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（寛政10年ヵ）7月19日． 差出：松平肥前守治茂(花押)

〔佐賀藩主鍋島治茂〕． 受取：牧野内膳正様． 
1 通． 竪折紙． 
589 
（公方様大納言様より樽肴拝領につき礼状）． 
（寛政年間）6 月 22 日． 差出：紀伊中納言 治寳(花押)

〔和歌山藩主徳川治寳〕． 受取：牧野内膳[正]（牧野康

儔）． 
1 通． 竪折紙． 
大奉書使用． 
591-1 
（若君様御誕生祝儀として井伊掃部頭亭へ老中招請の

件覚）． 
9 月13 日．  
1 通． 横切継紙． 
591-2 
[九月十三日江戸城中日記]． 
1 通． 横切継紙． 
○長岡本藩関係(ヵ)  

459 
寛政十二 年也(ヵ) 長岡并江戸 分限帳． 
寛政12 年．  
1 冊． 竪美半（一ツ綴）． 
汚損（水損・カビ），下部破損． 
○小諸藩家臣(ヵ)  

548 
文政八乙酉九月十一日`より`同九丙戌年迄 御番頭

［勤役日記]． 
文政8 年9 月11 日～文政9 年12 月28 日． 作成：（昌

左衛門）．  
1 冊． 竪美半（二ツ綴）． 
表紙から袋綴折目部分破損・汚損大．挟込み文書多数．作成は

本文から推定． 

2.岩村田藩（または藩領村々） 

○全体（または不明） 
900 
預り申金子之事（金 100 両，御殿御普請金仰付けの調

達金として，年1 割5 分利足）． 
天明元丑年 12 月． 差出：池田清兵衛(印)，望月要蔵

(印)[ほか 2 名]． 受取：岩村田村 大黒屋彦兵衛殿． 
1 通． 竪美． 

○村役人勤方改 
665 
乍恐以書付奉申上候（御初知入以来引続村役勤務の者

改めに際し仙石越前守家臣より帰農し佐左衛門新田を

開発した先祖の由緒・名主世襲由来等につき）． 
享和2戌年8月． 差出：中地村 名主 新十郎(印)． 受

取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
671 
差上申村役引続書上之事（御初知入以来引続き村役勤

務の者の就任状況等につき）． 
享和2年戌ノ8月． 差出：式部新田村 名主 代助(印)，

組頭 繁右衛門(印)，同断 七郎左衛門(印)，同断 庄三

郎(印)，百姓代 喜兵衛(印)，同断 久米右衛門(印)． 受

取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
672 
乍恐御尋ニ付以書付奉申上候（引続き勤務の村役人と

して当時名主・組頭2 名分就任状況・由緒等書上）． 
享和 2 年戌 8 月． 差出：中地村 名主 新十郎(印)，組

頭 五郎右衛門(印)，百姓代 勘右衛門(印)． 受取：岩

村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
文中朱筆点あり． 
673 
乍恐以書付奉申上候（御領分になり引続き村役勤務の

者御糺し触につき当時村役人先祖由緒・就任状況等書

上）． 
享和 2 年戌 8 月． 差出：中居村 名主 善左衛門(印)，

与頭 庄左衛門(印)，同断 半三郎(印)，百姓代 長右衛

門(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
674 
村役引続勤書上之事（当時村役人勤務・就任状況）． 
享和2 壬戌年8 月． 差出：抜井村名主 勘左衛門(印)，

組頭 又兵衛(印)，同断 利兵衛(印)，同断 惣兵衛(印)，

百姓代 清左衛門(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
「利兵衛」記載中に朱筆点あり． 
675 
御尋ニ付以書付申上候（御先代殿様より当時まで引続

き村役勤めた者書出すよう仰渡しにより三代村役勤務

の者書上につき）． 
享和2年戌8月． 差出：佐久郡中小田切村 名主 善兵

衛(印)，組頭 平右衛門(印)，同断 甚兵衛(印)，同断 八

郎右衛門(印)． 受取：岩村田 御役所． 
1 通． 竪美． 
678 
乍恐以書付奉申上候（村役人勤務就任状況等につき）． 
享和2 年戌8 月． 差出：市村名主 甚五左衛門(印)，同

所組頭 七右衛門(印)，同断 房右衛門(印)，同断 源左

衛門(印)，同断 市左衛門(印)，同断 源右衛門(印)，百

姓代 半左衛門(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
681 
差上申書付之事（当役村役人先祖よりの勤務就任状況
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等につき）． 
享和 2 年壬戌 8 月． 差出：三河田村 名主 郡右衛門

(印)，組頭 長左衛門(印)，同断 弁蔵(印)，百姓代 小右

衛門(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏朱筆「三河田」． 
684 
差上申書付之事（殿様御入国より引続き勤務の村役人

御尋ねのところ宝暦12年より廻り名主の由ほか村役勤

務就任状況等につき）． 
享和 2 年戌 8 月． 差出：下平尾村 名主 七左衛門(印)，

組頭 半弥(印)，同 小三郎(印)，同 勘次郎(印)，百姓代 

丈助(印)，同 利七(印)，同 藤五郎(印)，同 八兵衛(印)． 

受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏上「下平尾 色役」．本文中に朱筆点，貼紙注記等あり． 
683 
村役御尋ニ付奉書上候（当役名主組頭先祖よりの勤務

就任状況等につき）． 
享和2年戌9月日． 差出：上平尾村 名主 六郎右衛門

(印)，組頭 金四郎(印)，同 久七(印)，同 与左衛門(印)，

同 与五郎(印)，同 与兵衛(印)． 受取：岩村田 御役所

様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏上朱筆「上平尾」． 
666 
御尋ニ付書付を以奉申上候（御初知の節名主勤めるも

当時本陣庄右衛門につき）． 
享和 2 戌年 9 月． 差出：小田井村 名主 孫右衛門(印)，

同 傳兵衛(印)，問屋 八郎右衛門(印)，同 治部右衛門

(印)，組頭 治郎右衛門(印)，同 喜右衛門(印)[ほか組頭

8 名連印]． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
669 
覚（殿様御初知入前後より村役人就任状況・略歴書上）． 
享和 2 年戌 9 月． 差出：猿久保村 名主 清九郎(印)，

組頭 領右衛門(印)，同 久兵衛(印)，百姓代 惣左衛門

(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏上朱筆「猿久保」． 
676 
村役引続勤書上事（利兵衛名主役・組頭役廻り役にて

勤務）． 
享和2 年壬戌9 月． 差出：抜井村名主 勘左衛門(印)，

組頭 又兵衛(印)，同断 利兵衛(印)，同断 宗兵衛(印)，

百姓代 清左衛門(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美． 
674 にて利兵衛分記載に問題あり再提出したものヵ． 
677 
乍恐書付を以奉申上候（御領分になり引続き村役勤務

の者御尋ねにつき当時村役人分書上）． 
享和 2 年戌 9 月． 差出：平塚村 名主 清左衛門(印)，

組頭 清七(印)，同断 傳右衛門(印)，百姓代 市兵衛

(印)． 受取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏上「平塚 村役」 
679 
覚（当役村役人先祖よりの勤務就任状況等につき）． 
享和 2 戌年 9 月． 差出：上丸子村 名主 文右衛門(印)，

組頭 安左衛門(印)，同 久左衛門(印)，同 藤三郎(印)，

同 伴右衛門(印)，百姓代 冨右衛門(印)，同 忠右衛門

(印)． 受取：岩村田 御会所様． 
1 通． 竪美継紙． 
680 
当御領分ニ罷成候以来引続名主役相勤罷在候役奉申

上候（歴代名主就任者名書上）． 
享和2戌年9月． 差出：中丸子村 名主 民蔵(印)． 受

取：岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美． 
682 
御尋ニ付書付を以申上候（当役名主問屋組頭の勤務就

任状況等書上につき）． 
享和 2 戌年 9 月． 差出：小田井村 名主 孫右衛門

(印)[ほか名主 1 名連印]，問屋 治部右衛門(印)[ほか問

屋1 名連印]，組頭 与五右衛門(印)[ほか組頭9 名連印]，

百姓代 兵右衛門(印)[ほか百姓代 1 名連印]． 受取：岩

村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏上「小田井」 
668 
以書付申上候御事（役義勤め御糺しにつき百姓代五名

分就任状況等改め）． 
享和 2 戌年 10 月． 差出：岩村田名主 由次郎(印)，同 

貞之助(印)，組頭惣代 永助(印)． 受取：岩村田 御役

所様． 
1 通． 竪美継紙． 
670 
御尋ニ付奉書上候（当時村役人 13 名分村役勤務・就任

状況等につき）． 
（享和 2 年ヵ）． 差出：小縣郡飯沼村 名主 八太郎「出

府ニ付印形不仕候」，与頭 八郎右衛門(印)，同 忠次郎

(印)[ほか組頭9名連印]，百姓代 忠右衛門(印)． 受取：

岩村田 御役所様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏下「飯沼」．差出のうち，無加印記載は付箋，組頭 1 名貼紙

にて訂正． 
685 
先租代々名前書上（御尋につき七郎次先祖五名分）． 
文化6巳年7月． 差出：抜井村 百姓 七郎次(印)． 受

取：当村 御名主衆中． 
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1 通． 竪紙． 
○裁許書類改 

1388-5(1) 
覚（元和二年御老中様方御連印御証文請取）． 
天保11子年6月24日． 差出：小泉八右衛門(印)． 受

取：岩村田町 甚四郎方． 
（1 通）． 竪紙． 
(2)・(3)端へ鰭付様に貼付，(2)・(3)を包む包紙．差出押印抹消． 
1388-5(3) 
覚（軽井沢・沓掛ほか諸宿村入会御裁許絵図御表書 1

枚ほか 3 件裁許書類書上）． 
（嘉永2 年以後）．  
（1 通）． 横美切継紙． 
嘉永2 年御調の節に差出． 
1388-5(4) 
覚（元禄 5 年 3 月御絵図本書 1 枚・下書 1 枚ほか 3 件

御裁許書類，公儀御調による差出しにつき請取）． 
天保11子年． 差出：岩村田 役所(印)． 受取：市村 名

主方． 
（1 通）． 横美切継紙． 
(3)末尾に貼継ぎ． 
1388-5(5) 
（小田井・長土呂ほか各村差出の書類通数書上）． 
卯10 月3 日．  
（1 通）． 横美切紙． 
(4)末尾に貼継ぎ．写ヵ． 
1388-5(6) 
覚（小田井・前田原・長土呂 3 ヶ村湯川用水論寛延元年

8 月御裁証文本紙・写各1 通につき）． 
（1 通）． 横美切紙． 
(5)末尾に貼継ぎ．(4)記載一部本紙端にあり，写ヵ． 
○佐久郡式部新田・抜井村差紙一件 

1139-163 
（式部新田村組頭・神主・百姓等および抜井村百姓等申

渡につき呼出状）． 
2 月 8 日． 差出：浮末彦三(印)． 受取：式部新田村・抜

井村名主中． 
1 通． 横美切継紙． 
1139-165 
覚（当人喜左衛門・甚之丞ほか当人・親類・組合名前書

上）． 
1 通． 横美切継紙． 

3.小県郡本海野村 

463 
寛政九丁巳年 十月朔日 小泉村変死一件控． 
寛政 9 丁巳年 10 月朔日． 差出：（田中組本海野宿庄

屋・変死人娘聟）彦左衛門(印)，同人女房 かの；（奥書）

田中組割番 十兵衛，本海野宿庄屋 利左衛門(印)，同

村組頭 弥右衛門(印)． 受取：落合井右衛門様，大橋

郡治様． 
1 冊． 竪半（一ツ綴）． 
522 
享和元辛酉年 六月 博奕御改小前印形帳 田中組 本

海野村（此度博奕一件につき）． 
享和元年酉 6 月． 差出：本海野百姓 善四郎(印)[ほか

117 名連印]；本海野問屋 藤田傳左衛門(印)，庄屋 彦

右衛門(印)，同断 利右衛門(印)，組頭 六左衛門(印)[ほ

か 3 名連印]，長百姓 儀左衛門(印)[ほか 3 名連印]；（奥

書）割番 竹内十兵衛，同断 桜井助三郎． 受取：瀧澤

文三郎様，鈴木覚助様． 
1 冊． 竪美（かぶせ綴）． 
綴部押印（庄屋彦右衛門印に同印）．控ヵ．虫損． 

4.小県郡飯沼村 

1354 
覚（戌御年貢前金五十両請取，元利とも小縣郡三ヶ村

御年貢のうちにて返済）；(附)（御年貢前金返済は三ヶ村

御年貢にて都合する旨奥書）． 
享保15 戌年7 月． 差出：若林武太夫(印)，池田清兵衛

(印)；（奥書）藤四郎(印)，三郎右衛門(印)，七左衛門(印)． 

受取：飯沿村 半平殿；(奥書)飯沼村 半平殿． 
1 通． 竪美． 
奥上に藁半紙の貼紙あり，昭和十二年二月付町田守道（静太）

氏注記．奥書の差出は三ヶ村の村役人ヵ． 
1108 
覚（御陣屋普請用金十両請取）． 
享保12 丁未年3 月． 差出：若林善兵衛(印)，梶田藤蔵

(印)，河合政之進[印]． 受取：飯沼村 名主 三郎右衛

門，半平． 
1 通． 竪美． 
877 
[金銀吹替につき達覚]（世上金銀不足ニ而通用不自由

のため触廻状）． 
元文元年辰5 月． 作成：岩村田役所．  
1 通． 竪継． 
写ヵ．上部焼損．内容（一部）：「此度金銀吹改被仰出候ニ付江

戸従屋鋪御触書致到来，村々為心得右御触書相写以廻状申聞

…」． 
894 
覚（去春中口入御用金45両2分永42文請取，年1割5

分利金にて当暮村方御年貢金より返済）． 
宝暦 4 戌年正月． 差出：小松郷右衛門(印)，若林武太

夫(印)． 受取：飯沼村 太右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
金額記載部に請取印・割印（差出若林武太夫印に同印）あり． 
895 
覚（去春中口入御用金30 両2 分永225 文請取，年1 割

5 分利金にて当暮村方御年貢金より返済）． 
宝暦 4 戌年正月． 差出：小松郷右衛門(印)，若林武太
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夫(印)． 受取：飯沼村 宗兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
金額記載部に請取印・割印（差出同印）あり． 

5.小県郡井子村 

793 
差上申口上之覚（糠地村・井子村両持の阿弥陀堂地を

糠地村持にしたき旨を糠地村のみから布引山釋尊寺へ

願い争論となったことにつき）． 
宝暦 12 年午 6 月 18 日． 差出：糠地村名主 市郎右衛

門(印)，同所組頭 新右衛門(印)，同断 権兵衛(印)，同

所百姓代 半兵衛(印)． 受取：御役所様． 
1 通（貼付罫紙とも）． 竪美継紙． 
本紙端上にペン書き「宝暦十二年 阿弥陀堂地争論 （糠地村と

井子村）」とある罫紙貼付（現在剥離）．印あるも各所に貼紙訂正

等あり，控ヵ．なお両村は小諸藩領． 

6.佐久郡八郡村 

1.検地・田畑改 
74 
寛文九年 酉ノ九月 信州佐久郡八郡村田畑起間酉年

改帳引へ 案内者 勘左衛門・三郎兵衛・七左衛門・小

平次． 
寛文9 年酉9 月． 差出：小澤吉右衛門，窪嶋吉左衛門，

高橋弥右衛門，廣瀬権右衛門． 受取：深谷庄右衛門． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
綴目に印．見返し左下に「小林勘解由」．裏見返しに後筆「寛文

九酉年`より`寛政四子年迄凡百二拾三年成ル」．あるいは寛政 4

年頃の写ヵ． 
73 
寛文十年 戌ノ九月 信州佐久郡八郡村起間田畑戌年

改帳 御縄帳之引へ 案内者 弥三郎・三郎左衛門・七

左衛門・吉右衛門 深谷庄右衛門． 
（寛文10年）戌9月． 差出：鷹野孫右ヱ門，廣瀬権右ヱ

門． 受取：深谷庄右衛門． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
綴目に印．見返し左下に「小林勘解由」．裏表紙に後筆「寛文十

戌年`より`寛政四子年迄百二十二年成ル」．あるいは寛政4年頃

の写ヵ． 
71 
元禄六年八月 信州佐久郡八郡村酉年新田畑改帳 御

縄帳引へ 案内者 傳右衛門・甚四郎・与惣兵衛・勘左

衛門（続けて「享保十一午十一月 御知行所 八郡村田

畑成并永川起帰り歩書上帳 別紙帳」あり）． 
（元禄6 年）酉8 月；（享保11 年「別紙帳」は，享保11 午

年 10 月の記載あり）． 差出：大月平助判，武井与次兵

衛判，鈴木甚左ヱ門判；（享保 11 年「別紙帳」は，八郡

村名主三郎兵衛ほか組頭2名・年番6名・百姓代1名連

署）． 受取：樋田五郎兵衛判；（享保11 年「別紙帳」は，

御知行所高野町御役所宛）． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 

綴目に印．裏表紙にも元禄 6 年改帳の表紙記載あり（表紙の繰

返し，なお裏表紙左下には「小林勘解由」の人名記載あり）．綴

の紙縒り破損． 
18 
宝永六年 巳八月拾六日 信州佐久郡八郡村巳御縄打

帳 松本三太夫 案内者 甚右衛門・勘左衛門・甚七郎 

壱冊． 
宝永6年巳8月16日． 作成：松木三太夫，岩波七郎右

衛門代 小沢八右衛門，松木三太夫代 遠藤五三郎；案

内者 甚右衛門，勘左衛門，甚七郎．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙元号記載左脇に「寛政四子年迄百六十四年成」．全体劣化．

後ろから 1～2 丁目間の綴目に押印． 
72 
安永七戌年八月改 信濃国佐久郡八郡村戌新田検地

御水帳 案内 忠右衛門・善四郎・安左衛門・三郎兵へ 

来子年高ニ入 御勘定方 高橋小兵衛印・小嶋條(ヵ)八

印． 
安永8亥年12月；文化14年写． 作成：御勘定方 小笠

原宗四郎(書印)．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙右上「子ノ高入新田」とあり，表紙右下に「文化十四丑年写」．

上部破損． 
2.年貢諸役 

624 
(前欠)（年貢皆済目録）． 
安永5申年3月． 差出：信州佐久郡八郡村名主忠右衛

門(印)，組頭善五郎(印)，同与五右衛門(印)，年寄仁右

衛門(印)[ほか 5 名]，百姓代源次郎(印)． 受取：高野町

御役所． 
1 通． 竪継紙． 
丸山与一右衛門，大岡臺助裏書あり． 
627 
申御年貢皆済目録． 
天保 8 酉年 2 月． 差出：大（原）左近(印)． 受取：八郡

村名主組頭百姓代． 
1 通． 竪継紙． 
端裏貼紙あり．名主勘左衛門． 
850 
覚（川々国役金請取）． 
未 11 月 14 日． 差出：川上金吾助手代武井正三郎(印)，

前田松三郎(印)． 受取：信州佐久郡八郡村納人勘左衛

門． 
1 通． 竪切紙． 
635 
午御取箇仮免状（佐久郡八郡村分）． 
1 通． 竪切紙． 

3.村定 
715 
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定書一札之事（当村用水不足のため村方相談にて大石

川より堰堀渡し水引取る旨，堰諸入用・普請諸入用割賦

方につき）． 
安永 8 亥年． 作成：佐久郡八郡村 村役人 三郎兵衛

(印)，同 安左衛門(印)，同 仁右衛門(印)，同 善四郎

(印)，同 忠右衛門(印)，同 喜兵衛(印)，百姓代 要助

(印)，同 武右衛門(印)[ほか 63 名連印]．  
1 通． 竪継紙． 
端上朱筆「安永八年用水堰 定書 八郡村 大石川」（後筆）． 

4.村入用夫銭帳 
23 
文化四卯年三月 信濃国佐久郡八郡村入用夫銭帳． 
文化4卯年3月． 差出：信州佐久郡八郡村 小前 忠右

衛門(印)[ほか 77 名，入作 4 ヶ町村 1 寺 11 名連印]，枝

郷大石 百姓代庄之丞(印)，組頭三郎左衛門(印)，名主

与惣兵衛(印)，百姓代甚右衛門(印)，組頭七左衛門

(印)[ほか組頭 6 名連印]，名主甚三郎(印)；(奥書)中之条

御役所(印)． 受取：恩田新八郎様 中之条 御役所． 
1 冊． 横長美（かぶせ綴）． 
綴目に印（名主印および中之条御役所印）．裏表紙欠，虫破損

大． 
59 
弘化五申年三月 信濃国佐久郡八郡村入用夫銭帳． 
弘化 5 申年 3 月． 差出：佐久郡 八郡村 小前 軍兵衛

(印)[ほか47名，枝郷大石小前33名連印]，入作 中畑村 

清兵衛(印)[ほか 5 名，2 村 8 名連印]，枝郷大石 組頭 

傳内(印)[ほか 5 名連印]，本村 百姓代 喜兵衛(印)，組

頭 文左衛門(印)[ほか 5 名連印]，名主 勘左衛門(印)． 

受取：川上金吾助様 中之条 御役所． 
1 冊． 横長美（かぶせ綴）． 
綴目に印．汚損・破損大．中之条御役所の確認の奥書，押印

（割印とも）． 
5.組頭交替 

689 
乍恐以書付奉願上候（組頭役退役願）． 
文政 3 辰年 12 月． 差出：佐久郡八郡村願人組頭甚三

郎，名主七左衛門，組頭太兵衛[ほか5名]，百姓代久之

□． 受取：川崎平右衛門様御影御役所． 
1 通． 竪継紙． 
693 
乍恐以書付奉申上候（組頭交替につき承認願書）． 
弘化4未年8月． 差出：八郡村技郷大石願人与頭市郎

右衛門，引請人百姓安右衛門，小前一同，組頭傳四郎． 

受取：川上金五郎助様中ノ条役所． 
1 通． 竪紙． 
袖朱筆「八郡村枝郷大石」（後筆）とある． 

6.夫食拝借 
855 
乍恐以書付奉願上候（種籾代・夫食代拝借願）． 

天保7 申年10 月． 差出：佐久郡下畑村七郎左衛門[ほ

か 2 名]，上畑村名主重右衛門[ほか 2 名]，馬越村名主

善之丞[ほか 2 名]，八郡村名主勘左衛門[ほか 2 名]． 

受取：大原左近様中之条御役所． 
1 通． 竪継紙． 
天部・地部欠損． 
856 
乍恐以書付奉願上候（夫食御手当拝借願）． 
天保 8 酉年 2 月． 差出：佐久郡八郡村名主勘左衛門

(印)，組頭喜兵衛(印)[ほか 5 名]，百姓代久之丞(印)，大

石組頭又右衛門(印)，同伊右衛門(印)，百姓代傳内(印)． 

受取：大原左近様中之条御役所． 
1 通． 竪継紙． 

7.幕領村々訴願 
644 
乍恐以書付奉願上候（去る巳年よりの違作，当年雨天・

冷気・大風雨による凶作，夫食難渋飢渇のため田畑方

とも御年貢引方・年賦上納仰せ付けられたく中之条代

官所管下村々一同歎願）． 
天保 7 申年 10 月． 差出：佐久郡沓沢新田 名主 源吉

[ほか 18 ヶ村名主 20 名連署]，小県郡和田村 名主 彦

右衛門[ほか 11 ヶ村名主 13 名連署]，埴科郡中之条村 

名主 安右衛門[ほか 13 ヶ村名主 13 名連署]，更級郡 

名主 久左衛門，水内郡 壱人． 受取：大原左近様 中

之条 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
下部破損．端朱筆「天保七申年凶作代官所へ聯合願書」（後

筆）． 
8.用水出入 

546 
[絵図]（信州佐久郡上畑・中畑・下畑村々用水路新堀目

論見絵図控）． 
天明元丑年 4 月． 差出：信州佐久郡上畑村 名主 三

郎兵衛，与頭 甚左衛門，百姓惣代 与頭 徳右衛門，中

畑村 名主 久兵衛，組頭 長左衛門，松平丹波守御預

所 同国同郡下畑村 名主 武兵衛，与頭 十左衛門． 

受取：遠藤兵右衛門様 御影 御役所． 
1 舗． 55.5×58.8cm． 
716 と関係． 
716 
乍恐以返答書奉申上候（八郡村堰用水堀につき上畑

村・中畑村・下畑村より差障りの訴えに対し八ヶ嶽のう

ち字八郡山山元是非ほか 4 ヶ条）． 
天明元丑年 4 月． 差出：信州佐久郡八郡村 名主 安

左衛門，組頭 三郎兵衛，百姓代，山守 七左衛門，山

守 与惣兵衛． 受取：遠藤兵右衛門様 御影 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
上部焼損・破損．端に関連（または別）文書の末尾（年代記載・

差出・宛名）あり（切断前ヵ）．差出部分は奥で地から天へ向かっ
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て横転して記載． 
92 
文化十四丑年八月日済 日景堰出入訴訟書并同済口

扱証文写（公事銘：用水川上ニ而締切候出入，訴訟方：

八郡村，相手方：中畑村・大窪村・下畑村・高野町村[以

上各村，川崎平右衛門御代官所]・上村・同所新田[以上

各村，松平縫殿頭様御領分]）． 
文化14 年8 月．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙右上「堰済口扱証文写」，同左上「堰済口扱証文同願書」，

同右端「堰済口証文入」．見返し左下「吉郎兵衛造書案文也」

（同人は八郡村組頭）． 
9.大石出入 

75 
文化十二亥年八月三日御請済 大石出入御裁許御請

証文之写． 
文化 12 亥年 8 月 3 日御請． 差出：元吉川永左衛門当

分預り所当時川崎平右衛門御代官所 信州佐久郡八郡

村枝郷大石 百姓弐拾人惣代 訴詔方 安左衛門印，傳

四郎印，論外七人惣代 清次郎印，組頭 三朗右衛門印，

相手方 死失致候名主与惣兵衛忰 与五郎爪印，百姓 

政右衛門印，八郡村名主七左衛門無印，組頭太忠同，

同太兵衛同［ほか組頭 4 名略］右惣代 七左衛門印，甚

三郎印，惣百姓代 権右衛門印，宿屋 橋本町家(ヵ)喜

屋本村役人留，小石川春日町 大坂屋与五郎（ヵ，破

損）宿大石宿，馬喰町[空白]． 受取：御屋敷麻布 御勘

定奉行 岩瀬加賀守様御懸り 御奉行所様，評定所御立

会衆 奥村源太郎様，高橋平作様，松村千太様，後藤栄

蔵様，御代官 川崎平右衛門様 御勘定奉行御屋敷麻

布島居坂． 
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
76 
文化十二年 亥八月日 八郡大石出入 訴状・済口 写 

佐々木太仲（文化7年正月付枝郷大石百姓20人惣代2

名中之条役所宛願書，文化12 年8 月3 日付「一村御検

地争論済口証文之事」）． 
文化12 年8 月日．  
1 冊． 堅半（三ツ綴）． 
「済口証文」差出は 75 に同じ，同宛先は「御奉行所様，奥村源

太郎様，高橋平作様，山本三保助様」． 
810 
乍恐以書付奉申上候（下書，枝郷百姓代安左衛門本村

ニ対し不為の義旨趣箇条書）． 
天保8 酉年3 月． 差出：佐久郡八郡村名主勘左衛門，

組頭安兵衛[ほか 5 名]，百姓代久之丞，枝郷大石組頭

伊右衛門[ほか 1 名]，百姓代伝内． 受取：大原左近様

中之条御役所． 
1 通． 竪継紙． 
812 
乍恐以書付奉申上候（技郷百姓代安左衛門出入，上野

国砥石荷物諏訪郡へ継送り等につき）． 
天保8 酉年3 月． 差出：佐久郡八郡村名主勘左衛門，

組頭喜兵衛，百姓代久之丞，枝郷大石組頭又右衛門． 

受取：大原左近様中之条御役所． 
1 通． 竪継紙． 
691 
書付を以奉願上候（八郡村枝郷大石組の百姓代を安右

衛門から与右衛門に仰せつけられたく）． 
天保 8 酉年 4 月 20 日． 差出：信州佐久郡八郡村名主

勘左衛門，組頭三郎兵衛，安右衛門[ほか3名]，百姓代

忠左衛門，右六人惣代組頭喜兵衛[ほか 1 名]，同村枝

郷大石七人組組頭伊右衛門． 受取：中之条御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
645 
乍恐以書付奉申上候（枝郷役人取縺一件につき本村役

人書上）． 
天保 8 酉年 4 月． 差出：八郡村本役人． 受取：中ノ条

役所． 
1 通． 竪継紙． 

10.諸帳面印形滞り一件 
646 
差上申済口証文之事（八郡村役人より枝郷大石組頭小

平治へ掛かる諸帳面印形差滞り一件雑用につき）． 
天保14卯年7月． 差出：佐久郡八郡村名主安右衛門，

役人惣代吉郎兵衛[ほか 1 名]，枝郷大石組頭三郎左衛

門，小前惣代百姓久左衛門，枝郷大石小前惣代百姓安

左衛門，枝郷大石組頭小平治[ほか右差添同 1 名]，相

手方宿与惣左衛門，願方宿源蔵． 受取：石井勝之進様

御役所． 
1 通． 竪継紙． 
破損． 
648 
乍恐以書付奉申上候（村方書類取調，村役人一同連印

にて差上につき）． 
弘化 2 巳年 6 月． 差出：八郡村枝郷組頭傳四郎[ほか

本村百姓代・与頭・名主等 8 名]． 受取：川上金五郎助

様・中ノ条役所． 
1 通． 竪紙． 

11.諏訪上州間荷物 
755 
差上申御請書之事（紀伊様御用途金御引当米一件より

切開道筋跡取締方につき）． 
弘化2 巳年5 月晦日，巳6 月6 日． 差出：信州佐久郡

上畑村役人代兼 高野町村 名主 文左衛門，同州同郡

八郡村 名主 勘左衛門． 受取：川上金吾助様 中之条 

御役所． 
1 通． 竪紙． 
下部破損． 
817 
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乍恐以書付奉御窺申上候（八ヶ嶽峰道諏訪上州間米・

砥荷物勝手に付送り等につき）． 
弘化 2 巳年 11 月． 差出：佐久郡八郡村 名主 勘左衛

門(印)，山守 組頭 吉郎兵衛(印)[ほか組頭 4 名連印]，

百姓代 七之丞(印)，枝郷大石 山守 組頭 国助(印)[ほ

か組頭 5 名連印]． 受取：川上金吾助様 中之条 御役

所． 
1 通． 竪美継紙． 
端朱筆「八ヶ嶽峯路諏訪郡上州間出入」（後筆）． 

12.入会山札出入 
725 
乍恐以始末書奉申上候（当村枝郷大石山守兼組頭五輔

が上畑村質屋へ入会山鑑札に紛らわしき品を質置く一

件につき）． 
嘉永元申年 4 月 18 日． 差出：信州佐久郡八郡村役人

惣代組頭勘左衛門，同断山守兼組頭吉郎兵衛． 受取：

川上金吾郎様中之条御役所． 
1 通． 竪継紙． 
端上朱筆「入会鑑札質入一件」（後筆）． 
727 
差上申御請之事（八郡山入会札，高野町村餘札引請停

止につき）． 
明治2巳年2月． 差出：当御取締所信州佐久郡八郡村

名主吉左衛門，組頭勘左衛門，同村大石組忠右衛門，

小前惣代庄左衛門． 受取：尾州様御取締中之条御役

所． 
1 通． 竪継紙． 

13.田畑林売渡等証文 
1007-5 
永代ニ売渡し申畑之事（御年貢に詰り名所つつみくぼ

下山畑売渡）． 
享保2 年酉ノ 3 月14 日． 差出：八郡村売主忠衛門(印)，

同所請人勘之丞(印)． 受取：同村友右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-15 
永代ニ売渡し申畑之事（御年貢皆済できず名所家ノ下

下畑売渡）． 
享保12年未3月10日． 差出：八郡村売主勘次郎(印)，

請人源助(印)，同勘左衛門(印)． 受取：同村勘之丞殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損． 
1007-14 
売渡し申畑之事（御年貢皆済できず名所家ノ下下畑売

渡）． 
享保19 甲寅3 月． 差出：岩水売主助右衛門(印)，請人

五兵衛(印)． 受取：八郡村左助殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-4 
永代ニ売渡し申田地之事（御年貢諸入用に詰り小柳前

田下畑売渡）． 
元文3年午3月20日． 差出：八郡村売主権左衛門(印)，

請人久左衛門(印)． 受取：同村佐助殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-19 
売渡し申田畑事（御年貢諸入用に詰り名所日向ほか

下々畑売渡）． 
元文4 年未3 月15 日． 差出：八郡村売主三之丞(印)，

請人弥二兵衛(印)． 受取：八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-3 
売渡申田地事（御年貢諸入用に詰り名所宮ノ前田地売

渡）． 
元文5 申2 月20 日． 差出：八郡村売主治右衛門(印)，

同所請人次郎兵衛(印)，同断清八(印)． 受取：同所八

郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
宝暦3 年の八郎左衛門裏書あり． 
1007-26 
永代売渡し申畑之事（御年貢諸役に詰り名所包久保山

畑売渡）． 
元文5年申4月23日． 差出：八郡村売主甚太郎，請人

甚右衛門，同断次兵衛． 受取：同村甚左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
八郡村甚左衛門より同村八郎左衛門宛奥書あり．中央部天地欠

損． 
1007-25 
売渡し申畑之事（御年貢に詰り名所つつミくぼ下々畑売

渡）． 
寛保元年酉 4 月． 差出：八郡村畑売主勘之丞(印)，同

所請人甚左衛門(印)，同断甚右衛門(印)． 受取：八郡

村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損． 
1007-24 
売渡し申畑之事（御年貢御役に詰り名所そり畑ヶ畑地

売渡）． 
寛保4年子ノ3月2日． 差出：本間村売主甚兵衛(印)，

八郡村請人治右衛門(印)，同所同断治兵衛(印)． 受

取：吉右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損あり．宝暦3 年，八郡村売主吉右衛門他1 名裏

書あり． 
1007-7 
永代ニ売渡し申屋敷手形之事（御年貢諸役に詰り下畑

売渡）． 
延享元年子ノ 3 月晦日． 差出：八郡村売主孫十(印)，

請人市助(印)，同市太郎(印)． 受取：同村八郎左衛門

殿． 
1 通． 竪紙． 
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1007-22 
永代ニ売渡し申山畑之事（御年貢詰り名所つつミくぼ山

畑売渡）． 
延享 2 丑年 3 月． 差出：八郡村畑売主甚右衛門(印)，

同所請人三郎左衛門(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損． 
1007-6 
売渡し申田地之事（御年貢諸入用に詰り名所前田田畑

売渡）． 
延享 4 年卯 3 月． 差出：八郡村田地売主新兵衛(印)，

同所請人治右衛門(印)． 受取：同所八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
天部欠損． 
1007-16 
永代ニ売渡し申屋敷之事（御年貢諸役に詰り名所古屋

敷家敷売渡）． 
延享5年辰3月10日． 差出：八郡村売主勘左衛門(印)，

同所請人甚左衛門(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損． 
1007-23 
売渡し畑之事（御年貢諸役に詰り名所日向道上ほか下

畑売渡）． 
延享 5 年辰 3 月． 差出：八郡村売主治右衛門(印)，同

所請人新兵衛(印)，同所同断伊兵衛(印)． 受取：村八

郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-12 
覚（田地代金2 両1 歩分受取）． 
寛延 3 年午ノ極月 8 日． 差出：八郡村次右衛門(印)． 

受取：八郎左衛門殿． 
1 通． 竪切紙． 
1007-10 
永代ニ売渡し申田地之事（御年貢諸入用に詰り名所堂

之前中田売渡）． 
寛延 3 年午ノ極月． 差出：本間村売主甚兵衛(印)，請

人惣四郎(印)，八郡村請人佐右衛門(印)． 受取：八郡

村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-13 
売渡し申畑之事（御年貢諸入用に詰り名所日向下々畑

売渡）． 
寛延 4 年未 3 月． 差出：八郡村売主武右衛門(印)，同

所請人新兵衛(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
中央部天地欠損あり． 
1007-17 
売渡し申林之事（御年貢に詰り名所岩宮林売渡）． 
宝暦元年未之極月． 差出：八郡村林売主甚右衛門(印)，

請人傳五右衛門(印)，同所甚兵衛(印)． 受取：同村八

郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-20 
売渡し申田畑林之事（御年貢諸入用に詰り名所日向ほ

か田畑林売渡）． 
宝暦2年申ノ3月． 差出：八郡村売主権左衛門(印)，受

人善四郎(印)，口入折右衛門(印)． 受取：同村八郎左

衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
天部破損． 
1007-11 
売渡し申田畑之事（御年貢諸入用に詰り名所小在家ほ

か畑地売渡）． 
宝暦 4 年戌 3 月． 差出：八郡村売主新兵衛(印)，同所

請人武右衛門(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-27 
永代ニ相渡し申荒間之事（御年貢御役に詰り名所月よ

原山畑売渡）． 
宝暦6年子3月20日． 差出：上畑村売主八左衛門(印)，

請人弥五兵衛(印)． 受取：八郡村勘左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
天部破損．勘左衛門より八郎左衛門宛奥書あり． 
1007-18 
売渡し申畑之事（名所日向あれま山畑売渡）． 
宝暦 6 年子ノ後 11 月． 差出：八郡村売主新兵衛(印)，

同所請人武右衛門(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-21 
売渡し申田地之事（名所芝林道上田田畑，場所双方勝

手合を以永代売替）． 
宝暦 9 卯年 3 月． 差出：八郡村売主吉太郎(印)，請人

喜右衛門(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
破損． 
1007-9 
売渡し申田之事（御年貢諸役に詰り名所小在家下々畑

売渡）． 
明和4亥年3月15日． 差出：八郡村売主勘右衛門(印)，

請人，孫治郎(印)． 受取：同村藤蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-8 
売渡し申田地手形之事（御年貢諸入用に詰り名所日向

道上ほか下下畑売渡）． 
明和5年子ノ3月． 差出：八郡村売主藤蔵(印)，同所請

人源助(印)． 受取：同村八郎左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1012 
組替申手形之事（拙者持分つ々み久保林と貴殿持分名
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所田頭林組替）． 
安永6 酉年10 月． 差出：八郡村林主久兵衛(印)，同所

請人久之丞(印)，立合人新五右衛門(印)． 受取：同所

忠右衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-2 
売渡申屋敷之事（年貢諸入用に差詰，本口屋敷畑売

渡）． 
安永8 年亥3 月． 差出：佐久郡八郡村売主忠右衛門，

同所請人新五右衛門． 受取：同所安左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1007-28 
[文書断簡]． 
1 通． 小紙片． 
「人一同江」． 

14.奉公人 
1045 
相定申人請状之事（よふ女，身代金2 両2 朱，1 年季奉

公）． 
天保 7 戊申年 2 月日． 差出：八郡村 （空白），同所 

（空白）． 受取：上小田切村 藤左衛門殿． 
1 通． 竪美． 
上下破損．端上朱筆「人受状 上小田切村藤左衛門」（後筆）． 

15.（近代）畑八村 
1037 
請取之証（南佐久郡畑八村大字八郡字日向畑 2 筆代金

160 円）． 
明治 38 年 9 月 17 日． 差出：南佐久郡畑八村 井出柳

吉(印)． 受取：仝郡仝村 小林五市殿． 
1 通． 竪紙． 
奥裏朱筆「明治三十八年 畑八村」． 

7.佐久郡入布施村梅渓院 

564 
[梅渓院縁起写]（梅渓院は黒田長政子松平忠之の室梅

渓院大秀妙貞大禅定尼開基，梅渓院舎弟幼名五郎は

後の小諸藩主松平憲良）． 
文化 14 丑年 11 月． 作成：柳沢与惣左衛門写之(花押)．  
1 冊． 竪半（四ツ目綴）． 
裏打ちし和本様に装丁． 

8.佐久郡上畑村 

114 
寛保三年亥四月 御普請所上畑村仕様帳． 
寛保3 年4 月．  
1 冊． 堅美（二ツ綴）． 
破損，下部欠損． 

9.佐久郡南相木村 

1.御触・廻状 
77 
天保十年 亥十月日 御廻状写帳 南相木村 名主 善

左衛門． 
天保10 年10 月（～天保11 年5 月）．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
93 
御触書之写［印]（「慶安二年丑二月廿六日」付触書・「寛

文八年御書附」・「寛政之度御書附」再令）． 
天保12 年丑ノ 10 月御触有之候．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
表紙押印印文「信州〈ヤマに市〉 佐久郡 相木村 中嶋」．汚損．

年代記載もと正月とあるも上から訂正． 
19 
天保十四年 卯十一月 御廻状扣帳 名主 善左衛門

（おもに御影郡中代ないし代官役所よりの廻状・触を収

める）；(附)覚（壽明君様当分助郷等人馬割賦差出につ

き順達触帳）． 
（天保14年11月24日～天保15年10月22日）；(附)（嘉

永2 年ヵ）． 作成：（南相木村中組名主 善左衛門）．  
1 冊（附1 通とも）． 堅半（二ツ綴）． 
裏表紙に「嘉永二年 申正月一日 御廻状写帳 紙数有合 中

組 名主 善左衛門」（年代記載ママ）．20～21 丁目間に横折紙

1 通(附)． 
172 
嘉永元年 申十二月日 御廻状写帳 名主 善右衛門． 
嘉永元年12 月．  
1 冊． 堅半（二ツ綴）． 
664 
（暴瀉病の療法の通達）． 
9 月6 日． 作成：南相木村中組．  
1 通． 竪継紙． 
端朱書「コロリ病注意廻文霜木村中組」（後筆）． 

2.国役金・郡中割 
851-1 
[川々国役金上納請取覚](1)覚（南相木村，去酉分）(2)覚

（南相木村，去戌分）． 
〔亥12 月〕；(1)戌12 月，(2)亥12 月． 作成：大原左近手

代 大羽建八[印]．  
1 通（2 通一括）． 竪切継紙． 
(1)と(2)を貼継ぎ（剥離），請取割印は(1)上部のみ． 
851-2 
（南相木村郡中割・内割請取）． 
亥12 月12 日． 作成：郡中代 芳二郎[印]．  
1 通． 小切紙． 
作成印文「御影 郡中代 請取」． 
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3.諸願書 
1106 
乍恐以書付ヲ奉申上候（当田方植付仕舞につき届）． 
嘉永 2 年酉 5 月． 差出：南相木村 名主 善左衛門(印)，

組頭 七兵衛． 受取：鈴木大太郎様 御影 御役所． 
1 通． 竪紙． 
845 
乍恐以書付ヲ奉願上候（写，猟師鉄砲譲渡につき）． 
嘉永 2 年酉 5 月． 作成：南相木村当人金兵衛[ほか 2

名]，北相木村譲請願人源三郎[ほか 3 名]．  
1 通． 竪紙． 
882 
乍恐書付ヲ以奉願上候（下書，藤左衛門跡式につき五

人組之者願書）． 
幕末． 作成：（南相木村）組合源之介，乙吉，嘉兵衛，

願人新右衛門，源之丞．  
1 通． 竪継紙． 

4.諸一件 
776 
乍恐書付を以御訴詔奉申上候（田鶴宮様御下向中山道

軽井沢宿助人足免除）． 
宝暦 12 年午 5 月． 差出：松平丹波守御預所信州佐久

郡小海村与頭友右衛門，北相木村名主源蔵，南相木村

名主嘉右衛門． 受取：御奉行所様． 
1 通． 竪継紙． 
上部破損．端朱筆「宝暦十二年田鶴宮様中仙道御下向軽井沢

助人足（助郷之外）免除願，小海村北相木村南相木村三ヶ村連

署」（後筆）ほか，また本文中朱筆（後筆）書込み．奥に下書の旨

記載． 
869 
[南相木村四郎右衛門願書]（造酒稼難渋のため滞りの

売掛貸金返済仰付につき）． 
天保 11 年子 4 月． 差出：御支配所南相木村 願人 四

郎右衛門，与頭 喜三郎． 受取：大原左近様 御影 御

役所． 
1 通． 竪美継紙． 
写ヵ． 
647 
乍恐以書付御慈悲奉願上候（旅芝居興行取調一件御下

げにつき）． 
天保 15 辰年． 差出：佐久郡 大日向村・下海瀬村・碕

田村・小海村之内中村・親沢・北相木邑・南相木邑・梓山

邑・御所平村・海ノ口村・松原村・鎰掛村・八那池村・馬

流村 〆拾六ヶ村御影新田郷宿四軒，内山邑 忠右衛門，

平賀新町 政右衛門． 受取：石井勝之進様 御影 御役

所． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏朱筆「佐久郡原村ニ於テ旅芝居興行役者召取慈悲願 天

保十五年」（後筆）． 

821 
乍恐書付を以御吟味下り奉願上候（南相木村百姓仙右

衛門，組頭清兵衛宅ニテ組合助左衛門に打擲致される

一件につき）． 
嘉永2年酉4月． 差出：佐久郡南相木村願人仙右衛門，

差添佐吉，組頭清兵衛，相手助左衛門，組頭五郎左衛

門[ほか1名]，名主善左衛門[ほか1名]． 受取：鈴木大

太郎様御影御役所． 
1 通． 横切継紙． 
883 
相定申議定書之事（新四郎跡式曲輪親類一同相談のう

え相続人取極めるも破談欠訴により親類一同相談のう

え諸入用差出につき）． 
安政2 卯年10 月． 作成：（南相木村）治郎右衛門(印)，

次郎左衛門(印)，善左衛門(印)，為八(印)，新左衛門(印)，

梅太郎(印)，権左衛門(印)，宇左衛門(印)，和助(印)，源

左衛門(印)，峰太郎(印)，覚右衛門(印)．  
1 通． 竪継紙． 
継目剥離．作成中「善左衛門」印鑑より南相木村と推定． 

5.村方騒動 
639 
定（御預所様へ御検地帳御渡しのところ名前等間違い

により出入におよんだ南相木村本枝郷の訳申争い三組

一統和談につき，奥書・奥裏書とも）． 
安永10丑年3月；(奥書・奥裏書)丑3月． 作成：佐久郡

南相木村組頭佐五右衛門[ほか 4 名]，年番名主浅右衛

門，与頭新五右衛門[ほか4名]，喜兵衛，年番名主直右

衛門，与頭久左衛門[ほか5名]，年番名主佐兵衛，与頭

半次郎，百姓代惣八[ほか 2 名]；(奥書)同村常源寺印；

(奥裏書)松平丹波守御預所役人中村久米太夫印．  
1 通． 竪継紙． 
688 
為取替議定書之事（小前より村役人不正訴上出入落着

ニ付議定，写）． 
文政 6 未年 11 月朔日． 作成：佐久郡南相木村百姓忠

太郎代兼訴訟人与吉印[ほか 2 名]，名主五郎右衛門印，

組頭甚右衛門印[ほか 8 名]，百姓代仁右衛門印[ほか 1

名]，判頭茂兵衛印[ほか 1 名]；為見合写置 清右衛門

(印)．  
1 通． 竪継紙． 
端裏「未六月出入取極書写」． 
649 
乍恐以書付ヲ奉申上候（南相木村政之助が検地帳を村

役人へ引き渡さないことにつき付口上書）． 
嘉永7寅年3月19日． 差出：五郎右衛門印，善左衛門

印，音右衛門印． 受取：鈴木大太郎様御影役所． 
1 通． 竪継紙． 
696 
乍恐以書付願上奉候（南相木村組頭喜三郎が夫銭帳を
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名主へ引き渡さないことにつき）． 
安政 2 卯年 10 月 3 日． 差出：南相木村名主善左衛門

(印)． 受取：森孫三郎様御影御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
695 と同内容． 
698 
乍恐以書付奉願［上候（破損）]（組頭新四郎跡式取立

願）． 
安政 2 卯年 12 月 4 日． 差出：南相木村名主善左衛門

(印)，百姓為八(印)[ほか 2 名連印]． 受取：森孫三郎様

御影御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
袖朱筆「安政年度」（後筆）．紙継目剥離． 
695 
乍恐書付ヲ以奉願上候（南相木村組頭喜三郎が帳面を

名主に渡さないことにつき）． 
安政 2 卯年 12 月． 差出：願人名主善左衛門． 受取：

御代官森孫三郎様御影御役所． 
1 通． 竪紙． 
697 
乍恐始末書ヲ以奉願上候（名主役交替が滞っているに

つき）． 
安政2卯年12月． 差出：南相木村治郎右衛門[ほか10

名]． 受取：森孫三郎様御影御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
奥朱筆「南相木村文書」（後筆）． 
699 
乍恐以始末書ヲ奉願上候（五人組判頭跡役取縺につ

き）． 
安政3 辰年4 月． 差出：願人治郎右衛門，親類惣代梅

太郎，差添組頭善左衛門． 受取：御代官森孫三郎様，

御領御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
700 
乍恐以書付奉願上候（組頭役取縺一件，梅太郎宅より

金子を持ち逃げした北相木村条右衛門ら 5 名の厳重な

る吟味願）． 
安政3 辰年6 月． 差出：南相木村願人梅太郎，差添組

頭善左衛門． 受取：御代官森孫三郎様，御領御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
650 
対談為取替議定之事（南相木村中・下両組出入落着に

際しての取極）． 
万延元申年9 月（万延4）丑.9 月． 差出：南相木村百姓

市三郎印，同忠太郎印，名主五郎右衛門印，組頭吉右

衛門印[ほか 8 名]，判頭元右衛門[ほか 6 名]，百姓代七

郎兵衛印[ほか 1 名]；（奥書）右市三郎子清右衛門(印)． 

受取：（奥書）善左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏「申十二月両組出入對談書写」． 

825 
乍恐以書付奉歎願候（差紙を頂戴しながら日延願遅延

のため察当を受けるにつき）． 
文久2戌年12月27日． 差出：南相木村善右衛門(印)，

同久左衛門(印)，宿七郎右衛門(印)． 受取：安藤伝蔵

様御影御役所． 
1 通． 竪継紙． 
702 
乍恐以返答書を奉申上候（村役人不正出入一件，安政

五年議定に署名していないこと，小前惣代にも同意して

いないことにつき）． 
慶応元丑年 9 月 16 日． 差出：右組頭善左衛門． 受

取：木利八右衛門様，御影御役所． 
1 通． 竪半継． 
701 
[組頭役取縺一件議定書](1)取極申一札之事（写，組頭

役取縺一件，名主役を組頭の者たちで月番で勤めるこ

との取極め）；(2)為取替申議定之事（写，同一件，下両

組が一組となること等の取極め）． 
慶応元丑年 9 月 24 日． 作成：南相木村小前惣代忠太

郎[ほか 1 名]，名主五郎右衛門，組頭青右衛門[ほか 7

名]；小前三二人惣代清右衛門[ほか 1 名]，名主五郎右

衛門，組頭青右衛門[ほか 2 名]，清七[ほか 4 名]．  
1 通． 竪美継紙． 
袖上朱筆「南相木村」（後筆）．(1)文中「別紙」が(2)に該当． 
651 
差上申済口証文之事（村役人不正出入済口証文）． 
慶応元丑年． 差出：当御代官所信州佐久郡南相木村

中下両組小前三拾壱人惣代清右衛門兼 訴詔人忠太

郎，下組名主五郎右衛門，組頭久左衛門[ほか3名]，相

手 右代兼名主五郎右衛門，中組組頭青右衛門[ほか 2

名]，相手右代兼組頭青右衛門，相手同善左衛門，右差

添喜六． 受取：甘利八右衛門様御影御役所． 
1 通． 竪美継紙． 
703 
乍恐以書付ヲ奉願上候（組頭役退役願）． 
慶応 3 卯年 3 月． 差出：右善左衛門(印)，差添組頭七

兵衛． 受取：松本直市郎様，御影御役所． 
1 通． 竪紙． 
663 
(前欠)（南相木村三組取縺一件，江戸出訴の後帰村し

御影御役所へ召出されたこと，ほか）． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱書「三組訴訟」（後筆）．欠損． 

6.造酒蔵・造酒株 
1021 
[造酒蔵売渡証文]． 
[天保7 年～10 年]．  
[6 通]． [一括]． 
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1021-1 
売渡造酒蔵屋敷添証文之事（〆代金 60 両，年貢・諸入

用に差詰り）． 
天保 7 申年 8 月． 差出：南相木村売主文治郎(印)，受

人甚右衛門(印)，海ノ口村受人喜惣治(印)，同同断嘉右

衛門(印)，同同断与一右衛門(印)，同立合人惣右衛門

(印)，同同断三生老(印)，同同断金太夫(印)． 受取：南

相木村勇左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
端上朱筆「酒造蔵屋敷添証文」（後筆ヵ）．差出押印抹消． 
1021-2 
酒造蔵添証文之事（入用金に差詰り酒造蔵・諸道具売

渡しにつき）． 
天保 10 亥年 2 月． 差出：佐久郡南相木村売主[ （切

取)  ]同郡平[  ]口入人七右衛門． 受取：同郡野沢

村文吉殿． 
1 通． 竪継紙． 
差出切取り． 
1021-3 
差出申一札之事（勝手向不如意につき平林邑太重郎へ

酒造株売渡しにつき）． 
天保9 戌9 月． 差出：入沢邑当人弥五作，同所世話人

作五右衛門． 受取：西相木村文治郎殿． 
1 通． 竪紙． 
1021-4 
酒造蔵買請申一札之事（金56 両）． 
天保 9 年戌 4 月． 差出：入澤村売主伊勢松(印)，請人

市右衛門(印)． 受取：南相木村善左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
1021-5 
酒造蔵敷添証文之事（入用金に差詰り，酒造蔵屋敷・諸

道具売渡し）． 
天保9戌4月． 差出：南相木村売主文次郎(印)，海ノ口

村受人与一右衛門(印)，同所世話人金太夫(印)，同所同

断喜惣二(印)． 受取：入沢村伊勢松殿． 
1 通． 竪紙． 
1021-6 
酒造蔵添証文之事（入用金に差詰り，酒造蔵・諸道具売

渡し）． 
天保10亥年2月22日． 差出：佐久郡南相木村売主喜

左衛門，同所受人甚右衛門，同郡海口村受人与一右衛

門，同所同斷喜惣次，同所同断源俉，同所同断金太夫，

海口村宿口入人市次郎． 受取：同郡野沢村文吉殿． 
1 通． 竪継紙． 

7.書状ほか 
1130 
[追分宿役元書状]（当年加宿御伝馬勤売荷金のうち十

両請取，残金使いの者へ渡されたく）． 
寅 5 月． 差出：追分宿 問屋 市左衛門(印)；(上ワ書)追

分宿 役元． 受取：南相木村 御当役中様；(上ワ書)南

相木村 御名主・御組頭 衆中． 
1 通． 横切継紙． 
1120 
[高野町村名主問屋書状]（桂霄寺入院のこと当十五日

と取極めたので皆々様ご光来くだされたく）． 
寅11月13日． 差出：高野町村 名主 庄左衛門，同 文

左衛門，問屋 新助． 受取：南相木村 三組 御名主衆

中様，并御役人衆中様；(上ワ書)南相木村 三組 御名

主衆中様 貴下． 
1 通． 横切継紙． 
後欠ヵ（奥の左半分欠損文字より）．巻上ヶ上ワ書宛名左朱筆

「高野町桂霄寺入院 南相木書翰」． 
1119 
[南相木村中嶋組名主書状]（北相木村の喧嘩に御廻村

があるため伺い出向につき）． 
6 月 25 日． 差出：中嶋組 名主；（上ワ書）中嶋 名主． 

受取：両組御名主様． 
1 通． 横切紙． 
一部破損．「急用」．奥に朱筆「南相木村」（後筆）． 
1128 
[北相木村喜太郎他一名書状]（三ヶ村掛り合いのこと，

村方嘉平次・差添人御影役所へ出向のところ気の毒で

いずれ内済にしたく，組下用次郎殿・組合一人ご一同ご

光来くだされたく飛札）． 
8 月 23 日． 差出：北相木村 喜太郎，十左衛門． 受

取：南相木村ニ而 御名主 善左衛門様 急用． 
1 通． 竪紙． 
もと書付様に巻上げた後に上部を折り書状大としていた． 
1139-34 
記（12 月暮残分・9 月15 日分相木中嶋幸蔵ほか計4 口

金円出入書付）． 
差出：大の． 受取： 田様． 
1 通． 横切紙． 

8.質地証文・借用証文 
1000 
質地証文之事（名所家塚中田9畝歩・金10両・利足年中

1 割2 分5 厘来6 月20 日前後まで，当春差引諸入用に

差詰り）． 
天保9戊戌年閏4月日． 差出：入沢村 質置主 伊勢松

[印]，請人 平三郎，加判 錫平． 受取：南相木村 善左

衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
差出印印文「信州 入澤 林屋」． 
1001 
質置申畑地証文之事（中畑 3 歩名権現返りほか 3 筆・

代金 10 両・利足年中 1 割 2 分 5 厘来 6 月 20 日前後ま

で，当春差引諸入用に差詰り）． 
天保9戊戌年閏4月日． 差出：入沢村 質置主 伊勢松
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[印]，請人 錫平，加判 音右衛門． 受取：南相木村 善

左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
948 
一札之事（貯穀見分に際し借用いたし置いた籾を，凶作

につき改めて借用）． 
慶応 3 卯年 4 月． 差出：中組名主彦右衛門，七兵衛，

善左衛門，甚左衛門． 受取：与惣次殿，市太夫殿． 
1 通． 竪紙． 

10.佐久郡北沢村 

240 
[村相続御貸付拝借証文・触書請書・触書綴]． 
（文政9 年～天保4 年）．  
1 綴（5 冊合綴）． [堅半および竪美（二ツ目結び綴じ）]． 
240(1) 
文政九年 戌七月 村相続御貸附拝借証文 惣左衛門

(印) 信州佐久郡 北沢村． 
文政9 年7 月．  
1 冊． 竪半（かぶせ綴）． 
綴目に印あり，表紙人名印に同印． 
240(2) 
長脇差之儀ニ付被 仰渡御請証文 戌十二月 佐久郡

北沢村． 
文政9年戌12月． 差出：佐久郡北沢村 百姓 重治郎，

喜惣治(印)[ほか 41 名連印]，右村百姓代 藤右衛門(印)，

与頭 久太夫(印)，同 治郎兵衛(印)，同 利左ヱ門(印)，

同 惣太夫(印)，同 八左衛門(印)，名主 惣左衛門(印)． 

受取：荒 平兵衛様 御影 御役所． 
1 冊． 竪半（もと二ツ綴）． 
綴じの紙縒りなし，全体の綴じ紙縒りにて綴じる． 
240(3) 
文政九年 戌十一月写之 御公議様`より`御触書 嶋崎

惣左衛門． 
文政9 年11 月．  
1 冊． 竪美（もと二ツ綴）． 
綴じの紙縒りなし，全体の綴じ紙縒りにて綴じる． 
240(4) 
文政十年 亥三月 被 仰渡御請書． 
文政10年亥3月． 作成：重治郎(印)[ほか41名連印，1

名連署]．  
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
240(5) 
天保三年 辰十一月 御触書 十二月出巳二月二日未

下刻平賀村`より`受取． 
天保3 年11 月．  
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
もと，かぶせ綴ヵ．末尾に 2 月3 日「午ノ下刻山田村江継」． 

11.佐久郡大日向村 

79 
延享元年 子九月 佐久郡大日向村明細書上帳． 
延享元年子 9 月． 差出：信濃国佐久郡大日向村 名主 

新左衛門○，同断 半六○，組頭 良右衛門○[ほか組

頭14 名]． 受取：平賀 御役所． 
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
裏表紙および末尾2丁以外1丁目よりツツジ色罫紙．後筆写ヵ． 
720 
乍恐以書付御訴詔奉申上候（公事銘：三ヶ村持山江建

札致通路差留候出入；三ヶ村持山へ相手大日向村御巣

鷹山等と名目付け建札致し通路差留め持山奪取る巧み

御吟味・建札引取り・通路差支えなきよう仰付けにつき）． 
寛政10午年11月． 差出：（信州佐久郡下海瀬村）役人

惣代 名主 嘉藤次，（海瀬新田村）同 三郎右衛門，（上

海瀬村）同 年寄 又兵衛． 受取：御奉行所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏朱筆「寛政十年」（後筆），端上朱筆「下海瀬村・海瀬新田 

一 大日向村通路出入 巣鷹山」（後筆）．柱書を繰り返し記載． 
801 
為取替申書付之事（白井穀問屋方にて仕切勘定滞り穀

商売できず荷物差止めの出入一件につき市日・穀物値

段など 5 ヶ条相談取決め）． 
文政 7 申年閏 8 月． 作成：上州甘楽郡白井村百姓代 

勘兵衛(印)[ほか年寄 3 名連印]，当時問屋 藤兵衛

(印)[ほか1名・与頭1名連印]，楢原村名主 次部右衛門

(印)[新澤村立入人 1 名連印]，大日向村百姓代惣代 七

兵衛(印)[ほか組頭惣代与頭 3 名・名主 3 名連印]，商人 

与市[ほか 9 名連署，5 名連印]．  
1 通． 竪美継紙． 

12.佐久郡追分宿 

897 
覚（町内夫銭帳などの書付，請取切手は惣百姓中立合

にて五左衛門・久兵衛方へ受取につき）． 
宝暦 7 丑ノ正月13 日． 差出：藤五郎(印)． 受取：伊兵

衛殿，孫七殿． 
1 通． 竪紙． 
864 
一札之事（先年より順礼荷物請払問屋いたすも不勝手

のため金10 両にて引譲り証文）． 
明和 6 年丑 6 月 20 日． 差出：当人 善兵衛(印)，請人 

甚兵衛(印)． 受取：平野屋 六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏下「順礼荷物書付」． 
1020 
覚（米買請証文）． 
天保8酉年4月． 差出：板鼻宿穀屋七郎兵衛(印)． 受

取：追分宿御役人中． 
1 通． 竪紙． 
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634 
覚（年貢金内請取，金8 両余）． 
亥12 月14 日． 差出：佐藤友五郎手代岩田百右衛門． 

受取：追分宿役人中． 
1 通． 竪切紙． 
○諸願書 

777 
乍恐以書付ヲ願上候御事（追分沓掛両宿付助郷村々勤

高のほか 4 千石増高仰付け下されたく，奥書とも）． 
宝暦12 年未ノ 10 月． 作成：信州佐久郡中仙道追分沓

掛両宿助郷代松平丹波守様御預所同国同郡平賀村組

頭多忠，水野豊後守様御知行所同国同郡内山村組頭

与七；(奥書)池田喜八郎御代官所信州佐久郡追分沓掛

両宿惣代沓掛宿忠左衛門．  
1 通． 竪継紙． 
端裏「写済」（ペン書き），同朱筆「宝暦十三年未十月 助郷増村

願」（後筆）． 
625 
乍恐以書付奉願上候（先年の振合をもって御取箇御勘

弁につき）． 
寛政4年子9月． 差出：佐久郡追分宿月番名主六左衛

門(印)，問屋新太郎(印)，年寄平太夫(印)[ほか 2 名]，百

姓代只八(印)． 受取：佐藤友五郎様御影御役所． 
1 通． 竪継紙． 
減免願． 
781 
乍恐以書付奉願上候（塩名田・八幡両宿助郷より軽井

沢・沓掛・追分 3 ヶ宿助郷へ御割替えにより当時困窮の

ため落合村ほか 10 ヶ村と引替えにつき）；(附)儀定書之

事（出府・入用金高割ほかにつき）． 
文化 11 戌年 4 月；(附)戌 4 月 10 日． 作成：（信州佐久

郡牧野内膳正領分 柏木村，八満村，塩の村，馬瀬口村，

平原村，加増村，森山村）；(附)平原村，馬瀬口村，塩野

村，八満村，柏木村，加増村，森山村，〆七ヶ村．  
1 通． 竪継紙． 
控ヵ．本紙末尾に附を貼継ぎ．端裏後筆「写済」（ペン書き）． 
○諸一件 

792 
一札之事（先月十日夜坂木宿源四郎女子二人がかくま

ひ置くことを願い八泊させ女子雑物預かり露顕のため

雑物等承引内分にて済まし詫につき）． 
延享3 年寅8 月朔日． 差出：小諸市町 源蔵(印)，同所

惣五郎店 助七(印)． 受取：追分宿 平蔵殿． 
1 通． 竪紙． 
女子雑物預りの文面上に押印（源蔵印）． 
714 
一札之事（牛越への新堰に橋掛け通路滞らぬようのし

た上で堰筋借用につき）． 
明和6年丑5月29日． 差出：新五郎(印)，久兵衛(印)． 

受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「新五郎」． 
778 
指上申一札之事（沓掛宿焼失以来助郷人馬継立難儀出

入落着につき，軽井沢村へ合宿をもって人馬を指出す

積り）；(附)軽井沢付へ合宿ニ付拾九ヶ村組合高割村々

覚． 
安永3午年4月；(附)午4月． 差出：遠藤兵右衛門御代

官所横根村[ほか 29 か村]，右三拾ヶ村惣代横根村八兵

衛[ほか 12 ヶ村 12 名]，遠藤兵右衛門御代官所御影新

田村[ほか 18 ヵ村]，右拾九ヶ村惣代御影新田村与三郎

[ほか 10 ヶ村 10 名，軽井沢宿問屋年寄・沓掛宿問屋名

主・追分宿問屋年寄各 1 名]；(附)拾九ヶ村助郷村々． 

受取：遠藤兵右衛門様御影御役所；(附)追分宿御問屋・

御年寄衆中様． 
1 通． 竪美継紙． 
端裏「安永二巳十一月沓掛宿焼失ニ付軽井沢付三拾ヶ村追分

付十九ヶ村 継送難義ニ付御影御役所御吟味差上申候相定書 

写」．附は奥に書継ぎ． 
780 
乍恐以書付御訴詔奉申上候（公事銘：助郷相掠私欲之

取斗仕候出入；相手追分宿問屋・年寄御召出糾明の上，

猥なる人馬触，無益の人馬遣捨なきよう，また宿に飯

盛女等召抱置かないよう仰付け下されたく）；(奥裏

書)[肥前・伊予差紙写]（肥前役所にて対決）． 
寛政 6 寅年 12 月；(奥裏書)寅 12 月 19 日． 差出：中山

道追分・沓掛両宿助郷拾九ヶ村惣代 河尻甚五郎当分

御預所信州佐久郡平賀村 訴詔人 組頭与惣右衛門，

内藤美濃守領分同州同郡下中込村 百姓代 新五右衛

門；(奥裏書)肥前印，伊豫印． 受取：道中 御奉行所様． 
1 通． 竪美継紙． 
794 
乍恐以書付奉願上候（菱野村百姓瀬左衛門忰和三郎が

当宿年寄六左衛門召抱飯盛下女ふてを妻にしたく誘引

出し行衛不明，親・世話人とも埒明けず御吟味，下女返

還仰せ付けにつき）． 
寛政 7 卯 9 月． 差出：堀谷文右衛門御代官所 中山道

追分宿 願人 年寄 六左衛門[削取り]． 受取：牧野内

膳正様 御役人中様． 
1 通． 竪継紙． 
中央部虫損大．もと差出押印ありヵ，紙継目に同印と思われる押

印あり． 
795 
一札之事（軽井沢宿へ用事のため通行の六左衛門客

衆と，東大日堂にて遊興酒酔いの文右衛門ら大勢と口

論に及び，六左衛門より御役所へ注進のところ寺社方

を頼み内済につき詫）． 
寛政 12 年申 6 月 29 日． 差出：（軽井沢宿ヵ）当人 文

右衛門(印)，組合 源十郎(印)． 受取：（追分宿ヵ）六左

衛門殿． 
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1 通． 竪継紙． 
一札冒頭紙面に押印（文右衛門印）． 
687 
差上申一札之事（追分宿年寄勇左衛門身分につき同宿

百姓源左衛門駈込訴の一件御吟味御下げ御請証文）． 
文化 10 酉年 5 月 4 日． 差出：元古橋隼人御代官所中

山道追分宿百姓源左衛門，同人兄源八代同惣四郎，宿

役人代兼年寄勇左衛門，諏訪明神神主水澤大隈，百姓

忠次郎，同藤四郎，同人御代官所信州佐久郡下越村名

主善兵衛，右惣代兼藤四郎． 受取：道中御奉行所様． 
1 通． 竪継紙． 
端裏上「御裁許御請証文写」，端裏下「追分宿年番勇左衛門一

件」． 
○下女誘引出匿置出入 

807 
為取替一札之事（森村伴右衛門召抱下女一件内済につ

き）． 
天保 5 午年 9 月． 差出：文伸，九蔵． 受取：中山道追

分宿勇左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
808 
乍恐以書付御訴詔奉申上候（公事銘：馴合ヲ以飯売下

女誘引出し匿置候出入，願人：追分宿旅篭屋勇左衛門，

相手：小縣郡森村組頭伴右衛門・同人忰）． 
天保 5 午年 9 月． 差出：[蓑笠之助支配所中山道信州

佐久郡]追分宿願人勇左衛門． 受取：仙石龍太郎様御

役所． 
1 通． 竪美継紙． 
○荷物人足打毀 

811 
乍恐以書付御歎願奉申上候（下書，通行荷物雇人足打

毀シ逃去一件）． 
天保8酉年10月6日． 差出：中山道追分宿名主・年寄

兼帯勇左衛門，年寄半兵衛． 受取：御会所． 
1 通． 竪継紙． 
783 
乍恐以書付始末書奉申上候（追分宿地内にて通行荷物

を人足打毀し一件につき）． 
天保8酉年10月． 差出：追分宿役人惣代年寄新太郎，

問屋市左衛門． 受取：加州様御内鈴木順左衛門様，沢

原源之丞様． 
1 通． 竪継紙． 
784 
乍恐始末書ヲ以奉申上候（加州様通行荷物を小揚躰雇

人足打毀一件につき）． 
天保 8 酉年 10 月． 差出：当御支配所追分宿年寄市兵

衛代兼年寄次郎左衛門，百姓庄左衛門代兼百姓助右

衛門，次部左衛門親類五左衛門，市兵衛親類五郎左衛

門，助太郎・庄左衛門組合平蔵，平助． 受取：大原左

近様御手代荻野廣助様． 
1 通． 竪継紙． 
○書状ほか 

790 
[追分宿問屋市左衛門他年寄二名申口]（加州様御荷物

を追分宿人足が切解逃去った始末御吟味につき）． 
（天保 8 年ヵ）酉 10 月 27 日． 差出：右（当御代官所信

州佐久郡追分宿問屋）新太郎，（名主勇左衛門・年寄治

郎左衛門・忠右衛門代兼年寄）市兵衛，（同）市左衛門． 

受取：大原左近様 御影 御役所． 
1 通． 竪継紙． 
下書（朱筆訂正あり）．虫損． 
1359-14 
[洗馬宿志村林右衛門他一名書状]（去冬借用の金子違

約延引におよび詫，お渡ししたい本意だが私共両人で

内々遣込む仕方になり延引，当月のうち両人のうち出

府し持参するのでそれまで延引くだされたく）． 
正月 12 日． 差出：洗馬宿 志村林右衛門，百瀬市太夫． 

受取：追分宿 小川六左衛門様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-30 
[洗馬宿こまや半左衛門書状]（こたびの来翰紙面の趣，

委細両人へ達し掛合い，来三月下旬より四月上旬にご

返却の由，左様思召しお延し遣されたい旨，使札への

返書）． 
2 月 14 日． 差出：洗馬宿 こまや半左衛門． 受取：追

分駅 平野屋六左衛門様 貴翰． 
1 通． 横切継紙． 
1123 
[庄左衛門書状]（一昨晩貴方の夜具二つ下女不調にて

我家へ持込んだこと云々）． 
2 月 27 日． 差出：庄左衛門． 受取：六左衛門様 貴簡． 
1 通． 竪紙． 
差出・宛先は巻上ヶ上ワ書より． 
1359-19 
[廻状]1.口上（各方掛置の太々講金昨日割合の由，代

参立て講中へ御秡を請け残らず引くようにしたく云々）；

2.覚（代参銭取集人数書ほか金銭勘定）． 
1.12 月3 日． 作成：1.六左衛門．  
2 通． 横美切継紙． 
1 奥に 2 を巻込み，書状様に巻上げ一括．1 端裏「廻状 是ハ代

参相立候書付」，2 端裏「是ハ代参之書付」． 
1359-29 
[并木儀兵衛書状]（久しく罷在り皆々様嘸々ご案事ご安

心くだされたく，忙しくなり十五日に返る由承知，ほか）． 
12 月 12 日． 差出：并木儀兵衛． 受取：小川六左衛門

様． 
1 通． 横切紙． 
巻上ヶ部分破損，取扱い注意． 
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1359-21 
[洗馬宿志村林右衛門他一名書状]（先に借用の金子江

戸にて私共親に内々で遣込み申訳なく来正月中きっと

元利返済するので表向催促とも延引を願う旨，飛札へ

返書）． 
12月23日夜． 差出：洗馬宿 志村林右衛門，百瀬市太

夫． 受取：小川六左衛門様 人々御中． 
1 通． 横切継紙． 
端裏「洗馬`より`参候状」． 
1359-4 
[書状]（追分宿油屋にかの請金女郎買のところを昨夜

すぐ取押え尋問の件など急便）． 
1 通（4 枚）． 横切紙． 
封筒等なし． 
○売渡証文 

1008 
永代売渡シ申家屋敷証文之事（表口五間裏行弐拾三間，

代金7 両3 分）． 
享保 20 年乙卯 12 月 6 日． 差出：家屋敷売主甚兵衛

(印)，証人藤七(印)[ほか2名]；(奥裏書)市左衛門(印)，万

右衛門(印)，嘉右衛門(印)． 受取：平蔵殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下「屋鋪証文」． 
1009 
永代売渡申家屋敷之事（表口五軒，金20 両）． 
元文5 年申9 月17 日． 差出：家屋敷売主源之丞(印)，

請人源八(印)，同断杢右衛門(印)；(奥裏書)市左衛門(印)，

万右衛門(印)，次郎右衛門(印)． 受取：兵右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
端裏上「源之丞屋敷証文」． 
1010 
永代取替申家屋敷証文之事（表口六軒弐尺，買取金 4

両2 分請取）． 
寛延2 年巳11 月2 日． 差出：屋敷主七右衛門(印)，請

人杢右衛門(印)，口入彦五郎(印)；(奥裏書)市左衛門(印)，

勝次郎(印)，久左衛門(印)． 受取：伊兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「屋鋪証文」． 
1011 
山売渡シ証文之事（名所牛越境，代金6 両）． 
宝暦3年酉11 月27 日． 差出：山売り主利左衛門(印)，

請人五左衛門(印)；(奥裏書)万右衛門(印)，市左衛門(印)，

弥兵衛(印)． 受取：伊兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「利左衛門」． 
1013 
売渡申立木証文之事（立木20 本）． 
天明 2 年寅ノ 6 月 18 日． 差出：小田井村売主重右衛

門(印)，横根村証人久七． 受取：追分宿六左衛門殿． 

1 通． 竪紙． 
1015 
永代売譲申家屋敷証文之事（表口五間，代金17 両）． 
天明7 年丁未正月24 日． 差出：家屋敷売主与七[印]，

同断請人与左衛門(印)；(奥裏書)新太郎(印)，万右衛門

(印)，平太夫(印)． 受取：如流殿． 
1 通． 竪美継紙． 
1016 
永代売渡申林手形之事（名所ひせん屋敷林，代金 1 両

2 朱）． 
天明8 年申2 月． 差出：草越村売主直吉，同受人賀右

衛門，同断捨五郎；(奥裏書)名主安五郎． 受取：追分

宿如流殿． 
1 通． 竪紙． 
1018 
一札之事（土蔵売渡し，当所まで附送りにつき，承知奥

印とも）． 
寛政 11 年申 11 月 19 日． 差出：亀八(印)，直右衛門；

(承知奥印)名主 所右衛門(印)． 受取：追分宿六左衛門

殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「土蔵書付」． 
○質地証文 

994 
質置申畑証文事（名田名所南裏くね添道上道下四塚代

金2両1分永187文5分・5年賦，質置証文承知奥裏書

とも）． 
延享2 年丑11 月19 日． 差出：畑主 山城守(印)，請人 

与七(印)；（奥裏）万右衛門(印)，市左衛門(印)． 受取：

平蔵殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「山城殿」． 
995-2(1) 
質置申田畑之事（名所韮澤稗田 6 表取芝間矢地付共・

代金3 分750 文，浦判延引）． 
宝暦元年未12 月28 日． 差出：田畑売主 与市(印)，請

人 忠兵衛(印)． 受取：伊兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏下「かしか沢田証文」． 
995-2(2) 
質置申田畑之事（名田前谷地稲田6表取・3年賦・代金6

両3 分，質置証文承知奥裏書とも）． 
宝暦4年戌ノ3月18日． 差出：田畑置主 利左衛門(印)，

請人 清内(印)；（奥裏書）万右衛門(印)，市左衛門(印)． 

受取：伊兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「前谷地証文」．奥に 3 ヶ所割印． 
995-2(3) 
田畑質置証文之事（名田塩野道下麻手場稗田 6 俵取水
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入馬道芝間共・代金 2 両 1 分・3 年季，質置証文承知奥

裏書とも）． 
宝暦7 年丑11 月10 日． 差出：田主 弥兵衛(印)，請人 

隠居(印)；（奥裏書）万右衛門(印)，市左衛門(印)． 受

取：常右衛門殿． 
1 通． 竪美． 
本紙全面を墨線引．端に 3 ヶ所割印（印は(2)中割印に同じ，位

置は相違）． 
996-2 
質置申畑証文之事（名畑くね添道上畑 2 塚並木 5 本道

下畑2塚都合4塚・境改め相違なし・代金9両1分2朱・

3 年賦，質置証文承知奥裏書とも）． 
安永2 年巳10 月． 差出：畑質置主 文蔵(印)，請人 長

四郎(印)；（奥裏書）万右衛門(印)，市左衛門(印)． 受

取：六左衛門殿． 
1 通． 竪継紙． 
端裏下「文蔵畑」． 
997(2) 
質地証文之事（名田南屋浦畑 4 塚・代金 4 両 2 分・来る

未まで，畑質置証文承知奥裏書とも）． 
天明 5 年巳 2 月 20 日． 差出：地主 弥兵衛(印)，請人 

与左衛門(印)；（奥裏書）万右衛門(印)，新太郎(印)，平

右衛門(印)． 受取：如流殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「茂沢道・弥兵衛畑 証文」． 
997(3) 
質地証文之事（下諏訪森下畑 3 塚芝間立木とも・代金 3

分 2 朱・来る未まで・境界記載，畑質置証文承知奥裏書

とも）． 
天明6 年午10 月． 差出：地主 藤四郎(印)，請人 伴蔵

(印)，同断 久太夫(印)；（奥裏書）万右衛門(印)，新太郎

(印)，六左衛門(印)． 受取：松達殿． 
1 通． 竪美継紙． 
997(4) 
質置相渡申林証文之事（名所大切付薪林・松椴合 105

本・代金7両・25年季，去未御年貢当申御皆済御拝借御

返納ならびに作夫食要用差詰り，立木は伐採り後返却）． 
天明8年申3月． 差出：佐久郡茂沢村 林相渡主 半七

(印)，同断 兄受人 喜左衛門(印)，同断 世話人 金五郎

(印)，同断 親類 名主 市左衛門(印)． 受取：追分宿 

如流様． 
1 通． 竪美． 
○借用証文 

898-3 
一札之事（藤吉掛り医師薬代等借用）． 
明和4年亥9月7日． 差出：江戸蔵前猿籠丁壱丁目岩

附や宇兵衛内文六(爪印)，同京橋銀座丁壱丁目宮原太

郎兵衛内久兵衛． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 

898-1(3) 
金子借用証文之事（金10 両）． 
明和7年寅3月21日． 差出：御影預り主清右衛門(印)，

同所請人平之丞(印)． 受取：追分宿半兵衛殿． 
1 通． 竪紙． 
898-1(2) 
借用申金子之事（金8 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
明和 7 年寅 11 月 20 日． 作成：借用主[切取]，請人[切

取]．  
1 通． 竪紙． 
898-1(1) 
金子借用証文之事（金10 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
明和7寅年11月． 差出：借用主六左衛門，請人桃栄． 

受取：［切取］． 
1 通． 竪紙． 
898-2 
金子借用証文之事（金10 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
明和8 寅年11 月20 日． 差出：金借用人六左衛門，請

人桃栄(印)． 受取：三栄様． 
1 通． 竪紙． 
端裏上「六左衛門殿証文」． 
898-1(4) 
覚（其元より三栄様へ差入れた借用証文の金 10 両は

当年より手前へ右金請取）． 
明和 9 年辰 4 月改． 差出：桃栄(印)． 受取：六左衛門

殿． 
1 通． 竪紙． 
901(1) 
一札之事（金12 両借用）． 
天明 5 年巳 3 月 29 日． 差出：追分宿金子借用主六左

衛門(印)，同所請人如流(印)． 受取：三栄老． 
1 通（綴2 通のうち）． 竪紙． 
902-1(1) 
借用証文之事（金10 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
寛政元年酉3 月20 日． 差出：借用人松達(印)，受人□

兵衛(印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(2) 
借用申金子之事（金3 両，女奉公人世話につき）． 
寛政 6 年寅 11 月 15 日． 差出：借用人与吉(爪印)，請

人角兵衛(爪印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(3) 
借用申金子之事（金2 両，御上納諸夫銭に差詰り）． 
寛政7 年卯11 月． 差出：金子借用主孫左衛門(印)，請

人半兵衛(印)，同断助右衛門(印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(4) 
借用申金子之事（金3 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
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寛政 8 歳辰ノ 10 月． 差出：借用人与右衛門(印)，同請

人重次郎(印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(5) 
預り申金子之事（金2 両2 分借用）． 
寛政 9 年巳 2 月 20 日． 差出：洗馬宿岩次郎(印)． 受

取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(6) 
借用申金子之事（金 2 両 2 分，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
寛政10 年午4 月． 差出：金子借用人善四郎(印)，請人

平助(印)，請人忠吉(印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(7) 
借用申金子之事（金5 両）． 
寛政 10 午 7 月 10 日． 差出：助右衛門(印)． 受取：六

左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
902-1(8) 
借用申一札之事（金5 両，出府道中入用差支え）． 
(附箋)寛政12 申年12 月9 日；(本紙)申12 月9 日． 差

出：洗馬宿百瀬伝左衛門． 受取：平野屋六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
奥に年号附箋． 
902-2 
借用申金子之事（金3 両，御年貢諸夫銭に差詰り）． 
寛政12年申12月． 差出：金借り主善三郎(印)，請人常

右衛門(印)． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏下「善三郎」． 
902-1(9) 
借用申金子証文之事（金2 両）． 
寛政13年酉正月7日． 差出：金子借用主清右衛門(印)，

請人祐次郎（印・追分蔦屋）． 受取：六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
903-2 
借用申金子之事（金15 両）；(奥貼継)覚（元利金請取）． 
享和元年酉ノ 10 月日；(奥貼継)戌4 月28 日． 差出：借

用人しミつや伊左衛門(印)，同留三郎[印]；(奥貼継)十一

屋 六左衛門(印)． 受取：十一屋六左衛門殿；(奥貼継)

清水屋 伊左衛門様． 
1 通（2 通のうち）． 竪紙（貼継横切紙とも）． 
奥に請取覚を鰭附様に貼継ぎ．本紙宛先あるいは「土屋…」ヵ．

奥貼継ぎ請取覚の差出印文「板[鼻(ヵ)] 十一」． 
904-1(1) 
借用金証文之事（金30 両，御年貢等に差詰り）． 
文化6 巳年9 月． 差出：追分宿借用主六左衛門，同所

親類請人助右衛門． 受取：口入人野沢村晋右衛門殿． 
1 通（4 点-綴2 通のうち）． 竪紙． 
904-2 

差出申請取之事（用立金のうち 5 両請取）． 
文化 13 子 11 月． 差出：小諸荒町 貞兵衛． 受取：追

分宿勇右衛門殿． 
1 通（4 点のうち）． 竪紙． 
907-1(1) 
借用申金子之事（金42 両）． 
天保3 辰2 月16 日． 差出：借主勇左衛門(印)，請人助

右衛門(印)，市兵衛(印)，同宗蔵(印)． 受取：平蔵殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美継紙． 
907-1(2) 
借用金証文之事（金30 両）． 
天保3 辰5 月． 差出：追分借用人勇左衛門，請人助右

衛門，同新三郎；(承知奥書)右宿 庄左衛門． 受取：関

木新田鉄次郎殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪継紙． 
907-1(8) 
借用申金子証文之事（金8 両）． 
天保10 亥年11 月． 差出：追分宿借用主助右衛門印，

同引請証人新太良印． 受取：野沢村甚右衛門代藤三

良殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美継紙． 
○奉公人 

1043 
引取申一札之事（貴殿召抱この女，村方善蔵妻に御無

心貰請けにつき）． 
文化元年子 8 月． 差出：香坂新田村 と右衛門(印)． 

受取：定右衛門殿，六左衛門殿． 
1 通． 竪紙． 
端裏下「香坂引取」． 
731 
差上申手形（大坂松之辻町借屋平右衛門娘やす追分宿

旅籠へ年季奉公につき通行手形）． 
文化6巳年12月21日． 差出：摂州大坂松之辻明石屋

左兵衛かしや 人主 奈良屋平右衛門，家主 明石屋佐

兵衛，五人組 和泉屋伊兵衛，同 和泉屋長兵衛，同北

国屋鷹野都家守 明石屋利助，年寄 川野邊屋忠七． 

受取：御奉行所． 
1 通． 竪半． 
1044 
年季請状之事（奈良屋平右衛門娘やす20才，道中旅籠

屋食売奉公，5 年季，身代金8 両ほか）． 
文化 7 午年 3 月 3 日． 差出：大坂札之辻町 明石屋佐

兵衛借家 人主 奈良屋 平右衛門(印)，同上本町四丁

目以奈美屋金七借家 請人 河内屋 弥三郎(印)，奉公

人 やす(爪印)． 受取：質屋 武太夫殿． 
1 通． 竪美継紙． 

13.佐久郡小海村 

115 



〔374〕  6.収集史料 7.信濃国 17.佐久郡小諸（荒町） 

前々流荒地書上帳 佐久郡小海村之内 親沢組． 
寛延 4 年未 2 月． 差出：名主 孫市(印)，組頭 友右衛

門(印)，同 政右衛門(印)[ほか 10 名連印]． 受取：平賀 

御役所． 
1 冊． 堅半（かぶせ綴）． 
汚損，破損，一部綴欠損．綴目に印あり（名主印）． 
658 
上申書（南佐久郡小海村人民 148 名惣代新町村制実施

につき）． 
明治 22 年 6 月 6 日． 差出：長野県南佐久郡小海村人

民 百四拾八名惣代 佐藤倉吉(印)[ほか 3 名朱印連印]． 

受取：長野県知事木梨精一郎殿． 
1 冊． 竪美（一ツ綴）． 
赤色罫紙．下部貼紙． 

14.佐久郡内山村 

177 
元治元子年十一月廿二日 浪士 追討 御諸家様方御

先触写 内山村［破取り]控． 
元治元年11 月22 日．  
1 冊． 竪半（三ツ綴）． 
見返し端に「内山村 柳沢氏蔵」．写ヵ． 

15.佐久郡上桜井村 

146 
[欠損]五十六ヶ條 上桜井村 元禄十三辰年三月御公

儀江指上ヶ候ひかへ． 
元禄13年3月． 作成：佐久郡上櫻井村 名主 源左衛

門．  
1 冊． 竪美（二ツ綴）． 
1107 
(1)御伝馬ニ罷出千曲川ニ而人馬流失之覚（子年から当

酉年まで）；(2)乍恐以書付御訴詔申上候（追分・沓掛・軽

井沢三宿増助郷のところ当四ヶ村千曲川辺にて川除場

多く人馬差出しの時分田畑人馬流失難儀，百姓困窮に

つき）． 
(1)・(2)宝永2 年酉10 月． 差出：(1)信州佐久郡 跡部村，

上桜井村，中桜井村，下桜井村；(2)松平縫殿助知行所 

跡部村，右同断 上桜井村，松平造酒之丞知行所 中桜

井村，松平又四郎知行所 下桜井村． 受取：(2)御奉行

所様． 
1 通． 竪美継紙． 
(1)(2)は一紙に記載．端裏「酉十月上ヶ候ひかへ」「満水ニ付人

馬流候書付」． 
100 
天保三壬辰年 六月 日 下中込六兵衛・上桜井村六左

衛門 訴答願書写 下村 ［墨抹，右脇後筆「佐々木多

仲」]． 
天保3 年6 月日．  
1 冊（2 冊のうち）． 堅美（三ツ綴）． 
表紙後筆はペン書き．当時の写ヵ． 

99 
江戸公事 下中込六兵衛・上櫻井六左衛門 訴答願書写 

多仲（農間太物商の上櫻井村百姓銀蔵病気により同村

名主六左衛門不実の分散をおこない銀蔵家屋敷田畑

家財諸道具を取上げ売却するも代金を借方へ弁済せ

ず銀蔵へも渡さず銀蔵病死家内親類難渋につき「難渋

出入」）． 
天保3 年（7 月～12 月）．  
1 冊（2 冊のうち）． 堅美（四ツ綴）． 
麻紐により 100 と一括．当時の写． 
818 
差上一札之事（上桜井村外二ケ村組合御普請所木品藤

次郎他理不尽引留による一件について吟味之上被仰

付候請書）． 
弘化4未年2月． 差出：内藤豊後守領分信州佐久郡下

中込村名主藤次郎，[組頭4 名]右惣代与頭忠左衛門[ほ

か 1 名]，[安吉ほか 26 名]右惣代佐十郎[ほか 3 名]，[百

姓7 名]右惣代林蔵[ほか 2 名]，川上金吾郎御代官所同

州同郡桜井新田百姓定吉[ほか 3 名]，同郡中桜井村[名

主ほか6名]右惣代治兵衛[ほか1名]． 受取：御奉行所． 
1 通． 竪美継紙． 

16.佐久郡野沢村 

617 
[屋敷田畑歩面蒔改書上]（石盛・歩面寄とも）． 
2 月． 作成：名主領助印，年寄甚右衛門印[ほか 6 名書

印]；(奥書)六十三歳 並木七左衛門印，筆者 和助印．  
1 冊． 横長美（かぶせ綴）． 
表紙・裏表紙破損．付箋多数．原村・取出村出作者の名前見え，

野沢中込近辺の村の文書ヵ． 

17.佐久郡小諸（荒町） 

1.海応院位牌位置出入 
1052 
乍恐以書付奉願候事（藤吉位牌位置をめぐり市町喜兵

衛らと対立にたいする穏便な処置願い）． 
文化11申戌年5月． 差出：海応院． 受取：御奉行所． 
1 通． 竪継紙． 
1050 
乍恐以口上書御答奉申上候（藤吉位牌の位置をめぐる

出入，当住が新しい壇を拵えたこと承知せずにつき）． 
文化11申戌年7月23日． 作成：海応院且中惣代市町

藤四郎・喜兵衛，同断本町七左右衛門・伊左右衛門，同

断荒町与市右衛門・久右衛門．  
1 通． 竪継紙． 
1051 
当一九世海応院寛善和尚様時位牌一件書付写候拵文． 
（文化 11 申戌年 7 月 23 日）． 受取：先住様・当住様・

福正院様． 
1 通． 竪継紙． 
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2.質地 
995-1 
質田地証文之事（中屋敷村分名所中沢本歩上中田合 5

反3 畝22 歩・代金10 両・5 ヶ年季・入上籾毎年4 俵）． 
宝暦 6 年子ノ 3 月． 差出：質田地主中屋敷村 弥四郎

(印)，請人同所 勝五郎(印)，中屋敷村組頭 茂兵衛(印)，

口入新町 庄太夫(印)． 受取：小諸荒町 平四郎殿． 
1 通． 竪美． 

18.佐久郡小諸（本町） 

638 
申渡ス之覚（主人へ慮外仕間敷事，ばくえき禁止等 6 ヶ

条）． 
享保9 年辰ノ 3 月11 日． 受取：伊藤長右衛門との． 
1 通． 竪美． 
1066 
当十八世 海應院實門和尚様`より  ̀ 月牌料請取書付二

通入． 
寛政3 辛亥年6 月2 日． 作成：本町伊藤傳重郎．  
2 通． 包紙入． 
標題等は包紙表書より． 
1066-1 
覚（「荷翁浄圓信士」ほか計9 名分月牌科合金2 両1 分

受納につき）． 
寛政 3 辛亥年 6 月． 差出：海應院(印)役局． 受取：本

町 傳十郎殿． 
1 通． 竪美． 
横折紙大にたたまれ包紙に一括． 
1066-2 
覚（「華翁山春信士」ほか計2 霊月牌料金2 分受納につ

き）． 
寛政7乙卯年11月． 差出：海應院(印)役局． 受取：本

町 傳十郎殿． 
1 通． 竪美． 
横折紙大にたたまれ包紙に一括． 
1053 
請取之覚（寄進金三歩請取につき）． 
文化11 甲戌年4 月25 日． 差出：海応院． 受取：本町

伊藤伝十郎． 
1 通． 竪継紙． 
602 
覚（安太郎娘しう，忠兵衛方へ内談につき町方人別送り

書）． 
文政 5 午年正月． 差出：荒町 年番庄屋 佐傳次． 受

取：本町 御庄屋 五右衛門殿． 
1 通． 横美切継紙． 
1202-3 
壬午 文政五歳 九月吉日 飛か衛 (裏表紙)本町 阿

ふき屋 各兵衛（諸品代書上，金銭貸借につき）． 

（文政5 年5 月8 日～）．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
「あふきや武吉殿へ」「五月八日改」ほか． 
640 
差上申御請書之事（博奕停止により文化 8 年 2 月中本

町助六博奕宿いたし追放等処分のところ2月2日吉蔵・

28 日梅太郎博奕・追放等処分が続き不届きのため取締

り箇条仰せ渡され承知につき）． 
文政6未年8月． 差出：傳十郎，紋吉，新左衛門，儀左

衛門，直兵衛，喜助． 受取：町御役人中． 
1 通． 竪継紙． 
713 
以口上書ヲ奉願上候（病心につき年寄役御免仰付けら

れたく）． 
卯8月． 差出：願人 伊左衛門． 受取：問屋庄屋兼 五

右衛門殿，御年寄中． 
1 通． 竪美． 
1121 
覚（金 1 両 1 分 2 朱又兵衛方へ遣す分請取，ほか請取

2 枚請取）． 
未 8 月 23 日． 差出：与良町 油や太兵衛 印． 受取：

本町 綿屋 傳重郎殿． 
1 通． 横切紙． 
宿紙． 
1122 
覚（荒町萬甚殿行金子利足〆25 両請取，田畑証文 6 通

渡し）． 
未12月29日． 差出：わたや 伝十郎(印)． 受取：大野

屋弥助殿． 
1 通． 横切紙． 
差出印文「信州 小諸 ［難読］綿」． 
1359-31 
覚（綸十弐わ・包代・国役取替代金書付）． 
酉7 月． 差出：菱屋 健次郎． 受取：当町 元〆中様． 
1 通． 横切紙． 
1359-35 
[小平又兵衛書状]（改年祝札拝見御祝答および金子当

月返金御約束承知追啓）． 
2 月 10 日；(追啓)10 日． 差出：小平又兵衛；(追啓)又兵

衛；(包紙上ワ書)小平又兵衛 (包紙裏)和子村`より`． 受

取：伊藤傳十郎様，掛川新右衛門様；(追啓)傳十郎様，

新右衛門様；(包紙上ワ書)小諸本町 伊藤傳十郎様 御

報． 
1 通． 横美折紙（包紙入）． 
○出金納割付 

135 
明和元 十一月 申之五分一金納割附帳 本町，(裏表

紙)庄屋 太田与次兵衛． 
明和元年11 月．  
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1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
21 
安永七年 戌十二月日 五分一金割付帳，(裏表紙)本町 

庄屋権兵衛． 
安永7 年12 月日．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
中央部虫損甚大，取扱い注意． 
22 
天明四年 辰十月日 倉ヶ野・松井田・下仁田・五分一 

出金納割付帳，(裏表紙)本町 庄屋権兵衛． 
天明4 年10 月日．  
1 冊． 横長美（一ツ綴）． 
中央部虫損大，取扱い注意． 
799 
為取替申書付之事（本町祖七名跡緑談，忠右衛門世話

にて内談整うも双方齟齬あり故障出来，三組合立会に

て異見・熟和の御内意により双方得心内済につき）． 
文化12乙亥年2月（訂正前「正月」）． 差出：ミよ，なよ，

祖七名跡 小左衛門，世話人 忠右衛門，祖七組合 与

右衛門[ほか 10 名連署]，八三郎組合 善左衛門[ほか 3

名連署]，米助組合 幸七[ほか 5 名連署]． 受取：祖七

縁類 八三郎後家 おミよとの，同断 米助女房 おなよと

の． 
1 通． 竪美継紙． 
端部分汚損．差出「小左衛門」訂正前「冨右衛門」． 
840 
乍恐以書付御吟味下奉願上候（森山村にて風祭の折り

曲馬乗興行中酒狂の上喧嘩，御影新田村ほか 2 ヶ村百

姓疵請け倒れた一件につき）． 
差出：川上金吾助御代官所信州佐久郡御影新田村百姓

庄之助忰願人綱吉(印)[ほか 12 名・和田村百姓願人等7

名・前田原村願人等 5 名連印]，牧野遠江守領分同州同

郡森山村百姓近右衛門(印)[ほか 12 名連印]，同州同郡

小諸本町百姓忠助(印)[ほか 5 名連印，ほか菱野村等計

3ヶ村7名連印]． 受取：川上金吾助様御手代中西仙治

郎様，野々村又市様，牧野遠江守様御内熊部縫之助様，

林多左衛門様． 
1 通． 竪継紙． 
○葬祭 

528 
嘉永元申九月 かい物帳 田町綿屋． 
嘉永元年9 月．  
1 冊． 横半半折（一ツ綴）． 
文中押印「信州 小諸 本町 〈一に∧〉[屑ヵ]屋」「大忠請取」（大

黒屋忠吉），「大坂屋請取印」． 
○無尽 

873 
差出申御無尽金証文之事（御上様御発起三千両高御無

尽卯 4 月取番のところ転金により金 15 両請取・書入居

家敷，終会まで年両度1 割の掛返し）． 
文政13寅10月25日． 差出：金子預り主本町 忠七(印)，

組合 勝郎(印)，同断 金左衛門(印)，同断 喜四郎(印)，

同断 久左衛門(印)，親類惣代 忠平(印)． 受取：本町 

惣御役人衆中． 
1 通． 竪美継紙． 
上部破損，虫損．端裏下「忠七」．紙継目に押印（差出印同印）． 
507 
嘉永七甲寅年五月 頼母敷無尽金寄帳 発起 掛川藤

左衛門． 
嘉永7 年．  
1 冊（丁間2 通とも）． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
3～4 丁目間に横小折紙・横切紙各1 通． 
○質地・売買証文ほか 

995-2(4) 
質地証文之事（諸村分名所中村本中畑7畝7分・代金4

両2 分2 朱・5 年季，表書相違なき旨裏書奥印とも）． 
宝暦 14 年申ノ 2 月． 差出：買主 平四郎(印)，証人 藤

五郎(印)；（奥裏書）諸村庄屋 定右衛門(印)． 受取：中

町 源左衛門殿． 
1 通． 竪美． 
下部破損・汚損． 
997(1) 
質置申畑之事（名所島岩本歩中畑 6 畝歩ほか 2 筆合 1

反5 畝18 歩半・代金10 両・5 ヶ年季）；奥印． 
天明 4 辰 6 月年号月． 差出：金借用主新町 庄太夫，

請人本町 傳十郎． 受取：金井玄悦様． 
1 通． 竪美． 
端裏下「市町へ参り候証文下書」．紙面全面に墨線引き． 
1017 
覚（小諸本町忠左衛門家屋敷売却につき，御役のこと

等）． 
寛政4 壬子年6 月吉日． 作成：（小諸）本町 伝重郎．  
1 通． 竪紙． 
999 
添所証文之事（市町分名所向田田畑質地利息につき）． 
文政 7 甲申年 12 月 26 日． 差出：地主本町 傳十郎，

請人新町 圓次郎印． 受取：新町 新太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
奥に，書面の利払いを「市町之ごう法」として添書への印形を求

められるも市町庄屋へ同法不存在を確認し拒否した旨記載あ

り． 
998 
質地田畑証文之事（市町分名所向田本歩下畑 1 畝 20

歩ほか1筆〆1斗6舛2合6勺・5年季・代金6両2分，

奥裏書とも）． 
文政 7 甲申年 12 月；（奥裏書）文政 7 申ノ 12 月 26 日． 

差出：質地主本町 傳十良印，請人新町 圓次郎印；（奥

裏書）市町庄屋 石塚重兵衛印． 受取：新町 新太郎殿． 
1 通． 竪紙． 
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下書ヵ． 
○借用証文ほか 

899 
預り申金子之事（金 15 両無尽仲間より借用金請取につ

き）． 
安永7戌年4月2 日． 差出：金預り主傳十郎(印)，請人

庄太夫(印)，同万次郎． 受取：御仲間衆中様． 
1 通． 竪紙． 
903-1 
借用申金子之事（金1 両）． 
享和 2 戌極月． 差出：金借用主新町角兵衛(印)． 受

取：本町傳重郎様． 
1 通（2 通のうち）． 竪紙． 
904-1(2) 
借用申金子之事（金20 両）． 
文化10癸酉年12月23日． 差出：本町傳重郎(印)． 受

取：高橋平四郎様． 
1 通（4 点-綴2 通のうち）． 竪紙． 
端裏下「平四郎殿`より`帰り証文一通」． 
904-3 
御拝借仕金子之事（時御拝借金70 両）． 
文化11 戌年5 月． 差出：御拝借主中町伊左衛門(印)，

請人同所彦八(印)． 受取：御勘定所様． 
1 通（4 点のうち）． 竪美． 
904-4 
御拝借仕金子之事（御拝借金70 両）． 
文化13 子5 月． 差出：御拝借主中町伊左衛門(印)，請

人同所彦八(印)． 受取：御勘定所様． 
1 通（4 点のうち）． 竪美． 
905-2 
御拝借仕金子之事（金50 両）． 
文政元年寅 6 月． 差出：御拝借主中町伊左衛門(印)，

請人同所彦八(印)． 受取：御勘定所様． 
1 通． 竪美． 
1352 
御延払籾御拝借証文之事（御蔵籾200 俵）． 
文政元寅年 12 月． 差出：籾御拝借人本町伊左衛門

(印)，請人同所太兵衛，同斷廣右衛門(印)． 受取：御勘

定所様． 
1 通． 竪紙． 
905-3 
借用申金子之事（金30 両，貴殿御拝借金のうち）． 
文政 5 午 4 月． 差出：借用主伊左衛門(印)． 受取：本

町又兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
905-4 
借用金子之事（金15 両）． 
文政5 午10 月． 差出：借用人本町伊左衛門(印)，請人

同所孫市(印)． 受取：本町傳兵衛殿． 

1 通． 竪紙． 
905-5 
御拝借仕金子之事（金70 両）． 
文政5 年午10 月． 差出：御拝借主本町所左衛門(印)，

請人同所孫市(印)，同所権兵衛(印)． 受取：御勘定所

様． 
1 通． 竪美． 
905-6 
借用申金子之事（金 20 両，小諸駅 2 割増刎金取迫しの

ため）． 
文政5 午12 月． 差出：借用人同所伊左衛門(印)，請人

同所又兵衛(印)，同断同所佐五兵衛(印)． 受取：本町

利兵衛殿． 
1 通． 竪美． 
905-1(1) 
借用申金子之事（金7 両）． 
文政 6 年未ノ 11 月． 差出：借用主本町伝十良(印)，請

人中町民吉(印)． 受取：大津屋文七殿． 
1 通． 竪美． 
905-1(2) 
借用申金子之事（金3 両3 歩）． 
文政 7 申年 8 月． 差出：借用主嘉右衛門(印)，受人市

左衛門(印)． 受取：宗蔵殿・定吉殿． 
1 通． 竪美． 
端裏下「嘉右衛門」． 
905-7 
借用申金子之事（金20 両）． 
文政10 亥3 月． 差出：借用人本町伊左衛門(印)，請人

同所又兵衛(印)． 受取：本町彦七殿． 
1 通． 竪美． 
907-1(3) 
借用仕金子之事（町用金3 両2 分請取）． 
天保 7 申 7 月． 差出：金子借用主本町丹之助(印)，請

人組合惣代同所定吉(印)，同断同所直兵衛(印)，請人親

類同所忠平(印)，同断同所忠七(印)． 受取：問屋兼庄

屋塩川五右衛門殿・年寄衆中・百姓代勘兵衛殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美継紙． 
907-1(4) 
借用申金子証文之事（金20 両）． 
天保8 酉年7 月． 差出：借主丹之助(印)，親類忠平(印)，

同断忠七(印)組合惣代助五郎． 受取：新兵衛殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美． 
907-1(6) 
借用申金子之事（金 30 両，小諸駅 2 割増御刎金御廻し

仰付につき）． 
天保 9 戌 3 月． 差出：借用人同所丹之助(印)，組合惣

代同所助五郎(印)，同断同所弥助(印)，親類同所忠平

(印)，同断中町忠七(印)． 受取：本町利兵衛殿． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪美継紙． 
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907-1(7) 
借用金子之事（金1 両2 分，夫喰差支）． 
天保 9 戌年 5 月． 差出：借用主丹之助(印)，組合惣代

助五郎(印)，親類忠兵衛(印)，同断忠七(印)． 受取：問

屋庄屋兼塩川五右衛門殿・御年寄中・御百姓代． 
1 通（2 点-綴8 通のうち）． 竪継紙． 
○和子村又兵衛 

943 
日延証文之事（不如意になり借用金返済滞り）． 
天明6 午年8 月27 日． 差出：金借主利平治(印)，五人

組惣代受人家屋敷引受人喜兵衛(印)，五人組惣代新右

衛門(印)，同断伝重郎(印)，証人藤七(印)． 受取：和子

村又兵衛殿． 
1 通． 竪継紙． 
1014 
家屋敷買請（家屋敷売買代金請取）． 
天明6 丙午閏10 月扣置申候．  
1 通． 横美折紙． 
和子村又兵衛，当町孫市ほか． 
901(2) 
借用申金子之事（家屋敷引当に金15両，承知の奥裏書

とも）． 
天明 6 午年閏 10 月． 差出：小諸本町金借用主傳重郎

印，同所組合惣代受人新右衛門印，同断忠左衛門印；

(奥裏書)問屋 源六印． 受取：小縣郡和子村又兵衛． 
1 通（綴2 通のうち）． 竪紙． 
奥～奥裏に証文引替えについての覚書あり． 

19.佐久郡小諸（与良町ヵ） 

156 
牧野遠江守領分信州佐久郡塩野村真楽寺 同領郡与良

町長勝寺本末出入 御裁許上ヶ証文写． 
天保11 年．  
1 冊． 竪半（二ツ綴）． 
表紙端に本帳面成立に関する但書あり． 

20.佐久郡小諸桑原家（扇屋） 

1.慶弔諸事 
1202-9-11 
三月十七日`より`武吉ほうそう御見舞受納覚． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
425 
文久元酉年 端午祝儀受納扣帳 扇屋鉄郎． 
文久2 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
8 
明治七戌四月三十日 祝儀受納扣帳 木村新三郎． 
明治7 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

上部破損． 
401 
文政七甲申閏八月廿二日 釋姓 円信士不幸諸色払

方帳 桑原武吉． 
文政7 年閏8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
410(1) 
弘化二歳巳八月十九日 妙倫大姉香奠帳 一年忌［季] 

桑原氏． 
弘化2 年8 月19 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
410 
[妙偏大姉香奠帳ほか法事記録]． 
弘化2 年．  
1 綴（4 冊合冊）． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
410(2) 
寛政十一年未七月二十九日 釋徳應信士五拾年・文政

七年申閏八月廿二日 釋姓鏡圓居士廿五年・弘化四年

未七月二十五日 釋流忍生居士一年忌 桑原清兵衛事

江戸死ス 嘉永元年 戊申八月廿五日 法事仕候 桑原

忠兵衛． 
嘉永元年8 月25 日．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
客人別・献立ほか書上． 
410(3) 
悔帳（中町別家忠七妻不幸につき香奠扣）． 
嘉永6 丑6 月20 日（没年ヵ）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
上下順逆に綴られている．表紙なし． 
429 
慶応二年 寅七月十三日 音信香奠帳 桑原久治事． 
慶応2 年7 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
449 
明治十五年午三月六日 不幸諸事扣 釋流妙擔信女 

俗名桑原やす． 
明治15 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
下部破損． 
410(4) 
（香奠帳，「人別」「献立」「目安五三五三三」ほか）． 
1 綴． 横長半（もと一ツ綴）． 
綴じ穴のみあり，全体の綴じで一括．あるいは(3)の一部ヵ． 

2.書状ほか 
1140-104 
[桑原鉄郎書状]（着類御贈達下されたく）． 
明治18年8月25日． 差出：猿若町二丁目十五番地若

松屋荻江露八殿方 桑原鉄郎． 受取：御參家衆中様． 
1 通． 横切継紙． 
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1140-85 
[桑原しう書状]（久治郎様御病気のこと心配）． 
（明治）19年7月20日． 差出：桑原しう． 受取：金井を

ちさん，御家内中様． 
1 通． 横切紙． 
1140-70 
[町田不二太書状]（愚鈍の童子と思召され，御罪宥恕下

されたく）． 
明治20 年3 月12 日． 差出：町田不士太． 受取：桑原

叔父母様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-56 
[小林為右衛門書状]（大井氏へ依託の件につき）． 
2 月10 日． 差出：小林為右衛門． 受取：桑原様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-64 
[縞村(ヵ)義兵衛書状]（桑原斉助殿貸金，明22 日迄に至

急返事くだされたく願）． 
3 月 21 日． 差出：縞村(ヵ)義兵衛． 受取：桑原彦太郎

様 至急用． 
1 通． 横美切紙． 
1359-53 
[横島村今井慶作書状]（過日参上御馳走礼，本月十三

日より駒形神社午祭案内）． 
4 月 9 日． 差出：今井慶作；（封筒）横島村 今井慶作． 

受取：桑原亀吉様；(封筒)小諸町 桑原亀吉様 親展． 
1 通． 竪紙（封筒入）． 
朱色罫紙． 
1140-105 
[桑原鉄郎書状]（海軍省御雇に出張の所，本役に移職

につき）． 
9 月3 日． 差出：桑原鉄郎． 受取：小林直之助様． 
1 通． 横切紙． 
1140-106 
[桑原鉄郎書状]（はがきの返事につき）． 
9 月3 日． 差出：桑原鉄郎． 受取：御三家衆中様． 
1 通． 横切紙． 
1140-112 
[書状]（近勘殿圓浄寺に参るにつき，什物書抜持参のこ

と）． 
10 月8 日． 差出：別家． 受取：本家中． 
1 通． 横切継紙． 
1140-114 
[佐藤宜郎書状]（家賃の件）． 
20 日． 差出：佐藤宜郎． 受取：桑原鉄郎殿． 
1 通． 横切継紙． 
桃色罫紙． 
1140-43 
[書状]（昨日拝見の脇差直段につき）． 

差出：蔵古． 受取：いつミや午太郎様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-79 
[書状案]（笠原氏の件ほか）． 
差出：自信州小諸． 受取：東京神田駿河タヱ南甲賀町

十八番地屋代松蔵様方町田冨士太． 
1 通． 横切紙． 
1140-145 
[書状案]（下書，旅籠営業勉強中につき）． 
1 通． 横切紙． 
1359-58 
[小山某書状]（売捌き決心，つたやへ御取持ち，直段等

よろしく取計い願）． 
差出：小山拝． 受取：桑原様． 
1 通． 横美切継紙． 
封〆右「上り」． 

3.諸事控帳ほか 
319 
文久二年 戌[破損] 与路すひかいちやう 扇屋久治郎． 
文久2 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙年代記載もと「安政三…」と記すも見せ消ち訂正，また月は

極月または拾月ヵ． 
343 
明治七戌新暦十一月廿二日 諸事控帳 桑原安女控

（引越祝義記，十一月廿二日手伝記）． 
明治7 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 

4.陶器類売買 
352 
明治十六年 未六月日 陶器数品改記． 
明治16 年6 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴部破損，後欠ヵ． 
1202-9-21 
し切書（諸陶器類）． 
11 月 14 日． 差出：福岡拝[朱印]． 受取：〈ヤマに久〉

扇屋様 御中． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
朱印印文「福岡」． 
1202-9-13 
記（尺五寸鉢・藤絵尺三寸ほか丼類・蓋物類・水入類等

代銀または量目書上）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-14 
（宿・扇屋忠兵衛殿・布袋屋栄治郎殿等ごと盆・角鉢・吸

物椀ほか諸品代金銭書上）． 
3 枚． 横折紙． 
右側破損（綴部），前欠ヵ． 
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1202-9-16 
（六角小廻鉢・吸物椀等代金書上）． 
5 枚． 横折紙． 
右側破損（綴部）．一ツ綴の綴穴あり． 

5.掛集帳 
431 
慶応三年 卯極月掛集帳 扇屋出店． 
慶応3 年3 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
332 
慶応三年 卯七月掛集帳 扇屋出店． 
慶応3 年．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴紙紐切れ． 

6.諸品通 
366 
明治二十一年 子七月吉日 白米通，(裏表紙)升屋 文

右衛門(朱印) 扇屋亀次郎様（〆9円14銭済み，二月廿

六日）． 
明治21 年7 月～仝22 年6 月迄満1 ヶ年． 作成：(1 丁

目署名)須田文右衛門(朱印)．  
1 冊． 横美半折（綴葉装下ヶ二ツ目結び綴じ）． 
破損，綴じ紐・下ヶ紐切れ．表紙ほか押印印文「〈ヤマに文〉小

諸 本町 須田」．1 丁目に 5 銭証券印紙． 
7.全体 

1140-109 
借用申一札之事（金20 両借用）． 
慶応元年丑12 月．  
1 通． 横切紙． 
差出・宛先破り取り． 
1140-133 
（ふじのや無尽金覚）． 
（近世）．  
1 通． 横切紙． 
342 
明治四辛年 未四月吉日 払物売上帳 扇屋屋す女． 
明治4 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
綴補修．後部破損． 
281 
明治十年 十一月二十九日 鹿島 拝殿 新築日勤順番

帳． 
明治10 年11 月29 日～明治11 年7 月25 日．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
1140-47 
（家財道具書上）． 
明治16 年未11 月29 日．  
1 通． 横切継紙． 

1140-1 
伍長引替り御届（十七年度伍長）． 
明治 17 年 1 月 16 日． 差出：小林純之丞(印)． 受取：

西岡信義殿． 
1 通． 竪紙． 
1144-101 
借家証書（雛型，託応寺附属建築家）． 
明治 21 年． 差出：北佐久郡小諸町―印，保証人―印． 

受取：仝郡仝町 託應寺檀徒御中． 
1 通． 横切紙． 
1144-102 
県会議員招待有志懇親会広告． 
明治23 年10 月． 作成：南北佐久立憲自由党惣代．  
1 通． 小切紙． 
1140-9 
（製糸業勉励につき金10 銭賞与状）． 
明治 25 年 8 月 26 日． 差出：山木製糸所[朱印]． 受

取：桑原周． 
1 通． 横美切紙． 
印文「信州小諸〈ヤマに木〉藪原 商店之印」． 
1140-33 
記（金銭差引）． 
（明治）25 年10 月30 日．  
1 通． 横切紙． 
1140-134 
記（さけ，うと他食品代金請取）． 
（近代）4 月18 日． 差出：角屋惣吉． 受取：上． 
1 通． 横切紙． 
1144-35 
記（代金勘定）． 
（近代）．  
1 通． 横切継紙． 
1144-37 
記（ふとん，夜着等借用代金）． 
子8 月14 日． 差出：扇屋． 受取：恵登屋サマ． 
1 通． 横切継紙． 
1144-126(26) 
記（さじ等代金）． 
（寅）とら 8 月． 差出：江部屋半三郎． 受取：先生様． 
1 通． 横美切紙． 
1140-8 
記（はんてん，はおり代金）． 
卯3 月5 日． 差出：十蔵． 受取：扇屋様． 
1 通． 横切継紙． 
1202-9-19 
組合下書（午年 100 両配分内訳および・来る未年ほか

金番書上）． 
（午年）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
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1140-86 
覚（針金代金）． 
申7 月． 差出：柳田五兵衛． 受取：本町下組御元〆． 
1 通． 横切継紙． 
1140-87 
覚（さこがき代金）． 
申7月． 差出：かぢや源太夫． 受取：本調下組元〆様． 
1 通． 横切紙． 
1140-88 
覚（米代金）． 
申7 月． 差出：米屋兵吉． 受取：中川元〆様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-89 
覚（諸白代金）． 
申7 月． 差出：清水や半兵衛． 受取：下組元〆． 
1 通． 横切紙． 
桃色紙使用． 
1140-91 
覚（千疋代金）． 
申 7 月． 差出：大津屋半五郎． 受取：下組 御元〆衆

中様． 
1 通． 横切紙． 
1140-92 
覚（なわ代金）． 
申7 月． 差出：隅屋宗七． 受取：中町元〆忠様． 
1 通． 横切継紙． 
1140-94 
覚（材木代金）． 
申7 月． 差出：木場． 受取：中町丁子や太兵衛殿． 
1 通． 横切紙． 
1140-103 
覚（すミ代金）． 
申7 月． 差出：升屋嘉兵衛． 受取：御元〆様． 
1 通． 横切紙． 
1140-123 
覚（三寸筆代金）． 
申 7 月． 差出：いつミや新兵衛． 受取：中町御元〆中

様． 
1 通． 横切紙． 
1140-124 
覚（わらそうり代金）． 
申7 月． 差出：橘や喜右衛門． 受取：御元〆中様． 
1 通． 横切紙． 
1202-9-15 
記（うり・ほや等代金書上）． 
申年8 月． 差出：すミ屋． 受取：扇屋様． 
1 冊． 横長半（一ツ目結び綴じ）． 
左側欠損． 
1140-80 

記（2 升代金）． 
申 12 月． 差出：□□醤油店． 受取：詫應寺世話人扇

屋彦太郎様． 
1 通． 横美切紙． 
1140-93 
記（小麦代金）． 
酉12 月． 差出：車屋源吉． 受取：和泉屋新兵衛様． 
1 通． 横切紙． 
1140-115 
記（酒代金）． 
戌2 月． 差出：尾沼． 受取：扇屋様． 
1 通． 横切紙． 
1140-11 
（炭代金等覚）． 
1 月10 日．  
1 通． 小切紙． 
1140-65 
（出立人数覚）． 
1 月10 日～13 日．  
1 通． 横切紙． 
1144-73 
[着物・ふとん等仕立注文綴]． 
差出：[大和屋利兵衛]． 受取：[扇屋ほか]． 
[1 綴（7 通）]． [綴，横美（糊貼）]． 
各本紙上部を糊で貼継ぎ一括．破損，取扱注意． 
1144-73(1) 
四百四十四号（ふとん等仕立依頼書）． 
5 月 11 日． 差出：大和屋利兵衛． 受取：仕立局総理

大臣殿． 
1 通． 横美切紙． 
1144-73(2) 
四百三拾号（夜着，ふとん等仕立依頼書）． 
差出：〈ヤマにト〉． 受取：扇や殿． 
1 通． 横美切紙． 
冨之助受取記載あり． 
1144-73(3) 
(前欠)（更紗仕立依頼書）． 
3 月7 日． 差出：〈ヤマにト〉． 受取：扇や御中． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-73(4) 
第百八拾号（黒太織仕立依頼書）． 
3 月6 日． 差出：〈ヤマにト〉． 受取：扇や様． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-73(5) 
六十四号（綿入・下着等仕立依頼書）． 
1 月23 日． 差出：〈ヤマにト〉． 受取：職方御中． 
1 通． 横美切継紙． 
1144-73(6) 
第拾四号（男物着物仕立依頼書）． 
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[ ]月 10 日． 差出：〈ヤマにト〉大利． 受取：仕立や御

中． 
1 通． 横美切紙． 
上部欠損． 
1144-73(7) 
第拾七号（半天仕立依頼書）． 
[ ]月[ ]． 差出：〈ヤマにト〉大利． 受取：職方御中． 
1 通． 横美切紙． 
破損大． 
1140-48 
記（食品料・酒肴料）． 
1 月31 日． 作成：小林．  
1 通． 竪切紙． 
1144-63 
記（さけ，切いか等代金）． 
2 月11 日． 差出：大和屋五兵衛． 受取：扇屋様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-12 
記（白米炭代金勘定）． 
2 月25 日．  
1 通． 横切紙． 
1140-128 
(前欠)（れんこん等代金）． 
3 月3 日． 差出：角屋惣吉． 受取：あうぎや様． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(3) 
記（煙草代請取）． 
3 月31 日． 作成：蔦屋善助[印]．  
1 通． 横美切紙． 
1140-54 
（用意弁当覚，古太郎他）． 
5 月10 日～19 日．  
1 通． 横切紙． 
1140-90 
覚（御酒肴代金）． 
5月11日． 差出：扇屋忠七． 受取：当町元〆衆中様． 
1 通． 横切紙． 
1140-19 
記（花落雁ほか代金）(後欠)． 
5 月31 日． 作成：大井屋[定(ヵ)… ]．  
1 通． 横切紙． 
奥破損． 
1144-44 
記（酒代金）． 
7 月8 日． 差出：角惣． 受取：上． 
1 通． 横切継紙． 
1144-51 
直書（めんかや代金）． 
7 月8 日． 差出：江卩半． 受取：上． 

1 通． 横美切紙． 
1144-69 
（古蚊屋仕立依頼）． 
7 月9 日． 差出：堀部十蔵． 受取：ミカケ 小泉茂弥太

様． 
1 通． 横切紙． 
白紙同封． 
1144-70 
（博多結き単物仕立覚）． 
7 月13 日． 差出：〈ヤマにト〉商店． 受取：職方御中． 
1 通． 横切継紙． 
1144-115(1) 
記（ビン 2 本代金請取）． 
7 月 29 日． 差出：〈ヤマに一に●〉染物屋[朱印]． 受

取：扇屋様． 
1 通． 横美切紙． 
1144-115(1)～-115(9)まで上部で貼合せ一括（一部剥離・難読）．

破損．押印印文「長野県下 小諸町 〈ヤマに一に●〉亀屋染物

店」． 
1144-74 
（帷子仕立依頼書）． 
8 月10 日． 差出：〈ヤマにト〉． 受取：仕立屋御中． 
1 通． 横切紙． 
1140-4 
記（棺バコ代金受取）． 
8 月11 日． 差出：桶多(印)． 受取：上様． 
1 通． 横切紙． 
1144-90 
記（明樽(ヵ)代金）． 
8 月． 差出：すや重． 受取：高等分教場御中． 
1 通． 横切紙． 
1144-40 
（さけ等代金）． 
9 月6 日． 差出：角久． 受取：桑原様． 
1 通． 横切継紙． 
1359-33 
（ただ今お咄しした事件，午後二時迄に否やご報伺いた

く依頼）． 
9月19日． 差出：紀南(ヵ)社代 三橋利喜蔵． 受取：桑

原亀三郎様・小林直之助様 貴下． 
1 通． 横切継紙． 
1144-72-1 
記(牛鍋，松茸等代金）． 
12 月3 日． 差出：扇屋亀太郎． 受取：上様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-72-2 
記（さけ，干瓢など代金）． 
9 月25 日． 差出：かとや惣吉． 受取：上様． 
1 通． 横切継紙． 
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1144-94 
記（品物代金）． 
10 月 15 日． 差出：小諸町酢屋久左衛門（印）． 受取：

扇屋様． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(8) 
記(上等肉代金受取）． 
10 月25 日． 作成：大井三五三(朱印)．  
1 通． 横切紙． 
印文(6)に同． 
1144-64 
（金銭勘定覚）． 
10 月． 作成：萬甚．  
1 通． 横切継紙． 
1144-114 
（しばん，ざふとん送付願）． 
11 月23 日． 作成：扇屋．  
1 通． 横切紙． 
裏は，法律事務所設置広告(立川雲平）． 
1140-23 
記（炭代金）． 
11 月 28 日． 差出：いつミや午太郎． 受取：駒屋七兵

衛様． 
1 通． 小切紙． 
1140-46 
記（二日巾・すり鉢代金）． 
11 月 28 日． 差出：駒屋七郎兵衛． 受取：木林午太郎

様． 
1 通． 横切紙． 
1144-65-1 
(金円，名前書上）． 
1 通． 横切紙． 
1144-65-2 
記（本場琉久，遠州代金）． 
12 月4 日． 差出：柳茂． 受取：扇や様． 
1 通． 横切継紙． 
鉛筆書． 
1144-58 
記（遠敷代金）． 
12 月5 日． 差出：柳茂[朱印]． 受取：扇屋様． 
1 通． 横切紙． 
鉛筆書き．印文「信州 小諸 〈○に柳〉 畳表紙麻[ ]金物□鉄 

石油[ ]傘[ ]荒物 柳田茂十郎」． 
1144-54 
記（切いか，乾瓢等代金）． 
12 月11 日． 差出：かとや惣兵衛． 受取：上様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-47 
記（止肉代金）． 

12 月31 日． 差出：稲有． 受取：あうぎや様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-49 
記（仕立代勘定)． 
12 月 31 日． 差出：江部屋半三郎． 受取：桑原御家内

様． 
1 通． 横美切継紙． 
1140-45 
記（請取金覚）． 
12 月． 差出：天野． 受取：桑原様． 
1 通． 横切継紙． 
1144-115(2) 
記（牛肉代金受取）． 
[ ]月14 日． 差出：稲垣(印)． 受取：上． 
1 通． 横美切紙． 
1144-115(4) 
記（上肉代金受取）． 
24 日． 作成：稲垣(印)．  
1 通． 横切紙． 
1140-7 
記（借用金元利差引）． 
1 通． 横折紙． 
1140-12 
記（着物・帯質入利子等）． 
作成：□仁．  
1 通． 横切紙． 
1140-14 
（注文反物書上）． 
1 通． 横折紙． 
1140-15 
（占い，未年男）． 
1 通． 横切紙． 
1140-16 
（金銭書上，桑原亀太郎）． 
1 通． 小切紙． 
1140-18 
（占い，八卦見）． 
1 通． 竪紙． 
1140-20 
記（無尽掛金，扶持料等）． 
1 通． 竪切紙． 
裏は，矢嶋宗三郎の桑原亀太郎方転宅御届． 
1140-31 
（渡し金覚，大権村七作殿ほか）． 
1 通． 横折紙． 
1140-42 
（家財書上）． 
1 通． 横折紙． 
1140-44 
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（領収書，手紙下書）． 
1 通． 竪紙． 
熨斗紙を再利用． 
1140-49 
記（米，醤油など代金）． 
1 通． 小切紙． 
1140-50 
（手紙文手習，砂糖買入等につき）． 
1 通． 横折紙． 
1140-51 
記（元利差引）． 
1 通． 横折紙． 
1140-52 
記（炭代金払金覚）． 
1 通． 横切紙． 
裏は，「桃園加川先生追福書画雅会」参加者名簿． 
1140-53 
記（着物・小間物など書上）． 
1 冊． 横長半（二ツ目縫い綴じ）． 
青色罫紙． 
1140-58 
（書状写貼継，観世音菩薩開帳につき他）． 
1 通． 横切継紙． 
1140-69 
記（高・セリ・掛金等覚）． 
1 通． 横切継紙． 
1140-71 
（計算問題，「三種の黍…」）． 
1 通． 横切紙． 
臙脂色罫紙． 
1140-72 
（本焼土瓶等代金覚，半田八郎治分）． 
1 通． 横切紙． 
近江商人宿泊滞在御届書雛型あり． 
1140-84 
献立（祝宴）． 
1 通． 横切継紙． 
1140-95 
(前欠)（子供名前書上）． 
1 通． 横切継紙． 
1140-96 
覚（預り金等）． 
作成：久兵衛．  
1 通． 横切紙． 
1140-97 
覚（順吉宿泊代金など）． 
差出：下座． 受取：御世話方様． 
1 通． 横切紙． 
1140-132 

（文様下書，龍・牡丹）． 
1 通． 横切継紙． 
一部鉛筆書． 
1140-135 
（松竹梅図，俳句）． 
1 通． 横切紙． 
1140-136 
（買物代金覚，陶器類）． 
1 通． 横切継紙． 
近世ヵ． 
1140-137 
（脚絆，ももひき等代金覚）． 
1 通． 横切紙． 
1140-138 
（食器類数量書上，いせさる他）． 
1 通． 横切紙． 
1140-139 
[引札]（玉椿水油）． 
作成：元祖製造元 信州小諸町松壽堂香具屋兼次郎．  
1 通． 横切紙． 
1144-1-5 
（鶴の絵）． 
1 通． 小切紙． 
1144-4 
記(宿泊代金等）(後欠)． 
1 通． 横切紙． 
破損． 
1144-36 
（俳句7 句書付）． 
1 通． 横切紙． 
「さよ衣 また染とけの 春の雨」他． 
1144-55 
（酒，牛代金）． 
受取：土屋久仁助殿． 
1 通． 横切紙． 
裏は，小諸香具屋兼次郎の引札． 
1144-57 
記（酒，なまり，ふとう等代金書上）． 
1 通． 横切継紙． 
白紙1 枚同封． 
1144-60 
（渡し金覚，岩菊などへ）． 
1 通． 横切紙． 
1144-61 
弘告（玉椿水油）． 
作成：信州小諸町油養洋物店金澤兼次郎印 屋号香具

屋．  
1 通． 横切紙． 
1144-67 
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記（牛肉，酒代金勘定）． 
1 通． 横切継紙． 
1144-82 
（帷子等衣類員数書上）． 
1 通． 横切継紙． 
1144-88 
（手習書付）． 
1 通． 竪切紙． 
朱色罫紙．内容「包み紙…」． 
1144-103 
（仕立物寸法覚）． 
1 通． 横切紙． 
1144-115(5) 
記（弘告代金請取）． 
差出：小諸活版所[朱印]． 受取：扇屋様． 
1 通． 横美切紙． 
印文「小諸活版所印」． 
1144-126(28) 
記（読本代金）． 
1 通． 横美切紙． 
1202-9-12 
明治六酉年十二月 諸払覚． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-20 
記（鉄色羽織・半天・下着等代金書付）． 
1 冊． 横長半（ひねり綴）． 
後部欠損． 
1202-9-22 
記（福岡徳治郎・小諸銀行・横山又兵衛ら金額および 4

人割金勘定書付）． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
1202-9-29 
辰七番会差引目録扣． 
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙記載なし． 

8.忠兵衛家（本町）/1.慶弔諸事 
424 
安政四丁巳年 四月廿九日 孫悦諸事扣 扇屋忠兵衛． 
安政4 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
397 
寛政五癸丑年 二月吉日 伊勢御来宮御祝義帳，(裏表

紙)本町 扇屋忠兵衛． 
寛政5 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
413 
弘化四丁未年［皐(ヵ)]月 祝義受納并諸色帳 本町 扇

屋忠兵衛． 
弘化4 年．  

1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
汚損・下部破損，綴紐切れ． 
433 
明治元年辰十月十三日 祝儀受納書留帳 桑原忠兵衛． 
明治元年10 月．  
1 冊． 横長半（下ヶ二ツ目綴）． 
399 
（「一月二十一日 婚礼御祝義受納」），(裏表紙)本町 扇

屋 武吉 文化十五年 寅二月廿一日． 
（1 月21 日）．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
表紙欠ヵ．綴補修済． 
396 
寛政元己酉十一月廿三日 親父不幸ニ付香奠并御見

舞扣帳 桑原忠兵衛． 
寛政元年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
400 
甲 文政七申閏八月廿二日 音信香奠帳，(裏表紙)桑原

忠兵衛時． 
文政7 年閏8 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
407 
天保十五甲辰十一月廿日 釋尼妙倫大姉不幸諸色控 

桑原忠平 母． 
天保15 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
408 
天保十五甲辰年 十一月二十日 釋尼妙倫大姉香奠帳 

桑原忠兵衛妻 行年七十六． 
天保15 年11 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
417 
嘉永三戌十月二十四日夕ヨリ 釋尼妙綸大姉 桑原忠

兵衛妻 七年忌 宏如了心信女 伊藤傳重郎妻 十三年

忌 證岸玄明信士 伊藤丹之助事三年忌（年忌覚書）． 
嘉永3 年10 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
末尾丁左端切取り． 
418 
嘉永六癸丑二月十七日 不幸諸色書留帳 釋流逞徳居

士 俗名 桑原忠平． 
嘉永6 年2 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
420 
釋流逞徳居士 四拾九日蒸物 配軒別控 嘉永六丑年 

四月六日一日法事 桑原氏，(裏表紙)［印1]［印2]． 
嘉永6 年4 月．  
1 冊． 横長半（一ツ綴）． 
裏表紙印1印文「小諸駅本町 扇屋忠兵衛」，印2印文「〈ヤマに
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