
3租税ハ．免定・割付

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

3．租税

1．免定・割付

　数量（件数）：3

　　山家村の年貢免定・年貢割付状のうち一番古いものは寛永元年で、元禄5年以降のものはほぼ毎年分

　が残されている。

月齢免定之事（写）市川郷右衛門印、高須弥太夫印→山家村 寛保元年10月 横切継紙・1通 4944－10

庄屋・百姓

宝暦九卯年仮御免定（山家村分御廻米高・川下賃等書 （宝暦9卯年） 横長美（綴〉・1綴 5614

上、他、籾不足覚等書付綴）

子仮免状（写、山口村年貢米高書付） 子 竪切紙・1通 5368

2．御成箇書上

数量（件数）、：6

（仮免状山家村へ年貢三二高等写一括）3通が一緒に巻込 小切紙・3通 4944－1－1

まれていた。　4944・1～11こより一括。

けんみ引改（山家村百姓別検見引分書上） 文政7年10月18日 横切継紙・1通 4944－1－2

申皆済目録（写、山家村分）田五郎左衛門御判→右（山 文政8年7月 横切継紙・1通 4944－1－4

家）村名主・組頭・惣百姓

けんみ引改（山家村百姓別検見引分書上） 文政8年10月14日 横切継紙・1通 4944－1－3

酉御取箇改（写、山家華分、申酉御仮免状写・酉出高 （文政8年） 横切紙・一括（4通） 4944－1－5

飯盛）他3通は巻込み。

山家村母御物成（若松寺よりの調書） （辛未11月5日） 竪半・1冊 4613

3．検見

1．内検見

数量（件数）：2

内様（稲田収穫株数書上） （安政5年8月19日） 横半半・1冊 4752

差上申御請書之事（山家村・山口村田方内見反別の件） 亥9月 竪継紙・1通 4547

こ口村名主儀左衛門、同吉郎兵衛、同権兵衛（他組頭3名・
百姓代3名）、山家村名主三右衛門（他組頭、百姓代）→御役所

2．検見

数量（件数）：0

3．検見願

数量（件数）：0

4．定免

1願書井請書

数量（件数）：3

亥右軸迄三ケ年季御定免御請証文　山家村百姓小六（他35　文化12年7月 横切継紙・1通　　　5238
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3租税／4．定免ハ願書井請書

名連名）、百姓代勘三郎、与頭三四郎、同甚右衛門、名主三右

衛門→宮崎御役所

寅右午迄五ヶ年季御定免御請証文　→〈宮崎役所〉 文政元年7月23日 横切継紙・1通 5237

（七ヶ年定免覚） 横折紙・1通 5615

5．地響

数量（件数）：0

6．免直・引米

数量（件数）　15

（地目別無欠・三代・道代書上）　山家村 延享元年子7月旧改 横長半・1冊 5646

辰御年貢表直し（納俵数の減額） （明和9年） 横長美・1冊 5736

（田畑石頭入引・起返り・本免等書付） 文政7年 横切継紙・1通 5総9－31

覚（年貢米のうち定石・水損手当引等差引） 文政8年12月26日 横切紙・1通 5203

（山家村岡巳遠見引米高） 弘化2年9月 横切紙・1通 4748－3

（享保16年より延享2年まで御用捨引石数覚） 近世 横長美・1冊 5483

皆貰分書（百姓引高ヵ） 近世 横長美・1冊 5668－9

新古永引覚（本新田畑） 丑5月27日 横切紙・1通 4778－38

（大森山近隣川沿略図） 横切紙・1通 4778．39

（二代・道代差引書付） 18日 横折紙・1通 5644

（川欠引・二代・道代書上） 18日 横長美・1冊 5645

（子検見引分米高、山家村小前割合覚） 横長半・1冊 5673

（下田・下畑道代書付） 横切紙・1通 5704

堤代引（二代・道代山家村小前分） 横長美・1冊 5723

（年貢米の二王地引二等計算） 横折紙・1通 5754

7．割付帳

数量（件数）：0

　年貢金納分割賦帳については、宝暦3年～安永10年までの「（納金割賦帳）」と「御年貢金納割賦

帳」を併せれば、宝暦3年以降すべて揃っていることになる。　（その1）参照。

8取立

1．米籾分

数量（件数）：4

津軽様江米御渡し二付摺立ノせツ壱斗弐合ツ・込米取 宝暦6年子5月 横長美・1冊 5486

立（山家村民）

（天保元・2年暮米1俵代若取立分書付） （天保）5年3月20日 横切紙・1通 5281－78

［書状］（孤村庄三郎去子年貢米納入催促）山家村組頭共 丑3月16日 横切継紙・1遺 5993－2

→小路町御蔵方御衆中　　別紙1通あり。

［書状］（龍性坊去子年貢米納入催促）　山家村組頭共→若 3月10日 横切継紙・1通 5993－1

松龍性坊様、同式部様　5993・1・2は重なっていた。
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3．租税／a取立／2金納分

2．金納分

数量（件数）：17

　「御年貢金取立帳」が正徳5年をはじめに98冊残っているのは注目に値する。　（その2）では、矢野

目村藏方から山口三右衛門にあてた年貢・諸役金請求の覚書をこの項目に入れた。これは、山口家が

矢野目村に持っている石高にかかる年貢・諸役であろうと考えられる。

役銭覚（寛政元年山家二三右衛門三分先納・二割等） （寛政2）戌2月 横折紙・1通 4994・7

ヤのめ蔵方（印）→同村金十郎殿，

覚（越後国役金等書付）　やのめ蔵方→山家三右衛門殿 11月4日 横切紙・1通 4994－9

覚（定石代金等書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 丑9月5日 横切紙・1通 4994－10

覚（御役金額書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 子10月7日 横切紙・1通 4994・11

覚（小物成等書付）やのめ蔵方→山家内三右衛門殿 12月朔日 横切紙・1通 4994－12

覚（定石二納金書付）やのめ内蔵方→山家二三右衛門殿 子10月4日 横切紙・1通 4994－13

覚（小物成等書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 12月15日 横切紙・1通 4994－14

覚（国役割書付）やノ目蔵方→山家村三右衛門殿 亥12月17日 横切紙・1通 4994－15

覚（三右衛門酒勾割金書付） 横切紙・1通 4994－16

覚（極割金書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 亥12月17日 横切紙・1通 4994－17

覚（舟場入用まし夫銭書付）やのめ蔵方（印）→山家村三右 閏2月22日 横切紙・1通 4994－18

衛門殿

覚（定石二納書付）やのめ蔵方→山家三右衛門殿別紙1通 丑10月5日 横切紙・1通 4994－19

あり。

覚（半駄賃書付）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 丑12月20B 横切紙・1通 4994－20

（夏取立分年貢金百姓持参覚） 午10月6日 横長美・1冊 5724

酉ノ暮御年貢代取覚（山家村） 酉ノ暮 横折紙・1通 5799

（山口へ持参金百姓より集金書上）持参主七右衛門（印）・ （戌3月） 横長美・1冊（2枚） 5709

勘三郎（印）未編綴。

金納残り陳んや御用方南（百姓銭割賦） 横切紙・1通 5822

9．請取

1．米請取

数量（件数）：8

　ここには、①山家村蔵方における年貢米請取に関する諸帳簿、②山口家が山家村のほか近隣諸村に

所有している小作地の年貢米納入に関わる文書、③上領時代、山口組大庄屋方へ年貢米を納入した際

の請取書、をあつめている。①③は山口三右衛門の名主（庄屋）としての役務により発生した文書で

あり、②は山口家の経営に属する文書といえる。

預申御寝之事（当村御蔵方へ上納に付）山家村庄屋三右 元文4年5月10B 横切継紙・1通 4748－1

衛門（印）→同村杢兵衛殿　4748・1～39まで綴。

記（三二山家村三右衛門三分貢米受取）貫津村郷蔵元 明治5年12月16日 横切紙・1通 4748－21

（印）→山家村甚九郎殿

覚（利助へ米4俵渡したきに付）本（印）→勝五郎殿 （寛政2）戌4月17日 横切継紙・1通 4994－2

覚（子午年貢米3俵2斗請取）三日町坂口太兵衛（印）（最上天 文政5年12月6日 横切継紙・1通 4946

童坂口）→山家佐五兵衛故地清助殿

覚（御年貢・諸夫銭中野目村郷蔵元御出分請取）六田 弘化4年5月26日 横切継紙・1通 4748－5

村東右衛門、山家村三右衛門（印）→高擶村庄右衛門殿

丑ノ高役米請取之事（米2斗3升3合3勺）一日町才兵衛 丑12月25日 横切紙・1通 5280－17・3

一43一



3．租税／9．謂取／1．米謂取

（印）→山家村彦左衛門殿

請取申米事（残米）下貫津村勘兵衛（花押）→山家村三左衛門 辰4月10日 横切紙・1通 5058－97

殿

預ヶ籾井米寄（田町・三日町野分）裏は「御年貢辻」（山家 横切継紙・1通 4778．23

村）。

2．金請取

数量（件数）：154

　ここには、山口組大庄屋伊藤権右衛門（藤兵衛）の年貢・諸役金請取書を中心にまとめた。山口村

伊藤家が大庄屋であった寛保期以前までは、山家村の年貢その他は山口家（彦左衛門・留左衛門）方

でまとめて、山口村大庄屋元へ納めていたものと考えられる。

（金請取証一三、「覚」大町村川除御用縄等請取、他） （元禄17年3月10日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－5

（大町村庄や七兵衛（印））→（山口組山家村彦左衛門殿） （12通）

覚（当塁壁地御年貢金受取）上〆津村地主六右衛門（印）→ 天明7年10月15日 横切紙・1通 5137．34

山家村惣助殿

門前皆済書（物成年貢米大豆代金皆済）三右衛門→門前 文政7年12月28日 横切継紙・1通 5051－2

御庄屋今野権次郎殿

覚（米前金請取）やノめ金＋郎（印）→山家村山口三右衛門様 寛政12年2月9日 横切紙・1通 5051－4

十一年地租諸富出金納通　山野森邨事務所（印）→山元村山 （明治11年） 横折紙・1通 4895－2

口三右衛門殿

明治十一年地租民費受取通　天童郡事務所（印）→山元村山 （明治11年） 横折紙・1通 4895－3

口三右衛門殿

領収之証（地方税・直税等）山形県北村山郡山口村戸長役 明治15年6月 横切紙・1通 4895－4

場（印）→町人　山元村山口三右衛門　青罫紙。

請取申金子事（当芋済金）藤兵衛（印）イ彦左衛門殿 子2月17日 横切継紙・1通 5058－80

請取申銭之事（子ノ春わり代）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子3月7日 横切紙・1逓 5058－83

彦左衛門殿

子ノ春済金請取申事（金3両1分）山口藤兵衛（印）→山家彦 子3月8日 横切紙・1通 5058－86

左衛門殿

子ノ春済金請取申事（金4両2分〉山口藤兵衛（印）→彦左衛 子4月朔日 横切紙・1通 5058－87

三殿

請取申金子聞事（子夏型金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄 子6月26日 横切紙・1通 5058－53

や彦左衛門殿

請取申金子事（子再呈金請取）藤兵衛（印）→彦左衛門殿 子7月3日 横切紙・1通 5058－54

請取申金子事（子二二金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子7月8日 横切継紙・1通 5058－55

彦左衛門殿

請取申金子事（子夏済金請取）山口藤兵衛（印）→山家庄屋 子7月12日 横切紙・1通 5058－56

彦左衛門殿

請取申金子事（子壷済金請取）山口藤兵衛（印）→山家村上 子7月24日 横切継紙・1通 5058－57

左衛門殿

請取申金子事（子夏済金請取）山口藤兵衛（印）→山家彦左 子8月3日 横切紙・1通 5058・58

衛門殿

一晩金子請取申事（金子2両1分）下山口村庄や与右衛門 子ノ8月9日 横切紙・1通 5058－60

（印）→山家村庄や彦左衛門殿

夏済金請取申事（金子7両）下山口村庄や与右衛門（印）→山 子ノ8月19日 横切紙・1通 5058－59

家村庄や彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊藤権右衛門（印）→山家村庄屋 子11月25日 横切紙・1通 5058－123

彦左衛門殿
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a租税／9．請取／2．金層取

請取申金銭旧事（小物成銭請取）伊藤権右衛門（印）→山家 子12月7日 横切紙・1通 5058－26

庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋彦 子12月9日 横切継紙●樋 5058－122

左衛門殿

子ノ御年貢金請取申事（金10両2分）伊藤権右衛門内喜兵 子ノ12月15日 横切継紙・1通 5058－20

衛（印）→山家村彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金請取）伊藤権右衛門（印）→山家彦 子12月15日 横切紙・1通 5058－23

左衛門殿

請取申金子之事（御年貢金請取）血止権右衛門内喜兵衛 子ノ12月22日 横切紙・1通 5058－24

（印）→山家村庄や彦左衛門殿

覚（銭600文請取）藤兵衛（花押）→彦左衛門殿 子12月28日 横切紙・1通 5058－47

請血痕銭函之事（帳紙代、筆取米請取）伊藤権右衛門 子12月29日 竪切紙・1通 5058．18

（印）→彦左衛門殿

請取当直空事（白川入用銭請取）伊藤権右衛門内喜兵衛 丑ノ2月5日 横切紙・1通 5058－19「

（印）→山家村彦左衛門殿

請取申金子当事（御買米代金・夏済金）伊藤権右衛門 丑6月23日 横切紙・1通 5058－115

（印）→山家彦左衛門殿

受取申金子事（春夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月朔日 横切紙・1通 5058，118

門殿

請取申金子之事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月8日 横切紙・1逓 5058－116

門殿

請取申金子山事（洋紙金）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋彦 丑7月20日 横切紙・1通 5058－119

左衛門殿

請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑7月23日 横切紙1湧 5058－111

請取申金子早事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 丑7月28日 横切紙・1通 5058－113

門殿

請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑8月朔日 横切紙・1通 5058－114

覚（東根甲唄上ケ丑夏済金） 丑8月2日 横切紙・1通 5058－117

請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門→山家庄屋彦左衛門殿 丑8月7日 横切紙・1通 5058－110

請取申金子事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛門殿 丑8月11日 横切紙・1通 5058－121

請取申金子家事（悪金替金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左 丑8月18日 横切紙・1通 5058－120

衛門殿

覚（五ヶ村分銭227文請取）下甑津村庄や八兵衛（印）→山家 寅ノ3月18日 横切紙・1通 5058－30

村庄や彦左衛門殿

請取申銭之事（入草代他、4貫857文）伊東藤兵衛（印）→ 寅9月1唄 横切紙・1逓 5058－70

山家庄屋彦左衛門殿

（茶代書上）　山家彦左衛門→伊東藤兵衛様 寅9月18日 横切紙・1通 5058一132

請取申盃事（取立衆明晩其元へ御出の旨、他）山口藤兵 寅10月18日 横切紙・1通 5058．2

衛（花押）→山家彦左衛門殿

請取出銭振事（銭481文請取）伊東藤兵衛（花押）→山家彦左 寅11月10日 横切紙・1通 5058－32

衛門殿　別紙1通あり。

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家彦左潜門 寅11月21日 横切紙・1通 5058－68

殿

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 寅12月2日 横切紙・1通 5058－66

衛門殿

請取申金銭盛事（山家村小物成金、わり代）伊東藤兵衛 寅12月16日 横切継紙・1通 5058－65

（印）→山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 寅12月19日 横切紙・1通 5058－67
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衛門殿

請取申金子事（三春済金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 卯2月24日 横切紙・1通 5058－90

衛門殿

請取申金子之事（当学則金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 卯3月14日 横切紙・1通 5058－91

左衛門殿

請取申金子事（当春野金）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 卯3月23日 横切紙・1通 5058－96

請取申銭山事（寅年わり代請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛 卯3月25日 横切紙・1通 5058－37

門殿

請取申金子事（当春済金）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 卯4月4日 横切紙・1通 5058．92

請取申金子事（夏済金等請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 卯7月8日 横切紙・1通 5058－13

彦左衛門殿

請取申金子事（当駅済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄や 卯7月22日 横切紙・1通 5058－15

彦左衛門殿

請取申金子事（当夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門 卯7月25日 横切紙・1通 5058－14

殿

請取申金子事（御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家村庄 卯11月7日 横切紙・1通 5058－41

や彦左衛門殿

請取申金子事（当御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄 卯11月28日 横切紙・1通 5058－40

屋彦左衛門殿

請取申金子之事（当御年貢金請取）倖東藤兵衛（印）→山家 卯12月12日 横切紙・1通 5058－38

庄や彦左衛門殿

覚（卯小物成代請取）山口大庄屋伊東藤兵衛（印）→山家庄や 卯ノ12月16日 横切紙・1通 5058－42

彦左衛門殿

請取申金子事（当御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄 卯ノ12月17日 横切紙・1通 5058－39

屋彦左衛門殿

辰春出金請取事（金12両）　伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 辰2月25日 横切紙・1通 5058－43

衛門殿

覚（当世済金請取）　山口伊東藤兵衛内市右衛門（印）→山家庄 辰ノ3月11日 横切紙・1通 5058－44

屋体左衛門殿

辰ノ春済金請取事（金11両）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 辰3月28日 横切紙・1通 5◎58－94

左衛門殿

辰春済金請取事（金6両）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛 辰4月8日 横切紙・1通 5058－98

門出

辰春済金請取事（金2分）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛 辰4月9日 横切紙・1通 5058－99

門出

請取申金子事（夫食米代金等）伊東藤兵衛（印）→山家村彦 辰6月10日 横切紙・1通 5058－124

左衛門殿

辰ノ夏山金請取事（金19両3分）伊東藤兵衛内市右衛門 辰6月26日 横切紙・1通 5058－125

（印）→山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（夏済金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 辰7月10日 横切紙・1通 5058－126

殿

請取申金子事（御年貢金納請取）伊東藤兵衛（印）→山家村 辰11月10日 横切紙・1通 5058－28

庄屋彦左衛門殿

辰ノ御年貢金請取事（金29両余請取）伊東藤兵衛（印）→ 辰ノ11月26日 横切紙・1通 5058．29

山家門や彦左衛門殿

辰御年貢金請取事（金7両3分）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 辰12月3日 横切紙・1通 5058－76

彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 辰極月19日 横切紙・1通 5058－77

衛門殿
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請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄や彦左 辰12月22日 横切紙・1通 5058－74

衛門殿

請取申銭嵩事（辰年わり代銭）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 巳3月25日 横切紙・1通 5058・131

彦左衛門殿

請取申金子事（心急金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 巳6月22日 横切紙・1通 5058－17

左衛門殿

受取申金子事（巳夏済金請取！伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 巳7月9日 横切紙・1通 5058－16

彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛→山家村庄屋彦左衛 巳12月11日 横切紙・1通 5058－71

円殿

巳年貢金請取事（金15両3分）山口大庄屋伊東藤兵衛（印）→ 巳12月20日 横切紙・1通 5058－73

山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金），伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 巳12月24日 横切紙・1通 5058－72

衛門殿

請取申金子事（午春済金）伊東藤兵衛（印）→山家村庄屋彦 午ノ3月28日 横切紙・1通 5058－88

左衛門殿

請取重夫金之事（金4両）伊藤権右衛門（印）→山家庄や彦左 申ノ2月9日 横切紙・1通 5058－5

衛門殿

請取申金子嬉野（夫食金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印） 申ノ6月23日 横切継紙・1通 5058－4

→山家庄や彦左衛門殿

請取申金子当事（夫食金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印）→ 申ノ6月25日 横切紙・1通 5058－3

山家村庄や彦左衛門殿

請取申金子之事（夫食米代請取）伊藤権右衛門（印）→山家 申ノ7月5日 横切紙・1通 5058－6

二二や彦左衛門殿

請取申金子之事（夫食金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ7月8日 横切紙・1通 5058－10

庄や彦左衛門殿

請取申金子之事（卒直金請取）　山口伊藤権右衛門（印）→山 申ノ7月13日 横切紙・1通 5058－9

家彦左衛門殿

請取申金子之事（卒直金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ7月19日 横切紙・1通 5058－8
●

庄や彦左衛門殿

請取申金子事（夫食米代金請取）伊藤権左衛門（印）→山家 申ノ7月28日 横切紙・1通 5058－12

村庄屋彦左衛門殿

請取申金子火事（夏済金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申ノ8月9日 横切紙・1通 5058－7

庄や彦左衛門殿

請取金子之事（夏空金請取）大庄屋伊藤権右衛門内市右衛 申ノ8月16日 横切紙・1通 5058－11

門（印）→山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子之事（夏済金）　大庄屋伊藤権右衛門（印）→山家 申8月晦日 横切紙・1通 5058－104

村庄屋彦左衛門殿

請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 申12月3日 横切紙・1通 5058－105

家村庄屋留左衛門殿

請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山． 申12月5日 横切紙・1通 5058－103
家村庄屋留左衛門殿　　，

請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印〉→山 申12月10日 横切紙・1通 5058－106

家庄屋留左衛門殿

請取申金子王事（御年貢金）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋 申12月18日 横切紙・1通 5058－101

留左衛門殿

子ノ春済金請取申事（金9両）大庄屋藤兵衛（印）→山家庄や 2月15日 横切継紙・1通 5058－81

彦左衛門殿

（東根弥右衛門殿合力米請取）藤兵衛内市右衛門（印）→山 3月28日 横切紙・1通 5058－93

家庄屋彦左衛門殿
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覚（卯年わり代銭請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 3月28日 横切紙・1通 5058－95

殿

請取申銭之事（銭1貫文請取）中山口村五兵衛→山家村御役 5月4日 横切紙・1通 5058－33

人衆中

御勘定所日用金請取申事　山口庄屋藤兵衛（印）→山家庄屋 7月7日 横切継紙・1通 5058・78

彦左衛門殿

請取申金子之事（夏済金）伊藤権右衛門（印）→山家彦左衛 7月26日 横切紙・1通 5058－112

門田

野扶持米代銭之覚　山口市右衛門（印）→山家彦左衛門殿 8月7日 横切紙・1通 5058－127

覚（大庄屋金剛川登代銭請取）藤兵衛内市右衛門（印）→彦 10月17日 横切紙・1通 5058－45

左衛門殿

請取平平事（日用銭請取）権右衛門（印）→彦左衛門殿 11月21日 横切紙・1通 5058－21

請取申金子之事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 11月26日 横切紙・1通 5058－108

家村庄屋留左衛門殿

請取申金子王事（御年貢金）大庄屋伊藤権右衛門（印）→山 12月20日 横切紙・1通 5058－107

家村庄屋留左衛門殿

（金請取画一綴、「請取申金子之事」悪金替金請取、他） （丑4月23日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－8

（権右衛門（印））→（彦左衛門殿） （7通）

（請取書一門、「覚」日用銭請取、他）　（伊藤権右衛門
　（印））→（彦左衛門殿）5280・1～30まで紙紐一括。

請取置銭之事（馬草代銭請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋

　彦左衛門殿

請取申銭之事（御順見入用銭受取）藤兵衛内喜兵衛（印）→

　山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（御年貢金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左

　衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　4

請取申金子事（御年貢金請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門

　殿

請取申金銭之事（小物成金請取）伊東藤兵衛（印）→山家彦

　左衛門殿

請取申扶持米（米1斗9升）　中山口村喜兵衛（印）→庄屋彦左

　衛門殿

覚（帳かみ代請取）　伊東藤兵衛内喜兵衛（印）→彦左衛門殿

請取申金子事（春画金請取）

　門門

請取申金子事（春済金請取）

　門下

請取申金子事（春思金請取）

　左衛門殿

請取申金子事（春野金請取）

　門殿

請取申金子事（春野金請取）

　群婚

請取申銭之事（藁代銭請取）

　門口

請取申金子事（春済金請取）

　門殿

　藤兵衛（花押）→彦左衛門殿

　　　　5280－23－1～6まで重ねて折られていた。

日用銭請取申事（東根会所蝋しめ所入用銭割符）
　　　　　　　　　　　　　5280－1～11までは重ねて折りたた

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

伊東藤兵衛（印）→山家彦左衛

　　　　　　　　　　　伊藤
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丑6月19日

丑9月18日

丑9月21日

丑12月3日

丑12月15日

丑12月15日

丑12月26日

丑12月

寅2月9日

寅2月23日

寅3月6日

寅3月15日

寅3月24日

寅3月28日

寅4月朔日

寅6月6日

綴（横切紙｝・1綴

（6通）

横切紙・1通

竪切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・樋

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切績・1通

横切紙・1通

5280－1

5280－17－6

5280－17－7

5280－14

5280－13

5280－15

5280－17－5

5280。23－6

5280－23－3

5280－23－2

5280－23－4

5280－23－5

5280－12－11

5280－12－10

5280－23－1

5280－12－1
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まれていた。

請取申金銭之事（夏済金・売延代請取）伊東藤兵衛（印） 寅6月28日 横切紙・1通 5280－128

→山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（夏野金請取）伊東藤兵衛（印）→彦左衛門殿 寅7月5日 横切紙・1通 5280－12－6

請取露顕工事（郷蔵残米代銭請取）伊東藤兵衛（印）→彦左 寅7月5日 横切紙・1通 5280－12－7

衛門殿

請取申金子事（夏済金請取）伊藤藤兵衛（印）→山家彦左衛 寅7月10日 横切紙・1通 5280－12－3

門殿

請取申金子山事（当村利右衛門方へ其御玉千助殿より 寅7月12日 竪紙・1通 5280－6

大豆代金請取）寺津村庄屋九兵衛（印）→山家二心や彦右衛

門殿

請取申金銭之事（夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋 寅7月28日 横切紙・1通 5280－12－9

彦左衛門殿

覚（帳紙代請取）大庄屋伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦左衛門 卯12月16日 横切紙・1通 5280－17－4

殿

覚（夏済金8両を東根にて藤兵衛へ渡す旨） 午6月晦日 横切紙・1通 5280－20

請取申金子事（夏山金・夫食代請取）伊東藤兵衛（印）→ 午7月9日 横切紙・1通 5280－18

山家庄屋彦左衛門殿

請取申金子事（夏済金請取）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 午7月20日 横切紙・1通 5280－19

左衛門殿

（金請取証一綴、「請取申金子之事」御年貢金請取、他） （午12月19日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－27

（大庄屋伊藤藤兵衛（印））→（山家庄屋彦左衛門殿）結び付 （7通）

文書2通あり。

（金請取証一盛、「覚」夏済金請取、他）　（伊東藤兵衛 （未7月10日） 綴（横切三二）・1綴 5280－17－1

（印）〉→（山家村庄屋彦左衛門殿） （13通｝

（金請取証一綴、「請取申金子之事」御年貢金請取、他） （未12月26日） 綴（横切二三）・1綴 5280－24

（伊藤権右衛門（印））→（彦左衛門殿） （11通）

請取申金子之事（千古御検見入用請取）大庄屋伊藤権右 申9月2日 竪切紙・1通 5280－3－1

衛門（印）→山家村庄屋彦左衛門殿　5280・3・2を包む。

（金請取証一綴、「請取申金子事」悪金替金請取、他） （3月11日） 綴（横切紙）・1綴 5280－3－2

（藤兵衛（印））→（彦左衛門殿） （7通）

請取申金子之事（夏済金請取）伊藤権右衛門（印）→山家村 申9月29日㌔ 横切紙・1通 5280－2－1

庄屋留左衛門殿　5280－2・2を重ねて巻く。

請取申金子立面（夏済金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印）→ 申9月29日 横切紙・1通 5280－2－2

山家村庄屋留左衛門殿

請取わり之代（酉年わりの代請取）伊藤権右衛門（印）→山 酉3月19日 横切紙・1通 5280－10

家村丁丁衛門殿破損。

（金請取証一計、「請取申金子嘉事」春山金請取、他） （酉3月20日） 綴（横切紙他レ1綴 5280－4

（山口大庄屋伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋留左衛門殿） （7通）

（金請取証一滴、「才覚金請取申事」金1歩請取、他） （酉8月朔日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－26

（伊藤権右衛門（印））→（山家村留左衛門殿） （2通）

（金請取証一瞬、「請取申夫金之事」金8両1歩請取、他） （酉10月14日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－28

（伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋彦左衛門殿）　　こより （10通｝

にて捻り封。

（金請取証一山、「請取申金子心事」御年貢金請取、他） （酉12月ll日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－9

（大庄屋伊藤権右衛門（印））→（山家村庄屋彦左衛門殿） （13通）

請取申金子毒血（御年貢金請取）大庄屋伊藤権右衛門（印） 酉12月25日 横切紙・1通 5280－16

→彦左衛門殿

（金請取証一門、「覚」春出金請取、他）　（山口大庄屋藤兵 （〔戌〕いぬの4月） 綴（横切継紙他｝・1 5280－25

衛（印））→（山家村庄屋彦左衛門殿） 綴（10通）　　i
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（金請取証一綴、「請取申銭之事」小物成銭請取、他） （亥12月14日） 綴（横切継紙他）・1 5280－7

（山口藤兵衛（印））→（山家庄屋彦左衛門殿） 綴（19通）

（金請取証一盛、「請取申酉ノ春山金之事」金1両請取、 （閏4月11日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－22

他）　（伊藤権右衛門（印））→（山家村留左衛門殿） （2通｝

（金請取証一綴、「請取申金子之事」金1歩請取、他） （7月21日） 綴（横切紙他）・1綴 5280－11

（中山口村喜兵衛（印））→（山家村留左衛門殿） （10通）

（包紙・紙子り紐、5280全体を包んでいたもの） 包紙・紙繕り紐・1 5280－30

枚・1本

覚（去丁年年貢金納の内請取）三内→式部様 辰4月2日 横切継紙・1通 5738

子壱番金納請取（他、山家村年貢金納関係書類綴） 横長美・1綴 5807

3．請取日記

数量（件数）　0

10過不足、未・不納

数量（件数）：5

丑ノ御年貢米壱人前不納改帳 丑 横長美・1冊 5063－1

去辰御年貢巳春御蔵尻勘定寄（山家村過米・不納書上） 巳春 横長美・1冊 5698

和七不納（不納郷蔵納米金等） 午12月11日 横切継紙・1通 5277

［書状］（御町中継山村善右衛門当村所持高年貢不納に 2月6日 横切継紙・1通 5894－28

付）　楯岡村名主茂右衛門→東根御会所

若松不納 1 横切継紙・1通 5699

11．年貢納入

　米納場帳・庭帳の類をまとめた。

　また、本寿院が野田村に所有している小作地の年貢米割付・皆済書もここに入れた。なぜ、三寿院

の小作経営に関する史料が山口家文書中にあるのか、正確な理由は不明である。

　5334の一連の文書は、天童三日町に所在する山口家の小作地年貢に関する史料であろうと考えられ

る。耕作者をみると天童町の者より久野本村百姓が圧倒的に多い。

1．米納

数量（件数）：87

享保十九年寅ノ場帳（左五兵衛分） 享保19年 横折紙・1通 5757

寒河江米かへ人別（山家村分、俵数・名前） 延享4年卯4月 横長美・1冊 5502

（郷蔵納米刎俵に付請書、前欠）五人組惣代善九郎（印）、
@同佐七（印）、同七郎兵衛（印）、同竹惣（印）、同与惣右衛門

宝暦5年亥6月4日 横折紙・1通 5488

（印）、同半助（印）→名主五右衛門殿、組頭中

宝暦七年丑御年貢納通（不納覚添付）山家村御蔵方（印） （宝暦7年）11月 横長美・1冊 4926

→与左衛門殿

宝暦七年丑御年貢四通　山家村御蔵方（印）→嘉兵衛殿 宝暦7年丑11月 横折紙・1通 5693

覚（御年貢米請取）　山家村郷御蔵（印）→若松常光坊 明和6年丑12月25日 横切紙・1通 5705

申御年貢米割（野田村高16訴訟年貢米皆済）　名主新蔵 申11月 横切紙・1通 5138－1

（印）→本寿院　5138－1～4までこより紐一括。

戌御年貢米割（野田村高19石鹸年貢米皆済）名主前田新 戌11月 横切紙・1通 5138－2－1

蔵（印）→若松本寿院

戌御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　名主前田新 戌11月 横切紙・1通

@　　　　　1

5138－2－2
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蔵（印）→若松

未御年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済の旨）名主 未11月 横切紙・1通 5138－3

前田新蔵（印）→本寿院

覚（無尽端銭・定石・先納金等御遣わし下されたく） 寅10月6日 横切継紙・1通 5138－4

野田前田新蔵（印）→若松本寿院様

申御年貢米割（野田村高25石弓年貢米皆済）名主前田新 申11月 横切紙・1通 5138－5

蔵（印）→本寿院殿

回盲年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済）名主前田新 寅11月 横切紙・1通 5138石

蔵（印）→本割院

丑御年貢米割（野田村高5石叩年貢米納仕切）名主新蔵 丑11月 横切紙・1通 5138・7

（印）→本直院

女御年貢米割（野田村高19石余年貢米皆済）　名主新蔵 巳11月 横切紙・1通 5138－8

（印）→本曇院

覚（野田村年貢米作徳仕切）　名主新蔵（印）→本寿院檬 （寅）12月24日 横切継紙・1通 5138－9

巳御年貢米割（野田村御年貢目録之御年貢帳写）　名主 巳11甘 横切紙・1通 5138－10

新蔵（印）→若松

寅御年貢米割（御年貢米納仕切）　名主新蔵（印）→本寿院 寅11月 横切紙・1通 5138－11

亥御年貢米割（野田村高19石余清助支配分年貢米皆済） （安永8）亥11月 横切紙・1通 5138－12

名主新蔵（印）→三寿院

亥御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　名主新蔵 （安永8）亥11月 横切紙・1通 5138－13

（印）→支配人新田甚七殿

子御年貢米割（野田村高19二二年貢米皆済）　名主新蔵 子11月 横切紙・1通 5138－14

（印）→至忠院　　ノ

二二年貢米割（野田村高25石門年貢米皆済）名主前田新 （卯）11月 横切紙・1通 5138－15

蔵（印）→本寿院

覚（拙者支配の分諸金納銭受取）野田名主前田新蔵（印）→ 卯7月25日 横切継紙・1通 5138－16

本寿院様

二二年貢米割（藤兵衛分清助分丑野田村御年貢皆済仕 丑11月 横切紙・1通 5138－17

切）名主新蔵（印）→若松清助支配本寿院

午御年貢米割（野田村高25石余年貢米皆済）名主前田新 午11月 横切紙・1通 5138－18

蔵（印）→本寿院

午下年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　名主新蔵 午11月 横切紙・1通 5138－19－1

（印）→若松

午御年貢米割（野田村高19石余年貢米皆済）　名主新蔵 午11月 横切紙・1通 5138－19－2

（印）→本寿院

巳御年貢米割（野田村高25三余年貢米皆済）名主前田新 巳11月 横切紙・1通 5138－20

蔵（印）→本寿院

子御年貢米割（野田村高19石弓年貢米皆済）名主前田新 子11月 横切抵・1通 5138－24－1

蔵（印）→若松本寿院

子御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）名主前田新 （寛政4）子11月 横切紙・1通 5138－24－3

蔵（印）→若松分

覚（蔵方代納金につき）　野田蔵方 卯12月11日 横切継紙・1通 5138－25

寅御年貢米割（野田村高16石余年貢米皆済、藤兵衛分 寅12月 横切紙・1通 5138－26

年貢皆済仕切）名主新蔵（印）→若松華寿院役者中

辰御年貢米割（辰御年貢帳写し、野田村御年貢勘定書） 辰11月 横切紙・1通 5138－28－1・1

名主新蔵（印）→若松本邸院　　5138－1－1～5138・4まで帯封一

括。

辰御年貢米割（野田村高5石詰年貢米皆済）　名主新蔵 辰11月 横切紙・1通 5138－28－1－2

（印）→若松
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卯御年貢米割（野田村高19石余年貢米皆済）　名主新蔵 卯11月 横切紙・1通 5138．28－2－1

（印）→若松本寿院

卯御年貢米割（野田村高5石高年貢米皆済）　名主新蔵 卯11月 横切紙・1通 5138－28－2－2

（印）→若松

覚（野田村三極割受取書付）野田名主所→聖寿院檬御内松 巳12月24日 横切継紙・1通 5138－28－3

甚殿

丑御年貢米割（野田村高5石余年貢米皆済）　前田新蔵 11月 横切紙・1通 5138－29－1

（印）→若松分

夏芽年貢米割（野田村高19窮余年貢米皆済）　前田新蔵 11月 横切紙・1通 5138－29－2

（印）→若松山盛院

（上〆ツ久助分年貢等書付） 横切紙・1通 5138．39

［書状］（上り米の儀、代金をもって上げる旨／他）東 12月26日 横切継紙・1通 5138－41

兵衛ヵ→本寿院様

寅御年貢米納税（控）小路町蔵方→山家村幸助殿 文化3年12月25日 横切紙・1通 5278

覚（百姓より受取米高） 文政4年12月 横長半・1冊 5671

覚（御年貢米請取）　田町郷蔵元（印〉（天童田町）→山家村三右 文政8年12月16日 横切紙・1通 5273

衛門殿

酉御年貢米上納皆済通　　小路愚臣蔵元→当町弥七殿 文政8年12月23日 横折紙・1通 5296

巳十二月二日改（米納入覚） 巳12月2日 横切紙・1通 5281－18

申分小前納改（年貢納入覚） （申～酉） 横切継紙・1通 5281－19

文政十亥分（納米・諸役金書上） 文政10年 横切継紙・1通 5281－27

（納米小前内訳書付、合米39俵2斗9升8合1勺8才） 横切継紙・1通 5281－31

覚（久野本治郎助方小路郷蔵葉分物成米） 天保3年11月 横切紙・1通 5281－32

戌年分轄前納改（米納） 戌年 横切継紙・1通 5281．9

〈山家村百姓別割合米覚） 文政 横長美・1冊 5672

（御検見引・夫食拝借・藤代米・非常籾・口米・夫米 天保4年巳6月 横折紙・1通 5479

等差引）　矢野目一三蔵元→三右衛門殿

（門前・三日町田畑屋敷取米作人等覚）2冊が綴られた形 嘉永3年12月 綴・1綴 5480

をとっているが、内容は連続。

岸壁諸上納通（貢米金）貫津本郷郷蔵元（印）→山口三右衛門 明治6年旧10月 横折紙・1通 4924

殿　貼紙1枚あり。

酉御年貢受納通（貢米金額書上、納入受取証添付）老 明治6年11月日 綴（横長美）・1綴 4921

野森村戸長西沢忠七（印）→山元村山口三右衛門殿

記（年貢米・納米勘定）　山元山口寿三郎（印）→同武田栄七 明治40年1月19日 横長美・1冊 5548

殿

子十二月廿五日改（暮取立米内訳） 子12月25日 横長美・1冊 5764

（藤右衛門高へ納回数差引覚）御蔵方→善四郎殿 丑2月10日 横切継紙・1通 5「95

山家村三右衛門殿分（田畑納米高等書上）やのめ蔵方→ 丑8月12日 横長美（去なし）・ 5557

当村金十郎殿 1冊（2枚）

丑ノ場帳高書貫キ覚（山家村分） 丑 横長美・1冊 56Q5

寅ノ古帳高寄（山家村、並数） 寅 横長美・1冊 5546

（蔵入用・籾立入用籾改賄入用書上札）→（三右衛門） 小切紙・1通 5137－7

覚（納米、飯米等差引）長兵衛→三右衛門様 4月12日 横切継紙・1通 5137－43

覚（御廻米、名主・組頭給米、番代米受取）下貫津村郷 午5月10日 横切紙継・1通 5137－52

周置（印）（最上貫津大津屋）→山家四三右衛門殿

午年六兵衛御年貢米勘定覚　庄屋三右衛門（印）→組頭七郎 未3月 横折紙・1通 4749．5

平殿、五人組頭万助殿
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覚（若松分百姓俵数書上）氏家左門→山口三右衛門様 未12月14日 横切継紙・1通 4778－25

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日二郷蔵元（印）→久ノ本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－1

新八殿

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日半郷蔵元（印）→久野本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－2

三蔵殿

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印）→久ノ本治 酉6月20日 横切紙・1通 5334－3

郎助殿

覚（役銭滞り銭受取）三日町郷蔵元（印）→山家村太郎兵衛殿 酉6月20日 横切紙・1通 5334－4

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日半郷蔵元（印）→矢野目村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－5

権七曜

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日同郷蔵元（印）→久野本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－6

孫惣殿

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印）→久ノ本村 酉6月20日 横切紙・1通 5334－7

藤七殿

覚（御年貢米・定石代・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印） 酉6月20日 横切紙・1通 5334－8

→矢野目村与右衛門殿

覚（御年貢米・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印〉→山家村太 酉6月20日 横切紙・1通 5334－9

郎兵衛代半七殿

覚（御年貢米・諸役銭受取）　三日町郷蔵元（印）→山家村惣 酉6月20日 横切継紙・1通 5334－10

吉代万次郎殿

覚（御年貢米・定石代・諸役銭受取）三日町郷蔵元（印） 酉6月20日 横切紙・1通 5334－11

→山家村喜八殿

三日町蔵方（天童三町豆蒔性別納米、夫銭書上） 横長半・1冊 4775－76

（籾高書上、百姓はこび分）前欠。 横切紙・1通 4778－28

（御伝馬宿入用・願子等事納高書付） 横切紙・1通 5185

（若松百姓・寺坊開方米書上） 横長美（綴紐なし）・ 5604

1冊（2枚）

久の皿盛　山家差分（百姓納俵数） 横長半・1冊 5689

四割（山家村百姓割賦） 横長美・1冊 5690

（山家村百姓米籾割賦） 横長美・1冊 5691

覚（百姓俵数書上） 横長半・1冊 5737

卯二月二二二二場帳へ不載（山家村分、他に「金三二而 横長美・1冊 5740

小野戦メ候覚」等）

2．石代納願井請書

数量（件数）：3

博戦書付奉願上候（夫米石代願願書控）山家・山口・ 文政2年8月 横切継紙・1通 5167

原町三判願→宮崎御役所

上申御請証文聞事（写、違作に付石代金納御下知の 天保4年正月20日 竪紙・1通 4618

総帥請）　東根附郡中村三判

悶悶書付奉願上候（下書、天気不順不作につき田畑 子9月9日 竪紙・1通 4617

米石代納願）

3．曲直

数量（件数）：6

［書状］（三石代等上納金割賦村当金額の連絡）　（下荻野　（文化期）6月5日
　戸村名主）伊左衛門→（山家村御名主）三右衛門様封筒入。
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3．粗税／11．年貢納入／3．願石

（願石永割合差引勘定書付） （子6月5日） 横切継紙・1通 5308

沼沢隠居之手控右書抜（享保14年石代願に付） 横切紙・1通 4775－21

（沼沢大隠居手帳写、享保14庭石代願の際の米相場等） 辰5月2日写 横切継紙・1通 4775－71

覚（立石代金、下中入用等書上） 申12月10日 横切継紙・1通 5351－19

（戌十月九日願遷代等書付） （戌10月9日） 横切紙・1通 5211

4．安石代願

数量（件数）：0

5．石持値段

数量（件数）：4

　石代直段の基準となる村山郡の米直段取調場所は、尾花沢村・東根村・天童村・谷地である。

文化二酉年米二段（御料所・織田様分・土浦分） （文化10年） 横切紙・1通 5141

（米大豆二段書上、織田様・土浦七分他） 文化11年10月 横切紙・1通 5213

申御皿石代二段（東根尾花沢市相場壱割下ケ） 申 横切紙・1通 5323

子定石御直段（書付） 横切紙・1通 5139－32

6．金納

数量（件数）：86

　御年貢金納帳のほか、年貢金納一般の文書を集めた。

　5137はおそらく、矢野目村里瞳寺領分の年貢金・諸役金の請取書であろう。

　矢野目村金十郎は、矢野目村宝瞳寺領分名主と見られる。明治8年の立付米調によると、幕領分名主

であった佐藤仁右衛門家よりも多くの立付米を取得する（559俵余）大地主である。

未御年貢石代金度々請取通　下荻野戸村名主伊左衛門 寛政11年未12月 横折紙・1通 5351－11

（印）、組頭胃内（印）、百姓代引兵衛（印）→山家回暦名主三右衛

門殿、組頭百姓代中

覚（百姓割合出銭書上） 近世 横長美・1冊 5668－2

（金納差引等諸覚） 寅閏6月14日 横長半・1冊 5668－8

百姓水呑三夏割之請払覚 （寅） 横長美・1冊 5668－3

（金納役銭請払等書上一括） （明和） 横折紙・一・括（4椥 5668－1

覚（御役金受取）　やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 寛政7年2月 横切紙・1通 5342－4

（年貢口米・高上三役等代永書上）挟込状あり。 （寛政9年3月写） 横折紙・1通 5549

（三右衛門・本寿院定石・小役米・願高等書上） （天保4年12月6日） 横切紙・1通 5281－14

（納金額・眠人名前書付、清兵衛他4名） 2月12日 横切紙・1通 5281－23

（新蔵分年貢割合金勘定覚） （天保13年12月） 横切継紙・1通 4775－2

矢野目役銭覚（先納・夏割等）別紙1通（やのめ蔵方→山家 （子）12月9日 横切継紙・1通 4994－8

三右衛門）あり。

覚（米分金三歩）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 辰5月5日 小切紙・1通 5327

覚（累石・置米代金等役所へ上納依頼）　山家6→佐五兵 （辰）11月10日 横切継紙・1通 5139－20

衛殿

巳水呑方牛割（口際銭割賦） 巳 横長美・1冊 5676

覚（定石代書上）　やのめ基くら方→山家村三右衛門殿 未9月5日 横切抵・1通 4971

（未年定石代山家村百姓割合覚） 凶年 横長美・1冊 5583

覚（下荻野戸村石代金請取）宮崎惣代（印）→山家村三右衛 申2月11日 横切紙・1通 5351－20
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a組税／11．年貢納入／6．金納

門殿

申御年貢金請取通（山田茂左衛門手代内山半平、三右 酉8月2日 横切継紙・1通 5351－2

衛門納分）山家村

（百姓割合金山口村へ持参分書上）持参主五右衛門（印） 戌3月17日 横長美・一括（2枚） 5668－7

（山口へ持参金明細書上、売銭百姓より預り金）指上 戌4月9日 横折紙・1通 5599

主使番重三郎　白紙1枚添。

六納掛（金納入用金山家村割賦） 戌6月26日改 横切継紙・1通 4778－32

（戌二太郎右衛門分役金札）49941～20こ入っていた袋同 戌 横切紙・1通 4994．1

封。袋には「矢野目天童諸役銭札入　寛政二年戌六月　山口三

右衛門」とあり。

金子渡方（6月4日より9月8日まで渡し金額） 横切紙・1通 4994－3

（年貢細事関係金山家村百姓割賦覚） 横切継紙・1通 4777－26

（御年貢買納金等為登金額、持運分担等覚） （子5月15日出立） 横切継紙・1通 4777－27

（「越後」、蚕種・金額等書上） 横切継紙・1通 4777－28

指引之覚（年貢・夫食・野扶持等） 横切継紙・1通 4778－24

寅ノ夏済覚（割合金書上） 横長美・1冊 5496

覚（年貢追金納分山家村内割合） 横長美・1冊 5581

覚（御年貢米入替渡し米、細縄代かかり覚等） 横長美（綴）・1綴 5609

六月十日上納郵駅（年貢金納・年賦返納金等差引） 横切継紙・1通 5701

（三右衛門江戸ヵ金納につき諸覚） 竪紙（他）・一括 5713
（4枚〉

（三右衛門江戸ヵ金納にて納金覚） 竪紙・1通 5714

覚（午初納金請取）下荻戸蔵元→山家村三右衛門殿513四 午10月8日 横切継紙・1通 5137－1

～54まで5137・55の袋入。

覚（出納、小物成等受取）下貫津村八兵衛（印）→三右衛門 寛政11年10月10日 横切紙・1通 5137－10

殿

覚（先納金受取）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未7月5日 横切紙・1通 5137－8－1

覚（米前金請取）やのめくら方→山家三右衛門殿 未7月5日 横切紙・1通 5137－8－2

覚（定石、国役金受取）やのめ金＋郎→山家村三右衛門殿 未11月10日 横切紙・1通 5137－9

覚（定石早業納金受取）やのめくら方→山家村三右衛門殿 午9月5日 横切紙・1通 5137－12

覚（金納、駄賃入用金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 11月6日 横切紙・1通 5137－13

覚（頭割、違罰金）　やのめくら方→山家村三右衛門殿 6月24日 横切紙・1通 5137－14

覚（極割、半夏賃金）矢野目村蔵方→山家村三右衛門殿 酉12月23日 横切紙・1通 5137．16

覚（金納、夏割金）矢野目村くら方→山家村三右衛門殿 6月20日 横切紙・1通 5137．17

覚（米前金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 未5月4日 横切紙・1通 5137－18－1

覚（先納金）矢野耳遠くら方→山家村三右衛門殿 未6月5日 横切紙・1通 5137－18－2

覚（金前金）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 4月5日 横切紙・1通 5137－20

覚（余賦金ヵ）やのめ蔵方（印）（御館）→山家村三右衛門殿 （3月5日） 横切紙・1通 5137－21

覚（半駄賃金）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 午12月20日 横切紙・1通 5137－23

覚（先納金請取）矢の目金＋郎（印）→山家村山口三右衛門殿 寛政10年6月2日 横切紙・1通 5137－25

覚（米前金）やのめくら方→山家三右衛門殿 （4月5日） 横切紙・1通 5137－27

覚（先納、米前金）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 （午6月2日） 横切紙・1通 5137・28

覚（定石二納金）やのめくら方→山家三右衛門殿 午10月5日 横切紙・1通 5137－30

（国役金書上札）　→（三右衛門） （9日） 小切紙・1通 5137－31
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3．租税／11，年貢納入ノ6．金納

（初納金書上札）　（貫津村6）→（三右衛門） （未10月9日）　　　’

小切紙・1通 5137－32

覚（米前金）やのめくら方→山家村三右衛門殿 （3月5日） 横切紙・1通 5137－33

覚（先納金）やのめ村くら方→山家村田右衛門殿 （申6月5日） 横切紙・1通 5137－35

覚（米前金）　やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未2月5日 横切紙・1通 5137．36

未役銭覚（定石代、月割等） （未） 横切紙・1通 5137－37－1

覚（極豆苗）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿 未11月24日 横切紙・1通 5137－37・2

覚（夏割、北江ふしん金）やのめ碧くら方→山家村山右衛 （未7月3日） 横切紙・1通 5137－37－3

門殿

（定石入過、無尽返金書上） 横切紙・1通 5137－39－2

（年貢、小役、三代米書上） 横切紙・1通 5137－39－3

覚（網代、半駄賃等書上）→金＋郎殿 横切紙・1通 5137－39－4

覚（御役金、御役夫）　矢野目蔵方→山家村三右衛門殿 （未正月16日） 横切紙・1通 5137－42

覚（巳暮わり入用、定石代残、御廻米入用等書上）蔵 午8月 横切継紙・1通 5137－44

元→山家三右衛門殿分左三殿

覚（定石代金受取）やのめ金＋郎（印）→山家村山口三右衛門 寛政12年10月29日 横切紙・1通 5137．45－1

殿

覚（定石残永）　やのめくら方→山家村三右衛門殿 （10月27日） 横切紙・1通 5137－45－2

覚（御役所普請入用極割共）矢野目村くら方→山家村三右 12月14日 横切紙・1通 513746

衛門殿

覚（夏割、せき上ケ酒代）やのめくら方→山家村三右衛門 （6月5日） 横切紙・1通 5137．47

殿

覚（夏野、郷蔵屋根かへ金）やのめくら方→山家村三右衛 （午6月24日） 横切紙・1通 5137－48

門殿

覚（御検見入用）　やのめ村くら方→山家村三右衛門殿 （亥9月20日） 横切紙・1通 5137－49

覚（米前金）やのめくら方→山家三右衛門殿 午6月16日 横切紙・1通 5137－54

矢野目・下館津・若松・荻野戸所々請取手形通入（袋） 袋・1通 5137－55

　　山口三右衛門　5137－1～54入。

覚（定石・極わり金受取）　野田新蔵（印）→本選院様

覚（先納金・夏割・定石等清助方より納に付）　名主新蔵
　（印）→本寿院様

覚（夏割・定石金書付）

覚（野田村夏役銭・定石書付〉

覚（四口合せ金書付）　野田村蔵方（印）→本辞院牛

追（丑役銭役銭帳書出し、清助支配二分ハ二二年貢帳
　書出、門真房より受取畑）野田名主所前田新蔵（印）→若

　松本寿院檬　後ろに「覚」を貼り継いであり。

申ノ暮金納（納年貢米高、山家村分）544－23・1と2は重

　なっていた。

未ノ暮金納（納年貢米高、山家村分）

覚（先納金受取）やのめ蔵方→山家村三右衛門殿

覚（定石代、先納金）矢野目喚くら方→山家村三右衛門殿

覚（定石代金）やのめ蔵方→山家三三右衛門殿

覚（定石代金）矢野目割くら方→山家村三右衛門殿

（定石金書上）　やのめ蔵方→三右衛門殿

覚（金納、御廻米くれ代、御検見入用日割）矢野目村蔵
　方→山家村三右衛門殿

寅12月

寅12月

辰9月9日

（天明元）丑10月15日

8月5日

（10月5日）

（9月15日）

（9月5日）

（10月5日）

（10月7日）

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

5138－21－1

5138－21－2

5138－22－1

5138－22－2

5138－23

5138－27

5440－23－1

5440。23－2

5137－11

5137－22

5137－24

5137－38

5137－40

5137－50
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3．積税／11．年責納入／7．大豆納

7．大豆納

数量（件数）：2

（大豆取高書上）

文化六巳年分大豆（勘四郎他10名）

8．延納

　数量（件数）：1

（天明3年10月改）

文政7年9月5日

横切継紙・1通

横切継紙・1通

5139－22

4950

（村山郡尾花沢附宮崎附村々御廻米三代上納難儀未納 文化7年8月 横切継紙・1通 5250

分五ヶ年割合上納の旨請書）羽州村山郡村々連印→川
崎平右衛門様宮崎御役所

9．先日

数量（件数）：6

　矢野目村宝藍鼠領分の山家村百姓所持地にかかる先納金関係文書が主である。寛保期以前の山家村

藩領時代の文書もいくつかある。

酒田先納金上ル覚（山家村・三日町） 宝永4年7月 横切紙・1通 5059－17

覚（夫食先納金三助左衛門・介蔵為登に付指引目録） 享保5年6月9日 横長美・1冊 4747

根上久兵衛（印）（羽州酒田）→山口教春様、同三右衛門様

覚（先納金請取）矢ノ目村金＋郎（印）→山家村山口三右衛門 寛政11年3月9日 横切紙・1通 5137－6

殿

覚（先納金受取）やのめ解くら方→山家村三右衛門殿 8月5日 横切紙・1通 4983

覚（先納金2分）やのめ蔵方→山家三右衛門殿 8月5日 横切紙・1通 5338

口上（先納金、米値段の件、酒田根上久兵衛関係）後 横切継紙・1通 5059－26

欠。

1α年貢年賦

数量（件数）　1

（平田郷中・松山・鶴岡年賦証文数書上） 近世 横切継紙・1通　　　5665

12．年貢辻

数量（件数）：2

（年貢米辻納米書上）矢野目二郷蔵元→山家二三右衛門殿 天保3年10月 横折紙・1通 4749－1

4749・1～13まで綴。

（年貢米辻納米書上）矢野目二郷蔵元→山家村三右衛門殿 天保3年10月 横折紙・1遍 4749－2

13．勘定帳

数量（件数）：0

14．出作

1．百姓

数量（件数）：12

　（その1）には、宝永期から幕末期までの百姓出作勘定帳を集めてある。安永期からほぼ欠年なく、

残っている。

文政八酉出作改　万助手作方（山家村内田畑）

覚（御蔵元へ米上納依頼書、戌出作之覚）若松寺本寿院

文政8年

安永7年12月25日

横切継紙・1通

横長美・1冊

5145

5578－1

一57一



3租税ハ4．出作／1．百姓

（印）→山家村桂甫殿、同文蔵殿　5578・1と2は綴。

戌年出作（小作人納米高書上）　彦太郎、捨蔵、源八→御蔵 戌11月 横長美・1冊 5578・2

方御役引写衆中

元久野本村作兵衛定入作（下畑反別・取米、山家村甚 文化14年11月 横切継紙・1通 5189

右衛門所持分、小路町分郷蔵右写）

山家村幸助分小路町越石（畑反別・取米覚） 文政7年4月16日 横切継紙・1通 5207

（田畑高反畝歩書上）　未編綴。山家村百姓出作分力 （近世） 横長半・1冊（2枚） 5750

覚（老ノ森村・久野本村・乱川村百姓名前書上）　田町 寅10月16日 横切継紙・1通 5405

新二→小路町善行寺内佐五兵衛様

辰出作　宗兵衛分（本寿院小作地納高、立口内訳） 横長美・1冊 5590－2

辰出作違（他） 辰 横長美・1冊 5590－3

［書状］（山家村百姓老野森村田方へ越石の儀取調に付） 未9月6日 横切継紙・1通 6074

河井六兵衛→山家村雨五兵衛殿

小路分　山家二なし分改（田畑畝歩・持主書上） 横長美・1冊 5446

（山家村出作地書上、長井清八・高橋周蔵・与左衛 横折紙・4枚 5454

門・高橋勘三郎分）綴り紐欠。 （元1綴）

2名子・水呑

数量（件数）：0

　1．百姓の項目にまとめた百姓出作勘定帳に対応する名子・水呑出作帳である。

3．（出作）

15．ロ米

数量（件数）　1

覚（蔵増万助分御口米石代・御用金等受取差引） 戌3月29日 横切継紙・1通　　　4775－11

16．年貢小手形

数量（件数）：6

（金納銭書付綴）→三右衛門 （丑12月7日） 綴・1綴（2通） 5341

記（年貢米金請取書綴）　田町郷蔵元（印）（天童田町）→山口三 酉7月25日 綴（小切紙）・1綴 4925

右衛門殿　受取書5枚綴。 （5枚）

（春わり馬銭札綴）　→山家三右衛門 （〔亥〕イ6月26日） 綴（小切紙）・1綴 5306
（6枚）

（金納銭納札綴）　→山家三右衛門 （亥11月7日） 小切紙・1綴（3通） 5330

（金納経書付札綴）　→（南岩右衛門） （12月7日） 小切紙・1綴（4枚） 5318

17．押切帳

数量（件数）　0

18．皆済目録

数量（件数）：0

　山口家文書の年貢皆済目録で一番古いのは貞享3年の文書である。これに続く皆済目録は欠けている

が、山家村が平平となった寛保期以後についてはほぼ完全に揃っているといえる。また、御年貢米永

皆済調帳もここにまとめてある。以上（その1）参照。
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a穐税ハ9翅米

19．廻米

1．定例

数量（件数）：0

　御廻米定例書のほか、廻米納出役の心得方覚書などがある。

2．下シ米

数量（件数）：12

　年貢廻米の最上川川下しの運賃等に関する文書を集めた。

積下申御輿之事（大町舟場より酒田迄、運賃請取証文 （享保19）寅5月26日 竪紙・1通 4975

添付）　酒田舟頭長太郎（印）→山家村庄屋三右衛門殿

積下血御米之事（大町舟場より酒田迄、運賃請取証文 （享保19）寅5月26日 竪紙・1通 4976

添付）　酒田一頭門十郎（印）→山家村庄屋三右衛門殿

（山家村田麦野村年貢廻米川岸出差配覚）　（川通白岩村 寛政10年午4月 横折紙・1通 5688

彦右衛門、米沢村田右衛門）

（各河岸より最上川川下運賃書上写） （天保15年10月20日） 竪半・1冊 4568

記（川下げ船積入米高書上）　山形附川通（印）→山家村御役 （明治5）壬申5月4日 横切紙・1通 4748－35

人中

記（御廻米端操請取）川通（印）→山家村御役人中 （明治5）壬申5月4日 横切紙・1通 4748－36
、

辰三月舟積へ町分（本米・運賃） 辰3月 横切継紙・1通 4778－18

回附下米不納書出し（百姓俵数） 巳11月18日改 横長美・1冊 5641－2

覚（年貢米廻米最上川下船割） 横切継紙・1通 5351－9

覚（年貢米廻米最上川下唇差引等）川通出役 3月5日 横切継紙・1通 5351－10

［書状］（酒田御米川下し中、御地組頭衆と諸事御用等 4月22日 横切紙・1通 5441

申し合いの旨）　山家村左五郎→東根村赤塚七右衛門様

亥仕訳（立中止別七廻心高・願石下・川下賃書上） 横切継紙・1通 5170

3御米町問対

数量（件数）：7

　御米籾二四とは、年貢廻米を最上川の河岸（舟場）

の帳簿である。

まで運ぶ人足とその俵数を把握・管理するため

舟場へ運米覚（天童米・山家米・若松米）改伝兵衛 卯4月18日 横折紙・1通 5063－2

覚（米請取数、劃一河岸へ運び米） 卯4月 綴（横長）・1綴 5062

壱番舟弐番舟寄（年貢廻米百姓運び回数） 辰5月21日 横長美・1冊 5741

舟場へ触覚（百姓運び男数書上） （午正月） 横長半・1冊 5731

籾運寄（乱数・名前書上） 戌7月 横長美・1冊 5501

覚（山家村百姓函数書上） 極月25日 横長美・1冊 5739

三月晦日右可運分（百姓各俵数書上） 横長美・1冊 5561

4．滞り米

数量（件数）：0

5．酒田津出

数量（件数）：1

　酒田湊では、最上川を下した年貢米を一度藏に納めて、改めて廻米船に積み入れる作業を行う。幕
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a組税／19．廻米／5酒田津出

領郡中の名主・村役人のなかから酒田出役名主を選出して派遣し、酒田での廻米船への積み込みを監

督させた。

［書状］（当一中廻米御用宿酒田越後屋へ用立金返済延
�ﾌ件）小池伝之助、前田寿助→酒田町方御取締衆中

9月14日 横切紙・1通 5895－5

6．江戸、大阪廻米

数量（件数）：3

　酒田から江戸・大坂へ年貢米を運ぶ廻米船には、上乗として直中の名主・村役人が付き添った。こ

の上乗に関する文書や、廻米石数に関する文書等をこの項目においた。

（年貢廻米上乗不覚、東根陣屋附郡中年貢米）御蔵奉行 子 横半半・1冊 5515

松井吉之助。

覚（上乗銭徴収に付）　山家村庄屋三右衛門（花押） 寅6月23日 横切紙・1通 4778－11

丑上乗共右可取立分　兵蔵懸り（金銭） 寅6月改 横切紙・1通 4775・45

7．蔵納

数量（件数）：5

　江戸や大坂に着いた年貢米は水揚げされ、江戸では浅草蔵前の幕府御蔵に納められた。藏納にさい

しては、二二から江戸へ納品役が派遣され、藏納を差配した。　（その1）にいくつか見られる手帳は、

山口三右衛門が江戸訳出役を勤めていた時の覚書である。

壱番秀助野乗戌御年貢亥春眠廻米御蔵水揚内推納方書 文政10年6月16日 横半半・1冊 6059

留　東根附三右衛門

（廻米御蔵納出役手引覚、諸国用捨米書上・提出書類 近世後期 竪半三分一帳・1冊 4772

雛形等）

大坂納不足一件二付懸り（郡中入用組入分書上）尾花 午 横折紙・］通 5613

沢・東根・柴橋・寒河江御役所4陣屋期

（申年物成御廻米の内江戸買納分、一代値段等覚） 横切紙・1通 4777－12

（大坂米金納につき差引覚一括、左吉・与左衛門分） 横折紙・一括（2枚） 5823

8．送状

数量（件数）：0

9．欠米

数量（件数）　13

初メ割　江戸欠代請取覚（江戸欠代割関係書類綴） 明和7年9月 横長半（綴）・1綴 5612

覚（年貢廻米大坂欠代請取）東根会所（印）→溝二村嘉左衛 天保14年8月5日 横切紙・1通 4748・32

門殿組役人中

覚（当譜面廻米欠代納不足金等請取）長瀞村安右衛門 寅11月16日 横切紙・1通 4748－27

（印）→山家二三右衛門殿

御物成御廻米欠米共（百性へ割合） 慶応2年 横折紙・1通 4749・4

覚（羽州村山郡廻米欠米書上）　日向屋藤兵衛（印）（御蔵前中 子6月20日 横切継紙・1通 4749－13

代地）→納人三右衛門殿

（年貢廻米、沢手船中欠減米に関する覚書）代官大貫次 （近世後期） 横長半・1冊 5558

右衛門。

覚（大坂納欠代受取）下荻ノ戸組頭清助（印）→山家村三右衛 寅10月9日 横切継紙・1通 4963
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