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三二家について

　この文書群の発生主体であった山口家は、近世には出羽国村山郡山家村、近代となってからは山形県東

村山郡山元三に代々居した家である。

　山口家の家系や由緒に関する記録は殆んど残存しないために、その丁丁を詳しく知ることは出来ない

が、文書の上では．寛文七年（一六六七）の下木御改丁＜No．2861＞に山家村庄屋として出て来るのが

最初で、同十二年の山家村宗門人別帳＜No．1＞の奥書にも、庄屋三右衛門と記載されているところが

ら、少なくとも寛文期には、山家村の庄屋を勤めていたことは明らかである。寛保期に幕領となってか

らは庄屋を名主と改称）寛文以降山家村の庄屋を世襲して幕末に及んだ山口氏は、明治に至って山元村

戸長に任命された。

　その山口家は貞享三年（一六八六）現在で田八反二畝二歩、畑一町五反九畝二十四歩、計二町四反一

二二十六歩を所有している。宝暦十三年（一七六三）の持高は三十三石六二五升六合、明和九年（一七

七二）では三十四石五斗九升三合と、貞享当時に比して十石内外の増加を示したに過ぎないが、十数年

後の寛政元年（一七八九）には三十九石六升四合と増し、その後急激に増して文久三年（一八六三）に

は百五十六石二升三合となった。面積でいえば天保十四年（一八四三）に田六町一反八丁十五歩、畑七

町七反七畝十六歩、屋旧地五反五歩、新田五反四畝二歩、新畑七反七子二十八歩、計十五町七反八畝六

歩であった所有規模が、明治九年には計二十八町一反四畝に増し、更に明治十七年には四十三町二反四

畝十一歩に増大した。この所有高は山元村農地の約三分の一に相当するが、寛政二年（一七九〇）以降

の大福帳で見ると、金融の方は同族間の融通を図った程度で、それも高額の金ではなかったから、従っ

て金利所得が土地集積の主要財源であったとは思われない。

　また山口三右衛門は所属の幕領陣屋付「二二」　（個別の陣屋管轄下の町々村々全体を示す史料用語）

に関わる役儀をしばしば勤めており、郡中二代や組合村惣代、年貢廻米宰領、年貢金納宰領、訴願・嘆

願の惣門としての活動に関わる文書が山口家文書の一部を占めている。

　また、山口家は天童小路町善行寺を旦那寺とし、檀家惣代も勤めていた関係で、善行寺檀家惣代文書

として括れる文書のまとまりを確認しうる。
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表1　山ロ家の持高の変遷

当主 年代 石高

三右衛門（教信） 宝暦10年 18石7斗8升5合4勺

`三郎跡支配高

P4石8斗7升1合7勺

宝暦12年 33石6斗5升6合9勺

三右衛門（除町） 明和9年 34石5斗9升3合6勺

寛政3年 39石6斗4合

¥紙

u62石8斗5升2合」

三右衛門（昭庵） 安政2年 145石5斗1升2合2勺1才

文久元年 156石2斗2升3合8勺

表2　山家村（幕領分）の支配代官と支配役所

年代 代官名前 陣屋（支配役所）

寛保2～延享3 宮村孫左衛門 漆山

延享3～寛延元 平岡彦兵衛 漆山

寛延2年～寛延3 柴村藤左衛門 長瀞

寛延3～宝暦3 岩佐郷蔵 長瀞

宝暦3～宝暦4 千種清右衛門 長瀞．

宝暦5～宝暦8 川田六郎左衛門〔玄蕃〕 長瀞

宝暦10～宝暦13 小田切新五郎 柴橋

明和元～明和5 会田伊右衛門 柴橋

明和6～安永8 野田弥市右衛門 柴橋

安永9～天明7 野田松三郎 柴橋

天明8～寛政元 布施弥市郎 柴橋

寛政2～寛政6 池田孫九郎 柴橋

寛政7～寛政10 三河口太忠 柴橋→宮崎

寛政11～文化6 鈴木喜左衛門 宮崎

文化7～文化10 山田茂左衛門 宮崎

文化10～文化13 嶋田帯刀 宮崎

文化13～文政9 田口五郎左衛門 宮崎→東根

文政10 平岡彦兵衛 東根
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文政11 竹垣庄蔵 東根

文政12～天保元 竹垣善佐 東根

天保2～弘化元 大貫次右衛門 東根

弘化2～弘化4 石井勝之進 東根

嘉永元～安政元 戸田嘉十郎 東根

安政2 羽田十左衛門 東根

安政2～安政4 松永善之助 寒河江

安政5～文久元 林伊太郎 寒河江

文久2～文久3 新見蟻蔵 寒河江

元治元～慶応元 三宅酒作 寒河江

慶応2～慶応 山田左金次 寒河江

山家村の概況

　出羽国村山郡山家村は、文政12年から織田氏の城下町となった羽州街道の主要な宿駅である天童町の

北東に位置を占め、東は同郡山口村、西は同郡老野森村及び天童、南は貫津村、北は山口村に接し、東・

北・南の三方に山を負い、最上川支流の古瀬川の渓谷に沿う山麓の村である。元和検地（1623年・元和

9年）では、村高873三余で、過半は畑地であった。地味は稲・梁・桑など砂生育に適しているが、水利

は至って不便で、しばしば水害と早魅に苦しんだ歴史をもっている。

　山家村は明治六年（一八七三）二月山元村と村名を改めたが、同十年の村誌＜No．4264＞には、村の

総面積三百七十二町七反九三十四歩、うち田が四十四町五反十四歩．畑九十町七反九畝二十四歩、宅地

十五町八反四畝十五歩、山林二百十七町六反二畝五歩、草生地四町二丁十六歩と見えている。これを寛

延二年（一七四九）以降の村明細帳によってみると、高八百二十四石二斗二升の反別八十二町八反一畝

十八歩、その内田が三十町一反高畝十五歩（高五百三十四石五斗）畑五十二町六反三畝三歩（二百八十

九石高斗二升）他に新田二四町八反十二歩（高二十三石一斗六升五合六二）、朱印地が四ヵ所（高九十

八石二二九升九合、高大豆二十三石九二四升三合）、御璽二十ヵ所（反別百三十七町八反歩）、村持林

三ヵ所となっている。

　以上の書上によっても明らかな様に、山家村農地は畑が田の約二倍を占め、御下・原野を含めた山林

面積は総村地積の約六〇％に上っている。

　山家村における生産概況を、明治五年（一八七二）の「産物調書」＜No．3913＞からみると、米・大

麦・小麦・大豆・小豆・黍・粟・蕎麦・胡麻・菜種・綿・桑・漆実・菜・蕪・牛脂・蕃・苑豆・冬葱・

豚・柿・葡萄・荏・清酒・紅花・楮・藍・葉煙草・大根・網羅萄・茄子・瓜・小角豆・協救薦・鶏・栗・

梅・薪・押脚材の生産・飼育が行なわれていることが判明する。

　近世の山家村は元和以降山形藩最上氏の采地であったが、元和九年（一六二三）七月鳥居左京亮の所

領となり、寛永十五年（一六三八）八月保科肥後守の領する所となる。寛文元年（一六六一）松平大和
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守がこれに代り（山形藩→宇都宮藩→白河藩）、寛保元年（一七四一一）松平氏の播磨国姫路移封後、即

ち同二年十月以降は幕府領となる。山形藩の大庄屋制度のもとでは、山口組（大庄屋山口村伊藤家）に

属していた。

　幕領となってからは、漆山代官所支配、柴橋陣屋支配、宮崎陣屋支配、東根陣屋支配、寒河江陣屋支

配、とめまぐるしく管轄役所が変遷する。寛保2年から明治維新まで一貫して幕領でありつづけたが、

その間の百二十数年間に代官の更迭を見ること三十二回目及んだ。

　山家村の人口を宗門人別帳＜No．1～15＞によって見ると、最も古い寛文十二年（一六七二）が四百

十五人、享保八年（一七二三）四百十九人、寛保二年（一七四二）四百六人、明和六年（一七六九）四

百二十一人であって、寛文以降の約百年間は四百二十人前後に止まっていた。それが、明和より百年後

の慶応四年（一八六八）には三百人を増して七百二十八人となっていることは注目される。

　山家村の名主役は山口家が世襲し、寛延の村明細帳＜No．1558＞によれば、名主給米として一ヵ年に

米側俵を給与（外に持高十八石七斗八升五合分の村諸役・高懸り等免除）されたが、三人の組頭に対す

る年給は米二俵ずつであった。　（組頭三人分の高合四十五石九斗三合同断）。山口家は、少なくとも寛

文七年（一六六七）年以降、山家村の庄屋（幕領となってからは「名主」）を代々勤め幕末に及び、明

治維新後は山元村の戸長に任じられた。

　山家村の年貢米の大部分は江戸・大坂廻米として処理された。この米の最上川河岸羽入（村の北西約

8㌔）までの運送は村役で、羽入から酒田湊へ輸送された貢米は、酒田から大坂・江戸筋へ廻漕される

が、羽入・酒田間の運賃は百石に付五分二厘管毛の割合をもって村方へ給附された。なお納入された貢

米を廻米に附する迄の期間は、その年の備蓄米と共に村の郷蔵において保管されることになっていた。

　年貢の外の高懸り役としては、高百石に付一石五斗の割の夫米、高百石に付六升の御伝馬宿入用、高

百石に永二百五十文の御蔵前入用があった。前出の寛延度村明細帳によれば、この外に、野年貢・漆木

役永・山年貢永・青苧畑役回・御林下草銭等の小物成があり、別に糠代（高百石に付糠沸石八斗二升一

合）、藁代（高百石に平平百十六束）、押下（高千石に永五百文）、草代（馬一疋に付一日草三束）を

上納し、助郷役については「御大名宮方御通り之節、助人馬天童え相詰来り申候」と見えている。

文書群の内容

　山口家文書は山家村名主として作成された名主文書を中心とし、その他、山家村を含む地域に関する

文書、家文書と大きく三つの柱から構成されている。さらに詳細にみると、別表4に示したように、①

山家村名主として作成された名主文書、②組合村・村連合にかかる文書、③西中惣代や廻米出役を勤め

る中で山口家に蓄積された幕領「郡中」に関する文書、④近代山元村・山元地区で山口家が戸長等とし

て作成した文書、⑤山口家に関する文書の5組織に分類できる。

①山家村名主文書は、近世中期以降、とくに幕下となった寛保二年（一七四二）以後は、その数量が増

　すばかりではなく、概ね系統的にしかも間断なく保存されている。このうち、支配関係では代官役所

　からの諸法度・政令をはじめこれらに対する村方請書が多く、土地関係の古いところでは1638（寛永

　15）年の「御縄打水帳」＜No．658＞、1686（貞享3）年の「田畑名寄」＜No．677＞、また「田畑敷

　放証文」　「田畑書入証文」など土地の移動に関する文書、林産物の採取、漆の植栽を含む山林関係の
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　史料が少なくない。貢租関係では寛永元年（一六二四）の年貢免定＜No．2522＞をはじめ、元禄五年

　（一六九二）以降幕末まで、ほとんどが間断なく、皆済目録は寛保二年より明治二年迄、年貢割付、

　取立・請取帳などもよく揃っている。また、貢租納入に関する石代納願、安石代願等の願、届書類も

　多い。村の出作勘定帳が百姓・名子・水呑の別に仕立てられていることはこの文書の特徴をなすもの

　である。村関係では正徳四年（一七一四）の「山口組御法度書」＜No．838＞をはじめ、村定や「村

　指出明細帳」　「御用留帳」文政一明治の「御用状留帳」に特色がある。

　戸口関係では「宗門丁丁人別帳」が、享保八年（一七二三）以降、維新後の壬申戸籍までこれも間断

　なく続いており、切支丹類族関係文書もある。このほか若松寺・宝瞳寺以下寺社・寺社領関係も少な

　くない。二丁寺については当館所蔵「出羽国山形宝瞳寺門書」　（史料館所蔵史料目録第9・16集）参

　照。

②村連合・組合村にかかる文書には、幕領最寄組合関係文書、憎憎寺領関係文書、若松寺領関係文書が

　確認されるが、点数は多くない。山口家は幕領最寄組合の最寄惣代、宝瞳寺領の年貢収納を取り仕切

　る地頭を勤めていたことが確認されるが、具体的な活動の内容は不明である。

③近世後期、山口家が幕領「郡中」　（一つの寸寸代官所が管轄する町村の全体）を代表する郡中惣代・

　出府惣代などの諸役を連綿と勤め、その勤役中の文書がまとまって残っていることは本文書群の特徴

　のひとつといえる。特に年貢廻米・年貢江戸納関係の書類が多い。また、郡中惣代や廻米惣代として

　の山口三右衛門の具体的な活動の判明する日記・手記もある。

④明治期山元村戸長文書・山元地区文書は、近世期の文書に比べて数がぐっと少ない。近世分の文書が

　選択されて当館に入ったためであろう。そのなかで、417枚の地券をはじめとする地租改正関係文書、

　元若松寺朱印地の取扱いに関する文書はまとまっている。

⑤山口家にかかる文書では、小作・立附関係帳面、家計関係の書類が多い。書状では、村山郡幕領の郡中

　惣代や幕領代官所役人との間で交わされた書状が充実している。

表3　文久元年における山家村の階層構成

石高 人数 内：名子数

30石以上 2

25～30石未満 2

20～25石 4

15～20石 6

10～15石 10

5～10石 10 1

1～5石 7 6

1石未満 18 18

水呑 60

合計 119 25

註：若松寺領分を除く（山家村最大の地主である白寿院は含まれていない）。
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本目録の構成

　出羽国村山郡山家村山口家文書は昭和28年11月17日に受け入られ、旧国立史料館所蔵文書となった。

山口家文書の整理終了とともに昭和33年6月には『史料館所蔵史料目録　第七集』が刊行された。しか

し、　『史料館収蔵史料総覧』　（国文学研究資料館史料館編、一九九六年）の該当項目に記載されている

ように、山口家文書には「つづら1箱」その他の未整理文書が残されていた。そこで2004年度、この未

整理分の整理を進め、史料情報をまとめて本目録を刊行した。

　第7集（その1）作成当時の史料整理は、史料表題から内容を判断して分類する程度であり、近年行

なわれているように、文書を生み出した組織とその機能に配慮して文書目録の項目を立て、配列するこ

とはしていない。さらに第7集（その1）では、性格の異なる文書どうしをひとつの項目に納めている例

も散見され、残念ながら分かりにくい文書目録となっている。しかし、この未整理分は第7集（その1）

を編成するために史料を整理していた過程で「雑」として取り除けられたと考えられる文書が過半を占

めていることから、本目録で7集（その1）とまったく異なる目録項目を立てることはいたずらに混乱を

招き、かえって利用者に不便を与えると判断して、本目録では、第7集（その1）での目録項目に準拠し

て文書データを配列した。しかし、今回整理したなかで特徴的なまとまりをもつ書状文書は第7集（その

1）にほとんど収録されていなかったので、独自の項目を立てて（その1）の項目のあとに付随させた。

その他、　（その1）での項目の下位レベルに補助項目を設定するなど、山口家文書目録（その2）の目

録項目構成には史料の性格を表すためのいくつかの工夫が施してある。

　なお、山口家の組織体に基づいたおおよその史料構造を示した次下表4を手引きとすれば、目録構成

の不備により項目の分かれてしまった文書間の相互関連構造を旧い出すこともできよう。

【付記】本集の編成にあたっては、山口家文書の原平野である戸田千和氏のご協力を得た。ここに記し

て謝辞を申し上げたい。
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表4　山家村山口家文書の史料構造

支配 領知／法令山家村名主（庄屋）

ｶ書 土地 検地帳／郷村高帳／名寄帳／高反別書上／新田・起返地／川

〟E旱損／山林野／御感／土地売買（村役人裏書）

年貢・諸役（幕領分） 年貢割付状／年貢皆済目録／検見／定免／破免・引米／年貢

譌ｧ・割合／先納／延納／出作・入作／年貢納入（郷蔵／河

ﾝ出し）／年貢廻米／小物成／山年貢／運上・冥加／国役金

E諸役／夫役／上納金

寺領年貢・諸役 若松寺領／宝橦寺領

村 御用留／村明細取調／村誌／村入用く役人賄入用／検見・巡

ｩ入用／郷宿入用／筆墨紙代〉／郡中入用・組合村入用割合

?^村方願書控（奥書）／雨乞・その他宗教行事／定番・見

�

山家村諸事件 訴訟／博突・喧嘩／騒動・一揆／若松一件／山回一件

人別 宗門改帳／人別請払証文／五人組／切支丹類族／奉公人／百

ｩ株・家

単位 夫食・金子拝借／貯穀・囲籾／郷蔵

普請 用水普請／川除普請／御普請／郷蔵普請／村役人足

交通 伝馬・駄賃／通行・先触／天童宿助郷

農業 農業／用水

産物 紅花／漆／その他

商工業 金融／頼母子講／質物／商人・職人

村内寺社 寺社取調／若松寺／若松寺塔頭／聴流寺ほか

旅行

組合村・村連合関係 幕領最寄組合（最寄惣代）

宝橦寺領村々（地頭）

若松寺領村々

支配 触・達／郡村書上幕領郡中惣代・出府

y代等文書 年貢・諸役 検見／減免願書／石代納願／石代直段／上納金

廻米 最上川下し・舟場／酒田津出／江戸・大坂回漕／藏納／買納

E欠米／廻米入用／廻米御用日記

郡中会所 直中議定／願書・届書／郡中入用／壷中入用取調帳／直中入

p立替金書類／郡中入用割合帳／劇中入用書上／郡中備金／

S中貸金・貸穀／陣屋・代官所儀礼

農兵

明治期法令 布告・布達／差紙・廻状山元村戸長・明治期

薄�E 土地 土地帳簿／地籍簿／共有地・宅地／山林・官林／地租改正／

n券／地籍取調／地租取調

租税 地租／地方税／営業税／地租改正

村 村況取調・地誌／産物書上／村費／戸籍／村役人・県会・郡

?c員／願書・届書
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普請 用水普請／川除普請／道路

交通・ 関山新道開竪一件／その他

産業・商工業 養蚕／その他

農業

金融 頼母子講・無尽

山元村社寺 若松寺／若松寺塔頭／その他社寺／献納

学制 山元学校／その他

神社

徴兵

山口家 家系・一族 相続／冠婚葬祭／贈答／辞令・賞状／親類・縁者

善行寺（檀那寺） ・善行寺／善行寺所持地／築地御坊／報恩講／十二日講

山口家諸役職 名主／最寄惣代／郡中惣代／廻米出役／戸長

家業 所有地・手作／小作地・立附／日雇・手伝／金融／諸営業

i酒造等）

家計 金銭出納・差引／買物・小遣帳／通帳／頼母子・無尽／日記

E手帳／諸道具

文化 学芸・教養／書籍・版本／風説留・聞書／信仰／その他

書状

その他 山口家文書（性格不明）

他史料群混入分
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