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1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1286 
「文化六巳年十二月四日寄 千曲川橋引請方不足割合

帳 塩名田宿役元」． 
文化6 年12 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）」． 
1242 
「文化七年午二月 宿方議定書」． 
文化7 年2 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（野沢町小泉弥二郎氏所蔵）」．本文紺

色罫紙． 
1241 
「文化七年午五月 宿方にても無之原村にて 荷物口銭

請取ニ付訴書」． 
文化7 年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（野沢町小泉弥二郎氏所蔵）」．本文紺

色罫紙． 
1288 
「文政三辰年三月 千曲川往還橋之儀書上帳」． 
文政3 年3 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）」． 
1330 
「文政八年酉二月 遊行上人様御移リニ付諸事書付」． 
文政8 年2 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）」． 
1290 
[文政九年三月千曲川橋請負願および議定書]． 
文政9 年3 月．  
1 綴（2 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1290(1) 
「文政九年三月 千曲川橋請負願」． 
文政9 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1290(2) 
「文政九戌年三月 千曲川橋請負議定書」． 
文政9 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
1316 
「文政十一年子二月 用水出入済口証文 小田井・前田

原・岩村田・御影新田 外八ヶ村」． 
文政11 年2 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（野沢町小泉弥二郎氏所蔵）」．本文紺

色罫紙． 
1291 
「文政十二丑年三月 中山道 千曲川橋御尋」． 
文政12 年3 月．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1294 
「天保二辛卯年 十月 有君様御下向 往還道橋普請人

馬入用書上帳 御馬寄村」． 
天保2 年10 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1293 
「千曲川橋御入用之覚」． 
天保2 年．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1295 
「天保三年二月 昨年之橋御手当金之儀御骨折 被下

候ニ付江戸御留守役様方ヘ 反物差上」． 
天保3 年2 月．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1297 
「天保八年酉二月 橋台下廻リ御普請願」． 
天保8 年2 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1301 
「天保十三年寅三月 架橋請負継続願」． 
天保13 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1300 
「千曲川 先年より橋請負年数調」． 
天保13 年．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1303 
「嘉永二年酉八月 千曲川橋普請御高札」． 
嘉永2 年8 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．本文紺色罫紙． 
1302 
「嘉永二酉年十二月 道普請人足賃銭割渡帳 御馬寄

村」． 
嘉永2 年12 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1255 
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「嘉永三年戌八月 入布施村式部村助郷伝馬取縺内済 

済口証文」． 
嘉永3 年8 月．  
1 綴． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（野沢町小泉弥二郎氏所蔵）」．本文紺

色罫紙． 
1317 
「嘉永七年寅六月 大沼堰用水出入済口証文」． 
嘉永7 年6 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． 
1318 
「安政六年未四月 内藤豊後守（岩村田領主） 千曲川筏

越立紛乱ノ件御尋ニ付答申」． 
安政6 年4 月．  
1 綴． 竪半（ひねり綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田丸山久次郎氏所蔵）」． 
1208 
「文久元年酉五月 繭市場繭商人繭商人宿御鑑札下渡

シ願 塩名田宿」． 
文久元年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）．表紙記載「（塩名田町丸山久次郎氏所蔵）」． 
1260 
「中山道丁数御改ニ付絵図面并ニ 一札差上候扣 明

治二巳年十二月十日 御出役 須藤曽太夫様 横田半兵

衛様」． 
明治2 年12 月10 日．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）．本文文章部分紺色罫紙．折込み付図あり． 
1261 
「明治三庚午年正月 中山道 塩名田宿附属御請印帳」． 
明治3 年正月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1264 

「明治五壬申年五月 千曲川渡船賃銭値上願」． 
明治5 年5 月．  
1 冊． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）． 
1308 
[明治五年千曲川橋掛渡諸入費取調書上，塩名田村・御

馬寄村]． 
明治5 年．  
1 綴（2 冊合綴）． 竪半（一ツ目結び綴じ）． 
孔版（表紙とも）． 
1308(1) 
「明治五壬申年六月 千曲川新規橋掛ケ渡諸入費書上 

佐久郡 塩名田村 御馬寄村」． 
明治5 年6 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（見積書）」． 
1308(2) 
「明治五壬申年七月 中仙道 塩名田村・御馬寄村 千

曲川往還 橋掛渡し入費取調書上」． 
明治5 年7 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（見積書）」． 
1309 
「明治七年三月 塩名田村より 千曲川上川原之歩行橋

架設」． 
明治7 年3 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）． 
1278 
「信州塩名田宿御馬寄村之間千曲川橋組合証文」． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（塩名田佐藤秀伊氏所蔵）」． 

 

3.町田良一収集筆写・謄写史料 
（シリーズ記述） 

 筆跡や書写記載から，町田良一の筆写史料や町田良一・森太謄写史料とは異なる筆写・謄写史料である．江戸

時代の文書等を筆写・謄写（解読）できる者へ町田良一が依頼したか，そういった者たちの作成した筆写・謄写

史料（孔版複製）を町田良一が入手したものと考えられる． 
 

1.筆写史料 

667 
「享和二年壬戌八月 当御領分御初知入以来 引続村

役相勤候者書上帳 大和田村」． 
享和2 年8 月． 差出：「大和田村 名主 三郎次(印)，組

頭 小右衛門(印)，同断 徳右衛門(印)，同断 利右衛門

(印)，百姓代 太次郎(印)」． 受取：「岩村田 御役所様」． 
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1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
裏表紙にペン書き「（中一通御馬寄村 山浦六郎家所持）」，ま

た同書込み「之も記入して下さい」． 

2.謄写史料複製 

1203 
「寳永五年子十月 生類憐御触書 請書」． 
宝永 5 年 10 月；「昭和十一年五月二十一日写 木内敬

篤」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田重治氏所蔵）」． 
1231 
「正徳六申年二月 小宮山村と桜井村入会山論」． 
正徳6年2月；「昭和十一年九月二十五日 木内敬篤写」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田篤氏所蔵）」． 
1322 
「享保九年 御鷹餌鳥御買上」． 
享保9 年；「昭和十一年五月二十三日写 木内敬篤」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村向田重治氏所蔵）」． 
1274 
「寛保元年酉十月 中仙道千曲川橋ニ付願上ケ書」． 
寛保元年 10 月；「昭和十一年五月二十一日写 木内敬

篤」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田重治郎氏所

蔵）」． 
1275 
「寛保元年酉十月 中山道千曲川橋組合村赦免願」． 
寛保元年10月；「昭和十一年五月廿三日写 木内敬篤」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 

孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田重治郎氏所

蔵）」． 
1312 
「延享四年卯六月 中山道千曲川船頭給米受取書」． 
延享4年6月；「昭和十一年五月十四日 木内敬篤写」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田篤氏所蔵）」．本

文「〔柏與版〕」紺色原稿用紙． 
1205 
「安永十年丑正月 村芝居議定書」． 
安永 10 年正月；「昭和十一年九月二十五日 木内敬篤

写」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田篤氏所蔵）」．本

文紺色原稿用紙． 
1239 
「文化元年子八月 楽宮様御下向ニ付伝馬議定書」． 
文化元年 8 月；「昭和十一年五月十四日 木内敬篤写」．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
孔版（表紙とも）．表紙「（南佐久郡桜井村臼田重治氏所蔵）」．

本文「〔柏與版〕」紺色原稿用紙． 
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5.編集史料 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 町田良一． 

資料記号： 30H/5． 

年   代： 慶長19年（1614）～明治36年（1903）． 

物的状態： （数量）100件〔記述単位件数またはレコード数〕． 

 （形態の特徴） 

 袋・封筒への収納や冊子大への一括は，その袋や冊子の形状に依存する．書付型資料を紙縒りで仮綴じして表

紙を付す場合，しばしば綴じ部を芯として全体を巻上げている． 

範囲と内容： 

 編集史料の類型は，袋・封筒へ収納する，原稿用紙等を半折りにして間へ挿む，端へ穴をあけ紙縒りで仮綴じ

し表紙を付す，冊子の表紙の欠を補う，冊子表紙へ書込む，等などである．とくに表紙を付したりその欠を補っ

たりする場合，まったくの補修以外，多くはペン・インクで標題を記した原稿用紙が用いられ，続いて史料解題

が加えられることもある．その原稿用紙は，およそ4.謄写・筆写史料で町田良一が筆写・謄写に用いたものと同じ

である．いずれも当時において原本の利用と保存の便を考えた措置であり，また謄写史料の原稿としての加工で

もあった．原稿用紙の表紙・史料解題を含め各原本の実物は本項目以外に配してあり，本項目下の記述は多くは

重出か一括単位である．ただし，本項目下へ収録したものは判明したもののみで，部分的な標題への書込み等に

ついては収録していない．内容は，町田家や御馬寄村において作成された個別の各文書ないし同種一連の文書ま

たは出来事による関連文書といった編集結果と，家・村といった原本の出所をこえて当時から存在したと思われ

る資料類型的一括や物的外形上または便宜上の一括，の大きく2つである．前者は本集での編成に沿って配列し，

後者はその類型や状態によって配列した．なお，町田家文書受入後の文部省史料館による仮整理での一括を含む

可能性もあるが，同仮整理は町田良一の整理とほぼ同じ内容の慣行的行為として実践されていたと考えられるた

め，いま厳密な区別は困難だった．本資料の利用による研究の進展を期待したい． 

使用制限： 仮綴じされ巻上げられた書付型資料は，各資料の奥から開いていくことになろうが，必ずしも綴

じ部の外側（表紙または裏表紙にあたる部分）にある資料から開かれず内側に綴じられている資料から開いて本

紙や綴じ部を傷めてしまう可能性がある．慎重な扱いを願う次第である． 

 

1.町田家/1.親族・交際/ 

599※ →1.1.4. 
「慶長十九年 出陣御下知状之写 小林氏」（豊臣秀頼

摂州難波城にて逆心籠城につき信州一国の郷士一郡

切に出陣すべき旨）． 
[慶長19 年甲寅3 月（ママ）]．    
1 通． 竪継紙（包紙とも）． 

標題は本紙端へ鰭付様に貼付の包紙上ワ書（後筆）より． 
153※ →1.1.4. 
「寛政五丑年十二月 被仰出候御書附」． 
寛政5 年12 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「３」．表紙・裏表紙を後に付与． 
335-1 →1.1.4. 
「慶応四年正月 参宮日記 町田道喜」． 
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[慶応4 年正月]．  
[2 冊]． [横長小（18.5×8.8cm，袋綴様；四ツ目綴；包紙・紙

縒り一括）]． 
包紙・紙縒り紐により-1-1・-1-2 を一括．標題は包紙のペン書き

より． 

1.町田家/4.経営/ 

116※ →1.4.4.1. 
寛政三年 亥四月改 反別帳 町田八左衛門；(附 1)覚

（八左衛門分下吉田・庄之上田畑石高納米等高勘定書

付）；(附 2)「寛永六巳年縄受人名写」（後筆題簽より，町

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

横長半（一ツ綴）1 冊（附2）．附2 は，題簽に原稿用紙片裏面使

用，綴も綴穴痕跡よりもとひねり綴ヵ． 
1360-11(11)※ →1.4.5. 
「文化九年申五月 穀問屋代金不払ニ付米主ヨリ役元

へ申出」． 
文化9 年5 月．  
[1 綴（2 点；綴 77 点のうち）]． [綴，竪折紙・横美切紙（一ツ

目結び綴じ）． 
茶色原稿用紙へ標題の表紙（ペン書き）を付し，上部を紙縒りで

結び綴じ． 
10※ →1.4.6. 
「明治十年・十一年・十二年 横浜出荷 人参売次目録 

仕切書拾通」． 
（明治 10 年 9 月～明治 12 年 3 月）． 差出：（横浜本町 

弐丁目角 常盤屋）． 受取：（町田武左衛門・町田永之

助・町田良三郎・町田良右衛門・町田昭造）． 
1 綴（附1 通とも）． 横長美（一ツ目結び綴じ）． 
表紙はペン書き．見返し～1 丁目間に白緑色横切紙1 枚(附)． 

1.町田家/7.講・無尽/ 

1202-36※ →1.7.1. 
「伊勢講記録」． 
[文政8 年3 月～明治31 年4 月]．  
[1 綴（12 件とも）]． [横長半（一ツ目結び綴じ）]． 
標題は裏表紙後筆より．綴じ紐に階層的に括られた書付類，ほ

か丁内に挟込みの文書あり． 

1.町田家/9.一件/ 

823 →1.9.1. 
「安政三年 持逃一件」（更級郡田野口村清重金子盗取

逃去候一件書類）． 
[安政3 年]．  
[5 点（2 通3 綴）]． [一括]． 
標題は-2 後筆より，もと全体を-2 で折り挿んでいたヵ． 
830 →1.9.3. 
「慶応元年丑九月 出[/失]火一件 二人焼死」． 

[慶応元年]．  
[1 綴]． [仮綴（ひねり綴）]． 
綴表紙および説明は「エスオー印創作用紙（Ｃ型）」400 字詰原

稿用紙（2 枚）使用．表紙部分右上朱筆「７」．もと 1359-77 の包

紙に一括されていたものヵ． 

2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 1.領主/ 

144※ →2.1.1.1. 
「元禄十五壬申年 十二月 信州佐久郡御馬寄村指出

帳」． 
元禄15 年12 月．  
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
原本下部欠損，裏打・綴修復（原本を使用した復元文書）．表

紙・本文中に後筆（朱筆・ペン）貼紙． 
872※ →2.1.1.2. 
「慶応二寅年 二月 生糸売捌取締書」． 
[慶応2 年2 月]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴部の題簽様の横切紙より． 
465※ →2.1.1.3. 
「文政十一子年五月 百姓常吉耕作出精書上」． 
文政11 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙全面にかけてペン書き貼紙，標題は貼紙より． 
389※ →2.1.1.3. 
「安政六未年二月 御馬寄村油菜畑書上」． 
安政 6 未年 2 月． 差出：御馬寄村 名主 市左衛門． 

受取：早川健太夫様，須藤徳左衛門様． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙は後筆（ペン），後に付され合綴されたもの． 
1110※ →2.1.1.4. 
「文化十二亥年九月 御倹約御取締」． 
文化12 年9 月．  
1 綴． 横折紙・横美切継紙（一ツ綴）． 
ペン書きの横折紙の表紙を付す． 
165※ →2.1.1.4. 
「天保三年辰八月 須ヶ間原にて博奕ニ付九ヶ村取締

相談議定」． 
天保3 年辰8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙なく綴部上に貼紙（ペン書き）． 
908-1 →2.1.1.9. 
「文政七年申五月 御高札建替入用金拝借願 裏書年

賦拝借証文」． 
文政7 年5 月．  
[1 綴（3 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
原稿用紙の表紙（標題ペン書き）を付し，上部を紙縒りで結び綴

じ． 
652※ →2.1.1.9. 
「明治元年辰十月 御高札建替小書付」． 
[明治元年10 月]．  
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[13 点]． [一括]． 
標題は652-11 の裏表紙のペン書きより．もと横長半の帳面であ

る 652-11 裏表紙のペン書きのある部分を表に半折りし一括ヵ． 
908-2 →2.1.1.9. 
「明治元年辰十月 御高札建替入用金拝借願並ニ拝借

年賦証文」． 
明治元年10 月．  
[1 綴（4 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
原稿用紙の表紙（標題ペン書き）を付し，上部を紙縒りで結び綴

じ． 

2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 2.土地/  

231※ →2.1.2.1. 
[寛永申酉両年開寛永十三子年改 五郎兵衛新田改帳 

元禄四年かのとノ未ノ五月十四日ニ写之者也 御馬寄

村 町田平右ヱ門]（隣村五郎兵衛新田開発時御馬寄村

市郎右衛門開発地由来解題とも）． 
[寛永13 年]．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙後に横折紙（「10×20」原稿用紙裏面）1 枚(附)をひねり綴

で結付け．附はペン書き． 

2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 4.川・堤・池普請/  

846 →2.1.4. 
「諸国川々国役御普請ニ付御触達」． 
文政7 年申9 月．  
[1 通（2 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
端上を紙縒りでひねり綴とし，原稿用紙で包む．朱筆「２」． 
853※ →2.1.4. 
[川御普請御役元へ差上げた書類]． 
作成：御馬寄村．  
[1 綴（15 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
(1)～(15)は，端上を紙縒りでひねり綴一括． 

2.御馬寄村/ 1.戸籍区前/ 5.往還道橋/ 

732 →2.1.5.1. 
「文化六年巳十二月 千曲川御高札」（魚猟停止）． 
[文化6 年12 月]．  
[1 綴（2 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
(1)(2)は，端を紙縒りでひねり綴一括．原文書(2)へ「ＫＳ原稿用

紙」の表紙（標題，ペン書き）を付す． 
498※ →2.1.5.1. 
「文政十亥年 二月`より` 千曲川 本橋手入諸入用覚 

御馬寄村」． 
文政10 年2 月． 作成：（良右衛門ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙後筆（ペン），表紙朱筆「十一」，「７ノ二壱」（見せ消ち）． 
756 →2.1.5.1. 
「嘉永二年酉八月 千曲川橋普請御高札」． 
[嘉永2 年8 月]．  
[1 綴（2 点）]． [綴（ひねり綴）]． 

(1)(2)は，端を紙縒りでひねり綴．原文書(2)へ「ＫＳ原稿用紙」の

表紙（標題，ペン書き）を付す． 
545※ →2.1.5.1. 
「嘉永二酉年 七月 千曲川橋 御普請所入用御願帳」． 
嘉永2 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙朱筆「（千曲川橋記録その二）」「ノ末尾へ繰入レル」．現在

の綴穴のほかに一ツ目の綴穴あり，もと横折紙（ひねり綴）の

綴ヵ． 
735 →2.1.5.1. 
「天保三年 千曲川井形場連台渡し 願上ニ付参考書

付」（甲州道中鶴川宿人足賃銭等定書）． 
天保3 年．  
[2 点]． [一括]． 
原文書(2)へ紙片(1)を表紙（標題，ペン書き）として貼付．御馬寄

村にとっての参考資料ヵ． 
767 →2.1.5.5. 
[井形賃銭割増願]． 
文久2・3 年・元治2 年．  
[3 通]． [一括]． 
305※ →2.1.5.7. 
天保二辛卯年 六月`より` 有君様御下向橋一件書留 

御馬寄村市右衛門． 
天保2 年6 月．  
1 綴（2 冊合綴）． 横長半（一ツ綴）． 
306※ →2.1.5.8. 
嘉永二酉年 四月`より` 寿明姫君様御下向書留 御馬

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

2.御馬寄村/ 2.戸籍区以後/11.往還道橋 

775 →2.2.11. 
「明治九年八月 近衛歩兵演習通行人馬継立の不足金

割賦」． 
明治9 年8 月．  
[1 綴（2 点）]． [竪半（ひねり綴）]． 
ペン書きの表紙（標題）を付す． 

2.御馬寄村/ 6.十二新田割元/ 

1104 →2.6. 
[十二新田関係小書附]． 
[天保4 年～明治32 年]．  
[108 件（129 点）]． [一括]． 
259※ →2.6.1. 
「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）]． 
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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． 
1104-78 →2.6.1. 
「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 綴（2 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
原稿用紙の表紙（標題ペン書き）を付し，紙縒りで結び綴じ． 
1104-77-1※ →2.6.1. 
「明治丗一年九月 十二新田用水工事 小書付」． 
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． 

2.御馬寄村/ 7.寺社/ 

1049 →2.7.2. 
[大円寺過去帳出入一件書類]． 
享和3～文化4 年．  
[5 通]． [一括]． 
謄写・筆写史料1 点を含む． 
1055 →2.7.2. 
「天保三年辰七月 小諸御役所より大圓寺除地高御尋」． 
天保3 年7 月．  
[1 綴（2 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
原稿用紙（標題ペン書き）の表紙を原文書 1 点へ付し端上をひ

ねり綴． 
1056 →2.7.2. 
「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」． 
天保11 年9 月．  
[1 綴（4 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
原稿用紙（標題ペン書き）の表紙を付し原文書3 点とも端上を紙

縒りで結び綴じ． 
1062 →2.7.2. 
「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 綴（4 点）]． [竪半・竪美（ひねり綴）]． 
原稿用紙（標題ペン書き）の表紙を付し原文書3 点とも端上を紙

縒りで一括． 
1061 →2.7.3. 
「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」． 
[明治2 年7 月～明治7 年2 月]．  
[1 綴（5 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
原稿用紙（標題ペン書き）の表紙を付し原文書4 点とも端上を紙

縒りでひねり綴．(2)は標題（ペン）の横切紙へ原文書を貼継ぎ． 

2.御馬寄村/ 8.村一般/ 

857 →2.8.5. 
「嘉永七寅年自四月至七月 家屋敷無之者へ手当の仕

法」． 
[嘉永7 年4 月～7 月]．  
[1 綴（4 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
原稿用紙（標題ペン書き）の表紙を原文書 3 点へ付し端を紙縒

りでひねり綴． 
859 →2.8.5. 
「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」． 
[明治2 年～明治9 年]．  
[1 綴（13 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
竪切紙（標題ペン書き）の表紙を原文書 12 点へ付し端を紙縒り

で結び綴じ．標題干支記載ママ． 

2.御馬寄村/ 9.一件/ 

1040※ →2.9.1. 
「明治五年六月 無尽預ヶ金出入」． 
明治5 年6 月．  
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
表紙貼紙，原稿用紙裏面使用． 
802 →2.9.9. 
「天保三年辰十月 廻国 巡礼村方に於て死去」． 
天保3 年10 月．  
[1 綴（5 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
原文書 4 点を紙縒りでひねり綴に一括したうえ，原稿用紙へペ

ン書きの表紙（標題）・史料解題を付し，全体を別の紙縒りでひ

ねり綴一括． 
813 →2.9.11. 
「失言詫状一札」． 
天保10 年2 月．  
[1 綴（2 点）]． [綴（ひねり綴）]． 
「ＫＳ原稿用紙」の表紙（標題，ペン書き）を原文書(2)へ付し端上

を紙縒りでひねり綴． 
833 →2.9.13. 
「七郎右ヱ門・七左ヱ門兄弟出入 参考証拠古記録」

（兄第田畑引分け一件）． 
明治4 年．  
[12 点]． [一括]． 
原稿用紙（標題ペン書き）で全体を挿むように包む． 
836 →2.9.14. 
「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」． 
明治13 年．  
（9 点）． [一括]． 
836-2 以下は，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」（ペン書き）と

題された原稿用紙に包まれていた． 
820※ →2.9.16. 
「嘉永二酉年五月 甚助変死一件」． 
嘉永2 年5 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
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3.奉公人請状 

1187 →6.6.2. 
[奉公人請状綴]． 
[文化14～天保4 年]．  
[1 綴（7 通）]． [竪美継紙ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
端を紙縒りで結び綴じ． 

4.田畑等売渡証文 

1174 →6.6.2. 
[田畑売渡証文]． 
[延享2～文政12 年]．  
[1 綴（24 点）]． [綴，竪・竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
端を紙縒り紐で結び綴じ． 
1024 →1.4.4.4. 
[田畑売渡証文]． 
[慶応元～2 年]．  
[3 通]． [一括]． 
ともに折りたたまれ一括．不用分． 
1026 →1.4.4.4. 
[田畑売渡証文]． 
[明治10～26 年]．  
[1 綴（8 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
端上を紙縒りで結び綴じ． 
1030 →1.1.2./1.4.4.4. 
[宅地及家売渡証文]． 
[明治16～20 年]．  
[1 綴（5 通）]． [竪美（一ツ目結び綴じ）]． 
1033 →1.1.2./1.4.4.4. 
[地所譲渡・売渡証文]． 
[明治24 年]．  
[4 点]． [一括]． 

5.質地証文ほか 

1152 →6.2.2. 
[質地証文・小作証文綴]． 
[享保5 年～文久元年]．  
[1 綴]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
全体的に虫・破損． 
995-2 →6.7.12./6.7.18. 
[質地証文綴]． 
[1 綴（4 通）]． [仮綴（ひねり綴）]． 
(1)～(4)は端上で紙縒りにより仮綴一括． 
997 →6.7.12./6.7.18. 
[質地証文綴]． 
[1 綴（4 通）]． [仮綴（ひねり綴）]． 
(1)～(4)は端上で紙縒りにより仮綴一括． 

6.借金証文 

898 →6.7.12. 
[借金証文綴および一括]． 

[明和4 年～9 年]．  
[3 点（1 綴2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計6 通．-1(1)～(4)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
901 →6.7.12./6.7.18. 
[借金証文綴]． 
[天明5 年・6 年]．  
[1 綴]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)・(2)端上を紙縒りで結び綴じ． 
902 →6.7.12. 
[借金証文綴および一括]． 
[寛政元～13 年]．  
[2 点（1 綴1 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計10 通．-1(1)～(9)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
903 →6.7.12./6.7.18. 
[借用申金子之事]． 
[享和元・2 年]．  
[2 通]． [一括]． 
904 →6.7.12./6.7.18. 
[借金証文綴ほか一括]． 
[文化6～13 年]．  
[4 点（1 綴3 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計5 通．-1(1)・(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
905 →6.7.18. 
[借金証文綴ほか一括]． 
[文政5～10 年]．  
[7 点（1 綴6 通）]． [竪美（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計8 通．-1(1)・(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
907 →1.5.4./2.6.8./6.7.12./6.7.18. 
[借金証文綴ほか一括]． 
[天保3 年～10 年]．  
[2 点（1 綴1 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計9 通．-1(1)～(8)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
909 →1.4.11. 
[借金証文綴]． 
[明治3 年]．  
[1 綴（2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
910 →1.5.1.1. 
[借用証文類綴]． 
[明治4 年]．  
[1 綴（6 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(6)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
911 →1.5.1.1. 
[借金証文綴]． 
[明治5 年]．  
[1 綴（2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
912 →1.5.1.1./1.5.1.3./1.5.3./1.5.6. 
[借金証文ほか綴]． 
[明治6 年]．  
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[1 綴（4 点）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(4)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
913 →1.5.1.1./1.5.6. 
[借用金証文綴]． 
[明治7 年]．  
[1 綴（6 点）]． [横・竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(6)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
914 →1.5.1.1./1.5.1.3./1.5.7. 
[借用金証書綴および一括]． 
[明治8 年（含，明治2 年）]．  
[2 点（1 綴1 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計5 通．-1(1)～(4)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
915 →1.5.1.1. 
[借用金証綴]． 
[明治9 年]．  
[1 綴（2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
917 →1.5.1.1. 
[借用金証綴]． 
[明治11 年（含，明治9 年以前）]．  
[1 綴（7 通）]． [竪（ひねり綴）]． 
(1)～(7)は端上を紙縒りでひねり綴じ． 
918 →1.5.1.1./1.5.4./1.5.7. 
[借用金証綴]． 
[明治12 年]．  
[1 綴（6 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(5)，(1)～(6)それぞれ端上を紙縒りで結び綴じ． 
919 →1.5.1.1・2・4～6. 
[借用金証綴]． 
[明治13 年]．  
[1 綴（7 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(7)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
920 →1.5.1.1./1.5.1.2./1.5.4. 
[借用金証綴および一括]． 
[明治14 年・17 年]．  
[2 点（1 綴1 冊）]． [竪（一ツ目結び綴じ）ほか]． 
計4 点．-1(1)～(3)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
921 →1.4.7.8./1.5.1.1./1.5.4. 
[借用金証綴および一括]． 
[明治14 年・15 年]．  
[4 点（2 通2 綴）]． [竪紙，竪（一ツ目結び綴じ）ほか]． 
計22 通．-4(1)～-4(6)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
1385 →1.4.7.7./1.5.1.1・2・4・9～13./1.5.4・7./6.7.24. 
[借用金証文綴]． 
[明治16～37 年]．  
[1 綴（34 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
全体端中央を紙縒りで結び綴じ． 
922 →1.4.7.8./1.5.1.1・2・8./1.5.4./1.5.8・9. 
[借用金証綴および一括]． 
[明治16 年]．  

[2 件（1 綴3 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計12通．-1(1)～(9)は端上を紙縒りで結び綴じ．-2は折りたたま

れ一括． 
923 →1.4.7.8./1.5.1.1./1.5.1.8./1.5.9./2.7.6. 
[借用金証綴]． 
[明治17 年]．  
[1 綴（22 点）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(22)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
924 →1.4.7.8./1.5.1.1・2・8・9./1.9.5./2.7.6./2.9.14. 
[借用金証ほか綴]． 
[明治18 年]．  
[1 綴（10 点）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(10)，(1)～(4)は，それぞれ端上を紙縒りで結び綴じ． 
955 →1.4.7.8./1.5.1.1・4・8. 
[済崩金借用特約証書ほか]． 
[明治18～20 年]．  
[1 綴（7 点）]． [綴・竪美（ひねり綴）]． 
925 →1.4.7.8./1.5.1.1・3・8./1.5.7. 
[借用金証ほか綴]． 
[明治19 年]．  
[1 綴（9 点）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(9)，(7)～(9)は，それぞれ端上を紙縒りで結び綴じ． 
926 →1.4.7.8・9./1.5.1.1・2・8. 
[借用金証ほか一括]． 
[明治20 年（含，明治7 年・17 年）]．  
[7 件（8 点1 綴）]． [竪，竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
計11 点．-7(1)～(3)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
927 →1.4.4.7./1.4.7.8～10・13./1.5.1.1・4・8. 
[借用金証ほか綴]． 
[明治21・22・23 年ほか]．  
[1 綴（38 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(38)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
928 →1.4.7.10./1.5.1.1・4・9・11./1.5.3./1.5.6. 
[借用金証綴および一括]． 
[明治24 年ほか]．  
[3 点（1 綴2 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ），竪紙]． 
計10 点．-1(1)～(8)は端上を紙縒りで一括． 
929 →1.4.7.10./1.5.1.1・2・6・12./1.5.4./1.5.7. 
[借用金証綴ほか一括]． 
[明治24 年～明治25 年]．  
[3 点（1 綴2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ），竪紙ほか]． 
計13 点．-1(1)～(11)まで端を紙縒りで結び綴じ． 
930 →1.4.7.7・8・13./1.5.1.1・4・5・11・12./1.5.7. 
[借用金証綴]． 
[明治26 年]．  
[1 綴（22 点）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
931 →1.5.1.1・4・5・11・12. 
[借用金証ほか綴および一括]． 
明治27 年．  
[2 件（1 綴2 通）]． [竪半ほか（ひねり綴）ほか]． 
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計 14 点．-1(1)～(12)は端上を紙縒りでひねり綴．紙縒りの筆跡

は，929-1-10 との対照より町田静太氏の筆跡ヵ．綴は，町田良

一氏ヵ． 
932 →1.4.7.7・8./1.5.1.1・11・12./1.5.6. 
[借用金証綴]． 
明治28 年．  
[1 綴（12 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(12)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
933 →1.4.7.8・13./1.5.1.1・12./1.5.3./1.5.4./1.5.7. 
[借用金証ほか綴および一括]． 
[明治29 年]．  
[2 点（1 綴1 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）ほか]． 
計 11 通．-1(1)～(10)，-1(3)～(10)は，それぞれ端上を紙縒りで

結び綴じ． 
934 →1.5.1.1・13./1.5.4./1.5.7. 
[借用金証綴]． 
[明治30 年]．  
[1 綴（7 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(7)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
936 →1.5.1.1・14. 
[借用金証書綴]． 
[明治32 年]．  
[1 綴（2 通）]． [竪（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
938 →1.5.1.1. 
[借用金証綴]． 
[明治34 年]．  
[1 綴（2 通）]． [竪ほか（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)(2)は端上を紙縒りで結び綴じ． 
940 →1.5.1.1. 
[借用金証書ほか綴]． 
[明治36 年]．  
[1 綴（4 通）]． [竪半（一ツ目結び綴じ）]． 
(1)～(4)は端上を紙縒りで結び綴じ． 

7.諸書付綴 

1388-6 →1.1.6./1.4.4.6./2.1.1・3・5・6./2.8./2.9.20./2.10. 
[以書付御注進奉申上候ほか]（小遣・ちやつけ等代金

書付，御支配様御廻村入用書付）． 
（天保3 年～明治元年）．  
[1 綴（20 点）]． [横美切紙・横美切継紙（一ツ目結び綴

じ）]． 
1139-187 →1.1.4./1.2.2./1.4.2～4./1.5～7./1.9.2./2.1.1・5. 
[村方諸受取・町田家経営関係諸覚綴]． 
[1 綴（31 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
1360-11 →1.1・3～6・8・9./2.2・4・5・7. 
[町田家および御馬寄村関係書類綴]． 
[1 綴（77 点）]． [綴（一ツ目結び綴じ）]． 
1388-4 →1.1.6./1.4.5./1.6./2.1.2・3./2.8～10. 
[記または覚ほか]（酒・まんちう代金書出，蕎麦・大豆等

の相場書上等綴）． 
[1 綴（15 通）]． [横美切紙・横美切継紙（一ツ目結び綴

じ）]． 
1388-7 →1.2・5・6./2.1.1・3./2.8～11. 
[町田家または御馬寄村役元宛諸請求書等綴]． 
[1 綴（47 点）]． [綴，横（一ツ目結び綴じ）]． 

8.諸書付貼継 

1388-5 →1.1.4./2.2.5./6.7.2. 
[岩村田・市村ほか各種出入裁許書類の書上・請取証ほ

か]． 
1 点（6 通）． [竪切紙・横美切継紙]． 
(2)以外，岩村田藩役所による天保 11 年「御公儀」裁許状・絵図

調査時のもの． 

9.諸文書一括 

1202-9 →1.1.4./1.2.3./1.4.2・4・7./1.7・9./2.1・2・8・10./6.7.20. 
[諸書付書上帳・覚類ほか]． 
[42 件]． [横長半様一括]． 
-9-42 竪紙および紙縒り紐で一括． 

 

 

 

 



〔336〕  6.収集史料   

 

6.収集史料 
 

（サブフォンド記述） 

出所・作成： 町田良一．および各収集史料原所蔵者． 

資料記号： 30H/6． 

年   代： 慶長元年（1596）～大正元年（1912）．また，その他の注記参照． 

物的状態： （数量）1073件〔記述単位件数〕．また，その他の注記参照． 

出所の履歴： 

 町田良一の履歴は，およそ4.謄写・筆写史料に示したが，本項目下に配した「収集史料」に関連していえば，研

究だけでなく古書・古文書・骨董・書画等の趣味が大きく影響している．第 2 次大戦後，外国人相手の骨董屋を

開こうと考えていたこともあったというほど熱心だった．これらの収集時期は町田良一の後半生すべてにわたる

が，たとえば定期的に開かれる古書市へ通う機会を得やすくなったのは少なくとも東京へ住所が移ってからであ

ろう．研究図書・研究雑誌は，死後それらの売却に関わったという東京神田の八木書店から多く購入しており，

古書・古文書も多く同書店を介して入手したと考えられる．送られてくる古書目録類によく目を通し，目星を付

けたものを購入していたらしい．また，骨董店でも骨董だけでなく古書・古文書を入手することもあったようで

ある．よく訪れたという店が，小諸の萬屋骨董店である――現在，旧小諸銀行の建物を使用し，当時はその建物

の近くで営業しており，おそらく父・町田静太が商用でよく出向いたその場所は町田良一にも身近であった． 

 趣味の活動と重なり区別しがたいが，やはり町田良一の現地調査は収集史料の形成に大きな位置を占める．自

らの研究や史料稿本作成のため各所の文書等を解読・筆写していたが，文書所蔵者から閲覧・借覧させてもらう

だけでなく譲渡されることもあったようである．出自や同行者の存在，研究の標榜等により，所蔵者の信用を獲

得した結果であろう．調査先は，親類縁者，家業や事業の取引先や共同経営者，かつての村役職上の出張先，等

など身近なところから選んでいったと思われる．最終的に南北佐久郡内は，くまなく調査したという．借用した

後，返却しないままとなった可能性は，きわめて低い．町田良一自身が，所蔵者として未返却の苦い経験を持つ

からである．また譲渡は，調査の際だけでなく，家の処分等の際に文書等を引き受けることもあったと推定でき

る．この場合，町田家親類や御馬寄内の文書等の継承とは異なり，やはり町田良一が研究者であったことに由来

する信用が関係しているはずである． 

 町田良一以外の代々の町田家の者も文書等を収集していたが，実務・学問・趣味等のためで，いわゆる近代的

研究関心による史料収集ではない．ただ，町田静太の場合，学問や趣味以上に町田家の先祖のことを調べるとい

うはっきりした目的があったらしい痕跡が残る（町田 1354）．古文書について，町田良一と熱心に語らうことも

あったという．病弱だが学問熱心な息子たち――町田良一や町田謙三への思いもあったと想像する． 

 各収集史料の出所については，それが地域までしか判明していない場合，いま地名辞典等以上の情報を示すこ

とができない上，紙幅の都合もあり，各説明を略した．それぞれ出版物または参考文献に示すような地名辞典等

を参照されたい．特定の原所蔵者が推定できる分や特筆すべき事項のある分についてのみ略述すれば，以下のと

おりである（第2次項目以下ごと）． 
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  7.信濃国/ 1.小諸牧野家 

 元禄 15 年（1702）に越後国与板から信濃国小諸へ移封された牧野康重が，小諸藩での牧野家のはじめとなる．

佐久郡・小県郡 15,000 石を領した．本項目下の資料として関係する牧野家当主は，康重から数えて 3 代の牧野康

満（やすみつ，大助；遠江守），同 5 代の牧野康儔（やすとも，弥吉；内膳正），同 7 代の牧野康明（やすあき

ら，房之助；周防守），の 3 人である（うち牧野康明は，その藩主在任時期と，家臣文書または藩庁文書と思し

き資料1点の年代が重なる，という関係として）．3代康満・5代康儔は，幕府奏者番を勤めた． 

  7.信濃国/12.佐久郡追分宿 

 中山道と北国街道の分岐点にある追分宿は，江戸時代の大半は幕府領（御影支配所）で，明治元年（1868）に

は 370.843 石（うち寺社除地 13.84 石）であった（『旧高旧領取調帳 中部編』）．家数・人口は，幕府領となる

前年の元禄13年（1700）で97軒・892人（男354・女534・出家4），嘉永4年（1851）で95軒・675人（男267・

女408），その後，家数は約90軒，人口は約700～800人で推移する（『近世宿駅制度の研究』）．女の比率の高

さは，茶屋・旅籠屋の抱える飯盛女によるという． 

 本項目下の資料の出所は，この追分宿のなかで旅宿を営み年寄役を勤めた小川家と思われる．当主の名には六

左衛門が確認でき，屋号を平野屋とする． 

  7.信濃国/18.佐久郡小諸（本町） 

 小諸は，江戸時代に小諸藩の与良町・本町・市町（小諸三町）設置から展開してきた城下町で，北国街道が通

過することで宿場町の機能も果たした．小諸本町には，北国街道の問屋・本陣が置かれ，明治元年（1868）には

663.214石（うち寺社除地25.706石）であった（『旧高旧領取調帳 中部編』）．寛保2年（1742）に大水害に罹

災したが，延享3年（1746）には家数94・寺10・中町（脇町分）22，宝暦10年（1760）には人数１,091だったと

いう（『角川日本地名大辞典 20 長野県』）。田町（脇町分）に祗園社があり，「小諸祗園」の名で知られる夏

祭りがある． 

 本項目下の資料は，その資料内にみえる本町・伊藤傳十郎の家がその出所と思われるが，詳細は不明である．

なお，江戸時代後期の伊藤傳十郎の娘めいは聟をとって子の丹之助に家督を継がせるが，檀那寺である海応院の

過去帳によれば，めいが明治 6 年（1873）に死去した際，葬儀は桑原忠兵衛（後述）が出している．何らかの事

情で絶家した可能性がある． 

  7.信濃国/20.佐久郡小諸桑原家（扇屋） 

 同じく小諸本町に所在した家で，屋号は扇屋である．代々の当主が名乗ったかは不明だが，元禄 2 年（1689）

の宗門改帳に忠兵衛とあらわれ，江戸時代後期の当主も忠兵衛である．はじめ借家，檀那寺は市町の養蓮寺だっ

たが元禄 4 年から託応寺となったいい，本町へ移住したことを示すかもしれない．江戸時代後期に，中町へ当時

の当主の兄弟である忠七を別家に出した．この忠七家は，のち相続により桑原亀太郎家となり，明治時代には荒

町へ所在を移している．本項目下の資料のうち明治時代の分にあらわれる桑原鉄郎は，当時の桑原忠兵衛の弟で

ある（掛川家文書〔小諸市大塚清人氏所蔵複写史料のうち〕，明治 17 年〔1884〕9 月 6 日付・小諸町戸長西岡信

義宛・戸主桑原忠兵衛不在ニ付親類代印掛川七之丞「徴兵適齢御届」）．桑原家は，御馬寄の町田家とは遠い親

戚のようで（同じ志賀村の出身ヵ），いま判明している限りでは，町田良右衛門恒篤の義妹が小諸荒町の木村新

兵衛の妻となっていて，その子が桑原忠兵衛の娘さいを妻としている，という関係がある．お互い江戸時代から

慶弔の際にやりとりもあり，明治時代には町田不二太が何か学業上のことで世話をしてもらっている． 
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 江戸時代の桑原家（桑原忠兵衛家）の家業は不明ながら，何か商売をしていたらしく（町田家との関係から穀

商売と関わるようなものヵ），少なくとも明治初年には陶器類を扱っている．祗園祭礼では，町内惣代または元

〆を勤めてきた．また，明治時代前期まで近江商人の岡利兵衛の定宿を提供し近江屋の出店でもあった．桑原亀

太郎家でも明治初年に陶器類を売買しており，あるいは桑原忠兵衛家と一体の経営だったかもしれない．なお，

桑原忠兵衛は，明治17年5月に「家財道具悉皆」を桑原亀太郎へ売渡している（掛川家文書〔同前〕，親類惣代

人桑原亀太朗宛・売渡シ人桑原忠兵衛保証人桑原鐵郎連印「売渡シ証」）．これ以後，まず陶器類売買も引継が

れたと考えてよい． 

範囲と内容： 

 本項目下の資料は，その形成契機を前述から大きくつぎのように分けることができる：(1)町田良一による古書

店・骨董店からの収集，(2)調査その他に際しての町田良一への譲渡，(3)町田良一以外の町田家の者による収集・

交換・受領．いずれも町田良一によってコレクションとして把握されたことは間違いない．この収集史料の地理

的範囲・分布は，多く長野の東信地方に集中しているものの，福島・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨・

長野の1都7県に広がっている（図5）．この状況と，もともとの出所またはそれらを推測可能な単位の尊重から，

資料の編成には(1)～(3)ではなく便宜的に地域区分することを採用した．資料の年代の多くが江戸時代であること

を考慮し，旧国名を第 2 次項目とした．その中を郡・宿村町によって分けて第 3 次項目とし，さらに家などの出

所が特定できている場合，家名を項目名へ含めた．郡・宿村町の配列は「旧高旧領取調帳」での郡・宿村町の配

列にならった．最後に，地域を特定できなかった分を，原本か写本かの別により，まとめて示した． 

 以上から，48 の資料ないし資料群として把握した．このうち長野以外の地域の分は，およそ上記(1)による収集

と推測できる．町田良一の研究との関連はともかく，いまのところ町田家・御馬寄との強い結びつきを見出せな

いためである．28の資料ないし資料群を数える長野の地域では，(1)だけでなく(2)・(3)による収集の可能性が出て

くる．町田家の親類縁者の関係網や家業・村役職等にともない築かれた関係網からは，その関係網の形成過程か

ら(3)は起こりえたであろうし，その前提や信用があればこそ(2)が可能となったであろう． 

 いくつかの資料・資料群について，ごく簡略な説明を加えると，以下のとおりである（第2次項目以下ごと）． 

  4.武蔵国/3.多摩郡下恩方村 

 江戸時代の御用留 2 冊だけであるが，町田良一の調査または収集の範囲を示唆する存在である．『日本農民史

料聚粋』収載の謄写史料（表 8 の参考に示したもの，「甲州小佛関所番役人 佐藤庄太夫記」という）と出所地

域が比較的近い．『…史料聚粋』収載の謄写史料の原本は町田家文書に現存していないが，『…史料聚粋』解題

に「原書は長野縣北佐久郡中津村大字御馬寄町田良一氏が其の文庫中より謄寫して編者に惠贈」とあり，当時は

おそらく収集史料として存在していた．本資料の出所地域と推定した下恩方村は，小仏関所を避ける甲州街道の

脇往還・恩方街道（現・陣馬街道）が通り，当該謄写史料と内容的関係を推測できる． 

  7.信濃国/ 1.小諸牧野家 

 本資料中もっとも特殊な伝存のあり方を推定できる．廃藩置県後，旧小諸藩の借財整理のため収公された小諸

城が払い下げられた．そのうち三之門（現・懐古園入口）と本丸御殿御使者之間を，町田家縁戚の島川原村の小

山亨（町田静太妻はつの実父）が落札した．三之門は旧藩へ寄付され，御使者之間は小山家へ移築された．本丸

御殿のうち小山亨が落札した範囲内には床間・棚や祐筆部屋の一部が含まれているため，そこで保存されていた

藩文書の一部がそのまま小山家へ運ばれたと考えられる．あるいは土蔵等の付属物としての藩内記録・文書類も
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入札対象だったかもしれないが，本資料は（家臣文書か藩庁記録か不明な 1 点を除き）いわゆる藩庁記録とは異

質で，特定の藩主が勤めていた幕府奏者番に関する内容を持つ．けっして物的状態がよくないことも，建築物内

に化石化していた可能性を示すように思える． 

 本資料の入手経緯は明らかではないが，町田静太か町田良一が縁をたよりに訪れ，その珍奇さか研究資料的価

値の高さから譲渡を受けた，と推測できる．どちらによるか判断しがたい理由は，町田静太と小山亨とが書画等

を介した親交を持っており，町田良一の調査が契機と限らないためである．継起的に両方の動きがあった結果か

もしれない． 

  7.信濃国/ 2.岩村田藩（または藩領村々） 

 本資料の内容は，主として領内へ命じて提出させた村役人勤方改と裁許書類改の2つの先例調査である．2つの

調査の時期が異なり，2つの調査と無関係の資料3件があることから，複数の出所が考えられる．それでも2つの

調査については，提出された書上等を取りまとめる藩内の組織または個人かそれを請負う立場にあった組織また

は個人を出所とも推測できよう． 

 これらの入手の経緯も不明ながら，町田良一の調査とは限らない．裁許書類改の一連の資料は貼り継がれてい

るが，1点だけ第1次項目1.町田家下の1.親族・交際/4.生活諸事へ配した町田良右衛門の書状を含む．それは小諸

藩政時の制度等を尋ねる内容であり，まったく無関係ではない．同じ岩村田藩領の4.小県郡飯沼村の文書の入手経

緯からは，町田静太であるかもしれない． 

  7.信濃国/ 4.小県郡飯沼村 

 本資料は，ほぼ岩村田藩（またはその御用達）から飯沼村名主へ宛てた年貢金や御用金の請取である． 

 本資料のなかで年代がもっとも古い1点に，差出・宛先の者を注解し「此書，山浦昌三殿`より`譲受ク」と記す

昭和 12 年（1937）2 月付の町田静太の貼紙がある．「町田億右衛門文書式也」ともあり，町田静太が先祖のこと

を調べていて譲渡された史料のようで注目できる．この場合，明らかに町田静太の収集である． 

  7.信濃国/ 6.佐久郡八郡村 

 量的にまとまっている本資料は，町田良一の研究と直接関係する入会山札出入はじめ研究素材となりうる内容

が豊富である．おそらく町田良一の調査か古書店等により収集された．村内の出所は特定できていないが，資料

の構成からは共有文書ではなく，江戸時代後期の名主としてみえる勘左衛門の家がその出所かもしれない． 

  7.信濃国/ 9.佐久郡南相木村 

 これもまとまった量の資料で，内容が豊富である．南相木村から酒造出稼人が御馬寄村に来ていた等，御馬寄

や町田家と無関係ではない（福田屋町田家の親戚が酒造を営んでいた）が，同じく町田良一の調査か古書店等に

より収集されたものであろう――御馬寄との関係は調査を円滑にしたかもしれない．村内の出所は特定できてい

ないが，資料の構成からは共有文書ではないと思われる．村内中嶋（中組）の名主・組頭として出現する善左衛

門の家は，その出所の候補としてあげられる． 

  7.信濃国/12.佐久郡追分宿 

 追分宿の資料としては宿の問屋を勤めた家の資料が既に知られているが，本資料からは宿の年寄役で家業に旅

宿を営む家の活動を明らかにしうる内容を持つ．町田家との関係でいえば，明治27年（1894）に追分宿の者と思

われる（資料での肩書は軽井沢）油屋助右衛門と蚕種の取引をしている（町田 1139-149）．また，町田良一は近

隣の沓掛に滞在して史料の筆写をしていたことがある（町田 1212）．もとより御馬寄村と無関係の地ではなく，
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関係性から入手経緯をたどることは難しい．いずれにせよ町田良一の調査か収集と考えて間違いなく，入手が直

接か古書店や骨董店を通しているか等は，出所と推定できる小川家（平野屋）の追跡から明らかになろう． 

  7.信濃国/15.佐久郡上桜井村 

 本資料の存在は，町田良一の調査先と親類縁者の居所とのつながりをうかがえる．上桜井村は，良右衛門恒篤

が迎えた養子・良三郎の実家（臼田六兵衛）がある．ここに配列した資料のなかに六兵衛という名が見え（ただ

し村名は一致せず），良三郎の実家と何らかの関わりを想像できる．直接の入手経緯は明らかにならないとして

も，町田良一が縁をたよって所蔵者を紹介してもらい調査することはあったのではないか． 

  7.信濃国/18.佐久郡小諸（本町） 

  7.信濃国/20.佐久郡桑原家（扇屋） 

 前者も量的にまとまってはいるものの，後者は収集史料の大半を占めるほど大きい資料群である．2つの資料群

をともにあげたのは，それぞれに推定した出所が密接に結び付いていると思われたためである．前述のとおり，

小諸本町のほうの出所と推定した伊藤傳十郎家では，明治初年に同家の者の葬儀が桑原忠兵衛によって出された．

このことが家の継承難を示していて，財産等の処分をも桑原家に委ねられたとすれば，伊藤傳十郎家の記録・文

書類の一部が桑原家に伝わったと考えても不思議ではない．町田良一が桑原家の文書等を入手したときには，す

でに伊藤傳十郎家の文書を包含していたかもしれない．また，桑原家としてまとめて配した本資料は，もと忠兵

衛家と亀太郎家の 2 つに大きく分けられるはずである．これが一体化していることも，前述の桑原忠兵衛の売渡

証によって明らかであろう． 

 桑原家文書は，慶弔の書類がまとまって残っており，その範囲で桑原家の構成員の詳細を知ることができよう．

陶器類売買の一連の記録・文書類もあり，経営の一端を知ることができるはずである．断片的ではあるが，小諸

の祗園祭礼の問題がうかがえる．また，近江商人・岡利兵衛（近江屋）の定宿・出店であったことは，岡と関係

者がやりとりした（しかし桑原家は内容的にほぼ登場しない）書状類を中心とした資料小群の存在から判明した．

近江商人出店の資料の一つの事例となる上，出店とその提供者の関係をうかがい知ることも可能であろう． 

 これらの資料群の出所（実際には桑原家）も町田家との関係が，比較的明らかである．具体的な入手経緯は不

明であるが，本資料とその周辺情報等の利用による桑原家の追究から解明できよう． 

  7.信濃国/26.佐久郡平塚村 

 本資料の内容がおよそ交通関係（人馬，牛馬）であることは，町田良右衛門道喜が戸長等を勤めた際に収集し

た参照資料のようにも思えるし，あるいは町田良一の研究・調査のなかで収集されたようにも思える．いずれか

判断しがたいが，塚原村は町田家の小作地があった場所で，無関係な地ではない．出所としては，おそらく資料

にみえる小林甚四郎その本人か子孫と思われる．いずれにしても地縁をたよって入手したことは間違いない． 

出版物または参考文献： 

 解題で示した以外に参照した地名辞典としてつぎをあげておく． 

   『角川日本地名大辞典 7福島県』角川書店，1991年；『角川日本地名大辞典 10群馬県』角川書店，1988

年；『角川日本地名大辞典 11埼玉県』角川書店，1980年；『角川日本地名大辞典 12千葉県』角川書店，

1991 年；『角川日本地名大辞典 13 東京都』角川書店，1978 年；『角川日本地名大辞典 14 神奈川県』

角川書店，1991年；『角川日本地名大辞典 19山梨県』角川書店，1984年． 

 その他とくに参照した地方史誌類・研究書等としてつぎをあげておく． 
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   『近江日野町誌 巻中』滋賀県日野町教育会，1930年（昭和5年）． 

   児玉幸多『近世宿駅制度の研究 改訂版 ――中山道追分宿を中心として――』吉川弘文館，1960年． 

   『北御牧村誌 歴史編 I』・（既掲）『…歴史編 II』北御牧村誌刊行会，1997年・1999年． 

   塩川友衛『資料で見る郷の歴史 江戸時代の小諸藩』塩川友衛，1997年． 

その他の注記： 

 下位項目のうち旧国名（第 2 次項目）と宿村町名・家名（第 3 次項目）は，そのまま「～文書」と付けて適切

な場合，コレクション内の資料群の資料名称（仮称）とすることができる．ただし，あくまで仮称であり，多く

は現在まだ正確な出所が判明していないため，閲覧請求に際しては仮称での請求はこれを許容しないし，引用に

際しても仮称に続けて「（町田家文書内）」等の記載を推奨する． 

 なお，特定の出所を推測でき複数の資料で構成される資料群の資料記号・資料名称（仮称，下線部分が項目名）・

数量・年代（判明分のみ）は，それぞれ以下のとおり： 

30H/6-2-2. 上野国勢多郡上神梅村文書 65件 貞享4.～明治2.(1687-1869) 
30H/6-4-2. 武蔵国多摩郡府中宿文書 2件 宝永4.・享保2.(1707,1717) 
30H/6-4-3. 武蔵国多摩郡下恩方村文書 2件 文化2.・文化14.(1805,1817) 
30H/6-4-4. 武蔵国入間郡下寺山村文書 9件 宝永7.～安政3.(1710-1856) 
30H/6-6-2. 甲斐国山梨郡西高橋村文書 64件 延享2.～元治2.(1745-1865) 
30H/6-7-1. 信濃国小諸牧野家文書 20件 宝暦5.～文政8.(1755-1825) 
30H/6-7-2. 信濃国岩村田藩（または藩領村々）文書 28件 天明元.～嘉永2.(1781-1849) 
30H/6-7-3. 信濃国小県郡本海野村文書 2件 寛政9.・享和元.(1797,1801) 
30H/6-7-4. 信濃国小県郡飯沼村文書 5件 享保12.～宝暦4.(1727-1754) 
30H/6-7-6. 信濃国佐久郡八郡村文書 62件 寛文9.～明治38.(1669-1905) 
30H/6-7-9. 信濃国佐久郡南相木村文書 46件 宝暦12.～慶応3.(1762-1867) 
30H/6-7-10. 信濃国佐久郡北沢村文書 6件 文政9.～天保3.(1826-1832) 
30H/6-7-11. 信濃国佐久郡大日向村文書 3件 延享元.～文政7.(1744-1824) 
30H/6-7-12. 信濃国佐久郡追分宿文書 69件 享保20.～天保10.(1735-1839) 
30H/6-7-13. 信濃国佐久郡小海村文書 2件 寛延4.・明治22.(1751,1889) 
30H/6-7-15. 信濃国佐久郡上桜井村文書 5件 元禄13.～弘化4.(1700-1847) 
30H/6-7-17. 信濃国佐久郡小諸（荒町）文書 4件 宝暦6.～文化11.(1756-1814) 
30H/6-7-18. 信濃国佐久郡小諸（本町）文書 47件 享保9.～嘉永7.(1724-1854) 
30H/6-7-20. 信濃国佐久郡小諸桑原家（扇屋）文書 540件 享保20.～明治32.(1735-1899) 
30H/6-7-24. 信濃国佐久郡田ノ口村文書 17件 寛永6.～明治37.(1629-1904) 
30H/6-7-25. 信濃国佐久郡沓沢村大徳寺文書 13件 慶長元.～弘化2.(1596-1845) 
30H/6-7-26. 信濃国佐久郡平塚村文書 12件 元禄16.～慶応4.(1703-1868) 

 

※これらの資料群は，関係の地方誌史類にも研究者にも，あまり利用されていない．利用者にとって，一見する

と名主の資料かのような町田家文書に含まれていたことが不可解で，利用に不安があったと想像する．本集編

集過程で，町田家が生んだ研究者のコレクションであることが明らかになり，各資料群が町田家文書のなかに

存在する理由までは措定しえた．これらの資料群の利用により，それぞれの資料群が明らかにする内容ととも

に，町田家文書との関係も，いっそう解明されることを期待する． 
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図5．町田家文書内の収集史料の分布概略 

 

 

［東京］ 

［福島］ 

（会津城下） 

標葉郡津島村 

江戸，日本橋蛎殻町 

佐久郡南相木村 

佐久郡小海村 
佐久郡大日向村 

佐久郡八郡村，上畑村 
佐久郡田ノ口村 

佐久郡上海瀬村 

佐久郡内山村 
佐久郡大沢村 

小県郡飯沼村 

佐久郡小諸町 

小県郡井子村 

伊那郡中原新田村 

［長野］ 

筑摩郡金井村 

印旛郡佐倉町 

鎌倉郡大船村 

多摩郡府中宿 
［千葉］ 

八代郡市川大門村 
巨摩郡西嶋村 山梨郡西高橋村 

［神奈川］ 

山梨郡川田村 
山梨郡鎮目村 

多摩郡下恩方村 

小県郡本海野村 

甘楽郡漆萱村 

佐久郡入布施村 

佐久郡岩村田町 

佐久郡御馬寄村 

佐久郡上桜井村 
佐久郡野沢村 

佐久郡追分宿 

佐久郡北沢村 ［山梨］ 

勢多郡鶴ヶ谷村 

勢多郡上神梅村 
新田郡脇屋村 

［埼玉］ 

［群馬］ 入間郡下寺山村 

佐（上田城下） 久郡山浦村 

 

注）各資料の原出所のおよその地理的位置を示した．（）内は諸原本・写本等で出現する場所である．また，町

田良一の居所のうち，主要な住所（御馬寄と蛎殻町）は，下線で示した．このほかに，町田良一の居所とし

て伊豆地方（含・大島），沼津，阿佐ヶ谷があげられる．なお，現在つたわっていない町田家文書内の収集

史料の出所は上図に示していない． 
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1.岩城国 
 

1.標葉郡津島村(ヵ)  

549 
公私諸色書留． 
天保4～慶応3 年． 作成：（松本某）．  

1 冊． 横長美（下ヶ二ツ目綴）． 
表紙・裏表紙とも欠損，標題は 1 丁目柱書より．各所に朱筆書込

み． 

 

2.上野国 
 
 不明分を含め，いま判明している限りの極小の出所を5ヶ所と想定したが，あるいは2.勢多郡上神梅村に所在し

周辺地域と関係のある家または個人がその出所のほとんどを占めるかもしれない． 
 

1.全体（または不明） 

1162 
差上申一札之事（日光御社参御用之儀につき請書）． 
安永5 申年正月． 作成：右村々連印．  
1 通． 竪美継紙． 

2.勢多郡上神梅村 

1145 
取替シ申証文之事（写，上州黒比山をめぐる山境争論

和談につき）． 
貞享 4 卯年 6 月 25 日． 差出：上州厩橋領勢多郡宝沢

村 組頭 与兵衛印，同 田嶋村 名主 太兵衛印[ほか

3 ヶ村組頭3 名署名書印]，厩橋領宿江戸弥左衛門町油

屋 扱人三左衛門印[ほか桐生領七ヶ村宿扱人 1 名書

印]． 受取：上州桐生領下神梅村五郎右衛門殿，上神

梅村五兵衛殿[ほか 5 ヶ村5 名宛]． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙・裏表紙に記載なし． 
1146 
乍恐返答書以申上候（当村駄賃継上神梅村にて継来る

ところ宿廻村のうち本宿の者ども往来の者の荷物・商

人の荷物まで本宿にて押え継送り等荷物継送り出入に

つき）． 
宝永 6 丑年 7 月． 差出：上州上神梅村名主源右衛門

(印)，組頭佐五右衛門(印)[ほか組頭 3 名連印]． 受取：

御代官様． 
1 通． 竪美継紙． 
破損． 
1147 
売渡シ申畑手形事（上清水中畑下畑ほか金 15 両にて）． 
宝永7寅年8月23日． 差出：売主 新八郎(印)・庄左衛

門(印)，口入 源右衛門(印)，同 太郎右衛門(印)，同 平

左衛門(印)． 受取：市左衛門殿． 

1 通． 竪紙． 
1148 
耶蘇宗門御改ニ付寺証文之事（込皆戸村のうち岡のえ

た長兵衛）． 
正徳3巳年3月24日． 差出：女渕村禅宗 龍光寺(印)． 

受取：深沢村名主 源右衛門殿． 
1 通． 竪美紙． 
「深沢村」は，慶安年間に宿廻村と神梅村に分かれる前の古

称． 
1149 
一札之事（込皆戸村のうち岡のえた傳兵衛弟長兵衛が

深澤村五郎兵衛方へ聟入の宗門送りにつき）． 
正徳 3 巳年 3 月 24 日． 差出：前橋領込皆戸村名主源

右衛門(印)． 受取：深沢村名主源右衛門殿． 
1 通． 竪美紙． 
1150 
取扱証文之事（その方と安兵衛との屋敷出入につき）． 
正徳 3 巳年 9 月． 差出：下神梅村名主扱人 四郎右衛

門，上神梅村名主扱人 源右衛門，同 安兵衛，同 平左

衛門． 受取：上神梅村 伊右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1151-1 
借用申金子手形之事（金3 分）． 
明和 5 子年 9 月 4 日． 差出：金借主利左衛門(印)，証

人弥八(印)． 受取：上神梅村三右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
下部破損． 
1151-2 
借用申金子証文之事（金2 両，御年貢皆済差支え）． 
明治 2 巳年 12 月 2 日． 差出：上神梅村金借り主高造

(印)，請合繁次郎(印)． 受取：右同村源作殿． 
1 通． 竪継紙． 
1151-3 
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上成シ手形之事（上清水之畑麦・上米ともに小形金子一

両三分借用につき）． 
正徳 5 未年 3 月． 差出：勘左衛門，太郎右衛門． 受

取：傳之助殿． 
1 通． 竪半紙． 
下部破損． 
1153 
乍恐以口上書御訴訟申上候（上神梅村孫兵衛・又右衛

門の遺跡の田地を質取主甚内売渡したにつき）． 
享保 5 子年 10 月． 差出：上野国勢多郡上神梅村訴訟

人孫兵衛・又右衛門，名主源右衛門． 受取：同国同郡

同村相手甚内． 
1 通． 竪美紙． 
1154 
覚（利根川・荒川等普請高役金請取覚）． 
享保12未年11月． 差出：池田新兵衛手代及川大右衛

門(印)，熊倉忠蔵(印)． 受取：右村名主中． 
1 通． 竪美紙． 
1155 
乍恐口書を以申上候（年番名主役儀をめぐる出入につ

き訴書）． 
寛保 3 亥年． 差出：上野国勢田郡上神梅村訴訟人勘

左衛門． 受取：近藤万五郎様御役所． 
1 通． 竪美紙． 
下部欠損． 
1156 
（諸木板・角木・丸太直段御尋につき値段書上）． 
延享 3 寅年 7 月． 差出：（奥書）惣右衛門，庄介． 受

取：伊那半左衛門様御役所；（奥書）与五左衛門様，勘

左衛門様． 
1 通． 竪半紙． 
1158 
差上申証文之事（御年貢御割付皆済目録とも拝見し委

細得心，割合勘定申分無い旨）． 
明和3戌年5月． 差出：上野国勢多郡上神梅村名主三

郎右衛門(印)，組頭源右衛門(印)[ほか 5 名連印]，惣百

姓安兵衛(印)[ほか 84 名連印]，宿廻村江入作重郎兵衛

(印)[ほか1名連印]，下神梅村江入作林右衛門(印)[ほか

1 名連印]． 受取：鵜飼左十郎様御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
継目剥離． 
1163 
詫書一札之事（親平五郎が又兵衛方へ質入しようとした

地所について治兵衛が差障申してきた一件内済につ

き）． 
天明 8 申年 5 月． 差出：平五郎(印)． 受取：年番御名

主中． 
1 通． 竪美紙． 
1164 
送証文之事（当村与四兵衛娘まん養女へ）． 

天明8申年8月． 差出：曲渕市左衛門知行所山田郡堀

原村組頭小平太(印)． 受取：勢田郡上神梅村名主甚右

衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1165 
覚（半兵衛ほか 16 人無年貢持林所持の申立あり近々

吟味につき）；（前書書付承知，御呼出御差日次第まか

り出る旨請書）． 
（寛政4 年）子10 月24 日；寛政4 子年10 月27 日． 差

出：(差紙)山中壱郎右衛門 役所；(請書)上神梅村 半兵

衛，五兵衛(印)[ほか13名連印2名連署]． 受取：(差紙)

右村名主・組頭・百姓代；(請書)名主 甚右衛門． 
1 通． 竪美継紙． 
差紙写に「此段一同江申聞此書付相返可申候」． 
1166 
乍恐書付を以奉願上候（相手伊八等 4 名巧みにより願

人玉蔵を村内不通としたことならびに伊八作物踏荒に

つき訴状）． 
寛政 12 申年 4 月． 差出：勢田郡上神梅村百姓願人玉

蔵． 受取：吉川栄左衛門様御役所． 
1 通． 竪継紙． 
1171 
覚（御巡見様御色入用請取につき）． 
寅4月21日． 差出：花輪村名主弥市右衛門（印）． 受

取：上神梅村名主勘左衛門殿． 
1 通． 竪美． 
1170 
落付証文之事（与右衛門忰幸助，当村左兵衛養子に引

取り縁組み）． 
巳正月． 差出：[欠損]様領分 大原領西久保村 名主 

久右衛門(印)． 受取：川田玄蕃様御支配所 上神梅村 

御名主 源右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
虫損，一部難読． 
1173 
馬触（御用納荷物参につき馬 13 疋を明 23 日明 6 つ時

に此方へ参ようにすべき旨の要請）． 
申 9 月 22 日． 差出：高梨弥右衛門（印）． 受取：右村

名主中． 
1 通． 横切紙（包紙入）． 
封紙あり． 
1169 
[差紙]（訴答のため惣代召連れるべく，同書付写廻す旨

奥書とも）． 
4 月 26 日． 差出：中沢宅右衛門，後藤伊十郎；(奥書)

又兵衛[ほか4名]，惣代 助兵衛． 受取：上神梅村役人

中． 
1 通． 横美切継紙． 
破損． 
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○御用帳箱諸書物引継 
1157-1 
巳ノ名主引渡証文覚（検地帳等引継書類の書上）． 
寛延 2 巳年正月 11 日． 差出：（上州勢多郡上神梅村）

辰名主定右衛門． 受取：［勘］左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
1157-2 
丑名主引渡シ証文之事（水帳等引継物書上）． 
丑年正月6日． 差出：子名主定右衛門． 受取：御当番

甚右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
裏打． 
1159-1 
覚（御用帳箱・諸書物を証文通り請取につき）． 
酉年正月 11 日． 差出：酉番勘右衛門(印)． 受取：申ノ

名主源右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1159-2 
覚（御公用帳箱を証文通り受取につき）． 
宝暦8寅年正月11日． 差出：寅ノ番勘左衛門(印)． 受

取：丑名主源右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1159-3 
覚（名主箱を証文の通り請取につき）． 
享和 4 子年正月 11 日． 差出：当番三右衛門(印)． 受

取：亥名主甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
○旧夫縁組妨害出入 

1161-2 
乍恐書付ヲ以奉願上候（上州勢多郡上神梅村いねが旧

夫同郡塩沢村次郎右衛門より離縁状を受取ったのち，

いねの縁組に旧夫が妨害するにつき）． 
明和7寅年11月． 差出：野田弥市右衛門・薩山外記当

分御預り所上州勢多郡上神梅村願人いね・差添人同人

兄組頭勘右衛門． 受取：御奉行所． 
1 通． 竪継紙． 
1161-3 
乍恐書付を以奉願上候（上州勢多郡上神梅村いねの縁

組を旧夫同郡塩沢村治郎右衛門が妨害するにつき）． 
明和 7 寅年 11 月． 差出：上州勢多郡上神梅村願人い

ね． 受取：御奉行所． 
1 通． 竪美継紙． 
 
1161-1 
(前欠)（上州勢多郡上神梅村組頭勘右衛門妹いねを離

縁した旧夫同郡塩沢村治郎右衛門がいねの縁組を妨

害した一件に対する評定所の仰せ渡しの請状）． 
明和 8 卯年 3 月． 差出：野田弥市右衛門・薩山外記当

分御預所上州勢多郡上神梅村組頭勘右衛門・同人妹い

ね，岡部熊三郎御知行所同国同郡塩沢村与頭治郎右

衛門；（奥書）塩沢村名主八十八． 受取：御評定所． 
1 通． 竪美継紙． 
○村役人押領相掠出入 

1167-3 
乍恐以書付駆込御訴詔奉申上候（公事銘：押領被相掠

候出入，訴詔人：又兵衛，相手：当年番名主甚右衛門・

去年番名主五兵衛；又兵衛取持の無年貢地の松木を伐

払われ根株まで堀取られた始末より）． 
享和 3 亥年閏正月． 差出：勢多郡上神梅村 訴訟人 

百姓 又兵衛． 受取：吉川栄左衛門様 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
1167-4 
乍恐以返答書奉申上候（又兵衛申立ての字上ノ宿無年

貢地材木数度伐取り材木植込み又兵衛畑木陰になった

こと全く偽り，ほかにつき）． 
享和 3 亥年閏正月． 差出：勢田郡上神梅村 当年番名

主 甚右衛門． 受取：吉川栄左衛門様 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
1167-1 
差上申済口証文之事（百姓又兵衛より名主甚右衛門・

去年番五兵衛へ掛る押領掠め村役取計わず無年貢地

取持申立てから差紙を頂戴した一件につき取扱人立入

り熟談内済）． 
享和 3 亥年 2 月． 差出：訴，相手，取扱人 たれ，ー；

(貼継)勢多郡上神梅村 訴詔人 百姓 又兵衛，同郡同

村 相手 名主 甚右衛門，去年番名主 同 五兵衛，同

郡宿廻村 扱人 伊右衛門，同 定七，先扱人惣代 上神

梅村与頭 同 庄右衛門，ふしや 同 清之丞． 受取：

(貼継)吉川栄左衛門様 御役所． 
1 通． 竪継紙・竪美継紙． 
本紙奥に差出・宛先を記した判型の異なる紙を貼継ぎ，もと本

紙は下書ヵ． 
1167-7 
差入申一札之事（又兵衛より其許へ掛る出入論所は源

左衛門取持地にて武兵衛持山に籠っているので源左衛

門山畑に引分けにつき）． 
享和3亥年2月． 差出：勢多郡上神梅村 山畑渡人 百

姓 武兵衛，同引受人 同 源左衛門． 受取：同村 名主 

甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1167-9 
差入申一札之事（又兵衛より其許へ掛る出入論地 3 ヶ

所のうち 1 ヵ所これまでの御帳面通りお取計らいほか

済口の趣ご承知くださるべく）． 
享和 3 亥年 2 月． 差出：勢多郡上神梅村 扱人 与頭 

庄右衛門，同郡宿廻村 同 名主 伊右衛門，同村 同 

定七． 受取：上神梅村 御名主 甚右衛門殿． 
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1 通． 竪継紙． 
1167-2 
(前欠)（又兵衛願上げの字名上ノ宿畑山林の一件につ

き内済和融扱人両人宿連印済口証文案）． 
月日． 差出：上神梅村 又兵衛，甚右衛門，五兵衛，扱

人，宿． 受取：吉川栄左衛門様 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
1167-5 
破談仕候趣意（字上ノ宿の論所は正圓寺持にするはず

ほか訴方・答方とも承知成り難い旨あり拠所なく）． 
1 通． 竪継紙． 
後欠または下書ヵ． 
1167-6 
[論所絵図]． 
1 綴． 竪紙ほか（ひねり綴）． 
1167-8 
乍恐口上書を以奉申上候（私共出入帰村内済の旨承知

し帰村したところ論所地主源左衛門が扱人へ村役人よ

り渡したはずの持分御水帳写を見せない等の源左衛

門・又兵衛馴合巧み御吟味願）． 
作成：（上神梅村名主甚右衛門煩ニ付代忰豊吉）．  
1 通． 竪継紙． 
後欠または下書ヵ． 
○質地証文・小作証文 

1152(1) 
売渡シ畑質手形之事（前畑麦18 石余蒔の所）． 
享保5 年子11 月． 差出：上神梅村畑売主甚内(印)，証

人安右衛門(印)，同三郎右衛門(印)． 受取：新宿源右

衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(2) 
売渡申質地証文之事（山畑，桑楮添売渡）． 
宝暦4 年戌10 月． 差出：金借り主阿久沢専右衛門，上

州勢田郡上神梅村証人三郎右衛門，同甚右衛門，同勘

左衛門，同文右衛門． 受取：愛久沢郷介殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(3) 
質地証文之事（屋敷付下畑等）． 
文政2卯年11月． 差出：穴原畑主忠兵衛（印），同証人

藤蔵（印），． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(4) 
小作証文之事（屋敷付下畑等質地相渡につき）． 
文政2卯年11月． 差出：穴原小作人忠兵衛（印），同証

人藤蔵（印），． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(5) 
質地証文之事（中畑・下畑，2 筆）；(附)小作証文之事（中

畑下畑質地に相渡すにつき）． 

文政 4 巳年 3 月． 差出：穴原村畑主治郎左衛門(印)，

請人半兵衛(印)；(奥書)当役 伊助(印)；(附)穴原村小作

人治郎左衛門(印)，請人半兵衛(印)． 受取：(本紙・附と

も)上神梅村 甚右衛門殿． 
1 通（附1 通とも）． 竪美（附：竪紙）． 
附は本紙奥に鰭附様に貼付． 
1152(8) 
質地証文之事（中畑下畑）． 
文政 5 午年 2 月． 差出：同村畑主治郎右衛門(印)，証

人半兵衛(印)；(奥書)組頭 五兵衛(印)． 受取：上神梅

村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(7) 
小作証文之事（字上之宿西久保畑地屋敷）． 
文政 5 午年 3 月． 差出：同村小作人治郎右衛門(印)，

請人半兵衛(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(6) 
質地畑証文之事(字小垂畑地，相違ない旨奥書とも）． 
文政 5 午年 8 月． 差出：同村畑主清助(印)，証人忠右

衛門(印)；(奥書)組頭 五兵衛(印)． 受取：上神梅村甚

右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
虫損大，取扱注意．以下標題への奥書等記載略． 
1152(9) 
（小作証文，字小垂畑地質地渡しにつき）． 
文政 5 午年 8 月． 差出：同村小作人源助(印)，証人忠

右衛門(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(10) 
質地証文之事（竹上下畑）． 
文政7年申ノ8月． 差出：下神梅村借り主林右衛門(印)，

証人新八(印)；(奥書)組頭 源兵衛(印)． 受取：上神梅

村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(11) 
小作証文之事（竹上下畑質地に渡すにつき）． 
文政 7 年申ノ 8 月． 差出：下神梅村小作人林右衛門

(印)，証人新八(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(12) 
小作証文之事（八王子前地所質地に渡すにつき）． 
文政 7 申霜月． 差出：穴原小作人又七(印)，請人藤兵

衛(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(13) 
質地証文之事（字八王子前畑地）． 
文政 7 申霜月． 差出：穴原借主又七(印)，請人藤兵衛

(印)；(奥印)与頭 政右衛門(印)． 受取：上神梅村甚右
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衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(14) 
小作証文之事（字久保之後中田地所質地に渡すにつ

き）． 
文政8 酉年11 月． 差出：塩沢村小作人義右衛門(印)，

証人新之丞(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(15) 
質地田証文之事（字久保之後中田）． 
文政8 年酉11 月． 差出：塩沢村畑主義右衛門(印)，証

人新之丞(印)；(奥印)組頭 八右衛門(印)． 受取：上神

梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
表裏を逆にして本紙奥で綴じる． 
1152(16) 
質地証文之事（字小平字つぼろ等畑地所）． 
文政9 年戌11 月． 差出：宿廻村畑主文蔵(印)，証人藤

七(印)；(奥印)組頭 与右衛門(印)． 受取：上神梅村甚

右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(17) 
小作証文之事（字小平字つぼろ等畑地所質地に渡すに

つき）． 
文政9 年戌11 月． 差出：宿廻村小作人文蔵(印)，加判

人藤七(印)． 受取：上神梅村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(18) 
質地証文之事（字清水屋敷畑地外）． 
文政 11 子年 11 月． 差出：上神梅村畑主新右衛門(印)，

証人権八(印)；(奥印)組頭 五兵衛(印)． 受取：村甚右

衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(19) 
小作証文之事（屋敷畑地質地渡しにつき）． 
文政 11 子年 11 月． 差出：上神梅村小作人新右衛門

(印)，請人権八(印)． 受取：同村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
虫損大，取扱注意． 
1152(20) 
質地畑証文之事（字上之宿下畑）． 
文政 11 子年 11 月． 差出：上神梅村借主新兵衛(印)，

証人徳兵衛(印)；(奥書)組頭 五兵衛(印)． 受取：同村

甚右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
1152(21) 
小作証文之事（字上之宿下畑質地に渡すにつき）． 
文政 11 子年 11 月． 差出：上神梅村小作人新兵衛(印)，

証人徳兵衛(印)． 受取：同村甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 

1152(22) 
質地証文之事（字瀧沢下々畑）． 
文政12 丑年3 月． 差出：上神梅村借主伊八(印)，証人

吉左衛門(印)，組頭三郎右衛門(印)． 受取：同村宿甚

右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(23) 
小作証文之事（字瀧沢下々畑質地に渡すにつき）． 
文政12 丑年3 月． 差出：上神梅村小作人伊八(印)，証

人吉左衛門(印)，． 受取：同村宿甚右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(24) 
質地証文之事（字諏訪前下畑）；(附)小作証文之事（字

諏訪前下畑七質地に渡すにつき）． 
文政12 丑年8 月． 差出：宿廻村元宿借主嘉七(印)，証

人忠次郎(印)；(奥書)組頭 与右衛門(印)；(附)宿廻村小

作人嘉七(印)，証人忠次郎(印)． 受取：上神梅村 甚右

衛門殿． 
1 通（附1 通とも）． 竪美． 
附は本紙奥上で糊付け． 
1152(25) 
質地証文之事（字清水下田）． 
万延元申年11 月． 差出：上神梅村地主源右衛門(印)，

親類請人勘左衛門(印)；(奥印)名主 定右衛門(印)． 受

取：右同村愛三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1152(26) 
質地添書一札之事（字清水下田質地に渡し，当 12 月差

加金請取）． 
文久元酉年 12 月． 差出：上神梅村金子借用主源右衛

門(印)，勘左衛門(印)，重右衛門(印)． 受取：右同村愛

三郎殿． 
1 通． 竪紙． 

3.勢多郡鶴ヶ谷村 

1160 
子御年貢可納割付之事（上野国勢多郡鶴谷村）． 
明和5子年10月． 差出：前沢藤十郎(印)． 受取：右村

名主・組頭・惣百姓． 
1 通． 竪美継紙． 

4.甘楽郡漆萱村 

944 
一札之事（去秋借用金子，今以って相済まざるにつき返

済差延ばし）． 
寛政11 年5 月． 差出：漆萱村友次郎(印)，世話人又右

衛門． 受取：市兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
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5.新田郡脇屋村正法寺 

1168 
入置申一札之事（貴寺様諸堂大破につき修覆助成の配

札引受証文）． 

万延元申年 6 月． 差出：長岡村当人繁治郎(印)，請人

條兵衛（印）． 受取：正法寺様御世話衆中． 
1 通． 竪美． 

 

3.下総国 
 

 資料内容から4.武蔵国/1.江戸へ収めるべき1点を含むが，蔵書印から推測される出所によりここへ収めた． 
 

佐倉 

148 
町年寄書上ヶ写（樽屋藤左衛門等江戸三町年寄由緒

書）． 
享保10 年．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
裏表紙「上州 武田村 森川勘蔵 御袋」．写．「下総佐倉飯田〈ヤ

マに吉〉木内」印，「木内蔵書」印あり． 
243 
明治七年五月九日 田畑買戻ノ訴 印旛郡北須賀村 

原告代書人 小川市右衛門（被告同郡佐倉新町嶺南寺

住職豊永泰玄）． 
明治7 年5 月． 受取：千葉裁判所宛． 
1 冊． 堅美（かぶせ綴）． 
表紙朱筆「下ヶ」「七年二千四百八十五号」． 

 

4.武蔵国 
 

 下位項目1.江戸は，他の項目と異なり，一つの極小の出所（出所地域）を想定して設けたわけではない．資料自

体の分析が進み，資料の周辺情報が豊富になれば，特定の出所が判明する可能性があろう． 
 

1.江戸 

523 
名主新右衛門方ヘ差出候歎願書 媒甚右衛門茂八方

ヘ差遣候書状写． 
(嘆願書)嘉永5 子年11 月22 日[ほか]． 差出：(嘆願書)

浅草西仲町庄蔵店庄之助召仕 久蔵爪印． 受取：(嘆

願書)名主 高野新右衛門様． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
虫損． 
102 
慶応二丙寅年四月 人別帳，(裏表紙)新材木町． 
慶応 2 寅年 4 月． 作成：新材木町 家主 彦兵衛(印)，

同 治兵衛(印)，同 仙七(印)，同 重兵衛(印)，同 平八

(印)，同 半六(印)[破損，6名分ほど欠]，同 儀兵衛(印)，

同 源兵衛(印)，同 芳松(印)，名主 三郎右衛門(印)．  
1 冊． 堅半（四ツ目綴）． 
虫損甚大，綴紐切れ，取扱注意． 

2.多摩郡府中宿 

1006 
譲渡シ申畑之事（新宿南裏上畑5 畝29 歩，番場宿御伝

馬高のうち其方由緒あるにつき，金子4 両2 分請取）． 
宝永 4 亥年 3 月 10 日． 差出：番場宿畑譲り主孫次郎

(印)，高組太郎右衛門(印)，同孫兵衛[印]，同忠左衛門

(印)，同安左衛門(印)，組頭甚五左衛門(印)，同五郎平

(印)，同市郎右衛門(印)，同定右衛門(印)，同文左衛門

(印)，同治右衛門(印)． 受取：新宿 安兵衛殿． 
1 通． 竪美継紙． 
汚損・破損． 
1007-1 
譲り渡シ申畑之事（貫井通畑 3 筆，府中新宿御伝馬高

我等名分のうち其方由緒あるにつき，金7 両請取）． 
享保2年酉3月5 日． 差出：譲り主平右衛門(印)，組頭

太兵衛(印)，同八右衛門(印)，同彦兵衛(印)，同平兵衛

(印)． 受取：七兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 

3.多摩郡下恩方村 

154 
文化二年 丑正月吉日 御用留(後欠)． 
文化2 年．  
1 冊． 横長美（下ヶ二ツ目綴）． 
合綴，汚損・破損．途中に，もと丑年分1 冊の裏表紙あり，「武州

多摩郡下恩方村 年番名主 九兵衛」． 
157 
文化十四年 丑正月吉日 御用留． 
文化14 年正月．  
1 冊． 横長美（下ヶ二ツ目綴）． 
綴紐切れ，裏表紙なし，後欠ヵ． 
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4.入間郡下寺山村 

541-1 
過去帳 上 八幡山西光院（寛文まで）． 
宝永7 庚寅年6 月21 日．  
1 冊． 竪美（五ツ目綴）． 
裏表紙裏面「八幡山延命寺西光院不動坊 宝永七庚寅六月廿

一日 宥覚法印改之」． 
541-2 
[過去帳 下ヵ]（表紙欠，延宝より享保まで）． 
宝永7 庚寅年6 月21 日．  
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
裏表紙裏面記載-1 に同．紙柱部分「過去帳下」． 
541-3 
（日付毎の没年・俗名・戒名書上）． 
明和3 丙戌天9 月．  
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
綴破損，表紙欠ヵ．末尾記載「此末帳ノ内ニ書在之」． 
308 
天明六丙午年 三月大吉日 妙義榛名日光鹿嶋道中覚

帳，(裏表紙)本田亀右衛門・市川平左衛門・中野要左衛

門・鈴木平八． 
天明6 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
402 
文政八乙酉歳六月廿七日吉辰 西光院義仁法印 入院

諸色扣帳 西光院知事 納所． 
文政8 年6 月．  

1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
891 
上 下寺山村（御鷹御用のため当村止宿につき御定木

銭・米・野菜代銭請取証文ならびに水夫人足差出につ

き証文請取覚）． 
文政10亥年12月；亥12月． 差出：松平大和守領分武

州入間郡下寺山村 御宿 要左衛門，名主 文右衛門；

下寺山村 名主 文右衛門． 受取：水谷善兵衛様 御用

人中様；水谷善兵衛様． 
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
控ヵ． 
404 
天保五申(ママ，甲)午年四月二十四日吉辰 西光院秀

覺法印入院諸色控帳 西光院知事 納所． 
天保5 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
虫損，貼紙剥落．取扱注意． 
416 
嘉永三庚戌年四月 西光院世什物之内留守居禅貞尼

江預ヶ置候分取調 世話人 中野佐十郎・吉川惣左衛門． 
嘉永3 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
307 
安政三年辰十二月吉日 留場橋板寄進諸入用割合帳 

中下寺山村． 
安政3 年12 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
後欠ヵ，綴部破片残存． 

 

5.相模国 
 

鎌倉郡大船村 

726 
規定書（今泉・岩瀬・大船 3 ヶ村入会散在野石切出し方

年限ほか諸事取極4 箇条）． 
安政3辰年8月． 差出：山之内村石工磯右衛門[ほか2

名]，建長寺門前石工寅蔵[ほか 1 名]，山之内村名主金

蔵[ほか 1 名]，建長寺門前名主喜兵衛，谷田村立入人

高田六左衛門，渡内村同福原左平太，戸塚宿同成宮茂

平次；(奥書)大組合惣代 梅澤与次右衛門． 受取：岩瀬

村・今泉村・大船村御役人中． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「安政三辰年八月`より`慶応二寅年八月迄三ヶ村入会散在

野石切出し規定写」，同鉛筆「相州大船」． 

 

6.甲斐国 
 
 本項目下にも不明分を含めた複数の出所を想定したが，あるいは本項目下の資料の多くを占める2.山梨郡西高橋

村のなかで周辺地域とも関係を持っていた家または個人がその出所として特定できるかもしれない． 
 

1.全体（または不明） 

876 

覚（小判甲金取交り通用のところ御年貢金小判にて納

入ほか仰渡され請印差上げ）． 
享保17年子7月． 受取：奥野忠兵衛様，坂本新左衛門
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様，小宮山杢之進様． 
1 通． 竪美． 
1175 
乍恐書付ヲ以御願申上候（町在にて博奕同前之割的繁

昌により当暮御年貢御上納に難儀となるにつき願上）． 
宝暦6 子年閏11 月． 作成：甲州町近在村々．  
1 通． 竪美継紙． 
878 
乍恐書付を以奉願上候（下書，甲斐国3郡古来より甲金

通用のところ吹替えの小判釣合わず不融通のため甲

金併用にて御年貢上納いたしたく）． 
明和5年子10月． 差出：古上条村 名主 兵八郎，後屋

村 名主 金十郎，西徳中嶋村 名主 安右衛門[ほか

109 ヶ村名主]． 受取：上． 
1 通． 竪美継紙． 
虫損．貼紙あり．奥「御同所様へ差上候願書下書也」． 
879 
乍恐以書付奉願上候（下書，甲金吹替願人のあるとこ

ろ，障リにつき吹替用捨願）． 
午6 月．  
1 通． 竪継紙． 
焼損あり． 
880 
差上申口上書之事（下書，甲金吹替障り有無御尋につ

き百姓難儀の旨返答）． 
1 通． 竪継紙． 
虫損． 

2.山梨郡西高橋村 

91 
明和四亥年 三月 [被(ヵ)]仰渡御書付御請書 山梨郡 

西高橋村 名主 十左衛門（衣服・博奕等風儀不行跡取

締）． 
（明和4 年）3 月． 差出：山梨郡西高橋村 名主 十左衛

門(印)，長百姓 兵右衛門(印)，同 七郎兵衛(印)，百姓

代 忠右衛門(印)，同 清右衛門[ほか肩書のない百姓

26 名連印]． 受取：御役所． 
1 冊． 堅半（一ツ綴）． 
上部破損大，下部破損．裏表紙なし，最末尾前後の丁破損大，

後欠ヵ．差出連印者途中より欠ヵ． 
1178 
預申金子之事（当年御年貢御未進金差詰り，銀 17 匁 5

分請取）． 
明和8卯年12月23日． 差出：西高橋村預主定右衛門． 

受取：同村十左衛門殿． 
1 通． 竪美紙． 
1184 
差出申一札之事（荷鞍返脚につき内済証文）． 
文化 8 未 11 月． 差出：八代郡小黒口村借用人繁右衛

門，親類，近所，名主． 受取：西高橋村金兵衛． 

1 通． 竪継紙． 
1189 
天保八子年十月 高反別仕訳書上帳 甲斐国山梨郡 

西高橋村． 
天保 8 子年 10 月． 差出：西高橋村 名主 傳左衛門，

長百姓 金兵衛，百姓代 常右衛門． 受取：御廻米掛リ 

御役人中様． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
綴・下部破損． 
1190 
御詫書之事（当村庄作，同村常右衛門娘と昨酉年に女

子 1 人を付け離縁，当月右女子病死の節，その祖父常

右衛門へ故障がましきこと申立て一同混雑につき）． 
天保9戌年5月． 差出：庄作[印]，親類平三郎(印)[ほか

1名連印]，組頭定之亟(印)[ほか3名連印]． 受取：金兵

衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
虫損． 
1192 
借用金質地証文之事（甲金6 両，質地字沼井下田）． 
天保 13 寅年 12 月． 差出：借用人質地主金兵衛(印)，

証人芳兵衛[印]，同忠兵衛(印)． 受取：当村おとミ殿． 
1 通． 竪美． 
紙面線引，押印抹消． 
1197 
差上申御請書之事（今般各村御廻村のうえ御取締の趣

仰渡しにつき）． 
亥7 月18 日． 作成：西高橋村村役人．  
1 通． 竪美継紙． 
1201 
差上申済口証文之事（増坪村外五ヶ村組合より七沢村

へかかる組合堰用水路押埋につき七沢村地内堀割用

水引取方内済）． 
亥11 月． 差出：山梨郡西油川村名主治兵衛(印)，長百

姓市郎兵衛(印)，百姓代与兵衛(印)[ほか上村・増坪村・

落合村・下かし屋村・小瀬村・七沢村の各名主・長百姓・

百姓代連印]，西高橋村右扱人金兵衛． 受取：石和御

役所． 
1 通． 竪美継紙． 
1196 
（増坪村百姓孫兵衛の身代金支払い及び増坪村へ引

取願）． 
1 綴（2 枚）． 竪美紙． 

○川除御普請 
80 
宝暦十三年 未二月 当未春定式川除御普請仕様帳 

山梨郡 西高橋村． 
宝暦13 年2 月．  
1 冊（4 冊のうち）． 堅美（二ツ綴）． 
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紙紐にて 83 まで 4 冊一括．破損・虫損． 
81 
安永二年 三月 笛吹川通 当巳春定式川除御普請仕

様帳 山梨郡 西高橋村． 
安永2 年3 月．  
1 冊（4 冊のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
82 
寛政二年 戌正月 笛吹川通 当戌春定式川除御普請

御仕様帳 山梨郡 西高橋村． 
寛政2 年正月．  
1 冊（4 冊のうち）． 堅美（一ツ綴）． 
90 
享和二年 戌七月 笛吹川通 急水留御普請御仕様帳 

山梨郡 西高橋村． 
享和2 年7 月．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
上部破損，また虫損．裏表紙なし（あるいは後欠ヵ）． 
84 
文化二年 丑三月 笛吹川通 当丑春川除定式御普請

出来形帳 甲州山梨郡 西高橋村． 
文化2 年3 月．  
1 冊（6 件のうち）． 堅美（二ツ綴）． 
紐により 89 まで 6 件（7 冊）一括 
83 
文化十二年 亥三月 当亥春定式川除御普請御仕様帳 

山梨郡 西高橋村． 
文化12 年3 月．  
1 冊（4 冊のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
85 
[文化(ヵ)]十三年 子三月 当子春定式川除御普請出来

［形帳] 山梨郡 西高橋村． 
文化13 年3 月．  
1 冊（6 件のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
表紙ほか破損大． 
86 
文政十一年 子二月 当子春定式川除御普請出来形帳 

山梨郡 西高橋村． 
文政11 年2 月．  
1 冊（6 件のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
87 
笛吹川通 当丑春川除御普請出来形帳 西高橋村． 
文政12 年．  
1 冊（6 件のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
88 
天保三年 辰二月 当辰春定式川除御普請出来形帳 

山梨郡 西高橋村． 
天保3 年2 月．  
1 冊（6 件のうち）． 堅美（かぶせ綴）． 
89-1 

天保十二年 丑閏正月 濁川通 当丑春定式川除御普

請出来形帳 濁川組合 西高橋村． 
天保12 年正月．  
1 冊（6 件のうち）． 堅半（かぶせ綴）． 
89-2 
本帳 西高橋村（笛吹川通堤切所四口寸法書上ほか）． 
1 冊（6 件のうち）． 竪半（一ツ綴）． 
○濁川組合 

1191 
乍恐以書付奉願上候（濁川組合八箇村御普請願上）． 
天保 12 丑年 9 月． 差出：西高橋，蓮沢，早吉，坂打，

板垣，国玉，上河原，七沢村（名主）． 受取：甲府石和

御役所． 
1 通． 竪継紙． 
1199 
乍恐以書付奉願上候（濁川組合里吉村外弐ヶ村より同

川へ作橋につき）． 
卯 6 月． 差出：里吉村[空白]，蓬沢村長百姓傳助，西

高橋村同金兵衛． 受取：石和御役所． 
1 通． 竪美継紙． 

○諸願書 
1182 
乍恐書付以奉願上候（御年貢御廻米一統御勘弁，不熟

米石代金納ほかにつき，御吟味仰付け先につき願い奥

書とも）． 
天明元丑年11月． 作成：山梨郡中郡筋東下条村[ほか

17 ヶ村]；(願奥書)畔村幸右衛門，小セ村清左衛門，西

高橋村金兵衛，上ミ村傳蔵，中小河原村五郎左衛門．  
1 通． 竪美継紙． 
端破損． 
1185 
乍恐以書付奉願上候（七沢村百姓五左衛門・同人女房

の身代金を引請の親類金兵衛より返済につき）． 
文化 11 戌年 2 月． 差出：西高橋村願人喜右衛門印；

(奥印)同村名主利助印． 受取：市川御役所． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「文化十一戌年二月七沢五左衛門身代金願書見合ニ扣

置」．本紙奥に金兵衛人柄や身代金返還・延引等の経過を記す

貼紙あり． 
1186 
乍恐以書付奉願上候（水害につき御取箇御上納免除願

書）． 
文政11子年7月． 差出：山梨郡西高橋村名主，長百姓，

百姓代． 受取：吉川栄左衛門様御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
1194 
乍恐以書付奉願上候（当村名主役長百姓年番により当

名主御百姓へ立戻り長百姓八右衛門へ仰付け交代御

聞済くだされたく）． 
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元治2 丑年3 月． 差出：西高橋村名主彦右衛門，長百

姓八右衛門[ほか 2 名]，百姓代弥左衛門，多左衛門[ほ

か 24 名]． 受取：石和 御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
破損，虫損． 
○諸出入 

1176 
乍恐書付を以御訴訟申上候（公事銘：御伝馬出入、訴

訟人：山梨郡村々名主・長百姓、相手：石和駅宿問屋・

年寄；石和宿問屋・年寄権柄をもって大助郷村々を相掠

め横領した件、道中奉行・代官鵜飼佐重郎へ出訴につ

き添翰願）． 
宝暦 7 丑年 2 月． 差出：甲州山梨郡 上河原村名主利

兵衛(印)、長百姓又右衛門(印)[ほか七沢・西高橋・蓬

沢・里吉・朝氣・畔・増坪・上・西油川・小瀬・下鍛冶屋・下

小河原・上今井・下今井・中・東下条の各村の名主・長百

姓等31 名]． 受取：岩佐郷蔵様御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
差出のうち 22 名のみ連印（9 名押印抹消）． 
1180 
乍恐書付を以書付奉申上候御事（御年貢米永夫銭小前

皆済目録・普請・夫食御拝借ほか箇条につき百姓代・平

百姓願上により名主長百姓返答書）． 
安永6 酉年11 月． 差出：西高橋村 名主 金兵衛(印)，

長百姓 七郎兵衛(印)，同 忠右衛門(印)． 受取：甲府 

御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
破損．端裏「十一月廿日」． 
1181 
定書之事（百姓代・長百姓の人選等熟談にて定めるに

つき）． 
安永 7 戌年 3 月． 差出：山梨郡西高橋村名主金兵衛

(印)，長百姓七郎兵衛(印)[ほか 1 名加印]，百姓代太郎

左衛門(印)，忠兵衛(印)[ほか 16 名連印]，此度出入不拘

者善右衛門(印)[ほか 4 名連印]，同郡坂折村長百姓立

合人藤蔵(印)[ほか立会人 1 名加印]． 受取：中井清太

夫様御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
1183 
乍恐以返答書奉申上候（西高橋村金兵衛より上村門三

郎を相手取り貸金滞り出訴につき）． 
文化4卯年12月． 差出：上村名主門三郎，差添長百姓

武左衛門． 受取：石和御役所． 
1 通． 竪継紙． 

○田畑売渡証文 
1174(2) 
売渡申田地之事（宮ノ北下田）． 
延享 2 年丑 12 月． 差出：西高橋村田地売主浅右衛門

(印)，同村証人七郎左衛門(印)，同村証人久右衛門(印)． 

受取：同村重左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
名主惣右衛門裏書あり． 
1174(3) 
売渡申畑地之事（茶うす下畑4 畝6 分）． 
延享 3 年寅 12 月． 差出：山梨郡西高橋村売主清右衛

門(印)，証人久次郎(印)，名主重左衛門(印)，町百姓兵

右衛門(印)． 受取：本光寺御隠居様． 
1 通． 竪紙． 
虫損． 
1174(1) 
売渡申畑地之事（れンたい下下畑2 畝3 分）． 
寛延元年辰 12 月． 差出：西高橋村畑売主七郎左衛門

(印)，証人武兵衛(印)，同断儀右衛門(印)． 受取：重左

衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
(1)～(24)は，端を紙縒りで結び綴じに一括． 
1174(4) 
売渡申畑地之事（中畑1 反7 畝9 分）． 
寛延 2 年巳 12 月． 差出：西高橋村畑地売主八郎左衛

門(印)，証人半内(印)，証人政右衛門(印)． 受取：同村

重左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主八郎左衛門裏書あり． 
1174(5) 
売渡申畑地之事（中畑）． 
寛延 4 年未正月． 差出：西高橋村売主藤左衛門(印)，

証人吉兵衛(印)，同断嘉四郎(印)． 受取：重左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主兵右衛門裏書あり． 
1174(6) 
売渡し申畑地之事（中畑）． 
宝暦2申12月． 差出：西高橋村畑売主八郎左衛門(印)，

同所証人甚内(印)，同所証人五兵衛(印)． 受取：当村

喜右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1174(7) 
売渡申田地之事（畑7 畝7 分）． 
宝暦 7 年丑ノ 12 月． 差出：西高橋村田地売主五兵衛

(印)，同所証人嘉四郎(印)，同所証人幸次郎(印)． 受

取：同村十郎右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
1174(8) 
売渡申畑地之事（中畑）． 
宝暦8年寅12月． 差出：西高橋村畑売主惣右衛門(印)，

同村証人平兵衛(印)． 受取：当村十左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
1174(9) 
売渡申田畑之事（3 反4 畝1 分）． 
宝暦 13 年未正月． 差出：（西高橋村）田畑売主儀兵衛
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(印)，証人八右衛門(印)，同久右衛門(印)． 受取：十左

衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主七郎兵衛裏書あり． 
1174(10) 
売渡申畑之事（畑1 反27 分）． 
宝暦 13 年未 12 月． 差出：蓬沢村売主九兵衛(印)，同

所証人治左衛門(印)，同断銀右衛門(印)． 受取：西高

橋村嘉右衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
1174(11) 
売渡申畑之事（中畑3 畝3 分）． 
明和元年申 12 月． 差出：山梨郡西高橋村売主儀右衛

門(印)，証人兵右衛門(印)，同加右衛門(印)． 受取：二

日市場村林蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
名主七郎兵衛裏書あり． 
1174(12) 
売渡申畑地之事（宮之前中畑4 畝15 分）． 
明和2 年酉12 月． 差出：西高橋村売主清右衛門(印)，

証人七郎兵衛(印)． 受取：十左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主七郎兵衛裏書あり． 
1174(13) 
売渡申畑地之事（村西上畑5 畝16 分）． 
明和4年亥12月． 差出：西高橋村畑売主清右衛門(印)，

同証人七郎兵衛(印)，同村同断加右衛門(印)． 受取：

同村十左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主七郎兵衛裏書あり． 
1174(14) 
売渡申畑手形之事（畑4 畝分）． 
明和 5 年子 3 月． 差出：前間田村売主三郎右衛門(印)，

証人源兵衛(印)． 受取：小山村龍松寺様． 
1 通． 竪紙． 
名主六郎右衛門裏書あり．なお，前間田村・小山村は幕末期に

中山道八幡・塩名田宿の当分助郷を勤めている． 
1174(15) 
売渡申畑地之事（村西中下畑）． 
安永元年辰12 月． 差出：西高橋村売主善右衛門(印)，

同村証人小左衛門(印)，同断甚左衛門(印)． 受取：西

高橋村十左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主七郎兵衛裏書あり． 
1174(16) 
売渡申田畑之事（田畑2 反18 分）． 
安永2 年巳12 月． 差出：西高橋村売主儀兵衛(印)，同

村証人善兵衛(印)，同村同断彦右衛門(印)． 受取：十

左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 

名主忠右衛門裏書あり． 
1174(17) 
売渡申田地之事（池田町下田4 畝7 分）． 
天明3 卯12 月． 差出：（西高橋村）売主孫右衛門(印)，

証人長兵衛(印)，同断善右衛門(印)． 受取：金兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
西高橋村名主太郎左衛門裏書あり． 
1174(18) 
売渡申田地之事（蔵田下田1 反1 畝10 分）． 
寛政元年酉12 月． 差出：売主忠右衛門(印)，同証人源

八(印)，同断五郎兵衛(印)． 受取：弥三郎殿． 
1 通． 竪紙． 
名主金兵衛裏書あり． 
1174(19) 
売渡申田地之事（沼中下下田1 反2 畝25 分）． 
寛政 7 年卯 2 月． 差出：売主蔵田喜左衛門(印)，証人

吉兵衛(印)，証人小吉(印)． 受取：西高橋村金兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
名主十左衛門裏書あり． 
1174(20) 
売渡申畑地之事（中畑4 畝7 分）． 
寛政8 辰年12 月． 差出：西高橋村売主常右衛門(印)，

証人彦右衛門(印)，同断宇兵衛(印)． 受取：同村金兵

衛殿． 
1 通． 竪紙． 
名主十左衛門裏書あり．虫損． 
1174(21) 
売渡申田地之事（1 反8 畝24 分）． 
寛政 9 巳年 12 月． 差出：（西高橋）当村売人彦右衛門

(印)，証人吉左衛門(印)． 受取：同村定兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主金兵衛裏書あり． 
1174(22) 
売渡申田地之事（下田4 畝分）． 
文政9 戌年12 月． 差出：西高橋村売主金兵衛(印)，証

人八右衛門(印)． 受取：当村徳蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主金兵衛裏書あり． 
1174(23) 
売渡申畑地之事（中畑3 反1 畝分）． 
文政12 丑年正月． 差出：西高橋村売主愿一郎(印)，証

人十左衛門(印)． 受取：連雀(ヵ)町 源十郎殿． 
1 通． 竪継紙． 
名主十左衛門裏書あり． 
1174(24) 
売渡申田地証文之事（中下田7 反1 畝4 分）． 
作成：喜兵衛，十三郎．  
1 通． 竪継紙． 
本文訂正，反古ヵ． 
1177 
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売渡申田地之事（反別計6 畝7 歩を金3 両にて）． 
明和 2 酉年 12 月日． 差出：西高橋村売主谷右衛門証

人庄右衛門名主裏書． 受取：十左衛門殿． 
1 通． 竪美紙． 
1019 
売渡し申畑手形之事（名所ふち之上，代金 1 両）；(附)添

書証文之事（清右衛門より買置きの証文地質入）． 
天保 5 年午ノ 3 月；(附)天保 7 年申 4 月 11 日． 差出：

売主清右衛門，請人清兵衛；(附)借主 宇左衛門，請人 

清七． 受取：村 清七殿；(附)当村 文治郎殿． 
1 通． 竪継紙． 
本紙奥に証文(附)を貼り継ぎ． 
○奉公人請状 

1187(1) 
御請状之事（くに，身代金甲金1 両2 分借用）． 
文化 14 丑年 12 月． 差出：山梨郡小瀬村奉公人くに

(印)，同村人主善兵衛(印)，同証人仁重(印)． 受取：西

高橋村与三郎殿． 
1 通． 竪美継紙． 
くには-2 の幸兵衛妻ヵ（押印一致）． 
1187(2) 
御請状之事（幸兵衛，身代金1 両3 分借用）． 
文化14丑年12月． 差出：山梨郡小瀬村奉公人幸兵衛

(印)，人主善兵衛(印)，証人仁重(印)． 受取：西高橋村

与三郎殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1187(3) 
引請状之事（六百右衛門，身代金甲金2 両借用）． 
文政 8 酉年 12 月． 差出：山梨郡西高橋村奉公人六百

右衛門(印)，人主安兵衛(印)，証人恒八(印)． 受取：当

村金兵衛殿． 
1 通． 竪美継紙． 
 
1187(4) 
御請状之事（弥兵衛，身代金甲金1 両1 分借用）． 
文政8酉12月． 差出：山梨郡朝気村奉公人弥兵衛(印)，

人主弥七(印)，証人作右衛門(印)． 受取：西高橋村金

兵衛殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1187(5) 
御請状之事（政，身代金甲金1 分2 朱借用）． 
文政 8 酉 12 月． 差出：当郡板垣村奉公人女政代人主

半兵衛(印)，証人新助(印)． 受取：西高橋村金兵衛殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1187(6) 
御請状之事（与吉，身代金甲金2 歩2 朱借用）． 
天保4 巳12 月． 差出：市川大門村奉公人与吉(印)，人

主平三郎(印)，右同斷証人金次郎(印)． 受取：西高橋

村源一郎殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1187(7) 
御請状之事（武右衛門，身代金甲金1 両借用）． 
天保 9 戌年 12 月． 差出：七沢村百姓奉公人武右衛門

(印)，人主由兵衛(印)，西高橋村証人常八(印)． 受取：

西高橋村金兵衛殿． 
1 通． 竪美継紙． 

3.山梨郡川田村 

1193 
乍恐以書付奉願上候（川田村源之丞より甲府竪近習町

家持伊兵衛江相掛る質地出入，源之丞先祖より和戸村

に所持の出作高の件）． 
天保14卯年9月． 差出：（佐々木道太郎御代官所甲州

山梨郡川田村名主願人）源之丞． 受取：石和御役所． 
1 通． 竪美継紙． 

4.山梨郡鎮目村 

1188 
乍恐以書付奉願上候（去巳年大凶作のため貯穀御下割

渡・御救扶食年賦返上納拝借につき）． 
天保5午年2月． 作成：鎮目村百姓代[空欄]，同[空欄]，

長百姓 佐兵衛，傳右衛門，市左衛門，小左衛門，名主

代 十右衛門．  
1 通． 竪美継紙． 
巻上ヶ部分破損． 

5.八代郡市川大門村 

1195 
乍恐以書付願上奉候（市川大門村友右衛門弟仁十郎勘

当帳外につき）． 
丑 3 月． 差出：市川大(ママ，「門」欠)村長百姓友右衛

門，親類惣代又左衛門，同忠二郎． 受取：市川御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
破損． 

6.巨摩郡西嶋村 

1179 
御普請乗組請負定書之事（笛吹川通川除并濁川通浚御

普請につき）． 
安永4未年4月． 差出：西之嶋 惣代金兵衛[ほか3名]． 

受取：御名主中． 
1 通． 竪美継紙． 
もと差出「西之嶋村 惣百姓」とあるも線引き． 

 



6.収集史料 7.信濃国 1.小諸牧野家  〔355〕 

7.信濃国 
 

 本項目下の資料には，町田良一の調査範囲や，それ以前の町田家の活動・関係網の範囲があらわれている．町

田良一以外の代々の町田家の者により収集された分は，区別のため第1次項目1.町田家下の1.親族・交際/4.生活諸

事へ示すことに努めたので参照されたい．判断がつかず本項目や8.諸原本，9.写本等に残った部分があると思われ

るため，注意が必要であり，利用による解明と教示を乞う次第でもある． 

 

1.小諸牧野家 

598-1 
[西丸御奏者番当番日記]． 
（明和4ヵ）亥年2月28日． 差出：内藤大和守． 受取：

［    ］守様． 
1 通． 竪継紙． 
天栄院御法事（秋元但馬守香典持参）． 
598-2 
[西丸御奏者番当番日記]． 
申年6月16日． 差出：[欠損]  ． 受取：牧野遠江守． 
1 通． 竪継紙． 
将軍麻疹． 
598-3 
[御奏者番当番日記]． 
3 月18 日．  
1 通． 竪継紙． 
紀伊殿常陸介殿，若君御対顔につき登城． 
598-4 
[西丸御奏者番当番日記]． 
亥年9 月17 日．  
1 通． 竪継紙． 
日光御門跡祈祷御礼の使者明静院を差し上げる． 
598-5 
(前欠)[西丸御奏者番当番日記]． 
5 月10 日．  
1 通． 竪継紙． 
598-6 
[御奏者番当番日記]． 
1 通． 竪継紙． 
将軍御酒湯召される件． 
598-7 
(前欠)[御奏者番当番日記]． 
（天明3 年ヵ）7 月14 日．  
1 通． 竪継紙． 
上野至心院霊屋参詣ほか． 
598-8 
[諸大名石高覚]． 
1 通． 横切継紙． 
595 

[亥二月十三日西丸奏者番日記]． 
（明和 4）亥年 2 月 13 日． 差出：戸田長門守（忠言）． 

受取：牧野遠江守(康満）． 
1 通． 横切継紙． 
上部破損あり． 
596 
(前欠)[丑十二月三日西丸御奏者番当番日記]（今夜外

桜田辺出火につき周防殿登城の件ほか）． 
（明和 6）丑年 12 月 3 日． 差出：松平伊豆守（信礼）． 

受取：牧野遠江守(康満）． 
1 通（2 通貼継）． 横切継紙． 
2 通の同日付日記を貼継ぎ． 
594 
[申六月十七日西丸奏者番日記]（日光准后例月祈祷御

礼差上の旨，他）． 
（安永 5）申年 6 月 17 日． 差出：秋元摂津守（永朝）． 

受取：牧野遠江守(康満）． 
1 通． 横切継紙． 
虫損 
593 
[申六月十八日西丸奏者番日記]（立花左近将監，延引

の端午節句祝儀差上，他）． 
（安永 5）申年 6 月 18 日． 差出：仙石越前守（政辰）． 

受取：牧野遠江守（康満）． 
1 通． 横切継紙． 
592 
[七月十五日御本丸奏者番日記]（日光門跡・増上寺方

丈盆料御礼登城のこと他）． 
（天明 3）卯年 7 月 15 日． 差出：松平伊予守（資承）． 

受取：牧野遠江守（康満）． 
1 通． 横切継紙． 
597 
[辰五月十四日西丸御奏者番当番日記]（西丸御書院番

組入人の御礼のこと，他）． 
（天明 4）辰年 5 月 14 日． 差出：青山大膳亮（幸完）． 

受取：牧野遠江守（康満）． 
1 通． 横切継紙． 
590 
[鍋島治茂書状]（奏者番仰せ付けられるにつき祝儀とし

て太刀・馬代進上の旨）． 
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