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類 金兵衛，定右衛門，組合 助市．  
1 通． 竪紙． 
815-3 
為取替一札之事（六右衛門持畑林一件御支配様御廻村

での御利解により趣意金受取り高分けにつき）． 
天保12 年丑3 月日． 差出：組合惣代 良右衛門印，親

類惣代 金兵衛印，扱人 久左衛門印，同断 冨右衛門

印． 受取：定右衛門殿，但し常次郎事也． 
1 通． 竪紙． 
815-4 
為取替申一札之事（六右衛門持分畑山買受け高分け延

引心得違いから起こった一件に御支配様御利解により

趣意金差出し高分け双方納得につき）． 
天保12 丑年3 月． 差出：買主 定右衛門(印)，扱人 久

左衛門(印)，同断 冨右衛門(印)． 受取：村 良右衛門

殿． 
1 通． 竪紙． 

9.巡礼死去 

802(1) 
「天保三年辰十月 廻国 巡礼村方に於て死去」（表紙

および一件史料解題）． 
1 綴（2 枚）． 竪半（ひねり綴）． 
(1)～(5)は，端を紙縒りでひねり綴一括．本表紙ペン書き．朱筆

「５」．「エスオー印創作用紙（Ｃ形）」原稿用紙． 
802(2) 
一札（濃州葉栗郡上中屋村百姓伊助諸国通行手形）． 
天保3年辰4月． 差出：坪内権左衛門様御知行所葉栗

郡上中屋村庄屋利右衛門(印)． 受取：諸国御関所御奉

行中様・町々御町代衆中・在村御庄屋衆中． 
1 通． 竪紙． 
(2)～(5)は，端上を紙縒りでひねり綴一括． 
802(3) 
宗門請合一札（濃州葉栗郡上中屋村百姓伊助宗門）． 
天保 3 辰 4 月． 差出：葉栗郡上中屋村聖通山上徳坊

(印)． 受取：諸国宿々在村々御寺衆御中・国々御関所

御奉行中様． 
1 通． 竪紙． 
802(4) 
[房州平郡小浦村書状]廻章（上中屋村伊助足痛につき

国元へ村継送の依頼)． 
9 月 13 日． 差出：房州平郡小浦村名主久右衛門． 受

取：宿々御役人衆中． 
1 通． 横切継紙． 
802(5) 
[小平市左衛門書状案]（伊助を国元へ差送途中，御馬

寄村にて死去の旨）． 
辰10月12日． 差出：信州佐久郡中山道筋御馬寄村名

主小平市左衛門． 受取：濃州葉栗郡上中屋村御庄屋

御苗利右衛門殿． 

1 通． 横切継紙． 
742-1 
一札（百姓伊助法名静圓諸国霊仏順拝につき往来手

形）． 
天保3年辰4月． 差出：坪内権左衛門様御知行所 （濃

州）葉栗郡上中屋村 庄屋 利右衛門． 受取：御関所 

御奉行中様，諸国 町  々御町代衆中． 
1 通． 竪紙． 
書状大に折りたたまれていた．奥上附箋「濃州葉栗郡上中屋村 

上徳坊方へ大圓寺`より`取置候 書状別紙ニ差遣申候」．写ヵ． 
742-2 
宗門請合一札（濃州葉栗郡上中屋村俗名伊助法名静圓

諸国霊仏順拝につき）． 
天保3辰4月． 差出：濃州葉栗郡上中屋村 聖通山 上

徳坊． 受取：諸国 宿々・在村々 御寺衆御中，国  々

御関所 御奉行中様． 
1 通． 竪紙． 
書状大に折りたたまれていた．写ヵ． 

10.啓助女出入 

809 
[啓助女出入一件書類]． 
[天保6 年]．  
[1 綴（8 点）]． [綴（一ツ綴）]． 
(1)～(8)端を紙縒りで一ツ綴． 
809(1) 
啓助一件（政平・いよ不埒件の申立次第記録）． 
（天保3 年～天保6 年）．  
1 通． 横折紙． 
（内容）大借出奔後の経緯，(2)同文離縁状引用ほか． 
809(2) 
一札之事（いよ離別）． 
天保3 年辰5 月． 差出：啓助． 受取：いよ． 
1 通． 横美切紙． 
809(3) 
差上申一札之事（村方政平・いよ両人申立てたき趣意

あり御願するも取扱い内済）． 
ー，未 10 月． 差出：当人立入人惣代[墨抹]弐人． 受

取：御役元様． 
1 通． 竪紙． 
809(4) 
差上申一札之事（啓助，政平へ掛り合の筋ほか故障に

より来訪ののち出奔につき）． 
天保6未年10月16日． 差出：啓助預り親類 浅右衛門

(印)，同断組合 善兵衛(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
809(5) 
差出申一札之事（是迄貴殿へ対し不埒の詫）． 
天保6未7月． 差出：信州佐久郡御馬寄村当人 政平，

親類惣代 佐久内，組合惣代 新五郎． 受取：江戸八丁
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堀御定廻り方田邊平左衛門御内 山本啓蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
809(6) 
差出申一札之事（江戸へ登っていたところ政平・いよ不

埒，政平包金請取り，行衛知れずのいよ片付方につき）． 
天保6年未10月． 差出：啓助． 受取：浅右衛門殿，金

兵衛殿，外御組合衆中・御親類中． 
1 通． 竪紙． 
809(7) 
差出申一札之事（政平・いよ不埒の始末，欠出したいよ

見出し次第剃髪・政平包金請取りの取片付方につき）． 
天保6年未10月． 差出：啓助． 受取：久左衛門殿，伊

三郎殿，冨右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
809(8) 
差上申一札之事（政平・いよ不埒一件内済につき）． 
天保 6 年未 10 月 14 日． 差出：啓助(印)，立入人惣代 

久左衛門(印)，同 留右衛門(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪紙． 

11.酒狂失言 

813(1) 
「失言詫状一札」（表紙）． 
天保10 年2 月．  
1 通． 竪紙． 
(1)(2)は端上を紙縒りでひねり綴一括．茶色「10×20」「ＫＳ原稿

用紙」．ペン書き． 
813(2) 
差出申一札之事（大圓寺若衆会席で酒狂のうえ理不尽

を申した詫）． 
天保10亥年2月． 差出：当人忠太，同親忠右衛門，証

人由右衛門． 受取：御若衆中様． 
1 通． 竪紙． 

12.墓道取縺 

814-1 
乍恐以口上書奉願上候（去る七月父善蔵死去出棺のと

き当時喜七所持畑添墓道を先規より通り来るも証拠書

付等ないため喜七通さず難渋につき）． 
天保 11 子年 8 月． 差出：願人 兵左衛門(印)，親類惣

代 伊三郎(印)，組合惣代 四郎兵衛(印)． 受取：御名

主・御役人 衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏後筆「天保十一年」（鉛筆書き）． 
814-2 
乍恐以書付奉願上候（去る七月父善蔵死去のとき墓道

縺合いになり双方組合異見するも内済内容に喜七不承

知のため墓道開くよう喜七へ仰せ付けられたく）． 
天保 12 年丑 3 月． 差出：願人 兵左衛門(印)，親類惣

代 伊三郎(印)，組合惣代 源重郎(印)． 受取：御名主・

御役人・御百姓代 衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏後筆「天保十二年」（鉛筆書き）． 
814-3 
為取替申一札之事（写，喜七所持の字柳平畑下畦墓道

をめぐり故障縺合いのところ先規通り右畑畦通路のこと

双方承知納得につき）． 
天保12 丑年3 月12 日． 差出：喜七，親類 金兵衛，組

合 才助，立入 政平． 受取：兵左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏後筆「天保十二年」（鉛筆書き）．-5 と対応． 
814-4 
差上申一札之事（字柳平畑下畦墓道は同所長兵衛より

喜七買取りの節に申継ぎもなく種々争い，今般御支配

様御廻村により喜七ら呼出し恐れ入り，双方承知，先規

の通り墓道通路と定め済口訴答連印につき）． 
天保12 丑年3 月12 日． 差出：訴詔方 兵左衛門(印)，

親類 伊三郎(印)，組合 源十郎(印)，相手方 喜七(印)，

親類 金兵衛(印)，組合 才助(印)，立入人 政平(印)． 

受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
814-5 
為取替申一札之事（写，喜七所持の字柳平畑下畦墓道

をめぐり故障縺合いのところ先規通り右畑畦通路のこと

双方承知納得につき）． 
天保12丑年3月12日． 差出：兵左衛門，親類 伊三郎，

組合 源十郎，立入 政平． 受取：喜七殿． 
1 通． 竪紙． 
-3 と対応． 

13.七郎右衛門・七左衛門兄弟出入 

833-2 
天保十二年 辛丑四月改 金銀出入差引帳 山浦勘蔵・

山浦三十郎・山浦七左衛門・同 七郎右衛門． 
天保12 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙に「隠居 七郎右衛門自筆ニ而」とあり，綴目に書印，また

朱筆「一」（後筆）． 
833-4 
立会議定書（前山村平吉無尽源太郎無尽ほか無尽掛

返し方・引渡し方等諸仕法相談納得につき）． 
天保 15 年辰正月． 作成：当人 勘蔵印，同 七左衛門

印，同村立入人 繁次印，同断 三重郎印，前山村 重右

衛門印．  
1 通． 竪継紙． 
端上朱筆「三」（後筆）． 
833-5 
再儀定書之事（弘化元年正月中七左衛門方万五郎方身

上向振分ヶ別紙議定書定めるも年々万五郎行立ち難く

再評取極，前山村平吉無尽ほか振合等）． 
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弘化4未年9月13日． 作成：当人 勘蔵印，同断 七左

衛門印，同村立入人 繁治印，同断 三重郎印，前山村 

重右衛門印．  
1 通． 竪継紙． 
端上朱筆「四」（後筆），また「勘蔵自筆ニ而」． 
833-8 
明治四辛未年 五月ヨリ 七郎右衛門ヨリ七左衛門へ相

掛候事件ニ付諸事書留（同件諸入用覚とも）． 
明治4 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙左上朱筆「１」（後筆）．見返しに未 7 月 25 日付御馬寄村名

主中宛庶務掛（小諸藩ヵ）配符貼付． 
833-10 
明治四辛未年十一月十四日 為取替書（田畑配分方差

縺れの一件につき質地季明けに差戻し等により示談内

済）． 
明治4辛未年11月14日． 作成：御馬寄村 願人 七郎

右衛門(印)，組合 吾助(印)，親類 武右衛門(印)，相手 

七左衛門(印)，組合 定右衛門(印)，親類 清左衛門(印)，

差添名主 八郎(印)，組頭 彦右衛門(印)，同断 健六

(印)．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
表紙左上朱筆「３」（後筆）．1 丁目附箋「執筆良右衛門道喜」（人

名部分紺鉛筆にて「彦右衛門」とも）． 
833-11 
明治四辛未年十一月十四日 為取替書添証（字市之沢

の地を七郎右衛門へ請戻す約束のほか林畑とも為取

替書の通り渡すべき旨）． 
明治4辛未年11月14日． 差出：願人 七郎右衛門(印)，

組合 吾助(印)，親類 武右衛門(印)，相手 七左衛門

(印)，組合 定右衛門(印)，親類 清左衛門(印)． 受取：

御役元． 
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
表紙左上朱筆「４」（後筆）．1 丁目附箋「執筆者小平八郎」． 
833-12 
記（塩川様・結城様賄旅籠代受取につき）． 
（明治 4）辛未 11 月 14 日． 作成：本町御宿 小山六左

衛門．  
1 通． 竪折紙． 
紙面上朱筆「５」（後筆）．附箋「此結城氏ハ柏木村ノ小山玄三氏

ト並ヒ称スル家柄，八幡ノ依田畊造氏ノ親戚ナリ」． 
833-7 
覚（弥兵衛金ほか 8口金銭七左衛門方払受取につき）． 
辰2 月2 日． 差出：勘蔵印． 受取：七左衛門殿． 
1 通． 竪切折紙． 
端上朱筆「六」（後筆），附箋「良右衛門道喜筆」．奥に「是も勘蔵

自筆也」． 
833-1 
「七郎右ヱ門・七左ヱ門兄弟出入 参考証拠古記録」． 
1 枚． 竪紙． 
-2～-12 を挿むように包んでいた．「YH & CO 10×20」茶色原

稿用紙．標題ペン書き．冒頭右上朱筆「６」． 
833-3 
天保十二年 丑三月改 田畑分米書抜覚 倉之助（字川

端ほか 25 筆反別分米小作入等差引勘定）． 
作成：七左衛門印．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし，標題は冒頭記載より，また朱筆「二」（後筆）． 
833-6 
（天保13年勘蔵分高訳ほか4筆高訳・同譲り方等書上）． 
1 枚． 横美切紙． 
端朱筆「五」（後筆）． 
833-9 
七郎右ヱ門ヨリ七左ヱ門江相掛り候一許(ママ)双方願

書願下ヶ写 上 御馬寄村扣（田畑引分方一件内済示

談につき願下の書付）． 
差出：当御支配所 御馬寄村 組頭 健六，同断 彦右衛

門，名主 八郎． 受取：小諸 御役所． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙左上朱筆「２」（後筆）． 

14.市川こん病死亡跡 

836-1 
「明治十三年六月四日 上州星尾村市川こん当村ニ於

テ死去亡致候ニ付葬送並ニ遣産所置」（標題・包紙）． 
明治13 年6 月4 日．  
1 通． 竪紙． 
836-2～-9 を挟む．「YH&CO 10×20」原稿用紙．ペン書き．貼

紙「二通」． 
836-2 
送り一札（百姓三郎兵衛姉こん御馬寄村茂兵衛養女へ

差遣し）． 
天保 14 年卯正月． 差出：上州甘楽郡星尾村名主六之

輔(印)． 受取：信州佐久郡御馬寄村御名主市右衛門殿． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
包紙上ワ書「送り一札 上州甘楽郡星尾村」「茂兵衛養女送り書」．

包紙上朱筆「１」（後筆）． 
836-3 
[星尾村市川政五郎書状]（下拙姉こん御貴君様御世話

になる由御礼，身上引請云々申述べ幸便）． 
(包紙)酉3 月10 日；3 月10 日． 差出：上州星尾村市川

政五郎；(包紙)上州甘楽郡星尾村市川三郎兵衛，同三

郎右衛門． 受取：信州三馬よせむら 御名主様；(包紙)

信州佐久郡御馬寄村 町田市左衛門様 要用． 
1 通． 竪継紙（包紙入）． 
包紙上朱筆「２」． 
836-4 
差出申一札之証（当寺へ修堂金寄付し，おこん戒名を

立てる旨）． 
明治12年卯11月4日． 差出：群馬県管轄上野国北甘

楽郡星尾村当人 市川三郎治(印)，新(ママ)類同伊平治

(印)，右同断長岡仁平(印)． 受取：長埜県管轄信濃国
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北佐久郡御馬寄村御役人中． 
1 通． 竪切紙． 
朱筆「３」．朱色罫紙． 
836-5 
御届（市川こん病死につき私墓所に埋葬の旨）． 
明治13年6月5日． 差出：北佐久郡御馬寄村第[空欄] 

町田九助． 受取：北佐久郡御馬寄村戸長町田良右衛

門殿． 
1 通． 竪紙． 
朱筆「４」． 
836-6 
市川おこん死亡跡有金調并分賦記（現在有金451 円）． 
明治 13 年 6 月 7 日． 作成：上州甘楽郡星尾村親類市

川三郎治(印)，同市川伊平治(印)，長岡仁平(印)，信濃

国北佐久郡御馬寄村立会町田良右衛門(印)[ほか 9 名

連印]，同国同郡塩名田村立会小平忠蔵(印)．  
1 冊． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
右上朱筆「５」．朱色罫紙．作成中親類3名立会6名押印部線引

き． 
836-7 
願書（市川こん亡跡相続金，跡相続迄役所にて取り廻し

願）． 
明治 13 年 6 月 7 日． 差出：上毛北甘楽郡星尾村市川

三郎治(印)，同市川伊平治(印)，長岡仁平(印)，当国北

佐久郡御馬寄村町田良右衛門(印)[ほか 9 名連印]，同

国同郡塩名田村小平忠蔵(印)． 受取：北佐久郡御馬寄

村戸長役場御中． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
右上朱筆「６」．朱色罫紙． 
836-8 
（市川おこん亡跡相続金分配協議覚）． 
明治18 年10 月4 日．  
1 通． 竪紙． 
朱筆「７」． 
836-9 
差出し申確証之事（市川こん亡跡相続金，1戸独立せず

分配）． 
明治18年10月4日． 差出：群馬県上野国北甘楽郡星

尾村長岡仁平(印)・仝市川三郎治(印)・仝市川伊平治代

理市川常吉(印)． 受取：長野県信濃国北佐久郡御馬寄

村町田良右衛門殿・外御立会御中． 
1 通． 竪紙． 
朱筆「８」．朱色罫紙．1 銭印紙． 
837 
[上野国北甘楽郡星尾村市川こん当村において死亡に

つき諸書付]． 
[明治13 年]．  
[13 件]． [一括]． 
837-1 
金預り証券，扣（金80 円）． 

明治18年10月5日． 差出：信州北佐久郡御馬寄村預

り主町田良右衛門． 受取：上州北甘楽郡星尾村長岡仁

平殿． 
1 通． 横切紙． 
837-2 
（上毛おこん追善のため長岡仁平夫妻来村の件覚）． 
（明治）18 年．  
1 通． 横切紙． 
837-3 
[小林清書状]（市川コン亡跡相続方につき）． 
（明治）18年9月24日；(封筒)明治18年9月24日． 差

出：下中込村小井清． 受取：北佐久郡御馬寄村町田良

右衛門様． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
837-4 
[小林清書状]． 
明治 18 年 9 月 21 日発ス． 差出：下中込村 小井清． 

受取：北佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様 至急用． 
[1 通]． [封筒入]． 
内に 837-4-1～-2 を収める．2 銭切手． 
837-4-1 
[小林清書状]（市川コン相続金につき）． 
明治18 年9 月21 日． 差出：下中込村小井清． 受取：

北佐久郡御馬寄村町田良右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
837-4-2 
[町田良右衛門書状]（市川コン相続金件出張延期につ

き）． 
（明治 18 年）9 月 23 日． 差出：町田良右衛門． 受取：

小井清様． 
1 通． 横切紙． 
837-4-1 の返書案． 
837-5 
[市川伊平治書状]（市川コン死去跡残金につき）． 
（明治）18 年 3 月 9 日． 差出：星尾村 市川伊平治；(封

筒)北甘楽郡従星尾村 市川伊平治． 受取：長野県北

佐久郡御馬寄村町田良右衛門様・同武左衛門様；(封

筒)長野県佐久郡御馬寄村 町田良右衛門様． 
1 通（2 枚）． 横切紙（封筒入）． 
赤色罫入り． 
837-6 
（市川コン亡跡相続金協議につき覚）． 
（明治18 年）．  
1 通． 横切紙． 
837-7 
[証書包紙]（上州星尾村当人市川三郎治）． 
明治12 年卯11 月．  
1 通． 包紙． 
837-8 
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明治十三年六月五日 おこむ死去跡取調帳（相続金・有

金調）． 
明治 13 年 6 月 7 日． 作成：立会町田良右衛門[ほか 5

名]，遺物受取証兼立会山浦勘九郎[ほか 4 名]，上州親

類市川五郎次[ほか 2 名]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
837-9 
十八年九月廿四日 栄室大姉 法事ニ付買物扣 町田

九助． 
（明治）18 年9 月24 日．  
1 冊． 横半半折（綴葉装二ツ目下ヶ綴）． 
837-10 
明治十八年第九月念四日 栄室大姉・法会執行 供物

受納帳． 
明治18 年9 月24 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
837-11 
借用申金子之事（金10 両）． 
元治2 年丑3 月． 差出：借用主 勝作(印)． 受取：おこ

んさま． 
1 通． 竪紙． 
包紙「丑年 証文 壱通 羽田勝作」． 
837-12 
市川おこん死去跡有金分賦記． 
明治 13 年 6 月 7 日． 作成：上野国北甘楽郡星尾村親

類市川三郎治(印)[ほか 2 名連印]，信濃国北佐久郡御

馬寄村立会町田良右衛門(朱印)[ほか 9 名連印]，同国

同郡塩名田村立会小平忠蔵(印)．  
1 冊． 竪美（四ツ目縫い綴じ）． 
朱色罫紙．汚損・破損．作成押印朱印混在，作成中親類 3 名押

印墨抹． 
924(3) 
借用金証書（金80 円）． 
明治18年10月5日． 差出：信州北佐久郡御馬寄村預

り主町田良右衛門(朱印)． 受取：上州北甘楽郡星尾村

長岡仁平殿． 
1 通（綴10 点-4 点のうち）． 竪美． 
朱色罫紙．1 銭印紙4 枚．押印抹消． 

15.無宿召捕 

1378 
弘化三年 丙午十一月廿七日 矢嶋無宿永吉・下之城

無宿浪吉 御召捕ニ付諸用帳（一件日記とも）． 
弘化3 年11 月27 日～12 月18 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1377 
差上申一札之事（囚人 2 人御影御役所まで御召連れの

ところ当村泊り預りにつき）． 
午11月27日． 差出：御馬寄村 組頭 佐左衛門，同 与

左衛門，百姓代 七左衛門． 受取：御影 御役所 御使

中． 
1 通． 竪紙． 
囚人：矢嶋無宿栄吉・下之城無宿浪吉． 

16.甚助殺害 

819-1 
五月十六日夕甚助一件意覚（落合村多吉方甲州無宿藤

八郎より疵負一件次第日記）． 
（嘉永2 年）5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
819-3 
乍恐以書付御注進奉申上候（正縁寺境内において喧嘩

の中，甚助疵負につき）． 
嘉永 2 酉年 5 月 16 日夜． 差出：塩名田宿問屋新左衛

門，同文左衛門，名主彦兵衛，組頭宗左衛門，百姓代

栄作，御馬寄村名主市右衛門，組頭与左衛門，百姓代

専三郎． 受取：早川健太夫様・須藤徳左衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
819-2 
疵箇所御見分書（御馬寄村甚助疵負の次第）． 
嘉永 2 酉 5 月 17 日． 作成：御馬寄村百姓源十郎（申

口）．  
1 通． 横美切継紙． 
819-4 
御尋ニ付申上候（甚助変死一件，不届にて手妻人寄の

詫）． 
嘉永2 酉5 月17 日． 差出：塩名田宿百姓五兵衛(印)，

右兵衛(印)，留吉(印)，三代作(印)． 受取：桑原菅右衛

門殿・清水市太夫殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上「塩名田ノ方 村扣」．塩名田宿問屋・名主・組頭・百姓代，

御馬寄村名主・組頭・百姓代奥書印形あり． 
819-5 
御尋ニ付申上候書付（甚助変死の始末申上）． 
嘉永2酉年5月17日． 差出：御馬寄村百姓源十郎(印)，

同断政平(印)，名主市左衛門(印)，組頭与左衛門[ほか 3

名]，百姓代専三郎(印)，塩名田宿問屋新左衛門(印)，同

文左衛門(印)，名主彦兵衛(印)，組頭惣左衛門(印)[ほか

5 名]． 受取：桑原菅右衛門殿・清水市太夫殿． 
1 通． 竪継紙． 
819-6 
疵所御見分書（塩名田宿瀧蔵・三平，正縁寺にて喧嘩

の上，疵負の次第）． 
嘉永2 酉年5 月17 日． 差出：瀧蔵，組合七郎右衛門，

親類和重，三平，組合重右衛門，親類与曽右衛門，問

屋新左衛門，同断文左衛門，名主彦兵衛，組頭惣左衛

門[ほか4名]，百姓代栄作． 受取：桑原菅右衛門殿・清

水市太夫殿． 
1 通． 竪継紙． 
819-7 
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死躰御見分書（御馬寄村甚助疵）． 
嘉永2 酉5 月17 日． 差出：問屋新左衛門(印)，同断文

左衛門(印)，名主彦兵衛(印)，組頭惣左衛門(印)[ほか 4

名]，百姓代栄作(印)，御馬寄村名主市右衛門(印)，組頭

與左衛門(印)[ほか 3 名]，百姓代専三郎(印)，甚助忰由

太郎(印)，同人組合宗左衛門(印)，同人親類倉蔵(印)． 

受取：桑原菅右衛門殿・清水市太夫殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上「両村一同ニ差出し候 村扣」． 
820 
嘉永弐酉五月十六日塩名田正縁寺境内ニおゐて村方

甚助殺害ニ逢候一件意覚書留（一件次第書上，役所提

出書類写）． 
嘉永2 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
後筆（ペン）表紙，朱筆（後筆）書込みあり． 

17.刎銭溜金勘定出入 

758 
[刎銭溜金勘定出入一件内済覚]． 
[嘉永3 年3 月]．  
[5 通]． [一括]． 
758-1 
覚（刎銭溜金勘定屋敷惣代覚および塩名田宿年番年

寄・百姓代連署奥書雛形のとおり往還方諸勘定百姓代

立会調印につき示談，これまで申上げたこと御聞流し

の旨）；(奥書)（写1 通につき）． 
嘉永3 戌年3 月． 差出：塩名田宿百姓代 栄作(印)，御

馬寄村名主 作蔵(印)；(奥書)御馬寄村名主 作蔵． 受

取：山中郷助様，須藤徳左衛門様；(奥書)役屋敷 惣代

中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「先済之節書面」． 
758-2 
覚（刎銭溜金請払勘定方法につき塩名田宿と示談行届

につき）． 
嘉永 3 戌年 3 月． 差出：御馬寄村 立入名主 作蔵(印)． 

受取：役屋敷 惣代中． 
1 通． 竪継紙． 
758-3 
覚（刎銭溜金請払勘定方法につき諸事示談行届につ

き）；(奥書)（写の旨）． 
嘉永3戌年3月6日． 差出：塩名田宿百姓代 栄作印，

御馬寄村名主 作蔵印；(奥書)御馬寄村名主 作蔵． 受

取：山中郷助様，須藤徳左衛門様；(奥書)役屋敷 惣代

中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「塩名田役屋敷刎金之義ニ付取縺候ニ付罷出取扱事済ニ

相成書付写壱通」．また端裏ペン「嘉永三年三月」（後筆）． 
758-4 

覚（刎銭溜金請払勘定方法につき諸事示談行届につ

き）；(奥書)（写の旨）． 
嘉永3戌年3月． 差出：塩名田宿百姓代 栄作印，御馬

寄村名主 作蔵(印)；(奥書)作蔵． 受取：山中郷助様，

須藤徳左衛門様；(奥書)役屋敷 惣代中． 
1 通． 竪継紙． 
下書ヵ．差出押印抹消． 
758-5 
覚（刎銭溜金請払勘定方法につき諸事示談行届につ

き）；(奥書)（前書取極内済，写の旨）． 
嘉永3戌年3月6日． 差出：御馬寄村 名主 作蔵(印)． 

受取：役屋敷 惣代中． 
1 通． 竪継紙． 
控または下書ヵ． 
759 
[刎銭溜金勘定出入一件内済書付]． 
[嘉永3 年]．  
[3 通]． [一括]． 
759-1 
覚（刎銭溜金勘定につき屋敷惣代覚および請払立会相

違ない旨塩名田宿年番年寄・百姓代連署奥書雛形，屋

敷惣代引請箇条につき）． 
戌 2 月． 差出：塩名田宿 百姓代 栄作，小諸町 孫太

夫，望月町 久左衛門． 受取：塩名田宿 屋敷 惣代中． 
1 通． 横折紙． 
端朱筆「１」（後筆），ほか朱筆矢印書込み．「屋敷惣代」とは御伝

馬屋敷・歩行屋敷の惣代ヵ． 
759-2 
覚（刎銭溜金勘定屋敷惣代覚および塩名田宿年番年

寄・百姓代連署奥書雛形のとおり往還方諸勘定百姓代

立会調印につき示談，これまで申上げたこと御聞流し

の旨）． 
嘉永 3 戌年 3 月． 差出：塩名田宿百姓代栄作(印)，御

馬寄村名主作蔵(印)． 受取：山中郷助様，須藤徳左衛

門様． 
1 通． 竪美継紙． 
端上朱筆「２」（後筆）．759-1 冒頭とほぼ同文の雛形引用． 
759-3 
乍恐内済一紙連印書之事（写，寛政度より刎銭積元宿

方助成金取廻し方取縺れ示談につき 7 ヶ条）． 
嘉永3 戌年4 月． 差出：塩名田宿役屋敷惣代 戸市[ほ

か 7 名]，歩行屋敷惣代 孫兵衛[ほか 4 名]，問屋 新左

衛門，名主 彦兵衛，年寄 惣左衛門[ほか4名]，立入百

姓代 栄作，御馬寄村立入名主代勤 作蔵；(奥書)立入

百姓代 栄作(印)，御馬寄村立入名主代勤 作蔵(印)． 

受取：山中郷助様，須藤徳左衛門様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏ペン「嘉永三年四月」，端上朱筆「３」（後筆）．4 通作成した

写（副本）のうち，奥「御上様江者一同調印ニ而差上，問屋方へ

壱通，屋敷江壱通，百姓代江壱通，都合四通写ニ而立入両人

印形ニ而相渡し申候」より． 
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18.彦太郎脇差抱欠込 

822 
差上申一札之事（発地村原間で御馬寄村彦太郎が馬瀬

口村代蔵の脇差を抱き発地村役元ヘ欠込んだ一件に

つき両人を引取り難儀をかけない旨）． 
嘉永5年7月19日． 差出：馬瀬口村 当人 代蔵，親類 

半三郎，組合 又四郎，御馬寄村 当人 彦太郎，親類 

倉蔵，組合 米吉． 受取：發地村 御役元． 
1 通． 竪紙． 
端裏に後筆「嘉永五年 脇差抱欠込み内済」（ペン）． 
1359-45 
[馬瀬口村名主山本次左衛門書状]（御配下彦太郎殿と

村方代蔵両人が心得違いで発地村より飛脚いたし心配

のところ済み安心）． 
7 月 21 日． 差出：馬瀬口村 名主 山本次左衛門． 受

取：御馬寄村 御名主 古代来市左衛門様 貴答． 
1 通． 横切継紙． 

19.店借女房死去 

607 
差出申一札之事（市左衛門店借次郎左衛門女房長病・

養生叶わず病死により大圓寺へ仮埋・市左衛門墓所へ

取置につき）． 
万延元申年5月15日． 差出：松本御預所 筑摩郡金井

村 当人 次郎左衛門(印)，組合親類兼惣代 松右衛門

(印)，同 軍四郎(印)，佐久郡横和村 店請 惣左衛門

(印)． 受取：小諸御領分 佐久郡御馬寄村 市左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「万延元申年」（ペン）． 
611 
差出申一札之事（米吉夫婦林之丞借屋に逗留のところ

女房たい病死，当地へ引取りたくも遠路・雇人にて路用

金差支えるので御村御法にて吊いくだされたく）． 
慶応4 年辰7 月． 差出：当人 米吉(印)，親類組合惣代 

「民重」(印)，天朝御料尾州御取締所 筑摩郡潮澤村 名

主 七郎左衛門(印)，組頭 岩太郎(印)． 受取：小諸領

分 佐久郡御馬寄村 御役人衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
親類惣代組合人名貼紙訂正（訂正前「□蔵」ヵ）． 

20.市平入牢 

472 
万延元申四月`より` 由右衛門忰市平耳取村江盗賊 

這入候ニ付右村ニ而召捕夫`より  ̀ 御役所江申立ニ相

成入牢被仰付一件 諸事書留（入用書付・人相書・穿鑿

人名書上等とも）． 
万延元年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙部分破損． 
1388-7(45) 

覚（御馬寄村百姓市平入牢中立替金）． 
申7 月22 日．  
1 通． 横切紙． 
1388-6(7) 
覚（市平御吟味により村役人・市平親与四右衛門ら牢元

へ着の段，太田健之丞宅へ届けるべく）． 
2 月17 日．  
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
1388-4(16) 
御取締（御馬寄村百姓由右衛門，親類，組合，名主，組

頭，百姓代の刑罰書付）． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-6(16) 
（入牢中の残り金立替額書付）． 
1 通（綴20 通のうち）． 小切紙． 
御馬寄村市平の名前あり． 

21.下原へ掛り合・道祖神狼藉 

828-2 
差出し申御詫書一札之事（御馬寄村辰之助・寅吉他大

勢，五郎兵衛新田村道祖神小屋へ狼藉，五郎兵衛新田

村嘉重郎へ深疵を負わせるも格外の勘弁により内済に

つき，改心詫）． 
元治2年丑正月13日． 差出：御馬寄村 当人 寅吉[印]，

親類 林蔵(印)，同 多仲(印)，組合 久左衛門(印)，同 

清作(印)，当人 辰之助(印)，親類 嘉市(印)，同 久次郎

(印)，組合 清兵衛(印)，同 仙助(印)，五郎兵衛新田 証

人 大重院(印)，御馬寄村 同断 清宝院(印)． 受取：五

郎兵衛新田 芳太郎殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上朱筆「２」，端裏「元治二丑年 道祖神子供喧嘩」（ペン）．

差出印鑑すべて墨抹（うち寅吉ほか3名分は後にペンまたはペ

ンで抹消）． 
827-1 
差出し申御詫書一札之事（御馬寄村辰之助・寅吉他大

勢，五郎兵衛新田村道祖神小屋へ狼藉，五郎兵衛新田

村嘉重郎へ深疵を負わせるも格外の勘弁により内済に

つき）． 
元治 2 年丑正月． 差出：御馬寄村 当人 ー，親類 ー，

組合 ー，五郎兵衛新田・御馬寄村 証人． 受取：五郎

兵衛新田 由太郎殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「元治二年丑ノ正月喧嘩」（ペン）．奥に「辰之助・寅吉両人`

より  ̀下原江差出候下書」． 
827-2 
差出申一札之事（下原郷由太郎弟嘉重郎に村方子供持

参道祖神幟を奪取られ捻合いになり嘉重郎を疵付け同

人村中へ押来り京蔵・喜重ら子息辰之助・虎吉名指し混

雑，京蔵等組親類により詫，内済整い，向後慎む旨）． 
元治 2 年正月． 差出：当人 重作，親 源重郎，組合惣
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代 ー，親合（ママ）惣代 ー． 受取：京蔵殿，喜重殿，

両御組親類中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「元治二年正月喧嘩」（ペン）． 
477 
元治二丑正月五日ばん`より`廿日迄 下原江掛り合雑

用并子供`より`見舞帳 御馬寄村 両組合． 
元治2 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
478 
元治二丑正月 変事買物覚 両組合． 
元治2 年正月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
828-1 
差上申一札之事（当正月五日道祖神子供の際に道祖神

幟を下原嘉重郎に奪取られたので追いかけ疵負わせ

たことにつき嘉重郎方へ詫・内済により，お糺し仰渡し

へ詫）． 
元治 2 丑年 2 月． 差出：当人 寅吉(爪印)，辰之助(爪

印)，三作(印)[ほか 5 名連署爪印]，清兵衛下男 暇取ニ

付無印 吉蔵；（奥書）組合惣代 寅之助(印)，親類惣代 

多忠(印)[ほか組合惣代・親類惣代各7名づつ連印うち1

名無印]，吉蔵抱主 清兵衛． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上朱筆「１」，端裏「元治二年丑 正月 小供喧嘩」（ペン）． 
829 
差上申一札之事（当正月朔日より下原へ子供一同遊び

に参り道祖神太鼓を疵付けたとのお糺しに，疵付けた

覚はないが刃物所持の者がいたので，その筋へご沙

汰のところ猶予，格別の勘弁，以後子供に似合わぬ遊

事をせず，親は子供を取り締まる旨）． 
元治 2 丑年 2 月． 差出：当人 七太郎(爪印)，親 専助

(印)，当人 勝助(爪印)，親 吉左衛門(印)，当人 民次(爪

印)，祖父 茂左衛門(印)，当人 宇市(爪印)，伯父 呂吉

(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「元治二年丑ノ二月子供喧嘩」（ペン）． 
○見舞帳 

473 
元治乙丑正月十五日ヨリ 下原江掛り合ニ付子供`より`

見舞帳 御馬寄村 両組合． 
（元治2）元治乙丑正月15 日．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
473 と 474 は紙縒り紐で一括．表紙左上朱筆「４」．下書ヵ． 
474 
元治二丑正月十五日より 下原江掛り合ニ付子供`より`

見舞帳 御馬寄村 両組合． 
元治2 年正月15 日．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 

○諸雑用控帳 
475 
元治二乙丑正月五日晩ヨリ十五日迄 下原江掛り合ニ

付諸雑用控帳 御馬寄村両組合． 
（元治2 年）丑正月21 日． 作成：（末尾人名書上，合点

あり）名差両人 寅吉・辰五郎，重作，三作，徳太郎，利

助，仁助，元三郎，清兵衛下男 吉蔵．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 
475 と 476 は紙縒り紐で一括．表紙左上朱筆「３」．下書ヵ． 
476 
元治二乙丑正月五日晩ヨリ十五日迄 下原江掛り合ニ

付諸雑用控帳 御馬寄村両組合． 
（元治 2 年）丑正月 21 日． 作成：寅吉，辰五郎，重作，

三作，徳太郎，利助，仁助，元三郎，清兵衛下男 吉蔵．  
1 冊（2 冊のうち）． 横長半（一ツ綴）． 

22.久左衛門分散 

480 
慶応元乙丑年十一月改メ 借用取調帳 永吉・組合・親

類． 
慶応元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
帳内の貼紙剥離，挟み込み． 
469 
慶応元乙丑年十二月 借用方詫金割合帳 栄吉・組合・

親類（久左衛門家屋敷等の処分により）． 
（慶応元年）丑 12 月（「右寅正月廿日迄ニ不残済方ニ相

成申候」とあり。）． 作成：組合，親類．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

23.村方混雑間違申立 

1139-178 
差出し申詫書一札之事（昨年中村方混雑私共両人取計

い方不行届，御白洲にて違い申立につき）． 
慶応 2 寅年 3 月． 差出：当人清兵衛，七郎兵衛，詫入

人清重院． 受取：御一統中． 
1 通． 竪紙． 
1139-175 
差出し申御詫書之事（私共両人昨年中村方混雑により

取計方のところ白洲にて申立方間違いにつき）． 
ー ー． 差出：ー，ー． 受取：御一統中． 
1 通． 横美切紙． 

24.彦太郎借用 

906 
彦太郎畑代金ニ而諸方借用方江返金差引調（組合立会

勘定取調）． 
明治元辰年12 月26 日． 作成：組合 千代次(印)，栄吉

(印)，六右衛門(印)，新蔵(印)，当人 彦太郎(印)，親 栄

八(印)．  
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1 綴． 横長半（一ツ綴）． 
綴部に印（六右衛門・栄吉印），各丁綴目に印．裏綴部右「彦太

郎一件書類」． 
481 
明治元辰十二月 彦太郎借用方取調差引帳 組合中． 
明治元年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

25.盗賊 

839-1 
午九月十三日夜盗賊惣左衛門家下道ニ落置候品書（お

よび）被盗取候品（につき御支配様へ書付届ほか一件

覚）． 
（午9 月15 日）． 作成：（名主市右衛門ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
-3 まで書付型にたたまれて一括されていた．作成は筆跡より推

定（166 附等参照）．裏表紙にペン書「文政午年？」． 
839-2 
覚（十三日夜盗人に盗み取られた大目立縞半着・銭四

百文ほか計八筆品々書上届）． 
午9 月14 日． 差出：嘉七(印)． 受取：御役元様． 
1 通． 竪美． 
839-3 
覚（十三日夜盗人に盗み取られた立縞古袷ほか計五品

書上届）． 
午9 月14 日． 差出：惣四郎[印]． 受取：御役元様． 
1 通． 竪美． 

26.善九郎一件 

1381 
善九郎一件（諸費・人足等覚，日記；善九郎役柄をもい

たしながら悪所遊び等不束により召捕）． 
（亥）4 月19 日～7 月11 日．  

1 綴． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なし． 
1388-4(9) 
（御馬寄村当人善九郎ほか親類・組合・名主・組頭・百

姓代名前書上）． 
1 通． 横切紙． 

27.八幡村蓬田村道 

1126 
[両沢忠右衛門書状]（一昨三日御用で御掛り様へ上っ

たところ八幡村蓬田村一件御両所様へ相談の上取り掛

かるよう仰付けられ何れ十一日頃市之丞様方へ御出会

されたく相談）． 
7 月 5 日． 差出：両沢忠右衛門． 受取：小平市左衛門

様，松沢市之丞様． 
1 通． 竪継紙． 
1125 
[八幡宿松澤市之丞書状]（四月中に取り掛かった両村

道一件のことで忠右衛門内意うかがいにつき出会にて

相談のうえ取扱われたき旨承知されたく）． 
7 月 6 日． 差出：八幡宿 松澤市之丞． 受取：御馬寄

村 小平小平市左衛門様． 
1 通． 横切継紙． 

 

 

10.諸請取・書付類 
（シリーズ記述） 

 形状等により一括されていた資料小群のうち，宛先等から推して町田家のものではない分を，ここに配した． 
 
1388-6(20) 
覚（米五駄の下銭相済につき）． 
天保 3 辰 4 月 11 日． 差出：八幡宿吉兵衛． 受取：御

馬寄村善次郎殿． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 
1141-63 
覚（役元合帳〆高等金額）． 
（近世）．  
1 通． 横切紙． 
1137-78 
記（代金請取につき）． 

明治16年5月25日． 差出：北佐久郡山浦村山浦良吉

代理山浦今朝吉(朱印)． 受取：御馬寄村戸長役場御中． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(44) 
覚（長兵衛に対する貸金につき）． 
子12月20日． 差出：善九郎． 受取：長兵衛殿御組合

新五郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1137-260-9 
覚（金20 両請取につき）． 
寅12 月20 日． 差出：御馬寄村清兵衛． 受取：八わた
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宿安太郎様． 
1 通． 竪紙． 
1388-7(19) 
覚（菓子代金）． 
卯 3 月 15 日． 差出：正木屋忠五郎． 受取：御馬寄村

市左衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(37) 
覚（盆・紙代金）． 
卯極月． 差出：小諸本町田中屋十左衛門． 受取：御

馬寄村市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-7(46) 
覚（反物類代金）． 
（卯）う極月． 差出：小諸本町扇屋亀吉． 受取：御馬寄

小平市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-7(38) 
覚（惣差分〆）． 
辰3月28日． 差出：大和屋利兵衛(印)． 受取：御馬寄

市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
印文「信州 小諸本町 〈ヤマにト〉大和屋」． 
1388-4(4) 
覚（御酒代等書上）． 
亥閏6月． 差出：御宿六左衛門． 受取：御馬寄村御役

元様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-4(5) 
覚（御酒代等書上）． 
亥閏6月． 差出：御宿六左衛門． 受取：御馬寄村御役

元様． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-76 
口上（生酒差上，直段・目方等につき）． 
正月 14 日． 差出：小諸 勘次郎． 受取：市左衛門様，

万右衛門様；（上ワ書）御馬寄村にて 小平市左衛門様，

町田万右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
1143-8 
（矢しま・塩名田役人衆へ役元よりの金銭ほか書上）． 
（2 月16 日）．  
1 通． 横折紙． 
小切紙様に破取り，後欠ヵ． 
1388-6(13) 
覚（しま一反・掛とめなど代金書上）． 
3 月9 日． 差出：大和屋利兵衛． 受取：市左衛門様． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切継紙． 
1388-7(18) 

覚（ぼら他魚類買物代金）． 
3 月15 日． 差出：藤や廣助． 受取：市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
一部破損．巻上ヶ上ワ書「卯三月 御廻村一巻」． 
1388-7(22) 
覚（糸子・千才諸色等代金）． 
4 月4 日． 差出：大和や利兵衛． 受取：市左衛門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-4(12) 
覚（あふき物等代金書上）． 
8 月7 日． 差出：藤屋廣助． 受取：市左衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1143-28 
覚（日付および伊右衛門・良右衛門が拠出した人数書

上）． 
（8 月～9 月1 日）．  
1 通． 横折紙． 
-29 とともに-30～-71，-72・-73 を包んでいた． 
1388-4(13) 
覚（籾の駄賃・小入用等書上）． 
8 月． 差出：栄蔵，七兵衛． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-6(18) 
覚（紙水引など代金書付）． 
寅9月． 差出：小松田原兵衛． 受取：御馬寄村市右衛

門様． 
1 通（綴20 通のうち）． 横美切紙． 
1388-7(10) 
覚（ろふそく等代金）． 
11 月7 日． 差出：山崎や長兵衛． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-7(9) 
覚（草履・蝋燭代）． 
11 月28 日． 差出：林屋宗左衛門． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(11) 
おほへ（足袋代金）． 
11 月28 日． 差出：嘉兵衛． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(12) 
覚（ねき・きのこ等代金）． 
11 月28 日． 差出：はし元寅蔵． 受取：御役元様． 
1 通． 横切紙． 
1388-7(13) 
覚（とうふ等代金）． 
11 月28 日． 差出：金舛や平助． 受取：御役元様． 
1 通． 横折紙． 
1388-7(14) 
覚（晒等代金）． 
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11 月28 日． 差出：扇屋専三郎． 受取：御役元様． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(15) 
覚（買物代金）． 
11 月28 日．  
1 通． 横美切継紙． 
内容「塩名田忠蔵」ほか． 
1388-7(20) 
覚（しやうが，浅草のり等代金）． 
11 月28 日． 差出：藤屋嘉助． 受取：村入用． 
1 通． 横美切紙． 
1137-60 
覚（長兵衛一件諸入用等書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-28 
覚（材木の本数，代金書付）． 
作成：宇兵衛，政平．  
1 綴． 横長半（ひねり綴・一ツ綴）． 
一ツ綴は後に付与．冒頭朱筆「６」（後筆），ペン「文政八酉年」

（後筆）を見せ消ち． 
1202-30 
記（金円書付，渡船賃金方，八分金取回廻し調とも）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1202-31 
記（金円書付，郷持売渡し之訳，八分取廻し之訳，船場

取揚金とも）． 
1 綴． 横長半（ひねり綴）． 
1388-4(2) 
覚（酒肴代・弁当代ほか書付）． 
1 通． 横継紙． 
1388-4(11) 

（駄数・金額書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-4(14) 
（駄数・金額書付）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-6(5) 
覚（小づかへ・ちやづけ等代金書付）． 
1 通（綴20 通のうち）． 小横折紙． 
1388-6(6) 
覚（小田井酒代・小田井より追分迄馬賃ほか書付）． 
1 通（綴20 通のうち）． 小横折紙． 
末尾「壱分 市左衛門借」とあり． 
1388-7(4) 
（金銭・名前書上）． 
1 通． 横美切紙． 
内容「弐朱壱朱 六郎次…」． 
1388-7(16) 
覚（買物代金）． 
1 通． 横美切継紙． 
内容「大久保村喜右衛門」ほか． 
1388-7(32) 
覚（2 月21 日事，耳取村七郎次ほかにつき）． 
1 通． 横美切紙． 
1388-7(36) 
（田地耕作人等書上，名所起ほか）(後欠)． 
1 通． 横美切継紙． 

 

11.書状類 
（シリーズ記述） 

 形状等によりそれぞれ一括されていた資料小群のうち，差出・宛先から推して町田家のものではない分を，こ

こに示した．町田家に関するものも含まれるが，村用のものと判断した．およそ，御馬寄村または江戸時代に名

主を多く勤めた小平家へ伝わったものと，「山浦幸五郎」の子孫の家へ伝わったものとで構成される．小平家と

山浦幸五郎は，隣村の五郎兵衛新田村の用水を開発し後に上州南牧関所番人となる羽沢・砥沢の市川家と親交が

あったらしく，関係の書状が残る．町田良一の加筆が見られ，また小平家は町田家の一族でもあるため，あるい

は町田良一による収集の結果，伝わったものかもしれない． 
 
1387-84 
[巴屋六左衛門書状]（先月差遣しの薬師について）． 
6月23日． 差出：本町`より`，巴屋六左衛門． 受取：御

馬寄村小平市右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 

下部破損．封印印文「信州 小諸 〈菱形に二つ巴〉巴屋」． 
1387-49 
[書状]（市川翁墓表成就につき）． 
10 月20 日．  
1 通． 横切継紙． 
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1387-55 
[書状]（村方召捕者一件けが人へ手当金頂戴願）． 
11 月 28 日． 差出：両人． 受取：御名主御役人衆中様． 
1 通． 横切継紙． 
御馬寄村惣役人より御影御出先御苗□弐助他１名宛書状写が

貼り継がれている． 
1132-26 
[副戸長書状]（学校の義につき役元へ出頭依頼）． 
27 日． 差出：副戸長． 受取：学校世話方御中． 
1 通． 横切紙． 
1137-2 
[書状]（先日御約束通り壱人分差置き云々）(後欠)． 
1 通． 横切継紙． 
前欠ヵ． 
1387-50 
[書状]（三塚村瀬下直右衛門様御出府云々，貴公様町

田氏にも鉄砲御楽しみ云々）(後欠)． 
1 通． 横美切継紙． 
前欠ヵ．朱筆傍線書込みあり． 
1387-3 
[市川五郎兵衛書状]． 
[7 月～8 月]． 差出：上州羽沢寄 市川五郎兵衛． 受

取：信州御馬寄村 小平市右衛門様 内用． 
[3 通]． [包紙入一括]． 
-3-1～-3-3 は包紙で一括． 
1387-3-1 
[市川五郎兵衛書状]（御領主様より拝借金借用願）． 
7 月 29 日． 差出：市川五郎兵衛． 受取：小平市右衛

門様． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-3-2 
[小平市右衛門書状案]（拝借金出来兼ねる旨知らせ）． 
閏 7 月 4 日． 差出：信州御馬寄 小平市右衛門． 受

取：上州羽根沢 市川五郎兵衛様． 
1 通． 竪紙． 
1387-3-3 
[御馬寄村書状案]（羽根沢借用金才覚できかねる旨）． 
8 月10 日． 差出：御馬寄村． 受取：五郎兵衛新田． 
1 通． 横折紙． 
1387-1 
[市川五郎兵衛書状]（金子借用依頼）． 
閏 7 月 13 日． 差出：市川五郎兵衛；(包紙)市川五郎兵

衛 上州羽沢寄． 受取：小平市右衛門様；(包紙)信州御

馬寄村 小平市右衛門様 内用事． 
1 通． 横美切継紙（包紙入）． 
1387-2 
[市川五郎兵衛書状]（新田祭礼の件，金子借用願）． 
8 月 6 日． 差出：市川五郎兵衛；(包紙)市川五郎兵衛 

従羽沢． 受取：小平市右衛門様；(包紙)御馬寄村 小平

市右衛門様 内用． 

1 通． 横美切継紙（包紙入）． 
1387-75 
[笠原興治書状]（無尽興行出会願）． 
差出：笠原興治． 受取：御馬寄村市右衛門殿． 
1 通． 横美切紙． 
1387-28 
[木内所左衛門書状]（金龍寺へ書付御渡し下された件）． 
4 月26 日． 差出：下縣村 木内所左衛門． 受取：御馬

寄村 小平市左衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-27 
[木内八郎書状]（私送籍一条心配のところ特別の取計

いにて邨送りなされ多謝）． 
6月10日． 差出：八郎拝；（巻上ヶ上ワ書）志賀邨 木内

八郎． 受取：町田良右衛門様；（巻上ヶ上ワ書）御馬寄

村 町田良右衛門様 上ヶ急用 御親覧． 
1 通（追伸書1 枚とも）． 横切継紙． 
薄紫色用紙．追伸小切紙1 枚奥に巻込み． 
1387-30 
[熊野御師丸山某書状]（村中御祈祷御秡につき）． 
11 月 5 日． 差出：熊野御師 丸山東品(ヵ)太夫 満明

(ヵ)(花押)． 受取：御馬寄村御庄屋 御苗市右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
差出人名花押等のため一部難読． 
1387-58 
[熊部縫之助書状]（無尽加入御頼の儀）． 
3 月 19 日． 差出：熊部縫之助． 受取：御馬寄村市右

衛門． 
1 通． 横切継紙． 
1359-11 
[小平市左衛門書状]（御掛り様より当人(ヵ)出す上引上

げ御領主へ差出云々）． 
4 月 16 日． 差出：小平市左衛門． 受取：町田良右衛

門様 外方衆中． 
1 通． 横切継紙． 
1387-27 
[小平市左衛門書状案]（下書，駒寄□人の者御原間新

開にて下縣村堰筋引通しにつき）． 
差出：御馬寄村 小平市左衛門． 受取：下縣村木内弐

左衛門様・御役人中様． 
1 通． 横折紙． 
1132-36 
[五郎兵衛新田役人書状]（助水差出につき）． 
6 月 10 日． 差出：五郎兵衛新田役人． 受取：御馬寄

村御役人中様． 
1 通． 横切紙． 
1359-20 
[関澤七郎書状]（御馬寄のこと手掛りにもならず小諸へ

お願い云々）． 
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（明治 12 ヵ）12 年 3 月 3 日． 差出：関澤七郎；(上ワ書)

御馬寄村 出張 関澤七郎． 受取：望月□□御中；(上

ワ書)望月町 望月商店？御中． 
1 通． 横美切継紙． 
封印朱印「関」． 
1387-35 
[千田兵蔵書状]（赤塚原大人も滞留，代わり出府人の

件）． 
8 月 12 日． 差出：千田兵蔵． 受取：町田良僊様 参人

御中． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-66 
[千田兵蔵書状]（御内沙汰之時分出府願）． 
8 月 29 日． 差出：千田兵蔵． 受取：小平市右衛門様・

町田佐左衛門様． 
1 通． 横切継紙（包紙入）． 
包紙奥にも包紙上ワ書「東都 千田兵蔵様 内用答」「御馬寄村 

小平市右衛門・町田佐左衛門」（封印跡とも，再利用または

案ヵ）． 
1387-65 
[千田兵蔵書状]（御手入筋につき出府願）；(別啓)（先達

て頼込んだ者へ善九郎殿御引合せ云々）． 
11 月 23 日；(別啓)11 月 25 日． 差出：兵蔵；(包紙)千田

兵蔵． 受取：市右衛門様 貴答；(包紙)小平市右衛門様 

貴答． 
1 通（別啓1 通とも）． 横切継紙（包紙入）． 
別啓同封． 
1387-4 
[高梁与五右衛門書状]（金談不出来の旨羽根沢帯刀方

へ通知の旨）． 
8 月 10 日． 差出：五郎兵衛新田 高梁与五右衛門． 

受取：御馬寄村 小平市右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1387-29 
[長沼五郎蔵書状]（山浦村清吉殺害犯人僉議につき）． 
12 月3 日． 差出：山浦村出役先 長沼五郎蔵． 受取：

御馬寄村名主中． 
1 通． 横切継紙． 
1359-75 
[武左衛門書状]（昨日頼談の証書 2 通，市之丞方へ内

用向あり序でに差上げ，右当人より表向き村方詰所へ

の願立てと見なし奥書お取計いくだされたく，帰路桑山

へ立寄られたく他）． 
12 月27 日． 差出：武左衛門． 受取：良右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-44-2 
[発地村名主半左衛門書状]（金弐百疋両村よりお礼に

あずかり感謝，右お礼では払い方不足のため私共払い

方仕り，御村方へご苦労をかけるのは気の毒なので，

お礼の品飛脚にて返却，受取られたく）． 

7 月 22 日． 差出：(包紙)発地村名主 半左衛門． 受

取：(包紙)馬瀬口村ニ而 御名主 勝太郎様． 
1 通． 竪紙（包紙入）． 
飛脚賃は宛先村負担の旨記載あり． 
1359-44-1 
[馬瀬口村名主山本勝太郎書状]（発地村一条別紙飛札

到来につき明朝早々に一人発地村へ出向くだされたく

飛札）． 
7 月 23 日． 差出：馬瀬口村名主 山本勝太郎． 受取：

御馬寄村御名主 小平市左衛門様 急用事貴下． 
1 通． 横切継紙． 
奥に-44-2 を巻込む，本文中の別紙のこと． 
1359-7 
[町田良右衛門書状]（御細書承知も御細書の趣では日

数がかかるかと存じ御報せ）；(附)記（駒寄河原田蒔数・

当未年作人名書付）． 
（明治 4 ヵ）11 月 14 日；(附)未 11 月 14 日． 差出：町田

清兵衛，同良右衛門；（上ワ書）御馬寄村`より` 町田良右

衛門． 受取：小平八郎様・町田彦右衛門様；(上ワ書)小

諸御出役先ニ而 小平八郎様． 
1 通（2 枚）． 横切継紙（小切紙とも）． 
宛所記載巻上ヶ上ワ書より．本紙奥に小切紙1枚(附)を巻込み． 
1359-8 
[町田良右衛門書状案]（両郡県道費の件扱い方につき

金5 円渡されたく）． 
3 月 9 日． 差出：町田良右衛門，町田武左衛門；(上ワ

書)同郡御馬寄村 町田良右衛門． 受取：土屋傳左衛

門様；(上ワ書)北佐久郡芦田駅 土屋傳左衛門様 要用． 
1 通． 横切継紙． 
端裏朱筆「前仕立」，端裏下「下書」． 
1387-70 
[松澤萬平書状]（祭礼につき光来願）． 
4 月 14 日． 差出：桑山村松澤萬平． 受取：御馬寄村

町田泰吉様． 
1 通． 横切継紙． 
1388-7(29) 
[八幡宿問屋書状]口上（御用向書状継送り依頼）． 
4 月 6 日． 差出：八幡宿問屋． 受取：御馬寄村御名主

中様． 
1 通． 横美切継紙． 
1388-7(30) 
覚（書状類受取）． 
4 月6 日． 差出：太郎兵衛[印]． 受取：新左衛門殿． 
1 通． 横美切紙． 
印文「中仙道 八幡宿 問屋」． 
1142-31-1 
[山浦七左衛門書状]（相談いたしたいことがあるので入

来くだされたく柳澤君より口上申上げ）． 
3 月 2 日． 差出：山浦七左衛門． 受取：町田良右衛門

様． 



2.御馬寄村 11.書状類   〔309〕 

1 通． 横美切紙． 
-31-2 とともに折りたたまれていた． 
1142-31-2 
口上（ただ今会所よりお呼出しにつき入来くだされたく）． 
3 月10 日夕． 差出：五ヶ村． 受取：町田良右衛門様． 
1 通． 横美切紙． 
1387-60 
[坂井村横山善五郎書状]（先日小諸巴屋にて御噺の儀，

塩名田両村ニ而御取斗くだされたく）． 
4 月 7 日． 差出：坂井村名主横山善五郎． 受取：御馬

寄村御名主小平市右衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-68 
[依田太郎兵衛書状]（加宿一条につき）． 
9 月 11 日． 差出：八幡宿依田太郎兵衛． 受取：御馬

寄村小平市右衛門様． 
1 通． 横切紙． 
○山浦幸五郎宛 

1387-45 
[山浦源蔵書状]（改年の挨拶外）． 
2 月 5 日． 差出：山浦源蔵重賀（花押）． 受取：小泉弥

忠太様・山浦幸五郎様・竹内庄次様． 
1 通． 横折紙． 
破損あり．源蔵は江戸にて奉公中ヵ． 
1387-46 
[山浦駒之丞書状]（御便りなく，案じている旨）． 
4 月15 日． 差出：山浦駒之丞，山浦勇次． 受取：山浦

幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
幸五郎は阿部備中守奉公の後． 
1387-78 
[荻原吉左衛門書状]（御普請出来の由につき）． 
4 月23 日． 差出：荻原吉左衛門． 受取：山浦幸五郎． 
1 通． 横切継紙． 
1387-9 
[荻原吉左衛門書状]（親類請を黒田瀬兵衛方へ頼み心

安くも永く勤めも成る間敷く云々，越川喜内様へ奉公の

口につき云々）． 
6 月 5 日． 差出：荻原吉左衛門． 受取：山浦幸五郎様． 
1 通． 横美切継紙． 
1387-38 
[佐藤文平書状]（山絹中屋久兵衛へ差越につき）． 
11 月 13 日． 差出：佐藤文平． 受取：白木屋幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-41 
[荻原孫三郎書状]（吉左衛門殿病気の旨）． 
11 月 20 日． 差出：（小宮山村）荻原孫三郎． 受取：御

馬寄村ニ而 山浦幸五郎様． 
1 通． 横切紙． 

1387-39 
[高橋長右衛門他一名書状]（御馬寄村の近況につき）． 
11 月22 日． 差出：高橋長右衛門，萩原吉左衛門． 受

取：山浦幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
山浦は江戸滞在中ヵ． 
1387-42 
[市川五郎兵衛書状]（四学書物返却，真親霊神件につ

き）． 
3 月 25 日． 差出：市川五郎兵衛． 受取：山浦幸五郎

様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-32 
[市川五郎兵衛書状]（緩々御逗留繰合せ願）． 
4 月12 日． 差出：市川五郎兵衛． 受取：御馬寄村 山

浦幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-40 
[市川五郎兵衛書状]（阿部備中守殿へ御奉公御極りの

由につき）． 
4 月 15 日． 差出：市川五郎兵衛真純(印)． 受取：山浦

幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
朱筆あり． 
1387-37 
[市川五郎兵衛書状]（拙者関所守家督相続につき）． 
6 月 27 日． 差出：市川五郎兵衛真純(印)． 受取：山浦

幸五郎様． 
1 通． 横折紙． 
1387-47 
[市川五郎兵衛他二名書状]（春中頼み置いた荷物の件

外につき）． 
8 月 20 日． 差出：市川五郎兵衛，四郎兵衛，左兵衛． 

受取：山浦幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1387-36 
[市川庄蔵書状]（江戸路用金，出過分勘定につき）． 
8 月14 日． 差出：市川庄蔵． 受取：山浦幸五郎様． 
1 通． 横切紙． 
1387-43 
[市川四郎兵衛書状]（妹子の婚礼につき）． 
3 月 21 日． 差出：市川四郎兵衛． 受取：山浦幸五郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1387-48 
[市川四郎兵衛書状]（借用金勘定等の件）． 
8 月 23 日． 差出：市川四郎兵衛． 受取：山浦幸五郎

様． 
1 通． 横切紙． 
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1387-34 
[市川道寿書状]（白須甲斐守玄関番に相談にて六両二

人扶持で抱えられる由聞くにつき）． 

2 月26 日． 差出：市川道寿． 受取：山浦幸五郎様． 
1 通． 横切継紙． 
江戸よりの書状．裏打・後筆（鉛筆）あり． 
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3.中津村 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 町田家（町田良右衛門道喜），または御馬寄村役場ないし中津村役場． 

資料記号： 30H/3． 

年   代： 明治22年（1889）～明治41年（1908）． 

物的状態： （数量）22件〔記述単位件数〕． 

出所の履歴： 

 中津村は，明治 22 年（1889）から昭和 30 年（1955）まで北佐久郡に存在した自治体である．旧・御馬寄村と

千曲川対岸の旧・塩名田村が合併して成立し，旧村名は大字となった．役場は，はじめ塩名田の民家へ仮設され，

明治26年（1893）に塩名田の長壽寺廃跡に置かれ，明治36年（1903）に御馬寄の大圓寺へ移った．昭和30年に，

浅科村の一部となり，大字はそのまま継承された． 

 戸口は，明治24年で，戸数324，人口1709（男853・女856）；『北佐久郡誌』「中津村」の項（大正4年〔1915〕）

では，戸数332，人口2123（男1055・女1068）．学校は，各大字にあった御馬寄学校と塩名田学校を合併して中

津尋常高等小学校とし，御馬寄に本校，塩名田に分教場を置き，明治36年に塩名田へ校舎が新築された．この時

期の主要な生業は，農業とくに養蚕業で，郡内有数の蚕業地だった．江戸時代の塩名田・御馬寄両宿村が請負っ

ていた千曲川架橋等による中山道通行は，中山道が国道に指定され，明治25年に堅牢な中津橋が起工され（翌年

開通），同橋の営繕が県（地方税）の負担となって，確保された．この負担と宿駅負担の解消は，養蚕業発達に

影響しているという． 

 
表7．中津村歴代村長 

明治22 (1889). 4. 8 ～明治25.2.25 佐藤房之助 明治43 (1910). 3. 1 ～大正2.2.1 蒔田豊太郎 
明治25 (1892). 3. 1 ～明治25.10.30 佐藤栄之助 大正2 (1913). 2. 5 ～大正6.2.10 佐藤鍋次 
明治26 (1893). 3. 1 ～明治30.3.1 山浦伝三郎 大正6 (1917). 2. 12 ～大正10.3.1 町田森太 
明治30 (1897). 3. 5 ～明治30.4.1 佐藤管之助 大正10 (1921). 3. 2 ～昭和6.2.1 佐藤貞五郎 
明治30 (1897). 5. 1 ～明治32.9.1 佐藤鍋次 昭和6 (1931). 4. 1 ～昭和10.3.31 蒔田儀三郎 
明治32 (1899). 9. 5 ～明治34.2.25 佐藤貞五郎 昭和10 (1935). 4. 2 ～昭和17.8.1 古平常平 
明治34 (1901). 3. 1 ～明治38.2.25 山浦一助 昭和17 (1942). 8. 2 ～昭和21.12.10 山浦市三 
明治38 (1905). 3. 1 ～明治42.3.5 佐藤重吉 昭和21 (1946). 12. 11 ～昭和30.1.14 工藤晨助 
明治42 (1909). 3. 5 ～明治42.12.10 町田甚太郎 ※『長野県市町村合併誌』の「浅科村」の項より作成． 

 
範囲と内容： 

 中津村となってから村または村の公職と町田家の関わりは，必ずしも密接とは言えない．町田良右衛門道喜が

中津村の村会議員を勤めたことに由来する諸議案類のほかは，伝存の理由が不明である．町田良右衛門道喜が死

去前年に村会議員を退職した後，町田家の当主は村の公職を勤めた形跡はなく（表7），村長・議員・各種委員等

に関係者の名は見えない． 
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 町田家文書が御馬寄村の共有文書を含むだけでなく中津村の文書を含むことは，中津村役場が御馬寄の大圓寺

に置かれたことと無関係ではないと考えられる．中津村役場文書を多く含む現在の御馬寄区有文書は，かつて大

圓寺で保存されてきた．御馬寄とその関係地域の資料を収集し謄写史料を作成した町田良一・町田森太両名は，

非現用化した役場文書ともに収集対象とした可能性がある．達筆だった謄写史料作成協力者の町田森太は，中津

村長経験者（表7）でもあり，御馬寄ないし中津村の資料収集・保存に大きな役割を果たしたにちがいない． 

出版物または参考文献： 

 解題へ示した以外の参考文献として，つぎをあげておく． 

   長野県総務部地方課『長野県市町村合併誌』長野県，1965年． 

   小林宗三『佐久の大勢と出郷の人々』佐久資料編纂會，1934年（昭和9年）． 

 

1.村会議員 

1360-11(49) 
（本村一級議員当選告知証）． 
明治22 年4 月20 日． 差出：中津村選挙係長 町田甚

太郎（印）． 受取：町田良右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
633 
北佐久郡中津村営業税雑種税賦課方法議案． 
明治22・24 年．  
[3 点]． [もと封筒入一括]． 
633-1 
明治廿二年度北佐久郡中津村大字塩名田営業税雑種

税賦課方法議案；明治廿二年度北佐久郡中津村字御馬

寄営業税雑種税賦課方法議案． 
明治22 年．  
1 綴． 竪半（一ツ綴，ひねり綴）． 
朱色罫紙．字塩名田分・字御馬寄分各ひねり綴を合綴． 
633-2 
明治廿四年北佐久郡中津村営業税雑種税賦課方法議

案． 
明治24 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県北佐久郡中津村役場」桃色罫紙． 
633-3 
［封筒]． 
差出：中津村役場． 受取：村会議員町田良右衛門殿． 
1 通． 封筒． 
633-1・-2 を収めていたヵ． 
659 
[北佐久郡中津村経費歳出予算諾案および議事細則，

(附)学校生徒授業料および旅費積算書上]． 
[明治22 年]．  
[1 綴（6 点、附2 点）]． [竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(6)端を紙縒りで結び綴じ．(2)と(3)丁間に竪折紙 1 枚・竪切

紙 1 枚（附，いずれも朱色罫紙）一括して折りたたまれ挿み込

み． 
659(1) 
議事細則（北佐久郡中津村議会）． 
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
朱色罫紙． 
659(2) 
北佐久郡中津村条例議案． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
朱色罫紙． 
659(3) 
北佐久郡中津村明治廿二年度経費歳出予算議案． 
（明治22 年）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
(3)～(5)は端を紙縒りでひねり綴．朱色罫紙． 
659(4) 
北佐久郡中津村明治廿二年度歳入予算議案． 
（明治22 年）．  
1 冊． 竪半（ひねり綴）． 
(4)・(5)は端を紙縒りでひねり綴．朱色罫紙． 
659(5) 
学校生徒授業料． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙． 
659(6) 
歳出（役場費・会議費ほか金額書上）． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙． 
660 
長野県北佐久郡中津村明治廿三年度歳入出総計予算

（歳入・歳出・地方税戸数割賦課方法等各議案綴）． 
明治23 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県北佐久郡中津村役場」桃色罫紙． 
1360-11(56) 
退職願（病発につき村会議員退職）． 
明治24年5月16日． 差出：北佐久郡中津村村会議員
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町田良右衛門（印）． 受取：中津村々会議長佐藤房之

助殿． 
1 通． 竪紙． 
朱色罫紙．丁内に竪折紙 2 通（町田静太宛借用籾金証書，差

出：八幡村[空欄]ほか）が綴込まれるも開けず． 
662 
長野県北佐久郡中津村明治廿四年度歳入出総計予算． 
明治24 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
「長野県北佐久郡中津村役場」桃色罫紙． 
1135-27 
招集状（中津村県税営業税等賦課方法議案議定につ

き）． 
明治33年5月26日． 差出：北佐久郡中津村会議長中

津村長丸山貞五郎[朱印]． 受取：中津村会議員町田静

太殿． 
1 綴． 竪半（ひねり綴；封筒入）． 
議案添付． 
1135-57 
招集状（中津村伝染病予防救治に従事する者の手当金

支給方法議案の件）． 
明治 33 年 7 月 6 日． 差出：北佐久郡中津村会議長中

津村長丸山貞五郎[朱印]；(封筒)長野縣北佐久郡中津

村役場． 受取：中津村会議員町田静太殿． 
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
本紙コンニャク版．議案添付． 
661 
長野県北佐久郡中津村明治廿三年度歳入出総計予算

表；(附 1)（議決事項議事手続き覚）；(附 2)（地租割等金

円書上）；(附 3)長野県北佐久郡中津村明治廿二年度歳

入出総計予算決議録． 
1 冊（附3 点とも）． 竪美（二ツ綴）． 

見返し～1丁目間に竪切紙1枚（附1，桃色罫紙），竪半1冊（附

2，「長野県北佐久郡中津村役場」罫紙・一ツ綴），竪半1冊（附3，

印刷・二ツ綴）挟込み． 

2.一般 

1374 
水車営業届（水車挽臼一個・搗臼六個）． 
明治28年2月日． 差出：右（北佐久郡中津村二百二十

四番地）鮎澤市蔵． 受取：北佐久郡長鳥居義處殿． 
1 通． 竪紙． 
薔薇色罫紙． 
1390-38 
入寄留届（雛型）． 
明治28年2月． 差出：本人・家主． 受取：北佐久郡中

津村長 山浦傳三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
赤罫紙． 
1387-24 
記（小麦大麦代金請求）． 
明治41年10月17日． 差出：中原 依田茂吉． 受取：

中津村 佐藤政之助． 
1 通． 横切紙（封筒入）． 
1137-70 
（残金勘定書付）． 
1 通． 竪美紙． 
「長野県北佐久郡中津村役場」赤色罫紙． 
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4.謄写・筆写史料 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 町田良一．および町田森太をはじめとする数人の協力者たち． 

資料記号： 30H/4． 

年   代： 永禄7年（1564）～昭和10年（1935）． 

物的状態： （数量）167件〔記述単位件数〕． 

 （形態の特徴） 

 ごく一部の写本（複製）を除き，多くは大きさが竪冊・半紙判で均一になる．手書きの場合，ペン・インク（万

年筆も含むヵ）と数種類の原稿用紙を用いている．手書き以外の場合，一定の範囲への頒布流通が想定されてい

たのか，孔版で半紙・罫紙等を用紙としている．ただ，本資料中に同一内容で複数部数の孔版資料は見られない． 

出所の履歴： 

 本項目へ収めた資料の起源は，社会経済史研究者としての町田良一にあるといってよい．町田良一は，野澤中

学校（位置は図1参照）在学中に病気のため長期自宅療養し，そのとき自宅文庫蔵へこもって自家の蔵書・記録・

文書等を読みふけり，それらの読解から歴史研究とくに社会経済史研究へと誘われた．のち学会誌・同人誌へ論

文を掲載して活躍する（表7）だけでなく，「史料稿本」――本項目下にあるような筆写史料・謄写史料を作成し，

「史料」保存にも尽力した．その研究スタイルは「史料」という直接証拠に基づく細密な実証で，たとえば『社

会経済史学』誌掲載の論文は論説ではなく「資料」という枠で受け入れられている．中心となる研究主題は江戸

時代の入会権や検地をめぐる土地・年貢諸役の実態解明にあったといえるが，研究関心は広かった．その範囲は，

町田家の蔵書・文書・記録に裏付けられた知識と恒篤以後の町田家の当主たちの書画・骨董・俳文等の趣味を継

承しているためか，文学・芸術はじめ江戸時代後期の文化事象全般におよぶ．そのため，調査し解読・翻刻した

資料も収集した古書・古文書も広範な内容を持っている． 

 今や町田良一の正確な活動を知ることはできないが，大正2年（1913）頃は闘病中であることが三石勝五郎（中

学校の年長の同窓，のち放浪生活の詩人）の書状からうかがえ（町田1136-11など），町田家が東京へ出てくる大

正 4 年（1915）前後は母はつの経営活動を補佐していたようである．東京で歴史を学ぶために通学していた大学

を，家業等のため 1 年ほどで断念したともいう．この後，妹せつとともに伊豆大島や沼津の辺りへ転地療養に出

る．この間，病状が良好な時，研究のための調査・史料採訪へ出かけたことだろう．沼津にいた大正 12，3 年

（1923-1924）頃に結婚し，沼津楽文堂という画材・楽器等を扱う店を営業した（はつが出資したという）．画家・

音楽家など地元の文化人たちが集まるサロンのようだったという．昭和初年の研究作品が，静岡の清水近辺の出

版社の発行する同人誌へ掲載されたことは，地域的な関係をあらわしていよう．ただこの頃は，大正15年（1926）

の沼津大火で家が焼け東京に移り，阿佐ヶ谷の家で暮らしていた．昭和6年（1931）頃には日本橋蛎殻町に移り，

町田旅館（はつ死後は町田静太により経営）を町田良一夫人が引継いだという． 

 孔版の謄写史料の年代によれば，阿佐ヶ谷に住居していた頃から，まず町田家文書を史料稿本にしはじめ，蛎

殻町に住居するようになった頃には，南北佐久郡内各所の文書を史料稿本にしはじめている．孔版謄写史料は，
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原版製作の過程をともなうため，その前に完成解読原稿が必要である．孔版謄写史料の年代が完成解読原稿から

内容を選んで原版製作した年代だったとしても，沼津住居の頃から町田家文書の謄写史料用の解読原稿が作成さ

れていたことは間違いない．多くの孔版謄写史料に「…謄写 町田良一，町田森太執筆」等と銘記されているとお

り，原版製作は親戚の町田森太に依頼している．町田森太は御馬寄在住であろうから，解読原稿や孔版謄写史料

のやりとりは，およそ郵便を利用したと推定できる（他の原版製作者とのやりとりも地方在住であれば同じであ

ろうか）．その結果，それぞれ解読原稿は原版製作者の，孔版謄写史料は町田良一の手許に残ったのであろう．

町田家文書には解読原稿がごくわずかしか残っていない（町田1271・1272など）．ただ，文書をその所蔵者から

借用して東京で筆写・解読して返却するという過程が確認でき（町田 103 など），南北佐久郡内各所の調査には

町田森太が同行した．良右衛門恒篤の子孫または（元）中津村長の信用が文書所蔵者にその所蔵文書の閲覧・借

覧を許させたという．町田森太が借用した文書を運んで上京し，または町田良一が調査等で御馬寄を訪れ，両人

ともに解読し原版製作したことはあったかもしれない． 

 昭和10年以降，趣味的な同人誌ではなく地方の研究雑誌さらに中央の研究雑誌へ論文が掲載されるようになり，

おそらく東京に住居を移した頃から歴史学系の学会へ参加するようになった．とくに社会経済史学会は，小野武

夫・土屋喬雄・鳥羽正雄・所三男・野村兼太郎・大塚久雄など当時（または後）の著名な研究者との親交の場と

なったようである．これらの研究者には，前述の史料稿本を献呈した者も含まれている．研究成果や人間関係か

らか，のち学術研究会議（日本学術会議の前身）議員への推薦を受けたこともあるという．第 2 次大戦中～戦後

間もなくの頃には，渋沢敬三主催の日本常民文化研究所の研究員（非常勤ヵ）を 3 年ほど勤めたこともあった．

直接の契機は，当時定期的に通っていた古書市で伊豆の網元から出た漁民文書を入手して同研究所へ入れたこと

によるといい，町田良一の叔父・町田金三郎と渋沢家との間に何らかの関係があったためともいう．正規の研究

員として町田家文書とともに同研究所へ入ることの要請も受けたが，健康上の理由から辞退したという． 

 社会経済史研究のいっぽう文化史的研究にも取り組み，その大きな作品として昭和12年（1937）の『鶴巣反古

枕』の翻刻・校訂・解説があげられる．「千曲之眞砂」等の著者として有名な信州佐久野沢の文人・瀬下敬忠（俳

号・鶴厥玉芝）の俳文集であり，瀬下玉芝の子孫で当時三菱銀行筆頭常務取締役の瀬下厳の依頼により公刊され

た．同書を含む文化史的研究の一連の作品は，古書・書画・骨董の趣味と密接に結び付いている．『鶴巣反古枕』

の題箋（題字）が当時の高名な書家・比田井天來によることは，町田家と遠い縁戚だったことや瀬下厳の財力の

影響だけでなく，町田良一の美意識や鑑識眼のあらわれでもあろう． 

 『鶴巣反古枕』と関連する昭和13年（1938）の論文1篇の発表後から第2次大戦後まで，公表論文は（いまの

ところ）確認できず，活動も明らかではない．少なくとも，古書・古文書等の収集，現地調査はおこなっていた

（町田1212など）．この期間に疎開があり戦中～戦後の混乱を避けるためにも，町田家文書や収集した古書・古

文書，研究資料の整備は実行していたと考えられる．次項にみる〈編集史料〉化は，この期間に進行したことだ

ろう．なお，戦後の公表論文は，いったん脳梗塞で倒れた後に短期間に執筆されている．しかし，その後ふたた

び脳梗塞の発作が起き，中心的主題と自認していた入会権等の研究を充実させる途半ばに死去した． 

範囲と内容： 

 本項目下には，町田良一の研究資料で，原本を謄写・筆写した史料およびその孔版複写本を収めた．それらの

内容は，町田家文書はじめ関心の各所の記録・文書類を解読した史料集＝史料稿本やその〈部品〉である．解読

した史料だけでなく解説＝史料解題を含むこともある． 
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 本項目内は，史料稿本作成の過程を意識して，大きくつぎの3つに編成した：1.町田良一筆写原本，2.町田良一・

森太謄写史料，3.町田良一収集筆写・謄写史料というそれぞれの第2次項目である．各項目間の関係は年代順では

ないが，2 の銘記にみられる町田森太は昭和 10 年に死去するため，3 のうち孔版謄写史料は町田森太以外に原版

製作を依頼したためか2の年代よりも後の年代を持っている．なお，2以前に孔版謄写史料は確認できない．1は，

およそ2・3の原稿の位置にあったと考えられるが，それ自体で完結している資料も含まれる．影写的筆写本の存

在は，研究資料という位置づけだけでなく，収集していた古書・古文書原本に類縁・近似するものとして意識し

ていた可能性を示唆している． 

関係資料： 

 既掲「御馬寄村町田森太・良一家文書〈稿本〉」（五郎兵衛記念館蔵）または町田家文書在宅分（未公開）中

の謄写・筆写史料は，同じ謄写・筆写史料として本項目下の資料と強く関係する．それらは，判明する限りで昭

和3～6年（1928-1931）に作成され，本項目下2.町田良一・森太謄写史料/2.編綴完成本と近いが，さらに史料稿本

として完成された外形を持つ．在宅分の謄写・筆写史料原本では，柿色の表紙・裏表紙に題簽を付して装幀され

「御馬寄文庫」の蔵書印が捺されていた．その内容は，多く本資料を原本とし，一部を除き御馬寄村や町田家に

関わるものに限られる．本項目下の資料が町田良一の研究と直接関連する御馬寄村外の内容を含むのとは対照的

である． 

 土屋家旧蔵文書（東京大学経済学部図書館文書室蔵）中の謄写・筆写史料は，御馬寄村に関わる内容のみで，

町田家に直接関わるものは含まれない．外形は，本項目下2.町田良一・森太謄写史料/2.編綴完成本にほぼ同じであ

る．土屋喬雄教授との交際をうかがえる書状も残る． 

 なお，これらの謄写・筆写史料や町田良一の公表論文等の収載史料には，町田家文書を含め原本が現存しない

ものが含まれている． 

出版物または参考文献： 

 町田良一の履歴と関わる事実等の確認に参照した文献は，つぎのとおり． 

   沼津市誌編纂委員会『沼津市誌 上巻』沼津市，1961年． 

   『日本史研究者辞典』吉川弘文館，1999年． 

 本項目下の資料「町田良一・森太謄写史料」を利用した研究成果として，つぎをあげる． 

   須田肇「信州佐久郡における林野争論」・同「…（二）」・同「…（三）」『徳川林政史研究所研究紀要』

第25号・第26号・第27号，徳川黎明会，1991年・1992年・1993年． 

 上記の論文はその筆者の当時の研究関心によって執筆されたものであろうが，同論文における「町田良一・森

太謄写史料」利用は筆者当人も意識していなかったであろう脈絡（と隠れた意志）によって実現したと推測でき

ることを補足しておく．その含意は，こうである．町田良一は中心的主題での研究をその死により充実できなかっ

た．町田良一と研究関心の近かった所三男は，町田家文書寄贈という史料保存に尽力するだけでなく，おそらく

町田良一の果たせなかった研究を継承すべく本項目下の資料の一部について徳川林政史研究所へ長期特別貸出の

手続きをしていたが着手できなかった．それが，須田肇の「町田良一・森太謄写史料」利用により前 2 者の主題

が現在的な研究へ再置され，（部分かもしれないが）前2者の遺志が果たされた結果となった． 
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表8．町田良一公表作品目録 
No. タイトル 所収誌 巻号 発行 発行年 備考 

1 「望月氏駿甲旧士連名帳」 『本道楽』 第 6 巻第 6 号

（通巻第36 号） 
茂林脩竹山房 昭和4年 

（1929）4月 
発行所在地：静岡県

庵原郡庵原村． 
2 「伊藤忠岱と文明移入に関

する隠れたる古書籍」 
『本道楽』 第 7 巻第 3 号

（通巻第39 号） 
茂林脩竹山房 昭和4年7月  

3 「蓼科山と「やにたりの木」」 『信濃山林会報』 第44号 信濃山林会 昭和8年（1933）  

4 「旧小諸藩文書より見たる

村芝居の禁制」 
『郷土研究・信濃』

（第1次信濃） 
第4巻第5号 信濃郷土研究会 昭和10年 

（1935）5月 
筆者肩書「在東京」．

昭和10年4月13日
稿． 

5 「瀬下敬豊伝」 『郷土研究・信濃』 第4巻第8号 信濃郷土研究会 昭和10年8月 稿末年代記載「一

〇、七、二三」． 
6 「信州から出品されたシー

ボルト資料」 
『郷土研究・信濃』 第4巻第8号 信濃郷土研究会 昭和10年8月 目次に掲載なし．

P.19，2～3段目． 
7 「神木伐採問題の懐古」 『郷土研究・信濃』 第5巻第3号 信濃郷土研究会 昭和11年 

（1936）3月 
稿末年代記載「昭和

十年二月」． 
8 「信濃佐久郡に於ける幕府

の古文書採訪」 
『歴史地理』 第67巻第5号 日本歴史地理学

会 
昭和11年5月 論説．編集後記に

「町田良一氏は信

州の郷土史家」と紹

介． 
9 「信濃国春日村無地高の考

察（上）」 
『社会経済史学』 第6巻第3号 社会経済史学会

（岩波書店） 
昭和11年6月 論説ではなく「資

料」欄へ掲載． 
10 「信濃国春日村無地高の考

察（下）」 
『社会経済史学』 第6巻第4号 社会経済史学会

（岩波書店） 
昭和11年7月 論説ではなく「資

料」欄へ掲載． 
11 「享保十年松本城引渡の資

料」 
『郷土研究・信濃』 第5巻第7号 信濃郷土研究会 昭和11年7月  

12 「中仙道人馬割増賃銭の刎

銭に関する一史料」 
『郷土研究・信濃』 第6巻第3号 信濃郷土研究会 昭和12年 

（1937）3月 
 

13 「信濃国安永度検地顛末」 『社会経済史学』 第7巻第5号 社会経済史学会

（岩波書店） 
昭和12年8月 論説ではなく「資

料」欄へ掲載． 
14 『瀬下玉芝 俳文集 鶴巣反

古枕』 
  古今書院 昭和12年9月 校訂・解説．伊藤松

宇叙． 
15 「蕉風復興の先駆五色墨一

派と佐久俳壇」 
『郷土研究・信濃』 第7巻第4号 信濃郷土研究会 昭和13年 

（1938）4月 
 

16 「海上保険証書の発見」 『信濃』（第 3 次

信濃） 
第2巻第5号 信濃郷土研究会 昭和25年 

（1950）5月 
 

17 「信濃における蹴鞠の流行」 『信濃』 第3巻第12号 信濃郷土研究会 昭和26年12月  

参考 「甲州街道小佛峠関番日記

（抜書）」 
小野武夫編『日本

農民史料聚粋』 
第6巻 巌松堂（復刻版：

酒井書店） 
昭和17年1月 
（ 1942 ；復刻

版：1970） 

謄写本収載．本文中

に「昭和四年五月十

日写 町田良一 

（於阿佐ヶ谷居）」． 
注）1.タイトルは，「」内に論文を，『』内に単行著書を，それぞれ示した． 
  2.「南北佐久郡に関する文献目録」（『北佐久郡志資料集』所収）のほか，町田静夫氏よりの教示を得て作成した． 
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1.町田良一筆写原本 
（シリーズ記述） 

 ここには，町田良一が筆写した資料の原本を収めた．同氏の筆写には，文書原本の字体（くずし字）をそのま

まに写す（影写）場合と，解読して楷書へなおして（翻刻）写す（謄写）場合の 2 つが確認でき，前者の場合は

和紙へ墨書して帳面に仕立て，後者の場合はペン・インクで和紙や原稿用紙へ記し綴じたようである．後者で用

いた原稿用紙は，第1次項目5.編集史料にみる表紙・史料解題に用いた原稿用紙と一致することがあるため，「謄

写史料」作成と原本「史料」化の時期・過程等を追跡する便を考え，筆写方法と用紙の別により配列した． 

 

1.影写・半紙 

1212 
「寛永拾七年 辰之十月 小諸領高〆元帳」． 
寛永17年10月；裏表紙記載「昭和十六年五月写於沓掛

□見おもとや」．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
筆書き．最後に「本書原本ハ片倉村皆井清右衛門 家蔵写置候

也 町田守篤記」． 
103 
「寛文三年 卯四月 信州佐久郡海尻人別帳」． 
寛文3 年4 月；「昭和十一年三月」．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
裏見返しに「是原本ハ信州南佐久郡榮村高見沢庄一郎氏所有

借写，於東京日本橋蛎売町寓居写了」． 
149 
享保十一丙丑年七月 御知行所高野町明細帳． 
享保 11 年午 7 月；昭和 11 年 3 月写． 差出：佐久郡高

野町 名主 七之助，同断 武七[ほか問屋 1 名組頭 3 名

長百姓 28 名惣百姓代 2 名連署]． 受取：高野町 御役

所． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 

2.謄写・半紙 

1272 
「正徳二年辰ノ三月 仲仙道千曲川橋御尋」． 
正徳2 年3 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
ペン書き．表紙右上朱筆「１」，表紙左下「町田森太氏所蔵」． 
1304 
「千曲川橋御入用之覚」． 
嘉永2 年．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙朱筆「５」． 

3.謄写・ノーブル製原稿用紙 

1284 
「文化六年巳九月 橋元付廿八ケ村之 千曲川橋請負

不承知陳情」． 
文化6 年9 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
ペン書き．表紙右上朱筆「７」．「10 20 ノーブル」茶色原稿用

紙． 

4.謄写・サンケー製原稿用紙 

1323 
「元禄十一寅年四月 信濃御絵図調 御請書」． 
元禄11 年4 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙記載「町田良一写」．「10×20」「サンケー」小豆

色原稿用紙． 
1333 
「（元禄より宝暦） 佐久郡 桑山村山法度文書」． 
（元禄～宝暦）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙記載「町田良一写」．「10×20」「サンケー」小豆

色原稿用紙． 
1326 
「宝暦十一年中 吉沢鷄山宛 凌岱尺牘 二通」． 
宝暦11 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙記載「町田良一」．「10×20」「サンケー」小豆色

原稿用紙． 
1334 
「信州小諸町 柳田氏由緒」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙記載「町田良一写」．1 丁目「（長野県小諸町柳田安右衛門

氏所蔵）．「10×20」「サンケー」小豆色原稿用紙． 

5.謄写・伊東屋製原稿用紙 

1321 
「寛永四卯年 人質之訴」． 
寛永4 年．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
ペン書き．上部破損．「10 20 銀座 伊東屋特製」小豆色原稿

用紙． 
1339 



4.謄写・筆写史料 2.町田良一・森太謄写史料 1.一紙複製  〔319〕 

「（昭和十年十一月） 南佐古文書展 古文書写」． 
（昭和10 年11 月）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．1 丁目「（南佐久郡桜井村臼田篤氏所蔵）」．「No.70 

10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用紙． 
1332 
「下県陣屋記 附野沢役所」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 
1335 
「雑記集二 （瀬下良起）」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 
1336 
「万覚帳 瀬下良起日記」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙に「四」．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小

豆色原稿用紙． 
 
1337 
「雑記集の九 （瀬下良起）」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 
1338 
「子安神社 記事 （敬忠著暦草，抜粋）」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．本文朱筆頁記載あり．「No.70 10×20」「銀座 伊東

屋製」小豆色原稿用紙． 
1340 
「群英書押 （抜書）」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 

ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 
1341 
「子安大明神記録 （瀬下良起日記抜粋）」． 
「（昭和十一年一月写 町田良一）」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 
1342 
「（暦種抜粋） 玉芝の俳暦」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．「No.70 10×20」「銀座 伊東屋製」小豆色原稿用

紙． 

6.謄写・文房堂製原稿用紙 

1325 
「宝暦九卯年二月 平賀村庄右衛門 千曲川薪川下ケ願

一件」． 
宝暦9 年2 月；「昭和十一年八月謄写 町田良一」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
ペン書き．表紙「（南佐久郡栄村高見沢政右衛門氏所蔵）」．「10

―25」「東京 文房堂製」小豆色原稿用紙（500 字詰）使用． 

7.謄写・大東京文具商チヱーン特製原稿用紙 

1389 
「十二新田諸帳面目録 川原方廿一冊 車屋方十四冊」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「13」．「（大東京文具商チヱーン特製）」「10―20」茶色

原稿用紙．裏表紙部分破損． 

 

2.町田良一・森太謄写史料 
（シリーズ記述） 

 ここには，町田良一が解読・謄写した内容を町田森太が執筆（清書）した，孔版（謄写版）の資料「謄写史料」

を収めた．原本の代替物価値の有無や，完成した「史料稿本」への遠近を，その外形から判断し，つぎのように

編成した．それぞれ，1点の書付型資料原本と同じように巻上げられた1.一紙複製，題簽付・四ツ目綴の和装本で

はないもののしばしば筆書きの表紙が付された2.編綴完成本，しばしば仮綴で表紙とも孔版の3.謄写史料複製，の

3つである．1以外は，3→2という「史料稿本」完成への過程をも示しており，3は2として編綴される前の部品

のような位置にあると思われる． 
 

1.一紙複製 

1049-1 

「口上書之事」（過去帳戒名一字落字院号書落しにつ

き）． 
享和3 癸亥2 月日． 差出：大圓寺十一世 来誉 書印し． 
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受取：菊治郎殿，多十郎殿． 
1 通（5 通のうち）． 竪紙． 
端裏朱筆「１」，端朱筆「１」．奥「（町田仙右ヱ門家取持）」． 

2.編綴完成本 

1210 
「立科山麓新田証文」． 
文禄 2～正保 3 年；「昭和六年三月謄写之 町田良一 

町田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1320 
「慶長年中仙石秀久の 立科山麓之荒地回復策」． 
（慶長）；「昭和六年三月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．1 丁目「（小平村清水庄兵衛氏所蔵）」． 
1211 
「寛永六巳年縄受人名写」． 
寛永 6 年；「昭和四年三月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1228 
「春日山制度」． 
慶安 4～慶応 4 年；「昭和六年三月謄写 町田良一 町

田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1222 
「立科山 芦田山制度」． 
寛文 9～文化 14 年；「昭和六年四月謄写 町田良一 町

田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1215 
[寛文十年～寛政六年比田井山々論史料]． 
寛文10 年～寛政6 年．  
1 綴（2 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1215(1) 
「寛文十年七月裁許 比田井山々論」． 
寛文10 年7 月；「昭和六年二月謄写之 町田良一 町田

森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（比田井山の一）」． 
1215(2) 
「寛政六年裁許済口 比田井山々論」． 
寛政 6 年；「昭和六年七月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  

1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（比田井山の二）」． 
1213 
「岩下 片倉 新田証文」． 
寛文12年；「昭和六年三月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1221 
「延宝五年裁許 芦田山々論」． 
延宝 5 年；「昭和六年五月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1223 
「元禄二年七月裁許 王ミ山々論」（芦田わみ山につき）． 
元禄 2 年 7 月；「昭和六年七月謄写 町田良一 町田森

太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙朱筆「（王み山の一）」（後筆ヵ）．本文紺色罫紙． 
1225 
「元禄二巳年 立科原の山論 （春日山の東）」． 
元禄2 年；「昭和四年四月謄写之」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1226 
「元禄四年 春日山々論議定 春日村春日新町と 岩下

村片倉村」． 
元禄 4 年；「昭和六年二月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1224 
「元禄六癸酉年十一月 山論御検使様江上候口書覚 

一兵衛」． 
元禄6 年11 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙「北佐久郡平塚村小林伊忠氏所蔵」． 
1229 
[元禄六年～八年春日山山論史料]． 
元禄6・8 年．  
1 綴（2 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1229(1) 
「元禄六年 春日山々論」． 
元禄6 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1229(2) 
「元禄八年 春日山々論 春日村春日新町と 岩尾布施

十四ヶ村」． 



4.謄写・筆写史料 2.町田良一・森太謄写史料 2.編綴完成本  〔321〕 

元禄 8 年；「昭和六年二月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1230 
「正徳六申年 森山村・市村 地境出入」． 
正徳6 年．  
1 綴． 竪半（ひねり綴ヵ）． 
綴紙縒り破損．孔版（表紙とも）．表紙「（北佐久郡平塚村小林伊

忠氏所蔵）」．本文紺色罫紙． 
1232 
[享保七～安永七年わミ山山論史料]． 
享保7 年～安永7 年．  
1 綴（4 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1232(1) 
「享保七寅年裁許 王ミ山々論 （入会地中尾口への新

田故障）」． 
享保 7 年；「昭和六年七月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（王ミ山の二）」． 
1232(2) 
「享保十巳年決着 王ミ山々論 （入会地八丁地への新

田故障）」． 
享保10年；「昭和六年七月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（王ミ山の三）」． 
1232(3) 
「享保十四年裁許 王ミ山々論」． 
享保14年；「昭和六年七月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（王ミ山の四）」． 
1232(4) 
「安永七年裁許 （立科山） 王ミ山々論」． 
安永 7 年；「昭和六年五月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（王ミ山の五）」． 
1273 
「元文五年九月 千曲川橋附村増村願」． 
元文5 年9 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版，表紙のみペン書き．表紙朱筆「２ノ二」．実は竪継紙を竪

半冊様に仕立てたもの．内に「（町田仙右衛門家所持）」． 
1277 
「（寛保二戌年落橋ニ付） 寛保三亥年三月舟渡被仰付 

寛延三午年再架橋被仰付」． 
寛保2 年3 月・寛延3 午年．  

1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1324 
「寛保三年申ノ正月吉日 万年代記帳 御馬寄村 町田

長左衛門」． 
寛保 3 年正月吉日；「昭和四年二月謄写 町田良一 執

筆者 町田森太」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1233 
「宝暦四年戌十一月 香坂山々論返答書」． 
宝暦4 年11 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙記載「（北佐久郡平塚村小林伊忠氏所蔵）」． 
1220 
「自宝暦至慶応 立科原入会山雑事」． 
（宝暦～慶応）．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1279 
「明和二年酉九月 信州塩名田宿御馬寄村之間千曲川

橋組合御証文 此帳面迴札順尤朱書之分者余荷村高 

壱帳ニ而不残済 此本紙御用部屋ニ有之候」． 
明和2 年9 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1219 
「立科山御検分之覚 芦田宿名主 瀧三郎」． 
明和 5～天保 6 年；「昭和六年三月謄写之 町田良一 

町田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表題（筆書き）を二重線にて枠囲み，枠外右下「（芦田村

山浦五郎氏所蔵）」．本文紺色罫紙． 
1327 
「天明三癸卯年七月 浅間山大焼之記」． 
天明3 年7 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙記載「（北佐久郡平根村楜澤龍吉氏所蔵）」． 
1227 
「寛政三年 市坂原之山論 春日村同新町と 片倉村・岩

下村」． 
寛政 3 年；「昭和六年二月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1315 
「享和二年 駒寄川原 落合村と出入一件」． 
享和 2 年；「昭和五年十二月謄写 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
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孔版．本文紺色罫紙．裏表紙破損． 
1245 
「文政三辰年十二月 八幡塩名田両宿助郷人馬出入 御

裁許証文」． 
文政3 年12 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1329 
「文政四年ヨリ 意覚書留 町田恒篤」． 
文政 4 年；「昭和四年三月写 町田良一 執筆者町田森

太」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1289 
「文政八酉年八月 千曲川橋ニ付申上」． 
文政8 年8 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1246 
「文政十三寅年四月 助郷難渋ニ付歎願」． 
文政13 年4 月・天保12 年．  
1 冊． 竪半（二ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1244 
「天保二卯年六月 有君様 御通輿ニ付前以申上」． 
天保2 年6 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1292 
「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． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1207 
「自天保三年 至明治三年 酒造人記録（三十四通） 御

馬寄村」． 
天保3 年～明治3 年；「昭和三年十一月写之 町田良一 

執筆者町田森太」．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1262 
「中山道千曲川筏越立并渡船」． 
天保 3 年～明治 3 年；「昭和五年三月写之 町田良一 

町田森太執筆」．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．関係史料を合綴． 
1296 
「天保六年未八月 橋台御普請議定」． 
天保6 年8 月．  

1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1298 
「天保八酉年四月 飢饉ニ付架橋延期」． 
天保8 年4 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1299 
「天保八酉年八月 架橋ニ付拝借金願」． 
天保8 年8 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1247 
「天保十二丑年二月 助郷難渋ニ付口上」． 
天保12 年2 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1249 
「天保十二年丑六月 助郷内談議定成立」． 
天保12 年6 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1248 
「天保十二丑年十二月 助郷ニ付被仰渡候請書」． 
天保12 年12 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1250 
「天保十三寅年九月 助郷出訴ニ付難渋 御拝借金御下

ケ切願」． 
天保13 年9 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1251 
「天保十四卯年二月 加宿伝馬割付と交渉」． 
天保14 年2 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版． 
1253 
「天保十五辰年二月 助郷取縺内談」． 
天保15 年2 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1254 
「天保十五年辰二月 加宿伝馬割付と交渉」． 
天保15 年2 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．「懐中意覚日記 町田恒篤」抜粋． 
1252 
「嘉永二酉年四月より 寿明君様御下向書留 御馬寄村
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作蔵扣」． 
嘉永 2 年 4 月；「昭和五年十一月謄写之 町田良一 町

田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1305 
[千曲川橋普請所入用願・普請入用帳・和宮下向時掛渡

方日積書上]． 
嘉永2 年7 月～文久元年10 月．  
1 綴（4 点合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1305(1) 
「嘉永二酉年七月 千曲川橋台上下地囲 御普請所入

用御願帳 御馬寄村」． 
嘉永2 年7 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1305(2) 
「嘉永二酉年十月 本橋掛替上廻入用帳 年番 御馬寄

村」． 
嘉永2 年10 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1305(3) 
「文久元酉年十月朔日 和宮様御下向ニ付 千曲川掛

渡方日積書上」． 
文久元年10 月朔日．  
． 竪半． 
(2)内に綴じ込み． 
1305(4) 
「嘉永二酉年九月 本橋掛替下廻入用帳 塩名田村・年

番 御馬寄村」． 
嘉永2 年9 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
188 
「嘉永二酉年十月 壽明君様御下向 往還道普請人馬

入用書上帳 御馬寄村」． 
嘉永2 年10 月．  
1 冊． 堅半（一ツ綴）． 
孔版．表紙のみ筆書． 
189 
「嘉永二酉年十二月 壽明君様御下向往還道普 請人

馬賃銭割合帳 御馬寄村」． 
嘉永2 年12 月．  
1 冊． 堅半（一ツ綴）． 
孔版．表紙のみ筆書． 
1256 
「嘉永三戌年三月 塩名田宿問屋刎銭取縺内済」． 
嘉永3 年3 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1257 

「嘉永五子年十月 助郷人馬議定書」． 
嘉永5 年10 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1258 
「文久元酉年十一月 和宮様御下向ニ付 人夫ヘ炊出シ

方入用書上」． 
文久元年11 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1259 
[元治元年七月助郷取縺内済連印書および駅逓役所よ

りの助郷廃止等覚写の史料]． 
元治元年7 月・明治2 年．  
1 綴（2 点合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版．各本文紺色罫紙． 
1259(1) 
「元治元子年七月 助郷取縺内済」． 
元治元年7 月．  
（5 枚）． 竪半． 
1259(2) 
「駅逓御役所ヨリ御下渡 御印書之写 明治二巳十二月

廿七日 小諸御役所民政局ニ而写之 出役名主 政之

丞」． 
明治2 年12 月27 日．  
（3 枚）． 竪半． 
1218 
「立科山（芦田山） 木草売買証文」． 
慶応 2 年；「昭和六年四月謄写 町田良一 町田森太執

筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1306 
[慶応三年架橋拝借金御慈悲願]． 
慶応3 年．  
1 綴（2 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
1306(1) 
「慶応三卯年三月 架橋ニ付拝借金願」． 
慶応3 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1306(2) 
「慶応三卯年正月 昨年九月中急用架橋の為に橋代金 

相嵩み候ニ付，格別之御慈悲願立」． 
慶応3 年正月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1263 
「明治四辛未年六月 中山道千曲川橋 往来通行人数

取調書上帳 塩名田宿 御馬寄村」． 
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明治4 年6 月．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1307 
「明治四辛未年九月 千曲川橋御尋ニ付 奉申上覚 塩

名田宿 御馬寄村」． 
明治4 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1265 
「明治五壬申年五月 千曲川橋銭渡船賃銭 請取方其外

明細書上 佐久郡 塩名田駅 御馬寄村」． 
明治5 年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1310 
「明治十四年三月 架橋願」． 
明治14 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1214 
「立科山 比田井山の入会制度」． 
明治19年；「昭和六年三月謄写之 町田良一 町田森太

執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1216 
「寛政年中比田井山々論 訴訟方内訌 片倉村一件 （越

石入会騒動）」． 
「昭和六年五月謄写 町田良一 町田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙朱筆「（比田井山の三）」（後筆ヵ）．本文紺色罫紙． 
1217 
「立科山麓 各村山年貢調」． 
「昭和六年四月謄写 町田良一 町田森太執筆」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1266 
「寿明君様 御下向ニ付奉窺覚」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
1267 
「寿明君様御下向ニ付宿助郷江申渡覚」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．本文紺色罫紙． 
127 
「信濃佐久 岩下村田畑林改御帳 （春日村佐藤基氏所

蔵）」． 
「昭和六年三月謄写之」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 

1311 
「千曲川橋普請議定」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版． 
1331 
「信濃国佐久郡 小諸領 御馬寄村社会史資料 目録」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版．表紙・裏表紙以外「10 人形町 水天宮前 高崎屋製」紺

色罫紙．本文罫外上に朱筆アラビア数字記載． 

3.謄写史料複製 

1319 
「永禄七甲子年 伴野氏・芦田氏横沢論」． 
永禄7 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．1 丁目「前山村役場所蔵 但シ写也」． 
1268 
「寛永四年卯三月 千曲川橋元ニ付諸役御免」． 
寛永4 年3 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1269 
「承応二年巳十二月 千曲川 御馬寄橋木之事」． 
承応2 年12 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1204 
「元禄十五年午十二月 信州佐久郡塩名田町指出シ

帳」． 
元禄15 年12 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田村佐藤秀伊氏所蔵）」． 
1270 
「元禄十五年午十二月 千曲川橋之事」． 
元禄15 年12 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1271 
「正徳二年辰ノ三月 仲仙道千曲川橋御尋」． 
正徳2 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙裏に「町田森太家所蔵」とある． 
1314 
「享保二年酉九月 御馬寄橋組合訴訟御裁許御証文」． 
享保2 年9 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡前山村箕輪基氏所蔵）」． 
1276 
「元文五年九月 千曲川橋附村増村願」． 
元文5 年9 月．  
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1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙．1 丁目に「町田仙右衛門家所

持」． 
1234 
「延享四年十一月 追分・沓掛助郷人馬勤方出入」． 
延享4 年11 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（北佐久郡平塚村小林伊忠氏所蔵）」．

本文「10 人形町 水天宮町 高崎屋製」紺色罫紙． 
1235 
「宝暦八年寅五月 沓掛追分両宿助郷拾九ケ村定書」． 
宝暦8 年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡野沢町並木真砂雄氏所

蔵）」． 
1236 
「安永二年巳十月 中馬御吟味ニ付御出役之覚」． 
安永2 年10 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡野沢町並木真砂雄氏所

蔵）」． 
1237 
「安永六年酉六月 水戸嘉姫君様御上京 軽井沢宿加

助郷下命之反対訴状（一六ヶ村）」． 
安永6 年6 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（平塚小林伊忠氏所蔵）」．本文「10 人

形町 水天宮町 高崎屋製」紺色罫紙． 
1313 
「安永九年子五月二十五日初 御影御役所ニテ塩名田

橋御吟味差上候口書扣」． 
安永9 年5 月25 日．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田佐藤嗣魯氏所蔵）」． 
1280 
「天明五巳年正月 信州佐久郡塩名田橋請負川下ケ一

件 上畑村 組頭徳右衛門」． 
天明5 年正月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1206 
「享和元年酉六月 御分間御絵図 御用 宿方明細書上

帳 中山道塩名田宿」． 
享和元年6 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田村佐藤嗣魯志氏所蔵）」． 
1238 
「享和二年戌二月 大通行ニ付当分「増」助郷願訴状」． 
享和2 年2 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡前山村箕輪基氏所蔵）」．標

題記載中の「」内は右脇への加筆（ペン）．本文紺色罫紙． 
1281 
「享和三年癸亥五月 千曲川通中山道信州佐久郡塩名

田宿地内 往還橋台御普請出来形帳」． 
享和3 年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田佐藤嗣魯志氏所蔵）」． 
1328 
「自享和三年至文化四年 大円寺過去帳出入」． 
自享和 3 年至文化 4 年；「昭和三年十一月謄写 町田良

一 執筆者町田森太」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1282 
「文化元年子七月 中山道塩名田宿御馬寄村地内千曲

川通往還 梏橋橋台道形共御普請出来形帳 御馬寄村 

塩名田村」． 
文化元年7 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田佐藤嗣魯志氏所蔵）」． 
1243 
「文化二年丑正月 宿方不当之訴」． 
文化2 年正月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）．本文「10 人形町 水天宮町 高崎屋製」紺色

罫紙． 
1240 
「文化四年卯正月 駄賃人足賃議定書」． 
文化4 年正月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（野沢町小泉弥次郎氏所蔵）」．本文紺

色罫紙． 
1283 
「文化六巳年九月 塩名田・八幡両宿助郷廿八ケ村（橋
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