
14産業／1産物

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

14産業

1産物

数量（件数）：15

　　近世の山家村の産物には、水漆・紅花・麦・大豆・小豆・荏等がある（慶応4年「明細帳」など）。

　　「問屋場口銭一件」　（5281・6025など）は、山家村の産物荷物を百姓が直売するために街道を送る

際、天童の問屋場で口銭の支払いを求められたことを発端とする争論の一連史料。

　　近代（明治5年）の産物取調書によると、産物として米・大麦・小麦・大豆・小豆・紅花・楮・桑・

藍・漆実・葉煙草等が挙げられている。

請取渋之事（4升4合8勺）川崎半ヵ助（印）→山家庄屋彦左衛 8月22日 横切紙・1通 5280－12．4

門殿

（撃手合意の写、一漆黒井百姓直売持出荷物附通しの件） 文政8年正月2日 横切継紙・1通 5281－51

［書状］（指押荷物の件に付取扱人此方へ参り、色々掛 正月晦日 横切継紙・1通 6025石

合の旨）本く寿院〉→佐五兵衛殿

［書状］（山家村より心乱井諸作物百姓持出直売荷物附 2月朔日 横切継紙・1通 5281－54

通しの件、東根表において双方早口証文取替の件／
趣意書写あり）

［書状］（一件内済取計の件（天童土性直売荷物附通しの 2月9日 横切継紙・1通 6075

件）／他）東根出張先三右衛門、甚右衛門→山家佐五兵衛

様

［書状］（山家一件天童方へ破談申入れに付く問屋場口 2月11日 横切継紙・1通 5281－60

銭一件〉）　東根出先6弥藤次→若松寺旦那様、式部卿様

（本数・代金書付） 2月15日 小切紙・1通 5281．45

［書状］（天童一件内済調の旨）三右衛門→本孝院様、佐五 2月16日 横切継紙・1通 6025－2

兵衛様

覚（きのこ1駄山形へ直売に附出しの処、天童町馬形衆 9月19日 横切紙・1通 5281－64

きのこ取押えの件）　山家方助→一・日町文五郎殿

［書状］（村方荷物腰送りの際、天童問屋場へ口銭差出 10月15日 横切継紙・1通 5281－68

に関する一件内済相談に付）右東根三右衛門→甚右衛
門殿、佐五兵衛殿

趣意書（下書、漆実井感作物百姓持出直売荷物附通し 横切継紙・1通 5281－53

差構なし）

［書状］（天童掛り合一件取扱の件、百性直売持出荷物 横切紙・1通 6025－3

め件）

（漆実学百姓持出し直売荷物融通しに付覚） 横切継紙・1通 6025－4

楮桑木二二　山家村百姓代山口庄兵衛、組頭山口甚吉、名主山 明治5年6月6日 横長半・1冊 4789

口三右衛門→山形県天童出張所

御尋二付乍恐以書付全島上候（紅花・煙草・荏胡麻・ 辰6月 横切継紙・1通 5197

漆等作付・売払の状況に付）勘三郎、甚右衛門、三右
衛門、久四郎、源十郎、忠右衛門→宮崎御役所

2．紅花

数量（件数）　9

覚（銭分・花代等差引）綿左→高本様 （文政10）亥8月5日 横切継紙・1通 5229

覚（品物売三代金勘定、紅花ヵ）綿左→高左御下 子6月 横切継紙・1通 5230

覚（紅花売払代金書上）綿左→高左御下 丑7月 横切継紙・1通 5251
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14産業／2．紅花

覚（紅花売払代金勘定）綿左→高左様 戌6月 横切継紙・1通 5228

（天保2年6月中紅花売払代金書上）別紙1通あり。 （天保2年6月） 横切継紙・1通 5199

為替印形之事（志戸田吉右衛門方へ渡す紅花代金40両 嘉永元年7月11日 竪切紙・1通 5972

について）落合村佐藤兵右衛門（印）（最上落合）→山家山

口晋重郎様　包紙入。

（忠治郎分・治郎分代金覚、紅花ヵ）4778－1～44まで綴。 午10月13日 横切継紙・1通 4778－1

覚（10日から25日まで分量目書上）古山ヵ→高左殿分 天保4年7月 横切継紙・1通 52∞

覚（品物売払代金勘定、紅花ヵ）左七→高左様 （文政13）とら6月 横切紙・1通 5231

3．養蚕

数量（件数）：5

　山家村で養蚕業が行われるのは明治になってからのようである。山形県で養蚕・製糸の奨励・指導

が積極的に行われるのも明治5年以降である。明治5年には山元村で5425．2貫の桑葉が生産されていた。

（蚕業作業日誌、桑目方控等書留）

桑葉目方控　横半半帳未編綴。

（桑葉目方控）横半半帳未編綴。

桑葉買請控（桑葉払控）　横半半帳未編綴。

（小桑売渡控）　横半半帳未編綴。

（明治36年）

（明治）39年5月17日

（明治後期）

（明治後期）

（明治後期）

竪紙・一括（15椥 5652

月17日 竪紙・一括（3椥 5653

竪紙・一括（3枚〉 5657

竪紙・一括（4椥 5658

竪紙・一括（15椥 5659
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15商工業／1巌物

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

15商工業

L商業

数量（件数）：ら2

　　15－1商業の項目でまとまっているのは、根上久兵衛・植松との商取引関係史料である。根上につい

ては、24．書状／1．山口家宛書状／7．その他／1．酒田に関連書状がある。根上・植松とも酒田の商人であり、

最上川下し米荷物船の帰りの明き船にのせて酒田から諸国の物産を村山郡に送り、販売したものと思

われる。板屋・越後屋も同様に酒田商人であるとおもわれる。

覚（買物代金等勘定）根上久左衛門（印）→山口三右衛門殿 享保11年午9月2日 横長美・1冊 6004

同義同封。

請払目録（年賦返済米代金）根上久兵衛（印）（羽州酒田）→ 享保12年6月28日 横折紙・1通 5322

コ口三右衛門殿

買目録（荒井塩他諸品買物代金勘定）根上久兵衛（印）（羽 午8月30日 横折紙・1通 5348－2

州酒田）→山口三右衛門様

覚（御米札米俵代金残金引渡）根上久兵衛（印）（羽州酒田）
午8月晦日 横折紙・1通 5348－1

→山口三右衛門様

覚（唐さま代・与左衛門無尽金請取）根上久兵衛（印）→ 酉3月6日 横切継紙・1通 5059－6

山口教春老様

伊勢屋与次右衛門殿取次（元利金書上、米札書替）根 戌正月11日 横切継紙・1通 5059－4

上久兵衛→山口教春様、同三右衛門様

覚（戌ノ納米、本金・利足書上）久兵衛→三春様根上久 亥5月9日 横切継紙・1通 5059－19

兵衛ヵ。

叶や引負聞覚（人別引負金下野高、根上久兵衛等） 横切紙・1通 5059．7

［書状］（米売買の儀／松山米根上久兵衛より預かりの 2月4日 横切継紙・1通 5408
件／他）　植松国三郎→山口三右衛門様

［書状］（米相場よき節に買入仕りたき旨）植松伝兵衛 2月7日 横折紙・1通 5437

（印）→山口教春老様、三三右衛門様

［書状］（紅花・大豆買代金無心の件／他）植松伝兵衛→ 6月6日 横切継紙・1通 5845

山口三右衛門様　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

指引覚（塩買、くし貝・蜴等買物代金書上、返金勘定） 享保元年8月26日 横切継紙・1通 5059－24

板や徳右衛門（印）帰山ロ三右衛門殿

［書状］（金子100両受取／50両分塩買入の件／蔵米・塩 6月28日 横切継紙・1通 5059－18

等相場、紅花切へりの件／他）板や徳右衛門（印）→山

ロ教春様、同三右衛門様

［書状］（金10両受取／返金の件）板や徳右衛門→山口教春 7月4日 横切紙・1通 5059－23

様

覚（生掛代金引合）越後屋長次郎（印）尋阿部吉郎兵衛様 子8月10日 横切継紙・1通 4985

覚（品物代金残金勘定書）　越後屋長次郎→山口三右衛門様 子10月 横切紙・1通 5313

買目録（砂払他代金）越後屋長次郎（印）→佐藤仁右衛門殿 子12月 横折紙・1通 4986

覚（此度差登せ御引替金）越後屋長次郎（印）（庄内酒田）→ 丑閏正月 横切継紙・1通 4775－36

山口三右衛門殿

（御金箱・送掛り書上）越後屋長次郎（印）→金八様前欠， 丑3月8日 横切紙・1通 4775－26

覚（造塩（ヵ）引当金30両受取）越後屋長次郎代又吉（印）→ 酉4月7日 横切紙・1通 4719

山口三右衛門様

覚（酒代金勘定書）松山中山屋留治（印）→東根伊四郎様 子12月20B 横切継紙・1通 4775－3

覚（四型酒代金勘定書）　まつ山中山屋留治→東根伊四郎様 子12月20日 横切紙・1通　　　　　　　1 4775－4
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15．商工業／1産物

覚（豆代、柴代等貸し分代金）5139－1～40までこより一 横折紙・1通 5139－1

括。

覚（酒代金等請求書）　天童三日町さのや儀助→山家村小助 文化5年12月23日 横折紙・1通 5139－27

殿・清蔵殿

覚（代金受取）天童三日町さのや儀助（印）（■問屋）→山家村 辰極月 横切紙・1通 5139－6

小南殿、清蔵殿　別紙1通あり。

請取申運賃米之事（蒔付米と差引）大石田舟頭長八（印）→ 宝永2年4月9日 横切紙・1通 5058－85

山家村庄屋彦左衛門殿

覚（小豆売上代金請取）天童日野屋清一・郎代儀蔵（印）（天童 天保8年6月19日 横切継紙・1通 4775－81

三日町）→山家村佐七殿取次

越後や方（元手金残金勘定） 子4月26日 横切紙・1通 4775－13

覚（小判にて16両請取、歩判引替の旨）山家村山口松次 寅3月10日 横切紙・1通 5059－14

郎（印）→天童田町伊勢屋彦兵衛殿、同甚兵衛殿

（小判・米渡し、取次人・切賃等覚）5059－1～27までこよ （正月21日） 横切紙・1通 5059－1

り紐一括。

（鶴岡二五年賦米代金町） 酉2月19日 横切紙・1通 5059－2

［書状］（御役所にて小判引替の件／他）仙家右）山口三右 寅3月12日 横切紙・1通 i50591ひ1

衛門→田町御小屋　浦城喜兵衛様、彦兵衛様

［書状］（当年（米）萱番直段、御家中富納金証文、庄内 横切継紙・1通 15059－8

郷夫食先納枝証文の件／他）虫損（閲覧不可）。50597と
関係。

［書状］（小判御引替下され、代り歩判金請取）喜兵衛方 寅3月12日 横切継紙・1通 5059－11

浦城彦兵衛→山家山口三右衛門様、松治郎様　最上天童いせや

i印）あり。

「十四〆六百め…」（物の量目書上）

m書状］（田地の儀、いせや取組然るべき旨）星野嘉兵衛 3月16日

横切継紙・1通

｡切紙・1通

5059－12P5059－20

→山　松治郎様

［書状］（米川下しの件／払方金子の件／他）梅村六右衛 6月19日 横切継紙・1通 5059－21

門」敏（花押）→山口王春様

［書状］（追而書、先納米上ケの件／他）後欠。 横切継紙・1通 5059－22

（金銭勘定覚）孫兵衛→教春様 4月17日 横切紙・1通 5059－25

［書状］（新庄五ヶ一米の件、書付を国井利兵衛方へ御 2月22日 横折紙・1通 5059－27

届下さるよう）藤右衛門事皆川平内紀■（花押）→山口教春

様、同三右衛門様

覚（新たばこ代金勘定）　観音寺村く岡田〉久右衛門（印）→山 辰12月28日 横切紙・1通 4735－1

家村三右衛門様　4735・1～34まで綴。

（松山米買入諸覚一括）577（》1と2は一括されていた。 横折紙・一括（6枚） 5770－1

（酒田蔵より出米・山の辺より渡米・松山米受取覚） 酉4月～5月 横半半・1冊 5770．2

（松山米切石等覚）

［書状］（古米新米を矢嶋町米屋徳右衛門方等へ御附け

　下されたく）河村宇右衛門→春木屋藤太様

馬代金請払仕訳（坪山村伊沢専吉関係）

覚（木綿縞5反代金）近江屋太兵衛（印）（結城大町）→伊沢専

　吉様

覚（前代取調金28両余預り）佐藤兵左衛門（印）（最上落合）

　→寺津　山口久右衛門ヵ殿　包紙入。

（生諸白量目改）

［書状］（手問につき古米白米融通願）馬脚δ＋右衛門→山

留5月22日

酉11月11日

亥正月改

亥6月19日

亥9月11日

2月29日

10月16日

横折紙・1通

横切紙・1通

横長半・1冊

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

5767

5328

5617

4710－1

5310

5311

5409
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15．商コ己業／1産物

家二而三右衛門様

覚（村山郡内商人より大豆・二等買入代金総計） 横長半〔綴紐なし）・ 5597

1冊（2椥

（為替分米俵数・さし取米覚） 横折紙・1通 5769

2．商人・職人

数量（件数）　15

鑑札二野調（山元村営業人兼業人、牛馬売買渡世等） 明治9年16月12日 竪半・1冊 4548

第三灘区小一区山元村山ロ三右衛門→山形県参事薄（ママ）龍之

殿　青罫紙。

絞油営業御鑑札御下渡之義二馬煙（他、山元村営軍戸 明治10年2月8日 竪半・1冊 4549

唐画写）　第壱大区拾四小区山元村四拾弐番地氏家栄孝（他
2名）→山形県令三嶋通念内代理山形県大書記官薄井龍之殿　青

罫紙使用。栄孝は法泉坊。

記（高議3個送付に付）平清水村耕龍寺住鈴木峯仙→山元村 明治12年4月21日 横切継紙・1通 5418

山口三右衛門様

銃猟雛形（鳥獣猟免状写、鳥獣猟規則写）東村山郡役所 明治13年11月5日 竪半・1冊 4551

印→山形県平民　羽前国東村山郡山元村八拾五番地住　山口兵

右衛門　青罫紙使用。 1

御届（控、伯楽と唱え牛馬治療に従事する者取調に付） 明治14年1月 竪紙・1通 4587

東村山郡山二村戸長山口格之助→東村山郡長中山高明殿
青罫紙。

職猟銃譲受之儀二付願（和銃、大石田村須藤新次郎よ　明治14年12月
　り譲受）　東村山郡山野村四拾七番地氏家保輔→山形県三嶋

　通雨殿　青罫紙。

職幽幽譲受之儀二付願（控、大石（ママ）村須藤十三所　明治14年11月11日
　持の猟砲譲受に付汁）　山形県羽前国東村山郡山元村四＋
　七番地　氏家保工、右村戸長代理用係山口千代吉→山形警察署

　御中　青罫紙使用。

猟銃譲受之儀脇付願（大石田村須藤新次郎所持の猟銃　明治15年2月6日
　譲受に付）東村山郡山元村四拾七番地氏家五二、戸長山口
　格之助→山形県令三嶋通日殿代理山形県大書記官深津無一半

　青罫紙使用。4550－1・2は綴。

覚（紅染10反代金書付）　近江屋林兵衛→油屋兵左衛門様　　子11月4日

覚（花染10反代金）市村屋五郎右衛門（印）、（司刃州山形）→ヤマ吉　7月4日

　御印様

覚（手間賃、利足銭請取）寅吉→山家村兵助殿　　　　　辰11月24日

覚（本金大杉戸他代金受取）　青梅や九兵衛（印）（通塩町青梅　2月晦日

　屋）→長願寺様

覚（真鍮花瓶代金受取）鋳物師金＋郎（印）（最上山形佐藤）→　11月12日

　善通寺様御台所

覚（木綿染代金）染屋太郎右衛門→山家内五右衛門様　　　12月

今蔵へ準準控（渡し金書上）

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・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

横切継紙・1通

4555

4550－2

4550－1

4775－50

4775－51

5139－5

4735－25

4712

4775－69

4775－37

3．酒造

数量（件数）　6

（酒造方半数等覚）　綴ってはいないが一括の史料。

o（酒荷物返却願雛形）荷主たれ、三回衛門→黒沢口御役所

近世

､8月

横折紙・一括（5通）

｡切継紙・1通

5482

T351－3
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15．商工業／3．酒造

覚（酒造桶数改） 10月朔日 横折紙・1通 5752

覚（酒造高三分一造仰付に付桶類御改書上） 横切紙・1通 5319

覚（酒造諸入用書上）　別紙1通有り。 横切継紙・1通 5321

覚（酒造道具書上） 横長半・1冊 5635
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16，金融／1．金融・貸借ハ．両智・銀行

16金融

L金融・貸借

1．両替・銀行

数量（件数）　1

覚（金5両3分受取、御用二四、五日中売に付）矢野伝助　12月5日　　　　　　　横切紙’1通　　　5058冒1
　（印）→山口留左衛門殿

　2．大名借

　数量（件数）：0

　　　（その1）に本項目該当文書があるが、大名貸というより年貢米金の金納に関する文書であろう。

　3借金証文

　数量（件数）：51

　　　（その2）では、山家村本寿院にたいする山口家の借用証文や借用金精算関係文書が多い。

覚（貸金元利受取）若本納所（印）→山家山口三右衛門殿 安政4年7月8日 横切継紙・1通 4748－11

覚（旭寺分元金受取）若本納所（印）→山家山口三右衛門殿 安政4年7月8日 横切継紙・1通 4748－12

覚（山寺県単院隠居三明院取次貸元利金請取）若本納所 安政5年7月16日 ．横切継紙・1通 4748－14

（印）→山家村山口三右衛門殿

覚（貸金元利請取）若本納所（印）→山家村山口三右衛門殿 安政7年3月23日 横切継紙・1通 4748－16

@　　τ
当申年用達金之内請取通　若本納所（印）→山家村山口三右 万延元年8月 横折紙・1通 4748－18

衛門殿

覚（貸金元利勘定）　即く寿院〉→山家山口三右衛門殿 慶応3年11月6日 横切継紙・1通 4748－17

覚（御年貢上納金に取替金、請取）山家村名主（ヵ）五右衛 延享3年6月13日 横切紙・1通 4748－2

門印→同村五次右衛門

覚（貸金元利受取）貞二（印）→山三様 安政5年正月20日 横切継紙・1通 4748－13

覚（貸金元利勘定）　貞治（印）→山口三右衛門殿 安政6年6月12日 横切継紙・1通 4748－15

覚（貸金元利・米大豆高等指引）平松・宮城両人→山家 亥12月 横切継紙・1通 4748－39

晋十郎様

金借用通　谷満旧く山口三右衛門〉→（若松寺本寿院主） 文久2年4月 横美半・1冊 4696

金借用通　谷満参く山口三右衛門〉→（若松寺本寿院主） 文久3年11月 横美半・1冊 4697

金子借用通　（山家村金借用人三右衛門（印））→（若松寺本寿院 慶応2年3月 横美半・1冊 4698

主）

［封筒］（「請取証書入」）氏家栄伝→山口寿三郎様542（＞2～ 封簡・1通 5420－1

7入。

記（金20円受取）山元邨氏家栄伝（印）→同村山口三右衛門様 明治14年4月4日 横切紙・1通 5420－3

記（金35円受取）　山元邨氏家栄伝（印）→同村山口三右衛門様 明治14年12月3日 横切紙・1通 5420－4

記（金42円余受取）山元二三家栄伝（印）→同村山口三右衛門 明治15年2月15日 横切紙・1通 5420－2

様

記（金20円受取）　山元村氏家栄伝出納所（印）→同村山口三右 （明治）17年7月21日 横切紙・1通 5420．7

衛門殿

記（金200円受取）氏家栄伝（印）→山口三右衛門殿 明治18年1月22日 横切継紙・1通・ 5420．5

金子借用通　（借用人三右衛門）→（本寿院主） 安政7年3月 横美半・1冊 4695

金子借用証（金200円）　東村山郡山元村金借用人山口三右衛 明治20年7月1日 竪紙・1通 5056－1．1
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16．金融バ．金融・貸借／3，借金証文

門（印）→北村山郡原方村岡田おまつ殿　5056・1～3包紙入。

5056－1－1包紙あり。印紙有。5056・1～13こより一括。「証」（貸付

金返済金請取書、岡田マツ他1名より山口三右衛門宛）同封。

5056・1～13まで包紙入。

預り申金子之事（金80円）東村山郡津山村大字山元金預り 明治23年旧12月2日 竪紙・1通 5056・1－4

人山口泰三郎（印）、全高全村全字並　保証人森谷八蔵（印）→全

郡全村一字全　山口源作殿

金子借用証（金20円、他金子借用証綴）東村山郡津山村 明治29年12月21日 綴（竪紙）・1綴（28 5056－10

大字山元金子借用人山口三右衛門（印）→同郡同村高橋惣右衛門 通）

殿　印紙有。青罫紙使用。

証（貸金の内金100円受取）　阿部定次（印）→山口寿三郎様 明治23年1月1日 横切紙・1通 5056－1－3

記（貸金元利書付）阿部定次→山口寿三郎様 明治23年8月20日 5056－1－2

金子借用証（金100円）東村山郡津山村大字山元金借用人 明治22年7月8日 竪紙・1通 6022－2

山口三右衛門（印）、全線天童町大字天童保証人猪倉頼徳（印）→

北村山郡野川村井刈大身殿　青罫紙使用。印紙あり。

証（金12円受取）北村山郡東郷村大字野川井刈大慮（印）→ 明治31年1月30日 竪紙・1通 6022－3

東村山郡津山村大字山元　山口三右衛門殿

証（元利の内金4円受取）東郷村大字野川　井刈大堺（印）→

　津山村大字山元　山口三右衛門殿’

［封筒］　東郷村大字野川　井刈大慮→津山村大字山元　山口三

　右衛門様　6022・2～6まで封筒入。

［書状］（貸金利子金、贈物頂戴の礼）井料大慮→山口三

　右衛門殿

［書状］（元金・利子を届ける件）　（天童町野田鶴町）猪倉

　（頼徳〉→（津山村大字山元）山口寿三郎様　封筒入。

借用申金子之事（金1両2分借用、御代官帰府の上返金
　申す旨）　野沢源七（印）→三右衛門遅退紙入。添書状
　（4856・2）同封。

［書状］（昨晩借用金子証文差上／金子無心／他）源七

　→三右衛門様

借用金請取通　宝橦寺役僧月山寺（印≧→山家村晋＋郎削

回（当村与蔵方への貸金受取）下荻ノ戸村右金子受取伊
　左衛門（印）→山家村三右衛門殿

覚（御用立金55両受取）田麦野源重郎（印）→山家村晋重郎様

預り申金子之事（要用之儀につき）山口村吉郎兵衛（印）→

　山家村三右衛門殿

［書状］（金子借用願）　（山口）阿部吉郎兵衛→（山家村）山口三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　右衛門様　封紙入。雲紙に5387－1～2が入る。

（金子借用証文写、御年貢不足に付金1両1分）借り主
　才兵衛→山家村伊三郎殿

記（別紙証券面の内金200円受取）　東村山郡山元村高橋吉
　蔵（印）、立会人山口千代吉→全村山口三右衛門殿　青罫紙。印

　紙あり。

借用申金子証文之事（写、金200両）若松寺かり島本寿
　院、請人庄右衛門、口入庄吉→湯の沢村孫助殿

［封筒］　山寺村字川原町より　山寺村高砂屋松次郎（印）→東村

　山郡山元村　山口三左衛門様　5431－2と3入。

金子借用証文之事（金160両借用、山家村物成を担保）
　　宝橦寺内徳性院印、平松昇印、箆野省吾印、加印三右衛門

　印→本寿院主席　畠山（閲覧不可）。

明治31年5月3日

5月3日

5月3日

5月4日

天保9年10月29日

10月29日

嘉永5年4月

午8月8日

戌11月7日

酉2月21日

2月21日

享保4年12月15日（天保
4年写）

明治17年12月31日

享和2年戌7月

明治18年旧12月18日

（文化）14年5月

竪切紙・1通

封筒・1通

竪切紙・1通
1

｛横切紙’1通

竪紙・1通

横切紙・1通

横美半・1冊

横切紙・1通

横切紙・1通

竪美・1通

6022－4

6022－1

6022－5

6022－6

4845－1

4856－2

4694

4962

4775－7

5387－2

横切継紙・1通　　　5387－1

横切継紙・1通

竪紙・1通

横切継紙・1通

封筒・1通

竪継紙・1通

4954

4711

5893－24

5431－1

4776－21
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16．金融ハ．金融・貸借／3．借金証文

借用申金子証文事（金3両借用）佐々木一角→山口左五兵 天保2年6月 横切紙・1通 5262

衛殿

金円借用証券（米6俵代金10円借用）東村山郡山寺村八拾 明治18年旧12月18日 竪紙・1通 5431－2

三番地半沢松次郎（印）→同郡山元村　山口三左（ママ）衛門殿

覚（元利金受取）本納所→山家村権兵衛殿 申11月9日 横切継紙・1通 5275

［書状］（米6俵、もち米1俵代金の件）東村山郡山寺村高 明治18年旧12月18日 横切紙・1通 5431－3

砂屋松治郎（印）→同郡山全村　山口三左衛門様　封筒添。

覚（金10両受取）三宝王代金五郎（印）（最上天童）→貝ノ上庄 6月8日 横切継紙・1通 5297

兵衛殿

（金高書上、「一、金五拾円也…」）青罫紙使用。 横切継紙・1通 5420－6

金子借用証（金200円、他金子借用証綴）東村山郡津山村 明治23年8月20日 綴（竪紙）・1綴（6通） 5056－8

大字山元金借用人山口寿三郎（印）、同郡同村保証人山口格之助

（印）→一子天童村鈴木春助殿　印紙有り。抹消線あり。

覚（金8両受取）吉郎兵衛（印）→晋＋郎殿 嘉永7年5月22日 横切紙・1通 4964

4（貸付金勘定）

数量（件数）：31

覚（貸金元利勘定）本寿院→山家山口氏様

山家村兵助内かしかり覚

権兵衛借金改（無尽方共）

覚（貸金元利差引勘定）山家村三右衛門（印）→同村久兵衛殿

覚（貸金差引勘定、山口家貸金）

（高木三太借用金元利差引書上）

九郎兵衛方（貸金米元利勘定）

覚（江戸表借用金等勘定）管兵衛→山三様

覚（江戸入用借用金差引勘定）江戸表二而管兵衛→三右衛

　下様

［書状封筒］　山口伊藤義左衛門→山家山口三右衛門様5411－

　2～5入。

覚（御用達金の内請取）　山口儀左衛門（印）→山家村三右衛門

　殿

金借用証文之事（要用につき金13両余借用）山家村金借
　用人三右衛門（印）→山口村儀左衛門殿

覚（山口三右衛門借用金元利計算書）

（元利金勘定覚）

（貸米金元利勘定帳）　前欠。

知行様ぺ貸方（金書上）

（山口儀左衛門へかし金等書上）’

覚（貸金元利勘定）貞治→山口三右衛門殿

覚（貸金元利差引勘定、法泉坊への貸金分）大淀村奥山
　甚三郎（印）→山家　山口三右衛門殿

覚（貸金元利差引勘定）大淀村奥山甚三郎（印）→山家村山口

　三右衛門殿

覚（貸金元利差引勘定）大淀村一→山家村一4965参照。

記（貸金子差出組書上）

覚　勘六借金同

文化5年12月25日 横切継紙・1通 4748－30

文化9年 横切継紙・1通 5143

文政6年3月29日 横切継紙・1通 5217

文政11年12月21日

天保2年10月23日

天保5年3月13日

天保5年3月

天保11年2月

亥8月16日

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横折紙・1通

横切継紙・1通

封筒・1通

4978－5

5247

5281－16

5281－12

4961－5

4961－7

5411。1

天保13寅年11月4日　　横切継紙・1通　　5411－2

天保14年卯3月3日

（慶応）

（天保～弘化）

弘化～嘉永期

（嘉永3年）

安政2年8月25日

安政3年4月17日

安政5年4月

安政5年4月

明治8年11月

中12月朔日

竪紙・1通

横切継紙・1通

横切継紙・1通

横長美・1冊

横折紙・1通

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

横折紙・1通

横切継紙・1通

5411－4

5411－3

4775。34

5497

4735－2

4735－4

4748－9

4969

4965

4967

5538

5276
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16．金融／1．金融・貸借／4．（貸付金勘定）

預金覚（岩根沢心浄院より金400両他） 子2月19日 横切継紙・1通 5265

与左衛門方勘定（貸金元利） 酉12月27日 横切継紙・1通 4970

［書状］（先年御老父君へ差上げの金子返済願）伊藤義左 4月24日 横切継紙・1通 5411－5

衛門→山口三右衛門様

（取かへ金・柳かうり・帷子代等返済覚）加藤七右衛門 7月4日 横切紙・1通 5059－5

→山口教春様　前回。

（貸金元利の内一部受取書）　前欠。 横切紙・1通 4906

「子七月二日出金…」（金利計算書付） 横切継紙・1通 5263

壱両弐分かり（借用金・借用人書上）
，

横切継紙・1通 5281－6

寒川江済金之内かり（借金元利勘定） 横折紙・1通 5500

2無尽・頼母子

1．（無尽・頼母子）

数量（件数）：62

　無尽・頼母子には、’講の主催者・参加者の違い・講参囲者の居住地の範囲（地域、村、村内小集落

等）・掛金郎等によっていくつか種類がある。16・2－1．（無尽・頼母子）には、十二日講をのぞく講関係

文書をあつめた。

済義金願書舌面文之事（上山権蔵発起頼母子講金扇引 文化元年7月2日 i横切紙・1通 5268

取）講金預主佐五兵衛、山口村請人儀左衛門→権蔵頼母子惣

御連衆中

上ノ山無尽七番め出金寄（講加入者名前・掛金） 文化2年12月10日 横切紙・1通 5220

中親方様口上ノ山無尽勘定（元利金） 文化3年6月 横切継紙・1通 5269

（佐々木一自他8名名前書上、頼母子講会出席者名前 天保3年12月19日 横切紙・1通 5281－41

カ）

上山無尽四番め子九月二日会覚 子7月2日 横切紙・1通 5176

上山金七金拾両無尽子七月二日四番め出金覚佐五兵衛 子7月2日 横切継紙・1通 5254

→儀左衛門様方

［書状］（上ノ山法煙寺且中金子相済むなら私方へ勘定 丑12月17日 横切継紙・1通 5218

金御渡し下されたく）　自山口伊藤儀左衛門→山家村高

橋佐五兵衛様

覚（上山無尽九番目廻心覚） 寅12月10日 横切継紙・1通 5174

［書状］（上山無尽の件／法円寺貸金の件）山口村伊介→ （巳）極月6日 横切継紙・1通 5222

山家村高橋佐五兵衛様　別紙「覚」1通あり。

佐五兵衛二上ノ山無尽（差引勘定）儀左衛門→佐五兵衛殿 11月6日 横切紙・1通 5255

上山金七子七月二日四番目出金覚 横切紙・1通 5173

上山無尽丑七月五日会勘定六はんめ 横切紙・1通 5179

上ノ山無尽勘定（山口方勘定、享和2年初番以来の分） 横切継紙・1通 5271

泰三郎無尽同人引取出金調帳 （明治）30年6月 横半半・1冊 5056－12

金子借用証（金160円、山口泰三郎発起有志貯金会所有 明治29年4月9日 竪紙・1通 5056－13－1

株を抵当）津山村大字山元借用人山口泰三郎（印）→全村全
氏家英丸殿　印紙あり。青罫紙使用。5056－13－1～4まで包紙

　入。

金子借用証（金160円）　東村山郡津山村大字山元金子借用人　明治29年4月10日
　山口寿三郎（印）、立会人氏家英丸、保証人高橋惣右衛門（印）→

　同郡同村氏家栄田殿　青罫紙使用。

預り分（借用金覚、伊藤義左衛門他3名6の借用分）青

竪紙・1通

竪紙・1通

5056－13－2

5056－13－3

一110一



16．金融／2無尽・頼母子／1．（無尽・頼母子）

罫紙使用。

証（山口泰三郎より拙者宛の金160円借用証書の債券は 明治29年4月10日 竪紙・1通 5056－13－4

貴殿のものの旨確認）　東村山郡津山村大字山元差出人氏
家英丸（印）、高橋惣右衛門（印）→全村山口寿三郎殿　　　　　　　　　　　　　　’

（無尽引取人置等一括） 享和2戌12月29日 横心経・一括（2枚） 5790

回申金子盛事（拙者貴殿引取の内金6両預り）山家村金 享和3年6月28日 竪紙・1通 4978・2

預主与六（印）→久兵衛殿

（万助加入無尽に関する覚） 文政4年11月28日 横切継紙・1通 5193

天保六年未刊七月佐七無尽十二番め（出金書上） （天保6）未閏7月11日 横切継紙・1通 4961－8

（山家村頼母子講十四番目出金額書上） 未8月7日 横切継紙・1通 4961－3

（金銭勘定覚、頼母子関係ヵ） 横切紙・1通 4961・4

覚（弘化3年山形宝瞳寺御代官衆無尽引取金差引）山家 安政3年8月 横長半・1冊 4750－5

帰馬十郎（印）→同　勘四郎殿

拾九番会出会寄（山家村無尽出金高） 万延元申年11月21日 横長半・1冊 5638．1

（無尽講金等覚） （明治）37年～39年 小切紙・1通 5655

［書状］（無尽金取立猶予願）　（天童町）門池良…眠→（村山郡 （明治38年）12月17日 横切継紙・1通 5417

津山村大字山元）山口泰三郎　年代は消印から。封筒入。

（報恩講関係諸入用等覚） （明治） 横折紙・1通 5654

覚（利兵衛頼母子講金受取）東根伊兵衛（印）→山家山 2月20日 横切紙・1通 5973－1

口三右衛門様　5973－1・2は重なっていた。虫食。

覚（大町村利兵衛頼母子講御出金取替金受取）東根伊 子2月23日 横切紙・1通 5973－2

兵衛（印）→山口三右衛門様　虫損。

覚（仁田出金立替差引勘定）左五兵衛→弥助方 子7月8日 横切継紙・1通 5272

覚（大町村利蔵頼母子出金受取）伊兵衛（印）（羽州東根［］ 丑正月5日 横切紙・1通 5365

屋）→山口三右衛門様

覚（仁田村儀左衛門勘定覚、留金過不足勘定） 丑10月5日 横切継紙・1通 5177

覚（無尽講金引取願）　（6上山）江戸屋金七→山家村高橋佐五 （寅）とら極月12日 横折紙・1通 5772

兵衛様

後藤氏結城氏勘定（無尽掛金・席料等差引） 未11月 横切継紙・1通 4775－5

道満貫津勘定（無尽金差引） 未11月3日 横切紙・1通 4775－6

．（山口三右衛門手分出金額、座料等書上） 竪切紙・1通 4775－20

（講i十三番会席料等出金額書付） 辰11月28日 横切紙・1通 4775－25

五月廿日会合講銭預り分（善行寺他5ヶ寺銭高書上）矢 未10月15日 横切紙・1通 4775－46

期目　伝蔵座

覚（山の辺無尽金勘定） 竪紙・1通 4775－77

上桂（善行寺の喋る無尽金） 竪継紙・1通 4775－78

新蔵坊月無尽覚 横折紙・1通 4775－79

覚（無尽金勘定）新蔵坊→山口三右衛門様 戌5月 横切紙・1通 4775－80

［書状］（髪結金七発起頼母子会合に付）　自上山つた屋 巳ノ12月3日 横切継紙・1通 5219

清助（印）（上山二日町）→山家村高橋畔五兵衛様

覚（宝瞳寺無尽大楽頼母子金受取）山形宝橦寺内三条五郎 酉2月27日 横切紙・1通 4748－31

兵衛（印）、小白川門面面ヵ山路庄二右衛門→山家山口三右衛門

様、同林兵衛様

乍恐口上（御発起の年賦講金預り人の儀）陣場武左衛 戌正月26日 横切継紙・1通 5107

門→天童御出役平松尊君様（大黒山御山内平松御主介様）封紙

入。

子七月二日四番目出金寄 戌11月10日 横切紙・1通 5175
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16．金融／2．無尽・頼母子／1．（無尽・頼母子）

覚（本寿院他11名へ割合銭） 戌極月23日 横切紙・1通 5138．44・1

無尽引取懸合覚（左五兵衛他3名） 戌極月23日 横切紙・1通 5138－44－2

（亥年正月より11月まで入金書上、法恩講関係） （亥年） 横切紙・1通 5281－47

覚（伊藤儀左衛門・高橋佐五兵衛より三番目金受取） 亥10月29日 横切紙・1通 5264

金七（印）→伊藤儀左衛門

口演（七月の通り無尽興行に付）三沢宗＋郎→本寿院様、 2月18日 横切紙・1通 5138－31

高橋佐五兵衛様、山口三右衛門様

［書状］（慈恩寺無尽出金の件／他）小野理右衛門→山口五 霜月5日 横切継紙・1通 5410

右衛門様

（長目寺様分講寄付金覚） 横切継紙・1通 4734－4

（単願寺様御法化金等寄付金覚） 横切継紙・1通 4734－5

（寺・講中出金覚）

覚（織田様無尽金差引勘定）　後欠。

（十年頼母子講元利金書上）

弥助平門（頼母子講金差引）

「四両弐分…」（頼母子講自覚）

山口吉郎兵衛方（月々無尽出金額書上）

横折紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

4734石

4776－17

5039

5260

5274

5320

2．十二日講

数■（件数）：13

　十二日講は、小路善行寺の檀徒を中心として形成された講である。本来は、浄土真宗の門徒が月に

一度寺に集まって法話を聴聞したり、本山への懇志を上納して仏恩報謝する機会を持つという宗教的

な講であったが、この十二日講は金子融通講として運営されているようである。・しかしながら講の利

益金の一部は寺への寄付に充てられたようで、宗教的な面も残している。

　十二日講の構成員としては、芳賀村久蔵、久野本村利右衛門、蔵増村義三郎、窪ノ目玉長六、天童

小路町善行寺、蟹沢村要助、山家村甚吉、要害村林兵衛、野田村与兵衛、栃沢村仁八、玄庭藤、矢野

目村伝蔵、嶋村茂平治、山家村山口良安、山家村山口三右衛門、野田村常福寺が確認される。

（十二日丁丁金高書上） 天保15辰年 横長半・1冊 5828

十二日函嶺（妾盲官書上）　善行寺・長願寺。 嘉永4年10月 横長半・1冊 5661

三右衛門御座二而取立（百姓割合銭取立）要害村・大堀 安政4巳年10月朔日 横長美・1冊 5569

村百姓・善行寺等名前あり。

三右衛門御座二階取立（百姓割合銭取立）蔵増村・大堀 安政5年午10月朔日 横長美・1冊 5568

村百姓・善行寺田名前あり。

（十二日講取立覚） 子10月18日， 横折紙・1通 5596

十二日講御奏銭取立（善行寺・長願寺関係） 丑10月10日 横折紙・1通 5656

（京都へ院劇界諸雑用手伝金割合・一一銭講之内取覚） （辰） 横長美・1冊 5591－4

亥年端覚（十二日講ヵ、天童近郷の村方百姓より差出） 亥年 横長美・1冊 5591－3

申十月廿日十二日講散物取立 申10月20日 横長半・1冊 5726

去々戌亥二ヶ年分（十二日町出金額） 横切継紙・1通 4775－18

（十二日講論日書上、子七月朔日～10月朔日分） 横切紙・1通 5281－8

（寺院献納頼母子講出金高書上） 横長半・1冊 5620

覚（十二日日銭預人、寺方へ饗銭書上） 横長美・1冊 5827

一112一



16．金融／a質物

3．質物

数量（件数）：2

請取申金子事（孟春質物代金）藤兵衛（印）→山家庄屋彦左 子3月7日 横切継紙・1通 5058－84

衛門殿

請取申金子之事（質物金）藤兵衛（印）→庄や彦左衛門殿 3月朔日 横切紙・1通 5058－82

4．綿繰手形

数量（件数）：0

5．金融その他

数■（件数）：27

　この項目は（その2）にのみ設定した。

　金融関係のことがらではあるが、　（その1）に設定されていた分類におさめがたいものをここに入

れた。

源内勘定（他、源内金納分・かり金等） （延享ヵ）寅12月2日 横長美・1綴 5695

乍恐以口上書奉願上奇事（下書、荻野戸村角兵衛を相 享和2年戌8月 竪紙・1通 5784

手とする貸金滞出入）山家村願人三右衛門、若松寺願人
1

本寿院→鈴木喜左衛門様宮崎御役所

為替金手形之事（野州上坪山村御名主専吉より江戸表 天保12年6月17日 竪紙・1通 14811－4

において為替取組金請取）江戸納名主兵蔵（印）→羽州村

山郡東根附御惣代前田新蔵殿

覚（代官大貫次右衛門・久留三助等への貸金高） （天保） 横切継紙・1通 5539

記（年貢米代金受取）山元山口寿村三郎（印）→同今野弥 明治20年9月13日 横切紙・1通 5668－13

日時

若松一件二付借用賄方（天童三日談林兵衛他よりの金 子4月18日改 横折紙・1通 4937

額等書上）

山の辺金返済訳（元〆様、寿助等へ返金額） 横切紙・1通 4775－16

［書状］（二子沢善蔵薬代・路用金返済に付） （巳12月5日） 横切継紙・1通 4775－42

覚（郡中村役人へ貸金書上）利兵衛→御会所 3月4日 横切継紙・1通 4775－44

つたや（貸金元利書上） 横切継紙・1通 4775－84

つたや勘定（貸金元利書上） 横切継紙・1通 4775－85

覚（伝蔵へ貸金・立替金書上） 横切紙・1通 4775－86

覚（貸金元利勘定） 横切継紙・1通 4775－87

（金借用覚） 横切紙・1通 4898

［書状］（金銭貸借願）本四院（印）→山家村山口勝五郎殿前 申7月7日 横切紙・1通 5059－3

欠。

覚（銭請取・払）青柳伝助（印）→山口留左衛門様 申12月10日 横切紙・1通 5058－100

口上（天童一件借入の先に返金の旨／80両御取替御待 正月28日 横切継紙・1通 5031

ち下されたき旨／他）別紙1通あり。

覚（米差引）源内→若松ノ玉泉坊 2月27日 横切紙・1通 5440－30－2

覚（米差引、反故） 横切紙・1通 5440－30－3

［書状］（金子をこの者に御渡し下されたく）なら沢弥嘉 3月25日 横切紙・1通 5094－1

久（印）→若松式部言様

［書状］（金子10両この者へ御渡し下されたく）式部（印） 3月25日 横切紙・1通 5094－2

→山口三右衛門様
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16．金融／5．金融その他

覚（金1両御渡し願）相川（印） 5月7日 小切紙・1通 5777

［書状］（鍋鉄代御貸し願） 極月3日 竪紙・1通 4974

［書状］（金子の無心）権平→山口三右衛門殿 極月20日 横切紙・1通 5894－30

［書状］（仏光寺より借用の10両利足返済の件）三日町＋ 12月21日 横切紙・1通（3椥 5281－67

兵衛→万助様

［書状］（此方にては左様なる儀一向なき段挨拶下され 24日 横切紙・1通 5281－66

たき旨）＋兵衛→万助様5281の別紙力。

（弐百五拾六匁代金書付札） 小切紙・1通 5281－7
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17．寺社ノ1．寺・由緒

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

17．寺社

1．寺・由緒

数量（件数）：0

2．寺領

山家村の村高970石余のうち、118石余は寺社領であった（「旧高旧領取調帳」）。

1．（宝憧寺領）

数量（件数）：13

　山形地蔵町にあった摩即事難山宝珠院宝田寺は、天童北目の愛宕神社の別当寺であり、寺領も天童

町周辺に最も多くあった。

　宝瞳寺は奈良時代、行基によって創立されたと伝えられている。最初・滝平というところにあった

が、最上氏の祖斯波氏が山形入部後、山形城下町に移し、鎮護国家の祈願寺とした。戦国期には最上

義光の信頼が厚く、義光は天童城を陥落させると、舞鶴山頂の城跡に愛宕神社を創建し、指話寺を別

当とした。

　江戸時代になると目減寺には1370石の寺領が与えられたが、寺領は二十数ヵ村に分散していた。最

も寺領がまとまっているのは北目村の322三余で、続いて、奈良沢村の177石余、矢野目村の136石余で

ある。山家村には8石下の三巴寺領があった。北目村の東部、宝瞳寺領分は愛宕門前村と呼ばれてい

た。

　寺領の代官は平松氏と佐藤氏で、年貢収納の役を担った。各村に散在している寺領の年貢を収納す

るために地頭が置かれていたが、山家村の地頭は山口三右衛門であった（『天童市史編集資料』34）。

［書状］（宝瞳寺領・天童領武七持高御糺しの件）熊谷 12月5日 横切継紙・1通 4815－16

五右衛門→山口三右衛門様

［書状］（当村武七欠落に付持高の件）山家村名主三右衛 9月16日 横切継紙・1通 5358

門→門前村御庄屋圓助様

［書状］（山家村武七欠落の件）山家村名主三右衛門→天童 丑9月16日 横切継紙・1通 5396

小路町御名主源太郎様

［書状］（欠落の武七、御寺領分所持地に付き）山家村名 丑9月16日 横折紙・1通 5397

主三右衛門→門前村御庄屋園助様

［書状］（山家村武七欠落に付合領分持高の件照会）門 丑9月22日 横切継紙・1通 5434－1

前村庄屋三助（印）→山家村御名主三右衛門様　5434全体を一括

していたこより紐同封。封紙入。

［包紙］　天童小路町名主源七郎→山家村名主三右衛門様 包紙・1通 5434－2－1

5434・2－2～4入。

［書状］（山家村武七寺領分耕作地について）名主源七郎 丑9月22日 横折紙・1通 5434－2－2

→御名主三右衛門様

覚（一子年武七納入年貢米高）天童小路町名主源七郎（印） 丑9月22日 横切紙・1通 5434－2－3

→山家村名主三右衛門殿

定八作　山家村七郎兵衛（耕作地二歩・取米書上）小 丑9月 横切紙・1通 5434－2－4

路町蔵方

［触書写］（諸国川々国役普請金国役割に付、他門前割 寅11月 横折紙・1通 5294

元会所差出廻状写）　（門前割元会所）

触書（御朱印御渡に付、門前村役元へ恐悦罷り出るべ 巳正月 横切継紙・1通 5337

き旨、宝瞳寺地方役場より門前村役人中他へ仰せ出
に付）　門前村役元→在中支配方衆中
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17寺社／2．寺領／1．（宝幡寺領）

［差紙］（写、本寿院間吉・林兵衛他高持小前一同、御朱

　印地高所持の儀にて達に付）愛宕門前村役場→山家村

　三右衛門殿

触書（写、寺領代官役・近所役等任免につき）　門前会所
　→五郎兵衛、次郎兵衛、明覚坊、三右衛門、佐之助、惣助
　5051・1～6まで帯紐一括。

1月21日

P月27日

横切継紙・1通

｡切継紙・1通

4988

T051－1

2．（若松寺領）

数量（件数）：5

　鈴立山若松寺は天台宗の古刹で、和銅元年に行基が東国巡行のおり開創したと伝える。戦国期には

最上氏が帰依して堂社の修復を行い、230石の寺領を寄進した。慶安元年には最上氏の寄進した観音堂

・領の朱印状の発給を江戸幕府から受けている。寺領は山家村（109月余）のほか、矢野目村・窪野目

村・山口村・老野森村・貫津村・久野本村・成生村・小関村・高木村・天童村の11ヵ村に散在してい

た。寺領230石は、役僧の如法堂と丁丁院に仏供燈明丁丁役料として23丁丁、ほかの寺坊に御供料とし

て2石宛配分し、残りの182石は別当の来噂院が差配した。

　近世の若松観音は、清僧2ヵ寺と妻帯衆徒llヵ坊とからなっていた。妻帯衆徒は、実乗坊、玉泉坊、

実藏坊、東光坊、芸林坊、龍性坊、常孝坊、善性坊、宝泉坊。実乗坊は享保11年、上野寛永寺より三

寿院の院号を下賜された。

［書状］（諸国御朱印取調に付入会高調書差出すべき旨） （天保3）辰2月10日 横切継紙・1通 5335－3

天童六ヶ町惣代小路町名主弥次右衛門→下〆つ、上〆つ、

若松御役場、山家村、宝橦寺御役場、北目村二村々御役人中様

覚（宮崎役所よりの御用状受取）若松寺役人鈴木庄助（印》 子10月26日 横切紙・1通 5351－16

→山邊（ママ）村御名主三右衛門殿

覚（御触書写請取）若松来眸院（印）→山家村山口三右衛門殿 寅正月9日 横切紙・1通 5059－10－2

乍恐以書付御届奉申上候（若松観音堂領御朱印改につ （天保以後） 横折紙・1通 5367

き、願書下書）　山家村反別に関する写もあり。

若松観音堂内高弐百三拾石訳（天童村・矢野目村・山 横長美・1冊 5444

口村・窪野二村・成生村・貫津村に分散）

3．寺領年貢

　（その1）では寺領年貢の項目に善行寺分と本丁丁丁も入れているが、善行寺の寺領ならびに所持

地は天童村内にある。本寿院の寺領は若松寺領より分けられたごくわずか（2石）のみであるが、それ

とは別に膨大な所持地があった。

1．（若松寺領）

数量（件数）：7

四域成箇（若松分） 宝暦5年内12月 横切紙・1通 5806

覚（御年貢米受取）本寿院（印）→山家村惣助殿 寛政元年4月7日 横切紙・1通 5137－19

覚（当午餐年貢受取）若松寺役人鈴木庄助（印）→山家村三右 寛政10年11月9日 横切紙・1通 5137－2

衛門殿

覚（臨御年貢大豆受取）若松寺役人鈴木庄助（印）→山家村三 享和2年11月26日 横切紙・1通 5282

右衛門殿

覚（買物代、年貢等勘定）来眸院結び付文書あり。 丑5月4日 横長美・1冊 5499

コ口越後国御普請入用金割賦金請取）若松寺内久助（印） 正月26日 横切継紙・］通 5351－18

→山家村三右衛門殿

若（松）高役米（割賦高書上） 横切紙・1通 5805
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17．寺社／3寿領年貢／2．（宝憧寺領）

2．（宝橦寺領）

数量（件数）　14

覚（晋十郎方より御台所へ御用達金受取）山口村吉郎兵 嘉永5年12月24日 横切紙・1通 4723－2

衛（印）→山形毘野謹司様

寛延元下階宝町寺御年貢勘定（裏は小野理右衛門から （寛延元年） 横切継紙・1通 5106

山口三右衛門宛書状、庖瘡に付／他）

享和元年酉宝瞳寺様御分御物成米大豆納辻（小前内訳） 享和元年 横切継紙・1通 5162

文政二卯収納帳写（永代常灯明料、他）5α39－1と2は綴。 文政2卯 横長美・1冊 5639－1

安永八亥右天明八幽幽帳外文政二卯分（米大豆収納高、 横長美・1冊 5639－2

永代常灯明二分）

（宝瞳寺分田畑取米覚）　別紙1通あり。 文政7年9月8日 横切継紙・1通 5300

覚（山形宝橦寺分御物成大豆蔦納金受取）山家村世話人 天保2年12月7日 横切継紙・1通 4923

山口三右衛門（印）→同村佐五郎殿

覚（一日町長兵衛差引書、宝橦寺分納金・先納・定石 丑12月 横切継紙・1通 5290

代等書上）　設楽長兵衛（印）→山口三右衛門様

［書状］（高唱取立上納の旨御願）門前村蔵元→山家村三右 6月14日 横切継紙・1通 5097

衛門殿

当御物成大豆金納通　門前村郷蔵元（印）→山家村間吉殿 嘉永3年12月 横折紙・1通 4748－6

覚（当亥御物成大豆金納皆済受取）門前村郷蔵元（印）→山 嘉永4年12月27日 横切紙・1通 4748－7

家村問吉殿
●

覚（山雨国役銭受取）門前村郷蔵元（印）→山家村三右衛門殿 嘉永6年10月9日 横切継紙・1通 4748－8

覚（国役銭受取）門前蔵元（印）→山家村三右衛門殿 未10月12日 横切継紙・1通 4748－20

（当未大豆石代金額）門前村役元（印）（愛宕門前）→山家村三 （未） 横切紙・1通 4748－4

右衛門

4．寺僧・檀家

数量（件数）：4

　（その1）では、天童善行寺の寺僧・寺格に関する史料をこの項目にも配列しているが、　（その2）・

では17．寺社／7．寺社雑／1．（天童小路町善行寺関係）にまとめた。

（宝瞳寺役僧徳性院・養子心心前書） 文化12年10月 横切紙・1通 5139－25

御届書（写、明治6年山元村如法堂住職長岡宥賢徒弟 明治12年3月24日 竪紙・1通 4585

となり得度した旨、他）　羽前国村山郡山二村平民雑番外

斎藤儀作→東村山郡長筒井明俊殿　青罫紙。

聴流寺住職之儀二付願（二流寺無住となるに付北垣村 明治12年4月25日 竪紙・1冊 4584

正福寺徒弟を住職に仰せ付け下されたき旨）羽前国
東村山郡山元村聴流寺旦中書代　武田万助、同高橋惣作、同寺

法類龍源寺尾形峰雲、本寺一、戸長山口格之助→山形県令三嶋

通庸殿代理　少書記官石巻清隆殿　青罫紙。付紙2通あり。

歎願書（霜融如法堂に於て得度の手続について御尋を 明治12年5月13日 竪紙・1通 4583

受けるに付）東村山郡山元村番外義作、三七、伊六→東
村山郡長筒井明広殿　　青罫紙。

5．堂塔造営・修理

数■（件数）：1

真価以書付男囚候（観音鐘楼堂大破に付、観音堂除地
　内樫木を再建用材と致したき旨）　第三丁丁小一区山元

明治8年28日（ママ）　竪紙・1通 4597
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17．寺社／5．堂塔造営・修理

村来畔院住職柴野優歓→山形県権令関口隆吉殿　青罫紙。貼紙

1通あり・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

6．寄進

　（その2）では、寄進と勧化を分けた。山口家では、善行寺・築地御坊その他浄土真宗寺院、面白

寺などの仏寺に寄進を行っている。勧化では、紀州高野山の寺院勧化が見られるのが特徴的である。

1．（寄進）

数量（件数）：5

　（その1）では築地御坊上納金関係史料が目立つ。

覚（愛宕山へ奉納金受納）　門前村今野権次右衛門（印）→山 天保10年7月 横切紙・1通 4775－48

家村山口三右衛門様

（御本山御鉢米改覚） 丑2月23日 横切継紙・1通 5281．46

（照願寺御使僧への志金等覚）夷隅郡大原町照願寺ヵ。 （卯） 横切紙・1通 5281－42

覚（村方より寄進銭受取）丁丁寺祖ヵ尚（花押）→山口三右 丑極月7日 横切紙・1通 6138

衛門様

御用僧阿弥陀寺様御下り（山家村分献納金割合）　　　i 　　　　　　」
｡長美・1冊

15594

2．（勧化）

数量（件数）：5

（高野山へ納金覚、百姓別出金書上） 慶応元丑年11月 横長半・1冊 5601

口演（当山北宝院代理禅明院と偽称し、御地各面を巡 明治16年12月 二半・1冊 4780

・回する者の件）　高野山上之町東根院印→町村各戸長役場御

衆中　青罫紙。

覚（嵯峨法輪寺勧化金請取）長瀞久兵衛（印）→山家村五 午6月29日 横切継紙・1通 4748－23

右衛門殿

覚（高野松群雀への初尾受取）佐藤卯七（印）→山家村山口 未8月24日 横切継紙・1通 4982

三右衛門殿

［書状］（山家村分高野山札・初尾納に付）高野山松二二 9月26日 横長美・1冊 5591－2

使僧→山口五右衛門様 1

7．寺社雑

　1．（天童小路町善行寺関係）

数量（件数）：15

　山口三右衛門家は天童小路町善行寺の檀家であるだけでなく、檀徒惣代ともなっていたため、寺檀関

係を越えた善行寺寺僧との深い関係を見出すことができる。

　善行寺は浄土真宗本願寺派末で、本尊は阿弥陀如来。明治20年に檀徒が258戸、1290人あった（『天童

市史編集資料』33）。

　善行寺は天童市近郊山寺付近の「善行寺原」に存したという一堂宇が前身で、北畠顕家一門の北畠観

融が、文正元年（1466）に天童城主天童頼基の菩提所として堂宇を再興。第七世明善（1588～1630）の

代に天台宗から浄土真宗に帰属し、寛保4年（1744）に現在地に寺を移転したという。

　寺領、あるいは寺所有地の年貢勘定関係帳簿が山口家声書中に残されていることから、山口三右衛門

は善行寺の台所向にも関与していたことがわかる。

　近世後期には最上地方の表方（真宗本願寺派）の寺院と裏方（真宗大谷派）寺院との間で勢力争いが
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17．寺社／7，寺社雑／1．（天重小路町薔行寺●係）

発生し、善行寺は京都の門跡の助力を仰いで勢力の回復をはかろうとした。その際、三右衛門は善行寺

にたいし全面的な協力を行っていることがわかる。山口三右衛門と善行寺のかかわりは、24．書状の項に

収められた文書からも知ることができる。

宮様江　御目見江之控（献上金等書上）　（二恩代） 文化元年子4月朔日 横切継紙・1通 5791

（万助持小路分田畑取米畝引書付） 文政8年2月 横切継紙・1通 5299

（文政十亥正月～十二月払金書上、小路寺台所） （文政10年） 横切三品1通 5281－61

借用申御年貢金証文国事（写）小じ町借用人源助、組合受 天保3年12月 横切継紙・1通 5281－40

人太蔵→小路町善行出御納所

覚（山家村山口三右衛門登金、落合兵左衛門より請取） 天保11年10月9日 竪紙・1通 4727．2

善行寺（印）→落合村兵左衛門殿

御勝手向渡帳（御門母様融通金拝借等）熊井戸応助、長 嘉永6年2月（17日》 横半半・1冊 4753

村喜右衛門、吉田彦右衛門→西　善行寺様

（御門跡様へ冥加金2分進上に付神妙の旨被仰出書） 子9月13日 横切紙・1通 4777－22

（印）→山口弁之助

寅八月廿二日南部右出立最上天童迄小遣附（願教寺関 （寅8月） 横長半・1冊 4750－6

係）

御手当遠見　米六俵也（御手当米札）　（印）→山家村三右
寅9月 竪切紙・1通 5326．1

衛門　包紙入。

（善行寺・寺侍渡し米俵数書上）
3月5日 横切継紙・1通 5137－39－1

覚（道中買物帳、漆山～仙台～盛岡、奥様御供につき） 3月21日 横長美・1冊 5722

勝次→天童奥様御取次衆中様

覚（道中金拝借）　山家村庄吉（爪印）→御院主様
9月23日 竪切紙・1通 5053－8

［書状］（本坊より頂戴手当札の義、とんと失念の詫） 9月27日 横切紙・1通 5326．2

草匠ヵ6→山口格之助様　　5326－1と同封。

覚（御免御和母御礼金受取）善行寺（印）→佐藤兵助殿
竪切紙・1通 4775．89

（当派20ヶ寺より最上御裏方百ヶ寺の勢い強いため、
横切継紙・1通 4888

仏陀寺様を差向て在家に御請待御免下されたき願
書、下書）

2．（その他）

数量（件数）　15

覚（山寺御駅家分取次用達元金受取）若本納所（印）→山 安政4年3月9日 横切紙・1通 4748－10

家村山口三右衛門殿

山形県真宗大谷派戦死者追弔大法会（「祝凱旋法話」冊 （明治29年） 一括・1冊・1通 4959

子、印刷和歌等一括）　（羽前国山形市七日町本山事務山
形取扱所（印）（真宗大谷派追弔会事務扱所印）→〈津山村）帯封

共。

［書状］（彼岸中聴流寺にて説法執行に付御留掛け御参 （正月） 竪紙・1通 6024－2

詣下されたく）　（高橋兵助）→（島崎与市平様）包紙のよう

に6024－3以下を巻いてあり。

［包紙］　山家村山ロ庄三郎→江戸福井町二丁目越前屋平兵衛様 2月 包紙・1通’ 5423－1

御止宿山口三右衛門様　5423－2～7を包む。

［包紙］山家村山口庄三郎→京西六二御前通り近江屋太郎兵衛 2月11日 包紙・1通 5423－2－1

様5423－2－1～5を包む。

［書状］（未開封）羽州最上山家山口庄三郎→京新町通り錦小 2月11日 横切紙か1通 5423－2．2

路上ル吉原晋吉様

［書状］（西岸寺様御頼金子差し登せたき旨、他）羽州 卯2月11日 横切継紙・1通 5423－2－3
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17．寺社／7．寺社雑12．（その他）

村山郡山家村山口庄三郎→京西六條御前通　近江屋太郎兵衛様

［書状］（私病気の件／吉原普吉方へ証文入の件／他） 2月11日 横切継紙・1通 5423－2－4

山口庄三郎→京西六條近江屋おうめ様、近江屋為三郎様

［書状］（西岸寺様済金等勘定差引に付）羽州村山郡山家 2月11日 横切継紙・1通 5423－2－5

村6山口庄三郎→京六條通り西当院御前通り上ル　御苗為三郎

様

覚（上京の寺院・僧侶へ為登金書上） 横切紙・1通 4734－9

［書状］（会津浄光寺拙寺へお越しの件）後欠。 横切紙・1通 5281－33

［書状下書］（唱導寺御宿下されたき旨） 横切紙・1通 5281－36

（秋田湯沢町・平鹿郡横手町等寺院名書付、湯沢町影 横切継紙・1通 5335－1

現寺20ヶ寺他）　別紙1通あり。

（神祇名書上） 横切継紙・1通 5335－2

［書状］（長崎圓同寺和尚遷化に付／他）　　　　　　1
折紙・1通 5399

8．神社

数量（件数）：5

　　（その1）には、神社初穂・勧化等に関する史料、山家村の神社調がまとめてある。

つしま御初穂集直覚 文政4年6月 横切継紙・1通 4944－7

証（神殿再建費として寄附金領収）東置賜郡上小松村皇大 明治15年7月4日 小切紙・1通 4730－1

神宮祠掌蔵田国直（印）→東村山郡山元村山口格之助殿

証（神殿再建費として寄附金領収）東置賜郡上小松村皇大 明治15年7月4日 小切紙・1通 4730－2

神宮祠掌蔵田国直（印）→東村山郡山元村山口三右衛門殿

証（神官給料請取）　当村社詞掌渡辺綱雄（印）→山元村戸長 明治17年6月9日 竪紙・1通 4625－1

役場御中　青罫紙。

覚（初穂金収納）三日市太夫次目名代宇野兵治（印）→山家村 子12月29日 横切紙・1通 4721

御名主三右衛門様　木版。

9．境内絵図

数量（件数）　0
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