向後慎

む旨詫書）． 
明治 3 午年閏 10 月日；（奥書）閏 10 月． 差出：塩名田

村 当人 百右衛門(印)，組合 岩右衛門(印)，親類 金蔵

[印]；（奥書）名主 彦兵衛(印)，組頭 傳兵衛(印)，同百

姓代兼 六右衛門(印)． 受取：御馬寄村 御役元． 
1 通． 竪継紙． 
832 
差上申一札之事（当月 18 日入片倉村浅五郎・春日新町

玉吉へ酒乱のままに不法を仕掛けたことにつき詫，内

済により，当人等禁酒，向後慎む旨）． 
明治4 辛未年2 月． 差出：当人 兵内(爪印)左爪印，組

合 安吉(印)，親類 久次(印)，親 浅右衛門(印)，当人 

伊作(爪印)左爪印，組合 義作(印)，親類 代助(印)，親 

茂市． 受取：御役元． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「明治四年ノ喧嘩」（ペン）．差出伊作親茂市記載もと「茂

助」と書くも上書き訂正． 
843 

差上申請取書之事（押入強盗の脇差下ヶ渡しにつき）． 
（明治 5 年）壬申 3 月． 差出：当人山浦彦市(印)，親類

山浦七左衛門(印)． 受取：御名主小平八郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1142-11 
記（粕をこの馬士へ渡してくだされたく）． 
4 月 2 日． 差出：御馬寄 瓦屋代助． 受取：佐野屋平

作様． 
1 通． 横美切継紙． 
注文書ヵ． 
1359-9 
[泰吉外両人書状]（田ノ口の首尾あらあら申上，当人清

重家出云々）． 
4 月 12 日九ツ時認． 差出：同泰吉，外両人． 受取：町

田良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-5 と関連ヵ． 
1388-6(14) 
（金銀の儀につき今般木俣本蔵様へ願ったにつき）． 
4 月29 日．  
1 通（綴20 通のうち）． 小切紙． 
1139-169 
（駒寄川原へ分水等につき日記）． 
（6 月25 日～7 月）．  
1 通． 横美切紙． 
1359-6 
（御巡村による道普請のことで相浜村名主三右衛門呼

出し差支なきよう申付につき両村申談じ差支なきよう取

計う旨申達）． 
8 月6 日．  
1 通． 横切継紙． 
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）． 
1388-7(28) 
覚（吉田殿御状受取）． 
8 月22 日． 差出：相濱村名主[印]． 受取：御馬寄村御

名主衆中様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「相濱 役元」． 
1132-39 
乍恐以書付奉願上候（八幡村岩下儀左衛門へ貸金返済

掛合につき）． 
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1 通． 横美切継紙． 
末尾「願書案文左之通り」． 
1141-26 
（御馬寄村願人，差添等人名書上）． 
1 通． 横切紙． 
1359-5 
[忠右衛門外一名書状]（田ノ口村人別の者帳外帳内是

非等につき）． 
1 通． 横切継紙． 
端裏「四月十三日暮時到来 ［ミセケチ，2名難読，うち1名は栄

吉ヵ］・永吉`より`」． 
1359-46 
（「熊次郎」ほか「〆十四人」，「除ヶ 宿 金左衛門」ほか

四人，人名書上）． 
1 枚． 小切紙． 
「〆十四人」のうちの 2 名の肩に「駒」． 
1387-86 
[村方百姓共申口書留]（4 月 8 日晩の行動につき，家主

由五郎・隣家三十郎・村方久左衛門・隣家政平ほか）． 
2 通． 横美切継紙． 
1388-4(6) 
組合（留蔵・孫四郎らの家内数・所持高・親類書上）． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(1) 
（大野右左蔵ほか 3 名名前書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(2) 
（長久保宿松屋傳助ほか 2 名名前書上）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(6) 
如此御達し（金額・名前書上）． 
1 通． 横美切紙． 
内容「弐番 金五拾両…」． 
1388-7(42) 
（清兵衛ほか 17 人名前書上）． 
1 通． 横折紙． 

2.旧記 

464 
寛保三年 申ノ正月吉日 万年代記帳 御馬寄邑 町田

長右衛門． 
寛保3 年正月．  
1 冊． 横半半折（二ツ目綴）． 

3.村入用・村費 

1388-6(8) 
覚（夫の人名・品代書上）． 
11 月 28 日． 差出：三ツ星 久左衛門[印]． 受取：村入

用，御役元様． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 

4.郷持田畑 

571 
明治七戌年二月 郷持田畑売払ニ付書留（五郎兵衛新

田岩間由五郎ほか 5 名へ売払）． 
明治7 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1005 
年季質入申田地証書（郷中取持中田 8 畝 26 歩代金 95

円50 銭にて請取）． 
明治 7 戌年 3 月 25 日． 差出：第九区佐久郡御馬寄村

戸長小平八郎(印)，副戸長町田良右衛門(印)，百姓代町

田武左衛門(印)． 受取：当村工藤平吉殿． 
1 通． 竪美継紙． 
１銭印紙．差出押印線引き，奥後筆「明治十四年巳三月季明ニ

付引戻ス」． 

5.救恤 

857(1) 
「嘉永七寅年自四月至七月 家屋敷無之者へ手当の仕

法」（表紙）． 
嘉永7 年4 月．  
1 通． 竪折紙． 
(1)～(4)端を紙縒りでひねり綴．「エスオー印創作用紙（Ｃ形）」

「10×20」原稿用紙．ペン書き．端上「５ノ二」． 
857(2) 
差出し申家屋敷畑証文之事（年貢諸払引負につき家屋

敷御買上，代金請取）． 
嘉永 7 寅年 4 月． 差出：畑主玄敬(印)，組合惣代亦左

衛門(印)，親類惣代瀧三郎(印)． 受取：御役元様． 
1 通（包紙1 枚とも）． 竪紙（包紙とも）． 
包紙上ワ書「証文一通 玄敬」，包紙は(3)ともに包むヵ． 
857(3) 
差上申一札之事（家屋敷御役元ニ而御買上，東の方家

屋敷半減御下ヶ渡しにつき）． 
嘉永 7 寅年閏 7 月 8 日． 差出：当人玄敬(印)，親類瀧

三郎(印)，同米蔵(印)，同宰吉(印)，組合義左衛門(印)，

同又左衛門(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
857(4) 
差上申一札之事（家屋敷無之者御手当筋として字中山

家屋敷御下ヶ下さるにつき）． 
嘉永7 寅年閏7 月10 日． 差出：当人由次郎(印)，組合

惣代五左衛門(印)，親類惣代瀧三郎(印)． 受取：御役

元様． 
1 通（包紙1 枚とも）． 竪継紙（包紙とも）． 
包紙上ワ書「由次郎江家屋敷下ヶ候書入」． 
382 
明治十二年十二月廿四日 窮民江救助米トシテ有志出

穀 北佐久郡御馬寄村 戸長役場（町田良右衛門ほか

13 名分籾米白米俵数書上）． 
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明治12 年12 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙．綴目に朱印あり． 
○囲穀 

387 
安政元寅年 十二月 身元物之者囲穀元立籾 差出し候

名前帳． 
安政元年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙右上に朱筆「６ノ一」． 
858 
口上書を以奉申上候（囲穀10 俵差加願）． 
安政元年寅12月． 差出：組頭良右衛門(印)． 受取：御

役元様． 
1 通． 竪紙． 
○旧藩夫食拝借籾 

859(1) 
「明治三午年ヨリ明治九子年迄 明治二巳巳・明治三庚

午 夫食拝借籾返納之顛末」（表紙）． 
明治3 年～明治9 年．  
1 通． 竪切紙． 
(1)～(13)端を紙縒りで結び綴じ．ペン書き．標題干支記載マ

マ． 
859(2) 
（難渋百姓夫食貸籾数等勘定覚）． 
（明治2 年）～3 年． 作成：御馬寄村．  
1 通． 竪紙． 
859(3) 
明治四辛未年 八月 夫食拝借籾証文 御馬寄村（籾30

俵2 斗4 升）． 
明治4 辛未年8 月． 差出：御馬寄村（百姓代儀助(印)，

組頭健六(印)[ほか 2 名]，組頭彦右衛門(印)，名主八郎

(印)． 受取：小諸御役所． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
表紙朱筆「百八十四」，ほか朱筆附箋あり． 
859(4) 
（拝借籾年賦上納差引覚）． 
1 通． 竪紙． 
「長野県下第四大区六小区」青色罫紙． 
859(5) 
記（金29 円余仮受取証）． 
酉1月18日． 差出：長野県庁． 受取：（佐久郡御馬寄

村）． 
1 通． 竪切紙． 
(5)(6)は竪切紙の表裏へそれぞれ貼付． 
859(6) 
領収之証（金7 円80 銭余旧小諸縣借用籾代領収）． 
（明治）7 年3 月24 日． 差出：長野県(印)． 受取：佐久

郡御馬寄村． 

1 通． 竪切紙． 
木版． 
859(7) 
御届（小諸藩拝借籾返納残り皆上納につき）． 
明治 7 年 3 月 28 日． 差出：第九区之内御馬寄村副戸

長町田良右衛門，桑山村戸長松澤市之丞，八幡村戸長

依田耕造，蓬田村戸長小松右太郎． 受取：長野県第九

区区長木内源太郎殿． 
1 通． 竪美． 
端下「扣」． 
859(8) 
口上之覚（小諸旧藩救助貸附籾棄捐につき，返納籾を

村方救助米へ差加えたき旨）． 
（明治9 年）2 月12 日． 差出：額幸，俊． 受取：佐久郡

村々区戸長御中． 
1 通． 竪美． 
「小諸」藍色罫紙．末尾に朱筆「御馬寄村，相濱村，桑山村，八

幡村，蓬田村」．年代後筆「（九年）」（ペン書き）． 
859(9) 
記（旧小諸藩貸附籾につき達あるにつき会所へ出頭下

されたく）． 
（明治 9 年）1 月 14 日． 差出：六小区扱所[朱印]． 受

取：御馬寄村(印)，五小区相濱村(印)村吏御中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
全体の綴じから外れている（綴穴あり）．「長野県第四大区六小

区」藍色罫紙．印文「長野県下第四大区六小区印」． 
859(10) 
記（小諸旧藩より御貸付籾處分済につき拝借証書請取）． 
明治 9 年 1 月 16 日． 差出：第四大区六小区御馬寄村

代議人町田佐太郎，同五小区相浜村碓氷傳右衛門． 

受取：第六大区区長鳥居義處殿． 
1 通． 竪美． 
「小諸」青色罫紙． 
859(11) 
記（旧小諸藩より貸付籾棄捐分引残金上納書類雛型）． 
明治9 年1 月． 差出：右村代議人何之誰印，用掛何之

誰印，戸長何之誰印． 受取：長官宛． 
1 通． 竪紙． 
「小諸」青色罫紙． 
859(12) 
記（旧小諸藩貸附籾のうち棄捐分引残籾代金上納）． 
明治 9 年 1 月 18 日． 差出：佐久郡御馬寄村代議人町

田佐太郎(印)，村用掛町田良右衛門，副戸長依田源四

郎． 受取：長野県権参事小倉勝喜殿． 
1 通． 竪紙． 
「長野県第四大区六小区」青色罫紙．端「扣」． 
859(13) 
（御馬寄村旧小諸藩拝借籾上納残籾差引覚）． 
1 通． 竪紙． 
「小諸」青色罫紙． 
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1143-73-23 
（旧藩ヨリ難渋百姓へ年賦拝借のうち 1 ヶ年分預り籾俵

数書上）． 
1 枚． 小切紙． 

6.舟入用 

1387-26-1 
[赤尾幸右衛門書状]（舟破損金につき）． 
7 月14 日． 差出：山浦村 赤尾幸右衛門． 受取：御馬

寄村 小平市右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
紙縒り紐とも（-26-1～-26-5 を一括）． 
1387-26-2 
[大久保村柳沢岩吉書状]（舟破損諸掛り村方大工へ問

合せにつき）；(附)覚（人足・五寸釘・板など書上）． 
7 月 10 日． 差出：大久保村 柳沢岩吉． 受取：御馬寄

村 小平市左衛門様． 
1 通（附1 通とも）． 横美切継紙． 
本紙途中に小切紙1 通(附)を巻込み． 
1387-26-3 
[山浦村武右衛門書状]（舟破損金請取）． 
7 月14 日． 差出：山浦村 武右衛門． 受取：御馬寄村 

御名主様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-26-4 
覚（舟入用金請取）． 
7 月 14 日． 差出：藤三郎・岩次郎． 受取：御馬寄村 

御名主衆中様． 
1 通． 横切紙． 
1387-26-5 
覚（船破損修復代金明細）． 
1 通． 横折紙． 

7.諸無尽 

499 
天明六年 丙午二月廿七日 頼母鋪無尽連衆割合覚帳 

御馬寄村 発起 伝蔵． 
天明6 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙ペン書込み「天明 無尽」． 
1202-9-25 
覚（村方御加入〆金 418 両余取のうち各番取金等勘定

書付，および先御無尽御加入分御鬮初仰付られたく願）． 
文政10 亥年10 月． 差出：御馬寄村名主市右衛門，組

頭庄右衛門． 受取：御勘定所様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
285 
天保十一庚子年 九月廿六日 年々掛金取立帳 発起

（各取立人名ごと金額差引勘定）． 
天保11 年9 月26 日（～嘉永3 年ヵ）．  

1 冊． 横長美（かぶせ綴）． 
874 
預り申無尽金子証文之事（金 39 両請取・書入字塩前久

保古下田 2 畝歩長四郎分，当 9 月より年内 2 度ずつ終

会まで掛返し）． 
慶応 2 年寅 3 月． 差出：金預り主 為右衛門(印)，組合

惣代 義作(印)． 受取：無尽 御連衆中． 
1 通． 竪紙． 
差出印・金額確認印いずれも線引き抹消． 
1388-7(34) 
覚（無尽掛け金等書上）． 
（近世）．  
1 通． 横美切継紙． 
1388-7(40) 
（4～8 番無尽取金覚，良右衛門・専右衛門ほか）． 
（近世）．  
3 枚． 横切紙． 
薄墨色料紙． 
1004 
質地証文之事（花田順庵貴殿講無尽に加入し金番に当

るも掛返し引当もなく塩名田村内拙者共所持地田畑 8

筆を質入れ金200 両預り）． 
明治5 壬申年7 月；(奥書)壬申8 月． 差出：金子預リ主 

塩名田村花田順庵(印)，請人同所丸山五兵衛(印)，同高

野金蔵[印]，同佐藤定兵衛(印)，同佐藤五左衛門(印)；

(奥書)名主丸山喜市(印)，組頭佐藤栄左衛門(印)． 受

取：御馬寄村 周太郎無尽 御連衆中． 
1 通． 竪継紙． 
1141-44 
（頼母子金覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1141-52 
記（御役所無尽終会迄返し目安書）． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(8) 
（無尽開会日時覚）． 
1 通． 横美切紙． 
内容「四月十二日四時 長沼丈太夫様方…」． 
1388-7(41) 
（三千両無尽加入者取方覚）． 
1 通． 横美切継紙． 

8.猟師鉄砲 

841 
覚（鉄砲1 挺売渡につき）． 
享保 5 庚子ノ 3 月 8 日． 差出：塩名田売主彦市(印)． 

受取：御馬寄村甚左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
842-1 
奉願上候事（猟師鉄砲役札下置願および願の通り仰付
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けの旨村役人願）． 
安永9 子年4 月14 日． 差出：願人惣四郎子定八(印)，

五人組惣印形；(村役人願書)御馬寄村名主栄七(印)，組

頭市郎右衛門(印)，同繁治(印)，同郡蔵(印)，同善右衛

門(印)，百姓代惣八(印)． 受取：栄七殿，組頭中；宮原

新五右衛門様，吉田三郎兵衛様． 
1 通． 竪紙． 
842-2 
奉願候御事（鉄砲猟師札市左衛門へ譲渡）． 
享保17年子2月16日． 差出：御馬寄村願人甚左衛門，

名主市左衛門，組頭平右衛門，同八左衛門，同金兵衛，

同市兵衛． 受取：韮沢伊左衛門様，山室甚五兵衛様． 
1 通． 竪紙． 
842-3 
奉願候御事（塩名田町彦三郎取持猟師鉄砲役札下置

願）． 

享保5 庚子年2 月． 差出：御馬寄村願主甚左衛門，組

頭平右衛門，同八左衛門，同市兵衛，同金兵衛． 受

取：室加戸左衛門様，宮原新五右衛門様． 
1 通． 竪美． 
端裏下「鉄砲願書上ヶ候下書」． 
842-4 
[差紙]（願猟師筒につき尋筋）． 
9 月28 日． 差出：代官所． 受取：御馬寄村名主中． 
1 通． 横切紙． 
1388-3-1 
乍恐以書付奉願上候（相濱村百姓三四郎所持の猟師筒

鉄砲引請仰付けにつき）． 
ー ー． 差出：当人，組合 壱人． 受取：ー． 
1 通． 横美切紙． 

 

9.一件 
（シリーズ記述） 

 村で発生したさまざまな一件について，時期をまたがる場合もあるため，まとめてここに示した．複数の資料

が残らない一件については下位項目1.諸件へ収め，ほか一連の資料が残る場合は一件ごとに下位項目を設けた． 
 

1.諸件 

600 
往来一札之事（本山修験善本心願にて神社仏閣参詣に

つき）． 
寛政 7 卯年 5 月． 差出：江戸神田新橋 金覚院[印]． 

受取：諸国 御関所 御役人衆中，宿々・在々 御役人中． 
1 通． 竪美． 
書付様に巻上げたうえ書状大に縦二つ折．折り目破損大． 
601 
指出申一札之事（御馬寄村惣七息女おまつ，百沢村拳

助誘引出奔のところ臼田村定吉貰請につき）． 
文化6 丑2 月27 日． 差出：臼田村 貰人 定吉(印)，御

馬寄村 立合人 瀧五郎(印)． 受取：御馬寄村 惣七殿． 
1 通． 竪紙． 
466 
文政十二丑年二月廿七日`より`同丗日迄 宇山村当人

五右衛門塩名田宿之者共と 喧嘩打擲庇付候一件書留

内済迄始末 御馬寄村 名主 市左衛門（「文政十二年

丑二月廿七日`より`晦日晩迄 諸入用帳 宇山村 当人 

五右衛門」等とも）． 
文政12 年2 月．  
1 綴（2 冊合綴）． 横長半（一ツ目結び綴じ；各一ツ綴）． 
741 
往来一札之事（道者常念今般立願により諸国霊場順拝

につき）． 

文政13年寅11月． 差出：常州茨城郡 古内郷 清音寺

(印)． 受取：諸国海陸 御関所 御役人衆中，宿々村  々

御役人中． 
1 通． 竪美． 
端にひねり綴の紙縒りを通す．かつて綴りの一部だったヵ． 
806 
差出申一札之事（八月二十九日夜金子のことで私方へ

貴殿がお出くださったところ御役筋のことに対し過言し

詫びにつき）． 
天保5 甲午年9 月日． 差出：当人 多吉(印)，組合惣代 

証人 久左衛門(印)． 受取：良右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
603 
乍恐以書付奉願上候（家内亀吉家出につき御帳除仰せ

付けられたく願取次につき）． 
天保 6 未年 7 月日． 差出：願人 長右衛門(印)，組合 

八左衛門(印)，同断 忠助(印)． 受取：御名主・御役人 

衆中． 
1 通． 竪継紙． 
605 
乍恐以書付奉願上候（弥平次出奔・不身持不埒のため

御帳除に仰せ付けられたく）；（同願奥書）． 
天保7申4月；（奥書）申4月． 差出：御馬寄村 弥平次

組合 甚助(印)，同断 栄助(印)；（奥書）御馬寄村 名主 

市右衛門(印)，組頭 専右衛門(印)，同 善九郎(印)，同 

庄右衛門(印)，同 与左衛門(印)，百姓代 良右衛門(印)． 
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受取：八木六太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
本紙と奥書の紙継目剥離，なお奥書側継目にある継手印（割印

印影）は本紙側継目になし． 
604 
乍恐以書付奉願上候（写，忰助四郎去る未七月中博奕

一条ののち当春に度々家出し八月中出奔のため帳外

仰せ付けられたく）；（同願奥書）． 
天保7申年11月；（奥書）申11月11日． 差出：御馬寄

村 願人親 平右衛門，組合 喜七；（奥書）御馬寄村 三

役． 受取：御名主・御役人 衆中；（奥書）八木六太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「助四郎帳外願写」，同「天保七申年」（ペン）．奥に帳外仰

せ付けの旨記載あり． 
606 
乍恐以書付奉願上候（忰八左衛門出奔，不埒者のため

久離帳外仰せ付けられたく願取次につき）． 
天保 8 丁酉年 4 月． 差出：御馬寄村 願人 八左衛門 

母(印)，親類 栄吉(印)，組合 栄八(印)． 受取：御名主・

御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
816 
差出申一札之事（与良町喜蔵・柏木村長五郎・平原村助

市酒酔のうえ不埒につき詫言）． 
天保14年卯ノ閏9月19日． 差出：与良町小原喜蔵[ほ

か 8 名]，柏木村四ツ谷長五郎[ほか 2 名]，平原村助市

[ほか 2 名]，与良町年寄清左衛門，平原町組頭六右衛

門，柏木村組頭和傳次． 受取：御馬寄村御組頭良右衛

門殿． 
1 通． 竪継紙． 
裏書有． 
386 
嘉永四年 亥六月 音吉配分割合帳 組合． 
（嘉永5）子2 月28 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
870 
乍恐奉願上候（塩名田村彦左衛門との綿出入を同村丸

山新左衛門殿・村方彦右衛門殿両人取扱いにて内済に

より願書下ヶにつき）． 
嘉永 6 丑年 4 月日． 差出：御馬寄村 願人 専三郎(印)，

組合惣代 専右衛門(印)，親類惣代 永之助(印)；（奥書）

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 為右

衛門(印)． 受取：御名主・御役人 衆中；（奥書）須藤徳

左衛門様，林寛左衛門様． 
1 通． 竪美継紙． 
村役人への宛先記載の後の奥書の紙継目に継手印あり（村役

人印と同印）． 
388 
安政元年 寅八月吉日 借用金払方帳 七郎右衛門． 

安政元年8 月吉日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
608 
乍恐以書付奉願上候（忰捨五郎身持不埓のため家出，

小田切村にて麻疹療養するも全快後ふたたび行衛知

れず久離帳外につき）． 
文久2戌年9月；（奥書）戌9月． 差出：願人親 勘左衛

門(印)，組合 政右衛門(印)，親類 丈之助(印)；（奥書）

御馬寄村 名主 市左衛門(印)，組頭 与左衛門(印)，同 

市太夫(印)，同 彦右衛門(印)，同 七左衛門(印)，百姓

代 仙右衛門(印)． 受取：御名主・御役人 衆中；（奥書）

宮崎勝之進様，早川徳太夫様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「文久二年九月［九］久離除帳願」（ペン）．本紙と奥書とは

筆跡相違． 
826 
乍恐追奉訴詔候（安政四年勘左衛門貸金につき願書を

出し論中に何者か林へ手入があったため糺明願）． 
文久2 年戌12 月． 差出：願人 三五郎(印)，親類 永之

助(印)，組合 由右衛門(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「文久二年十二月 林盗伐届」（ペン）． 
178 
慶応二寅年 九月 非人逸作弟仁市所々ニ而盗取候

品  々被取人江仮渡請取印形帳 御馬寄村． 
（慶応2 年）寅9 月． 作成：栄吉(印)[ほか 2 名連印]，山

浦 喜市(印)[ほか山浦 8 名連印]，音吉(印)[ほか 3 名連

印]，岩尾 弥左衛門[印]，五市(印)[ほか 3 名連印]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
612 
以書付奉願上候（組内喜作二十年以前奉公先より心得

違出奔・帳外のところ四ヶ年以前歎願により帰村，昨年

まで村役勤めるも病身のため家相続致させたく帳内

願）． 
明治 3 午年正月． 差出：当人 善吉(印)，組合惣代 親

類 与曽吉[印]． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
1040 
上（嘉永二年御地頭様発起無尽へ塩名田村彦左衛門と

ともに養父惣助が加入し金番の際に受取金を彦左衛門

へ預けたところ代替りや無尽休会・終会後も返金なく不

実不法の挨拶のため返金につき嘆願始末書）． 
明治5 壬申年6 月． 差出：願人 伊三郎(印)，差添組合 

惣四郎(印)，親類 兵三郎(印)． 受取：御 名主・役人 

衆中． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙貼紙「明治五年六月 無尽預ヶ金出入」（原稿用紙裏面使

用）．裏表紙綴目に印あり． 
1388-4(8) 
（御馬寄村由五郎宛片倉村上田屋孫左衛門金 29 両余
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請取覚写および詫金にて済した由御届ほか覚）． 
（亥閏6 月28 日～7 月4 日）． 作成：出役 専右衛門．  
1 通． 横美切紙． 

2.落合村論所 

722-1 
[御馬寄村地内江致徒党入込理不尽ニ立木伐採囲置候

薪迄奪取候迄出入一件書類綴]． 
[享和3 年～文化2 年]．  
[1 綴（6 通）]． [綴，竪（ひねり綴）]． 
端上を紙縒りでひねり綴．虫損・破損甚大．閲覧注意． 
722-1(1) 
覚（証書書類書上）． 
享和3亥年10月10日． 作成：御馬寄村初右衛門(印)，

勘蔵(印)，忠次(印)．  
1 通． 竪紙． 
水損． 
722-1(2) 
［  ]書付御届奉申上候（御馬寄・落合村論所の件内済

願上につき）． 
享和3亥10月28日． 差出：塩名田宿安太郎(印)． 受

取：御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
虫損・破損大．御馬寄村名主組頭百姓代奥書あり． 
722-1(3) 
［  ]口上書奉申上候（御馬寄村・落合村論所件，落合

村の者松本辺へ罷越した次第不存）． 
享和 3 亥年 11 月． 差出：御馬寄村名主無印組頭絵連

印百姓代印． 受取：御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
水損． 
722-1(4) 
乍恐口上書奉申上候（下書，御馬寄村・落合村論所件，

落合村の者松本辺へ罷越した次第不存）． 
享和3亥年11月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

初右衛門，同断勘蔵，同断八左衛門，同断善九郎，百

姓代伝之助，同断忠次． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
水損． 
722-1(5) 
御答書（御馬寄村落合村論所出入，内済破談につき）． 
享和 4 子年正月． 差出：御馬寄村名主市左衛門(印)，

組頭初右衛門(印)，同断勘蔵(印)，同断八左衛門(印)，

同断善九郎(印)，百姓代伝之助(印)，同断忠治(印)． 受

取：御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
水損・腐化． 
722-1(6) 
奉御［   ]（駒寄川原論所諸入用として金拝借願）． 
文化2 乙丑年3 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，同

組頭勘蔵(印)，同八左衛門，同善九郎，同伝之助，百姓

代所五兵衛． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪紙． 
水損・腐化． 
722-2 
[御馬寄村落合村論所関係書類綴]． 
[享和2 年6 月～7 月]．  
[1 綴（9 通）]． [綴，竪（ひねり綴）]． 
端上を紙縒りでひねり綴．水損．閲覧注意． 
722-2(1) 
乍恐以書付を奉願上候（御馬寄村落合村論所一件，御

奉行所様へ差出願）． 
享和2 年戌6 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

初右衛門，勘蔵，八左衛門，善九郎，伝之助． 受取：

小諸御役所． 
1 通． 竪継紙． 
水損． 
722-2(2) 
乍恐書付を以奉願上候事（御馬寄村落合村論所一件，

御馬寄村の者地所差障り不仕様願）． 
享和2 戌6 月8 日． 差出：落合村名主重蔵印，組頭源

右衛門，百姓代喜惣治． 受取：榊原小兵衛様御預御役

所． 
1 通． 竪継紙． 
水損．端裏下「落合書付」． 
722-2(3) 
一札之事（御馬寄村落合村論所出入，論所見分延引に

つき）． 
（享和2）戌6月10日． 差出：落合村組頭太郎左衛門，

同源右衛門，同周右衛門． 受取：御馬寄村御役人中． 
1 通． 竪切紙小． 
水損． 
722-2(4) 
乍恐以口上書奉申上候御事（下書，御馬寄村落合村論

所一件，百姓共論所へ大勢集合の次第）． 
享和 2 年戌 6 月 11 日． 差出：御馬寄村組頭初右衛門

(印)，同勘蔵(印)，瀧右衛門(印)． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
722-2(5) 
乍恐以書付奉願上候事（御馬寄村落合村論所一件，場

所見分・市郎次御馬寄村へ返却願）． 
享和2年戌6月11日． 差出：落合村組頭定右衛門印，

同断源右衛門印，同断周右衛門印． 受取：榊原小兵衛

様御預御役所． 
1 通． 竪継紙． 
722-2(6) 
差上申一札之事（御馬寄村落合村論所一件，市郎次引

渡しの旨御請）． 
享和2戌年6月． 差出：牧野虎之丞領分信州佐久郡御

馬寄村名主市左衛門印，与頭初右衛門印，同断八左衛
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門印，榊原小兵衛御代官所同国同郡落合村名主重蔵

印，与頭定右衛門印，百姓代喜惣太印． 受取：榊原小

兵衛様御預御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
722-2(7) 
差出申引取之事（御馬寄村落合村論所一件，・松木伐

荒らしの市郎次，御馬寄村へ受取）． 
享和 2 年戌 6 月 14 日． 差出：牧野虎之丞領分御馬寄

村百姓代伝之助，組頭勘蔵，同初右衛門，名主市左衛

門． 受取：榊原小兵衛様御支配所落合村御役人中． 
1 通． 竪紙． 
722-2(8) 
此度奉願候書付控（御馬寄村落合村論所一件，市郎次

は論所へは立ち入らないようにとの旨請書）． 
享和2 年戌7 月．  
1 通． 竪継紙． 
水損腐化． 
722-2(9) 
乍恐以書付奉願上候（御馬寄村落合村論所一件，御奉

行所指出願）． 
享和2 年戌6 月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

初右衛門，勘蔵，八左衛門，善九郎，伝之助． 受取：

小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
水損． 
722-3 
御答書（御馬寄村落合村論所一件，内済破談の理由に

つき）． 
享和 4 年子正月． 差出：御馬寄村名主市左衛門，組頭

初右衛門，同勘蔵，同八左衛門，同善九郎，百姓代伝

之助，同忠次． 受取：御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
訂正あり，下書ヵ． 
722-4 
乍恐以書付御届奉申上候（御馬寄村落合村論所一件，

内済落合村不承知の旨；御馬寄村名主・組頭・百姓代奥

書とも）． 
享和 3 亥年 10 月 28 日；(奥書)亥 10 月 28 日． 差出：

塩名田村名主安五郎；(奥書)御馬寄村名主 市左衛門 

出府ニ付無印，組頭初右衛門[ほか 3 名]，百姓代傳之

助[ほか 1 名]． 受取：御役所様（奥書とも）． 
1 通． 竪継紙． 
訂正あり，下書ヵ． 
722-5 
差上申一札之事（御馬寄村落合村論所一件，出入地所

御改吟味中の心得）． 
享和2戌年10月13日． 差出：牧野虎之丞領分信州佐

久郡御馬寄村惣代組頭勘蔵，訴訟方同善九郎御や瀬

右衛門，榊原小兵衛御代官所同国同郡落合村相手方

惣代名主十蔵，百姓代喜惣太，水野午之助知行所同州

同郡岩尾村引合名主庄右衛門，組頭半兵衛． 受取：御

評定所． 
1 通． 竪継紙． 
水損． 
722-6 
乍恐以書付奉申上候（御馬寄村落合村論所一件，論所

御吟味之節申残候儀申上）． 
享和 2 戌年 10 月． 差出：牧野虎之丞領分信州佐久郡

御馬寄村組頭勘蔵(印)，同善九郎親瀬右衛門(印)． 受

取：寺社御奉行所． 
1 通． 竪美継紙． 
破損． 
722-7 
乍恐以書付奉願上候御事（御馬寄村落合村論所一件）． 
享和 2 戌 7 月． 差出：御馬寄村伝之助，善九郎，八左

衛門，勘蔵，初右衛門，市左衛門． 受取：御奉行所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上「御奉行所様江差上候願書」．公事銘：御馬寄村地内江

徒党入込理不尽ニ立木伐採囲置候薪迄山賊同様奪取候出入，

訴詔人：御馬寄村名主・組頭・百姓代，相手：落合村名主・組頭・

百姓代． 
722-8 
乍恐以返答書奉申上候（写，御馬寄村落合村論所一件，

論所地は落合村開発地の旨并に此迄の経緯につい

て）；(奥裏書)（表書の出入内済，評定所へ訴え順に判

形消し云々）． 
享和 2 戌 9 月；(奥裏書)子 2 月 11 日． 差出：落合村名

前． 受取：御評定所． 
1 通． 竪継紙． 
722-9 
乍恐以書付御訴訟奉申上候（公事銘：立木伐採出入；御

馬寄村落合村論所一件，相手落合村の者召出吟味）；

(奥裏書)[豊前他評定所一座差紙]（返答書し評定所にて

対決）． 
享和 2 戌年 8 月；(奥裏書)戌 8 月 27 日． 差出：牧野虎

之丞領分信州佐久郡御馬寄村名主市左衛門・組頭勘

蔵・八左衛門・同善九郎右四人代兼組頭初右衛門印，

百姓代伝之助印；(奥裏書)豊前御印，淡路御印[ほか 7

名書印3 名無加印]． 受取：御奉行所様． 
1 通． 竪美継紙． 
奥裏書は本紙に貼継ぎ．端裏下に落合村百姓・五人組・年寄・

名主ら計9 名記載． 
722-10 
乍恐以書付奉願上候御事（御馬寄村落合村論所一件，

御影陣屋より御添翰頂戴より後の落合村の乱妨狼藉に

ついて吟味願）． 
享和 2 戌年 6 月． 差出：御馬寄村百姓代伝之助印・同

断善九郎印・同断八左衛門印・同断勘蔵印・組頭初右衛

門印・名主市左衛門印． 受取：小諸御役所様． 
1 通． 竪継紙． 
公事銘：御馬寄村地内江徒党入込理不尽ニ立木伐採囲置候薪



2.御馬寄村 9.一件 4.新開用水出入  〔293〕 

迄山賊同様奪取候出入，訴詔人・相手-7 に同．訂正等あり，下

書ヵ． 
722-11 
乍恐以書付奉願上候御事（公事銘：御馬寄村地内江徒

党入込理不尽ニ立木伐採囲置候薪迄山賊同様奪取候

出入，訴詔人：御馬寄村名主・組頭・百姓代，相手：落合

村名主・組頭・百姓代；御馬寄村落合村論所一件吟味）． 
享和2戌年3月． 差出：牧野虎之丞領分信州佐久郡御

馬寄村百姓代伝之助(印)，同断善九郎(印)，同断八左衛

門(印)，同断勘蔵(印)，組頭初右衛門(印)，名主市左衛

門(印)． 受取：榊原小兵衛様御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
721 
(前欠)（係争中に落合村百姓大勢御馬寄村地内へ踏込

み狼藉につき御糺し心得違なきよう仰せ付け願の旨訴

状）． 
享和2 戌年6 月． 差出：御馬寄村 百姓代 傳之助，同

断 善九郎，同断 八左衛門，同断 勘蔵，組頭 初右衛

門，名主 市左衛門． 受取：小諸 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
破損． 
1359-40 
[山浦瀧右衛門他一名書状]（当廿二日堀田豊前守様へ

罷り出て着届け，御手方落合村より名主重蔵・百姓代喜

惣太が着届けし，いずれ廿五日に御評定対決）． 
9 月23 日． 差出：山浦瀧右衛門，山浦勘蔵；（包紙上ワ

書）山浦瀧右衛門・山浦勘蔵（包紙上ワ書裏）江戸小石

川春日町与り． 受取：小平市左衛門様，山浦初右衛門

様，町田八左衛門様，山浦善九郎様，鈴木傳之助様；

（包紙上ワ書）信濃佐久郡御馬寄村ニ而 小平市左衛門

様 無別条用事． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
端裏「御役人衆中様 江戸 出役人」． 
1359-78 
[山浦瀧右衛門他一名書状]（廿五日辰口御評定所へ呼

出し罷出，惣御奉行様両村御糺ほか状況につき幸便）；

(附)口上（落合村重蔵絵図面講釈するも甚だまごつき不

埒の様子で下がったこと皆々様内々ご承知くだされたく

云々）． 
9 月 26 日． 差出：瀧右衛門，勘蔵；（包紙）山浦瀧右衛

門，山浦勘蔵． 受取：市左衛門様，初右衛門様，八左

衛門様，善九郎様，傳之助様；(包紙)信州佐久郡御馬寄

村 小平市左衛門様． 
2 通． 竪紙（包紙入）． 
包紙封〆下「江戸小石川春日町`より`」． 
1386 
[絵図]（落合村下県村境千曲川河岸地永川敷・余地，茂

兵衛ほか 2 名分）． 
2 舗． 竪紙． 
駒寄河原地ヵ． 

3.裏道〆切出入 

796 
文化元年 子九月十七日始り 裏道一見(ママ)之事，(裏

表紙)願人 八左衛門，良右衛門，太重郎（太重郎ら屋敷

裏より下道への明通りを九月十七日より仲右衛門が〆

切り通路を止めたことにつき）． 
文化元年9 月17 日～文化2 年8 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
798 
乍恐以書付奉願上候（多十郎ら屋敷裏道仲右衛門〆切

りにより先規通り通路仕りたく，奥書とも）． 
文化元年子 10 月． 差出：御馬寄村 願人 多十郎，組

合 用蔵，願人 八左衛門，同人 良右衛門，組合 藤右

衛門；（奥書）名主 市左衛門，組頭 初右衛門，同断 勘

蔵，同 善九郎，百姓代 傳之介． 受取：御名主・御組

頭・御百姓代 衆中様；（奥書）横田茂右衛門様，笠原此

右衛門様． 
1 通． 竪美継紙． 
年代記載誤記訂正，訂正前「九月」． 
797 
内済証文之事（多十郎・仲右衛門屋敷裏道馬入をめぐり

〆切出入先規通り通路につき）． 
（文化2 年4 月ヵ）．  
1 通（2 枚）． 竪紙． 
下書ヵ． 

4.新開用水出入 

717 
[地内字濱居場ほか川場への新開畑成田出入一件書類

写]． 
[文化7 年5 月～6 月]．  
1 通（3 点）． 竪継紙． 
(1)～(3)は貼継ぎ． 
717(1) 
乍恐以口上書奉願上候（地内字濱居場ほか川場の畑を

伊七ほか三名が田として新開のところ全体水不足の地

のため古田へ差障るので新開地潰しにつき）． 
文化7 年庚午5 月． 差出：御馬寄村 願人 為右衛門，

組合 勘助，願人 万蔵，組合 半五郎，願人 七左衛門，

組合 所右衛門，願人 勘蔵，組合 幸蔵，願人 仲右衛

門，組合 政吉． 受取：御名主・御役人 衆中様． 
（1 通）．  
717(2) 
内済証文之事（地内字濱居場ほか川場の地一部を除き

新開田とせず水不足の節は水掛口を塞ぎ古田差障りな

いよう和談）；(附)覚書（伊七掛口のみ口寸法）． 
文化 7 午年 6 月 13 日． 作成：御馬寄村 願人 七左衛

門，組合 所右衛門[ほか願人 4 名同組合各 4 名連署]，

相手方 伊七，組合 喜傳次[ほか相手方3名同組合各3

名連署]，扱人 大圓寺[ほか 2 ヶ宿村名主 2 名を含む 5



〔294〕  2.御馬寄村 9.一件 6.林右衛門欠落 

名連署]，名主 市左衛門[ほか組頭 4 名百姓代 1 名連

署]．  
（1 通）．  
717(3) 
定書之事（村方地内字中山より濱居場川端まで田水懸

堰は堰筋悪く水不足のため堰筋切添等しない旨堰筋の

者一同取決め）． 
文化7庚午年6月． 作成：市郎兵衛，弥兵衛，大圓寺，

五兵衛，七右衛門[ほか 16 名連署]，志賀村 半右衛門 

世話人塩名田宇左衛門代印，八幡宿 七郎兵衛 世話

人五郎兵衛新田曽四郎代印．  
（1 通）．  
作成には(1)(2)での出入願人・相手方の者を含む． 

5.利左衛門欠落 

805 
[利左衛門欠落一件につき書類]． 
[天保5 年]．  
[4 点（3 冊1 通）]． [一括]． 
805-4 
文政四年 巳十一月十六日 伊勢構(ママ，講)元金覚扣． 
文政4 年巳11 月13 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
805-2 
天保五年 午十一月十三日 利左衛門欠落跡改帳（組

合親類寄合不足籾数等改）． 
天保5 年午11 月13 日． 作成：（組合・親類）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
805-3 
（利左衛門欠落跡上納籾等改帳）． 
（天保5 年11 月14 日以降ヵ）． 作成：（組合・親類）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし，-2 下書ヵ． 
805-1 
[利左衛門書状]（母病気と承り帰国したくも都合悪いた

め来春に帰国の旨）． 
（天保 5 年）11 月 27 日． 差出：同 利左衛門． 受取：

山浦惣七様． 
1 通． 横切継紙． 

6.林右衛門欠落 

803 
[林右衛門借財方一件書類]（林右衛門借金し欠落につ

き）． 
天保4 年．  
[7 点（6 冊1 綴）]． [一括]． 
803-1 
林右衛門家財附留帳 組合中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
803-2 

天保五甲午年 借用方配分帳 組合． 
天保5 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴目に印． 
803-3 
雑物売上帳 組合． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
803-4 
(印)林右衛門借用方改出ス 組合中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙押印印文「〈ヤマに○と二〉信州 佐久郡 御馬寄村瓦屋」． 
803-5 
天保四年 巳十二月日 借用方配分割合帳（薪之方）． 
天保4 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙綴目に印． 
803-6 
天保四年巳七月 林右衛門借財方改帳 組合(印)． 
天保4 年巳7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙組合印は-2 綴目押印に同じ．綴目（表紙・裏表紙とも）に印

あり，1 つは組合印に同じ． 
803-7 
[書置之事ほか]． 
[文政10 年～天保4 年]．  
[1 綴（7 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
803-7(1) 
書置之事（おまつ新蔵は開作に出清(ママ)するよう）． 
1 通． 横美切紙． 
803-7(1)～-7(7)まで端を紙縒りで結び綴じ． 
803-7(2) 
書置之事（借金方に差詰り欠落する旨）． 
7 月 3 日． 差出：林右衛門． 受取：御組合衆中様・親

類中様． 
1 通． 横美切紙． 
803-7(3) 
借用方覚． 
作成：（林右衛門）．  
1 通． 横美切紙． 
803-7(4) 
（小作下作地，小作入等書上）． 
7 月6 日． 差出：林右衛門． 受取：新蔵殿． 
1 通． 横美切紙． 
803-7(5) 
貸方覚． 
作成：（林右衛門）．  
1 通． 横美切紙． 
803-7(6) 
借用方覚． 
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作成：（林右衛門）．  
1 通． 横美切紙． 
803-7(7) 
借用申金子証文之事（金3 両3 分）． 
文政10 年亥3 月． 差出：金借用主長兵衛(印)，請人利

右衛門(印)． 受取：村ノ林右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
804 
為取替一札之事（林右衛門作料を渡さないため，白地

瓦を焼き村方郷蔵瓦不足を補い金二分を私共方へ遣し

残り瓦を作料へ受取の相談極りにつき）． 
天保 4 巳年 7 月 22 日． 差出：林右衛門組合 惣代 良

右衛門(印)． 受取：瓦屋 職人衆中． 
1 通． 竪紙． 
端裏「天保四年 不払」（ペン）．端に二ツ綴他の綴穴． 
1137-246-1 
覚（林右衛門方の畑の反別・分米・役籾・小作籾等書

上）． 
1 通． 横切紙． 
1137-246-2 
覚（喜助持畑の反別・分米・御年貢・役籾等書上）． 
1 通． 横切紙． 

7.前山沓沢両村野火 

723 
御公儀ヨリ御触ニ付野火附候者制方被仰付山附村々惣

会之上野火制札相建候諸入用并惣会合料其外共此帳

面ニ記有 文政十三庚寅年六月 御馬寄村；(附)覚（金1

分永123 文受取）． 
文政 13 庚寅年 6 月． 差出：(附)沓沢村名主 兵左衛門

(印)． 受取：(附)御馬寄村御名主中． 
1 冊（附1 通とも）． 横半（一ツ綴）． 
綴に結び付けの横切紙1 通(附)． 
724 
制札・議定書之事（前山沓沢両村野火一件組合議定書，

入会45 ヶ村秣場）． 
文政 13 庚寅年 6 月． 作成：大原四郎右衛門御代官所

前山村山元名主郡右衛門印，松平石見守領分沓沢村

山元名主兵左衛門印，大原四郎右衛門御代官所小宮

山村名主七郎左衛門印[ほか 42 ヶ村 42 名，含・御馬寄

村組頭善九郎]．  
1 通． 竪継紙． 

8.六右衛門持地取縺 

815 
[六右衛門持地取縺一件]． 
[天保2～12 年]．  
[9 通]． [一括]． 
815-8 
売渡し申畑証文之事（字まくい新下畑 20 歩林添ほか 1

筆・代金2 両3 分2 朱，病気諸払方に差詰り）． 
天保2 年卯7 月． 差出：売主 六右衛門，受人 甚左衛

門，組合 良右衛門． 受取：常次郎殿． 
1 通． 竪紙． 
815-7 
借用申金子証文之事（金4両3分・書入まくい新下畑20

歩竪木とも，拠所なく入用に差詰り）． 
天保3 辰年4 月． 差出：金借用主 六右衛門(印)，組合

惣代受人 八左衛門(印)，受人親類 金兵衛(印)． 受

取：村 良右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
815-6 
乍恐以趣意書奉願上候（下書，字まくい新下畑ほか1筆

六右衛門取持のところ六右衛門家出し同畑買取りの由

にて常次郎大木切り倒し等理不尽手入れにつき同所御

見分・常次郎糺明の旨）． 
天保 11 子年 10 月日． 差出：御馬寄村 六右衛門組合 

願人 良右衛門，同人親類 願人 金兵衛，同人組合差

添 栄吉． 受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
-9 下書ヵ． 
815-9 
乍恐以趣意書奉願上候（字まくい新下畑20 歩ほか 1 筆

六右衛門取持のところ六右衛門家出し同畑買取りの由

にて常次郎大木切り倒し等理不尽手入れにつき同所御

見分・常次郎糺明の旨）． 
天保 11 子年 10 月日． 差出：御馬寄村 六右衛門組合 

願人 良右衛門(印)，同人親類 同断 金兵衛(印)，同人

組合差添 栄吉(印)． 受取：御名主・御役人 衆中． 
1 通． 竪継紙． 
815-5 
覚（一件諸費用金銭差引，残金伯母へ渡し）． 
（天保 12）丑 3 月 24 日調． 作成：金兵衛，良右衛門，

立合 栄吉．  
1 通． 横切紙． 
815-1 
差上申一札之事（六右衛門持畑林売渡す相談ののち当

人家出により高分け延引のところ定右衛門方にて同畑

林立木伐倒し取縺れるも双方和談につき）． 
天保12 丑年3 月． 差出：売主 六右衛門(印)，組合 良

右衛門(印)，親類 金兵衛(印)，買主 定右衛門(印)． 受

取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏後筆「天保十二年 畑林「繰」（見せ消ち）縺合（六右衛門

林）」（ペン）． 
815-2 
（定右衛門へ売渡した六右衛門所持畑林を高分けなく

畑添大木を切り年貢済し方手落ち等取縺れるも双方納

得済口願い高分けした旨一札）． 
天保12 丑年3 月． 作成：六右衛門組合 良右衛門，親
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	6.関係者間ほか
	7.古平忠蔵佐藤鍋次差引
	8.協入貯蓄銀行
	9.東信貯金銀行
	10.一般

	6.諸請取・書付類
	1.全体
	2.町田家差出

	7.講・無尽
	1.伊勢講・甲子講
	○伊勢講
	○甲子講

	2.大日講
	3.二十六人講無尽
	4.御家作御無尽
	5.役元無尽・郷無尽
	6.溜講無尽
	7.御馬寄学校資本無尽
	8.諸無尽

	8.御用金・寄付
	9.一件
	1.盗難
	2.糠尾村玄昌無尽滞
	3.居宅焼失
	4.売渡田地季明受戻
	5.米代金請求事件
	6.渋澤作太郎関係訴訟
	7.町田森太‐塩川銀行一件
	8.町田不二太土地売渡一件
	9.諸事件



	2.御馬寄村
	出所・作成：
	資料記号：　30H/2．
	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：
	表2．御馬寄村概略
	表3．御馬寄村の人口変遷（抄）
	表4．慶応3年（1867）の御馬寄村本古新田畑持高分布
	表5．御馬寄村村役人変遷一覧（抄）
	表6．御馬寄村公職一覧（抄）
	（資料の詳細）
	1.戸籍区前
	1.領主
	1.村指出
	2.御触等
	3.諸書上・書留
	4.取締
	4.取締/○博奕
	5.廻村対応
	6.欠所
	7.訴願
	8.拝借
	9.高札建替
	10.代官所
	11.諸交渉
	12.一般

	2.土地
	1.検地・石高改ほか
	2.質地売買
	3.駒寄川原開発

	3.年貢諸役
	○引方

	4.川・堤・池普請
	○川除御普請

	5.往還道橋
	1.一般
	2.国役御普請
	3.掛替材木代附御願帳
	4.本橋掛替下廻上廻入用帳
	5.井形渡
	6.加宿助郷
	7.有君様御下向
	8.壽明姫君様御下向
	8.壽明姫君様御下向/普請
	9.和宮様御下向

	6.戸口
	1.宗旨改
	2.人別増減改帳
	3.人別調
	4.宗門送・人別送
	5.五人組帳

	7.村役人
	○組頭退役


	2.組頭・百姓代・作場目付
	1.役用日記・意覚日記・一件書留
	2.村差出帳・諸書上
	3.御触・取締等
	4.年貢諸役
	5.損耗/書上
	6.池普請
	7.国役御普請
	8.宗門送・人別送
	9.退役
	10.一般

	3.戸籍区以後
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍
	○寄留

	3.徴兵下調
	4.土地
	○用水約定

	5.地租改正
	6.諸事変
	7.学校
	8.印影・書類事務
	9.諸帳簿管理
	10.諸修繕
	11.往還道橋
	12.村吏
	13.村誌

	4.副戸長・村用掛
	1.地租諸税
	2.戸籍事務
	○送籍

	3.地券
	1.高反別代価取調帳
	2.入費
	3.一般

	4.地租改正
	5.村吏
	6.村費ほか

	5.戸長ほか公職
	1.戸長
	○依願免職

	2.御馬寄村村会・連合町村会議員
	3.学務委員
	4.所得税調査委員
	5.村会助役
	6.農産物共進会事務委員

	6.十二新田割元
	1.普請
	○廻札
	○車屋

	2.夫銭割合ほか
	3.高辻改・反別取調
	4.御初穂献上
	5.引方取極
	6.御見分
	7.車屋地代
	8.小書付ほか

	7.寺社
	1.全体
	2.大圓寺
	○稲荷
	○寄付田地質入出入
	○貸金出入
	○住職

	3.勝手神社
	4.諸社建立・再建
	5.諸寄進・奉加
	○神宮

	6.村社祭典費共有金

	8.村一般
	1.全体
	2.旧記
	3.村入用・村費
	4.郷持田畑
	5.救恤
	○囲穀
	○旧藩夫食拝借籾

	6.舟入用
	7.諸無尽
	8.猟師鉄砲

	9.一件
	1.諸件
	2.落合村論所
	3.裏道〆切出入
	4.新開用水出入
	5.利左衛門欠落
	6.林右衛門欠落
	7.前山沓沢両村野火
	8.六右衛門持地取縺
	9.巡礼死去
	10.啓助女出入
	11.酒狂失言
	12.墓道取縺
	13.七郎右衛門・七左衛門兄弟出入
	14.市川こん病死亡跡
	15.無宿召捕
	16.甚助殺害
	17.刎銭溜金勘定出入
	18.彦太郎脇差抱欠込
	19.店借女房死去
	20.市平入牢
	21.下原へ掛り合・道祖神狼藉
	○見舞帳
	○諸雑用控帳

	22.久左衛門分散
	23.村方混雑間違申立
	24.彦太郎借用
	25.盗賊
	26.善九郎一件
	27.八幡村蓬田村道

	10.諸請取・書付類
	11.書状類
	
	○山浦幸五郎宛




	3.中津村
	出所・作成：
	資料記号：　30H/3．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	表7．中津村歴代村長

	範囲と内容：
	出版物または参考文献：
	（資料の詳細）
	
	1.村会議員
	2.一般



	4.謄写・筆写史料
	出所・作成：
	資料記号：　30H/4．
	年　　　代：
	物的状態：
	出所の履歴：
	範囲と内容：
	関係資料：
	出版物または参考文献：
	表8．町田良一公表作品目録
	（資料の詳細）
	1.町田良一筆写原本
	1.影写・半紙
	2.謄写・半紙
	3.謄写・ノーブル製原稿用紙
	4.謄写・サンケー製原稿用紙
	5.謄写・伊東屋製原稿用紙
	6.謄写・文房堂製原稿用紙
	7.謄写・大東京文具商チヱーン特製原稿用紙

	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
	出所・作成：
	資料記号：　30H/7．
	年　　　代：
	物的状態：
	範囲と内容：
	（資料の詳細）
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