
3．租税ノ19．廼米ノ9．欠米

門殿

（下〆津喜四郎分二代書上）→（三右衛門） 午11月9日 横切紙・1通 5137－4

（村山二二領郡中川東野々欠米・川下賃等書上写） 酉12月3日 横切継紙・1通 5243

（年貢廻米、二手米俵数に関する覚書） 戌（近世後期） 横長半・1冊 5559

江戸欠代取立寄 （9月19日取立） 横切継紙・1通 4778－36

（山家村分欠米・臨時素量代等書上） 横切継紙・1通 4777－2

（年貢廻米、沢手米俵数に関する覚書） 横半半・1冊 5567

10．二二

数量（件数）　7

（石代金買納御免、不足分当年新穀御廻米仰付願書下 弘化3年 竪半・1冊 4881

書）　当御代官所羽州村山郡東根附郡中村々願惣代原町村名主

兵蔵→石井勝之進様御役所　虫損（閲覧不可）。

去々斜脚物成去亥御廻米買納代金仕訳書覚江戸役所→ 子2月 横長美・1冊 5616

東根御役所　会所兵蔵より納名主三右衛門宛奥書あり。

覚（御廻米買納代金請取）宮崎名主市郎兵衛（印）→山家三 卯9月1日 横切紙・1通・ 5351－13

右衛門殿

覚（買納代金受取）東根会所（印）→山家村 午12月19日 横切紙・1通 5553．1

覚（午年越後米買入間金井諸入用分請取）　長谷川大助 未4月13日 竪切紙・1通 4726－1

（印）→山家村納人中

覚（当戌春酒田買米代受取）東根会所（印）→山家村御名主 戌12月25日 横切紙・1通 4725．1

中

［書状追啓］（御買米御用向の件伺い／他）越後屋長次郎 12月11日 横切継紙・1通 4815－6

→阿部三右衛門様

　11．廻米入用

1．舟場入用

数量（件数）　5

覚（舟場御難入用銭請取）山口村五兵衛（印）→山家村庄屋 元禄11年4月14日 横切紙・1通 5058－34

彦左衛門殿

覚卯ノ笑出し大町御賄（食品類買物代金）560＆1と2 卯 横長美・1冊 5608－1

画面。

卯ノ津出し出もの　大町御賄入用（町買物他） 卯 横長美・1冊 5608－2

（御廻米入用川岸入用永書上札）→（三右衛門） 小切紙・1通 5137－3

覚（米163俵の竪米書付） 横切紙・1通 5314

2．酒田湊入用

　数量（件数）　6

（酒田出役買物小遣帳） 近世 横半半・1冊 5664

覚（御廻米御用中当湊仮役所御宿料受取）酒田湊浦役人 卯6月 横切継紙・1通 4815．4

小幡嘉兵衛印→東根附酒田扇面役名主仁右衛門殿、与市郎殿

［書状］（当御役所宿料の儀当年より三郡割となるに付 6月25日 横切継紙・1通 4815－5

／他）　小幡嘉兵衛→佐藤仁右衛門様、東根与市郎様

（酒田湊廻米懸り差引覚） 横切紙・1通 4775－14

覚（酒田登入用控、旅中小遣銭等） 子5月4日改 横切継紙・1通 4775－22

（酒田増口銭免除願の件覚） 横切紙・1通 6044
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3．租税／19．廻米ノ11廻米入用／3，江戸廻米入用

a江戸廻米入用

　数量（件数）　1

覚（御廻米江戸出役清勘定金受取）東根会所（印）→山家三　子8月18日　　　　　横切紙・1通
　右衛門殿

4．（廻米入用）

　数量（件数）：23

　　廻米入用に関わる文書のうち、1～3の分類にあてはまらないものをこの項目に納めた。

4966

諸入用請取通（年貢廻米入用、年貢金為登入用等）惣 （申7月朔日） 横折紙・1通 5064－1

代庄右衛門、同利兵衛（柴橋会所）→山家村名主中　　貼紙2通

あり。5064－1～10までこより紐一括。

覚（江戸納不足割の内永4貫文請取書等綴）御用達庄右 酉8月27日 綴（横切紙）・1綴 5064－2

衛門（印）→山家村名主中 （5通）

諸入用請取通（年貢廻米入用、年貢金平野入用等）惣 安永3年10月 横折紙・1通 5064－3

代彦次郎（印）、三三兵衛、同庄右衛門（印）→（山家村）・

諸割賦通（年貢廻米入用、年貢金為登入用等）惣代庄右 安永7年2月 横三半・1冊 5064－4

衛門（印）、同五右衛門→山家村名主中

覚（江戸金入用等受取）惣代理右衛門（印）→山家村与頭中 巳4月25日 横切紙・1通 5064－5－1

5064－5－1～4までこより一括。

覚（為御金登請取）惣代伝四郎（印）→山家村名主中 巳10月19日 横切紙・1通 5064－5－2

覚（大坂江戸当春御廻米華押入用済し金受取）柴橋御用 巳3月19日 横切継紙・1通 5064－5－4

達（印）→山家村名田中

御用達済方通（年貢廻米入用、年貢為登入用金）　山家 安永δ年2月 横美半・1通 5064－6

村　「覚」（惣代庄右衛門差出）6通を冊の後ろに綴ってあり。

諸入用請取通（年貢金為登入用、廻米入用等）御用達庄 申10月 横折紙・1通 5064－8

右衛門（印）、同日兵衛→山家村　　別紙書付2通有り。

郡中袴入用割請取通（年貢廻米入用、年貢金為登入用 天明2年10月 横折紙・1通 5064－9

　等）　惣代五右衛門（印）、同理右衛門→山家村名主中

覚（寒河江出役一件入用請取）宮崎会所（印）→山家村三右

　衛門殿

卯辰巳三ヶ年御廻米諸入用三差引兼永割返（山家村分）

辰年分丸写　巳春眠廻米入用割（山家村小前割合）

覚（年貢廻米御本米・入用金書上）

覚（食品・日用雑貨類買物代金）宰料惣吉→御惣代三右衛

　門様

辰高田（高入分廻米入用等山家村百姓割賦）

（御廻米入用書上げ札）　→（三右衛門）

覚（当戌春御心米永入用請取）　柴橋惣代庄右衛門（印）→山

　家村名主中

覚（御廻米清勘定のうち金請取）会所寿助（印）→山家三右

　衛門殿

覚（御廻米入用受取）惣代理右衛門（印）→山家村名引回

（年貢廻米運賃覚・山家回米訳り高之覚、他）

御廻米入用訳ケ高

記（壬申御廻米入費の内請取）　天童会所（印）→山元村戸長

　網掛

（文化5）辰12月24日

（文政4年）

子7月18日

丑12月3日

辰7月

（9日）

戌4月5日

亥7月11日

3月27日

明治6年8月17日

横切紙・1通

横切継紙・1通

横長美・1冊

竪継紙・1通

横切継紙・1通

横長半・1冊

小切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

綴・1綴

横折紙・1通

横切紙・1通

5351－12

5351－17

5755

5440－19

4734－7

5674

5137－26

5137－29

4972

5064－5・3

5586

5668。4

4732－3
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3．税税ハ9趣米／12．御城米

12．御城米

数量（件数）　0

13．日記

数量（件数）　0

14．廻米雑件

数量（件数）　4

金拝借証文旧事（金30両、御廻米納として出府中長逗 嘉永元申年11月 竪紙・1通 5436－4－4

留雑用金其外として借用）羽州東根附原町村兵蔵（印）、

山家村三右衛門（印）→石井勝之進様江戸御役所　包紙入。

乍恐以書付奉和上候（今般御場所替の所、山口村義左 ＜安政3＞辰3月 竪半・1冊 4773

衛門らに御廻米納名主残御用等勤めさせたき旨）　元 （未編綴｝

御支配所羽州村山郡山口村外拾三ヶ村役人惣町山口村年寄儀十

郎（他2名）、右同断同州同郡東根村外拾ヶ村役人三代東根村名

跳腰惣右衛門（他5名）→羽田十左衛門様御役所

覚（御年貢御廻米高・賃米・臨時石置米等書上） 横切紙・1通 4777－3

（伊兵衛船・為次郎下船中不取締に付内済趣意として 小切紙・1通 5340

受取金覚）

20．小物成

1．〈小物成）

数量（件数）　5

覚（御抱夫・小物成・荏燧煙割）矢野目村蔵方→山家内三 卯12月9日 横切紙・1通 5342－1

右衛門殿　5342－1～7まで綴。

覚（未小物成金請取）伊藤権右衛門（印）→山家庄屋彦左衛門 ・未12月16日 横切紙・1通 5058－64

殿

請取申金銭之事（小物成金）伊東藤兵衛（印）→山家庄屋彦 辰12月15日 横切紙・1通 　■T058－75

左衛門殿

（定小物成役永銭書上札）→（山家村三右衛門） 午10月9日 小切紙・1通 5137．5

（皆納小物成丁丁付札）→小八 亥10月8日 小切紙・1通 5324

2糠・藁・紅花・荏油・苧

数量（件数）：0

　この項目の小物成は、ほとんどが藩論時代の小物成である。草代・藁代・幽幽は藩の馬の飼料代と

して取り立てられたものである。青苧三役は青苧作付面積に応じて徴収された。犬代は、鷹の餌とし

て村高千石につき犬二疋の割合で課され、悪銭納した。

3．雑税

数量（件数）　8

丑年七夕御節句御配銭割（漆山へ持参分）　（山家村）名主 （延享2）丑7月5日 横長美・1冊 5487

三右衛門（印）→小走久右衛門殿

（山家村縄取立覚） （万延元） 横長半・珊 5717

子暮御蔵方諸事入用（御用渋代・若松初尾等書上） 子 横切紙・1通 4778．7

（萱・縄等一人宛割合数書付） 卯10月20日 横折紙・1通 5719
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3．租税／21．緒役／3鎧税

覚（午年荷出役永請取）石井勝之進手代柴田幸助（印）→山 未3月28日 竪切紙・1通 4726－2

家村納人弁之助

覚（辰野荷出役永請取）長谷川岱助（印）→山家村納人中 巳2月 竪切紙・1通 4726・3

覚（巳野山家村荷出役永請取）柴田幸助（印） 午2月 竪紙・1通 4727－1

巳春こも（百工差出枚数書上）559（》1～3は綴。 横長美・1冊 5590－1

21．諸役

1．国役

数量（件数）　9

文化十四年丑十月朔日割二日納（控、越後国役金小前 （文化14）丑10月朔日 横切継紙・1通 5160

割）

（国役金・大豆方等割合筆）　門前村今野権右衛門→山口三 天保2年11月12日 横切継紙・1通 5281－4

右衛門殿

（国役増割・石代願入用割合、山家村百姓割） 慶応3卯年6月 横長美・1冊 5504

記（御年貢不足・国役金等受取）老ノ森郷蔵元（印）→山 壬申7月9日 横切紙・1通 47「8

家村山口三右衛門殿

（本寿組分国役金書上）　（山家村） 寅正月17日 横切紙・1通 5059－13

覚（越後国役金券）　矢ノめ栄七→山家三右衛門殿 （近世後期） 横切紙・1通 5137－15

覚（越後国役金）やのめ村蔵方→山家村三右衛門殿付箋あ （未2月4日） 横切紙・1通 5137－41

り。

（越後国役銀書付）　矢野目村→山家三三右衛門 12月5日 横切紙・1通 5342－3

（朝鮮人対州来聰惣入用国役金懸りに付覚、山家村分） （近世後期） 横切紙・1通 5245

2．小役米

数量（件数）　0

3．高役金

数量（件数）　6

請取高明祭事（米1表3斗請取）才兵衛（印）→山家村庄屋彦 子ノ12月26日 横切紙・1通 5058－25

左衛門殿

覚（高役米受取）仁兵衛（印）→山家村庄や彦左衛門殿 卯ノ12月23日 横切紙・1通 5058－36

覚（高役米請取）才兵衛（印）→山家村庄や彦左衛門殿 卯12月23日 横切紙・1通 5058－52

寅ノ高役米請取申事（6斗4升）才兵衛（印）→庄屋彦左衛門 寅ノ12月28日 横切紙・1通 5058・61

殿

覚（申歳高役米請取）天童一日町馬形御役取才兵衛（印）→山 12月28B 横切紙・1通 5058－102

家庄屋留左衛門殿

請取申高役米之事（6斗2升）天童一日町才兵衛（印）→山家 辰12月25日 横切紙・1通 5058－128

村庄屋彦左衛門殿

4夫役・金

数量（件数）：10

　山口家文書には御用夫銭極割帳が83冊残っている。幕領の高掛三役に関する文書もここにまとめた。

（手前分夫米・御伝馬宿掛り米掌側） （宝暦7年12月） 横切紙・1通 5153

（階子坊夫米・御呼馬宿入用等書付） 文政3年12月10日 横切紙・1通 5191

（若林坊夫米・御伝馬宿入並等書付） 横切紙・1通 5190
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a租税／21縮役／4．夫役・金

小路郷蔵元寺分天保三年辰五月三日諸夫銭納通 （天保3）辰12月30日 横切継紙・1通 5281．3

記（掃除丁場杭井人足日料上納）東村山郡山元村納人山口 明治13年9月24日 竪紙・1通 5947．5

ド格之助（印）→東村山郡長五條為栄殿　青罫紙使用。

三年馬役米請取（米1表8升6合7勺）天童大庄屋加藤久兵衛 丑12月25日 横切紙・1通 5280．17－2

（印）→山口組山家村庄屋彦左衛門殿　5280－17－2～7までは528（》

1と一緒にまとまっていた分。

覚（半駄賃）矢野目村蔵方→山家村三右衛門殿 卯12月25日 横切紙・1通 5342．2

回目半駄ちん金）やのめくら方→山家三右衛門殿 未12月
　●
｡切紙・1通 5137－37．4

相取（水晶山二件に付人足買揚銭取立、納めるよう） 亥7月 横折紙・1通 4928

門前村蔵元（印）（愛宕門前）→山家村三右衛門殿

［書状］（御蔵方夫金の件） 如月16日 横切継紙・1通 4973

5．浮評

数量（件数）；1

　浮役は小物成の古称であるが、浮野の語を使っているものはここにまとめた。

（金納浮役・御年貢等差引覚）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横長美・1冊　　5668－11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

22．上納金

数量（件数）：10

　　献金・上納金の類についての文書をここにおさめた。幕末期の御進発（長州戦争）上納金、寒河江長岡

山への新陣屋建築費用の献金等がある。

覚（取立金書上、長谷川様等に進上等） 〈天保13＞（寅7月6日） 横折紙・1通 4777－23

覚（御溝発御用途上納金請取）三宅堕作手代江沢凸助（印） 丑12月23日 竪切紙・1通 4887

→山家村三右衛門、弁之助

御取越志調（上納金）　（三之助預）山家二二近隣村。 酉8月15日 横長美・1冊 5503

（山家村名主題右衛門他上金に付祝儀永書上）　（印）（寒 戌2月20日 横切継紙・1通 4735－20

河会所）

覚（軍費の内再度上納金請取）　山田佐金二役所河野俊八 慶応4年2月20日 竪切紙・1通 4931－1

（印）、小嶋僖一郎、村井侶司（印）→羽州村山郡山家村山口三右

衛門4931・1～4まで綴。

長岡陣屋普請入用差出金之内請取　山田佐金二役所河野 卯12月18日 竪切紙・1通 4931－2

俊八（印）、小嶋信一郎（印）、村井侶司（印）→山家村三右衛門

御進発二二年割上納金請取　山田佐金二役所河野俊八 卯12月 竪切紙・1通 4931－3

（印）、小島僖一郎（印）、村井引写（印）→山家村三右衛門

覚（御町発御用途金上納金請取）山田佐金二御附小嶋僖一 寅12月23日 竪切紙・1通 4931－4

郎（印）→山家村三右衛門

記（凶荒予備寄付金上納）東村山郡山元村戸長山口格之助 明治12年12月26日 竪紙・1通 4627

（印）→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。

御請書（皇典講究所設立資金掲納の件）東村山郡天童町 明治17年6月 竪半・1冊 4892

仮兼務詞掌渡辺綱雄（印）、同心山元村田社熊野神社氏子惣代

山口三右衛門、山口与左衛門、山口間吉、右村戸長山口格之

助→東村山園長町野重世殿　青罫紙。
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a組税／23地租改正．

23．地租改正

1法令・請書・伺書

数量（件数）：1

［差紙］（地租改正に付）　山形県地租改正掛印→第三大区各小

　区正副戸長

（明治）8年11月16日　　竪紙・1通 4558

2地券　　　　　’

数量（件数）：2

　地券は、明治8年の地券が合計417枚もまとまっているのが圧巻である。

記（控、地券状上納）　山形県第壱大区＋四小区羽前国村山郡

　山元村里正山口格之助→山形県地租改正御係御中　青罫紙。

証（地券証印税請取）　（山元村）戸長山口格之助（印）→（東村

　山郡山元村山口三右衛門）

明治10年10月15日

明治13年12月14日

竪半・1冊

横切紙・1通

4590

5947－6

3．地籍取調

数量（件数）　1

記（氏家栄伝所持墓地地番号改願）　第一大区＋四小区山元
　村副村長山口甚吉→山形県地籍御係御中　「山形県管内」名入青

　罫紙。

明治9年12月4日 竪紙・1通 4616

4地租井地価取調

数量（件数）：2

地価引直し之儀配付願（下書、旧山形県は他県に比べ 明治初年 竪半・1冊 5445

地価が高いため）　青罫紙使用。

（地租・県税等金額覚一括） （明治29年） 一括・4通 5056－11

5収穫取調

数量（件数）　0

6．（地租改正その他）

数量（件数）：1

地租金及諸入費受取通　（北村山郡山口村）役場（印）→山元村　山口三右衛門殿

横半半・1冊 4781

24．雑

数量（件数）　2

覚（米金証文反故） 横切紙・1通 5706

9
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4．村ハ，村定

4．村

1．酒事

数量（件数）　4

（出火・火盗用心番廻り番に付議定写）　山家村中 明和6年3月 横切紙・1通 5098

文政四年巳十月十三日契約座へ申渡（村議定、年貢・ 文政4年10月13日 横切紙・1通 5212

御眠・博突等に付）

遊日之覚（月々遊び日） 天保7年5月5日 横切紙・1通 5164

定（村方小走なしに付村方より交代詰御用の者順番書 横切継紙・1通 4944－5

上）　山家村役元

2．村役人

数量（件数）：13

　村方三役のほか、小走・五人組頭に関する文書、明治期の村方公職に関する文書等もここにまとめ

てある。

三月以書付総則上靴御事（組頭退役にて、跡組頭百姓 文化2年3月 横切継紙・1通 4944－6

代任命に付）組頭退役願人源助、五人組頭与六他5名、組

頭甚右衛門、名主三右衛門→宮崎御役所

（三日町村村役人・郡申惣代等名前書） 10日 横切紙・1通 5224

（延宝・宝永年中名主名前等覚書） 横切紙・．1通 5553．3

（山元村心々議員・伍長入札結果書上）「山形県管内」名 明治8年2月15日 竪半・1冊 4591

入門罫紙。

（山元村戸長・副戸長・伍長給料書上綴）青罫紙。 （明治8年～明治9年分） 綴・1綴 4675

（里正・保正年給金額取極書）　山元村田代人山口甚吉→戸 明治10年9月14日 竪紙・1通 4637

長御中　「山形県管内」名入青罫紙。

（戸長職務・心得に野口達書）　東村山郡長蔵田信　青罫 明治14年2月15日 爆口・1冊 4786

紙。

身元保証書（天童町渋谷孝之助御調助役に選ばれるに　　　　　　　　　　，

明治28年9月6日 竪紙・1通 4572

付）　東村山郡成生村松浦吉三郎（印）、津山村大字山元高橋惣

右衛門（印）→津山村大字山元山口三右衛門殿

仮証（収入役山口泰三郎預り金の内金1円97銭余受取、 明治29年10月11日 綴・1綴（5通） 5056－6

他受取証綴）（津山村長氏家英丸（印））→収入役山口泰三郎
代山口三右衛門殿　「山形縣東村山郡津山村役場」名入紫罫紙使

用。

証（収入役事務引継に付、元利金金90円余を渡す旨） 明治31年8月1日 竪紙・1通 5056－7

津山村元収入役山口泰三郎（印）→津山村長氏家英丸殿、津山村
L

収入役結城太吉殿　印紙あり。

［書状］（履歴書送付願）　（東村山郡役所第二科）前沢郡書記 12月6日 横切紙・1通 6094

（印）（護）→（山元村）山口格之助殿　封筒入。

里正保正印鑑簿（区内里正保正名前書上）　第壱大区拾四 堅手・1冊 4576

小駅　青罫紙。

（明朝召の際の衣服、指上物等書上）何かを包んでいた 横折紙・1通 4902

形跡あり。

3．村方書類

1．留書

数量（件数）　0
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4村／3．村方書類／1．留書

御用留の類をおさめてある。山口氏の御用手控に類する冊子もここに置いている。

2村酒出

数量（件数）　0

　馬指出と村明細はほぼ同じものだが、史料表題で項目をわけてある。

3村明細

数量（件数）　ll

　村明細の項目には、いわゆる村明細帳のほか、里程書上や道・河川に関する調書もまとめた。

家数覚（山家村家数、山家村山野高さ・山廻り書上） 元禄10年8月27日 横切継紙・1通 4953

（山家村地点別川川蝉） （明治） 横折紙・1通 5749

記（山家村高書上）　第三北区小ニノ区山家村三等副戸長山口 〈明治5年〉壬申5月 竪紙・1通 4658

三右衛門→天童御会所

（遊間余業者名前書上） 戌4月25日 横長美・1冊 4750・8

（村高・家数・人数等書付）高852石の村。 横切紙・1通 4775－47

（山家村地今別川画調） 横折紙・1通 5745

（観音道御坂・山道二上） 横折紙・1通 5746

（山家村字犬蔵一書津川川巾調） 横折紙・1通 5747

（山家村地点別大道道巾調） 横折紙・1通 5748

（林伊太郎御支配所出羽国村山郡矢野目村明細帳下書） 竪半・1冊 5564

（小路町本新田一高反別書上） 横折紙・1通 5802

4地誌

数量（件数）　0

5願届書

数量（件数）　22

（畑栽培作物取型深）　山家村組頭七右衛門（印）（他2名）、庄屋 宝永6年8月 横長美・1冊（2枚） 5729

五右衛門、大庄屋伊藤儀左衛門→御勘定所　未編綴。

乍恐以書付御届ヶ奉申上口（蔵増門伝村を長岡村と改 明治5年10月 竪紙・1通 4599

名に付）　第拾六区長岡村二等副長代大内利八、三等副戸

長佐藤善三郎、三等副戸長高橋良禎→山形県御役所

乍恐以書付追願候（同姓同名の者あり不都合に付、利 明治8年2月22日 竪半・1冊 4605

助、弥兵衛と改名願）　第三大王小一区山元村三拾九番屋

敷　鈴木利助印→山形県権令関口隆吉　青罫紙。

以書付奉申上腿（当村今野弥兵衛より山口林兵衛へ土 明治8年5月14日 竪紙・1通 4628

地譲渡証文紛失に付、再作成文書への奥印の件）山
元平冠戸長　山口庄兵衛（印）、同山口甚吉→山形県参事薄井龍

之殿　青罫紙。

（第三大繭小一区山元村地主立附米検査願書）　（山元村） 明治8年10月9日 竪半・1冊 5459

戸長山口三右衛門印

伺書（旧私有田地小作人へ払七分御引直の儀に付）山 明治9年12月16日 竪紙・1通 4596

形県下羽前国村山郡第壱大冊十四小区　柴野優歓、村長山口三 1

右衛門→山形県参事薄井龍之殿　青罫紙。

改名軸側口付願（控、商法取引上の都合により長蔵を 明治10年10月18日 竪半・1綴 4606

長四郎と改名したき旨、他2名改名願書綴）　山形県第
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4村／3．村方●類／5」願届書

壱大区十四小区羽前国村山郡山元村百三十壱番商　山口長蔵
（印）、里正山口格之助（印）→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。

改名願（控、今回教導職試補申し付けられるに付法名 明治12年3月24日 竪紙・1通 4632

に改）　（如法堂住職長岡宥賢徒弟）斎藤義作、松本伊六、鈴
木運七、山元村如法堂住職師僧試補長岡宥賢、山形柏山寺住職
取締　中講義高志宥端→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。

（斎藤義作、松本伊六、鈴木運七を教導職試補申付に （明治12年3月） 綴・1綴 4633

．付、東村山郡役所へ御届に関する書類綴）青罫紙。

身代限財産調書（天童村佐藤伊之吉より係る貸金催促 明治12年7月3日 横半・1冊 4704

事件審理中家出に付、身代限償却）山形県羽前国東村
山郡山元村八拾番地平下山口七郎兵衛不在二丁同人妻被告人山
ロエノ（栂印）、（天童村佐藤伊之吉代言人宮城県士族当事山形
十日町寄留遠藤庸治代理）原告人後藤惣兵衛（印）、請証人斎藤

小太郎（印）、（同村）戸長山口格之助（印）青罫紙。

未納無之御届（本村山口七郎兵衛身帯限に付、二二其他 明治12年7月15日 竪紙・1通 4890

諸仏向）　東村山郡山二村戸長山口格之助→東村山郡長筒井

明俊殿　青罫紙。

改名之義二付願（商業取引の都合により与助を卯之助 明治12年9月25日 竪半・1冊 4607

と改名したき旨）　東村山郡山元村願人今野与助（印）、戸

長山口格之助（印）→東村山町長筒井明俊殿　青罫紙。

保証書御下ケ渡之義二付願書（南蔵増村尾形六之助よ 明治12年11月21日 竪紙・1通 4674

り係る約定金催促の四型訴上の件、病気に付代人依
頼の旨）　山形県羽前国東村山郡山出村九拾六番地平民農

山口間吉印→東村山郡山元村御戸長中　青罫紙。

身代限財産調書（山野辺村後藤勇吉より山口弥作へ係 明治13年4月10日 綴・1綴 4709

る預大豆催促事件審理の末、身代限償却の申渡二
付、弥作所有品上申書写を綴）山形県羽前国東村山郡
山元邨百拾四番地平民商山口弥作（印）〈不在二面代印〉、同一
同百拾三番地平民農親類財産取調立会人山口卯吉（印）、右潜戸

長山口格之助　青罫紙。

御請書（行衛不明の山元村山口弥作を探索し、天童分 明治14年12月21日 綴・1綴 4706

署へ出頭させる旨請書、他、上申書・逃亡人御届
綴）　（山元村山口弥作）右弥作妻キグ、右村戸長山口格之助→

天童分引（胃）詰二等巡査坂倉嘉吉殿　青罫紙。

印鑑届　山元村山口庄吉郎（印）→山元村戸長御中4552－2・3と 明治17年1月18日 竪紙・1通 4552－1

綴。

公証差留解除願（一家和熟、養育方として実父へ耕地 明治17年1月21日 竪紙・1通 4552－2

授与に付）東村山郡山元村平民山口太郎吉（印）、全郡全村

全居実子山口太助（印）→東村山郡山元村役場戸長御中

公証之儀二付御願（字五反田田地太郎吉名義に書換に 明治17年1月20日 竪紙・1通 4552－3

付）　東村山郡山元村山口太助（印）、全郡全村全居山口太郎吉

（印）→東村山郡山元村役場戸長御中

後見人御蒲（チヨエ未丁年に付親族佐藤直正を後見人 明治18年8月10日 竪紙・1通 4608

とする旨）東村山郡山元村氏家チヨエ、氏家栄伝、氏家豊

丸、親族氏家保助（他3名）、後見人佐藤直正　　青罫紙。

印鑑証明願（山口三右衛門印鑑）東村山郡津山村大字山元 明治28年12月27日 竪紙・1通 4553

壱番地山口三右衛（印）→津山村長代理助役渋谷幸之助殿青罫
紙。

記（屋敷内建物寸法書上）氏家栄伝 亥1月 竪半・1冊 4656

（矢野目村・原町村・久野本村村上書上）未編綴。 横切継紙・1通 5894－14
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4．村／4．村入用／1．郡中入用／1．（郡中入用割合帳・郡中入用賭書類）

4．村入用

1．郡中入用

　（その1）の目録では、山家村における画嚢入用の割合・徴収にかかる文書と、郡中会所で作成さ

れた郡中入用台帳等の書類をまぜてこの項目に載せてある。しかし後者は、山口三右衛門が近世後期

に幕領の町中惣代や最寄惣代を勤めたことにより、　「郡中」という組織の文書が村や家の文書といっ

しょに山口家文書の中に伝来したものであり、本来ならばひとつのサブ＝フォンドを立てるのが適当

な一連の文書群である。しかし、　（その1）での分類に基本的に従うという原則にのっとって、郡中

入用の算用に関する野中（組織》の文書も郡中入用の割合に関する村（組織）の文書もこの441に収めた。

しかしそれでは混乱を招くので、本目録では、1．と2．の下位分類を設定して郡中レベル、村レベルの文

書を分けて配列している。

1．（郡中入用割合帳・直中入用諸書類）

数量（件数）：43

　　この項目に分類されている文書は、山家村ほか幕領村々を包括する「郡中」という組織のもとに作

成された文書である。

　　山家村山口三右衛門は、幕領郡中の郡中堅代・最寄惣代を勤めたために、郡中入用に関する諸帳簿

　や、入用の立て替え、差引勘定等に関する書類が残っている。

明和六丑暮三元（五節句入用・陣屋入用等） 明和6丑暮 横長美・1冊 5552

（御陣屋元入用金山家村分割賦金覚） 文化6年 小切紙・1通 5351－5

覚（月割・廻村入用等請取）　東根会所（印）→溝延村嘉左衛 天保14年8月5日 横切継紙・1通 4748－34

門殿組村役人中

覚（夏割・廻村入用等請取）東根会所（印）→大町下組利兵 天保15年3月10日 横切紙・1通 4748－33

二黒

（検見に付代官一行御三入用等郡中割合覚） 天保15辰9月16日 横長半・1冊 5630

（代官所役人等へ八朔祝儀等覚） 〈天保頃〉 横切継紙・1通 5047－4

覚（東根会所用達金受取）　山口村吉郎兵衛（印）→山家村晋 嘉永元年7月9日 横切紙・1通 4723－1

十郎殿

覚（郡中入用立替金元利勘定）　山口村上組吉郎兵衛→東 安政2年7月 横切継紙・1通 5307

根附会所惣代寿助様

記（会所度割受取）工藤六平（印）（最上天童）→山元村御役元 明治6年7月7日 横切継紙・1通 4732－4

（東根郡中入顎関係覚書綴） （子6月20日） 綴（横切紙他レ1綴 5303

延享四年卯春取立三月二日受取覚（郡中入用、漆山 卯2月2日 横折紙・1通 5814

分・寒河江分）

（郡中入用に出る金銭書付） 辰12月24日 横切紙・1通 5139－8

申年夫銭調（廻米入用・郡中割等） 申 横折紙・1通 4749－10

（村入用・一中入用書上帳雛形）→千種清右衛門様御役所 戌2月 横長美・1冊 5576

覚（夏割金、石播一件入用等請取）誌代庄右衛門（印）→山 戌12月17日 横切継紙・1通 5064－7

家村三右衛門殿

（利兵衛分借用金覚、二二入用関係）利兵衛（印）→三右 亥4月5日 横長半・1冊 5344

衛門殿

（郡中州割割合金等差堅甲）→（山家村三右衛門）別紙書 （11月24日） 横切紙・1通 5064－10

　付1通あり。

覚（金子受取）　一郎兵衛→三右衛門様　　　　　　　　　12月11日

（割引済金、仁い船頭代金等書上）5440－30－1～3は重なつ　極月27日持参

　ていた。

横切紙・1通　　　　5351－15

横切紙・1通　　　　5440－30－1
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4村／4村入用／1郡中入用ハ．（郵中入用割合帳・耶中入用鰭書顕）

（代官所役人・仲間・下女・門番等へ差上金覚） 横折紙・1通 5210

未六月十日上納覚（為登入用他） 横切紙・1通 5351・4

当座取立（沼沢村他、郡中入用ヵ）挟込状1点あり。 横切紙・1通 5363

巳十二月廿八日旦那様方へ御歳暮（金） 横切紙・1通 5413

覚（代官所役人への献金、郡中割合に付） 横切継紙・1通 5537

（華中入用のうち殿様見送入用等書上）4775・1～8gまで 戌3月4日 横切継紙・1通 4775・1

綴。

覚（引替元手金上納）吉郎兵衛、三右衛門、仁右衛門→東根
酉正月13日 横切継紙・1通 4775・10

御役所

（仁右衛門他2名上納金書上）
（子3月） 横折紙・1通 4775・12

（御代心懸り等書付）
横切紙・1通 4775・23

供長蔵へ露盤分（金銭）
横切継紙・1通 4775－24

（吉郎兵衛分出金書付）
嘉永3年8月26日 横切継紙・1通 4775－33

（役所上納金等書付）
子3月9日 横折紙・1通 4775・35

溝延二分（代官所役人衆・小者等へ御礼金）
横切継紙・1通 4775－62

置捨醒覚（山口村・山家村分代官所役人衆への御礼金）
横切継紙・1通 4775．63

（尾花沢へ御悔に罷り出、・代官所役人衆へ見舞金等差 辰12月13日 横切継紙・1通 4775・72

上覚）

覚（大貫次右衛門手代江澤内蔵八利用駕籠人足賃）清 ＜天保13＞寅5月18日 横切紙・1通 4777－1

水御沢問屋粂五郎（印）

覚（賄代金）宿越後屋庄兵衛（印）（山かた［］町）→御惣代様
3月18日 横切紙・1通 4777－15

虫損。

（半十郎・山口・関山等へ割賦金覚）
横切継紙・1通 4777・16

覚（与左衛門・新助等の泊り賄代金）尾花沢勘兵衛→ 辰2月9B 横切継紙・1通 4777－17

上

覚（三右衛門分宿泊賄代金書上）
横切紙・1通 4777－18

（三右衛門・半十郎等宿泊附）虫損。
横折紙・1通 4777－19

御病気見舞井元〆様御出府御差留願二罷出候節入用
（辰2月5日） 横切継紙・1通 4777－20

（三右衛門入用出金書上）

覚（大貫治右衛門手代江沢内蔵八上下宿泊代金）大田
＜天保13＞寅5月21日 横切紙・1通 4777－25

原宿亀甲屋忠次（印）→上

覚（賄代金勘定書張継書）　（露宿論蔵）→（山家村御朝代様）

@　5通の「覚」が貼り継がれている。

（丑6月14日～寅正月4
冝j

横切継紙・1通 4777・30

2．（血中入用山家村割）

　数量（件数）：3

　　山家村分として割り当てられた郡中入用の、 山家村百姓高割にかんする文書。

丑五月五節句御礼銭わり　名主三右衛門（印）→小走久右
’丑5月

横長半・1冊 5808

衛門殿

丑十一月残金（山家村分解巡見入用・御陣屋入用等書 丑11月 横折紙・1通 5577

上）

（郡中入用・皆済金等山家村割合分書付）封筒入。 横切紙・3通 5351－1
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4村／4．村入用ノ2．村入用帳／1．（郷宿飯代等）

2．村入用帳

1．（郷宿飯代等）

数量（件数）：35

　村入用関連書類のうち 東根村をはじめとする陣屋元曲面宿での支払いにかんする書類をまとめた。

覚（飯・酒代書上）東根門門圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→御 文政13年12月3日 横切継紙・1通 5947－4－1

名主山口三右衛門様　594741～4までこより紐一括（こより紐

同封）。

覚（飯代・酒肴代書上）東根温感内蔵（印）（東根一日町中嶋） 丑ノ6月 横切継紙・1通 5947－4．2

→山家二二名主三右衛門様

覚（飯代・酒肴代書上）東根郷宿三蔵（印）（東根一日町中嶋） 文政12年12月 横切継紙・1通 5947－4－3

→山家剛材名主三右衛門様、御役人衆中

覚（飯代・酒肴代書上）東根郷宿園蔵（印）（東根一日町中嶋） 寅6月20日 横切継紙・1通 5947－4－4

→御名主山口三右衛門様

覚（郷三飯代金書上）郷宿三蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 子6月 横切継紙・1通 5048．1

村御名主三右衛門様　5048・1～8までこより一括。

覚（郷宿飯代金書上）二二二二（印）（東根一日町中嶋）→山家 子12月 横切継紙・1通 5048－2

胡琴名主三右衛門様

覚（郷三飯代金書上）一日町圓蔵→山家村御名三三右衛門様 申極月　　　　　　’ 横切継紙・1通 5048－3

覚（二二飯代金書上）三蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家村御 酉7月 横切継紙・1通 5048－4

名主三右衛門様

覚（二二飯代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 酉12月12日 横切継紙・1通 5048－5

三士名主山口三右衛門様

覚（郷二二代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 戌6月 横切継紙・1通 5048－6

村御名二三右衛門様

覚（二二飯代金書上）郷宿圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 亥12月 横切継紙・1通 5048－7

村御名二三右衛門様

覚（二二飯代金書上）圓蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家村御 亥6月 横切継紙・1通 5048・8

名主三右衛門様

覚（飯代・二代書上）郷宿円蔵（印）（東根一日町中嶋）→山家 戌6月18日 横長半・1冊 5629

村御名二三右衛門様

覚（文助分昼夜三代金受取）郷宿二二（印）（東根一日町）→ 亥12月12日 横切継紙・1通 4777－29

御名主山口三右衛門様

覚（飯代金受取）宮崎三宿善兵衛（印）→山家村組合三右衛門 辰11月29日 横切紙・1通 4729－1

殿

おぼへ（飯代金請取）宮崎宿伊右衛門（印）→山家村御役人中 辰11月29日 横切紙・1通 4729－2

衆

覚（飯代金請取）官崎村郷宿左助（印）→山家村組頭甚右衛門 11月29日 横切紙・1通 4731

様

覚（金請取）庄七（印）→御名主三右衛門殿 丑12月9日 横切紙・1通 4748－22

覚（当寅宿払分請取）庄七（印）→御名主三右衛門殿 寅12月28日 横切継紙・1通 4748－24

覚（金2分請取）東や庄七（印）→名主三右衛門殿 6月29日 横切紙・1通 4748－25

覚（金請取）長瀞宿庄七伜庄六（印）→山家村組頭衆中 寅極月1日 横切継紙・1通 4748・26

覚（陣屋諸入用請取）長瀞村久兵衛（印）→山家村三右衛門殿 8月4日 横切紙・1通 4748－28

御用覚（伝三方、ろうそく代金）5798・1～3まで綴。 子12月大晦日 小横長・1冊 5798－1

覚（孫助方、宿与兵衛方入用銭等）結び付文書1点有り。 明和5子年 横長美・1冊 5798－2

明和五子暮割元（年始御礼金・柴橋宿払） 明和5子暮 横長美・1冊 5798－3
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4村／4．村入用／2．村入用帳ノ1．（郷宿飯代等）

漆一件間吉方覚（飯代等書上） 天保4年 横長美・1冊 5571

庄右衛門・庄七方（宿泊代金書上） 卯3月 横長半・］冊 4750－3

覚（庄七方他門代金書上）佐介 横長半・1冊 4750－4

（郷宿飯代勘定覚、宮崎御宿治郎吉方） 辰12月26日 横折紙・1通 5139－11

（郷宿飯代勘定覚、灰塚村虎吉一件吟味中） （辰11月9日～） 横折紙・1通 5139－12

覚（出入諸雑用・飯代金請取）郷宿平兵衛（印）→山家村御 辰11月29日 横切紙・1通 4729－3

役人様中

宗七久松御召出被仰付候二相宿払（山家村関係）小三 午11月 横長半・1冊 5636

郎　宗七

覚（飯代金請求書）東根く小池〉伝蔵→山家村山ロ三右衛 酉12月 横切紙・1通 4728

門下受取書を上に貼付。

覚（飯代書上） 横切紙・1通 4735－3

宮崎宿払（状持入用） 横長半・1冊 5634

2．（その他村入用）

　数量（件数）：14

柴橋払・明和五年子暮御用方請取払（郡中入用・村入 明和5年子暮 横長美・1冊 5585－1

用明細書上）5585・1～3は綴。

子暮内証入・子暮内証払（買物覚、年貢金納等） （明和5年）暮 横長美・1冊 5585－2

野芝イ。松治郎分払、万助方無尽出金勘定（他） （明和5年） 横長美・1冊 5585－3

定番給銭割賦帳　山家隔離番人和七紙数10枚目 文化14年丑6月 横長美・1冊 5781

（未編綴）

記（御用達金受取）東村山郡山元村山口貞蔵（印）→同村山 明治20年11月9日 竪紙・1通 4561－2

口三右衛門殿青罫紙。

七月九日御高御礼銭わり（山家村軒割）　名主三右衛門 丑9月5日 横長美・1冊 5677

（印）→小走’久右衛門殿

並塩六月十三日改両年集銭帳〆巨富覚（語草・青苧・ 卯6月14日 横長半・1冊 5696

舟場賄入用・山方賄入用等）

覚（戸〆入用、高札入用等書上） 酋12月25日 横長美・1冊 5756

当丁年入用わり（控）山家村名主三右衛門→若松名主久助殿 10月10日 横切紙・1通 4778－37

（蝋燭代金他書上） 横切紙・1通 4735－7

（辰年～酉年分村入用書上） 横長半・1冊 4749－11

（飯代・筆墨紙代等村入用に関する書付） 横切紙・1通 5216

（山家村村入用・必中入用懸り金高書上） 横長美・1冊 5584

覚（山家村並並銭百姓40人割合、他）大庄屋時代。 横長美・1冊 5670

a御用入用

数量（件数）：0

　（その1）ではこの3．御用入用という項目を設定しているが、ここに収められた文書は4．村／4．村入

用／1．睡中入用／1．，（羽中入用割合帳・郡中入下国書類）にまとめることが可能な文書である。

4役人入用

数量（件数）：5

　検見以外の目的で幕府役人・藩役人の廻村が行われた際の、必要費用の取り調べ、割合に関する文

書をまとめた。
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4村／4．村入用／4．役人入用

小荒所御吟味（廻村役人へ礼銭覚） 近世 横折紙・1通 5668－5

覚（川欠二二にて云云入用、食品買物代書上綴）　山家 丑7月18日 横長美・1綴 5809

村三右衛門（印）→天童三日町肴や喜市殿

（足軽入用寄、旱損見分役人賄入用等綴） （卯6月） 綴・1綴 5744

覚（御見分に付藤助新田障子張替其外品々入用等請求） 辰3月20日 横切祇・1通 4735．6

藤豆新田村役人中→惣次郎殿親類中

（電熱御ならし衆母賄のため町買入用等覚） 横長美・1綴 5815

　5検見入用

　数量（件数）：7

嘉永二年酉御検見謝印二分受取（沼澤村・山口村・山
　家村分他、代官家中宛）

嘉永五年子御検見江戸御方江謝印口分覚（代官用人・
　侍・仲間等へ礼金）

亥御検見江戸御方へ謝印之分覚（代官用人・侍・仲間
　等へ礼金）

覚（検見入用受取）組頭清助（印）→当村佐蔵殿

八月十二日右十三日昼迄御記入用（代官様上下9人分）
　三右衛門→東根御役所　虫損。

［書状］（当寅検見謝礼の先例につき尋）東根出先6儀＋郎

　→山家村山口弁之助様

遠見二二入用割（山家村百姓割）

嘉永2年

嘉永5年

（寅）とら10月9日

酉8月

10月21日

横長半・1冊 5374

横切継紙・1通 5356－1

横切紙綴・1緻2椥 5356－2

10月9日 横切紙・1通 4961－2

横折紙・1通 4735－8

横切継紙・1通

｡長美・1冊

5364

怩T511

6．江戸入用

数量（件数）：1　　　　　　　　　　　　　　　　．

　4－4五江戸入用は4．村入用のサブ・フォンドのなかにおかれているが、　（その1）で本項目に配列さ

れた文書は、厳密にみれば村入用に属さないものがほとんどである。山口三右衛門が江戸に登る目的

としては、①廻米・金納御用②訴願関係③裁判関係④旅行・趣味等の私用、と大きく分けられる。よっ

て（その2）では、それぞれの関係項目に江戸での支出関係の文書を分けて配列している。

越前屋旅籠調（宿泊料計算） 亥（近世後期） 横長半・1冊 4922

7．（その剛堅入用割）

数量（件数）：21

　定番給銭、追鳥入用、雨乞入用など。

　（その1）では、山口三右衛門の適中惣代・最寄松代北山中の入用帳面等もここにおいてある。

（百姓割付金高書上、山家村） ．寛延元年辰8月 横長美・1冊 5607

御蔵二二用立（百姓割合銭）　（孫助） 宝暦5年12月5日 綴・1綴 5793

覚（郷蔵普請入用、尾花沢・長瀞出金入用等差引勘定、 ＜文政9＞戌8月 横切継紙・1通 5050－1

弥兵衛無尽勘定写）　市四郎→惣左衛門殿惣村御中

覚（郷蔵斗や普請入用等番代米調帳にて差引の旨）　市 文政9年8月9日 横切紙・1通 5050－14

四郎→村役人惣百姓中

（文化五年辰七月郷蔵斗屋懸り金等差引書付） （文化5年7月） 横切継紙・1通 5050－17－4

（山家村百姓割賦金書上） 明治7年1月18日 横長美・1冊 5830

差引返り銭（百姓割賦） 寅3月 横長半・1冊 5810

山ロニ門門判御簾入用割（家族人数割） 寅6月23日 横長美・1冊 5593
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4村！4村入用ノ7．（その他踏入用割）

（御陣屋元井村夫銭諸入用割賦覚）立会人与左衛門、甚右 寅12月5日 横折紙・1通 5668－12

衛門、源助、勝五郎、三右衛門

ぬま受取覚（山家村百姓・番代・名子分） 卯3月 横長半・1冊 5611

覚（入用銭割合） 巳4月5日 横折紙・1通 5478

巳十一月十八日迄納り付（百姓割付金）5641・1と2は 巳11月18日 横長美・1冊 5641－1

綴。

役銭懸り（百姓割銭）未編綴。 午7月 横長美・1冊（2枚） 5733

（小前へ割合永覚） 未 横長美・1冊 5640

（山家村百姓銭割賦覚）5817・1と2は綴。 横長美・1冊 5817・1

割返し渡方（百姓個別へ） （酉1月） 横長美・1冊 5817・2

利助分（水主米・寺年貢等書上） 横折紙・1通 4916

（百姓割付金高書上） 横長美・1冊 5606

（百姓別内払金等書上） 横長美（綴紐なし）・ 5625

1冊（2枚）

丑四月右四借方引（他、廻り入用） 横長美・1冊 5727

（百姓割賦金書上）　　　　　　　　　　　　　　、 横折紙・1通 5794

8．諸勘定

数量（件数）：6

（山家村百回忌合金受取覚） 近世 横長美・1冊 5547

覚（家別割、状賃書上）　優右衛門、藤左衛門） 寅8月9日 横切紙・1通 4735－5

覚（金受取）同村林兵衛（印）（最上山家）→同村百姓代庄兵衛 戌11月2日 横切紙・1通 4748－38

殿、五人組衆中

（百姓より銭取立差引覚）574討の綴じ紐のところに57姶 8月 横長美・1冊 5743－1

1～2が挟み込まれていた。

覚（取立金等）添書1通あり。 横切紙・1通’ 5743－3

覚（差引帳・両直願帳・白川寺等五帳入用差引）　後 横切紙・1通 4778－29
欠。

9．明治民費

数量（件数）　5

（区戸長給料山形県庁三二当り分山家村百姓割賦） 明治5年7月11月 横長美・1冊 5697

記（夏割・郷社・道路修復費請取）第三大区小二区天童会 明治7年6月15日 横切紙・1通 4748－37

所（印）→山元村戸長中

畝町代記（山元村干割） 明治7年12月 横長美・1冊 4750－9

（避病院建築費・協議費徴収簿、山元村戸別）　（新役場） 明治13年6月 竪半・1冊 4677
青罫紙。

（山家村分酒田県営繕入用金受取証）中村権少属（印）→
@（山家村）右村役人中

（巳年～午年分） 竪切紙・1通 4724

5．身分

数量（件数）　1

［書状］（悲人頭当村方差置の件）久野本国井利兵衛→山家　村与頭千左衛門様

2月22日 横切紙・1通 5239
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6．人別割

数量（件数）：0

　　（その1）では、本項目に名子・水呑の年貢割帳面を収めているが、3．租税の項に含めるのが妥当

であろう。

7．議員

数量（件数）　1

（入札に付十四小暇・十五小区名前書上）
　地主名前ヵ。

戸長または、 （明治前期） 横折紙・1通 5792

8．雑

数量（件数）：51

　山家村内外で発生した事件、村方諸書類にかんする文書を最後にまとめた。5139は灰塚村虎吉一件

の一連史料である。

午助高寄覚（山家村百姓名前・俵数） 元文4年未7月7日改 横長美・1冊 5648

（治郎吉家間取図） 文化6巳年 竪紙・1通 5685

借家証文全車（家一軒屋敷共、五ヶ年季）鰐口村借家人 文政11年8月 竪紙・1通 5331

善吉印、田町親類人源内印、三日町口入受人留吉印→三日町茂

愛盛

（米・大豆等作物納数等書付切紙、年齢調、他一括） （文政頃～明治） 小切紙、他・一括 5052

（197点）

（延宝六年より38名書上） 近世 横長美・1冊 5471

記（判取帳御届書）　第三大弓元小二区山元村副子長山口外 明治7年11月20日 竪半・1冊 4594

吉、戸長山口三右衛門→山形県権令関口隆吉殿　青罫紙。

十四ノ五三区合瓶ノ刻建初揃二御祭り出為幡竿入寄付 明治10年 清美・1冊 4692

（山元村金槌）幡

（寺杉代等覚）別紙1通あり。5947－1～6までこより紐一括（こ （明治10年9月） 横切継紙・1通 5947－1

より紐同封）。

差出一一札之事（控、寿三郎・おしけ尊書取換一・条に付） 明治12年3月15日 竪継紙・1通 5947－2－1

山元村一札差出人山口格之助→同村山口林兵衛　　5947－2・

1～3までこより一括（こより同封）。

差出一書之事（拙者若気の粗漏により貴殿妻女おしけ 明治12年3月15日 横切継紙・1通 5947－2－2

へ艶書隠贈につき俺）山元村差出人山口寿三郎、取扱人
氏家三助、同断山口甚吉、同断山口甚右衛門→同村山口林兵衛

さしたし一さつの事（以後十三郎とは文を取交わさな 明治12年3月15日 竪紙・1通 5947－2－3

い旨）　山元村林兵衛さい　しけ代（爪印）、同立会人山口甚

吉（印）→同村山口すま代との　包紙あり。

予審終結言渡書（証券印税規則違犯事件取調に付）山 明治14年12月22日 竪半・1冊 4672

形軽罪才官所予審係判事補横山知正、書記最田秀成→山形県羽

前向東村山郡山自村平民農　柴野上山青罫紙。若松寺観音堂

二朱印地に関する状写が綴ってあり。柴野は来二院住職。

（山元村山口弥作御差紙のところ逃亡の旨申上）東村 明治15年2月18日 竪紙・1通 4705・2

山郡山元村役場→便丁石川仁三郎殿　青罫紙。

御受書（山元村山口弥作失踪中に付、所在不明の節は 明治15年4月15日 竪半・1冊 4708

出頭の上上申する旨）右弥作父山口甚九郎（印）、右戸長
山口格之助、右依頼二付全県下全郡北目邨廿一番地戸ヵ長代書

渡辺源司（印）→天童分署詰山形県巡査原子伝治郎殿　青罫紙。
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物件差押目録（被告人山口間吉家宅より記録類押収） 明治15年5月3日 竪紙・1通 4630

天童分署長・山形県警部補寒河江懐治（印）、書記山形県巡査松

下円次（印）、立会人山元村戸長山口格之助（印）「山形県」名入

朱罫紙。

身代限財産調書（生糸催促の訴訟審理の上示談を以身 明治16年3月23日 横半・1冊 4700

代限償却）山形県羽前国東村山郡山元村六拾七番地平民被
告人小笠原栄吉（印）、全県全国南村山郡山形材木町寄留原告人
岩崎蔓質代人、全県全国東村山郡下荻ノ戸村（中略）花輪久兵衛

（印）、全県全国全強山元村戸長山口格之助（印）→山形治安裁判

所御中　青罫紙。

（貫津村結城五郎助代人岩崎附子（ママ）より山元村営 明治16年3月26日 竪紙・1通 4705．1

笠原栄吉へ懸る生糸催促訴訟審理の上身代限済方に
付、同人へ懸る諸取引訴ある者は訴え出るべき旨
達）　山形治安裁判所青罫紙。

（預け生糸催促訴訟審理示談を以山元村小笠原栄吉身 明治16年6月5日 竪半・1冊 4707

代限済方願出に付所持品入札の旨達）山形治安裁判所
青罫紙。

（山元村山口万吉身代限二付財産入札の指令が山形治 明治16年7月17日 横半・1冊 4703

安裁判所より下る二付達）東村山郡長町翠黛世→山元村

役場　青罫紙。

身代限財産調書（貫津村結城権三郎より係る裁判執行 明治16年7月21日 横半・1冊 4701

事件二付身代限償却）山形県羽前国東村山郡山元村＋四
番地平民被告人山口万吉（印）、全県同郡貫津村結城五郎助代人
同居原告人結城権三郎（印）、全県全国全郡山元旦戸長山口格之

助（印）→山形治安裁判所御中　青罫紙。

（山元村山口万吉身代限二付財産公売入札の指令が山 明治16年9月18日 横半・1冊 4702

形治安裁判所より下る二付達）東村山郡役所（印）→山

元村役場青罫紙。

各町村戸長ヨリ引受クヘキ諸帳簿目録（戸籍帳以下） 明治17年7月2日 二半・1冊 4569

（公有財産整理委員選定報告を求める達）東村山郡役所 大正3年8月28日 竪切紙・1通 5554－2

庶務係主査（印）→津山村長殿　「山形県東村山郡役所」名入赤罫

紙使用。

（公有財産整理委員選定につき上申）東村山郡津山村法 大正3年10月23日 竪切紙・1通 5554－1

長山口寿三郎→東村山園長永井秀蔵殿　「山形県東村山郡津山

村役場」名入黒罫紙使用。

山家村肝秤開方控　源助、六兵衛（印）（羽州東根■屋）’ 子8月24日 横長美・1冊 5563

［書状下書］（其三組与惣次伜虎吉塩商金子不返済等不 7月14日 横切継紙・1通 5139－2

法の筋に付／佐五兵衛劃せきを騙し欠落の件）

［書状］（控、御組下虎吉二村にて塩商の所金子不法の 辰10月23日 横切継紙・1通 5139－13

件／虎吉が佐五兵衛娘せきを騙し欠落した件、内々
掛合取り計らい願）　山家村名主三右衛門印→灰塚村御名

主斎藤平兵衛様

［書状］（其単組与惣次伜寅吉塩商金子不法の筋に付／ 10月23日 横切継紙・1通 51394

寅吉、佐五兵衛倒せきを騙し欠落の件に付取計い依
頼）　山家村名主三右衛門→剥製村御名主斎藤平兵衛様

［書状］（其御組下虎吉、当村佐五兵衛伜兵助方へ内済 11月4日 横切継紙・1通 5139－15

金子隠遁、其の上佐五兵衛娘せきを騙し連れ去った
一件に付、御役所へ御出を願い上げた旨）山家村名
主三右衛門→灰塚村御名主平兵衛様　別紙「覚」1通あり。

［書状］（灰塚村虎吉不法一件、佐五兵衛娘せき御糺し 11月8日 横切継紙・1通 5139－39

の件、宮崎役所へ願書差上の旨／他）山家佐五兵衛→
漆山村之笹原杢兵衛様

［書状］（灰塚村虎吉不法一件、虎吉らを三二、三二の 11月14日 横切継紙・1通 5139－40
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上、佐五兵衛伜兵助留守宅より取った金子と佐五兵
衛娘せきの衣類を返すよう、取計らい願）

［書状］（灰塚村虎吉不法一件、天童役所にて虎吉御糺 11月18日 横切継紙・1通 5139－3

の旨／かどわかされた佐五兵衛娘せきの衣類取戻し
の件）山口三右衛門→佐五兵衛殿

［書状下書］（其御組下寅吉不法の筋に付文通の所、返 横切継紙・1通 5139－9

書なきに付御役所へ御糺願い上げの旨）

［書状下書］（灰塚村寅吉一件、御役所に対する寅吉吟 横切継紙・1通 5139－10

味願い筋に付）

（内済証文下書、灰塚村虎吉不法一件に付）　別紙1通あ 横切継紙・1通 5139－16

り。

（せき着物類覚書、灰塚村略地図） 横切紙・1通 5139－18

覚（武七女房柴橋役所へ欠込の事件に付）山家村名主三 12月28日 横切紙・1通 4734－10

右衛門→山口村御名主儀左衛門様

覚（年貢免状8通預り）新名ヵ覚次郎→本家様 午9月7日 横切紙・1通 4901

乍恐（願書下書、三右衛門印鑑紛失に付改印願）　山家 午11月 横切継紙・1通 6072

村名主三右衛門、与頭甚右衛門、百姓代与左衛門→三河口太忠

様御役所

［書状］（御役所様へ土用見舞に付）自田麦野庄司忠左衛門 7月2日 横切紙・1通 5440－17

→山家山口与左衛門様、御組頭衆中

［書状］（村方にて雨乞致したき旨承知）若松寺名主鈴木 7月21日 竪紙・1通 4811－2

久助→山家村御名主山口三右衛門

（擶山村百姓名前等書付） 横切紙・1通 4775－74

布袋請払（布袋を郡中村々、最寄惣代等へ頒布代金） 横長美・1冊 4990

（村方書類冊数等覚）505（｝17を括っていた綴り紐同封。 近世後期 横切継紙・1通 5050－17－1

（2枚）

（田地履歴等に付書付一括） 横切紙・2通 5050－17－2

（上山口五人頭名前等書付） 横切紙・1通 5050．17－3

（上貫津村百姓家並順名前覚） 横切継紙・1通 5139－26

与六掛り合申付寄合生覚 横切紙・1通 5236

（道代書付） 小切紙・1通 5642

覚（村方引継書類目録等一括） 横折紙・一括（5枚） 5819

（人足札3枚貼合せ、権右衛門他） 小切紙・3枚 6031
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’5戸口／1．宗門改帳

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

5．戸ロ

1．宗門改帳

　山家村の宗門改帳は、寛文12年のものがもっとも古く、享保期以後はほぼ揃っている。

　（その2）には、宗門人別に関する諸書付もまとめた。

数量（件数）：10

寺判持参人（善行寺分他持参人名前）600怨と2は綴。 明和4年 横折紙・1通 6007．1

亥山寺々人数寄（山家村百姓檀那寺）6007・1と2は綴。 （明和4年） 横長美・1冊 6007－2

覚（寺院判請け返しに付使者名前書上）5708－1と2は綴。 安永7戌4月8日 横長美・1冊 5708－1

寺院判請返シ（近隣寺院への使者名前書上） 安永6酉3月18日 横長美・1冊 5708－2

（山家村百姓家族員数調） 近世 横長半・1冊 4895－1

卯ノ宗門御四二付家内人別〆数井二順番改申帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 卯3月 横長半・1通 4977

御寺院判揃（百姓檀那寺） 未4月14日 横切継紙・1通 4778－2

［書状］（山家村人別帳に願行寺印形の書付差出／他） 5月27日 横切継紙・1通 5987

小松利左衛門→山口三右衛門様

（野川村百性に関する情報速写） 横切紙・1通 4735－17

宗旨永代取替相対証文之事　後欠。 竪切紙・1通 5138－42

r2増減帳

この項目には人別増減帳のほか、病人帳・留守居帳などの諸帳面を収めてある。　（その2）では、増

減帳と病人帳・留守居帳の類は別項目をたてた。

1．（増減帳）

数量（件数）　1

（村方人数覚、納辻書付） 横切継紙・1通　　　5139－21

2．（宗門改曰付病人帳、留守居帳等）

数量（件数）：1

宗門御無二付病人帳控　山口組山家村（庄屋三右衛門）

3．宗門御門入用割

　数量（件数）：1

元文2年3月29日 積長美・1冊 5061

覚（宗門入用等請取）藤兵衛内市右衛門（印）→山家庄屋彦左

　衛門殿

4．人別請払証文

　数量（件数）：4

辰4月8日 横切紙・1通 5058－89

村暇払請取手形之事（写、新六娘はつ、当村佐助に縁 文政9年3月8日 横切継紙・1通 4944－2

付に付）　三右衛門→上東山村御名主権三郎殿

村払手形憂事（写、善行寺留守居として治兵衛其町へ 文政12年2月 横切紙・1通 5281－62

罷り越すに付人別帳除）　五日町名主与左衛門印→小路町

御名主太助殿
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5．戸口／4．人別講払証文

［書状］（御妹子小路町善行寺より暇、向後拙僧旦那に割 戌ノ2月18日 横折紙・1通 卿
形の旨）天童中町善行寺臨康（花押）→山家村山口三右衛門
様

覚（村払1通受取、佐兵衛娘ゑん縁付に付）山口村名主 巳正月29日 横切紙・1通 5312

甚兵衛（印）→山家村御名主三右衛門殿

5．五人組

数量（件数）　0

6．切支丹類族

数量（件数）：33

　山家村古切支丹藤次郎の三族調に関する諸書類。

　藤次郎の子孫の者は山家村のほか、山形城下町にも住んでいたので、名主山口三右衛門は類族居住

地の町村役人に問い合わせ、調書を作成して役所に提出した。

［書状］（切支丹類族証文帳の件）名主山口三右衛門（印）→ 亥4月12日 横切継紙・1通 5893－9

山形北新町検断長崎与惣右衛門様（印）、同岡田吉左衛門様

（印）、言下本町検断五十嵐善次郎様（印）、同長岡伝十郎様

口上（古切支丹皇族藤次郎暮方お尋に付／類族届書の 亥9月13日 横切継紙・1通 5893－2

写／他）御料山家村名主山口三右衛門（印）→山形北新町検
断長崎与惣右衛門（印）様（他1名）、同下条町検断五十嵐善次郎

様（印）（他1名）

［書状］（藤次郎臨めこ女子はつ名替の義に付）田上与次 12月17日 横切紙・1通 5057－2

右衛門■■（花押）→庄屋彦左衛門殿

［書状］（山形居住の類喜吉兵衛に伜出生に付帳面書載 正月25日 横切継紙・1通 5057－3

の件）　田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿

［書状］（類族下書帳へ其村居住類族存命死失を書入、 12月22日 横切継紙・1通 5057－4

差出すよう）　田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿

覚（類族預証文村役人役替り・印判替りに付届）　山家 丑2月 横切紙・1通 5057－5

村庄屋三右衛門

（御支配青野村住居の類族御預帳面村役人名替り等覚） 横切継紙・1通 5057－6

裏は、三右衛門より左五兵衛宛山形へ通行証書。

［書状］（東根村古切支丹藤次郎類族の監督に付）→四 横切継紙・1通 5057－7

日町、小橋町、北新町、北出町

［書状］（其町血族権太郎画きち此度類族離れ、公儀帳 巳2月23日 横切継紙・1通 5057－8

面御除御免の旨役所より申付に付）三右衛門→金子新

助様、堀江喜平次様

覚（古切支丹四馬曾孫の女に出生子男子ならば断り申 巳2月 横切紙・1通 5057－9

出るべき旨）

覚（両検断御用に付御状請取）北肴町役人（印）→山家村庄 巳2月29日 横切継紙・1通 5057－10

屋山口三右衛門様

［書状］（東根古切支丹類族にて其町に御預りの次郎助 5月26日 横切継紙・1通 5057－11

病死に付）山家村組頭甚右衛門→山形北新町検断長崎与惣

右衛門様、同佐々木教春様

［書状］（めこ病死に付引取の件）田上与次右衛門（花押）→ 3月20日 横切継紙・1通 5057－12

庄屋彦左衛門殿

［達］（21人に付、新嫁・出生・病死・欠落・引越等の 酉3月 横切紙・1通 5057－13

際は知らせるよう）

［書状］（門門の書付、明日差上げる旨）藤兵衛→山家村 11月2日 横切紙・1通 5057－14

彦左衛門殿
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