
深沢村／戸口／人別送り・縁組

竪紙　1通 2425

竪紙　1通 2426

竪紙　1通 2427

竪紙　1通 2428

包紙・竪紙　i包 2429
（1通）

包紙・竪紙　1包 2430
（1通）

竪紙　1通 2431

竪紙　王通 2432

己年） 2064－1～7は1紙縫 2064－0

括（7通）

竪紙　1通 2064－1

2064－2・3は1包紙 2064－2

（2通）　竪紙／1
通

竪紙　1通 2064－3

竪継紙　1通 2064－4

竪継紙　1通 2064－5

横切継紙　1通 2064－6

日 横切継紙　1通 2064－7

弘化5年正月

弘化5年正月

弘化5年正月

弘化5年正月

弘化5年正月

弘化4年正月

弘化4年正月

（弘化4年～嘉永ラ

弘化4年未4月

弘化4未年10月

弘化4未年3月

嘉永元年申11月

弘化4未年4月

嘉永元年申8月

（嘉永元隼）8月2

　肝煎何之誰・組頭誰・横目誰→深沢村五郎八組割元格高
　頭三郎右衛門

宗旨請切証文之事（又蔵女房寺に付）　深沢村東浄土
　真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所

所請証文之事（又蔵女房に付）　親沢村割元格高頭又右
　衛門・組頭多之助・横目市之助（印）→深沢村五郎八組
　割元格高頭三郎右衛門殿

宗旨請切証文之事（猪八に付）　深沢村東浄土真宗願誓
　寺（印）→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事（猪八に付、下書）　深沢村東浄土
　真宗願誓寺→宗門御奉行所

宗旨請切証文之事　　［包書：宗旨請切証文1通、五郎八組
　五郎治女房］　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御
　奉行所

宗旨請切証文之事　　〔包書：宗旨切証文、五郎八組権兵
　衛後妻］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御
　奉行所

所請証文之事（繁八女房に付）　上之山領東方村庄屋広
　川善兵衛・組頭伊兵衛・同九郎左衛門（印）→深沢村五
　郎八組割元格高頭三郎右衛門殿

宗旨請切証文之事（繁八女房に付）　上之山領東方村
　東浄土真宗長福寺（印）→長岡宗門御奉行所

○

（人別送状　一括）［2064－1～7は1紙縫括］

人別送り之事（市郎左衛門子沢次右衛門他王名芝柴井
　町へ引越に付、写）［包紙：人別送リ証文　一通］　越
　後国三嶋郡深沢村横目次郎右衛門（印）組頭市郎右衛門
　（印）組頭兵助（印）名主高頭三郎右衛門（印）→芝柴井
　町志村八郎右衛門殿

差入申一札之事（江戸にて酒商仕度きため人別送り願、
　写）［包紙：一札　勝蔵事沢次右衛門・三右衛門／2064－
　2・3は一包紙／2064－5と同文／他に人別送り願の「一札」
　有］　三右衛門・市郎左衛門・沢次右衛門→御本家様御
　役人中様　　［奥書：九郎右衛門印・次左衛門印／添書：
　沢次右衛門・市郎左衛門印・三右衛門→高頭三郎右衛門
　様・高橋九郎右衛門・小柴次左衛門様］

指入申一札之事（江戸にて酒商い仕度きため人別送り
　願）　願人沢次右衛門・市郎左衛門・願人三右衛門→御
　親類衆中様

御詑書之事（米金指引出入内済に付）［包紙：上　市郎
　左衛門・勝蔵］　市郎左衛門（印）勝蔵（印）親類九郎
　右衛門（印）親類次右衛門（印）→三郎右衛門殿

差入申一札之事（江戸にて酒商仕度きため人別送り願、
　控）［2064－2と同文］　沢次右衛門・三右衛門→御本家
　様・御役人中様　［奥書：九郎右衛門（印）次左衛門
　（印）／添書：沢次右衛門・市郎左衛門（印）・三右衛門
　→高頭三郎右衛門様・高橋九郎右衛門・小柴次左衛門様］

覚（勝蔵を帰国させ在国入用金借用に付）　下条村次
　左衛門→高頭三郎右衛門様

（江戸より勝蔵帰国に付）　高橋九郎右衛門→高頭三郎
　右衛門様
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深沢村／戸口／他国出稼・出奔

1紙繕括］ （文久4年～明治4年） 2565－1～4は三紙繕 2565－0

括（4通）

文久4子九之助響所証文］ 文久4年正月5日 竪継紙　1通 2565－1

組頭伝七・横目元右衛門
璽高頭条右衛門殿

裏書二明治4未年杢右衛門 竪紙　1通 2565－2
哀明鏡寺（印）→深沢村五

紡騒轟幣翻言繍 明治4年正月 竪紙　1通 2565－3

深沢村五郎八組庄屋高頭

明治4未年又左衛門後家寺 明治4年正月 竪継紙　1通 2565－4
馨浄寺（印）→（西組）深
殿

○

一括）［25654～4は（宗旨証文

所請証文之事　　［朱字端裏書：

　来迎寺村肝煎佐藤儀左衛門所
　（印）→深沢村五郎八組割元准座

宗旨請切証文之事（後欠）［端
　鐸寺証文］　飯塚村西浄土真分
　郎八組庄屋三郎兵衛殿

所請証文之事　　［端裏書1明治4
　西組来迎寺村西庄屋佐藤喜重郎
　佐藤元右衛門（印）→（西組）
　三郎兵衛殿

宗旨請切証文之事　　［端裏書コ
　切証文］　来迎寺村浄土真宗安
　沢村五郎八組庄屋高頭三郎兵衛憂

元文2年 竪継紙　！通 2958

r 元文2年 竪紙　1通 2275

元文4年未7月 竪紙　1通 2053－7

元文5年申2月

　　　　ρ

竪紙　1通 2050－4

元文5年ll月 竪継紙　1通 2272

元文5年 竪継紙　1通 2287

1延享2年8月 竪継紙　1通 2274

1醇4年卯1・月12日
竪継紙　1通 2053－8
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延享4年10月12日

崩和2年
1

竪紙　1通

竪紙　1通

2095

2717

他国出稼・出奔

乍恐口上書ヲ以奉願候御事（弟伝七五ヶ年所根元に付
　願）　願主＋兵衛

乍恐口よ書を以奉願候御事（又三郎弟八五郎5ケ年所
　根限証文、下書）［2271～2295は紙縫括］　深沢村本田
　与願主又三郎→御代官所　　［奥書：庄屋三郎兵衛・与頭
　十兵衛・同甚右衛門・横臼吉右衛門］

乍嚢肢難繍灘翻究，欝蟹灘繍礁鎌
　枝7・8紙繕括］　願主孫平次→御代官所　　［奥書：庄屡
　三郎兵衛・組頭徳右衛門コ

乍恐口上書を以奉願上候御事（江戸表二而奉公致度、
　5ケ年所根限願）［2050．1～13は1紙緩括］　深沢村本i，日

　組願主権左衛門→御代官所　　［奥書：庄屋三郎兵衛・組
　頭十兵衛甚右衛門・横目吉右衛門］

乍恐書付を以奉願候御事（養子福松所根限証文に付）
　［2271～2295は1紙縫括］　願主六右衛門（印）→御代官
　所　　［奥書＝庄屋三郎兵衛・組頭重兵衛・同甚右衛門・
　横目吉右衛門（印）］

乍恐口上書を以奉願候御事（後家停三平所根限証文に
　付λ［2271～2295は1紙繕括コ　深沢村本田組甚兵衛名子
　願王金兵衛後家→御代官所　　［奥書：庄屋三郎兵衛・与
　頭重兵衛・同甚右衛門・横目吉右衛門］

乍恐口上書を以奉願候御事（権左衛門弟直右衛門所根
　限証文に付、控）［2271～2295は1紙維括］　深沢村五
　郎八組願主権左衛門（印）→御代官所　　［奥書：庄屋三
　郎兵衛・与頭十兵衛・同甚右衛門・横目吉右衛門（印）］

乍恐口上書を以奉願候御事（弟定助江戸表へ他所奉公
　仕度5ケ年所根限願）［2053－1～8は1紙縫括／鼠損ひど
　く不開、枝7・8紙繕括］　願主利左衛門ゆ御代官所

乍轡口上書付を以奉願候事（江戸表他所奉勾～五郎儀
　帰村不仕心低二付所根限願）　深沢村庄屋三郎兵衛・
　横目吉右衛門・親類八兵衛他2人（印）→御代官所

乍恐口よ、書を以奉願上候御事（5ケ年所根限の息子熊
　助江戸御屋敷宛人に抱えられる二付所根限御赦免
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深沢村／戸口／他国出稼・出奔

願）［鼠損］　（深沢村九左衛門組百姓）願主次郎八→御
代官所　　［奥書：庄屋五左衛門・組頭次左衛門・横目加
右衛門他1人］

五ヶ年所根限願帳　五郎八九左衛門組［安永七年～寛政
　元年分］

乍恐口上書を以奉願上候（五郎八組仁兵衛名子文右衛
　門・女房二人二付所根限願）［端裏書：酉＋月廿四日
　蔵上ルひかへ　同廿六日に被仰付候此願上ル候控文右衛
　門女房二人願／26854～3紙帯括コ　願主文右衛門弟与七
　（印）親類孫七（印）親類親沢村五左衛門（印）→御代官
　所［奥書：割元格三郎兵衛（印）組頭次左衛門（印）
　兵助（印）外1名／支配割元仁兵衛］

・乍恐口上書を遂御訴奉申上候伍郎八組仁兵衛名子
　文右衛門・女房二人出奔二付行方尋出日延願）［端
　裏書：十月十九日二　ひかへ　与頭口右衛門6御蔵二上
　ル　　（朱書）十九日口差上度書物／2685－1～3は紙帯括］
　深沢村五郎八組割元格三郎兵衛・与頭次左衛門・与頭兵
　助外4名→御代官所

・差上ヶ申一札之事（五郎八組仁兵衛名子文右衛門・
女房二人出奔二付所根限願）［端裏書：寛政元年酉十
月十六日文右衛門所根限願一札取ル］　五人組惣代松兵
衛（印）五郎八組文右衛門弟願主与七（印）文右衛門弟
文六（印）外3名→高頭三郎兵衛殿御役人中

・（文右衛門所根限願二付支配割元奥書無し二付仁兵
衛殿と御相談之件書状）［アに巻込］　両人→三郎兵衛
様

乍恐口上書を以奉願上候（某俸弟病身二而作方相勤り
　不申候二付他所奉公五ヶ年所根限為仕度願書）［封
　書：上　九左衛門所根限願書　深沢村五郎八組　五郎八
　組五ヶ年所根限願書　九郎泰次郎八入願二〆　巳正月廿
　四日御蔵上ル控へ　次左衛門出る／九左衛門39才］　西
　組何村百姓→御代官所　　［奥書：割元誰印］

・乍恐口上書を以奉願上候（九左衛門五ヶ年所根限願
書）［封書：上　九左衛門所根限願書　深沢村五郎八組
五郎八組五ヶ年所根限願書　九郎泰次郎八入願二〆　巳
正月廿四β御蔵上ル控へ　次左衛門出る／九左衛門39才］
西組深沢村五郎八組百姓親類九郎兵衛・（西組深沢村五
郎八組百姓親類）次郎八・割元格三郎兵衛・組頭次郎左
衛門・（組頭）兵助・横目七兵衛→御代官所　割元

差入申一札之事（弟伴六の所根限願二付）　願主六郎
　兵衛（印）親類証人辰兵衛（印）同断兵助（印）→五郎
　八組御役人衆中

乍恐以口上書奉願上候（さつ義小児連行衛相知れず二
　付所根限願書　下書）　深沢村五郎八組百姓六郎兵衛
　［添書：割元格三郎右衛門外→御代官所］

（六郎兵衛娘さん出奔一件諸書付　五郎八組）［袋書：
　六郎兵衛娘さん出奔一件諸書付入袋／袋裏書：17日所根
　限願書此右衛門六左衛門持参二而下条へ参ル／継剥離多
　く一括］

乍恐以口上書奉願上候（下書）［包書：上、五郎八組藤＝

　左衛門娘そも儀所根限願候二付一札取置候］　願主親藤
　左衛門・親類久八・同市助　御代官所　　［奥書二村役人］

指入申一札之事［包書：上、五郎八組藤左衛門娘そも儀
所根限願候二付一札取置候］　藤左衛門・親類久八・同
市助・仁左衛門（印）→五郎八組御役人中様

差上申証文之事（松右衛門俸七兵衛所根限願）［2050．1

安永7年

寛政元年10月24日

寛政元年10月18日

寛政元年10月

（寛政元）酉10月15日

（文政4年正月）年号月
日

文政4年正月

天保ll年2月6日

弘化2巳年2月

弘化2巳年2月

（弘化2年6月17日）

弘化2年6月17日

4月28日

横長美　1冊 969

日 竪継紙　1通 2685－1

日 竪紙　1通 2685－2

竪継紙　1通 2685－3一ア

15日 横切継紙　1通 2685訓

年号月 2519－1～2は紙緩 2519－1

括（2通）　封
紙・折紙／1折封
（2通）

竪継紙　1折封（2 2519－2
通）

竪紙　1通 3047

横切継紙　1通 3360

袋・竪継紙・横切 3452
継紙　1袋（ll通）

） 2715－1・2は1包 2715－1

（2通）　竪紙／1
通

竪紙　1通 2715－2

横切継紙　1通 205Q－10
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門→深沢村三郎兵衛殿

奉候（欠落仕、 所根限願） 何年何月 横切継紙 1通 2050－11
役人庄屋→御代官所

深沢村／戸・驚豪帽越

　～13は1紙緩括］　孫右衛

乍恐口上書を以奉願上
　［2050－1～13は1紙緩括］

改寺改宗

バ 宝暦3年酉2月7日 横切継紙　1通 3136

宝暦3年酉2月 竪継紙　1通 3137

（宝暦3年酉）2月12日 横切継紙　！通 3138

安永7年戌正月24日 竪継紙　1通 2003

安永7年正月 横長美　1冊 970

天明2寅年4月23日／24 糊封・横切継紙 3424
日 1封（2通）

天明2年 横長美　1冊 3206

天明娠年閏正月16日 横切継紙　！通 3116

…
…酉2月 竪継紙　i通 3477－4

i
14月13日 横切継紙　1通 3135

包紙・横切継紙 3134
1包（1通）

乍恐以書付奉願候御事（五郎八組兵右衛門俸甚四郎女
　房拙寺旦那二被仰付被下候）［紙帯括：3134－3141］
　西組深沢村願誓寺→宗門御奉行所

乍恐口些書を以申上候御事（五郎八組兵右衛門停甚四
　郎女房旦那寺二付迷惑至極の件）［紙帯括：313些3141］
　庄屋三郎兵衛・組頭徳左衛門→御代宮所

今度願誓寺6』願書指上候二付右返答被仰付申上候御事

癬購雛轟舞醗誹綴騰罐難騨鵜零嵜
　宛答書／紙帯括：3134－3141］　雨宮行兵衛・真木三左衛
　門→西御蔵

乍恐口上書を以奉願上候御事（次男三助女房旦那寺二
　付朝日寺・託善寺二而申争、御評議を以旦那寺被仰
　付御役帳へ猛出し候様願　下書）⊂虫損〕　願主次左
　衛門　　［奥書・庄屋五左衛門・組頭甚左衛門・横目吉右
　衛門］

組頭次左衛門旦論覚書帳　高頭三郎兵衛［次左衛門願、
　三助女房旦那寺二付］

（朝日寺／Σ纏仰渡候御裁許状　五郎△組次左衛門家内
　三助女房旦論之儀裁許申渡状／女房壱人託善寺旦下
　二申付状）［封書：寅4月24日三間安右衛門・萩原要人、
　加野籐左衛門様・小西林右衛門様］　三間安右衛門・萩
　原要人

（朝日蚊朝日寺能申渡覚、本大嶋村佗普寺へ申渡覚、
　次左衛門家内二助女房旦那寺の件二付）［天明2年4月
　朝日寺旦下へ萩原要人・三問安右衛／紙帯一括：3188～
　3215門よりの申付書、天明3卯年9月三助へ譲り田地高目
　釜景／糸氏帯一乎舌：3188～3215］
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（

（有兵衛旦那寺二付願質寺・正林寺切証文出さず迷惑
　二付願）［虫損］　願王有兵衛／三郎兵衛・徳左衛門→
　御代官所

口上書之覚（羽右衛門妹縁付之書付問違二付御返願）
　［紙帯括：3134－3141］　深沢村五郎八組役人（印）→本妙
　寺様御取次衆中様

上州草津6羽右衛門一条文通　　［病中風にて半身動かし
　難二付訴出／湿害ひどく不開／紙帯括：3134－3141］

→人別送り・縁組もみよ引越新家

指上申証文之事（次男松右衛門別宅二罷成度願）
　［2050－1～13紙経括］　五郎八組清左衛門（印）→庄屋三

寛延元年辰9月14日 竪紙　圭通 2050－1

郎兵衛殿・与頭中

借屋証文之事（親沢村普代六助借屋請証文）　親沢村
　庄屋代兵次・与頭茂左衛門・同七郎右衛門・横目喜兵衛
　（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

宝暦7年10月17日 竪紙　1通 2092
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深沢村／村政／村議定

指上ケ申一札之事　　［端裏書二戌とし仁左衛門引越一
　札／2173～2204は紙縫括］　五人与願主仁左衛門・仁左
　衛門母・親類孫兵衛（印）→高頭五左衛門様・御役人中
　様

入置申一札之事（弥右衛門弟三平此度茂兵衛組名子家
　持に指出す二付）［端裏書：天明5巳年7月弥右衛門家持
　茂兵衛三平書付／2097～2142－16は紙繕括］　茂兵衛与百
　姓弥右衛門・同家持判無三平・親類加判人幸左衛門（印）
　→三郎兵衛殿御役人中

（別家願）

・一札之事　　［端裏書：養玄別家願］　五郎八組家主文左二
衛門・一・家玄瑞・仙之助（印）→五郎八組三郎兵衛殿御
役人中

・一札之事　　［端裏書：文化ll戌9月6日間右衛門子助八内
分二而問右衛門屋敷之内別家造ル究メ書付間右衛門より
請取］　九左衛門組百姓願主間右衛門・一家次左衛門

　（印）→高頭三郎兵衛殿御役人中

・乍恐口上書を以奉願上候　　［端裏書：寛政4年子年2月
26日上ル控、作夫喰願、4月20日作喰不罷成候よし被仰付
候］　深沢村割元格三郎兵衛・庄屋七蔵・庄屋代太右衛
門他6人→御代官所

・深沢村宿之儀御尋二付書付を以申上候（宿場引・加
勢人馬・問屋前役引など古来仕来御尋二付、控）
［端裏書：酉4月29日二御蔵へ上ルひかヘコ　深沢村茂兵
衛組役人庄屋七蔵・同村五郎八九左衛門組役人割元格三
郎兵衛→御代官所

・一札之事（俸初右衛門分家願心得違不調法之段御赦臼
免願〉［包書：上、文化元年子12月23日又左衛門初右衛門
家内一巻一札取ル］　五郎八組親又左衛門・俸初右衛
門・一家吉郎兵衛他3人（印）ゆ五郎八組御役人衆中

御尋二付乍恐御達奉申上候1［包書：新家作願書之下書、
　五郎八組役人／虫損大］　三郎右衛門・兵助・次左衛
　門・次郎右衛門→御代官所’

安永7年正月 竪継紙　1通 2195

天明5年7月26日 竪紙　i通 2098

（寛政元年～文化ll年） 1括（5通） 2561－0

文化9年2月11日 2561－1一ア・イは王括 256争1一ア

竪紙／1通

文化ll年9月6日 竪紙　1通 2561－1イ

寛政4年2月 竪継紙　1通 2561－2

寛政元年4月29日 竪紙　1通 256争3

文化元年12月23日 竪継紙　1包（1通） 2561－4

天歯年3月 竪継紙　1包（1通） 2767

村政

村議定

○連判状

差入申一札之事（博変並宿禁止二付連判状）
　組又兵衛・六右衛門・六郎兵衛他9人（連印）→御役人衆
　中様

指入申一札之事（博変並宿禁止二付）

指入申一札之事（博変並宿禁止二付）

差入申一札之事（博変並宿禁止二付連判状）［端裏書
　次郎八組／2086－1～4は紙繕括］　五郎八組名子万助
　助・久左衛門・親次郎八他6人（連印）→御役人中様

差入申一札之事（博変並宿禁止二付連判状）［端裏書
　孝左衛門組コ　五郎八組名子三五兵衛・
　右衛門・親幸左衛門他9人（連印）→御役人中様

差入申一札之事（博突並宿禁止二付連判状）［端裏書
　甚右衛門組］　五郎八組名子今右衛門・

犬）　五郎八 文政12年2月日 竪継紙　1通

）→御役人衆

（文政12年2月日） 竪継紙　王通

（文政12年2月日） 竪継紙　1通

ミ）［端裏書： 文政12年2月日 枝1～4は紙糸
名子万助・又 （4通）　竪継

隻人中様 1通

t）［端裏書： 文政12年2月日 竪継紙　1通

郎左衛門・杢
中様

犬）［端裏書： 文政12年2月日 竪継紙　1通

兵衛・助七・

竪継紙／

2080

208摩

2082

2086－1

2086－2

2086－3
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一φ御役人中様

蔭禁止二付連判状）［端裏書： 文政12年2月日 竪継紙　1通 2086－4
子金蔵・才兵衛・杉右衛門・親
斐人中様

盾禁止二付連判状）［端裏書： 文政12年2月 竪継紙　1通 2088
親又左衛門・子市郎右衛門・同

→御役人衆中様

深沢村／村政／村役人

　親甚右衛門他2人（連印）

差入申一札之事（博変並宿
　与兵衛組］　五郎八組名子
　与兵衛他4人（連印）→御役

差入申一札之事（博突並宿
　又左衛門紺］　五郎八組親
　治助・同十兵衛2人（連印）

寛政6寅年3月 竪継紙　1通 3470弓

寛政9巳年3月 竪継紙　1通 3470－2

文化12年ll月 竪継紙　1通 2550

（文政9戌年4月3日） 横切継紙　1通 3128

安政6未年8月（抹消） 竪継紙　1通 3473－2

鞭、ずし3封 3456－1

横切紙　1通 3473－4

明和6年10月 竪紙　1通 2716

明和6年3月 2281－1～6は紙繕 2281－1

括（6通）　包
紙・竪紙／1包（1
通）

明和5年10月 竪紙　1通 2281－2

（明和5年）子10月 竪紙　1通 2281－3

村役人　　　　　　　　　→高頭家一家政一役向もみょ

○村役人願書　　　　　一村一家榔鉦七兵衛家跡願もみょ

乍恐口上書を以奉願上候（三郎兵衛弟沢太郎別家願）
　［端裏書二寅4月10日三郎兵衛御蔵へ出ル／枝1．4紙縫括、

　舅損甚大コ　深沢村割元格願主三郎兵衛→御代官所
　［奥書1組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門／割元村之介コ

乍恐口上書を以奉願上候（三郎兵衛病身二付体松之丞
　後見として沢太郎諸御用向取扱相勤候様願書）［端
　裏書：沢太郎分家一巻　3月26日二仁兵衛殿上ル同28日御
　蔵へ御上ケ被下候ひかへ／枝1－4紙縫括、鼠損甚大］　深
　沢村五郎八組九左衛門組割元格願主三郎兵衛→御代官所
　［奥書1組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門／割元仁兵衛］

乍恐口上書を以奉願上候（老年二付横目役退役願書）
　［2545～255！は1包コ　深沢村五郎八組願主吉右衛門（印）
　→御代官所　　［奥書：割元格三郎兵衛・組頭兵助・同次
　左衛門（印）］

覚≦川西組深沢村馬横目吉右衛門出精相勤二付褒美申
　渡井跡役停嘉右衛門仰付の御礼）［三郎兵衛同道のお
　礼二付控力3

乍恐以書付奉願上候（兵助天保15辰年より組頭役勤め、
　近年病身にて退役願書）［枝1－8紙縫括／鼠損甚大］
　西組深沢村五郎八組組頭兵助／割元格三郎左衛門・組頭
　市郎右衛門・横目次郎右衛門→御代官所

（組頭入札　五郎八組横目次郎右衛門・割元格三郎右
　衛門・兵助の3人分入札、）［投票結果は市郎右衛門2、
　治左衛門1票／3456紙縫・一括の中にあり／3札紙繕括、札
　は三郎右衛門分のみ有］

（沢左衛門組頭役被仰付度願　下書）［枝1名紙縫括］

〇九左衛門組村役人

乍恐口上書を以奉願上候御事（九左衛門組与頭印判紛
　失二付新判相改願）［破損大］　（深沢村九左衛門組与
　頭）願王元助／庄屋代久太郎（印）仲御代官所

乍恐口上書を以奉願候御事！組頭役元助持病にて役儀
　不調法御赦免願書）［包書。上、深沢村九左衛門組元助
　俸元七2271～2295は紙繕括］　元七（印）ゆ御代官所
　［奥書：庄屋五左衛門・組頭次左衛門・横目加右衛門他1
　人（印）］

・乍恐口上書を以奉願候御事（山横目彦兵衛病死二付
　俸彦次右衛門跡役願書）［一部欠損］　横目加右衛門・
　庄屋五左衛門・組頭甚右衛門他1人擁御代官所

・乍恐口上董を以奉願候御事（山横目彦兵衛病死二付
　停彦次右衛門跡役願書）［地欠損］　横目加右衛門・庄
　屋五左衛門・組頭甚右衛門他1人→御代官所
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深沢村／村政／村役人

・乍恐口上書を以奉願候御事（与頭甚右衛門退役願書〉 明和8年2月 竪紙　1通 2281－4

庄屋五左衛門・組頭次左衛門・横目加右衛門→御代官所

・乍恐口上書を以奉願候御事（組頭元助病死二付跡役 明和7年6月 竪紙　1通 2281－5

願書）　深沢村九左衛門組庄屋代久太郎→御代官所

・口上之覚（組頭元助病死二付跡役入札結果並に跡役 卯（明和8年）何月何 竪紙　1通 2281－6

願書雛形）　深沢村九左衛門組久太郎・長百姓藤兵衛・ 1ヨ

佐右衛門→御代官所

九左衛門組庄屋代仁市郎江被仰付候一巻留　高頭三郎 文政12年12月 横長美　1冊 978
左衛門・藤右衛門［綴紙繕結文書一通：九左衛門組庄屋
代二付市郎左衛門二被仰付度願］

○市郎左衛門一件　　深沢村一戸ロー人別送り・縁組（一括・弘イ 4年）をみよ

乍揮口上書を以奉願上候（御本家様へ市郎左衛門多借
　之訳井後始末二付願書）［包書：市郎左衛門新潟6遣し

天保12年2月10日 包紙・竪継紙　1
包（1通）

2812

候書置一通コ　湊出帆6市郎左衛門（爪印）ゆ高頭三郎
右衛門様・高橋右八郎様・小芝次平治様外3名

乍恐口上書を以奉願上候（市郎左衛門多借等不将至極 天保12年2月 包紙・竪継紙　1 2555
二付庄屋代役取揚願書）［包書：達書割元より相返し、 包（1通）

九左衛門組／鼠損大］　九左衛門組庄屋三郎右衛門・組
頭藤右衛門（印〉→御代官所

（喜兵衛途本地市郎左衛門売　高訳勘定帳）［末尾勘定 天保12年4月 横長美　仮1冊 1865
抹消、地部水損］　五郎八組田地売主市郎左衛門・親類
請人久太郎→田中園左衛門殿

差鑑摯藩藤藍灘器蝿撫畿講舗 天保12年4月 竪紙・横切紙　1

通・一枚
2898

田中園左衛門（印）→高頭三郎右衛門殿

一札之事（市郎左衛門より買請候五郎八組田地訳合有
　之二付、三ヶ年分之年貢諸役不時懸り迄私方二而相

天保12年4月 竪紙　1通 3101

勤候旨）　高題三郎右衛門→田中園左衛門

市郎左衛門本途田地右八郎江質入高合井売残田地此末 天保12年丑5月 横長美　1冊 3501
に留　五郎八組役人

乍恐口上書を以奉願上候（九左衛門組庄屋代御指延願） 天保13年2月 折封・竪紙　！通 2506
［封書：上　三月五日上ル控　九左衛門組庄屋三郎右衛
門］　九左衛門組庄屋三郎右衛門→御代官所

乍恐以口上書奉願上候（九左衛門組庄屋代役差出之儀 天保13年3月 竪継紙　1通 2596
暫御差延願、下書）［虫損大］　深沢村九左衛門組庄屋
三郎右衛門（印）→御代官所

売渡申田地之事　　［封書：天保＋二丑年五月　田地証文 天保15年5月 枝1・2は1包　竪 2900－1

深沢市郎左衛門田地三郎右衛門殿預り　弐通／端裏書： 継紙／1通
深沢市郎左衛門田地佐藤之分　嘉永三戌年御表証文指上
内譲証文預り置候］　五郎八組割元格三郎右衛門（印）
組頭兵助（印）組頭次左衛門（印）外2名→宮川新田右八
郎殿

・預り申田地之事　田地預り主高頭三郎右衛門（印）→ 天保12年4月 竪継紙　1通 2900－2

高橋右八郎殿

（当年正米次弐百俵も御願二付書状）［宿紙］　市郎左 5月21日 横切継紙　1通 3305
衛門→御本家様

仮議定之事（市郎左衛門御収納米未納二付諸人江迷惑 竪継紙　1通 2510－2

欝艘腰楽騨書瓢雅端醗鍵醤
請人次左衛門・本人勝蔵・同人親市郎左衛門

（市郎左衛門引取候跡二付書付）［紙継剰離、宿紙〕 横切継紙　1通 3142

187一



深沢村／村政／村役人

口上（一件二付御談申度、急申上旨書状）［宛書：要用
　急キ］　村之助→市郎左衛門様

○市郎左衛門一件一一括形態0）もの

（市郎左衛門田地売買関係）［包書：市郎左衛門・六左衛
　門・三郎右衛門・兵助弘化4年6月19日田地証文ひかへ、
　五郎八組村役人／2269－1～11は紙繕括］

売渡申田地証文之事（嶋地古田嶋一軒半前之内）　五
　郎八組田地売主六左衛門・請人六右衛門・割元格三郎右
　衛門他3人（印）→久左衛門殿

売渡申田地証文之事　　［端裏書：五郎八組兵助十兵衛屋
　敷之内無高二而六左衛門へ売渡控］　五郎八組田地売主
　六左衛門・請人四郎兵衛・三郎右衛門他2人（印）→六左
　衛門殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主市郎左衛門・請
　人久太郎・割元格三郎右衛門他3人（印）→清四郎殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主市郎左衛門・請
　人久太郎・割元格三郎右衛門他3人（印）→久左衛門殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主市郎左衛門・請
　人久太郎・割元格三郎右衛門他3人（印）→六左衛門殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主三郎右衛門・請
　人久太郎・組頭兵助他2人（印）→松右衛門殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主市郎左衛門・請
　人久太郎・割元格三郎右衛門他3人（印）→次助殿

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主市郎左衛門・親
　類請人久太郎・割元格三郎右衛門他3人（印）→市蔵殿

五ケ年所根限（雛形）［市郎左衛門の関係力］（百姓名i
　子・村役人・割元）→御代官所

売渡申田地証文之事　九左衛門組田地売主市郎左衛門・、
　親類請人久太郎・加判庄屋三郎右衛門他1人（印）→富岡，
　村倉右衛門殿

乍恐口上書を以奉願上候（庄屋代市郎左衛門退役願
　控）　深沢村九左衛門組庄屋三郎右衛門・組頭藤右衛門
　→御代官所

永代売渡申田地之事（田地売券状）　五郎八組田地売…
　王市郎左衛門・割元格三郎右衛門・組頭兵助他2人（印）
　ゆ富岡村岡左衛門殿

（三郎右衛門の願書添書　下書）［包書：上、天保14年4
　月2日引取、市郎左衛門親類共］　割元園左衛門

・乍恐以書付奉願上候（市郎左衛門の拝借金返済日延
　願並に請人連帯一札）［包書：上、天保14年4月2日引取、
　市郎左衛門親類共］　本家請人三郎右衛門・親類請人藤
　右衛門・同断此右衛門（印）→御除地御役所

借用申金之事（市郎左衛門金子借用証文）［端裏書：天
　保13寅年12月9日引取、此右衛門より請取］　深沢村九左
　衛門組庄屋金かり主市郎左衛門・請人組頭藤右衛門（印）
　→下柳村六郎兵衛殿

一札之事（市郎左衛門金子借用一件本人出奔二付請人
　誓約証文）　深沢村此右衛門・同藤右衛門（印）→御除
　地御役所

横切継紙　1通 3432

弘化4年6月 2269－1一ア～サは1包 2269－0

（11通）　竪継
紙／1通

弘化4年6月 竪継紙　1通 2269－1一ア

弘化4年6月 竪継紙　1通 2269－1イ

弘化4年6月 竪継紙　1通 2269－1一ウ

弘化4年6月

i弘化4年6月

竪継紙　1通

竪継紙　1通

2269－1一工

2269－1一才

・弘化4年6月 竪継紙　1通 2269－1一力

弘化4年6月 竪継紙　1通 2269－1一キ

　　舞

天保12年4月8日 竪継紙　1通 2269－1一ク

竪継紙　1通 2269－1一ケ

天保12年4月8日 竪継紙　1通 2269－1一サ

天保12年2月 竪継紙　1通 2269－1一コ

天保12年4月 竪継紙　1通 2269－2

（弘化5年4月） 2269－3一ア・イは紙 2269－3一ア

繕付1包（2通）
包紙・横切紙／1
通

（天保13年12月） 竪継紙　1通 2269－3イ

天保ll年9月21日 竪紙　1通 2269－4

天保13年11月22日 竪紙　1通 2269－5
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詫書書届深沢村／村政／諸願

金子借用申証文之事　　［端裏書：天保12丑年4月9日堀半 天保12年4月 竪継紙　1通 2269－6

五右衛門殿より借用証文控也、請人五郎八役人］　高頭
三郎右衛門・請人組頭藤右衛門・同兵助他2人→堀半五右
衛門殿御口入

預り申金子之事　　［端裏書：頭七表此通り認申候、未3月 弘化4年3月27日 竪継紙　1通 2269－7

14人割り買金6両2朱也］　金子預り主高頭三郎右衛門・
親類請人久太郎→惣御連中様

借用申金子証文之事　　［包書：4月22日市蔵より請取、15天保10年12月20日 2269－8一ア・イは1包 2269－8一ア

両引証文］　金かり主高頭市郎左衛門・同断埣高頭沢次 （2通）　包紙・竪
右衛門・九左衛門組組頭請人藤右衛門（印）→市蔵殿 紙／1包（1通）

金子借用申証文之事　金子借用主市蔵→高頭三郎右衛門 天保12年4月 竪継紙　1通（包 2269－8一イ

様 紙共）

預り申金子之事（控）［端裏書：清左衛門娘沢次右衛門市 弘化4年3月27日 竪継紙　1通 2269－9

郎左衛門名前之分三郎右衛門名前二而頼母子指入証文控、
未3月27日此通り認遣ス］　深沢村金子預り主高頭三郎右
衛門・親類請人久太郎→惣御連中様　　［奥書：割元格高
頭三郎右衛門・組頭兵助・市郎左衛門・横目次郎右衛門］

覚（金子借用証文）［端裏書：天保13寅年12月9日引取此 天保H年9月23日 横切紙　1通 2269－10
右衛門より］　深沢村九左衛門組庄屋金借り主市郎左衛
門・請人組頭藤右衛門（印）→下柳六郎兵衛殿

竪継紙　1通 2269－11
差入申一札之事（頼母子金半人前預かり証文〉　金子 天保12年3月23日

預田地指向ケ主彦兵衛・請人彦左衛門・同次郎兵衛
（印）／金子預り主市兵衛・請人金六・同半左衛門（印）
→『宥煎八細系舗得八灘巾繕

包紙・竪継紙
包（1通）

竪紙1通

竪紙1通

通
　
　
　
通

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

竪
　
　
竪

竪継紙1通

横切紙・竪継紙
i括（8通）

享保15年2月

宝暦4年10月6日

宝暦9年4月

宝暦9年8月

明和5年ll月16日

乍駕圭欝鶴慰難青藷縫鮪鑛畢場欝永3年4月
　沢村五郎八組名子さん兄羽右衛門（印）→御代官所　添i
　書1庄屋五左衛門・横目吉右衛門・組頭甚左衛門・同次1
　左衛門（印）

天明4辰年6月

　
　
書

　
　
詫

　
　
書

　
　
届

良
　
　
　
願

　
　
願
諸

　
　
諸
○
乍恐以書付奉願上候（享保玉5戌年深沢片貝二而荷物上
　前取候二付各地宿馬方願書）［包書あり］　苅羽郡各
　地宿馬方願人藤兵衛他44人・廻商人孫兵衛他ll人・漁師
　願人善九郎他33人→御役所　　［奥書：名主升屋多七・組
　頭加賀屋八左衛門・同酒屋市左衛門・問屡椿屋十右衛
　門・舟道針屋八郎兵衛］

指上ヶ申一一札之事（市郎兵衛立返り申さず二付）　五
　人組七兵衛（印）金蔵（印）市蔵（印）外3名→三組役人
　中

指上ケ申一札之事（兄孫市井妻御追放二付証文）
　［2271～2295は紙縫括］　五郎八与弥五右衛門・同権兵
　衛・茂兵衛組彦市他3人（印）→三与御役人中

一札之事（伝馬人足村送りの件二付）　甚四郎・七右
　衛門・庄左衛門他7名

覚（田子之者共への引ケ米一件御尋につき書付、控）
　［一部欠損／2271～2295は紙縫括］　五郎八与庄屋五左衛
　門・鍛治新田割元格仲右衛門→割元伝次右衛門殿

乍恐御尋二付口上堂を以奉申上候（穀留之節他方へ付
　苗候儀御吟味一犀　孫太郎・伊左衛門・岩七・彦兵
　衛）［用状で5通を包む、高頭三郎兵衛様宛吟味呼出二付
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

割元用状等3通／枝5端裏書：盗賊方二呼出口書控／湿害
虫損不開］

覚（西組河内村孫太郎他方へ米為払候一件井紛敷取計
　二付叱戸〆申付、茂兵衛組佐久次外3名同様之件二
　付叱追込申付）［出役割元役三郎兵衛・村役人吉右衛門
　吟味者呼出］　根岸弥次右衛門外2名→川瀬嘉十郎殿

乍恐口上書を以御訴奉申上候（甚右衛門溺死二付葬り
　度願）［26894・2は紙繕括〕　西組深沢村役人→御代宮
　所　　［奥書：割元正右衛門］

・乍恐口上書を以御訴奉申上候（甚右衛門横死二付願）
［端裏書：午七月十七日いた其右衛門死訴書］　深沢村五
郎八組割元格三郎兵衛組頭次左衛門組頭兵助外1名擁御代
官所

（姉・子供之事二付）［前欠／205σ・1～13紙緩括］　八右衛

　門→庄屋組頭中

覚（五郎八組医師玄瑞実貞者に付）［立紙二而書直し上
　ケ候様二申来ルニ付八月廿九日藤右衛門より御蔵江上ル
　ひかへ、書役沢太郎右衛門］　深沢村五郎八組割元格三
　郎兵衛（印）組頭兵助（印）組頭次左右衛門（印）横目
　吉右衛門（印）→御代官所

御尋二付口上書（道半村より預り米二付申上）［2050．1
　～13紙繕括］　深沢村百姓六郎兵衛／庄屋三郎兵衛外3名
　→御代官所

（地震動転二而不快、御日延御願二付願書）［宿紙］

（願書の件、御尋二付）

（諸願の取扱の件相談二付）［条右衛門長岡帰り次第相
　談／前欠、宿紙］

（離縁之劒木綿袷相返し申さず二付、仲人宛書状）
　武三右衛門内五十嵐笛右衛門→深沢村仁左衛門殿

覚（廻旦御報謝米二付）［205α．1～13紙緩括／虫損ひどく
　不開］　長岡寺町妙宗寺ゆ深沢村□

へ
願

所
付

役
に

御
件

方
の

賊
賊

盗
延

6
門

七
衛

三
右

、
与

件
と

一
七

論
一
二

口
・

門
留

衛
用

右
入

市
付

五
二

と
候

七
出
ー

三
願
出

（

乍恐口上書を以申上候御事（出店に盗人入込二付）
　［2050－1～13紙繕括］　深沢組五郎八組軍四郎

乍恐口上書を以奉願上候（老母我侭申募り候二付、御
　糺明願）

○諸願一一括形態

（諸願・屈書・詫書など）［2051．1～10紙繕括］

以臨鱗欝轟騰籟1欝候鴨綿驚
　四郎→御役人中

一札之事（市兵衛子元助宛人奉公二付）　小沢村奉公
　人親市兵衛（印）小沢村庄屋佐五衛門（印）→深沢村庄
　屋五左衛門殿

奉願候口上之覚（宮大破二付御用木杉無代二而被下度
　願）　深沢村庄屋五左衛門・組頭甚右衛門・経頭次左衛
　門・横目加右衛門→角田美右衛門様・桜井庄五左衛門様

天明4辰年8月13日 横切紙　3通 2007

（文化7）午7月17日 竪紙　1通 2689－1

文化7年7月17日 竪紙　1通 2689－2

子4月29日 横切継紙　1通 2050－12

子5月27日 横切紙　1通 3499

丑4月9日 竪継紙　1通 2050－13

4月5日 横切継紙　1通 2761

4月15日 横切継紙　！通 3130

5月12日 横切継紙　1通 3129

10月朔日 横切継紙　1通 2144

11月 竪紙　1通 2050－9

横長美　仮1冊 1508

竪紙　1通 2050－7

竪継紙　1通 2477

（寛保2～安永2年） 2051－1～10紙繕括 2051－0
（10通）

安永2年巳5月 竪継紙　1通 2051－1

明和7年2月 竪紙　1通 2051－2

明和6年丑4月 竪紙　1通 2051－3
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

［奥書：山横目清左衛門・助七・彦次右衛門］

乍恐口上書を以奉願候御新田之事（嶋地御新田開発仕 竪紙　1通 2051－4

度願）　十兵衛・十左衛門外7名

乍恕口上書を以奉願上候御事（孫九郎5ケ年所根限御 寛保2年戌4月王8日 竪紙　1通 2051－5

赦免願／付札二孫九郎の書出御不審二付認替）　深
沢村九左衛門組願主庄屋組頭／庄屋三郎兵衛（印）組頭
徳左衛門（印）→御代官所

一札之事（五郎八組普請請所二而不調法仕詫証文） 宝暦6年子正月24日 竪紙　1通 2051－6

［虫損大］　かち新田嘉兵衛（印）請人六助（印）→五郎
八組御役人衆中様

指上ヶ申□書之覚（御林入込井百姓山松木盗伐二付口 明和4年亥ll月 竪継紙　1通 2051－7

上書を以御詫　下書）　三組山横目彦兵衛・助七・清
左衛門→角田美右衛門様・桜井庄五左衛門様・清水勝左
衛門様

乍恐口上書を以奉願上候（田地二付）［後欠、破損ひど 明和4亥 竪継紙　1通 2051－8

く不開］　与惣次→　　［奥書：横目清左衛門・組頭清兵
衛］

乍恐返答書を以申上候御事（元禄年中御竿請高八石余 竪継紙　1通 2051－9

．売払残田地の件など二付箇条ごとに利兵衛申上）
［後欠、破損ひどく不開］

（元禄年中御竿請高八石余売払残田地の件など二付箇 明和4年亥IO月 竪継紙　1通 2051－10
条ごとに利兵衛申上）［枝9と同内容／後欠、破損ひど
く不開3　深沢村願人利兵衛ゆ御代官様

○
（惣右衛門諸願　一括）［2296－1～！1は紙繕括］ 　　　、（寛保3年） 2296－1～11は紙緩 2296－0

括（12通）

口上（惣右衛門弟惣七禅門入り断食執行二付内証御内
　意伺書）　深沢村加役庄屋仲右衛門（印）ゆ割元衆中

（寛保3年）亥6月3日 竪継紙　1通 2296－1

［奥書1亥6月4日割元→御代官所］

（惣右衛門弟惣七禅門入り断食執行二付朝日寺より一 （寛保3年）亥6月7日 横切継紙　1通 2296－2
札、下書）　朝日寺→深沢村三郎兵衛殿

乍恐口上書を以奉願候御事（惣右衛門弟惣七禅門入り
　願書）［貼紙あり］　深沢村五郎八組甚右衛門名子願主惣

寛保3年6月20日 竪紙　1通 2296－3

右衛門（印）→御代富所　　［奥書：庄屋三郎兵衛・与頭
甚右衛門・同十兵衛・横目吉右衛門（印）］

一札之事（惣右衛門弟惣七断食執行相止証文）　淀領 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－4

朝B村朝日寺隠居玉水（花押）→深沢村庄屋三郎兵衛
殿・組頭吉右衛門殿

、『

一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文）　是空 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－5

兄惣右衛門・同惣八（印）→庄屋三郎兵衛殿・吉右衛門
殿・甚右衛門殿・十兵衛殿

一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文）　禅門 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－6

惣右衛門弟是空→庄屋三郎兵衛殿・組頭吉右衛門殿・同
甚右衛門殿・同十兵衛殿

一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文、下書） 年月日 横切継紙　1通 2296－7
惣右衛門弟禅門是空→庄屋三郎兵衛殿・与頭吉右衛門
殿・同甚右衛門殿・同十兵衛殿

一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文、下書） 年号月日 横切継紙　1通 2296－8
惣右衛門・惣八→庄屋三郎兵衛殿・与頭十兵衛殿・同甚
右衛門殿・横目吉右衛門殿

一札之事（惣右衛門弟惣七断食執行相止証文、下書） 寛保3年6月7日 竪紙　1通 229692296－9

一一191一



書詫深沢村／村政／諸願・届書

淀領朝日村朝日寺隠居玉水→深沢村庄屋三郎兵衛殿・与
頭吉右衛門殿

（簸糟醜暫顧罐鶉欝ギ取付一件証文を 亥7月2日 2296－10一ア・イは紙

繕括（2通）　横
229640一ア

切紙／1通

証文之事（大工町法蔵寺弟子願心請人証文、下書） 年号月日 横切継紙　1通 2296－10イ
大工町法蔵寺→深沢村九左衛門組役人衆中

（惣右衛門弟惣七断食執行関連書簡）［後欠、虫損大］ （寛保3年）6月6日 横切継紙　1通 2296－11
梅沢多兵衛

○帰村御赦免願

乍恐書付を以奉願上候御事（御法事御追善を以居村出 元文4年正月 竪継紙・横切紙 2713
入御赦免願　控）［端裏書：所払之者4人ほか／奥書文 2通

下書1枚共］　西組深沢村五郎八組願主九郎兵衛・伝兵
衛・万七・惣次右衛門（印）→栄涼寺様　　［奥書：割元
格三郎兵衛・組頭兵助・同次左衛門・横目吉右衛門（連
印）］

乍恐書付を以奉願上候御事（御法事二付停孫市居村召 宝暦6年子7月 竪紙　1通 2050－5
返御赦免願）［2050－1～13紙繕括］　深沢村五郎八組弥
五右衛門後家（印）［奥書：庄屋三郎兵衛外4名（連印）］

乍恐口上書ヲ以奉願候御事（名子権助妻子五人共に居 宝暦6年7月 竪継紙　1通 2707
村へ召返願）　深沢村五郎八組庄屋組頭［鼠損・破損大］
庄屋三郎兵衛・組頭甚右衛門・同次左衛門・横目加右衛
門（連印）

乍課灘繋矯簾綴委蕎禦器、塵鮪禦 （天明6午年） 枝1・2は1包（2通）

包紙・竪継紙／1
2033－0

申午9月13日御蔵6返ル／枝1・2紙縫括］ 枚

乍恐以書付奉願上候御事（御法事之御触二付清四郎・ （天明6午年） 竪継紙　1通 2033－1

万助帰村御赦免願）［包書1上　願叶不申午9月13日御
蔵6返ル］

乍罷臨礪封鵯糠雛雛蟹，望蝋縣 （天明6午年） 竪継紙　1通 2033－2

右衛門ハ御領内追払也月13日御蔵6返ル］

乍恐口上書を以奉願上候（五郎右衛門・清四郎・万助、
　御法事御追善を以居村出入御赦免願）［端裏書：辰年

文化5年ll月朔日 竪継紙　1通 2639

十…月朔臓二御蔵へ上ルひかい候］　五郎八組願主九郎
兵衛（印）願主伝兵衛（印）願主万七（印）外1名　　［奥
書：割元格三郎兵衛（印〉組頭次左衛門（印）組頭兵助
（印）外1名→御代官所］

乍恐以書付奉願上候御事（御法事二付五郎右衛門他2
　名居村所根限御赦免願）［端裏書1巳隼七月十六日二栄

文化6巳年7月 竪継紙　1通 3090

涼寺様へ兵介より上ルひかへ］　深沢村五郎八組親類願
主九郎兵衛・伝兵衛・万七→栄涼寺様　　［奥書：西組深
沢村五郎八組割元格三郎右衛門・組頭兵助・組頭次左衛
門・横目吉右衛門］

乍恐書付を以御達申上候（深沢村五郎八組軍太居村住
　居御赦免願書、控）［包書：文政5年IO月26日御蔵上る

文政5年10月 包紙・竪紙・紙繕
括付　1包（1通）

2171

控、七兵衛遣る］　西組深沢村五郎八組横目七兵衛・組
頭次左衛門・割元格三郎兵衛他1人→御代官所

乍恐口上書付を以奉願上候（十兵衛居村出入御赦免願
　書）［包書：此願文政7申年2月24日御下ケ被成候事ほか］

文政6年4月 包紙・竪継紙　1
包（1通）

2207

西組深沢村五郎八組十兵衛親類丈右衛門・同六左衛門
（印）→栄涼寺様　　［奥書二割元格三郎兵衛・組頭兵助・
同次左衛門他1人（印）］
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書詫書届深沢村／村政／諸願

乍恐口上書を以奉願上候（十兵衛不調法二付組払一件、 文政12年9月 2492－1・2は紙繕 2492－1

同人身持相直井女房病身二付居村出入許可願）［封 括（6通）　析
書：上　西組深沢村五郎八組／2492－1・2は紙綾i括］　割 封・竪継紙／1封
元格三郎右衛門（印）組頭次左衛門（印）組頭兵助（印） （1通）

横目次郎右衛門（印）他西組深沢村五郎八組十兵衛親類5
名ゆ御代官所　割元村之助

（十兵衛居村立帰之義二付用状）［包紙：＋兵衛帰村 7月18日 2492－2．ア～ウは1包 2492－2一ア

願下書、寅七月十九日上ル控へ／御用村次］　割元→五 （5通）　包紙・横

郎八組庄屋中 切継紙／1包（1通）

・乍恐以口上書奉願上候（十兵衛不調法二付組払一件、 糊封・横切紙　1 2492－2一イ

同人身持相直井女房病身二付居村出入許可願、下書） 封（2通）

［封書：高頭三郎右衛門様　要用／他に三郎右衛門宛村之
助書状有、7月12日］　西組庄屋・組頭・横目村役人、西
組深沢村五郎八組親類何村誰→御代官所

・乍恐口上書を以奉願上候（十兵衛不調法二付組払一 文政12年9月 竪継紙　2通 2492－2一ウ

件、同人身持相直井女房病身二付居村出入許可願、
下書〉［末尾巻込：（十兵衛帰村願、下書）、文政13年7月、

西組深沢村五郎八組十兵衛親類、横切継紙］　割元格三
郎右衛門・組頭次左衛門・（組頭）兵助・横目次郎右衛
門・他西組深沢村五郎八組十兵衛親類5名→御代富所

乍恐以書付奉願上候（佐之七儀御領分追払いの所、御
　法事に付赦免願）［包紙：上西組深沢村正林寺］　西

弘化2年巳12月 竪継紙　i通 2066－1

組深沢村五郎八組佐之七母（印）佐之七叔父久助（印）
→栄涼寺　　［奥書：正林寺］

雛蝶購嚇蔽攣鵬雛観矯 弘化2年巳12月 竪継紙　1通 2066－2

西組深沢村五郎八組佐之七母（印）佐之七親類久助（印）

乍恐以口上書奉願上候（深沢村五郎八組佐之七御赦免
　願書）　西組深沢村五郎八組佐之七母・同人叔父久助

弘化2年12月 竪継紙　1通 2172

（印）ゆ御代官所　　［奥書：割元格三郎右衛門・組頭次左
衛門・横目次郎右衛門他1人（印〉］

（博変致候者二付御法事之節居村立帰御赦免願）［綴貼 辰10月 横長美　1冊 3335
付紙：御蔵願書出候覚也10月29日（宿紙）］　深沢村五郎
八組（印）

乍恐以書付奉願上候（御法事之御触二付佐之七帰村御
　赦免願　下書）　村役人→御代官所

横切継紙　！通 3131

○杢右衛門一括

乍恐口上書を以奉願上候（兄杢右衛門御追放御赦免願） 天明4年4月28日 2558－1～3は1包 25884
［包書1深沢村五郎八組幸左衛門二付］　願主幸左衛門→ （4通）　竪紙／1
御代宮所　　［奥書二割元格三郎兵衛・組頭次左衛門・同 通

兵助・横目吉右衛門（印）コ

・乍恐口上書を以奉願上候（兄杢右衛門御追放御赦免
願）　願主幸左衛門帥御代官所　　［奥書：割元格三郎兵

天明元年8月 竪紙　1通 2588－2

衛・組頭次左衛門・同兵助・横目吉右衛門］

・乍恐口上書を以奉願上候（兄杢右衛門御追放御赦免
願）［関連書付虫損大1通あり］　願主幸左衛門（印）ゆ

天明4年9月29日 竪紙　2通 2588－3

御代官所　　［奥書：割元格三郎兵衛・組頭次左衛門・同
兵助・横目吉右衛門（印）］

乍恐口上書を以奉願上候（杢右衛門居村立帰り御赦免
　願）［端裏書1辰九月廿九日蔵上ひかへ］　願主幸左衛

天明4年9月29日 竪継紙　1通 3095

門・割元格三郎兵衛・与頭次左衛門・与頭兵介・横目吉
右衛門→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（追放百姓帰村御赦免被下度
　願書）⊂願主幸左衛門］　割元格三郎兵衛・組頭次左衛門

天明4年9月 竪継紙　1通 1845

兵助・横目吉右衛門→栄涼寺様
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深沢村／村政／諸願・届書・詫婁

乍恐口上書を以奉願上候、（糧村御赦免願）［端裏書
　とし12月朔日上ル控］
　門・横目・組頭・

・（願書の件に付用状）
深沢村庄屋三郎兵衛様

包紙（杢右衛門に付幸左衛門より帰村御赦免願）［包
　書：上
　シ郡奉行6
　付御吟味被仰付候二付同7日幸左衛門6此願書引下ケ願7
　日二上ケ候所同ll日三郎兵衛呼出し此願書願之通御下ケ
　被仰付候〕

・乍恐口上書を以奉願上候（杢右衛門帰村御赦免願）
［端裏書：午12月10日御蔵上控願引下ケ之控］
衛門深沢村五郎八組百姓願主幸左衛門
官所

・一札之事（杢右衛門帰村願二付願）［端裏書
7日杢右衛門一家6誤り証文／虫損ひとく不開］

・（杢右衛門内分村立帰り候風聞二付御吟味可被申）
［宿紙］　かや籐左衛門・

躍綿艦繍用嫌二付差紙）［鯛寸次／纐

・杢右衛門一巻覚書　　［端裏書
　紙］　割元→高頭三郎兵衛様

（幸左衛門願二付御蔵へ可出旨差紙）［紙面に茶線あ
　り／内1通虫損ひどく不開］

午12月乍恐口上書を以奉願上候（帰村御赦免願）［端
　裏書：午12月2日御蔵上控／紙帯括］
　姓願主幸左衛門・横目・組頭・
　所

（帰村御赦免願）［封書：」二

　出、此願書通二申付、栄涼寺へ当人6願出之端書／枝1
　2の包紙］　深沢村五郎八組幸左衛門

●羅尉書を漿願上蝋御法事之御触二付帰村御

　代官所　　［奥書：

覚（御準葺之御触二付杢右衛門居村住居御免覚書）
［端裏書．

永8年10月所払
兵衛宛杢右衛門帰村之件二付御礼状／蛍損］
役人

（折封）［封書：．

　月六日村方へ参り申候／願不相叶候］

O家持願

乍恐口上書を以奉願候御事（田畑居屋敷山林弟二譲り、
　家持二させたき旨願書）［2097～2142は紙緩括］
　八与願主甚右衛門→御代官所　　［奥書．庄屋三郎兵衛・
　与頭十兵衛・横目吉右衛門］

乍恐口上書を以奉願候御事（甚右左衛門響今右衛門家
　持願　下書）［2271～2295は紙縫括］　深沢村五郎八組
　与頭願主甚右衛門→御代宮所　　［奥書：五左衛門・甚右
　衛門・次左衛門・加右衛門】

村御赦免願）［端裏書1午 天明6午年12月朔日 竪継紙　1通 2042－1

す五郎八組百姓願主幸左衛
〔衛（連印）→御代官所

里孫左衛門内酒井弥平次→ （天明6）12月6日 糊封・横切継紙 2042－2

1封（1通）

より帰村御赦免願）［包 天明6年午12月 枝1－5は1包（5通） 2045－0

ヨ上ル所、同5日御蔵へ呼出 包紙／1枚
り致なから願出候段不埼二
左衛門6此願書引下ケ願7
乎出し此願書願之通御下ケ

杢右衛門帰村御赦免願） 天明6年午12月7日 竪継紙　1通 2045－1

願引下ケ之控］　願主幸左
捧左衛門・村役人4名→御代

二付願）［端裏書二午12月 天明6年午12月7日 竪継紙　1通 2045－2
虫損ひどく不開］

風聞二付御吟味可被申） （天明6年）12月11日 横切継紙　1通 2045－3

区兵衛ゆ割元中

付差紙）［御用村次／紙面 （天明6年）12月10日 横切継紙　1通 2045－4

高頭王郎兵衛様

書：午11月612月迄分／宿 （天明6年）11月～12月 横切継紙　1通 2045－5

旨差紙）［紙面に茶線あ 天明6午年12月4日 横切継紙　2通 2044
誕元→三郎兵衛様

候（帰村御赦免願）［端 天明6午年12月 竪継紙　1通 2043
階括］　深沢村五郎八組百
割元格三郎兵衛→御代官

弓22日上ケ23日次左衛門呼 （天明7年未7月22日） 枝1・2は1封（2通） 2002－0

＼当人6願出之端書／枝1・ 折封／1枚
己衛門

卸法事之御触二付帰村御 天明7年未7月22日 竪継紙　1通 2002－1

組百姓幸左衛門（印）→御
衛外3名（連印）コ

衛門居村住居御免覚書） 寛政6年10月23日 折紙・横切紙　2 2002－2

す住居御免！0月23日付、安 通

王覚寺／末尾巻込文書：仁
ll礼状／蛍損］　五郎八組

～組幸左衛門／此願書巳正 折封　i枚 3099
叶候］

畑居屋敷山林弟二譲り、 延享3年 竪紙　1通 2”2
97～2142は紙緩括］　五郎

「魔童o岸屡一醜丘徳

宝暦12年7月 竪紙　1通 22ア8
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

○家相続

乍恐口上書を以奉願上候（横目七兵衛死去後母我意勝 文政12年6月 竪継紙　1通 2078
手次第難渋二付蟄居申付願）［端裏書：七兵衛相続一
件　蟄居／2077の下書］　村役人・横目次郎右衛門・割
元格三郎右衛門他2人→御代官所

乍恐口上書付を以奉願上候（五郎八組百姓七兵衛死去 文政12年8月 竪継紙　1通 2072
二付跡相続御評議願）　深沢村五郎八組七兵衛親類名
子儀兵衛・五郎右衛門・茂兵衛組名子次兵衛他7人→御代
官所　［奥書：村役人］

乍恐口上書付を以奉願上候（五郎八組百姓七兵衛死去 文政12年8月 竪継紙　1通 2073
二付跡相続御評議願）［端裏書：七兵衛相続一件／2072
の下書］　深沢村五郎八組七兵衛後家・同人母・七兵衛
親類儀兵衛他10人→御代官所　　［奥書：横目次郎右衛門
他3人、奥書あり］

乍恐口上書を以奉願上候（横目七兵衛死去後母我意勝 文政12年8月 竪継紙　1通 2077
手次第難渋二付蟄居申付願、控）　深沢村五郎八組
横目次郎右衛門・組頭次左衛門・同兵助・割元格三郎右
衛門→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（百姓七兵衛死亡跡相続差縫 文政12年8月 竪継紙　1通 2160
れ二付御糺明井御評議願）　七兵衛本家茂兵衛組名子
問兵衛・五郎八組七兵衛親類名子儀兵衛・深沢村願誓寺
寺中円覚寺他7人（印）ゆ御代官所　　［奥書：割元格三郎
右衛門・組頭兵助・同次左衛門・横目次郎右衛門（印）］

御尋二付［コ上書を以奉申上候（横目七兵衛死去後円覚 天保2年9月 竪継紙　1通 2074
寺よりの貸金御尋二付、後欠）　五郎八組横目次郎右
衛門（印）他

乍恐以口上御尋二付左二奉申上候（横目七兵衛死去後 天保2年9月 竪継紙　1通 2075
円覚寺よりの貸金御尋二付〉［2074の下書き］　五郎
八組横目次郎右衛門・組頭次左衛門・割元格三郎右衛門
他1人→御代官所

御尋二付以口上書を奉申上候（横目七兵衛死去跡円覚 天保2年9月 竪継紙　1通 2唯67
寺より借金の有無御尋二付）　五郎八組割元格三郎右
衛門・横目次郎右衛門・組頭次左衛門他1人（印）1→御代
官所　　［奥書：割元与兵衛・村之助コ

当村七兵衛死後家跡相続始末柄御尋二付乍恐口上書を 天保2卯年10月 2021－1～5は圭包 2021－1

以左二申上候（七兵衛横目役儀勤候二付跡相続相談 （5通）　1包（5通）

致侯共熟和不仕、有体申上）［枝一1～5は1包／包書： 包紙・竪継紙／1

上］　深沢村五郎八組横目次郎右衛門・組頭次左衛門・ 通

組頭兵助・割元格三郎右衛門→御代官所

・当村七兵衛死後家跡相続始末柄御尋二付乍恐口上書 竪継紙　1通 2021－2

を以左二申上候　［湿害につき不開］

・乍恐口上書を以奉願上候（七兵衛跡相続一決不仕二 文政12丑年9月 竪継紙　1通 2021－3

付家内之者呼立御糺明仕様願）　深沢村五郎八組七兵
衛親類名子儀兵衛他9名→御代官所　　［奥書：割元格三郎
右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛門（連印）］

・乍恐口上書を以奉願上候（七兵衛跡相続一決不仕二 文政12丑年8月 竪継紙　1通 2021－4

付家内之者呼立御糺明仕様願）［湿害］　深沢村五郎
八組七兵衛親類名子儀兵衛他9名→御代官所　　［奥書：割
元格三郎右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛門
（連印）］

指入申一札之事（七兵衛物置吉郎兵衛取崩誤り一札） 天保4年8月8日 竪継紙　1包（1通） 2161
［包書あり］　吉郎兵衛（印）→三郎右衛門様・御役人中
様

指入申一札之事（七兵衛死後跡相続二付）［包書：七兵 天保7年2月21日 竪継紙　1包（1通） 2782
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書詫書届深沢村／村政／諸願

書、天保7申年3月取］　七兵衛親
同吉郎兵衛・同問兵衛・同円覚

乏人衆中

癸（七兵衛死去跡相続之儀相談 丑6月 竪継紙　1通 2090
儀兵衛・次兵衛・五郎右衛門7人

．付他、書状）［宿紙］→三郎右 8月9日 横切継紙　ユ通 2079

二付御宛人差出御免願）［2271 延享2年2月21日 竪紙　1通 2276
九郎（印）→三郎兵衛様・組頭衆

（御宛人之儀御赦免願）［2271 宝暦2年12月17日 竪紙　1通 2288
尺村庄屋三郎兵衛・与頭十兵衛・
門（印）→割元所

叩事（羽右衛門江戸屋敷宛人奉 明和7年正月 竪紙　1通 3窄06
『門・組頭甚右衛門・組頭次左衛
官所

婆（小田村市六外1名江戸屋敷
雪之願）　庄屋五左衛門・与頭次i

1安永7年正月
竪紙　1通 2856

横目吉右衛門→御代官所

β兵衛御宛人不調法仕候共、御
幾下置願）［端裏書：清四郎宛人・

安永8亥年8月29日 竪継紙　1通 2005

甚大］　五郎八組名子圏郎兵衛親・
P）→高頭五左衛門様・次左衛門、

迄御事（御人足給米相見不申二
紙磋括］　願主助七・羽右衛門／
左衛門・吉右衛門一・御代官所

1

｝
1
辰7月 竪紙　1通 2053－2

i
i
F
「

畦（御帳木之杉、木主三郎兵衛 文政6年8月 1通 2001
→御山見所　　［奥書：山横目］

（御帳杉木払下願）　西組深沢 文政2年6月 竪紙　1通 1847
1見所　［奥書］

木痛木二付建替、痛木御下げ 文政3年6月 枝1～8は紙繕括 2087－1
差括］　西組割元格三郎兵衛・庄
蔚・組頭市太郎他2人→御山見所

竪継紙／1通

司惣兵衛・同甚右衛門（印）］

ヒ候（御用木二付、下書）［虫 竪継紙　1通 2087－2

ヒ候（御用木二付、下書）［奥 竪継紙　1通 2087－3

候（御用漆木枯木となり代木
羽下渡願、後欠、控）　西組深

文政6年4月 竪継紙　1通 2087－4

郎八組横目七兵衛・組頭次左衛
［奥書：漆横目甚右衛門・同伝

帳木痛木となり代木建替二付 文政3年5月24日 枝5～8は紙繕括 2087－5
［2087－5～8は紙繕括］　西組深 （3通・1枚）　竪
屋代沢太郎・横目七兵衛・組頭 継紙／1通

衛親類共より指入取極餐
類庄左衛門・同次兵衛・
寺（印）ゆ五郎八組御役

乍恐口上書を以奉願上候
　方不熟二付、下書）
　他　　［奥書1於某共も］

（七兵衛跡相続方願書二
衛門様

○宛人

一札之事（俸織助病気
　～2295は紙緩括］　長
　中

口上書を以申上候御事（
　～2295は紙緩括1　深沢
　同甚右衛門・横目賀右衛F

乍恐口上童ヲ以奉願候御
　釜二付ヲ　庄屋五左衛

　門・横目加右衛門→御代一

乍恐書付を以奉願候御
　宛人二仰付被下置候
　左衛門・与頭甚左衛門

指上ケ申一札証文（四郎！
　慈悲を以御宛人御請被
　一札8月29日取ル／虫損甚
　溝四郎・親類孫七（連印〕
　様・兵助様

乍恐口上書を以奉願上
　付御糺願）［2053．1～

　五左衛門・次左衛門・

漆木○御用木

乍恐口上書を以奉願上候
　へ払下願下書）［虫損］

乍恐以口上書奉願上候
　村木主松兵衛外3名ゆ御匡

帳
繕
衛
同

膿
凝

　
8
目
兵

候
ト
横
彦

上
弘
。
目

願
0
8
郎
横

奉
陀
太
山

書
）
沢
：

上
願
代
書

口
渡
屋
膝

以

乍恐以口上書を奉願上
損］

乍恐以口上書を奉願上
損］

乍恐口上書を以奉願上
植替二付枯木木主へ御
沢村割元格三郎兵衛・五
門・同兵助→御蝋座所
之助他〕

以口上書奉願上候（御
枯木木主へ御下渡願）
沢村割元格三郎兵衛・庄
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

次左衛門・他5人（印）→御山見所
衛門・同惣兵衛・同彦兵衛］

中、包紙）［2087－7・8の包紙］

・乍恐以口上書奉願上候（枯漆木木主へ御下渡願、控）
端裏書：

西組深沢村割元格三郎右衛門
頭次左衛門・同兵助
多右衛門・同又左衛門〕

・乍恐以上書奉願上候（御帳木観音堂修覆入用二付村
中へ御下渡願、控）
五郎八組横目七兵衛・
所添書：山横目多右衛門・

○山木・里漆木

一札之事（持山刈木請取紛二付）
　門・下山村仁左衛門（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿
　庄や茂市郎殿・同村与頭衆中

覚（漆木四本枯木に付木主方にて刈り取り証文）
　蝋座（印）→深沢村木主庄屋中与頭中

覚（仁兵衛他4名所持里漆枯木検分之上伐木之義二付
　伐木証文）

村横目請左衛門殿（深沢村横目）吉右衛門殿
冨川杢］

覚（風倒壱本伐取二付）⊂木王九郎左衛門］
　門、村田→深沢村五郎八組役人中

乍恐奉願候御事（漆木伐木二付、控）
　兵衛・庄屋三郎兵衛・

覚（破損のくわん音堂造立のため杉三本伐取証文）
　［3093は一紙縫］

　→深沢庄屋三郎兵衛殿
　兵衛殿・助七殿］

奉願口上之覚（村内社宮修覆二付御用木無代二而被下
　置候様願書）
　七・七左衛門

奉願口上之覚（神明社地内倒杉木1本宮守へ被下置度
　願書、下書）［2271～2295は紙繕括］
　衛門・庄屋五左衛門・

奉響麟釧難耀翻膿酪隷履纈膿音

一札（安永3午とし金六木盗取申候二付）［端裏書あ
　り／虫損大／2271～2295は紙縫括］
　→御役人中様　　［奥書：
　蔵・同市蔵（印）］

指上申一札之事（百姓地の漆掻取不調法二付御赦免願）
　［2055－1～5紙縫括］

　五左衛門・組頭次左衛門・

乍恐口上書を以毒麗よ候（漆木壱本枯木に付木主へ御
　下願、写）［端裏書．
　願三郎兵衛／奥裏書：

山見所　　［奥書：山横目甚右

如へ、、観音杉i本漆3本願在 2087－7・8は1包 2087－6
紙］ （2通）　包紙／1

枚

枯漆木木主へ御下渡願、控） 文政11年7月 竪継紙　1通 2087－7

7月3臼又左衛門為持上る拍へ
門・五郎八組横目七兵衛・組
蝋座御役所　　［奥書1漆横目

帳木観音堂修覆入用二付村 文政ll年7月 竪継紙　1通 2087－8

組深沢村割元格三郎右衛門・
次左衛門・同兵助　→御山見
同又左衛門

二付）　才津村善助組五左衛 享保5年5月4日 竪紙　1通 3037
→深沢村庄屋仁兵衛殿・同村
わ同村漆横目衆中

方にて刈り取り証文）　御 享保12年未9月18日 竪紙　1通 3089
塁中与頭中

占木検分之上伐木之義二付 元文3年7月 竪継紙　1通 2521
～廣瀬平三郎（印）山沢吉郎太
屋三郎兵衛殿（庄屋）治兵衛
殿（深沢村組頭）甚右衛門殿
沢村組頭）小右衛門殿（深沢）
横目）吉右衛門殿　　［奥書：

に主九郎左衛門］　西沢弥左衛 寛延3年3月 横切紙　1通 2493
貨人中

鴎二付、控）　深沢村願主仁 宝暦2年6月29日 竪紙　1通 2954
甚右衛門他2名→御蝋座所

立のため杉三本伐取証文） 宝暦6年子3月 竪紙　1通 3093－2

衛門（印）角田美右衛門（印）
奥書：山横目清左衛門殿・彦

覆二付御用木無代二而被下 明和6年4月 横切継紙　1通 2494
頁、横目→山横目清右衛門・助

倒杉木1本宮守へ被下置度 明和9年9月 竪紙　1通 2280
は紙繕括］　深沢村宮守次左

甚右衛門他4人→御山見方

而倒木書上井宮地引移建立 明和9年9月 横切継紙　1通 2495
台左衛門、庄屋、与頭、山横目

・盗取申候二付）［端裏書あ 安永3年3月 竪紙　1通 2284
紙縫括］　五郎八組金六（印）
人組請甚七・同七兵衛・同金

黍掻取不調法二付御赦免願） 安永4年未10月 横切継紙　1通 2055－5

す五郎八組願主甚左衛門／庄麗
黄目吉右衛門

漆木壱本枯木に付木主へ御 文化8年未9月20日 竪継紙　1通 2071－1

八未年九月廿日ひかへ　漆木
九月廿闘二此願書もたせ久松
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

御蝋座へ遣候所直二相済申候　木主之勝手次第二伐リ取
ル候様二久松二申参ル意也／2071－1～10は紙繕括］　深沢
村木主三郎兵衛・与頭次左衛門・与頭兵助・横目吉右衛
門→御蝋座御役所　　［奥書：漆横目久松・彦兵衛・三郎
左衛門］

乍恐以書付を奉願上候（里漆木伐取二付不調法仕御赦
　免願）　木主三郎兵衛・組頭兵助次左衛門七兵衛（連印）

文化13年8月 竪継紙　1通 1842

→御蝋座御目附ケ所

（御林芝原へ杉漆植立願）［包書：入用書付］ 文政5年午 枝1－4は1包（5通） 2057－O

包紙／1枚

●簾備糞箭墜堕携瑠犠糖翻豊立鶴 文政5年午 竪継紙　1通 2057－1

深沢村山横目伝之助・甚右衛門・彦兵衛→御蝋座御役所

・乍恐口上書を以奉願上候（御林芝原へ杉漆植立二付
被仰付度願）［端裏書：不用］　西組深沢村山横目伝之

文政5年午4月 竪継紙　1通 2057－2

助・甚右衛門・彦兵衛→御蝋座御後所

・乍恐口上書を以奉願上候（御林芝原へ杉漆植立二付
被仰付度願）［端裏書：不用］　西組深沢村山横目伝之

文政5年午4月 竪継紙　1通 2057－3

助・甚右衛門・彦兵衛ゆ御山見所

・覚、（御宮御拝殿御用二付杉御伐取二付、付：書付違
い認直）　吉衛門・甚右衛門・庄左衛門・五左衛門

未2月19日 横切継紙　2通 2059－4

乍恐以口上書奉願上候（漆木九本枯木に付五郎左衛門
　他3名の木王へ御下願）［包紙3067～3087／右列重ね

文政9戌年正月 竪紙　1通 3087－4

3076～3087／3087一紙繕括］　西組深沢村五郎八組割元
格三郎右衛門・組頭兵助・組頭次左衛門・横目七兵衛→
御蝋座御役所　　［奥書：漆横目五左衛門・太右衛門］

乍恐以書付奉願上候（枯漆木主江下知二付）［端裏書： 文政10年11月 竪継紙　1通 3046
文政十亥年枯漆願十一月十九日出候仁兵衛沢兵衛二郎兵
衛］　西組深沢村五郎八組横目七兵衛・組頭次左衛門・
同兵助・割元格三郎右衛門→御蝋座御役所　　［奥書：漆
横目太右衛門・五右衛門］

（包紙）［包書：文政十二丑年六月四日御蝋座上ル控又左衛 （文政12丑年6月4日） 包紙　1枚 3048
門出る］

乍恐口上書を以奉願上候（大風二而御蝋木倒木と成二
　付下付願控）［端裏書：同年月4日御蝋座上ル控又左衛門

文政12年6月 竪継紙　1通 1844－1

でルコ　西組深沢村茂兵衛組庄屋七蔵・組頭九平次・横
目太右衛門・三郎右衛門・兵助・次左衛門・次郎左衛門

乍恐口上書を以奉願上候（大風二而御蝋木倒木と成二
　付下付願下書）［端裏書：同年月4日御蝋座上ル控又左衛

文政12年6月 竪継紙　1通 1844－2

門でル］　西組深沢村茂兵衛組庄屋七蔵・組頭九平次・
横目太右衛門、三郎右衛門・兵助・次左衛門・次郎左衛
門

乍恐口上書を以奉願上候（雪折虫痛木2本木主へ御下
　願）　深沢村五郎八組横目次郎右衛門・組頭次左衛門・

天保2年8月 竪紙　1通 2076

同兵助（印）→御山見所

乍恐以口上書を秦願上候（里漆木総数二付小木之分御灰保8年子！1月
、用捨願）［包書。上　西組深沢村］　西組深沢村割元格i
　三郎右衛門・庄屋七蔵市郎左衛門・組頭兵助次左衛門籐i
　右衛門・横目次郎右衛門多右衛門（連印〉→御蝋座御役’
　所　　［奥書：漆横目多右衛門・又左衛門］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

包紙・竪継紙　1
包（1通）

2062

覚（閏五月十九日本木改入用、後欠）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
横長美　仮1冊 3558

（里漆木本数人別書上）　　　　　　　　　　　　　！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
横長美　i冊 3571

O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

宝暦2年4月 24974～5は1包2497－1一ア

（13通）、2497－1一ア

～イは紙縫括　包

紙・竪紙／1通

寛延3年3月5日 竪紙　1包（8通） 2497千イ

享保9年5月2日 竪紙　1通 2497－2

文政9年7月 竪紙　1通 2497－3

文政6年8月 竪紙　1通 2497－4

亥8月29日 横切継紙　1通 2497－5

元文3年3月30日 30494～7は紙繕 3049－1

括（7通）　竪
紙／1通

元文3年3月30日 竪紙　1通 3049－2

寛延4年5月 竪紙　1通 3049－3

享保16年4月28日 横切継紙　1通 3049－4

享保10年正月 竪紙　1通 3049－5

明和6年10月 竪紙　1通 3049－6

寛政11年9月 横切継紙　1通 3049－7

宝暦10年2月22日 2496－1～3は1紙繕 2496－1

（3通）　横切紙／
1通

宝暦13年4月 横切紙　1通 2496－2

覚（本大嶋村渡守宅兵衛馬舟之艦擢破損二付杉木伐木
　証文）［端裏書：渡守宅兵衛願之杉伐り証文／深沢村庄屋
　三郎兵衛外屋敷杉木1本／2497－1～5は1包、2497－1一ア～イは

　紙繕括］　山見役平沢孫助（印）内藤古左衛門→深沢村
　庄屋三郎兵衛殿（深沢村〉山横目中

覚（神明社地松木御払二付代物壱貫三百文差上之覚）
　［包書：百姓由願伐り証文之書付　西組深沢村　伐木証文
　壱／他に三郎兵衛宛伐木証文5通、山横目宛松木植替申付
　之覚1通、願書1通有／2497－1一イは1包紙（8通）］　内藤吉
　左衛門（印）平沢孫助（印）→深沢村三郎兵衛、与頭中
　［奥書：山横目中］

覚（里漆枯木伐木之義二付伐り証文〉　神村彦七、野
　口茂兵衛→深沢村木願主庄屋彦兵衛殿・三郎兵衛殿・与
　頭中

覚（御帳外杉木伐木二付）［杉木49本／木主治右衛門］
　大嬌伊左衛門（印）安田軍太夫（印）村山与左衛門（印）
　→深沢村九左衛門組庄屋中・山横目中

覚（御帳外木、居宅焼失二付小屋掛用具持二付伐木之
　覚）［三郎兵衛持山之内杉25本］　安田軍太夫（印）磯貝
　宅右衛門、村山与左衛門（印）→深沢村庄屋中・山横9
　中

覚（御伐出御用出役二付賄飯之覚）［賄12飯／8月28日昼
　より29日朝迄3　大橋伴右衛門（印）→深沢村庄屋中

○

覚（枯漆木伐取植替取立二付）　西沢弥次左衛門（E
　村田宅右衛門（印）ゆ深沢村役人中

覚（松木伐取植代金受取二付）　内藤右左衛門（印）脇
　座与五七（印）→深沢村庄屋中・与頭中　　［奥書：山横
　目中］

指上ケ申一札之事（山漆刈込仕二付）［紙背文書あり］
　庄屋三郎兵衛外7名→西沢弥次左衛門様・長谷川甚太夫
　様・平沢孫助様

覚（枯松植替二付）　杉山次兵衛・内藤右左衛門→庄屋
　中，・与頭中　　［奥書：彦兵衛殿・伴七殿・助七殿］

覚（松木伐取証文）　山廻り名右衛門（印）久助（印）
　ゆ深沢村山横目中

覚（年辻相立大破仕二付）　深沢村五郎八組庄屋五左衛
　門（印）組頭甚右衛門（印）同次左衛門（印）横目嘉右
　衛門（印）→御代官所

覚（枯漆木伐取植替証文）［端裏書：寛政＋二年申年正月
　十三日漆木伐り証文写し］　須佐羽右衛門印・高野金五
　衛印・西行数左衛門印→深沢村役人中

O

乍恐奉願候御事（五左衛門所持杉木大風二而倒木罷成
　候二付、代物被下置候様願書）［2496－1～3は1紙縫括］
　深沢村願王五左衛門、彦兵衛（印）助七（印）清左衛門
　（印）→内藤七左衛門様・角田美右衛門様

乍恐以書付奉願候御事（松木枯木と罷成保二付代物被1
　下置候様願書、下書）　深沢村松木願王五左衛門→内
　藤口右衛門様・角田美右衛門様　　［奥書＝山横目助七・
　彦兵衛・溝左衛門コ
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詫書書届深沢村／村政／諸願

恰木枯木と罷成候二付代物被 宝暦12年8月 横切紙　1通 2496－3
ρ松願主五左衛門（印）→内藤［コ

様　　［奥書：深沢村山横目動
茎印）］

（仁兵衛名子三蔵女房、娘共 享保10年巳12月16日 竪紙　1通 3477－3
7紙縫括］　深沢村本田組三蔵
）大屋仁兵衛／庄屋三郎兵衛・
吉右衛門（連印）→御代官所

（仁兵衛名子三蔵女房、娘共 （享保10年巳12月16日） 竪紙　1通・1枚 3477－5
支3下書／虫損／枝1－7紙蹉括］

葛網御法度二付）［端裏書：腿 寛延4年2月18日 竪紙　1通 2290
紙繕括コ　清四郎・金右衛門

組頭衆中

込不調法二付）［百姓十四郎外 寛延4年5月 竪紙　1通 1848
三郎兵衛次兵衛・組頭甚右衛門
弓・横目清左衛門嘉右衛門（連

と怪敷諸品相調一件御吟味二 宝暦7年6月 竪紙　1通 2286
5は紙繕括］　金兵衛・文右衛
三組御役人中様

卸下願）［2271～2295は紙緩括］ 明和2年7月 竪紙　1通 2289
御役人衆中様

［2271～2295は紙縫括］　幾七 明和3年7月 竪紙　1通 2271

正文紛失二付）［2097～2142は 明和6年12月 竪紙　1通 2099
B・親類請人孫市（印）→庄屋

＿而深沢村二三子産候者あり』
1訳なく）／口上之覚（三子

1明和7寅年6月25日 竪紙・折紙2通 2050－8

で包込／2050－1～13紙縫括］
1）親類万助（印）五人組／深1i
テ門・庄屋五左衛門→三組御役

申争、親二不孝不調法二付） 寛政5年丑7月25日 折鍔・竪継紙　1 2012
市蔵6不孝誤り一札］　五郎八 封（1通）
女房（印）親市郎右衛門→高

［奥書：連判一札　市郎左衛門
又左衛門（連印）］

之件指留井売払延引之件我
し）［末尾巻込：横切紙有（黄

天保4年8月7日 竪継紙　2通 2478

区兵衛擁五郎八組三郎右衛門様、

孝（養子福松陶山新八様御屋
ニイ寸）　［2271～2295は紙縫手舌］

申11月 竪紙　1通 2282

子六右衛門（印）→御代官所
酊甚右衛門・同十兵衛・横目吉

国相慎候）［2050－1～13紙繕括］

役人衆中様
7月5日 竪紙　1通 2050－3

関、旅者と口論傷付候二付
て人組たれ→庄屋五右衛門殿・

折紙　1通 2059－9

乍羅灘華縢蘇
　左衛門様・角田美右衛
　七・彦兵衛・清左衛門（

○詫書

乍恐口上書以申上候御事
　溺死二付）［虫損／枝1、7
　（印）親類久作利兵衛（印）
　組頭十兵衛与右衛門・横目

乍恐口上書以申上候御事
　溺死二付、下書）［後欠

指上ケ申一札証文之事（高
　水清四郎／2271～2295は浮
　（印）→庄屋三郎兵衛殿・組

差上申一札之事（山漆苅込
　3名（印）／　西組深沢村三
　十兵衛兵左衛門木賊右衛門
　印）→御蝋座御役人衆中様

一札之事（他村より値安之
　付連判証文）［2271～229E
　門・甚七・次郎松（印）→三

一札之事（口論御吟昧願御’
　弥五右衛門・助七（印）→稚

一札之事（口論詫証文）1
　（印）→御役人衆中様

指上ケ申一札之事（田地翻
　紙縫括］　五郎八与清四劇
　高頭五左衛門組頭衆中

一札之事（本大嶋渡り場二
　と悪口を申し、不調法申
　無御座旨）［r口上之覚」
　深沢五郎八組名子三六（印
　沢村三組（印）横目嘉右衛
　人中

誤リ申一札之事（子夫婦
　［包書：寛政5年丑7月25日
　組市郎右衛門子市蔵（印）
　頭三郎兵衛様御役人中
　一家市左衛門・市右衛門・

指入申一札之事（物置取崩
　侭之取計仕義二付詫一ネ
　色紙）、本文の一部］　吉郎
　御役人衆中

乍恐口上書を以申上候御事
　敷にて不調法之儀御尋二
　深沢村五郎八組仁兵衛名子
　奥書：庄屋三郎兵衛・組頭諺
　右衛門（印）

一札之事（いさかい申さず
　甚七（印）皆八（印）→御系

指上申～札之事（金六兄専
　御詫井五人組請書）　五
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