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宝暦十二午年添免定(取米合計116石1斗1升8合)　尾
友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通/(№52
は布紐一括)

52-5

覚(平嶋新田定免､取米合計119石2斗3升4合書上)　尾
友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦12年午11月 竪継紙･1通/(№53
はビニール紐一
括)

53-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計138石6斗
4升9合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣
百姓

宝暦13年未11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-11

覚(平嶋新田定免取米合計6石8升書上)尾友次郎(印)→
右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

宝暦13年未11月 竪継紙･1通/(№53
はビニール紐一
括)

53-2

申年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計106
石3斗3升5合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

明和1年申11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-12

明和元申年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計106石3斗3升5合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

明和1年申11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-6

酉年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計54石
6斗1升4合)　尾友次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭
･惣百姓

明和2年酉11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-13

覚(平嶋新田他定免5ヶ年間4石1斗4升7につき)　尾友
次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

明和2年酉11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-8

酉年添免定(取米合計54石6斗1升4合)　尾友次郎
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･惣百姓

明和2年酉11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-9

覚(汐痛等につき平嶋新田定免ならびに御救米願の旨
許可)　田仙右衛門→右村(平嶋新田)庄屋

(明和3年)戌8月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-10

明和三戌年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計86石6斗3升)　金(金森)市之進(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

(明和3年)戌11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-11

戌年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計86石
6斗3升)　金(金森)市之進(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

明和3年戌11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-14

亥年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計15石
8斗7升4合)　矢藤助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

明和4年亥11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-15

子年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計83石
2斗6升2合)　矢藤助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

明和5年子11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-16

子年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計83
石2斗6升2合)　矢藤助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭
･惣百姓

明和5年子11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-13

丑年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計94石
3斗9升9合)　大橋新之右(新之右衛門)(印)→右村(平嶋
新田)庄屋･与頭･惣百姓

明和6年丑11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-17

丑年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計94
石3斗9升9合)　大(大橋)新之右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

明和6年丑11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-14

寅年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計54石
5升)　大橋新之右(新之右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･組頭･惣百姓

明和7年寅11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-18

寅年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計54
石5升)　大(大橋)新之右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･組頭･惣百姓

明和7年寅11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-15

覚(平嶋新田定免3ヶ年119石2斗3升4合に決定につき)
　磯(磯村)藤七郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

(明和8)年卯10月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-16
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卯年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計76石
6斗7升8合)　大(大橋)新之右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

明和8年卯11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-19

覚(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､平嶋小具足新田定免
3石3斗8合に決定につき)　磯(磯村)藤七郎(印)→右
村(平嶋小具足新田)庄屋･与頭･惣百姓

(明和9)年辰11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-17

明和九辰年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計89石6斗6升5合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

(明和9年)辰11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-18

辰年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計89石
6斗6升5合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

明和9年辰11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-20

安永二巳年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計51石7斗5升3合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

(安永2年)巳10月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-19

巳年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計51石
7斗5升3合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

安永2年巳11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-21

安永三午年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計113石9斗1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

(安永3年)午11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-20

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計113石9斗
1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･
惣百姓

安永3年午11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-22

安永四未年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計67石6斗5升6合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

(安永4年)11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-21

未年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計67石
6斗5升6合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

安永4年未11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-23

安永五申年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計113石9斗1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

(安永5年)申11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-22

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計113石9斗
1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･
惣百姓

安永5年申11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-24

酉年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計113
石9斗1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
与頭･惣百姓

安永6年酉11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-25

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計113石9斗
1升2合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

安永7年戌11月 竪継紙･1通/(№44
は糊継､紙縒一括)

44-26

安永八亥年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計61石4斗7升)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)
庄屋･与頭･惣百姓

(安永8年)11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-23

亥年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計61石
4斗7升)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･
惣百姓

安永8年亥11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-24

安永九子年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計122石3斗9升5合)田仙右衛門(印)→右新田(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

(安永9年)子11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-25

子年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計122
石3斗9升5合)　田仙右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
与頭･惣百姓

安永9年子11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-1

天明元丑年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計122石4斗3升5合)　久岡右衛門(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

(天明1年)丑11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-26
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丑年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計122
石4斗3升5合)　久岡右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天明1年丑11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-2

天明二寅年添免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米
合計122石4斗3升5合)　小(小笠原)九郎右衛門(印)→
右村(平嶋新田)庄屋･与頭･惣百姓

(天明2年)寅11月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-27

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計122石4斗
3升5合)　小(小笠原)九郎右衛門(印)→右村(平嶋新田)
庄屋･与頭･惣百姓

天明2年寅11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計122石4斗
3升5合)　飯(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

天明3年卯11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-4

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石4斗
1升2合)　飯(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

天明5年巳11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計87石9斗2
升6合)　飯(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
与頭･惣百姓

天明6年午11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-6

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計130石9斗
4升4合)　飯(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

天明7年未11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-7

覚(平嶋寅新田前野方見取米8斗8升3合免定)　飯(飯
沼)定右衛門(印)→右新田(平嶋新田)庄屋･百姓

天明7年未11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-8

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計131石8升
8合)　飯(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天明8年申11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-9

覚(平嶋寅新田前野方見取定納米8斗8升3合免定)　飯
(飯沼)定右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与頭･百姓

天明8年申11月 竪継紙･1通/(№45
は糊継､紙縒一括)

45-10

子年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計117
石4斗4升5合)　長(長坂)荻助(印)→右村(平嶋新田)庄
屋･組頭･惣百姓

文化1年子11月 美･1冊<4丁>/(№
46は紙縒一括)

46-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計121石1斗
6升5合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

文化5年辰11月 美･1冊<5丁>/(№
46は紙縒一括)

46-2

午年免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124
石1斗5升4合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･与頭･惣百姓

文化7年午11月 竪継紙･1通/(№46
は紙縒一括)

46-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石1斗
7升3合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

文化8年未11月 竪継紙･1通/(№46
は紙縒一括)

46-4

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
9合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

文化9年申10月 美･1冊<4丁>/(№
46は紙縒一括)

46-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
9合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

文化10年酉11月 美･1冊<5丁>/(№
46は紙縒一括)

46-6

覚(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､平嶋新田見取場3石8
斗6升4合免定)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新
田)庄屋･組頭･惣百姓

文化10年酉11月 美･1冊<7丁>/(№
46は紙縒一括)

46-7

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
9合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

文化11年戌11月 美･1冊<5丁>/(№
46は紙縒一括)

46-8

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計108石8斗
9升)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

文化12年亥11月 竪継紙･1通/(№46
は紙縒一括)

46-9
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免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石3斗
1升7合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

文化13年子11月 半･1冊<5丁>/(№
46は紙縒一括)

46-10

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
1升1合)　岡勝右(勝右衛門)(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

文化14年丑11月 半･1冊<5丁>/(№
46は紙縒一括)

46-11

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
3升6合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政1年寅11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
3升7合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政2年卯11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-2

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計116石5斗
6升6合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政3年辰11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
3升7合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政4年巳11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-4

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
与頭･惣百姓

文政5年午11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　石(石川)小兵衛(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政6年未11月 美･1冊<4丁>/(№
47は紙縒一括)

47-6

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　馬(馬場)九八郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政7年申11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-7

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　馬(馬場)九八郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政8年酉11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-8

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　馬(馬場)九八郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

文政9年戌11月 竪継紙･1通/(№47
は紙縒一括)

47-9

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　三(三沢)喜右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

文政10年亥11月 美･1冊<4丁>/(№
47は紙縒一括)

47-10

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　三(三沢)喜右衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･与頭･惣百姓

文政11年子11月 竪継紙･1通/(№47
は紙縒一括)

47-11

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　織(織田)大助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･与
頭･惣百姓

文政12年丑11月 美･1冊<5丁>/(№
47は紙縒一括)

47-12

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　織(織田)大助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

文政13年寅11月 竪継紙･1通/(№47
は紙縒一括)

47-13

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　織(織田)大助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保2年卯11月 美･1冊<4丁>/(№
48は紙縒一括)

48-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石4斗
8升9合)　織(織田)大助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保3年辰閏11月 竪継紙･1通/(№48
は紙縒一括)

48-2

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
1升9合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天保4年巳11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
1升9合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天保5年午11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-4
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免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
2升3合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天保6年未11月 竪継紙･1通/(№48
は紙縒一括)

48-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計106石3斗
3升2合)　矢(矢野)藤九郎(印)→右新田(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

天保7年申11月 美･1冊<6丁>/(№
48は紙縒一括)

48-6

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
2升3合)　水(水野)篤助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保8年酉11月 竪継紙･1通/(№48
は紙縒一括)

48-7

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
2升3合)　水(水野)篤助(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保9年戌11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-8

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計125石3斗
2升3合)　小(小山)清次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天保10年亥11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-9

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計117石4斗
8升4合)　三(三村)平六(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保11年子11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-10

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計124石8斗
2升8合)　三(三村)平六(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組
頭･惣百姓

天保12年丑11月 竪継紙･1通/(№48
は紙縒一括)

48-11

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123石1斗
1升3合)　児(児玉)貞一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

天保15年辰11月 美･1冊<5丁>/(№
48は紙縒一括)

48-12

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123石2斗
3升)　児(児玉)定一郎(印)･吉(吉田)助次郎(印)→右村
(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

弘化4年未11月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123石3升
7合)　吉(吉田)助次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

嘉永1年申11月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-2

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123石5斗
2升4合)　吉(吉田)助次郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

嘉永2年酉11月 美･1冊<5丁>/(№
49は紙縒一括)

49-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計106石7斗
6升7合)　吉(吉田)助次郎(印)→右新田(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

嘉永3年戌12月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-4

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､与蔵山午新田､取
米合計9石7斗8合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(与蔵
山新田)庄屋･組頭･惣百姓

嘉永4年亥11月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計123石5斗
6升3合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

嘉永5年子11月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-6

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計129石7斗
2升2合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

嘉永7年寅11月 竪継紙･1通/(№49
は紙縒一括)

49-7

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計112石8斗
6升9合)　山(山田)貫一郎(印)→右新田(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

安政2年卯11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-1

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計129石7斗
2升2合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･
組頭･惣百姓

安政3年辰11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-2

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計128石8斗
6升)　山(山田)貫一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

安政4年巳11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-3

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計128石3升
1合)　山(山田)貫一郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･
惣百姓

安政5年午11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-4
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免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計129石3斗
3升5合)　須(須賀井)重五郎(印)→右村(平嶋新田)庄屋
･組頭･惣百姓

安政6年未11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-5

免定(平嶋新田･平嶋新田内諸新田､取米合計81石7合)
　一(一色)庄左衛門(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百

姓

万延1年申11月 竪継紙･1通/(№50
は紙縒一括)

50-6

免定(取米合計129石8斗3升5合)　一(一色)庄左衛門
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

文久1年酉11月 竪継紙･1通/(№51
は紙縒一括)

51-1

免定(取米合計129石7斗1升9合)　一(一色)庄左衛門
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

文久2年戌11月 美･1冊<4丁>/(№
51は紙縒一括)

51-2

免定(取米合計129石7斗7升7合)　金(金森)五郎兵衛
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

文久3年亥11月 竪継紙･1通/(№51
は紙縒一括)

51-3

免定(取米合計129石5斗2升5合)　金(金森)五郎兵衛
(印)→右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

元治1年子11月 美･1冊<5丁>/(№
51は紙縒一括)

51-4

免定(取米合計125石5斗6升5合)　岡(岡崎)新吾(印)→
右村(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

慶応1年丑11月 美･1冊<5丁>/(№
51は紙縒一括)

51-5

免定(取米合計109石6升3合)　岡(岡崎)新吾(印)→右村
(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

慶応2年寅11月 竪継紙･1通/(№51
は紙縒一括)

51-6

免定(取米合計127石5升7合)　上(上田)喜兵衛(印)→右
新田(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

慶応3年卯11月 竪継紙･1通/(№51
は紙縒一括)

51-7

免定(取米合計21石2斗8升4合)　天(天野)勘太夫(印)→
右新田(平嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

明治1年辰11月 竪継紙･1通/(№51
は紙縒一括)

51-8

免定(取米合計130石4斗9升2合)　山滝郷(印)→右村(平
嶋新田)庄屋･組頭･惣百姓

明治2年巳11月 美･1冊<12丁>/(№
51は紙縒一括)

51-9

(平嶋新田定免書上)　田仙右衛門→右村(平嶋新田)庄屋 年未9月 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-12

(水損等につき年数引を三か年延期の旨)　田仙右衛門
→右新田(平嶋新田)庄屋

年申6月 竪紙･1通/(№54は
紙縒一括)

54-7

巳年分免定之事 竪継紙･1通/(№54
は紙縒一括)/(後
欠)

54-5

(平嶋新田年貢差引勘定書) 小切紙･1通/(№54
は紙縒一括)

54-28

(平嶋新田･与蔵山新田米書上) 断簡･1通 55

(平嶋小具足米書上) 断簡･1通 56

(免状断簡)　→平嶋新田庄屋･百姓中 断簡･1通 57

4.中井庄左衛門他某家中切支丹宗門改
一札(妻子のキリシタン宗門改詮議つき)　高橋九兵衛

(印)→三田伝左衛門殿
元禄3ノ年午ノ3月 竪紙･1通 32

一札(松仙院様･奥様奉公人のキリシタン宗門改詮議
つき)　中井庄左衛門(印)外1名→奥住角右衛門殿外2名

元禄3年午3月 竪紙･1通 31

5.柳原役所宛拝借証文
拝借仕金子證文之事(金150両拝借)　下之一色村頭百姓

惣代安左衛門(印)外5名→柳原御役所
慶応2年寅11月 竪紙･1通/(№33は

綴一括)
33-4

拝借仕金子證文之事(風水損にて田畑違作につき金68
両拝借)　南下原村庄屋荻原仁左衛門(印)外3名→柳原
御役所

慶応2年寅11月 竪紙･1通/(№33は
綴一括)

33-6

海西郡村々免状その他史料　3.尾張国海西郡平嶋新田免状
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拝借仕金子證文之事(金40両拝借)　春日井郡下志段味
村内庄屋作左衛門(印)外3名→柳原御役所

慶応2年寅11月 竪紙･1通/(№33は
綴一括)

33-7

乍恐御請書旁証文奉指上候御事(風水損にて田畑違作
につき金68両拝借)　東方村高持惣代多七(印)外6名→
柳原御役所

慶応2年寅11月 竪紙･1通/(№33は
綴一括)

33-8

拝借申金子之事(風水損にて田畑違作につき金19両拝
借)　愛知郡石仏村藤成新田頭百姓惣代林右衛門(印)外5
名→柳原御役所

慶応2年寅11月 竪継紙･1通/(№33
は綴一括)

33-9

拝借仕金子證文之事(風水損にて田畑違作につき金50
両無利足拝借)　海東郡甚目寺村内高持百姓惣代宮崎藤
蔵(印)外4名→柳原御役所

慶応2年寅12月 竪紙･1通/(№33は
綴一括)

33-3

拝借仕金子證文之事(稀なる凶作につき金100両拝借)
　今村庄屋坂田幾四郎(印)外2名→柳原御役所

慶応2年寅12月 竪紙･1通/(№33は
綴一括)

33-5

乍恐奉申上候御事(風水損にて田畑違作につき金54両
拝借)　右村(沖村)庄屋丹羽幾右衛門(印)外6名→柳原御
役所

11月 竪継紙･1通/(№33
は綴一括)

33-2

6.尾張国他村々出生届
御断申上候覚(下条村2名出生届)　下条村庄や甚助(印) 元禄4年未正月 竪紙･1通/(№34は

綴一括､紙縒一括)
34-5

御注進申上ル御事(西郷村2名出生届)　濃州賀茂郡西
郷村庄や平八郎(印)→野々村新右衛門様

元禄4年未12月15日 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-4

出生之覚(小針村8名出生届)　小針村庄や三右衛門→
野々村新右衛門様

元禄4年未之12月21日 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-3

御断申上□覚(南野村8名出生届)　南野村庄屋八左衛門
(印)外1名→野々村新右衛門様

元禄5年申ノ2月5日 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-1

御断申上ル覚(朝倉村3名出生届)　知多郡朝倉村庄や儀
兵衛(印)→野々村新右衛門様

元禄5年申之12月24日 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-2

(多屋村4名出生届)　多屋村庄屋覚兵衛(印)外1名→野々
村新右衛門様

元禄5年申ノ12月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-6

御断申上ル覚(松下村2名出生届)　松下村庄屋孫三郎
(印)

元禄13年辰ノ9月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-8

御断申上ル出生人之覚(嶋村2名出生届)　中嶋郡嶋村
庄屋惣右衛門(印)→小串数右衛門様･田中友右衛門様

元禄13年辰之9月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-9

御断申上ル覚(文津村4名出生届)　文津村庄や六兵衛
(印)→小串数右衛門様･田中友右衛門様

元禄13年辰12月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-7

御断申上覚(松下村2名出生届)　松下村庄屋孫三郎
(印)→田中友右衛門様･小串数右衛門様

元禄13年辰ノ12月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-12

覚(中有上村1名出生届)　中有村庄や勘十郎(印)→小串
数右衛門様･田中友右衛門様

元禄13年辰ノ12月29日 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-10

御断申上ル出生人之覚(上小口村3名出生届)　上小口
村庄や長右衛門(印)外1名→小串数右衛門様

元禄14年巳正月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-13

出生人之覚(春日井郡味鏡村3名出生届)　味鏡村庄屋
甚助(印)外1名→小串数右衛門様･田中友右衛門様

元禄14年巳2月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-11

御断申上候覚(南野村8名出生届)　南野村庄や喜三郎
(印)外1名→橋爪八右衛門殿･山羽平兵衛殿

正徳4年午ノ11月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-14

(春日井郡下津尾村5名出生届)　春日井郡下津尾村庄屋
甚六(印)→橋爪八右衛門殿･山羽平兵衛殿

正徳5年未ノ2月 竪紙･1通/(№34は
綴一括､紙縒一括)

34-15

海西郡村々免状その他史料　5.柳原役所宛拝借証文
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尾張国海西郡葛木村渡辺家文書目録解題

文書群記号　　23P

文 書 群 名　　尾
おわりのくに

張国海
かい

西
さい

郡
ぐん

葛
かつらぎ

木村
むら

渡
わたなべ

辺家
け

文
もん

書
じょ

年　　　代　　宝暦 6年（1756）～明治 14 年（1881）（幕末から明治期のものが大方を占める）

数　　　量　　82 点（枝番号も含めた本目録上での文書件数）

入手の経過

　1948 年度に徳川林政史研究所より購入。

渡辺家の歴史

　渡辺家は、尾張国海西郡葛木村（現在、愛知県海東郡立田村葛木を経て愛知県愛西市葛木町）に居

を構え、近世に尾張国海西郡葛木村庄屋、明治期には葛木村の戸長などを勤めた。また、「横井伊折

介様御家来渡辺関三郎殿・渡辺宗六」とする記載が安政 6年（1859）5 月等に見られ、明治 22 年（1889）

4 月「管内職員録」には天保 8年（1837）6 月 23 日生まれの渡辺宗六郎を「士族」と肩書する（名古

屋市博物館所蔵渡辺家文書）。おそらく幕末期に横井伊折介様（尾張家家中か）と関係を結ぶなかで

獲得した地位ではなかろうか。ただし、当館所蔵文書に関連文書は存在しない。

　同家が庄屋役などを務めた葛木村は木曽川沿いの村であり、「尾張徇行記」では概高 1370 石余、田

方 38 町 2 反 4 畝歩、畑方 31 町 5 反 5 畝歩、戸数・人数は「寛文村々覚書」に 115 戸、734 人とある。

　渡辺家の主な経営は地主経営であり、葛木村をはじめ周辺諸村に相当の土地を有した。支配人など

も置いていた。

　家系などの詳細は不明であるが、個々の文書から判断する所では、宗四郎―勝治郎―関三郎―宗六

郎と当主が交代したようである。

　なお、現在、同家文書は、当館の他に名古屋市博物館が所蔵する。渡辺家にも現存するようである。

文書群の構造と内容

　渡辺家文書は、同家の先祖代々の諸活動を通じて蓄積されたものであり、当館が所蔵する文書群は、

1. 葛木村庄屋、2.葛木村公職、3.家、4.混入文書に編成される。それぞれの構造と内容は次の通りで

ある。

　1.葛木村庄屋は文書件数 53 件、村の土地、村況、年貢、諸掛、治水、用水、村入用、救恤などの

庄屋機能に関するものからなり、対象年次は天保 9年（1838）～明治 4年（1871）である。幕末のも

のが大半である。なお、同村は安政 6年（1859）6 月、東西 2つの組に分村しており、これに伴い庄

屋機能に大きな変化が見られる（『新編立田村史』通史編 118 頁参照）。渡辺家文書には安政 6年以前

の村全体に関わる庄屋文書が存在するが、安政 6年以降、その多くは西組の庄屋文書となる。名古屋

市博物館所蔵渡辺家文書「安政 6年 5 月　組分ケ約定書」には、「已来於内輪村方二ツニ引分西組毎

月朔日より廿日迄東組廿一日より晦日迄月々諸事当番ニ引受、時々庄屋組頭立合其当番当り候宿ニ而

正路ニ引分ケ、夫より組々ニ而割付可仕筈」とあり、東西両組は庄屋役を月半ばで交代する仕組みで

あった。諸掛は二分したうえで各組が小割り徴収した。当館が所蔵する文書には諸掛に関するものが
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多いので、その手続きを同上の約定書によって確認するならば、「一、御免相并諸役銀其外上納物等

　但シ是迄高ニ割来り候物ハ惣高ニ引訳之筈」「一、家別ニ割来り候物は惣家数ニ引訳之筈」「一、人

別ニ割来り候物ハ惣人数ニ引訳之筈」「一、輪中ニ割当候分は惣高ニ引請之筈」「一、御検見入用之義

ハ其当番持」「一、砂入年限明手限継候ハヽ輪中江不抱ニ付入用は西東惣高割之筈　但シ御案内之儀

は双方より立合可致候筈」「一、御堤水番普請并井桁守方間数を以高割之筈」「一、御役人様御休泊を

初御用状并諸奉加等ハ都而其組々当番持之筈」「一、宮田并地蔵堂附来候物高ニ順し候筈」「一、宗門

帳認メ方ハ人数増減其組々ニ而取調書代として金百疋謝礼之筈」などとあり、組の役割の一端が明ら

かとなる。記録の作成などもこうした約定書に沿って作成されたことになる。渡辺家文書の「西組」

の諸掛に関する文書も同様である。

　2.葛木村公職は、関係文書が少なく不確かであるが、同家では明治期に学区取締正副区長（明治 7

年）、用係（明治 9・10 年）、葛木村戸長（明治 14 年）、葛木村外六ヶ村戸長（明治 19 年）などを勤

めており、これらの公職に関連する文書である。なお、葛木村は明治 5年大区小区制のもとでは大 6

区 16 小区に属した。この段階における役職は不明である。明治 9年大小区制が廃止となり区制が敷

かれるが、この時期は用係職を勤めた。会所は神守村に置かれた。明治 11 年 7 月郡区町村制が導入

されると、葛木村は町野村・塩田村・二老村・後江村・戸倉村・松山中島村とともに第 37 組に属した。

役場は葛木村に置かれた。不明点も多く役職を基準とした編成は不可能と考えられたため、関係の文

書は、貢租・村費・教育の柱のもとに編成した。点数は 6点、年次は明治 7年から 11 年である。

　3.家に関する文書は 3.1. 地主経営、3.2. 講金に分かれる。3.1. 地主経営は、文化 6年（1809）から明

治 12 年（1879）の 19 点であるが、その大半は江戸時代のものである。小作地は葛木村のほかに塩田

村・叮野村・二老村・後江村・戸倉村・大井村・下大牧村・北条村・戸倉村などに存在しており、か

なりの規模であったと思われる。そのため、各村々には支配人が置かれ、小作地管理がなされた。管

理者である支配人を全て確認することはできないが、下大牧村の場合は武平次郎が支配人を勤める。

現存する文書は、検見帳・掟米取立帳・細見帳などや肥料貸与などに関するものである。3.2. 講金は、

弘化 4年（1847）～安政 5年（1858）の無尽講に関する記録である。文書には「講元柳助」とあり、

講元からの報告、または何らかの理由で講元の記録を渡辺家で管理する状況があったと考えられるが、

記録は 1点のみであり、詳細は不明である。

　4.混入文書は、渡辺家とはまったく関係がないと判断されたため、これを混入文書として示した。

これらは渡辺家文書が、同家を離れ、伝来するなかで混入したことが考えられる。

渡辺家文書の整理方針

　渡辺家文書は、昭和 23 年（1948）度に徳川林政史研究所より受け入れ、文書群記号 23P を与え、

これまで仮整理のまま閲覧に供してきたものである。今回、目録刊行にあたってはこの仮整理の文書

配列順にしたがい、これまでの仮番号を生かしながら、文書群個々に整理番号を与えた。

　また、渡辺家文書には一件書類が紙縒・包紙などで一括りにされる場合が見られた。これらは整理

番号に枝番号、孫番号を用いて目録上に示し、同時に形態欄に封筒入・紐括り・袋入などと状態を明

記した。ただし、これらの中には、文書相互の関係が必ずしも明瞭でないものもあった。したがって、

目録の作成では、組織構造との関わりで然るべき位置に移動させることをおこなった。枝番号を与え

られた文書が、まとまりを離れ、目録上に散在する状況は、こうした理由による。関連して、各文書

ごとに一括状況（たとえば「№ 28－112 は 13 冊紐一括」など）を記した。
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史料状態　　綴じ紐が切れた文書が散見する。

検索手段　　本目録（国文学研究資料館調査収集事業部『史料目録』第 92 集）。

複製の存在　　とくにない。

関連史料

　葛木村渡辺家文書は、当館の他に名古屋市歴史博物館が古書店よりこれを購入して所蔵する。また、

愛知県愛西市葛木町の渡辺家にも伝存するようであるが、今回は調査できなかった。

出 版 物

　渡辺家文書を用いた出版物はないと考えられるが、渡辺家文書を理解する上で参考となる図書には

次のものなどがある。

　・『新編立田村史　通史』（立田村史編纂委員会、1996 年）

　・「寛文村々覚書」（『名古屋叢書続編』第 2巻、1965 年）

　・「尾張徇行記」（『名古屋叢書続編』第 8巻、1969 年）

記 述 日　　2010 年 12 月 10 日（担当大友一雄）
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

1.葛木村庄屋
1.1.土地
葭畔壱番手(田畑の面積･石高書上) 横長半･1冊<17丁

墨>
40

麦高引帳扣(麦砂高合計13石8斗2升7合)　北 半･1冊<15丁墨> 46

麦高帳(出作分21人) 半･1冊<4丁> 50

生高起返高帳(出作分163石余) 半･1冊<5丁> 51

生麦起返麦高帳(未申酉戌子寅改出作分) 半･1冊<5丁> 52

本高帳(出作分171石余) 半･1冊<8丁> 53

不納高帳(出作分54石余) 半･1冊<6丁> 54

(壱人別畑地･砂地取調帳) 横長半･1冊<3丁>/
(4冊一綴の内)

73-1

1.2.村況
海西郡葛木村田畑面帳(下書写､喜兵衛控分)　右村(葛

木村)庄屋茂右衛門･同断紋左衛門･与頭吉次郎
安政7年申10月 横長半･1冊<4丁> 44

1.3.年貢
郷米積り帳　(葛木村) 天保9年戌12月 横長半･1冊<12丁> 61

申年免定(葛木村､取米合計2石4斗8升8合)　岡喜太郎
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

万延1年申11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 6

酉年免定(葛木村､取米合計28石4斗6升7合)　白逸蔵
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

文久1年酉11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 8

亥年免定(葛木村､取米合計52石1斗9升2合)　白逸蔵
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

文久3年亥11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 7

御城米川出シ俵数覚 文久3年亥11月 横長半･1冊<5丁> 19

子年免定(葛木村､取米合計68石5斗9升7合)　住新八
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

元治1年子11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 4

寅年免定(葛木村､取米合計14石3升8合)　下弥七郎
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

慶応2年寅11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 3

辰年免定(葛木村､水損につき取米合計4斗1合)　森七
右衛門(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百
姓

明治1年辰11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 2

午年免定(葛木村､取米合計79石3斗5合)　森七右衛門
(印)→右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

明治3年午11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 1

免定(葛木村､取米合計128石7斗3升1合)　住少属(印)→
右村(尾張国海西郡葛木村)庄屋･組頭･惣百姓

明治4年辛未11月 竪継紙･1通/(№1～
8は紙縒一括)

 5

御城米川出シ覚帳(初納) 壬申12月5日 横長半･1冊<5丁> 18

御城米川出シ覚帳　(喜兵衛扣)→(庄屋衆中様) 申12月 横長半･1冊<7丁> 17

1.4.諸掛
綿布御役銀割賦帳(写)　庄屋所 天保9年戌10月 横長半･1冊<7丁> 41

葛木村渡辺家文書　1.葛木村庄屋/1.土地
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御年具米代金并諸懸物取集帳　葛木村西組 万延1年庚申12月 横長半･1冊<5丁> 47

宗門改メ雑用共割符帳 万延1年申ノ12月 横長半･1冊<4丁> 74

金銀銭出入請払帳(船手･郷割･出作等)　(葛木村)西組 万延1年庚申12月 横長半･1冊<10丁> 75

申年献金残取立帳　(葛木村)西組 文久2年戌6月 横長半･1冊<14丁> 64

子十二月献金残之分春上納割賦帳 元治2年丑3月8日 横長半･1冊<17丁> 37

御用諸色繰込入用割(田尻村･和田村･大成村･北条村･
葛木村5か村)

元治2年丑7月 横長半･1冊<4丁綴> 43

三役未納并六月伝馬割賦帳 元治2年丑７月 横長半･1冊<7丁> 48

居米代･端米七合物代割賦帳(出作分)　(葛木村)西組 申9月調割 横長半･1冊<6丁> 63

覚(菓子･紙手代等諸入用金勘定帳)　長七→葛木西組庄
屋御苗喜兵衛様

酉7月14日 横長半･1冊<5丁>/
(4冊一綴の内)

73-4

申年夫銀･戌年三役未納･申盆前･午年杁弁金 米麦代･
出作(負担者ごと勘定)(葛木村西組)

横長半･1冊<4丁> 49

申年御役竹割賦帳　葛木村西組 横長半･1冊<5丁> 66

申年綿布役集帳(葛木村西組) 横長半･1冊<6丁> 71

1.5.治水
船頭平村杁所御普請人足帳　葛木村西組 安政7年申5月 横半半･1冊<5丁墨> 62

(御普請人足銭帳) 横長半･1冊<6丁>/
(4冊一綴の内)

73-2

1.6.用水
井桁囲諸色人足覚(葛木西組) 安政7年申5月8日 横半半･1冊<11丁>/

(№23～26は一綴)
24

井桁守人足帳(葛木西組) 安政7年申5月23日 横半半折･1冊<8丁>
/(№23～26は一綴)

26

水番順廻帳　(葛木村)西組 安政7年申5月 横長半<5丁>･1冊 11

井桁人足覚(葛木西組) 安政7年申5月 横半半折･1冊<7丁
墨>/(№23～26は
一綴)

23

井桁水分人足帳(葛木西組) 安政7年申5月 横半半折･1冊<8丁>
/(№23～26は一
綴)

25

又右衛門新田鼻毛人足覚 安政7年申6月 横半半･1冊<14丁>/
(2冊一綴の内)

22

午年杁伏替弁金割符帳(葛木村) 安政7年申11月 横長半･1冊<9丁> 65

井桁囲諸色人足覚帳　西組台所 万延1年申12月 横長半･1冊<10丁> 29

1.7.村入用
宗門帳御改メ造用并人足覚　葛木村西組台所所 安政7年申4月 横長半･1冊<5丁> 12

御川並方雑用覚帳　海西郡葛木村西組 安政7年申10月 横長半･1冊<2丁墨>
/(2冊一綴の内)

39-1

覚(御川並方雑用覚帳)　善右衛門→御当所様入用西組村
方行

横切紙･1冊<2丁墨>
/(2冊一綴の内)

39-2

郷宿払書抜覚帳 万延1年申12月 横長半･1冊<3丁> 57

丑年郷宿人別持取寄帳(人足代取立) 元治1年12月 横長半･1冊<4丁>/
(2冊一綴の内)

27-1

葛木村渡辺家文書　1.葛木村庄屋/4.諸掛
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覚(酒代等郷宿の入用の日記)　郷宿長七→葛木村庄屋渡
辺喜兵衛様

(元治2年)子12月 横長半･1冊<4丁>/
(2冊一綴の内)

27-2

廿八日御斉覚帳(真宗の講関係カ) 申年 横長半･1冊<墨付4
丁>

42

(卯7月分等古下用調書) 横長半･1冊<10丁> 28

1.8.救恤
御拝借米割符帳写(葛木村) 文久2年戌11月改 横長半･1冊<13丁> 60

2.葛木村公職
2.1.貢租
亥貢租両組引訳帳(西組･東組年貢引訳) 明治9年子1月6日 横長半･1冊<4丁> 58

2.2.村費
地券人足覚帳 明治8年亥8月12日 横長半･1冊<4丁> 15

米割三分米帳(葛木村分) 明治8年亥12月 横長半･1冊<4丁> 14

明治十三年度村掟米割記(葛木･戸倉村状使給･圦守給
の割当書上)　戸長役場

(明治)第14年巳1月 横長半･1冊<11丁> 13

2.3.教育
(愛知県令小学新教則施行の旨伝達)　学区取締正副区

長→正副戸長･幹事議補御中
明治7年戌8月 半･1冊<4丁>/(黒

色罫紙)
55

学校入費割賦(明治10年9月より11年1月迄) 明治11年寅1月 横長半･1冊<15丁> 36

3.家

3.1.地主
3.1.1.土地

所々高扣帳(塩田村･下大牧村･北条村･戸倉村など)　
渡辺宗四郎持事

文政1年寅6月改 横半半･1冊<23丁
墨>/(虫損甚大)

56

田畑細間帳(渡辺家分) 文政12年丑5月 横半半･1冊<22丁> 31

居村砂入田畑地直下帳(三番､葛木村分)　海西郡葛木村
渡辺勝次郎扣

天保13年寅3月 横半半･1冊<33丁> 34

畑方五番細間帳(葛木村分)　喜(喜兵衛)扣 天保14年卯3月21日 横半半･1冊<23丁> 21

生地細間帳(弐番)　喜(喜兵衛)扣 天保14年卯 横半半･1冊<46丁> 33

細間帳(渡辺家分)　渡辺信智(花押) 明治3年庚午12月 横半半･1冊<51丁> 32

3.1.2.地価
田地価書抜記(葛木村･戸倉村分) 明治12年卯1月 横長半･1冊<10丁> 20

葛木村渡辺家文書　1.葛木村庄屋/7.村入用
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3.1.3.検見
下大牧村分･塩田村分 田畑小作検見帳　葛木村渡辺勝

次郎扣
文化8年未12月 横長半･1冊<26丁>

/(虫損甚大)
35

居村田畑小作検見元帳(葛木村分､渡辺関三郎控分) 元治2年乙丑12月 横長半･1冊<61丁> 10

亥年田方検見帳(葛木村分カ) 横半半･1冊<20丁>/
(虫損甚大)

72

3.1.4.掟米
居村田畑掟検見帳(葛木村分､渡辺宗四郎控分) 文政6年未12月 横長半･1冊<60丁

墨>/(虫損甚大)
 9

3.1.5.取立勘定
塩田村分 田畑検見小作積帳(渡辺勝次郎分田畑5反3

畝歩余)　鷲尾善吉様
文化6年巳12月 横長半･1冊<15丁> 70

居村田畑小作方年貢取立帳(葛木村･塩田村･叮野村･
二老村･後江村･戸倉村･大井村等)　渡辺勝治郎扣

文化11年甲戌12月 横長半･1冊<38丁>
/(虫損)

59

居村畑方取立帳(葛木村･戸村･二老村分)　渡辺勝次郎 
扣

文化12年亥12月 横長半･1冊<30丁>
/(虫損甚大)

38

下大牧村田畑掟検見取立帳(渡辺家控地分､田畑4町7
反4畝4歩)　渡辺勝治扣分

文政10年亥11月 横長半･1冊<19丁>
/(虫損甚大)

69

下大牧田畑検見取立帳(渡辺家控地分惣取立米42石
余)　渡辺勝司扣､支配人武平治

天保3年辰極月吉日 横長半･1冊<16丁
開披可能>/(虫損
甚大)

67

下大牧村検見取立帳(渡辺家控地分田畑惣取立米42石
余)　渡辺勝司扣､武平次郎支配

天保6年未12月 横長半･1冊<26丁> 68

(美濃国海西郡日原村･外浜村田畑検見取立帳) 横長半･1冊<16丁>
/(4冊一綴の内)/
(表紙破損)

73-3

3.1.6.肥料
ほしか売買帳･萬覚帳　葛木村渡辺勝治､二老村甚蔵 文政12年丑11月19日 横長半･1冊<4丁墨> 16

3.2.講金
連中口合勘定幉(弘化4～安政5年講会記録)　講元柳助 安政5年戊午極月3日 横長半･1冊<8丁> 45

4.混入文書
なかし切申田地手形之事(下田1反4畝22歩質流れ)　当

村地主太左衛門(印)､請人太郎右衛門(印)
享保12年未12月 竪切紙･1通 76

質物ニ相渡申家屋敷之事(15両2分借入)　中野中町渡主
金兵衛(印)､名主善右衛門(印)外組頭4名→西町彦九郎殿

宝暦6年子12月 竪継紙･1通 78

質地証文之事(20両借入､2石4斗余質入)　中野村置主林
左衛門(印墨消)外1名/名主惣七(印)→西条村代作殿

寛政10年午12月 竪継紙･1通 77

葛木村渡辺家文書　3.家/1.地主/3.検見
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