
1．支配バ．領知

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

1．支配

1．領知

数量（件数）：21

　　山家村の領知変遷や、山家村をはじめとする村山郡村々の村高、支配役人の名前等について知るこ

　とのできる史料を集めた。また（その1）には、幕領の最：寄替に関する史料、私領渡反対運動に関する

史料もともに配列されている。

御陳屋元（先年山形領10万石が、山形城下の他3ヶ領に 宝暦4年正月4日 横切紙・1通 6006

分れる旨とその陣屋元村）　（西里村嘉助）

（会田伊右衛門手代・柴橋詰大山詰役人名前書上、明 （明和元年） 横切紙・1通 4942

和元年九月十五日ヨリ）

村高記　万用集（附属陣屋別村山郡幕領村々高記）　山 安永4年林鐘中旬写 竪三分蝋帳・1冊 4774

口宣豊

（此度山田茂左衛門場所替・川崎平右衛門増地場所替 文化7年6月 横切継紙・1通 5241

に付申渡書写）米四郎左衛門印（他16名）→山田茂左衛門殿
川崎平右衛門殿

覚（荒地起返し・御年貢期日前上納奇特に付御褒美 （文政10年）亥正月14日 横切継紙・1通 4956

、銀、東根附割当り分郡中村々高遠書上）　山口村名主
伊助→山家村御役人中　代官田口五郎左衛門書付写あり。

山家村山口村御領主次第（元和年中より寛保期までの 文政10年6月朔日写 横切継紙・1通 4948

領主・代官名前書写）

天保四年巳七月改　御大（ママ）官治の手代衆（村山郡 天保4年7月 横切継紙・1通 5298

幕領管轄手下・手代名前）

（郡中村々、三右衛門らへ褒美銀額書上）市郎兵衛宿。 文久2年正月28日 横切継紙・1通 4735－22

（幕領郡中各課丁銀割合高書上、褒美銀ヵ）　市郎兵衛 横切継紙・1通 4735－21

宿。

傲文（天童藩吉田大八生捕の者には賞与を与える旨） （慶応4年）閏4月 横切継紙・1通 6008

庄内中村権太夫、北爪脩六、ヰ田良吉、小林幡郎

心願書井金銀銅山出金村早立直仕法附入金調書（亡父 巳正月 竪半・1冊 4562

次右衛門尾花沢代官書役中施策に付）大貫錠之助

盛三代之訳（村山郡領主石盛設定の由緒）盛谷藤衛門→ 未閏2月 横切継紙・1通 4949

東海林勘右衛門様

（田麦野村他5ヶ村村絵図差出に付覚） 出切継紙・1通 4775－29

（名取村他5ヶ村村名書付） 小切紙・1通 4775－30

（村山郡一々領主・街道筋書上） 横切継紙・1通 4775－61

（村山郡水野・秋元・米津家等諸藩領知組替に付支配 横切継紙・1通 4775．64

替坦々書上）　石井様当分預所。

（代官場所替に付覚）山田茂左衛門代官のときカ。 横切紙・1通 5270

（村山二尊二二支配変遷覚） 横折紙・1通 5715

（いろは・番順役人名前帳） 横半半・1冊 5771

（村山郡幕領村田名主・組頭・百姓代名明覚） 横折紙・1通 5773

（代官所申渡聞取書、郡中月代としての勤向心得、取 横切継紙・1通 5894－13

締筋に付）→郡中三代新蔵、三右衛門
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1．支配／25去令／1．代官所達・申渡・御請書／1．（触書）

2．法令

　1代官所達・申渡・御請書

　　L代官所達・申渡・御請書は、山口家文書（その2）では、1．（触書）と2．（廻状・差紙・御用状）に

分けて配列した。なお、一部、藩役所からの触・達の類も含まれている。

1．（触書）

数量（件数）：11

　　触書の写をまとめた。なお、近世の御用留帳の類は4・3－1．留書の項目に収めてある。

（上金・軽目金通用に関する触について請書写）山口 享保11年10月 横切継紙・1通 5209

組山家村禅宗長龍寺洞雲

［触書写］（吹立の弐歩判金通用、小判金暇金引替の旨） （文政元年）5月 横切継紙・1通 5126

別紙貼継。

（秤改につき触書写）　宮崎役所→右三々役人中 子12月17日 横折紙・1通 5686

［触書］（越後国川々御普請御入用国役金上納の件）　御 寅10月 横切紙・1通 4621

役所→畠中密々名主中

［触書写］（小判壱分判吹き直しに付引替の旨）宮崎御役 卯10月14日 横切継紙・1通 5045

所→新町新田、藤助新田、大町村、道二村、山口村、田麦野

村、山家村、原町、下上荻、山寺、大森、右村々名主・組頭・

百姓代

（金銭貸借出入の裁許に関する法令写）柴橋御役所 巳10月9日 横折紙・1通 5786　　　、

覚（越後国川々御普請国役金村々割賦につき達）御役 午11月2日 横折紙・1通 5820

所→（大林新田他13ヶ村）右村々役人

（宗門改に付申渡覚、宗門改下話雛形共） 2月5日 横長美・1冊 5295

（布施様御役所より寒河江御役所へ他村御引渡之節被 横切紙・1通 5168

御福送書写、山家村・荷口村御普請出人足御免の
件）

［書状］（公方様御金入用に付国役金割賦の旨、三二） 横長美（綴）・1綴 5619

中務、冨田郷左衛門、亀岡七太夫

諸差御定直覧書 横切継紙・1通 5743－2

2．（廻状・差紙・御用状）

　数量（件数）：39

　　廻状・差紙・御用状の原本とその写、ならびに廻状の請取書の類をここに集めた。

　　山家村へまわる幕領の廻状は、おもに田麦野村より届けられるルートとなっていたようである。

　　また5980・5994・6003の差出にみえる「御用達」は、陣屋元郡中惣代の古い呼び名である。山家村が

　柴橋陣屋附であった時代と推測されるので、宝暦10年から寛政7年の間の史料である。

［廻状写］（竹千代様御誕生に付特赦の触につき／柴橋 （文化11年）戌正月28日 横切継紙・1通 5208

御備金利足村々割合覚／他）宮崎会所→新町新田（他
15ヶ村）右村高名主中

［廻状］（牧源五兵衛様明14日殺生に御出村なさるに付） 天保3年12月13日 横切継紙・1通 5281－39

大庄屋印→仏向寺様、三宝寺様、中町善行寺様、小路町善

行寺様

覚（漆山心元衆よりの廻状請取の旨）中山口源八→山家 辰3月30日 横切紙・1通 4778－5

村御名主五右衛門殿

覚（割元衆よりの廻状請取）山ロ村名主新蔵→山家村名主 卯11月5日 横切紙・1通 4778－17

五右衛門殿

覚（両奉行衆様よりの御状請取）次郎兵衛（印）→彦左衛門

@様

8月27日 横切紙・1通 5280．12－2
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1支配／25去令／1代官所遼・串渡・御請書〆2．（廻状・差紙・御用状）

［書状］（急御用に付明未明に寄合の旨）大庄屋伊藤儀左 未2月27日 横切紙・1通 5280－21

衛門→村々庄屋衆中　　裏は、願書下書（山家村田畑悪地御用

捨引願）。

覚（御役所様より越後国御入用割廻状井人相書請取） 寅正月7日 横切紙・1通 5059－15

田麦野村忠左衛門（印）→山家村三右衛門殿

［廻状］（江戸・大坂・京に紅花世話所相労るに付、村 末11月19日 横切継紙・1通 5169

山戯曲紅花此方の件）宮崎会所

［廻状］（定免切替願の件／小前の者寄合、騒ぎ立ち不 申正月7日 横切継紙・1通 5227

将の旨／他）　宮崎御役所→大林新田（他14ヶ村）右手々名

主・与頭・百姓代

覚（柴橋役所よりの廻状請取〉忠左衛門（印）→三右衛門殿 申正月16日 横切紙・1通 4960－1

4960全体を一括していた帯封共。4960・1～22まで一巻。

覚（柴橋役所よりの廻状請取）川原子村善吉（印）→山家村 正月29日 横切紙・1通 4960－2

御名主三右衛門様

覚（役所よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申7月3日 横切紙・1通 4960－3

覚（役所よりの廻状請取）田麦野村→山家村 申6月26日 横切継紙・1通 4960－4

覚（天童忠七よりの廻状請取）山口儀左衛門→山家村御名 申7月21日 横切紙・1通 4960－5

主面右衛門殿

覚（御巡見様御儀に付廻状請取）田麦野村→山家村 申7月19日 横切紙・］通 4960－6

覚（御巡見様御儀に付廻状請取）田麦野村→山家村 申7月17日 横切紙・1通 4960－7

覚（天童忠七よりの状請取）山口村（印） 7月23日 横切紙・1通 4960－8

覚（御巡見様通行に付廻状請取）道満村（印）→山家村御名 7月21日 横切紙・1通 4960－9

為所

覚（御用達衆よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申7月10日 横切継紙・1通 4960－10

覚（御役所よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申6月25日 横切紙・1通 4960－11

覚（御用達衆よりの廻状請取）田麦野村忠左衛門（印）→山 申6月19日 横切紙・1通 4960－12

家村三右衛門殿

覚（御用達衆よりの廻状請取）田麦野村→山家村 申6月12日 横切継紙・1通 4960．13

覚（沖忠七よりの廻状請取）山口村（印） 6月17日 横切継紙・1通 4960－14

覚（御用達衆よりの廻状請取）　田麦野村→山家村 申6月10日 横切紙・1通 4960．15

覚（御役所よりの御触書帳請取）田麦野名主忠左衛門→山 申2月24日 横切紙・1通 4960－16

家村御名主三右衛門殿

覚（御役所・御用達衆よりの廻状請取）田麦野村→山家

@密
ｧ（御役所よりの廻状請取）田島野村→山家村

申2月10日

o2月13日

横切紙・1通

｡切紙・1通

4960－17

S960－18

覚（御役所などよりの廻状請取一一括） （申） 横切紙・一括（32点） 4960．19

覚（御役所などよりの廻状請取書綴） （申7月） 綴（横切紙）・1綴 4960－20

覚（御役所などよりの廻状請取一括） （申） 横切紙・一括（20点） 4960－21

覚（御役所などよりの廻状請取一括） （申） 横切紙・一括（58点） 4960．22

［差紙］（寒河江陣屋へ罷り出るべき旨）秋月徳之進、吉 酉10月朔日 竪紙・1通 5760

岡虎次郎→羽州村山郡若絵本寿院、右名主組頭

［廻状］（極割に付柴橋会所へ参会依頼）寒河江出張柴橋 酉11月15日 横切継紙・1通 5893－13

附会所（印）→□羽村年番名主理右衛門殿（印）、北目村年番名主

武右衛門殿（印）、山家村同断三右衛門殿

［廻状］（写、御陣屋詰赤羽八郎次様陣屋着に付、御見 亥4月27日 横切継紙・1通 4944－9

舞に罷り出るべき旨）東根会所→隠匿村、山口村、田麦

野村、山家村、原町村、山寺村出村々御名主中

［廻状］（写、村々諸入用旧冬済残分、済し下されたき 2月3日1 横切継紙・1通 5980
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1．支配／2」去令ノ1．代宮所達・申渡・御請書／2．（廻状・差紙・御用状）

旨）御用達→長崎、達磨寺、中野、今塚、七浦、青柳、青

野、十文字、山家

［廻状］（村々諸割賦済臨御済下されたき旨）御用達（印） 2月25日 横切継紙・1通 6003

→中野村彦右衛門（他4名）、今塚村、山家村二村々名主組頭中

包紙二俣。

［書状］（諸割賦井御廻米諸入用御済し願）御用達→長崎 3月27日 横切継紙・1通 5994

村、三新田村、中野村、新田村、中野門伝村、千手堂村、山家

村、・田麦野村　右平々名主中

覚（宮崎役所より当役所への御状受取につき）天童大庄 4月9日 横切紙・1通 5351－14

屋（印）→山家村芝名主所

（当所浄土宗寺院へ談じの義あるに付陣屋へ出張申付 5月10日 横切紙・1通 4777－21

書）　大貫次右衛門内小林道之助、谷村良輔→東根村名主中

2．明治布達

2．明治布達も近世の代官流達・申渡・御請書に准じて1，（布告・布達）と2．（差紙・廻状）に分けた。

1．（布告・布達）

　数量（件数）　：21

　　明治11年、　「郡下町村編制法」により郡が成立し、山家村は東村山郡に編入された。東村山郡役所

　は天童町に置かれる。明治11年以降の東村山郡長は以下の通りである。

　明治11年11月～　　筒井明俊

　明治13年3月目　　五条為栄

　明治14年1月～　　蔵田　信

　明治16年4月～　　町野重世

　（以下省略）

（雑税・欠米・込米等の儀に付税法改正まで旧慣の通 ＜明治4＞辛未3月 竪半・1冊 4790

心得るべき旨達、他関係文書写）北目出張所→村山郡
当管内北目附村々役人・惣百姓

（第六拾二号、貢納においては各村貢米金割賦帳を作 明治7年11月30日 竪半・1冊 4626

成し、検査を受けるべき旨達）　山形県権令関口隆吉→
第三大二心一区区長副　青罫紙。

（地籍帳記載規則変更に付達）山形県地籍係→第三大二二 明治9年10月29日 竪紙・1通 4654－2

壱区山元村正副村長

東村山郡各学校明治十二年上半季下半季丸積予算表 明治12年2月28日 工学・1冊 5067

東村山郡長筒井明俊→各町村戸長　表紙別紙。

（地理局に建て山林沿革史取調につき別紙廉書の旨取 明治13年6月19日 竪半・1冊 4793

調、差出すべき謡扇）山形県→郡役所郡役所より貫高
村他4か村戸長へ。青罫紙。

東村山郡農談会仮規則　明治＋五年東村山郡長蔵田信→戸 明治15年12月15日 竪半・1冊 5068－1

長、勧業世話係　表紙別紙。

山形県養蚕試験一覧表　山形県庶務課 明治13年7月 竪半・1冊 5068－2

（社寺逓減温浴渡の件山形県令三島通庸より達に付、 明治13年9月20日 竪半・1冊 4603

出頭命令）東村山郡役所（印）→山元村戸長役場、若松寺

「東村山郡役所」名入青罫紙。

（村費不納者処分の儀に付達等綴）内務卿松方正義青罫 明治13年11月2日 竪半・1冊 4593

紙。

山形県東村山郡壱町九十二村聯合町村筆記表紙別紙。 （明治15年～17年） 竪半・1冊 5070－1

印刷。5071－1～4まで綴。

聯合町村会規則（改正）東村山郡畑町九拾壱ヶ村人民惣代佐 明治15年11月 竪半・1冊 5070－2

■
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1支配ノ2．法令／2明治布達／1、（布告・布達）

藤伊之吉外三拾名代兼松浦吉三郎、渡辺荘右衛門

東村山二二一番学区町村聯合会筆記 明治17年6月 竪半・1冊 5070－3

村山郡育成会設立願写　山形県士族柘植寛次郎（他20名）→山 明治14年7月 竪半・2冊 5070－4

形県令三島通庸殿　「村山郡育成会則」共。

山形県東村山郡民立繭綜共進会始末ノ略　表紙別紙。印 竪半・1冊 5074．1

刷。

明治十五年六月山形県勧業第二回報告勧業課表紙別 明治15年6月 竪半・1冊 5074－2

紙。

明治十五年十二月十六日太政官布告　郵便旧例（山形 明治15年12月27日 竪半・1冊 5069

県布告）（山形県令折田平内代理山形県大書二藍津無一）

表紙別紙。

〈明治十七年四月山形県布達　農事通信事項井表式） （明治17年4月18日） 竪半・1冊 5065

（山形県令折田平内）→（郡役所）表紙別紙。活字印刷。

明治十七年六月太政官布達　（商標登録手続　明治十 （明治17年6月） 竪半・1綴（2冊） 5073

七年六月太政官布告　商標旧例）（山形県令折田平内）

表紙別紙。印刷。

明治十七年山形県布達（古物商取締細則官有地払下及 （明治17年） 竪半・1綴（7冊） 5072

借知願出之節差出図面雛型明治十七年度地方税収入
及賦課方法営業税雑種税課目課額井各階賦課下地
方税賦課方法　山形香澄町二時テ共進会開設布達
山形県生糸検査所規定五県聯合米麦菜種麻共進会規
戸井出品目録地租条例）　（山形県令折田平内）表紙別
紙。印刷。

公有財産整理内規（公有財産整理委員任命に関る達2通 大正3年3月16日 竪半・1冊 4589

添付）　山形県知事　小田切磐太郎→郡市長、町村長　活版

印刷。

（郡役所塩類綴、米穀俵造二重造に致すべきこと他写） 竪半・1綴 4595

（勧業課）　「東村山郡役所」名入青罫紙。

2．（差紙・廻状）

　数量（件数）　12

廻章（元朱印地除地本途雑税石代金不納分に付）山形 明治6年7月13日 竪美・］冊 4612

県租税課→第三大羽小弐区貫津村始

（郷村社地賦税方に付出頭すべき旨通達）　第三課→第一 明治11年5月17日 竪半・1冊 4592

大区区務所　「山形県第一大棟十四小誌」名入青罫紙。

日本鉄道会社創立二三盟約三三（写、株式のこと他） 明治15年3月31日 竪紙・1通 4546－1

山形県東村山郡山町村壱番地　山口三右衛門→日本鉄道会社創

立発起人御中

（鉄道会社株金払込期日遅延の場合の措置に付達）東 （明治）15年9月19日 竪紙・1通 4546－2

村山郡役所第二科（印）→山元村山口三右衛門様　「東村山三役

所」名入青罫紙使用。

［差紙］東村山郡役所（印）→山元邨戸長「東村山郡役所」名入 （明治）12年10月4日 竪紙・1通 4546－3

青罫紙使用。

［差紙］（相談の筋に付）東村山郡役所第二科（印）→山元村山 明治15年3月27日 竪紙・1通 4546－4

口三右衛門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。

［差紙］（日本鉄道会社利子御渡に付）　東村山郡役所第二 （明治）16年3月2日 竪紙・1通 4546－5

科（印）→山口三右衛門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。

（鉄道会社株金納付に付申入）　蔵田信→山元村山口三右衛 明治15年6月3日 竪紙・1通 4546石

門殿　「東村山郡役所」名入青罫紙使用。

諸布達請取簿　山元村役場 明治14年1月 横半半・1冊 4676
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1．支配／2．法令／2．明治布達／2．（差紙・廻状）

（鉄道会社創立、株金募集の件諭達）東村山郡長蔵田信 明治15年6月4日 竪半・1冊 4563－2

→戸長　「東村山郡役所」名入青罫紙。

（東村山郡長町野重世より村役場宛回達等写、戸長新 （明治17年7月1日） 竪半・1冊 4556

任の件他）　（東村山郡長町野重世）→（貫津村外四ヶ村元戸

長）青罫紙。

（山口千代松へ談示の事件に付出頭命令書綴）東村山郡 明治28年11月7日 綴・1通 4625－2

役処第一課（印）→山口三右衛門殿　「山形県東村山郡役所」名入

青罫紙。

3．巡見

数量（件数）　8

（幕府巡見役人名前書、御留役山田周蔵他9名） （文政7年4月） 横切継紙・1通 5138．34

（先触写、手附貝塚正吉郎・内藤磯右衛門他一行廻村 丑8月21日 横切継紙・1通 5232

御用人足・馬覚）

（廻村幕府勘定方役人人数覚） （卯9月） 横半半・1冊 4751

覚（御普請役様分・廣田清吉様分明荷・すかり入こり 辰6月28日 横切紙・1通 5253

等請取）　猪野沢村名主理兵衛（印）→山家村名主三右衛門殿

御代官様御泊附（先触、上野山御泊より西里村まで） 横切継紙・1通 4775－9

（村山郡川東村々廻村里程覚、本飯田村始） 横切継紙・1通 4778．40

（村山郡川東村々廻村里程覚、東根村始） 横切継紙・1通 4778－41

（村山郡中村々宿割） 横切継紙・1通 5204
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2．土地／1．検地帳

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

2土地

　　山家村の近世における高反別を元禄期と慶応期で比較すると以下の様になる。元禄5年には高824石

2斗2升、取米323石9斗2升2合、反別82町8反1畝8歩であった。内訳は、田30町1反8畝5歩、畑52町6反8

　畝5歩であり畑勝ちの村といえる。この高反別は寛永15年、保科領時代の検地によって打ち出されたも

　のである。慶応4年の草平斗帳によると、高反別は変わらないが、新田石高があらたに打ち出されてい

　る。新田分は高23石1斗6升5合6勺、反別は4町8反20歩である。

　　明治8年における山元村（＝山家村から改称）の反別は151町8畝29歩、このうち田反別44町4反5畝18

　歩、宅地15町8反4畝15歩、畑反別90町7反8畝26歩、草生反別4町5反3畝26歩、林反別70町7反3畝4歩と

　なっている。

L検地帳

数量（件数）：4

　検地帳は元和年間の検地帳と寛永年間の検地帳が充実している。

　5135・5136は、657・658（その1）に対応する畑地分の検地帳である。

（鳥井左京様御領地之時山家村本郷田畑入作検地帳面 寛永2年霜月11日 横切継紙・1通 4944－11

写）　山家村右京印→孫市（花押）〈受取ヵ〉

寅野御縄打水帳　畑帳　改三番目　高二在家6中野村 寛永15年8月22日 竪美・1冊 5136

迄

寅之御縄打水帳回忌　山家村　改弐番目 寛永15年 竪美・1冊 5135

三二二分（若松分検地帳写ヵ） 横長半・1冊 5600

2．郷村二二

数量（件数）：2

（宮崎附郡中村高書上）

R口組高寄（山口村他8ヶ村、新田三共）

（寛政ヵ）10月 横折紙・1通

｡切継紙・1通

4749－7

T201

3．高反別帳

数量（件数）：2

（山家村本新田畑高反別鹿訳取調帳）山家村百姓代庄兵 安政4巳年3月 横長美・1冊 5452

衛、組頭甚吉、同三四郎、名主見習弁之助→松永善之助様寒河

江御役所

新通調（田畑山宅地反畝地価・宅地持主書上）雛形も一 明治初年 横長半・1冊 5456

緒に綴ってあり。

4．高書上（・反別書上）

数量（件数）：29

　高書上に反別書上もあわせて配列した。一

　出作・入作の関係が存在するために、山家村のほか、矢野目村・山口村・天童町・久野本村・蔵増村

など近隣内々の高書上・反別書上も残る。他の土地関係諸帳簿も同様である。

（田畑畝歩・持主等書上、鉄砲分・士分・蔵入二等の 横長美・1冊 5460

注記あり、善行寺分他）

（山家村田畑高調） （近世後期） 竪半・1冊 4649
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2．土地／4．高書上（・反別書上）

小路分山口伏改（下々畑下畑反畝作人書上） 近世 横長美・1冊 5469

（山家村反別持主書上） 近世 横長美・1冊 5472

（山元村地目別土地面積地価等書上）青罫紙。 明治中期 竪紙・1通（2枚） 4655

（山家村高反別・油画など書上） 子（近世後期） 竪半・1冊 5449

本畑・新畑反畝歩総計　後面。 戌6月22日 横切紙・1通 5700

［書状］（山口村高反別調）東根二而（山口）義左衛門→（猪野 10月24日 横切継紙・1通 5362

沢）小山田理兵衛様　封紙入。

［書状］（当村田高反別につき報告）田麦野村久四郎→猪野 11月14日 横切継紙・1通 5360

沢村御名主理兵衛　封筒入。

（山家村田畑高反別調） 竪半・1冊 4651

（喜左八・左五郎分田畑取米覚） 横切紙・1通 4778－19

（高反別書上帳雛形） 横切紙・1通 4778．33

（田畑高反別・取米・諸引等覚）別紙1通あり。　端裏「寒 横切継紙・1通 5206

河江白岩小藤次様」とあり。

元七郎兵衛聴覚（山家村畑地反別・斗米）小じ蔵方→兵 横切紙・1通 5235

右衛門殿

（山家村本田新田反別書上） 横切継紙・1通 5366

記（地番順田畑屋敷地畝歩・所持人書上）本寿院・来畔 明治期 横長美・1冊 5448

丁丁。

下五（地字別下畑反別・所持人等書上）藤段・前野・下 綴・1綴 5450

野など。

（高反別書上帳断簡） 横折紙・1通 5458－2

（大貫次右衛門御代官所羽州村山郡山家村田畑高反別 　　曹｡切継紙・1通 5536

書上）

（山家村百姓所有地畝歩書上、人数之覚、他） 横長美（綴）・】綴 5610

（地目別反別・石高等書付） 横折紙・1通 5643

（百姓持地反畝歩書付）

（蔵増村二二下々畑高反別持主書上）

小路分小畑伏改（畑野反別持主書上）

中町分（畑反別作人書上）

（矢野目村山田畑高反別覚）

（久野本村地目字別斗代・毛揃書付）

（矢野目村地目字別聖代・毛揃書付）別紙1通あり。

（蔵増村内田畑畝歩・石高覚）

近世

近世

近世

横折紙・1通

横長美・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横長美・1冊

5774

5468

5473

5476

5154

5244

5252

5621

5．名寄帳

1．山家村

数量（件数）　0

2．（山家村外名寄帳）

数量（件数）：1

　天童村（三日町・五日町・小路町・田町）、

作・出作関係の確認される村である。

久野本村、雨止森村などいずれも、山家村との間に入

老月森名寄改分（田畑蝶理・取米・小作人） 横切継祇・1通 5293
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2土地ノ5名嘗轍／3．名寄抜書

3．名寄抜書

数量（件数）：7

　百姓一人一人についての名寄抜書などをまとめた。

　（その1）では山口家の小作地支配人の持前分（管理している田畑）の名寄も一緒にこの項目に入れ

てあるが、　（その2）では、21．家／5．農業／1．小作の項目に配列した。

小路町弥七名寄写（田畑反畝高取米書上） 文化13寅7月7日 横折紙・1通 5751

（田町清治分持地、村差出内より書抜） 天保2年遅3月23日 横長半・1冊 5470

（山家村字別所持地名寄書上） 近世後期 横長美・1冊 5455

来演繭紬（置数・立竪米書上） 近世 横折紙・1通 5668－6

（山家村所持田畑・家作名寄書上、田畑1町以上所持者 明治前期 竪半・1冊 5453

のみカ）

覚（三之助血止田畑高書上） 横切継紙・1通 4775－70

（勘右衛門分下畑反畝書上） 横切継紙・1通 4955

4（名寄順）

数量（件数）：0

6．新田

数量（件数）：2

覚（新田50かり代金） 〈天保13＞寅閏3月15 横切継紙・1通 4913

日

三年新高入（高入地分年貢村割） 寅年 横長美・1冊 5763

7．起草地

数量（件数）　13

（山家村田荒地置起返御請書）　三右衛門、作兵衛、庄吉、 天明元丑9月 横折紙・1通 5758

万助→御代官野田松五郎様柴橋御役所

（山家村田畑起返し高入につき覚）→（布施弥市郎様） 天明9酉2月　　　　， 横折紙・1通 5816

（山家村荒地起旧地反別・小前作人書上） 天保14三年8月改 横長美・1冊 5451

（荒田地温反別毛揃等書上帳断簡）、 近世 断簡（折紙）・1通 5462

（山家村田ノ砂起返り地回反別小前書上）　（羽州村山郡 近世 横長美・1冊 5463

山家村）

（荒田地毛揃等書上） 近世 横長美・1冊 5464

（荒田地平反別毛揃等書上帳断簡） 近世 横折紙・1通 5465

（荒田地高紐和毛回書上帳断簡） 横折紙・1通 5467－1

（起返り本油入田地書上） 近世 横折紙・1通 5467－2

（起返取下地、本浦地書上断簡） 近世 横折紙・1通 5467－4

［書状］（其支配下林兵衛荒地願に罷り出るに付）今野 戌12月25日 横切紙・1通 5131

権次郎→山家村三右衛門様内佐五兵衛様

（山家村当巳起返り分田畑書上雛形）2紙綴じてある。3 横切紙・1通（3枚） 4778－31

嘱目は4778・32の次。

（山家不起返地取下相等書上） 近世 横長美・1冊 5461
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2．土地／＆宅地

8．宅地

数量（件数）　4

権兵衛今居屋敷（地面略図、他） 文化10年10月 横切紙・1通 5186

伺書（山元村百姓、宅地御引直願出に付） 山形県下羽前 明治9年12月16日 竪紙・1通 4598

国村山郡第壱大壁小（ママ）群小区山元村 斎藤金五郎、村長山

口三右衛門→山形県蓼事薄井龍之殿 青罫紙。

酉二本新田元取 横切継紙・1通 5221

（土地東西間数書上、百姓屋敷地ヵ） 横半半・1冊 5555

9．替地

数■（件数）：4

　この項目には、①土地の相互交換、②地目の変換、のふたつの土地関係書類が収められている。本

来この二つは区別されるべきであるが、（その1）で混交して配列されているので、　（その2）におい

ても便宜上、同様に入れた。

畑ヲ田二変換相成迷惑之儀引付願（今野卯之助、畑を 明治16年3月 竪半・1冊 4554

田に変換の影響の旨）東村山郡山元村地内持主願人山口
間吉（印》、全山口三右衛門（印）（他6名）、全全郡民野森村地内持

主願人山口与左衛門（印）（他2名）→東村山座長蔵田信殿　青罫

紙。

（若（松）徳兵衛より勘三郎・万助へ之証文、畑替地） （文化元年12月） 横切継紙・1通 5138－43

畑取替証文忌事（下書、字志田畑地）　山家村畑地為取替 文化12年4月 横切紙・1通 5183

人喜八、同親類作兵衛、同断庄吉、組合惣代与助、山家村畑地

為取替人権兵衛、権兵衛親類加印源助、同断佐吉、組合惣代林

兵衛、取持人身七、同断小八

権兵衛借金（借金16両3分）5183と関係。 横切継紙・1通 151糾

10．除地

数量（件数）：6

　特に明治期における若松寺領旧朱印地の取り扱いに関する文書をおさめた。

　朱印地の地引や朱印地の払い下げ願に関するものがある。

（陰々元暦印地伊那取極につき達）山形県権参事薄井龍之 （明治5）壬申11月12日 野帳・1冊 4653

印→第三大二二ニノ区戸長　挟込田地彩色絵図1枚あり。

記（二朱印地若松寺分百姓持地・来噂院持地反別書上） 5月31日 竪紙・1通 4648－1

第三大区小二区山元村三等戸長山口三右衛門→山形県村井

大仁殿

差上申御請書之事（社寺地御払の儀につき）山元村若松 明治6年6月 竪紙・1通（2枚） 4648－2

寺、同門前役人惣代鈴木弥内、同戸長山口三右衛門

御尋二丁奉申上候　控（若松寺元朱印地地引帳不行届 明治10年4月10日 竪紙・1通 4652－1

の件）　第一大区＋四小区山元村里正山口格之助（印）→地租

改正御係御中　「山形県管内」名入り青罫紙。

（若松寺領元朱印上地地券状受取方の儀に付達）山形
@県地租改正掛、（第一大群十四小区）戸長→第一大区十四小区山

（明治）10年4月6日 竪紙・1通 4652－2

元村里正、柴野優歓く来噂院住職〉（他3ヶ村里正）　「山形県管

内」名入り青罫紙。

（区内元朱印地除地社寺院上地の内、名受人定まらざ 明治6年12月18日 竪半・1冊 4657

る土地についても貢租を課す丁丁）山形県参事関口隆
吉印→区長副
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2．土地／11．上地

1L上地

数量（件数）：0

12．共有地

数量（件数）：2

　共有地には、火葬場．・墓地等がある。また、山林の一部も山持の共有地であるが、山林の項目に入

れてある。

乍恐以書付奉願上候（雛形、墓所・火葬場取調に付、 明治7年3月 竪紙綴・1綴 4565

絵図等添付）　→山形県権令一殿

（葬式場入用割合覚、天童小路町・一日町・五日町・ 寅9月25日 横切継紙・1通 5281－2

田町・老野森の割当人名書上）

13．地引帳

数量（件数）　1

（山家村屋鋪・田畑等地縦横長さ書上） （明治）9年12月6日 横半半・1冊 5447

14．損地

1．水害・川島

数量（件数）：5

　山家村は若松山の麓、古瀬川に沿って発展した集落である。古瀬川は毎年四月ころから通水が途絶

え、農業用水として利用することができない。しかし、雪解けのころや大雨が降るとにわかに出水し、

山から土砂・石が押し流されてくるので、そのために洪水が頻発したという。

文政七申八月洪水川欠損地引（山家村損地割・高割） （文政9年6月27日） 横長美・1冊 5302

砂利押（洪水にて本紙の内起返り取上地の内砂利置損 嘉永4亥7月7日 横長美・1冊 5466

地の分書上）

明治八年損地取調（山家村田畑）　青罫紙。 明治11年3月 竪半・1冊 4650

覚（川欠年出入金割符） 子7月11日改 横切紙・1通 5440－27

永引寄（川欠・新田） 横長半・1冊 4749・9

15．三田

数量（件数）　1

（当丑田方照続渇水大違作の田地書上断簡） 近世 横折紙・1通 5467－3

16．林野

1．林野

数量（件数）：13

　山家村の百姓持山、山林の反別書上等を中心にまとめてある。

請取申銭轡事（子酒興入草代請取）伊藤権右衛門（印）→山 子ノ9月18日 横切紙・1通 5058－27

親臨や彦左衛門殿

覚（卯ノ入草代請取）　山口藤兵衛（印）→山家彦左衛門殿 卯9月18日 横切紙・1通 5058・49

（山根刈取議定に付覚） 明和2年酉8月 横切紙・1通 5535

ひさもん山（山林持主名前書付） 文政5年10月10日 横切紙・1通 5139－28
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2土地／16．林野几林罫

［書状］（下書、当村草野支配の件に付、其御組下の者 文政13年4月19日 横切継紙・1通 5240

心得違なきよう申聞け下されたく）　山家村与頭三四
郎、同甚右衛門→若松寺御役人鈴木嘉吉殿

「たのミノ入二壱ツ…」（栄助咄覚） 丑3月10日 横切紙・1通 5194

（矢野目村字沼田秣場・見取場石盛に付願書）矢野目 辰4月 竪切紙・1逓 4775－88

（字若松樹木植立確証井旧記類鹿絵図面等取調書）羽 竪半・1冊 4688

前国村山郡第三大直証ニノ区山元村

記（茅生地・雑木林・草生地現今姿取調請書、他共有 竪半・1冊 469Q

地取調書雛形）　一心村戸長副→長官宛「山形県管内」名入

り青罫紙。

（中組・上組茅野概略図） 竪紙・1通 5050－17－5

茅野議定為取替一札之事（山口村高志田山茅野秣狩進 竪紙・1通 5050－17｛1

退の件）

（ひかけ山に関する覚書） 横切紙・1通 5553－2

三代（一駄あたり銭計算） 横切紙・1通 5702

2御林

数量（件数）：22

　山家村には御林山が20ヶ所あり（反別137町8畝）、うち7ヶ所は下草刈山、13ヶ所は隔間御払山とし

て隔年に刈り取る。ほか2ヶ所は百姓持山となっていた。御林の管理めために山守が置かれている。

　御林山は、湯野上山、羽黒堂山、権現山、鍋倉山、二野沢山、乱場山、立山（以上下草刈、永上

納）、小鍋倉山、高岡山、一ノ沢山、甲山、這藤山、東いの森山、日向坂山、大豆山、多呑山、後山、

猪野森山、間坂山、小豆山（以上、隔間御払山）である。

　比沙門寺山と日陰山は百姓持の御年貢山である（「山家村差出明細帳」）。

年々御払山之帳　山家村 貞享3年8月7日 横長美・珊（未編綴） 5682－1

乍恐奉願候御事（若松平内病身につき山守役儀御免願） 享保7年7月 横切紙・1通 5440－26

若松願主平内、山家村組頭勘三郎、同七兵衛、同重助、庄

屋三右衛門→村岡丹助様、日野金左衛門様

宝暦十年辰九月御魂反別改（湯上山等山家村御林） （宝暦10年） 横長美・1冊 4927

雪折木付（割木に加工分束数）酒井正右衛門→山家村庄屋 巳ノ3月24日 横切継紙・1通 4778－3

彦左衛門殿

覚（山方衆様御出の節入用銭書上） 辰2月22日 横切継紙・1通 4778．6

口上（御案紙の内容を吟味くだされたく） 9月14日 横切継紙・1通 4778－27

［書状］（一ノ沢山年季利用の相談に付）井関藤次郎（花 2月2日 横切継紙・1通 5894－4

押）、笹嶋六兵衛（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿

［書状］（一ノ沢山証文高木村より遣わしの件）伊藤伝右 11月23日 横切紙・1通 5894－5

衛門、高木元右衛門→大庄屋藤兵衛殿

［書状］（高木村へ御陰山之儀に付）井関藤次郎（花押）、笹 3月5日 横切紙・1通 5894－6

嶋六兵衛→山家村庄屋彦左衛門殿

覚（松割木三代銭上納命令）井関藤次郎（花押）、蔵持半左 辰6月 横切紙・1通 5894－7

衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿

［差紙］（明日会所へ出向くようにとの旨）笹嶋六兵珍花 2月19日 横切継紙・1通 5894－8

押》、井関藤次郎（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿

［書状］（二之沢今日より勝手次第山刈取の旨、山奉行 3月9日 竪紙・1通 5415

より仰せ付けられるに付）中川弥兵衛久慶ヵ（花押）→山

家村庄屋山口彦左衛門様

（山口組御林山山守名前書雛形） 7月22日 横切紙・1通 5057－15
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2土地ノ16．林野！2御林

［書状］（三左衛門山守り三役の件）山家村庄屋三右衛門→ 8月9日 横切紙・1通 5893－11

若松庄屋次郎兵衛様

未木代割、漆木銭請取覚（山家村） 11月28日 横折紙・1通 5588

乍恐以書付御三二二上候（字湯野上二二林内虫付下 丁半・1冊 4684

木・立枯木本数書上）

（松雑木数覚、山家村御蚕・かくま山木数等書上） 横長美・1冊 5602

（山家村山林面積等書上一括）5662全体を一括していた紐 横折紙他）・一括 5662－1

同封。 （7枚）

毘沙門沢通一ノ沢子コバ6（山反別書上） 横半半・1冊 5662－3

（山木数書上、大林・なべくら他） 横長半・1冊 5668－10

寅ノ年御払被成候山之覚（なべくら山他）前欠。 横折紙・1通 5818

大まめ山人員（山家村人足踏日数ヵ） （明治） 横長美・1冊 5694

3．官林

数量（件数）：17

　注目されるのは、士族還禄者への官林払下げに関する史料である。しかし、士族による山林の管理

は困難であり、山家村山林の保有は継続しなかったようで、4662－1・2のように地元山家村の者へ数年

のうちに売り渡してしまう事例もあった。

（羽前国村山郡山町村地内松本重雄他2名受地字若松官 明治9年5月 竪紙・1通 4661－1

林引渡書）山形県第三課（印）

（羽前国村山郡山二村地内松本重雄他2名受地字立山官 明治9年6月 竪紙・1通 4661－2

林引渡書）　山形県第三課（印）→山元村正副戸長

（羽前国村山郡山元三地内元滋賀県士族大野徳蔵受地 （明治11年4月10日） 竪紙・1通 4661－3

官林・荒蕪地書上写）

（山元村地内官禄払下地井立木関係書類綴東京警士 （明治10年～11年） 綴・1綴 4661－4

族板垣書信への払下官林等）

御請書（山元村字ランハ山山林、家禄奉還の上請取） 明治11年1月23日 竪半・1冊 4662－1

山形県第壱工区十四区区羽前国村山郡田鶴町払受主茂木直国、
o

同結城判司代冨樫成正、山元村村用掛山口格之助→山形県令三

嶋通庸殿　4662－1・2は綴。「山形県管内」名入り青罫紙。

地所売買御届書（刑場山内山林、山口三右衛門へ売渡） （明治11年1月28日） 竪半・1冊 　　　馳S662－2

第壱同区拾四小耳田鶴町士族売主茂木直国、売主結城重有
代冨樫成正、同区山元村寺番地買受人山口三右衛門、村用掛山

口格之助→山形県令三嶋通庸殿

隔間山現反別調　（見聞人格之助他14名） 明治8年4月9日 横長半・1冊 5662．2

地所売買御届書（山元村字ニノ沢山林売買）第一大区小 明治8年11月30日 竪半・1冊 4663

一区香澄町三百八拾九番地居住士族売主大築鎮蔵（印）、同区同

町伍長京極卓爾（印）、第三大区小一区山元村壱番地戸長買主山

口三右衛門（印）、外五拾六人、同区同村五番地伍長山口余六

（印）→山形県権令関口隆吉殿　「山形県管内」名入り青罫紙。

御請書（家禄奉還の上、山元村地内官林払下地請取） 明治9年1月 竪半・1冊 4578

新庄西山村住士族善松造、代印天童田鶴町住士族茂木直国、同

伍長高梨尚賢→山形県参事薄井龍之殿　「山形県管内」名入青罫

r紙。

（区内官有地・還惑者へ払下地賦税納付の件達、山元 明治11年5月15日 竪半・1冊 4564

村分書抜）県令三島通庸代理山形県大書記官薄井龍之→第

一大区区長　「山形県管下第一大区十四小区」名入青罫紙。

（還二者へ払下地地券下付に付、印税金上納に関する 明治11年8月1日 丁半・1冊 4566

達）　山形県→元第一大壁区長
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2．土地／16．林野／3．官林

御請書（控、官山字鍋倉山等五ヶ年季拝借願に付）東 明治11年12月24日 竪半・】通 4567

村山郡山元村山口甚吉、保証人山口三右衛門（他4名）、用係山

口格之助→山形県令三罵通庸殿　青罫紙。

（士族へ払下地賦税伺書提出につき達、井山元村地内 （明治）12年6月12日 竪半・1冊 4654－1

官林士族払受人書上）山形県→東村山郡役所　「東村
山郡役所」名入り青罫紙。

官有山拝借之儀二付願（晶晶、山元村字若松山拝借の 明治15年2月 竪紙・1冊 5675

件）東村山郡山元村願人鈴木弥内外＋芳名→縣令宛青罫紙
使用。

御請書（官有地小柴刈取検査を受ける二四）東村山郡津 明治22年7月7日 竪紙・1通 4685

山劃一字山元願人山口甚吉印、全全全立会人小笠原小指印、東

一村山郡津山村役場書記山口民蔵印→山形県属奥井寛信殿

記（滋賀県士族大村徳蔵他還禄替地御払下願書指令詮 4月24日 横切紙・1通 4629

議の件）　香澄町役場（印）→東村山郡山元村戸長山口格之助

殿

（小まめ山・大まめ山・一ノ沢山反別計算書） 近代 横切紙・1通 5457

4．木材

数量（件数）　30

　御林山・御年貢山の木払下げや黒木代金上納に関する史料をまとめた。

年々新山御払被弾候帳（表紙のみ）山家村 貞享3年8月7日 横折紙・1通 5683

記（材木代金書上） 近世 横長美・1冊 5544

御届書（元若松寺観音境内御上地・除地分の立木に何 明治7年10月7日 二半・1冊 4682

者か木判を記した件）　第三大区小ニノ区山元村二等副戸
長山口庄兵衛（印）、同山口甚吉（印）、三等戸長山口三右衛門

（印）→山形県華華関口隆吉殿　　「山形県管内」名入学罫紙。

雑木買受約定証（手早金相渡し、木買受）　山元村買受人 明治11年11月5日 竪紙・1冊 4680

山口慶治（爪印）→同村　山口三右衛門殿　「山形県管轄」名入日

罫紙。

証（控、二日蔭山雑木売払代金約定）　山元村売渡人山口 （明治）11年11月28日 竪紙・1通 4686

三右衛門→買受人山口慶次殿 ■

損木御下願（山元邨官有地観音旧境内木6本）山形県羽 明治12年3月17日 隠秘・1冊 4683

丁丁東村山郡山元邨二十八番地旧修験観音別当若松二二職柴野

優歓、戸長山口格之助→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。

記（後山杉売代受取覚、他） （明治13年） 綴・1綴 5718

山林立木御調二付御届ケ（他、山元村山立木調類綴、 （明治15年3月） 竪半・1冊 4678

鈴木弥内持山他）青罫紙。

杉立木売渡約定証（津山村大字山元字間坂及日向坂） 明治34年5月24日 竪紙・1通 4689

東村山郡津山村大字山元持主総代約定人山口三右衛門（印）、全

保証人山口長助（印）→全曲天童町大字久の本玉井幸四郎殿　印

紙あり。

覚（御払木代銭上納申付書）石田八左衛門（印）、村岡丹助 午6月 横切継紙弓通 5440．21－1

（印）→山家村庄屋三右衛門殿　5440・1と2は重なっていた。

覚（御払木代銭受取書）村岡丹助（印）、石田八左衛門（印）→ 午7月10日 横切紙・1通 5440．21－2

山家村庄屋三右衛門殿

覚（踏木代金受取）　山方役所（印）→山家村庄屋 戌7月12日 竪切紙・1通 5440－22－2－1

覚（払木代金受取）　山方役所（印）→山家村庄屋三右衛門殿 亥7月10日 竪切紙・1通 5440－22－2－2

覚（御払木代金上納申付書）山方役所→山家村庄屋三右衛 （享保4）亥11月 横切継紙・1通 5440－24－1

門殿　　5440－22・1～3は重なっていた。

覚（なべくら山橋長未請取手形差出命令書）山川五大 亥8月8日 横切継紙・1通 5440－24－2
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2．土地ノ16．林聾ノ4．木材

夫、真鍋与惣次→山守中、庄屋

覚（天童御茶屋材木切木本数）　山方6→山家村庄や三右衛 亥1月2日 横切紙・1通 5440．24－3

門殿

覚（亥岬町御代割、甚右衛門分） 横切紙・1通 4778・8

御払松木御代銭之覚 寅2月20日 横切紙・1通 4778－9

覚（山家村介惣他3名分木数書上） 寅2月20日 横折紙・1通 4778－10

覚（松木代金上納申付）荒伊左二右衛門、笹嶋六兵衛→山家 6月 横切紙・1通 4778－13

村庄や彦左衛門殿

覚（東井ノ森山他木代銭取立上納申付）酒井正右衛門、 霜月 横切継紙・1通 4778－14

樋口量右衛門→山家村庄や彦左衛門殿

［書状］（上納金銭に相違があるに付出頭申付）笹嶋六兵 11月29日 横切紙・1通 4778－15

衛、井関藤次郎→山家村庄や彦左衛門殿
，

覚（割木・葉代金上納申付）岡村彦左衛門重勝、大嶋甚兵 6月 横切継紙・1通 4778－16

二二■→山家村庄屋留左衛門殿

未木代之覚（天童小路町分取集依頼）山家村勘三郎→小 丑7月2日 横切紙・1通 4778－26

路町利兵衛様

覚（御悩御払木代銭人別書付）　日野金左衛門印、村岡丹助 酉7月 横切継紙・1通 5057．21

印→山家村牢屋三右衛門殿

乍恐奉願候御事（たのみ山・萱山・小なべくら山細木 申8月 横切紙・1通 5057－24

御払木願）組頭・庄屋裏は、赤塚七右衛門より山口三右
衛門宛書状。

請取申松木代銭之事（銭135文）伊藤伝右衛門（印）、井関 寅6月2日 横切紙・1通 4778－15

藤次郎（印｝→山家村庄や彦左衛門殿

覚（御払松木代請取）酒井正兵［衛］、大嶋九［］→山家村庄 午7月10日 竪切紙・1通 5280－29

屋彦左衛門殿地部破損。

御払申請候風折松木之事（立山・羽山他御林山材木申 卯ノ9月 横切紙・1通 5058－35

請）　山守頭たれ、組頭たれ、庄屋→日野、村岡

（若松・山生木数改帳） 戌8月15日改 横半半・1冊 5566

5．入会

数量（件数）　2

（山林原野等の入会権に関する例規取調に付達）津山 明治26年6月21日 竪半・1冊 4557

村長代理助役長井仁助→東村山郡長岩田孫四郎殿

毘沙門寺入会（山入会銭割賦） 横長半・1冊 5622

6．山論

数量（件数）：0

　文政期の若松山出入一件については、24．書状の項参照。

　山口村勝論一件については、24．書状の項ならびに、6．訴訟の項参照。

7．山年貢、諸役

数量（件数）：11

　御払木運上・松茸運上・山代金等。

覚（東根山方役所より御書出しノ写、御払木松茸運上 享保戌12月’ 横切継紙・1通 5057－1

井かくま山代金上納金書上）　山方役所→山家村庄屋三

右衛門殿

（一問既払税・山年貢・他諸税書上）　（山家村）右村富戸 明治8年6月 上半・1冊 4681
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2．土地／16．林野／7．山年貢、諸役

長山口庄兵衛（印）、同山口甚吉（印）、戸長串口三右衛門（印）→

山形県参事薄井龍之殿　「山形県管内」名入青罫紙。

御公儀様6申請候覚（甲山・後山・高岡山山代金力） 卯7月25日 横切紙・1通 5440－20

覚（御払木・かくま山松茸運上代金上納申付書写）　山
方役所→山家村庄屋三右衛門殿　5440－22・1と2は重なってい （戌）12月 横切継紙・1通 5440－22－1

た。

山方万代金請取申事（山家村分金2両3分余）山口大庄屋 戌7月5日 横切紙・1通 5058－79

藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門殿

（貫津・二子沢・二二運上札渡すに付申付書）酒井正右 正月25日 横切継紙・1通 4778－12

衛門光就ヵ、多賀谷次兵衛三二→山家三三や彦左衛門殿

［書状］（一之沢山二之沢山代金進上に付）高木中川弥 11月14日 横折紙・1通 4811・3

兵衛（花押）→山家村庄屋彦左衛門様
●

［書状］（山立伝令書を受取るも延納の佗び）高木惣代人 11月21日 横切継紙・1通 5432

後藤源吉→元山元三御中　封筒入。

艸代金預 横折紙・1通 4912

覚（去寅断礎割付書写より当確年かくま代米代誓書出 横切継紙・1通 4961－1

し）　4961－1～8までこより紐一括。

山々（山家村山役銭割賦） 横長半・1冊 5623

8．売買

数量（件数）　10

　山林の売買証文の類をまとめた。

［包紙］（「証文三通入」）　53912～9入。 包紙・1通 5391－1

永代売渡山之事（年貢差詰りにつき）山家村山売主甚之 天明3年寅3月 竪切紙・1通 5391－3

介（印）、同村請人清四郎（印）、同村世話人作兵衛（印）→山家村

佐吉殿

［書状］（山5ヶ所分証文に付）明石源三郎→山家村山口三 10月晦日 横切紙・1通 53914

右衛門様

証文之事（年貢差詰り、山敷金2歩にて山売渡）山家村 享和2戌年 竪半・1通 5391．5

百姓蝉吟（印）、文助（印）→若松海音坊様

覚（先年返却の山代金髄に請取）久野本村源三郎（印）→ 天保3辰年9月23日 横切紙・1通 5391石

山口三右衛門様’

譲渡申山之事（たかひら山・たのミ山、年貢差詰りに 天明5年巳3月 竪美・1通 5391－7

つき）　山譲渡人山家村惣兵衛（印）、同村加判清八（印）、同

村取次左吉（印）→明石八兵衛殿

永代売渡山鞘取（貴殿抱地小作の所、不納米あるにつ 文化7午3月 竪美・1通 5391－8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ｫ）　山家村山渡人市郎兵衛（印）、同村受人栄助（印）、取次人

五人頭佐吉（印）→久野本村源三郎殿

［書状］（山代金請取）明石源三郎→山家村山口三右衛門様 9月29日 横切紙・］通 5391－9

名子餌取損証書面事（貴殿島山より取損差金20円渡 明治10年12月28日 竪紙・1通 4687

し、名子山一ヶ所貴殿勝手支配なさるべき旨、他証
文写）山元二二二人氏家二二、同村世話人斎藤小太郎→同

村武田小作殿　青罫紙。

名子二一損証書工事（名子山一ヶ所今後勝午支配の旨） 明治11年2月6日 竪紙・1通 4679

山元村山渡人山口新六、同村親類証人山口新平、口入人高
橋万太郎、同断武田伊六→当村　氏家栄機殿　青罫紙。
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2土地／16．林野〆9．漆

9漆

数量（件数）：1

　漆は山家村の重要な産物のひとつである。漆一本にたいし決まった金額を漆役銭として納入した。

　『天童市史』中巻によると、幕末期において山家村生産の漆は、越後国岩船郡の荷主を介して江戸

や会津に出荷されていた。

差出し申一札之事（漆木枯木を相払いたき旨）若松寺町 安永10年3月 横切紙・1通 5139－30

代玉泉坊印、同断庄助印、役人久左衛門印→山家村御名主三右

衛門殿、同村組頭作兵衛殿、、同断庄吉殿、百姓代与市殿

10．漆役

数量（件数）　1

（上河原漆役永・山ノ事等書付） 文政11年2月10日 横切継紙・1通 4947

17．売買井貸借

1．土地売買

数量（件数）：24

　山家村における土地売買証文を、仙皇家の家文書とみなされるものを含めてこの項目にまとめた。

添証文二恩（貴殿先祖留兵衛元所持にて当時拙者所持 明和9年2月 横切継紙・1通 5188

の畑地、金2両にて譲渡に付）山家権平→同村武七殿

永代譲渡野羊文之事（年貢米不納に付畑地質入の上金 天明4年閏正月29日 竪紙・1通 4978－1

借用）　山家村金借主久助（印）、同請人多吉（印）→山村勘六

殿4978－1～5までこより紐一括。

永代譲渡畑野文之事（無口年貢米不納井夫食差詰りに 天明5年3月 竪継紙・1通 4978－3

付譲金請取の上、上川原畑地永譲）　山家村畑譲主多吉
（印）、同村証人久助（印）、同村口入兵助（印）→同村三右衛門殿

金子借用証文之事（御年貢米不納に付、利足米として 天明5年3月 竪紙・1通 4978．4

代々所持の新畑字裏組地心野先を渡す）　山家村金壷
り緊緊御作主太吉（印）、同村証人久助（印）、同村証人利助（印）

→同村兵助殿

譲渡申御寺仁方田地之事（下書、宝瞳寺領分、御年貢 寛政9年3月 横切紙・1通 5159

不納に付譲渡）　山家村田地譲り主嘉平、同村親類受人伝八

→同村三四郎殿

差出申一刷子事（下書、不如意に付畑地譲渡し）与蔵 横切継紙・1通 5139－36

［書状］（下荻野村伊右衛門懸り合の一件につき御名主 8月13日 横切継紙・1通 5139－37

三右衛門様へ御申入れ、御済まし下されたく／他）
山かた右遠藤金兵衛→山辺（ママ）高橋佐五兵衛様

差出申一札翁忌（下書、畑地私方へ譲渡しに付）下荻 文化5年10月 横切継紙・1通 5139－38

洞戸村一札渡主伊左衛門、同組頭源四郎→当村与蔵殿

田地質物二相渡シ金子預申事（宝永期～寛政期までの （文化7年午3月） 横切継紙・1通 6005

質地証文写書継、伝三郎より三右衛門方へ譲渡しに
なった山家村地所に付）

譲渡申御田畑些事（剛兵溝前永譲証文下書）若松寺本寿 文政7年3月 横切継紙・1通 5651－6

院、右一高五人組合惣別吉蔵、組合五郎右衛門（他1名）、百姓

代庄兵衛、組頭三四郎（他1名）→同村圓蔵殿

譲渡申畑証文二二（写、年貢不納に付、山家村地内畑 文政9年3月 横切継紙・1通 5146

地墨譲渡）山家片開譲渡主伝三郎、同村親類加印吉蔵、右
同断圓蔵、久野本村右同断与二郎（以下欠）→山家村　（欠）後

欠。
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2．土地ハ7．売買井貸借ノ1．土地売買

譲渡申山畑証文之事（写、御年貢不納に付山畑譲渡） 文政9年3月 横切紙・1通 5148

→山家村林兵衛殿

山形宝橦寺御台田譲渡申添証文之事（写、御年貢不納 文政9年3月 横切紙・1通 5150

に付物譲渡）　山家村田譲渡主伝三郎（他）→山家村圓蔵殿

譲渡申草生畑町文之事（写、御年貢不納に付）山家村畑 文政9年3月 横切継紙・1通 5152

譲渡主伝三郎（他）→山家村圓蔵殿

宝瞳寺領御下畑譲渡団平文之事（下書、年貢不納に付） 文政9年3月 横切紙・1通 5198

→山家村三四郎殿

［書状］（地所取引の金子弐百両国元にて取引の旨） ＜弘化3＞閏5月2日 横折紙・1通 5091

権右衛門→山口三右衛門様、六田東右衛門様

覚（田地証文8通受取）中ノ目今次郎（印）→山家三三右衛門 弘化4年6月7日 横切紙・1通 4714

殿

（天保10年半兵衛前一高譲渡証文を林兵衛紛失に付書 明治8年4月20日 亭亭・1冊（未編綴） 4579

替の旨、井天保10年書類写）　山元村今野弥之助（印）、
親類今野弥五兵衛（印）→同村山口林兵衛殿　　「山形県管内」名

入青罫紙。

地所売買二二券状買受人名面御記入願（山元村字小前 明治17年 竪半・1冊 4666

田畑売渡）東村山郡山元村売人山口太助（印）、全全買人高

橋勘六、戸長山口格之助→東村山郡長町野重世殿　青罫紙。

地所井建物売渡証券（山元村畑地・宅地・家屋・土 明治20年7月1日 綴・1綴 4660

蔵｛その他関係書類綴、建物絵図面共）東村山郡山元
村百五拾三番地売渡人山口貞蔵（印）、全全七拾番地保証人山口

与左衛門（印）、全全七拾壱番地保証人山口千代吉（印）→全村山

口三右衛門殿　青罫紙。

委任状（山形区裁判所天童出張所に買受地登記の手続 明治30年3月4日 竪半・1綴 4575－1

を山口千代吉に委任）東村山郡津山村大字山元壱番地

山口三右衛門　4575－1・2は綴。

地所売渡証券（大字山元字上川原原野）　東村山郡津山村 明治30年3月4日 竪半・1冊 4575－2

大字山元弐拾九番地地所売渡人　山口仁吉（印）→全郡全村大字

　山元　山口三右衛門殿　印紙あり。

土地所有権保存二付登記申請（山元村田地登記に付、
　他山口勇七宛土地売買証券等関係書類写）　東村山郡
　津山村大字山元壱番地山口寿三郎（印）、代人　全面全村大字山

　元四拾六番地山口千代吉（印）→山形区裁判所天童出張所御中

田畑売渡証券習事（山家村内田畑）　後欠。

明治35年10月10日

（明治）

綴・1綴

竪紙・1通

4659

5516

2．質地・書入

数量（件数）：17

　この項には、山家村における質地関係の証文類を挙げた。質入・書入証文、質流証文等である。な

お6080には、山家村の質地慣行が問題にされた明治期の村内争論関係文書がまとまっている。

質流地相渡申畑之事（御年貢不納に付金借用金引）流 天明6年3月 竪紙・1通 4940－2

地主田町徳次郎、五人組頭彦十郎、百姓代伝兵衛、組頭利七→

山家村作兵衛殿

金子借用添証文庶事（田町分業繋金証文去年御年貢米 文政6年3月 竪紙・1通 4940－1

不納に付金2分野5俵借用）山家引金借用主伝三郎、親類
加印伝助→同村三四郎殿　　4940－1と2、紙繕一括。

畑質地仕金子預証文之事（写）皆野森村金預主佐治兵衛、 寛政2年2月 横切紙・1通 5226

五人組頭久左衛門、組頭九右衛門、同仁左衛門→山家村吉蔵殿

質地致金子借用証文之事（写、山形宝田聞酒分田、年 文化15年3月 横切継紙・1通 5166

貢不納に付）　山家村田所質地致金子借用主兵右衛門、同村

親類請人兵吉→若松寺本寿院主
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2．土地ハ7．亮買井貸借／2．質地・書入

覚（宝瞳寺分畑地質流に相渡す二付、本紙証文預証） 天保7年3月29日 横切紙・1通 4732－1

名主三右衛門（印）→同村林兵衛殿、卯吉殿

［封筒］　東京鍛冶橋外五郎兵衛町壱番地貴知法社社員伊東栄五 6月19日 封筒・1通 6080－1

郎→羽前山元村山口三右衛門様　6080・2～6入。

（山元村における質地慣行について書上）羽前国村山郡 明治8年6月 横切継紙・1通 6080－2

　山元村戸長山口三右衛門印、副戸長山口甚吉印、同山口庄兵衛

@印

m書状］（控告の事件、当村従来の質地慣行に付）山元 （明治）8年6月 横切紙・1通 6080－3

村戸長山口三右衛門、副戸長山口甚吉、同山口庄兵衛→東京貴

知法一思社員伊東栄五郎

［書状］（貴知慮社設立の件／御村方林兵衛一件／伊 6月19日 横切継紙・1通 6080．4

達・福島に一等裁判所設立の件／他）伊東栄五郎→山
口三右衛門様、山口甚吉様、山口庄兵衛様

［書状］（三右衛門留守に付、代って従来の慣習認の旨） （明治）8年6月 横切継紙・1通 6080－5

山元村戸長山ロ三右衛門代兼山口甚吉、同山口庄兵衛→東

京貴知法社御社員伊東栄五郎殿

［書状］（東京一等裁判所へ控告の事件、御亭地方慣習 （明治）8年6月19日 横切継紙・1通 6080｛1

法取合の件依頼）東京貴知法社社員伊東栄五郎→羽前村
山郡山元村戸長山口三右衛門殿、副戸長山口甚右衛門殿、同山

口庄兵衛殿　封筒入。

公証取消之義二付願（宅地書入のところ借用金返済に 明治20年1月20日 竪紙・1通 4574

付）　東村山郡山元村元負債主山口三右衛門、同七拾壱番地保

証人山口千代吉→貫津村外四ヶ村戸長安倍親名ヵ殿　青罫紙。

覚（宝橦寺分畑地質流諸借入金方始末に付、本紙証文 申3月29日 横切継紙・1通 4987

預り）　名主三右衛門印→同林兵衛殿、卯吉殿

［書状］（山家村新兵衛前所持高田畑屋敷質取地流地に 4月5日 横切紙・1通 5837

付）　明石八兵衛→山口三右衛門様

［書状］（山口村喜三郎より山口村与左衛門他へ金子貸 12月29日 横長半・1通 4734－11

し渡し利回の件／与左衛門質地の件／他）三右衛門
→山口村名主儀左衛門様

覚（文蔵質地証文／与左衛門利米の件／他） 横折紙・1通 4734－12

古証券紛失之義二出願（雛形、地所書入証文紛失に付） 竪紙・1通 4571

元負債主一、元債主一→貫津村戸長安倍題名ヵ殿　青枯
紙。

a屋敷売買

数量（件数）　3

宅地売渡証券旧事（山元阿字二二）第一三巴＋四三区山元 明治10年8月18日 三半・1冊 4665
村七拾八番地武田万助（印）、親類証人武田万右衛門（印）、里正

山口格之助（印）→崎守高橋惣之助殿

（売渡木屋略図）　山形県下羽前国村山郡山元村弐拾三番地建 明治11年9月30日売渡 竪紙・1通 5570

家売主鈴木久左衛門→同区久野本村後藤仁右衛門殿

宅地畑地井二建物売渡約定証（山元村誌在宿宅地・畑 明治20年6月22日 竪半・1冊 4664

地・建物）　東村山郡山元村地二二建物売渡人山口貞蔵
（印）、照明全村保証人山口与左衛門（印）（他保証人2名）→同郡

同村山口三右衛門殿　青罫紙。

4屋敷地貸借

数量（件数）　0

一39一



2土地／18雑

18．雑

数量（件数）：6

（田地跡譲請作人等覚） 文化13子閏8月21日改 横長半・1冊 5800

（土地移動覚、文政7年3月一高法家坊へ渡る旨、他） 文政7年3月 横切紙・1通 5138－32

乍恐以書付奉願上候（畑田成・切添切開・屋敷成・起 戌2月 竪半・1冊 4893

返等一筆限取調の件、猶予願）寒河江附村々一同連印
→林伊太郎様寒河江御役所

［書状］（寺の裏の畑に付）兵助→治々様 5月19日 横切継紙・1通 5171

「安永七丑右新兵衛分明石文化十酉十月右喜八二成ル 横切紙・1通 5187

…」（田地移動覚）

子ノ高不足之覚（久四郎分他高不足、百姓持高等書付 横長美（綴）・1綴 5580

綴）抜高。
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