
5．戸ロ／6．切支丹類族

［書状］（切支丹藤次郎孫吉兵衛伜次郎助勝手不如意に 5月3日 横切紙・1通 5057－16

付山形町内へ奉公いたしたき旨に付承知）田上与次
右衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿　別紙1通あり。

［書状］（類族吉兵衛伜山形町内へ奉公いたしたき七山 5月4日 横切継紙・1通 5057－17

手次第たる旨）田上与次右衛門→山家村庄屋彦左衛門殿

［書状］（山形北肴一類族鰯網に付罷り出るよう）田上 12月29日 横切紙・1通 5057－18

与二右衛門（花押）→彦左衛門殿

覚（古切支丹類族存命の者名・年等書付指出すよう、 正月25日 横切継紙・1通 5057一肇9

また他所住居の類族に関する申付の旨、川上角兵衛
より仰付に付）伊藤儀左衛門→三右衛門殿

［書状］（古切支丹藤次郎類比山形小橋町居住はつと申 12月4日　’ 横切継紙・1通 5057－20

女、下総守様兄弟御名と差合に付なつと名替の件）
田上与次右衛門（花押）→山家村庄屋彦左衛門殿

覚（控、東根古切支丹藤次郎孫めこ養娘はる病死の旨 享保5年12月20日 横切紙・1通 5057－22

披露）山口空山家村庄屋三右衛門→（東根役所）

［書状］（控、二村にて御預りの東根古切支丹藤次郎孫 （享保5）子12月20日 横切紙・1通 5057－23

めこ習弊はる病死の旨披露の件）山家村庄屋山口三右
衛門→青野村庄屋高橋清三郎様

［書状］（山形北新町権太郎伜三之助座頭仲真へ入二度 卯5月2日 横切継紙・1通 5057－25

願町明に付）　渡辺七ケ衛門→山家村組頭勘三郎殿

［書状］（山形北新町類族吉之助法躰願の件）山家村名主 （子）正月29日 横切継紙・1通 5836

山口三右衛門→漆山御用達矢萩清助様、同那須伝右衛門様

覚（其御蚕後家くめ立ちの縁付払手形請取）土生た村名 卯2月20日 横切紙・1通 4717

主利左衛門（印）→山家村立名主三右衛門殿

覚（山家村人別の内参（土）真宗利助請取）天童一日町名 卯12月16日 横切紙・1通 4722

主権四郎（印）→山家村御名主三右衛門殿

口上（藤次郎ひ孫の妻まん病死に付披露）堀江喜平次、 辰6月12日 横折紙・1通 4929

金子新助→御名失念三右衛門様

［書状］（案文、古切支丹藤次郎州権太郎娘きち類別を 巳4月14日 横切継紙・1通 4623

離れ男子出生の改に付）　山家村庄屋三右衛門→山形北新

町庄屋金子新助様、武田助作様

［書状］（彦右衛門跡役として三右衛門勤役太儀の旨／ 戌3月9日 横切継紙・1通 5844

当直出生・死失を知らせる旨）北新町検断鹿野作左衛
門、北魚町検断武田助作、横ヵ町検断伊片庄左衛門、小橋町検

断佐々木忠兵衛→山家村庄屋山口三右衛門様

［書状］（当町預りの古切支丹藤次郎孫宗佐女房めこ病 2月朔日 横折紙・1通 4930

死に付）　山形四日町検断与兵衛（花押）→松平大和守様御領

山家村庄や彦左衛門様

［書状］（帳面差上）　四日町検断市郎兵衛（花押）→山 2月23日 横折紙・1通 5589

家村御庄屋彦左衛門様

［書状］（類族権太郎娘きち御免の件）金子新助、武田助 2月27日 横折紙・1通 6029

作→三右衛門様

［書状］（古切支丹由緒書の件） 9月13日 横切紙・1通 5894－20

7．戸籍

1，調書

数量（件数）：5

　近代の戸数・人数取調書、入送籍書留帳など。

（山元村送籍・入籍等御心書類綴、鈴木宥常送籍上申
書等）　（里正　山口格之助）→（第一大品＋四二区区務所御

（明治10年8月） 綴・1綴 4631
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5．戸口／7．戸籍ハ調書

中）青罫紙。

死亡無之御届書（拙寺檀家明治13年中死亡人なし）　東 明治14年1月 竪紙・1通 4586

村山郡山元村三拾四番地如法堂住職　長岡宥賢→山形県令三嶋

通庸殿　青罫紙。

（犯罪者原籍へ身元照会状、山元村斎藤喜三郎）谷地 明治14年5月18日 竪祇・1通 4573

警察署（印）→（山形県羽前国東村山郡山本村）戸長中　「山形県」

名入黒罫紙。

［はがき］（山口林兵衛次男山口弥則義身元に付）　日本 （明治15年）12月2日 はがき・1通 5292

橋区蠣殻町三丁め九番地宮崎華（印）→山形県羽前国東村山郡山

本村戸長役場中

（山家村戸籍関係諸書付）青罫紙使用。 （明治16年） 竪紙・一括（6枚） 5481

2願・届書

数量（件数）　7

願書（戸籍編製の際「厳海」としたが、実名栄伝と御直 明治9年2月17日 竪半・」冊 4609

し下されたく）（第三大山小一区山元村三拾八番地本寿院
父栄歓亡）願人氏家堅甲（印）、伍長氏家栄孝（印）→山形県参事

薄井龍之殿　「山形県管内」名入青罫紙。

死亡御届書（檀家の内明治11年死亡の者御届書綴、山 明治12年1月23日 綴・1綴 4634

二村如法堂・福性福分）　（長岡宥賢、桜井宥善）→東村山

郡御役所御中　「山形県管内」名深青罫紙。桜井は如法堂住職。

死亡無之御届書（檀家の内明治13年死亡の制御届書） 明治14年1月 竪紙・1通 4635

東村山郡山二村三拾五番地福性院住職桜井宥善→山形県令三嶋

通庸殿　青罫紙。

寄留除籍（山元村山口留吉長女トミ、娼妓営業のため 明治16年9月23日 竪紙・1通 4601

最上郡古口町村へ寄留のところ、実家へ引取に付）
　　最上郡古口町村戸長役場（印）→東村山郡山元村戸長役場御

@中

i北村山郡東根村天野善四郎長女イシ、山元村山口甚 （明治）16年10月16日 竪紙・1通 4602－1

四郎後妻に送籍の件照会状）北村山郡東根村戸長役場
（印）→東村山郡山本村（ママ）戸長役場御中　青罫紙。

（東根村天野善四郎長女イシ送籍受籍証郵便にて送付 明治16年10月19日 竪紙・1通 4602－2

の旨返答書控）　東村山郡山元村役場（印）→北村山郡東根村

戸長役場御中　青罫紙。

寄留届（山元村氏家栄伝記へ北村山郡川原子村矢萩藤 明治17年1月11日 竪紙・1通 4604

吉寄留に付）北村山郡川原子村戸長伊藤惣五郎（印）→東村
山郡山元村戸長役場御中　青罫紙。

8．奉公人

数量（件数）　3

　奉公人関係文書ならびに、馬数帳。

覚（卯年立上層金請取）与兵衛1印）、（天童五藤）→山家長三 元禄10年極月28日 横切紙・1通 5058－50

郎殿

覚（当暮長三郎身うりに付）与兵衛（印）（天童五藤） 卯ノ極月24日 横切紙・1通 5058－51

（山家村惣助女房とめ身代金の内1両消しの旨）原町兵 卯12月22日 横切紙・1通 4720

蔵→惣助殿
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6．訴訟ノ1．（山家村若松地所出入一件）

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

6．訴訟

　1．（山家村若松地所出入一件）

　数■（件数）：1

　　文政期、若松寺ならびに若松寺門前百姓と山家村百姓との間の出入。裁判のため、山口三右衛門は

　出府しており、24．書状にその間の関連書状がある。

極密事（若松山漆野一件若松一統惣寄合の件／同一件
　内済、了謡曲／他）

3月18日 横切継紙・1通 4755－5

2．（最寄替一件）

数量（件数）：2

　文政期以降、山家村が幕領から藩領へ私領渡されるという風聞が何度か立った。そのたびに嘆願運

動を行い、結果として、幕末まで幕領村として残ることになった。

①文政10年の一件
　織田氏が藩庁を高畠から天童へ移すための普請を開始したころ、高畠の六ヵ村を上知して、替地と噛

して天童周辺の五ヵ村（久野本村・山家村・山口村・原町村・矢野目村）が織田氏領になるとの風説

が立った。五ヵ村は久野本村名主兵右衛門を出府させて、代官平岡彦兵衛へ嘆願を行った。

②天保～嘉永期の一件。

　山形藩は、天保11年に起こった三方領知替事件に関連して引き渡した領知の代地として、天保13年

に山形城下周辺に2万石の領知を与えられることになった。その2万石分は村山郡幕領から振り替えら

れることになった。最初、私領渡の対象となった村には山家村も含まれていた。山口三右衛門らは出

府して、代官大貫にたいし、山家村のほか、山口村・矢野目村・原町村を私領渡の対象からはずすよ

う出願を行った。内航が功を奏して、私領渡対象の村は、代官添田一郎次支配の柴橋陣屋附幕領の6力

村に変更となった。

　なお、この私領渡一件については青木美智男氏の研究がある（「天保十三年村山郡門門における『私

領渡し』反対運動」　『地方史研究』125、1973年）。

　また、嘉永元年にも山家村が天童旧領に支配替になるとの風聞が立った。この時は、代官石井勝之

進へ嘆願を行っている。

（五ヶ村一件に付江戸歎願中日記）

（江戸歎願中日記、最寄替に関する歎願）嘉永期。

申8月9日～10月27日

10月28日～酉正月4日

横長半・1冊

横長半・1冊

5631

5633

3．（山口村山論一件）

数量（件数）：3

　弘化3年、山口村上組の百姓が代官石井勝之進へ駕籠訴を行った。願書の内容は、山口村上組の屋

敷裏の原野狐原を開墾することを許可して欲しい、というものだった。

　草原は山口村の御林山野で、山口村三組織入会地であるが、実質上上組の者が占有的に利用してい

るところなので、上組に開墾を許可して欲しい、と願い出たのである。それに対し、中下組名主の伊

藤義左衛門は反対の願書を提出した。願書では、狐原山は中高だけの進退場であるから、上組による

開墾は認められない、また、山口村三組の入会が認められているのは三山と奥山だけで、他は三組に

組分けされており、各組の進退場は定められているとも主張した。こうして山口村では狐原開墾の権

利をめぐって、上組と中下組の間で相争うようになったのである。

　上組名主の阿部吉郎兵衛と山家村名主山口三右衛門は兄弟の間柄であったので、三右衛門は吉郎兵
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6．訴訟／3．（山ロ村山論一件）

衛の上組に助力し、中下組名主の伊藤義左衛門と敵対するような空気に至った。村山郡での和談・内

済では、東根陣屋附郡中の惣代名主や最寄惣代らが扱人となって事態の平静化を試みたが、ともに三

右衛門とも義左衛門とも親しく、郡中の有力者を巻き込んだ争論であるがために内済はいっこうに成

功せず、嘉永3年には、江戸評定所への提訴が決定された。

　評定所での審理は嘉永4年から開始され、国元扱人をはさんだ示談がたびたび命じられたが、不行

届きがちであった。ようやく嘉永7年に示談が成立。結局、一部の入会山のほかは上中下三組の進退

場の組分けを確認して落着した。弘化3年以来、9年間にわたった訴訟事件はようやく終わったので

ある。

　この山口村山颪一件に関する文書は、この6－3．の項のほか、24．書状の項目に配列されている。

差上申御請書之事（山口村一件示談のため出府猶予願 寅閏7月15日 横切紙・1通 5359－2

の件）山口村組頭従助、長百姓久三郎→戸田嘉十郎様御役
所

乍恐以書付奉申上候（山口村一件、三右衛門病気に付 子8月15日 竪紙・1通 4620

出府猶予につき弁之助帰国御届）　山家村名主見習弁之

助、差添人組頭三四郎→東根御役所

乍恐以書付御届奉申上白（山口村一件三右衛門出府取 丑7月5日 竪継紙・1通 5354

扱中、病気につき帰国療養中の旨）山家村名主見習弁
之助（印）、組頭三四郎（印）→東根御役所　朱筆訂正あり。

4．（関山新道開馨一件）

数量（件数）：11

　明治9年、山形県令となった三島通庸は就任当初から道路修繕開竪の土木事業を強行した。そのよう

ななか、関山新道建設経費の負担に反対する動きが村山郡のなかに起こった。

　関山街道は村山強盛根村あたりから東に入り、関山峠を越え、宮城県作並等を抜けて仙台へ至る幹

線道路である。工事費のうち燧道建設費用には国庫金が宛てられたが、関山以西の新道開発は地元に

よる経費負担とされたので、経費の割り当てをめぐって反対運動が起こった。天童町の佐藤伊之吉は、

村山幽幽町村連合会による経費賦課徴収決定の無効を東村山郡長に訴え、宮城上等裁判所に提訴した。

しかし、県・郡・警察署による弾圧が行われ、佐藤伊之吉を支援した戸長らは始末書を提出させられ

た。このような弾圧に遭って幽々は伊之吉への委任を取り消し、宮城上等裁判所への提訴をも取り下

げることとなり、一件は壊滅に終わった。

佐藤伊之吉へ委任状相論候手続御尋二付左二上申仕候 明治14年1月12日 竪紙・1通 4671－2

東村山郡山元村戸長山口格之助→東村山郡長中山高明殿

青罫紙。

始末書（関山新道開竪費賦課徴収に関し、宮城上等裁 明治14年1月18日 丁半・1冊 4580
判所へ天童村人民が出訴の委任状を渡した始末）東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青村山二大森村戸長高橋玄庵（他戸長11名）→山形警察署御中

罫紙。

始末書（関山新道画一費賦課徴収に付居村人民が宮城 明治14年1月18日 竪半・1冊 4669

上等裁判所へ出訴の委任状を渡した始末申上）東村
R郡大森村戸長高橋玄庵、同郡上東山村戸長石山善蔵、同郡切

畑山戸長鑓水千代松、同郡中里村戸長石山仲四郎、同心十文字

村戸長中村岩太郎、二三山元村戸長山口格之助（他戸長6名）

青罫紙。

委任状（控、関山新道開竪費一件、天童村佐藤伊之吉 明治14年1月 此期・1冊 4668

委任状取戻の儀に付山形香澄町鈴木常太郎ら部理代
人として談判委任）東村山郡山元村山口三右衛門（印）（他
P73名連印）→山形香澄町、漆山村矢萩良助殿、上東山村石山仲
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6．訴訟ノ4．（関山新道開盤一書）

蔵回、陣場村田中伝四郎殿　青罫紙。

始末書（関山新道開竪費賦課徴収に付居村人民が宮城 明治14年 竪半・1冊 4667

上等裁判所へ出訴の委任状を渡した始末申上）　（長

岡村外十七ヶ村）　青罫紙。

広告（関山新道開竪費一件、宮城上等裁判所へ佐藤伊 明治14年 竪半・1冊 4670

之吉出訴の委任状を渡した幽趣委任を受けるに野面
計量書上、他関係書類写）山形県羽前国南山郡（ママ）山
形香澄町五百八番地士族人民惣代理代人鈴木常太郎（他4名）→
漆山村、千手壮瞥、七浦村、長町村（他12ヶ村）右華々戸長用掛

人民野司御中　青罫紙。

新道開切書類（袋）　今野門治郎、滝口昌＋郎、小野山治郎、 明治 袋・1袋 4899

黒田晩稲、森谷銀治郎、松浦与七　．

委任状写シ（新道開竪道路修繕費賦課徴収の件告訴で 竪紙・1通 4582－1

天童村佐藤伊之吉を部理代人とする旨）　山形県羽前
国東村山郡同村何番地平民業之誰　青罫紙。

［書状］（開竪費の儀に付別紙の通委任状差出の件）山 10月26日 横切紙・1通 4582－2

元生戸長山口格之助（印）→貫津村、奈良沢村、原町村、下荻戸

村、上荻戸村、山寺村、荒谷村、右村々戸長御中　4582－1に貼

り付けてある文書。

山形県東村山郡天童村平民佐藤伊之吉村山下郡便道警 丁半・1冊（未編綴） 4671－1

議費云々不服二黒宮城上等裁判所へ出訴之件委任セ
シ手続御尋二軸上申　青罫紙。

忌引以書付奉願上候（観音寺村より宮城県下吉岡駅ま 竪半・1冊 4915

で新道開竪入費拝借願）　「山形県管内」名入青罫紙。

5．（その他）

数量（件数）　13

指上申一札之事（貸金滞一件内済）中山口村名主取扱人新 （延享元）子6月13日 横折紙・1通 5624

蔵印、御用達取扱人庄次郎印（他1名）、金子証文請人原町村兵

蔵印、（他3人）、田麦野村名主金元文左衛門印→漆山御役所

覚（宿代金受取）上総屋内栄助（印）（本銀町四丁目百姓宿上総 7月9日 横切継紙・1通 4777－24

屋権兵衛）→出羽三右衛門様

［書状］（惣代御奉行所へ駕籠訴の件／他）山本屋茂八→ 10月19日 横切継紙・1通 5893－23

小松利左衛門様、同利蔵様

（某村村方騒動訴訟方・相手方名前書上、与頭定右衛 横切継紙・1通 5317

門を相手とする一件）

（権平殿方差引覚・江戸登り両人差引勘定、他） 横長美・1冊 5540

帰国外縁二付御届（写、滅租願として上京中のとこ 明治11年6月18日 竪半・1冊 4581

ろ、帰国、他委任状等写）山形県第一大区願惣代人高
木村後藤新右衛門→地租改正事務局総裁　大隈重信殿　青罫

紙。

裁判申渡書（岩代国渡辺治助へ差出金のうち費用に係 明治12年5月31日 竪紙・1通 4588－5

る金下遣）　（印）（福島裁判所酒田支庁）→山形県羽前国村山

郡山元村平民　山口格之助　朱罫紙。

御呼出二付出頭御届（控）東村山郡山元村山口格之助（印） 明治12年6月24日 竪切紙・1通 4588－1

→福島裁判所山形支庁判事課御中　4588・1～5は綴。

御請書（酒田支庁より回送書類受取）山形県東村山郡山 明治12年6月24日 竪紙・1通 4588－2

元三平民農　山口格之助→福島裁判所長代理　山形支庁詰　判

　事補中山克忠殿

苣ｿ書（渡辺治助へ差出金のうち費用現在金受取）山

　　　　　　　　、@　　　　　　　）明治12年6月24日

竪紙・1通 4588－3

形県東村山郡山元村山民主　山口格之助→福島裁判所長代理
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a訴訟／5．（その他）

山形支庁詰・判事補中山克忠殿

始末書（渡辺信治に野州都賀郡金剛山配札寄付金とし 明治12年12月27日 竪紙・1通 4588－4

て金を渡した旨）　山形県村山郡山元村壱番地農　山口格

之助→山形県令三嶋通庸殿　青罫紙。

委任状（東村山郡を廃し、西南北村山郡に分管の件県 明治13年11月1日 竪美・1冊 4614

会議長建議の件に付、天童村佐藤直正を建願部理代
人とする旨）　山形県羽前国東村山郡山元村人民惣代高橋勘

三郎（印）、全山口庄兵衛（印）赤罫紙。

委任状（控、県会議長建議により東村山郡を廃し西南 竪半・1冊 4673

北村山郡に分管するとの決議に対し、部理代理人を
置き建願）　山元村人民惣代高橋勘三郎、全山口庄兵衛青
罫紙。
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7．治安ハ．一揆

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

7治安

1．一揆

　数量（件数）　0

2博突

数量（件数）　0

3．喧嘩

数量（件数）　0

4．盗人

数量（件数）　0

5．変死

数量（件数）　2

変死御届（山元村石工高橋善八転落死亡事件書類綴）　1（明治13年9月19日）
　（山形県東村山郡山十村四十番地雇人氏家栄伝、戸長一）→（天

　童分署御中）　青罫紙使用。

水死御届（山元村武田ヤス、武田フチ溺死事件書類綴）1（明治15年9月7日）
　　（東村山郡山元村届人武田作十郎、衛生委員山口良安、戸長1
　山口格之助）→（天童分署御中）青罫紙使用。　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

6．（その他）

　数量（件数）：8

綴・1冊　　　　　．4771

I

I綴・1冊 4770

（山家村番屋聖火盗見廻り組分覚）　山家村役元

「夜番壱番次番　大普請」

（金高差引覚、「廿五両永拾壱文壱分…」）

村方6之下書写し（村方揚番代米勘定差引の件）

文政九年戌八月九日番代米差引写し

東村山郡山野村消防組人名御届（ろ組各掛別）
　「消防正副辞職届書」が綴ってあり。

東村山郡山元村消防組人名御届（イ組各掛別）

（山元村山口忠介呼出達）

　　　文政8年5月
　　旨

　　…

　　｛

　　l

　　I（戌）

青罫紙。

　　　　　　　　青罫紙。

天童分署（印）→山元村戸長中

1（明治14年頃）
I

l明治15年3月19日

1明治16年1月24日

横切継紙1通

1小切紙・1通

横切紙・ユ通
I

I横切紙・1通

1横切継紙・1通

l
i竪半・1冊

竪半・1冊

横切紙・1通

14944－3

14944－4

i505σ11

旨5050－10
1

5050－12

旨4791
1

．4792

14735－12
1
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＆救仙ノ1．貧民書上

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

8．救仙

1．貧民書上

　数量（件数）　4

二人書上二二　本控山家村5682－1に挟み込み。 享保15年 横長美・1冊 5682－2

（未緬綴）

窮民救助人名調（津山村大字貫津、大字山元）「山形県 明治23年7月31日 竪半・1冊（未編綴） 4559

東村山郡津山村役場」名入青罫紙使用。

（米借受できず露命続き難く、罷り出た者17人の名前 （丑7月8日） 横切継紙・1通 4811－12

書）

（夫食拝借願人数取調書）　久野本村名主豊治、矢野目村名 丑7月 竪半・1冊 4636

主見習晋三郎、山家村名主見習弁之助、山口村年寄六十郎、名

主見習数三郎、東根村名主郁太郎、同正作、同与惣右衛門、同

静内→東根御役所

2．救済歎願

数量（件数）　1

　（その1）には、天明の飢謹時の救済嘆願書が2点ある。ほかには、嘉永6年の大旱損救済嘆願書等

がある。

覚（夫食米拝借・延米願書）　山家村庄屋三右衛門 戌正月 横折紙・1通 5343

3．夫食

数量（件数）　4

　宝永期～元文期の夫食拝借関係史料が豊富に残っており〈（その1）〉、特徴的である。

請取申米之事（当村夫食米請取）大庄屋藤兵衛（印）→山家 子ノ5月4日 横切紙・1通 5058－47

村彦左衛門殿

丑ノ夫喰代（37俵借り直段百姓割合） 丑 横長美・1冊 5821

（まし分・切分米量目と名前の書上） 近世 横切紙・1通 5351－7

記（山形県庁よりの第11区颯々へ救助米渡すべき仰せ 明治5年3月26日 竪紙・1通 4622

に付米引渡）　第＋六区山家村名主山口三右衛門（印）→元九
1

羽州十一区妙見寺村名主鈴木六郎殿

4．拝借米金

数量（件数）　3

年目米金（夫食・種籾代等国儀勘定） （天保頃） 横切継紙・1通 4968

（夫食拝借米割合） 酉6月22日 横長半・1冊 4749－6

（五ヶ年賦下米割） 横切継紙・1通 5215

5．施米麦

数量（件数）　2

御手当芋請書（再建の時節、当田方百姓一同米頂戴に 安政6年10月 横切継紙・1通 4716
付） 山家村世話人三右衛門印→山形御役場

覚（当所出立の節貧民共へ投米差出分代金預り） 寒河 寅4月12日 横切紙・1通 4748－19

江二代善兵衛（印）（寒河会所）→山家村御名主弁之助殿
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＆救憧ノ6．種籾

6種籾

数量（件数）：4

（種籾拝借に付請書下書） 嘉永7年3月14日 竪紙・1通 4886

（山家村種籾代拝借願高書上） 寅3月14日 竪紙・1通 4570

（山家村種籾代官拝借金額書上、名主三右衛門・名主 竪紙・1通 4884

見習弁之助）

（山家村御種貸返済俵数書上） 横長美・1冊 5579
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9．貯毅ハ．御●籾

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

9．貯穀

1．御影籾

　数量（件数）　3

口上（蔵元ぺ御囲米籾渡しに付）山家村蔵元6→佐五兵衛 12月13日 横切継紙・1通 5242

殿　裏には、文化5年の借用金「覚」が写してある。

差上申御受書二二（村山一幕領二二籾） 横切紙・1通 5233

巳年御通写シ（御囲籾代納入門、鈴木様・川崎様） 横切継紙・1通 5351－3

2．非常三囲籾

数量（件数）：0

3．百姓貯穀

数量（件数）：2

卯大豆売直段割（他、夫食大豆山家村百姓割合） 享保20年11月27日 横長美・1冊 4992

乍二二書付御猶予奉願上候（粟稗の類荒地その他へ蒔 辰3月16日 竪紙・1通 4897

付方見定猶予願）　山口村中下両組年寄庄吉、同村上組組
頭惣八

4．郡中備金

数量（件数）：2

差上申一札之事（柴橋御陣屋附郡中備金の儀に付）郡 文政2年4月 横切紙・1通． 505，．3

中村々連印

差上申一札血忌（元東根御陣屋附郡中備金、幕領・松 ＜安政3＞辰3月12日 竪紙・1綴（2枚が張 4900

下戸領分引分に付）元東根附郡中村々惣代山口村年寄儀 ■ 合わされている）

十郎、矢野目村名主仁右衛門、後沢村名主幾右衛門他3名→羽

田十左衛門様東根御役所

5．早耳

数■（件数）：3

権太郎分勘定（郷蔵より貸米銭）　（山家三右衛門）→（権 元治元年～明治 横長美・1冊 晒
太郎町）

記（郷蔵籾代金請取）　山元村二等副戸長山口甚吉（印）、三等 明治7年3月8日 竪紙・1通 4563－1

戸長山口三右衛門（印）→同村山口庄兵衛殿　「山形県管内」名入

青罫紙。

（下米丁丁割合覚、山家村内百姓高割） 午 横長美・1冊 5510

6．郷蔵

　山家村の郷蔵は①非常貯穀を収納しておくための郷蔵、②廻米河岸出しまで年貢納入米を保管して

おくための郷蔵、と機能が2種に分かれているにもかかわらず、（その1）では両者が混交して配列

されており、注意を要する。

　①の機能については、9．貯穀／1御囲籾～9．貯穀／5．置米を参照されたい。

　②の機能については、3．租税／11．年貢納入の関係史料を参照のこと。

1．蔵米

数量（件数）：3
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9．貯毅／6螂蔵ノ1蔵米

覚（山家村伝兵衛分為替蔵米受取）佐藤宗＋郎（印）（天童　寛政4年12月15日　　横切紙・1通　　　499哺

　佐藤）→金十郎殿

覚（山家村伝兵衛為替蔵米受取）佐藤宗＋郎（印）（天童佐　寛政4年12月18日　　横切紙・1通　　4994’5

　藤）→矢ノ目金十郎殿

覚（山家村為替蔵米受取）佐藤宗＋郎（印）（天童佐藤）→矢　寛政4年12月27日　　横切紙’1通　　4994－4

　野目金十郎殿

　2．蔵米手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　数量（件数）：0

　3．蔵方入用

　数量（件数）：1

　　　（その1）では、山家村の郷蔵に関する文書と、江戸・大坂の幕府御蔵に関する文書とが誤って混

　合して配列されているので、注意を要する。

門前蔵入用（入用銭割合）

7．払米

　数量（件数）：2

近世 横折紙・1通 5477

請取申御払米之事（蔵米残米御払米請取）　山口藤兵衛 子ノ5月12日 横切紙・1通 5058－48

（印）→峰村彦左衛門殿

請取申金銭之事（払米代金）山口藤兵衛（印）→山家庄屋彦 子5月20日 横切継紙・1通 5058．69

左衛門殿
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10．土木／1．御普鯖

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

10．土木

1．御普請

数量（件数）：0

　　（その1）では、①国役普請の国役金割合関係（→国役）、②村山郡幕領陣屋普請入用関係（→郡

中入用）③郷蔵普請入用関係（→村入用）、④明治期の公共道川工事、⑤村山郡・山家村近隣におけ

　る河川等の御普請関係の文書の五種がまじって配列されているので、注意を要する。

2．自普請

数量（件数）：6

　（その1）では、山家村の道橋川自普請に関する文書のほか、まったく性格の異なる山口家の屋敷

普請関係文書も混じっているので、注意を要する。

覚（大町村川除御普請入用受取）大町村庄屋七兵衛（印）→ （元禄11）寅ノ8月晦日 横切紙・1通 5058－63

山家村彦左衛門殿

覚（大町村川除普請入用受取）七兵衛（印）→山家村 元禄11年寅9月1日 横切紙・1通 5058－62

田呑沼普請日用覚（人足出日数） 辰 横長美・1冊 5518

前たの田普請諸控（人足出日数） 申年（3月～4月） 横長半・1冊 5681

（山家村百姓普請場割当書上ヵ）「初杭」。 横半半・1冊 5711

（人数覚）　普請人足の出日数力。 横長美・1冊 5735
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標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

11．用水

数量（件数）：3

　　山家村は、鵜沢山の西斜面、若松山から西流する古瀬川の渓谷に沿う山麓の村だが、古瀬川の水量

は少なく、川原子村から山口村を経て西流する松渡戸堰と、貫津村から流れ来る倉津川堰から用水を

取水している。

［書状］（用水通水につき）川原子村両名主惣七、祐七→山 5月17日 横折紙1通 5759

家村御与頭三右衛門様

（百姓割合俵数書上） 横切紙・1通 4778・34

（午年地回別俵数） 横切紙・1通 4778－35
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12．災害

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

12．災害

数量（件数）　4

（古瀬川大洪水にて石川原・砂押となる田地注進） 安永8年亥2月 横折紙・1通 5762

［］組頭　与左衛門、同作兵衛、百姓代与市→野田弥市右衛門

様御役所一部欠損。

（宮崎出火類焼人名前書上） 文化6年3月29日 横切継紙・1通 5246

水害御届（字古瀬川・隅田川・倉津川）東村山郡山元村 明治12年7月11日 竪紙・1通 4891－1

戸長山口格之助→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。

大雨景況御届（洪水耕地損害）東村山郡山元村戸長山口格 明治12年9月17日 竪紙・2通（同文） 4889

之助→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。
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13．交通ノ1道中先触

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

13．交通

L道中先触

数量（件数）　1

御先触写し（幕府役人御用通行に関する人馬触3通）　　（文化5年正月、他）　横切継紙・1通　　5202

2伝馬

数量（件数）：5

　山家村は天童宿の助郷村に指定され、人馬を差し出している。

（佐竹播磨守山形より楯岡へ通行に付人馬賃銭・昼飯 慶応4年4月 横長半・1冊 4993

賄入用書上、山家村分）

（馬差出割合）　山家村名主五右衛門印→天童三日町平兵衛殿 午12月 横折紙・1通 5811

［書状］（六郷伊賀守様楯岡御泊に付天童藩役人中より 未9月23日 折紙・1通 4600

人馬差出命令に付）山口村名主儀左衛門印→右翌々御名

主、組頭中

（中町・馬形村役人・馬持名前書付） 横切継紙・1通 5281－70

（馬・人足役札貼合せ一括、増蔵他） 小切紙・一括（10椥 6033

3．通行

1．（御通行・御巡幸）

数量（件数）：1

（御通輩に付沿道奉迎送の心得達）　「東村山郡役所」名入青
　罫紙。

（明治前期） 竪半・1通 4779

2．往来手形

数量（件数）：0

3．旅行　　　　　●

数量（件数）：7

一札留事（天童三日町回兵衛、奥州古川へ商へ罷り越 文政12年12月25日 横切紙・1通 5281－13

すに付、病死の際の作法）羽州最上天童小路町西善行寺

印→奥州宿々御検断衆中

（道中買物代金等覚）　病欠。 （近世） 横折紙・1通 5517

（江戸千住より山家村までの道程覚） 子9月6日出発 横折紙・1通 5618

道中小遣覚（村山郡より江戸まで） （巳2月20日） 横折紙・1通 5047．1

登り入用其外庄助書出し覚（江戸まで道中諸掛）庄助 （申）9月16日 横長半・1冊 4750－7

→三右衛門様

江戸6下り入用附覚（教定様分江戸より山家村までの旅 酉2月1日 横長半・1冊 5632

中入用書上、他）　庄助→御惣代山口三右衛門様

覚（旅中買物代金書上） 横切継紙・1通 4735－26

4．駄賃

数量（件数）：0
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13交通／5飛脚

5．飛脚

数量（件数）　2

覚（東根会所へ書物を届ける旨）池田屋止宿門蔵（印）→江 巳10月18日 横切紙・1通 4748－29

戸納御出役御惣代三右衛門殿　未編綴。

（越中富山城下附近中嶋村勝善寺寮内に居る僧侶への 横切継紙・1通 5281－28

書状の件に付覚）
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