
深沢村／村政／諸願・届書・詫書

御役人衆殿

○博変詫書

差上申一札之事（さいめをさし詫証文）［虫損／枝1－7
　紙繕括］　本田組次郎兵衛（印）→三組庄屋組頭横目衆
　中

享保12未8月25日 竪紙　1通

一札手形之事（博変宿等仕乱ケ間敷儀二付）［天欠／ 元文元年5月29日 竪紙　1通
2271～2295は紙繕括］　本田与弥五右衛門（印）→庄屋
三郎兵衛殿・与頭衆中　　［奥書：助七・杢右衛門（印）］

一札証文之事（博変致し詫証文）［虫損／枝1－7紙繕括］
　本田組市蔵（印）本田組清四郎（印）→庄屋三郎兵衛

元文元年辰6月16日 竪紙　1通

殿・組頭衆中　　⊂奥書：近所五人組三左衛門・金兵衛・
金蔵（連印）］

一札之事（内証二而別宅仕博変之宿等致し詫証文）
　⊂2271～2295は紙繕括］　又七→庄屋三郎兵衛殿・与頭衆

元文元年6月17日 竪紙　1通

中　［奥書：助七（印）］

一札証文之事（博突致し詫証文）［袖部欠・虫損／枝1－7 元文4年未6月日 竪紙　1通
紙繕括］　深沢村孫平次（印）→庄屋三郎兵衛殿

指上ケ申一札之事（おけ之宿仕候二付詫証文）［2271
　～2295は紙繕括／2292－1～8は紙磋括］　五郎八組村中名

寛保3年5月 2292－1一ア・

緩括（2通）

子権助（印）→三組庄屋組頭衆中 紙／1通

指上ケ申一札之事（権助儀おけ之宿仕候二付詫証文） 寛保3年5月 竪紙　1通
［2271～2295は紙縫括／2292－1～8は紙繕括］　五郎八与五
人与杢右衛門・同儀右衛門・同源八他2人（印）→三組庄
屋与頭衆中

4月5日深沢村名子久作・三蔵口上之覚（おけ彦兵衛儀 申4月5日 竪紙　1通
御尋二付、控）［2271～2295は紙縫括／22931～8は紙縫
括］　深沢村名子久作・同断三蔵

　　　　　　　ご乍恐口上童を以申上候御事（前々博突致候族御尋二付
　き、控ヲ12271～2295は紙瑳括／2292．1～8は紙緩括］

延享4年5月 竪継紙　1通

庄屋三郎兵衛・与頭十兵衛1同甚右衛門他1人→御代官所

一札之事（博変御詫証文）［2271～2295は紙縫括／2292－1延享3年11月26日 竪紙　1通
～8は紙繕括］　仁兵衛名子市蔵・同市兵衛・清左衛門子
清四郎（印〉→三組庄屋与頭衆中

一札之事（博変相慎証文）［2271～2295は紙縫括／22924 延享4年5月10日 竪紙　1通
～8は紙縫括］　仁兵衛名子市蔵（印）→三組御役人衆中

口上書一札之事（博変相慎証文）［227エ～2295は紙緩
括／2292－1～8は紙縫括］　五郎八与仁兵衛名子市兵衛 延享4年5月10日 竪紙　1通
（印）→三組御役人中

口上書一札之事（博突相慎証文）［227王～2295は紙縫延享4年5月10日 竪紙　1通
括／2292－1～8は紙緩括］　五郎八与清左衛門子清四郎
（印）→三組御役人中

指入申一札之事（心得違之者博突井宿いたし候風聞有
　之御不審を請候義二付詫一札）［封書：上　半左衛門

文政ll年2月26日 折封・竪継
封（1通）

組］　五郎八組名子冨六以下6名百姓五郎左衛門他1名親
類半左衛門連印→御役人中様

乍恐以口上書奉願上候（有兵衛博変の風聞に付捨免願） 天保13年寅6月 竪継紙　1通

［端裏書：有兵衛儀二付願達いたし候控ひ］　西組九左衛
門組組頭藤右衛門・庄屋三郎右衛門→御代官所

・（有兵衛博突赦免の願書役所へ差出の儀に付）［封 （天保13年）6月12日 横切継紙

紙上書：急御用／願書下書1通有／園左衛門→三郎右衛
門］　割元→高頭三郎右衛門様

紙
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横切継紙　i通 2292－8

年） 枝1－7は1紙緩括 2783－0
（8通・仮2冊）

9日 竪継紙　1通 2783－1一ア

Fl1月14 竪紙・横切紙　2 2783－1一イ

通

横切継紙　1通 2783－1一ウ

横切継紙　1通 2783－2

折紙　1通 2783－3

8日 竪紙　1通 2783－4

　ち

日 横切継紙　1通 2783－5

横長美　仮1冊 2783－6

横長美　仮1冊 2783－7

改9年） 2546－1～2は1包 2546－1

（3通）　包紙／1
枚

2546－1一ア・イは1包 2546－1一ア

（2通）　竪紙／1
通

竪紙　1通 2546－1イ

竪紙　1通 2546－2

3月

（享保11年～13

享保12年11月19

午ll月15日／午
日

4月5日

申5月

享保11年ll月18

享保13年6月29

（10月3日）

享保13年5月6日

（寛政10年～文政

文政9年12月

文政9年12月

寛政10年12月

深沢村イ村政／諸願・届書・詫書

覚（三笠附・博突御法度御触書、雛形）［2271～22g5は
　紙繕括／2292－1～8は紙縫括］　何村肝煎たれ・同村与頭
　たれ連判

○詫書一一括の形態

（詫状　一括）［2783－1～7は紙緩括］

差上ケ申一札之事（御蔵御代屋二而不調法取候二付一
　札）［2783－1一ア・イ・ウは紙縫括／虫損・破損大］　九左衛

　門組名子次助□［コ・親類弥□□□→庄屋三郎兵衛殿
　［奥書：五人組松□□□・長口□□・元□□□］

乍恐口上書付を以申上候御事（乱心二而御林杉木2本
　伐取候二付控／弟庄九郎詫状1通）［破損大］　本田
　組庄屋三郎兵衛・与頭十兵衛・同与右衛門他1人→御代官
　所

深沢村庄屋三郎兵衛横目吉右衛門口上之覚（彦兵衛と
　申者儀御尋二付、控）　深沢村庄屋三郎兵衛・横目吉
　右衛門

指上ケ申口上之御事（深沢村御林之内松木22本盗伐取
　二付、控）　深沢村山横目勘左衛門・同四郎兵衛・同兵
　助ゆ弥惣兵衛様・太左衛門様

覚（九左衛門組・茂兵衛組・本田組山横目石高覚）

指上ケ申一札之事（兄彦左衛門乱心二而御用木伐取候
　二付）［破損大／端裏書：□口左衛門乱心］　彦左衛門弟
　庄九郎・親類彦兵衛・同断市兵衛・同四郎左衛門（印）
　→本田組庄屋三郎兵衛殿・組頭中

乍恐口上書を以奉願候御事（深沢村御林松木盗伐取犯
　人次助取逃一件次助尋方御赦免願、下書）［破損大3
　深沢村山横目勘左衛門・同四郎兵衛・同兵助・長右衛
　門・元助（印）→御代官所　　［奥書：庄屋三郎兵衛・同
　茂市郎・与頭十兵衛・与右衛門・兵左衛門・徳左衛門・
　横目清左衛門・同吉右衛門（印）］

口上書（家来3人詮議仕候段御尋二付、控）

口、」書を以申上候御事（松木盗取候御預り者次助取逃
　行方不知不調法一件につき）［7通一括］　深沢村庄屋
　三郎兵衛／組頭徳左衛門／五人組之内七郎右衛門他1人／
　九左衛門与五人与預り宿松右衛門／増番之者次郎兵衛他2
　人／五人組之内長右衛門名子元助／九左衛門与五人組長
　右衛門→弥惣兵衛様・太左衛門様

○

（詫状一括　包紙）［包書：三八弟駒次一件誤り一札2通、
　12月17日上ル控へ、相済／包紙裏：2546－1一アと同文下書／
　2545～2551は紙縫付1包］

指斐穿榛蕪！撫嬬編簿灘ネし並に詫証

指毒翫経鐵贈鍵拳扇魏露翻麺難
　付璽月20日三八より一札／虫損大／包書：三八弟駒次…
　件誤り一札2通、12月17日上ル控へ、相済／包紙裏：2546－
　Lアと同文下書コ　兄三八・親類弥五右衛門（印）→御役
　人中様

誤り申二札証文之事（田を埋立居屋敷地二致べく企み
　二付誤り証文、控）［端裏書：又左衛門誤書、不用書／
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深沢村／村政／諸願・届書・詫書

文書末に又左衛門一件請人吉郎兵衛の一札あり］　越巻
田埋誤り主又左衛門→宛所迄　　〔奥書あり］

（詫状一括　袋）［袋書：文政元年7月22日五人組連判一札 （文政元年7月20日） 2547－2～12は
入、九左衛門組／破損／2545～2551は1包］ （11通）　1袋

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無
　調法之趣御吟昧二付）［端裏書：七左衛門組］　五人組

文政元年7月20日 竪継紙　1通

親七左衛門・名子藤助・兵右衛門他9人（印）→御役人衆
中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪継紙　1通

調法之趣御吟昧二付）［端裏書：九左衛門組］　五人組
十太夫・六助・善九郎他11人（印）→御役人衆中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪継紙　1通

調法之趣御吟味二付）［端裏書：彦兵衛］　五郎八組親
彦兵衛・彦左衛門・杢右衛門他10人（印）→御役人衆中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪紙　1通
調法之趣御吟味二付）［端裏書：彦兵衛］　五人維親甚
右衛門・助七・甚兵衛他3人（印）→御役人衆中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無
　調法之趣御吟味二付／包紙入）［端裏書：与次右衛

文政元年7月嘲 包紙・竪紙
（1通）

門／包書：御蔵番与次右衛門分是ハ…本証文］　御蔵番
与次右衛門（印）→御役人衆中

一無蓬瀬翻轡鶴蟹灘評教鶴難 文政元年7月20日 竪紙　1通

姓松兵衛・名子喜兵衛・同孫兵衛他4人・百姓2人（印）
→御役人衆中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪紙　1通
調法之趣御吟昧二付）［端裏書：次郎八］　次郎八・三
八・九左衛門他7人（印）→御役人衆中

　　　　　　　ご
一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪紙　1通

調法之趣御吟味二付）　r親藤兵衛・半左衛門・・惣次郎
他7人（印）→御役人衆中

一札之事（干水二付分水御役人御出役場所二而狼籍無 文政元年7月20日 竪紙　1通
調法之趣御吟味二付）　五人組又左衛門・市郎右衛
門・次助他2人（印）ゆ御役人衆中様

一羅製鹸灘轡騰蟹讐舗二蟻薫響 文政元年7月20日 竪紙　1通

郎兵衛・六左衛門・四郎兵衛他6人（印）→御役人衆中様

一羅蓬顯沓灘雛灘脚欝騙鮮籍舞 文政元年7月20日 竪紙　1通

人組親与兵衛・久五郎・才九郎他4人（印）→御役人衆中

○藤左衛門米一条

（藤左衛門米一条願書　包紙）［包紙：藤左衛門米一条願 （嘉永4年7月） 3042－1～3は
書返井猶願申願書在中］ （5通）　包紙

枚

乍恐以書付奉願上候（駄賃渡世仕、出雲崎浜屋甚六頼 嘉永4年7月 竪継紙　1通

みの米二付願）　深沢村五郎八組藤左衛門→御代官
所／横目次郎右衛門・組頭市郎左衛門・同兵助・割元格
三郎右衛門

乍恐以書付奉願上候（出雲崎浜屋甚六への送り米、御 亥5月10日 3042－2一ア～イは

同心方へ替米指上ケニ付御免願）［包書：上深沢村 （2通）　竪継

五郎八組／貼付箋：抜米達］　深沢村五郎八組藤左衛門 1通

（印）→御代官所／横目次郎右衛門（印）組頭市郎左衛門
（印）同兵助（印）割元格三郎右衛門（印）、割元（印）

2547－1

2547－2

2547－3

2547－4

2547－5

1包　2547－6

包紙／1

竪継紙／

2547－7

2547－8

2547－9

2547－10

2547－11

2547－12

3042－0

・3042－1

3042－2一ア
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深沢村／村政／諸稼

佐次兵衛印

（籐左衛門抜米二付下知）腕書：用事］　大村秀之助・ 7月8日 横切継紙
岡村三保蔵→深沢村高頭三郎右衛門様

乍恐以書付奉願上候（御同心方へ指出候米困窮二付赦
　免願）［3042－3イに巻付］　深沢村五郎八組藤左衛門ゆ
　［奥書：→御代官所］

横切継紙

御尋二付乍恐以書付奉願上候（駄賃渡世仕、出雲崎浜
　屋甚六頼みの米二付願）［包書：上　深沢村五郎八組／
　貼付箋1抜米御赦免願］　深沢村五郎八組藤左衛門（印〉
　→御代官所　横目次郎右衛門（印）組頭市郎左衛門（印）
　同兵助（印）割元格三郎右衛門（印）、割元（印）条左衛
　門印

嘉永4年4月 包紙・竪継
包（1通）

○評定

佐兵衛　仁兵衛ヲ相手取候出入　御裁許状写シ（佐兵
　衛、深沢村元名主仁兵衛停を仁兵衛と申し相手取り
　雄入候段不博二付過料申付、井組頭忠右衛門、仁兵
　衛病死の所病気として書付差出候段二付御叱の旨）
　［過料銭は伊奈半左衛門様御役所へ］　御評定所→麻布長
　坂三田稲荷門前忠蔵居佐兵衛・牧野備前領分組頭忠右衛
　門　　［奥書：深沢村元名主当時死去仁兵衛伜仲左衛門代
　七蔵・佐兵衛家主忠蔵］

天明元年丑10月13日 美　1冊

諸稼

一札之事（弟子請人証文）［2271～2295は紙繕括］
　大工町浄土宗法蔵寺（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿

饗踏穫擁黙響（雛鷲渡世願書）［破損
　子長九郎（印）→御代官所　　［奥書：
　頭十兵衛・横目嘉右衛門他1人（印）］

乍恐口上書を以奉願候事（青染紺屋渡堂仕度候二付願
　書、下書）［2271～2295は紙縫括］
　門→御代官所　　［奥書：庄屋五左衛門・
　同次左衛門他1人／裏書あり］

鴨講、羅影翻蜜寸懲軒商の握作願）
　八ッ半時　三八井次郎八持参二而参ル］
　親類請人弥五右衛門（印）親類請人次郎八（印）→五郎
　八組御役人中様

乍恐以口上書奉願上候（水茶屋小商宥免願、写）［包
　書：上　西組深沢村　六月五日御差上候控ひ
　門遣スコ　西組深沢村割元格三郎右衛門・
　頭兵助・組頭次左衛門・組頭九平次・
　目多右衛門・横目次郎右衛門ゆ御代官所

乍恐以書付奉願上候（紺屋佐吉困窮二付紺屋職延引願
　書控）［枝1－8紙縫括］西組深沢村五郎八組割元格三
　郎左衛門・組頭兵助市郎右衛門・
　官所

○酒

乍恐口上書を以奉願候輿事（前々之通り酒売渡世仕度
　願書）　深沢村酒売願王多右衛門・五郎左衛門
　門・久左衛門［奥書：三郎兵衛・次兵衛・

指上ヶ申一札之事（請酒売御免二付）／深沢村請酒屋
　之覚（多右衛門外4名、申12月）［2050－1～13紙繕括／

1通　　3042－2一イ

1通　　3042－3一ア

竪継紙　13042－3一イ

2061

紙繕括］　長岡 寛保2年11月11日 竪紙　1通 2277
郎兵衛殿 、

世願書）［破損 宝暦2年9月 竪紙　1通 2293
五郎八組兵助名
屋三郎兵衛・組

仕度候二付願 明和4年11月 竪紙　1通 2285
主深沢村今右衛
与頭甚右衛門・

の小屋作願） 文政3年辰7月 竪継紙　1通 3093－5
一札七月十七日
願主三八（印）
～（印）→五郎

毛願、写）［包 天保13年寅6月 包紙・竪継紙　1 3063
空ひ　次郎右衛 包（5通）
庄屋七蔵・組

璽藤右衛門・横

紺屋職延引願 安政3辰年1i月□日 竪継紙　1通 3473－7
…八組割元格三

1右衛門ゆ御代

酒売渡世仕度 延享2年閏12月23日 竪紙　1通 2595
主衛門・藤左衛
十兵衛他5人］

柴沢村請酒屋 延享3年寅正月 竪継紙・折紙　2 2050－6
1～13紙繕括／、 通

一204一



深沢村／村政熊繕夫喰米

2通紙縫括］　何村願主誰々／深沢村庄屋三郎兵衛外7名
帥御代官所　　［奥書：何村村役人］

（包紙）［宛書：五郎八組庄屋中御用村次　割元／その他 （天保15年） 枝1・2は1包（2通） 3061－0

に：高頭三郎右衛門→江口与兵衛様／3061－1・2包紙コ 包紙／1枚

・乍恐以口上書奉願上候（徳利酒商御免願、写）西組 天保15辰年2月 竪継紙　1通 3061－1

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・横目次郎右衛門→御代官所

口上（酒商願書認め方達）［願書に巻込］与兵衛→三 （天保15年）2月3日 横切紙　1通 3061－2

郎右衛門様

（包紙　割元用状と返却願書入）［包書：御用　村継／包 （天保15辰年）10月28 3168－1・2は1包紙 3168－0

紙裏は返却願書の封紙「上　西組深沢村五郎八組役人」］ 日 （2通）　包紙／1
枚

（割元用状　請酒之儀不相成、酒商願書相返し申候） （天保15辰年）10月28 横切継紙　i通 3168謡
［紙面に青線あり］　割元ゆ五郎八組庄屋中 日

・乍恐口上書奉願上候（駅場二付酒商幾七・幸右衛門 天保15辰年10月 竪継紙　1通 3168－2

仕度、5ケ年請酒商売願　本書）深沢村五郎八組割元
格三郎右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛門（連
印〉→御代官所　　［奥書：割元（印）園左衛門］

O風呂
包紙　　［包書：上　西組深沢村五郎八組　本駅場にも無之 （天保15年） 枝1－3は1包（4通） 3062－0

分相成候哉／3062は1包］ 包紙／1枚

乍恐以口上書奉願上侯（風呂屋業御免願写〉［下書 天保15辰年2月 竪継紙　1通 3062－1

紙1枚巻込］　西組深沢村割元格三郎右衛門（印）組頭兵
助（印）組頭次左衛門（印）横目次郎右衛門（印）→御
代官所　　〔奥書：割元（印）消・園左衛門印］

・（風呂屋宥免願下書） （天保15辰年2月） 横切紙　1通 3062－2－1

・口上（風呂屋宥免願の認方達）園左衛門→三郎右衛門
様

6月4日 横切継紙　1通 3062－2－2

・乍恐以口上書奉願上候（風呂屋業御免願、控）西組 天保15辰年2月 竪継紙　1通 3062－3

深沢村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）横目次郎右衛門（印）→御代官所
［奥書：割元（印）消・園左衛門印］

高札場

深沢村御高札破損覚書

覚（御高札仕替願〉［奥部裁断］　五郎八組庄屋五左衛
　門・与頭甚右衛門・与頭次左衛門・横目加右衛門他3名ゆ
　御代官様

乍恐口上書を以奉願上候（高札朽損二付御見分之上御
　仕替願）［封書書：上　深沢村五郎八組］　深沢村五郎
　八組割元格三郎兵衛・組頭兵助次左衛門・横目七郎兵衛
　→御代宮所

延享3年8月24日 横長美　1冊 965

明和7年寅閏6月 横長美　仮1冊 3511

文政2卯年8月 折封・竪継紙 1 2004
封（1通）

救憧・夫喰米

覚（籾作扶喰拝借上納二付）［全抹消／同26日御蔵へ上 戌年7月23日 竪紙　1通 2000－1

ル控］　五郎八・九左衛門組三郎兵衛ゆ割元所

覚（籾作扶喰拝借上納覚書、雛形）［請取書御蔵へ遅滞 戌何月何日 横切紙　1通 2000－2

無く差出　7月25日／枝1に巻込］　何村誰印→割元所
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深沢村／村政耀鱗季形

卯夫喰米御貸帳 五郎八与［深沢御蔵出／御蔵番権左衛 延享4年4月7日 横長美 1冊 1216－2
門］

○
未
年
夫
喰
米
割
帳 五郎八組・九左衛門組［御蔵出］ 寛延4年5月9日 横長美 1冊 1216－1

（酉ノ納分籾かり元 軒覚）　五郎八組 酉 横長美 仮1冊 1505

（籾納覚） 五郎八組［御蔵へ返ス、兵介・籐右衛門出ル］ 戌12月15日 横長美 仮1冊 1511

無尽・頼母子

原田九郎左衛門無尽　五郎八組［原田九郎左衛門様御預
　金、境嶋当・向川原当等五拾壱軒二割ルコ

○

一札之事（頼母子興行一年相延二付連判差上申）　惣
　百姓→西組御後三組御役人中

指入申証文之事（願誓寺御発起頼母子取当二付）［包
　書：願誓寺発起頼母子正林寺取当指入証文天保五午年十
　二月十五日差上δ請取］　田地差向主正林寺（印）請人
　高頭七蔵（印）同三左衛門（印）同小兵衛（印）→五郎
　八組御役人中

借用申金子之事（茂兵衛組七蔵、金九六両、頼母子興
　行発起二付）［包書：茂兵衛組発起頼母子証文二通〕
　茂兵組金子借主七蔵（印）加判請人横目多右衛門（印）
　（加判請入）組頭九平次（印）→惣御連中様

借用申金子之事（茂兵組七兵衛、金九三両、頼母子興
　行発起二付）［包書：茂兵衛組発起頼母子証文二二通］
　茂兵衛組金子借主惣村中（印）惣代清左衛門請人横目多
　右衛門（印）（請人）組頭九兵次（印）（請人）庄屋七蔵
　（印）→惣御連中様

頼母子一件内外始末柄書留一巻　　（高頭）［村方頼母子
　一件定吉荘右衛門6始候事手控也］

（七蔵頼母子取分ケ金二付願状）［宛書：要用］　田中園
　左衛門→高頭三郎右衛門様

（頼母子掛金帳）

（発起親母掛金帳）

翼文政13年12月 横長美　1冊 1461

蟹安永2巳年 横切継紙　1通 2059－1

↓ 天保3年4月 竪継紙　1通 3043

B

巨 天保3年閏11月13日 包紙・竪紙　1包 2481－2
（1通）

巨 天保4年4月10日 包紙・竪紙　王包 2481－1

ン
髭

（1通）

一 嘉永5年ll月 横長美　1冊 981

5月23日 横切紙　1通 3282

横長美　1冊 3684

横長美　1冊 3688

治安

法坂座頭倒死一巻入用帳春

書
書

分にて相済申候紙／継剥離多く一括］

（法坂村久治郎覚）

覚（死骸・衣類・風呂包なと）

春　三組 文化14年2月18日 横長美　1冊 979

者書付）（深沢村五郎八組）［袋 文化14丑年2月20日／ 袋・竪継紙・横切 3426
蕃の一横死一件諸書付袋／袋裏 24日 継紙　1袋（8通）

呂し候請取書弐通井後日請証文
兵衛為持御蔵へ上ルひかへ　内
崔多く一括］

申年 横長美　1枚 3587

など） 横切継紙　1通 3125

通行手形

（通行手形）［2020－1～13紙縫括／虫損大］

　庄屋与三右衛門→諸御役人衆中
縫括／虫損大］
』衆中

組頭源太夫・ 丑8月 竪紙 1通 2050－2
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深沢村／村政傭知

寺社

覚（京都において願之通離末いたし、東本願寺直参と
　罷成申候二付）［包書：一札　願誓寺］　東本願寺直参
　願誓寺（印）→高頭三郎兵衛殿・高頭七蔵殿

寛政9年5月8日 竪紙 1包（1通） 2833

雑入用

仁兵衛万者指引帳　五郎八組・九左衛門組［五郎八・
　左衛門組指引之覚、仁兵衛三組取替分等3　両組

O諸入用

御買物之通　　［茶・海苔等］　八百や籐右衛門（長岡裏… 文久2年正月吉日3月 横美半折　1冊 1772
之町）→深沢五郎八組御役人衆中様

刈羽郡柏崎町下直条之住人嘉兵衛煩付送リ申候入用 12月朔日6 横長美　1冊 1460
深沢村役人

（諸入用覚） 横切継紙　9通 3179

（拾ひ帳） 横長美　仮1冊 3489

（諸入用立替覚） 横長美　仮1冊 3490

○御出役入用

江戸6秤改役人弐人来ル秤巻覚書留ル　深沢村三組庄 寛政9年5月17日 横長美　1冊 1482
や組頭［文化3年秤改江戸6参り留書〆此末二有之、文化
7年9月11日秤改書留〆有之候／綴紙縫結2通：差上申一札
之事　5月17日指出控　出役兵介、宿紙一枚］

（里漆元木御改二付御蝋座御出役入用覚） 文政9年3月29日 横長美　仮1冊 1489

（竿入之節賄料理献立） 3月24日 横切継紙　！通 3453

（中川・堤・山岸様・竿取など御出役入用） 横長美　仮1冊 1497－2

○入用取替

イー停倍一管享十巳ヨ1由且　　　　自ワ　　女　　イ　ート倍日露憂　　r　自　　　　手 －麗阿臼　体　‘》目‘》　口 描巨並九天明5年12月26日

九左衛門五郎八組万指引長　仁兵衛勘定之覚　両組役
　人ひかへ

上田町五右衛門家作入用帳　両組役人［万銀帳へ立／家
　入用役高二而割方相究、外方國入候］

高田様上除御昼下御宿掃除井所持村々江御渡し被成候
　二付諸入用付込長　三郎兵衛［綴紙繕結2枚1（三組諸
　掛覚）／綴結紙片付］

（天保八秤改役覚）

済物覚帳　両組［枝1・2綴紙縫結］

未之糠藁済諸入用附立長帳　五郎八・九左衛門組［枝
　1・2綴紙縫結］

勘定中入用附立帳　五郎八組中使九右衛門

取替覚帳　五郎八組

御年貢勘定ヲリ暮迄入用帳　中使九右衛門（五郎八組）

勘定入用帳　五郎八組

天明6年12月25日

横長美1冊 1536

横長美　1冊　　　734

文化13年12月15日　　　横長美　1冊　　　1471

文政2年6月28日

天保8年

弘化4年10月

未（弘化4年）

文久元年4月5日6

元治元年6月

慶応2年ll月

明治6年12月

横長美　1冊・2枚1472

横長美　1枚

横長美　1冊

横長美1冊

横長美　1冊

横長半　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

1483

葉470－2

雁470－1

1354

1196

唾353

1334

一207一



深沢村備纏墾磐鶴

郎［肴屋、銭払・両替覚／綴結文書1通：宿紙］ 巳12月 横美半折　1冊 1763

郎八組 横長半　2冊 1197

暖）
横長美　仮1冊 1494

［前欠］ 横長美　仮1冊 1495

昔物場合帳）［村入用・諸人足遣覚］ 横長美　仮1冊 15雁8

手帳　久太良

取替覚　搬

（入用付込帳

（諸入用帳）

（人足場・借

茂兵衛組帳面写

3332

849

872

1510

横長美1冊

横長美1冊

横長美1冊

横長美仮1冊

寛政元年4月13日

安政2年ll月

（安政3年）

茂兵衛組三五左衛門不樗追込留書　商頭三郎兵衛ひかへ
　［叱・追込之申渡］

惣嶋地本途川欠年明皆無免許小帳　茂兵衛組小帳／五郎
　八組二而写取ル［表紙2紙、内表紙「茂兵衛組コ

安政三辰之茂兵衛組高帳写し

（酉とし免相帳）　深沢村茂兵衛組

　　他村分

岩田村

熟談為取替規定之事（地蔵院除地二付為取替、本書控） 安政4年6月4日 竪紙　1通 2551
［端裏書あり／2545～2551は1包］　岩田村地蔵院・新開
願人中野安左衛門・取扱人長岡表三ノ町越前屋庄兵衛

（明治四未年万日誌） （明治4年） 横長美　仮1冊 1520

○一括形態

（岩田村分土地売買証文一括）［2567～2571は紙繕括／ （宝暦2年～） 2567－0
2567－！～19紙縫括］

永代譲渡田地証文之事（不動沢市郎右衛門）［端裏書あ 文化3年5月 竪紙　1通 2567－1

り／シミ大］　御料所不動沢村掛持田地譲主市郎右衛門
（印）→岩田村多兵衛殿　　［奥書：庄屋伝三郎・組頭利兵
衛・同彦兵衛・横目久左衛門（印）］

酉春より午暮迄拾年季二売渡申由証文之事（彦七） 天明8年12月 竪紙　1通 2567－2
［端裏書あり／破損・シミ大］　岩田村売主彦七・庄屋伝
八・請人万四郎（印）→同村（岩田村）多兵衛殿

戌春より未之暮迄拾年季二売渡申本田あと山之事（三
　五右衛門）［端裏書あり／破損・虫損・シミ大］　当村

明和3年 竪紙　1通 2567－3

（岩田村）売主三五右衛門・組頭久次右衛門（印）→当村
（岩田村）多兵衛殿

子春より辰暮迄五年季二売渡申山之事（六左衛門） 宝暦5年7月2日 竪紙　1通 256アー4
［端裏書あり／破損・虫損・シミ大］　岩田村山売主六左
衛門・請人藤助（印）→同村（岩田村）市左衛門殿

田地書入借用金子之事（太兵衛）［端裏書あり／破損・ 天明6年12月 竪紙　1通 2567－5
虫損・シミ大］　岩田村借主多兵衛・庄屋伝八（印）一→
同村（岩田村）又七殿

乍恐以口上書を以奉願上候（御帳木之内折杉木一本被
　下置度二付）［端裏書：御山見所下書／シミ大］　岩田

嘉永4年3月 竪紙　1通 2567－6

村願主多兵衛・庄屋伝左衛門・組頭徳左衛門他1人→御山
見所
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深沢村／他村分／岩田村

渡申居屋敷之事（当村要右 宝暦13年12月 竪紙　1通 2567－7

虫損・シミ大］　岩田村売主
利右衛門（印）→当村（岩田

渡申山壱ケ所証文之事（岩 明和5年12月 竪紙　1通 2567－8

り／虫損・シミ大〕　岩田村
与頭久次右衛門（印）→同

詫証文之事（平次郎）［端裏 天明4年2月H日 竪紙　1通 2567－9

売主平次郎・請人四郎兵衛・
才（岩田村）多兵衛殿

渡申屋敷証文之事（六兵衛） 明和2年12月 竪紙　1通 2567－10
岩田村売主六兵衛・久次右衛
ゆ同村（岩田村）多兵衛殿

売渡申かや山之事（藤助） 天明4年12月 竪紙　1通 2567－11
シミ大］　岩田村売主藤助・

一衛門（印）→同村（岩田村）

藝（五人組書付）［端裏書あ 天保8年正月22日 竪紙　1通 2567－12
岩田村五人組多兵衛・喜之

（岩田村）御役人衆中

一三郎）［端裏書あり／シミ・ 文化6年12月 竪紙　1通 2567－13
三郎・請人惣七（印）→同村

書あり／シミ・湿害・破損大］ 天明3年 竪紙　1通 2567－14
島衛門（印）→同村（岩田村）

渡申家屋敷証文事（六兵衛） 明和9年12月 竪紙　1通 2567－15
シミ大］　岩田村売主六兵
与頭久次右衛門（印）→同

害・シミ大］　地蔵院 明治7年6月15日 竪紙　1通 2567－16

二売渡申本田之事（三五右 明和4年正月 竪紙　1通 2567一歪7
シミ大］　岩田村売主三五右
→同村（岩田村）多兵衛殿

売渡申田地証文之事（兼松） 宝暦2年12月 竪紙　1通 2567－18
］　岩田村田地売主兼松・組
（岩田村）多兵衛殿

渡申山はた壱まい（又助） 明和8年 竪紙　1通 2567－19
シミ大］　岩田村うり主又

f（岩田村）定右衛門

仙右衛門）［端裏書あり／湿 文政10年7月 竪紙　1通 2568
紙縫括］　岩田村湯守仙右衛
～助他4人（印）→五人組親多

利兵衛他7人連判証文）［端天保9年3月 竪紙　1通 2569
一部欠損／2567～2571紙縫括］
印）吻多兵衛殿

田之事（八郎右衛門）［端 宝暦7年2月 竪紙　1通 2570
2567～2571紙繕括］　岩田村
郎（印）→同村（岩田）市左

申春より巳暮迄拾年季二売
　衛門）［端裏書あり／破損・

　要右衛門・庄屋伝八・組頭
　村）多兵衛殿

丑春より戌暮迄拾年季二売
　田村由右衛門）［端裏書あ
　売主由右衛門・請人由之助
　村（岩田村）多兵衛殿

辰年より畑山木売流シ申覚
　書あり／シミ大］　岩田村1
　組頭久次右衛門（印）→同村

戌春より未暮迄拾年季二売
　［端裏書あり／シミ大］
　門・要右衛門・伝八（印）一

辰春より丑暮迄拾年季二1
　［端裏書あり／破損・虫損・
　組頭久次右衛門・請人友茎
　多兵衛殿

五人組堅メ指上ケー札之事
　り／シミ・湿害・破損大］
　八・嘉助他7人（印）ゆ当村

永代譲り申畑証文之事（仁
　湿害・破損大］　畑売主仁．
　（岩田村）…多兵衛殿

売渡申山之事（藤助）［端裏1

　岩田村売主藤助・請人友右
　多兵衛殿

巳春より寅暮迄拾年季二売
　［端裏書あり／破損・湿害
　衛・庄屋伝次右衛門・伝八
　村（岩田村）多兵衛殿

元除地（地蔵院）［破損・湿

辰之春より丑之暮迄拾年季
　衛門）［端裏書あり／湿害・
　衛門・与頭久次右衛門（印）

酉之春より午之暮迄拾年季i
　［端裏書あり／湿害・シミ大
　頭久兵衛他2人（印）→同村

卯之春より未暮迄五年季売
　［端裏書あり／破損・湿害
　助・うけ人茂八（印）→同ネ1

建湯二付引請申一札之事（イ1
　害・シミ大／2567～2571紙
　門・同村親類請人久助・同八
　兵衛殿・組子衆中殿

取究…札之事（多兵衛殿へ矛
　裏書あり／湿害・シミ大、一
　利兵衛・栄七・助八他5人（匠1

口［コロ拾年季二売渡山畑新
　裏書あり／破損・湿害大／2
　売主八郎右衛門・請人藤四資
　衛門殿　　［奥書あり］
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深沢村／他村分／岩田村

姓極メ証文之事（村方入証文、 寛政12年正月 竪紙　1通 2571
起／2567～2571紙繕括］　庄屋伝
衛門・利兵衛・百姓惣代市十郎

百姓惣代甚右衛門・又八・九

ご一括）［括り紐・紙帯2298～ （宝暦3年～） 2298－0

端裏書：不動沢村九郎左衛門／ 天保12年4月 竪継紙　1通 2298
］　岩田村掛持不動沢村九郎左
す甚兵衛（印）請人岩田村甚七

［奥書：岩田村横目栄七（印）
紅十郎（印）庄屋伝三郎（印）］

事　　［端裏書：嘉助／括り紐・ 天保15年4月 竪紙　1通 2299
村当人嘉助（印）親類請人又左
’多兵衛殿　　［奥書：庄屋伝三郎

組頭徳左衛門（印）横目栄七

［端裏書：甚七／括り紐・紙 天保6年12月 竪紙　1通 2300
田地譲り主甚七（印）請人市三
奥書：庄屋伝左衛門（印）組頭

裏書：又助／括り紐・紙帯2298 天保2年 竪紙　1通 2301
）請人十助（印）→取主多兵衛

裏書：甚八／括り紐・紙帯2298 文政8年正月 竪紙　1通 2302
）請人力助（印）→岩田村多兵
β（印）］

端裏書：三五右衛門／括り紐・ 文化12年12月 竪紙　1通 2303
岩田村三五右衛門（印）請人岩
村多兵衛殿　　［奥裏書：岩田村

屋敷質入れ証文）［端裏書：岩 天明3年12月 竪紙　1通 2304
紙帯2298～2332］　岩田村かり

御料所引付御願二付惣百タ
　控）［端裏書あり／破損大

　三郎・組頭彦市・久次右1
　→組顕多兵衛・勝左衛門
　左衛門殿

○

（岩田村分土地売買証文
2332コ

永代譲戻山証文之事　　［
　括り紐・紙帯2298～2332
　衛門（印）請人不動沢村
　（印）帰岩田村多兵衛殿
　組頭徳左衛門（印）組頭鷲

カ
）串丘し、フ、

永代譲リ渡居屋敷証文之
　紙帯2298～2332］　岩田
　衛門（印）他7名→岩田利
　（印）組頭市十郎（印）
　（印）］

永代譲リ渡田地証文之事
　帯2298～2332］　岩田村
　郎（印）→多兵衛殿　　［
　市十郎（印）］

永代山売証文之事　　［端
　～2332］　，売主又助（印
　殿

永代譲畑証文之事　　［端
　～2332］　譲主甚八（印
　衛殿　　［奥書：横目甚三碧

売渡申谷チ証文之事　［
　紙帯2298～2332］　売主
　田村清兵衛（印）→岩田1
　三五右衛門］

書入二而借用申米之事（1
　田村七右衛門／括り紐哨
　主七右衛門（印）請人八，
　岩田村多兵衛殿

2305竪紙1通

2306

2307

竪紙罫紙　1通

竪紙1通

2308竪紙1通

2309竪紙1通

指入申一札之事（宗門改組直に付、勝四郎を五人組よ天保12年正月
　り除き）［端裏書：あやまり証文・勝四郎／括り紐・紙
　帯2298～2332］　岩田村百姓勝四郎女房（爪印）勝四郎
　親類惣代伝右衛門（印）他2名→岩田村多兵衛殿・五人組
　中

借用申金子之事　　［括り紐・紙帯2298～2332］　浦村忠兵明治8年正月
　衛（印）→岩田村友右衛門様

触響簸蒙響地穀篠手鵬麟錨璽禁，天保’4年9月
　帯2298～2332］　岩田村伝三郎（印）請人甚七（印）一・・
　岩田村多兵衛殿

地所預リ頼母子請証文事　　［端裏書：甚六・地所預リ証天保7年正月
　文／括り紐・紙帯2298～2332］　岩田村地所渡主甚六
　（印）講人平四郎（印）他4名→地所御預リ主親類之内多1
　兵衛殿

地所預リ証文之事　　［端裏書：甚六証文入／括り紐・紙天保7年正月
　帯2298～2332］　岩田村持地渡主甚六（印）親類請人平
　四郎（印）他5名→地所預リ主多兵衛殿
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深沢村／他村分／岩田村

江田ひ田な売渡証文之事　　［端裏書：岩田村久左衛門／ 文化戌年7月 竪紙　1通 2310
括り紐・紙帯2298～2332コ　売主岩田村久左衛門（印）
請人甚六（印）→岩田村多兵衛殿

戌之春より未之暮迄十年き二売渡申候嶋之事　　［端裏 宝暦3年12月 竪紙　1通 2311
書：源右衛門手形／括り紐・紙帯2298～2332］　岩田村
源右衛門（印）加判組頭久兵衛（印）他2名→岩田村多兵
衛殿

永代譲山地証文之事　　［端裏書：平七／括り紐・紙帯 弘化3年12月 竪紙　1通 2312
2298～2332］　岩田村山譲り主平七（印）請人孫八ゆ岩
田村多兵衛殿　　［奥書：庄屋伝左衛門（印）］

子春より辰暮迄五年季二売渡申（質脱力）地証文之事 宝暦5年12月 竪紙　1通 2313
［端裏書：岩田村六左衛門／括り紐・紙帯2298～2332］
岩田村田地売主六左衛門（印）請人藤助→岩田村市左衛
門殿

かき入証文之事　［端裏書：久左衛門／括り紐・紙帯2298 寛政7年 竪紙　1通 2314
～2332］　借主久左衛門（印）請人万四郎（印）→岩田
村多兵衛殿

午ノ春より戌暮迄拾年季二売渡申山之事　　［端裏書：岩 寛政5年 竪紙　1通 2315
田村団蔵／括り紐・紙帯2298～2332］　売主団蔵（印）
講人次郎七（印）→多兵衛殿

永代譲り渡証文之事　［端裏書：兵蔵より取／括り紐・ 午歳6月20日 竪紙　1通 2316
紙帯2298～2332］　岩田村山譲り主三平母（印）請人所
右衛門（印）→岩田村多兵殿

内熟取極一札之事（割地醐引地境争論）［端裏書：成か 天保12年5月 竪継紙　1通 2317
た・油畑け・申田、ろんち　又八・多兵衛、又八／括り
紐・紙帯2298～2332］　岩田村百姓多兵衛（印）同（百
姓）又八（印）→御扱人助八殿・又七殿　　［奥書：庄屋
伝三郎（印）組頭市十郎（印）組頭徳左衛門、横目栄七
（印）］

かや山井田くろ不残ゑひたい売証文之事　　［端裏書： 明和4年12月 竪紙　1通 2318
岩田村権助／括り紐・紙帯2298～2332〕　岩田村売主権
助（印）組頭久次右衛門（印）→岩田村多兵衛殿

取扱仮証文之事（論所地境取決）［端裏書：朝日寺／揺 安永5年4月5日 竪紙　！通 23哩9
り紐・紙帯2298～2332］　朝日寺（印）→庄屋伝八殿・
庄屋平八殿

借用申金子之事　［端裏書：清兵衛／括り紐・紙帯2298～ 文政9年12月 竪紙　1通 2320
2332］　金子借主清兵衛（印）請人嘉助（印）→多兵衛
殿

午より酉迄四ヶ年季質入田地証文之事（他に四ヶ年季
　高預り水入証文之事あり）［端裏書：伝左衛門殿頼母

安永5年10月 竪継紙　1通 2321

子証文／括り紐・紙帯2298～2332］　三島郡岩田村甚右
衛門（印）岩田村多兵衛（印）請人友右衛門（印）請人
又八（印）ゆ岩田村宿伝左衛門殿御連中衆中　　［奥書：
後見庄屋次兵衛、庄屋荘三郎（印）組頭徳左衛門（印）
組頭市十郎、横目助八］

売渡田地証文之事　　［端裏書二地蔵院／括り紐・紙帯 明治11年9月21日 竪紙　1通 2322
2298～2332］　田地売主地蔵院住職大道禅瑞（印）請人
小林助八（印）請人白井荘三郎（印）→柴原徳太郎殿
奥書：惣代和志津彦一（印）戸長金子藤次郎（印）

永譲渡屋敷証文之事　　［端裏書：利平次／括り紐・紙帯 天保12年5月 竪継紙　1通 2323
2298～2332コ　岩田村家屋敷株共譲り主利平次（印）請
人久助（印）→岩田村多兵衛殿　　［奥書：庄屋伝三郎
（印）組頭市十郎（印）組頭徳左衛門、横目栄七（印）／
裏書：寅（天保13年）6月7日多兵衛］

拾年季売渡申質田地証文之事　　［端裏書：朝日村田地証 宝暦3年正月27日 竪継紙　1通 2324
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駒紐・紙帯2298～2332］　朝日
P）朝日村請人十右衛門（印）→
［奥書：庄屋久米之助（印）庄屋

降　［端裏書：八郎右衛門／括り 文化13年12月 竪紙　1通 2325
岩田村借主八郎右衛門（印）講

衛門（印）→岩田村又七殿

金子預り）［端裏書：文政5年10文政5年10月26日 竪紙　1通 2326
郎右衛門・清左衛門／括り紐・
〔衛請人助八（印）五郎右衛門受
人次左衛門（印）

墨　［端裏書：甚六／括り紐・紙 天保8年6月 竪紙　1通 2327
ホ田地永代譲り主甚六（印）請人
兵衛殿　奥書：庄屋伝三郎（印）
」兵衛（印）横目栄七（印）、裏

組頭彦左衛門・組頭惣兵衛
→多兵衛殿

端裏書：かい地証文庄八／括り 天保11年ll月 竪紙　1通 2328
岩田村畑山山林替地主庄八（印）
多兵衛殿

［端裏書：かい地又七／括り 文化ll年10月 竪紙　1通 2329
岩田村又七（印）請人次郎兵衛i
　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　1
渡シ申山証文之事　［端裏書：1
紙帯2298～2332］　置田督木山i
人万四郎、組頭伝兵衛→石田村l
　　　　　　　　　　　　l

天明4年2月H日 竪紙　1通 2330

入借用手形之事　　［端裏書：
98～2332］　金子借用主岩田喜、

床保3年4月28日 竪紙　1通 2331

）→岩田村太兵衛殿　　［奥書：1

　　　　　　　　　　　　1
へ水通勝手』多兵衛ひかへ証i天保13年3月
勺にあなほり削　多兵衛分友右衛、

竪紙　2通 2332

斜青水多兵衛江／括り紐・紙帯i
友右衛門（印）→多兵衛殿清書i
右衛門殿　　　　　　　　　　

深沢村／他村分／武石村

文　朝日柑勝右衛門／括
村組頭売王勝右衛門（印
不動沢村庄屋孫八殿　　1
利右衛門（印）］

借用申屋敷書入証文之事
　紐・紙帯2298～2332］
　人清兵衛（印）横目角左餐

預り申金子之事（頼母子
　月もミ無し　多兵衛・五
　紙帯2298～2332］　多兵
　人又八（印）清左衛門受ノ

永代相譲渡田地証文之事
　帯2298～2332］　岩田村
　平四郎（印）→岩田村多1
　組頭市十郎（印）組頭利
　書：慶応4奪横目助八
　（印）・庄屋荘二郎（印）

永代替地渡証文之事　　［
　紐・紙帯2298～2332］
　請人甚七（印）→岩田村｛

山売地相極申証文之事
　紐・紙帯2298～2332］
　（印）請人喜助

辰春より丑年迄拾年季売：
　岩田村次郎七／括り紐・：
　かや売主次郎七（印）請
　多兵衛殿

辰四月より三年季屋敷書
　喜之八／括り紐・紙帯22
　八（印）請人市三郎（印
　横目栄七（印）］

一隻辮議薯事謬蔀
　門取　友右衛門より深名
　2298～2332］　溝水主3
　ひかえ：山王多兵衛→友差

嘉永元年4月 横長半　1冊 1856

嘉永元年6月 竪紙　1通 2665－3

嘉永2年酉IO月 竪紙　1通 3092

嘉永3年ll月 竪紙　1通 2917

嘉永6年6月1日 竪紙　1通 3105

安政3年2月吉日 横長美　綴紙繕結 1852
（1冊・仮1冊）

安政5年正月 竪紙　1通 3005

武石村

酒渡方留帳　武石村三津石屋［年行事手控］

借用申金子証文之事　　［端裏書：市左衛門6引証文／本
　文抹消］　借用人忠吉（印消）受人市重郎（印消）→市
　左衛門殿

借用金酒引当証文事　　［端裏書：酉年三忠右衛門より引
　証文］　借用主武石村忠右衛門（印）請人□□年行司代
　臼□→武石村［コ右衛門殿（名前抹消）

売渡し申米証文之事　米売渡し入小国谷武石村・請人武
　石村

借用申金子証文之事（仕入金差支二付）　武石村借用
　人忠吉（印）（武石）村請人忠吉（印）ゆ武石村吉蔵殿

はねす請取銭渡覚帳　武石村三ッ石屋［綴紙縫結：卯年
　はねす帳／黒皮漉込紙］

米借用一札之事　借用主武石村忠吉（印）取持人与四郎様
　ゆ押切村清右衛門様
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深沢村／他村分／宝地村

（金銀指引帳） 安政6未2月 横長美　1冊 3675

はねす請取銭渡覚帳　武石村三ッ石屋 安政6年3月吉日 横長美　1冊 1853

はねす請取銭渡覚帳　武石村三石屋 安政6年3月吉日 横長美　1冊 1855

借用金一札之事（反古紙）［全体に末梢の印しあり］　借 安政6年3月 竪紙　1通 2205
用主武石村忠吉・請人忠吉（印）→同村（武石）→長治
郎様

（はねす請取銭渡覚帳）（武石村三ッ石屋）［綴紙瑳結仮1 安政7年3月 横長美　綴紙縫結 1854
冊／黒皮漉込紙］ （1冊・仮1冊）

米借用証文之事　借用人武石村請人忠吉（印）忠吉（印） 安政7年3月 竪紙　1通 2910
ゆ武石村長七殿

借用金御引当証文之事　　［端裏書：吉郎平より引書円 文久3年4月 竪紙　1通 3004
借用人武石村忠吉（印）請人忠吉（印）→北条村吉郎平
殿

借用金酒引当証文之事　借用人武石村忠吉（印）請人忠 文久3年10月 竪紙　1通 2606
吉（印）→（武石）村吉蔵殿

借用金酒引当証文之事（借金証文）［端裏書：吉郎右衛 文久2年10月 竪紙　1通 2600
門より借用之分見合候証文］　借用人武石村忠吉（印消）
請人忠吉（印消）→同村（武石村）吉郎右衛門殿

借用金米引当証文之事　借用人武石村忠吉（印）請人忠 文久3年11月 竪紙　1通 2951
吉（印）→ふか沢村尚七殿・松蔵殿

借用申金子之事　［端裏書：忠吉借用証文］　武石村酒造 元治元年12月 竪継紙　1通 3002
様人忠吉（印）→難波小兵衛殿

酒造米借用証文之事　武石村借主忠吉（印）（武石）村請 慶応元年ll月28日 竪継紙　1通 2901
人源治左衛門（印）→（武石）村九左衛門殿

借用申酒造米証文之事（酒造米二差支）［本文全体抹消、 慶応2寅年ll月 竪紙　1通 3196
卯正月16日引請取申候／紙帯一括13188～3215］　武石
村米借主忠吉・請人源次右衛門（印）ゆ武石村孫七殿

仕入帳　武石村三ッ石屋 慶応3年10月吉日 横長美　1冊 1860

借用申金子証文之事　　［端裏書：武石　忠吉七月朔］ 慶応4年5月 竪継紙　1通 3023
武石村借用人忠吉（印〉千谷沢村受人要蔵（印）→千谷
沢村平左右衛門殿

大福帳　小国谷武石村三石屋忠［コ 明治6年正月吉日 横長美　1冊 1857

米仕入帳　武石村高橋忠吉 明治6年ll月吉日 横長美　1冊 1832

大福帳　小国谷武石村三ッ石屋忠吉 明治7年正月吉日 横長美　1冊 1858

大福帳　三石屋忠吉1第六大区小八区高橋忠吉］ 明治8年正月吉日 横長美　1冊 1859

借用申金子証文之事　金子借用人武石村高橋忠吉→（武 明治14年9月22日 竪紙　1通 2811
石〉村高橋金蔵殿

宝地村

田畑銘々水入場帳　［表紙のみ］　宝地村 弘化3年午12月 横長美 1枚 3549

宗旨御改下帳　宝地村肝煎佐之七 安政3年2月 横長美 1冊 1850

寅高帳　宝地村庄屋佐平太 慶応2年10月日 横長美 1冊 1840

（定助新田入用割・与左衛門新田入用割） ［西組当り、 横長美 仮1冊 1214
宝地村・喜多村名等あり］
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深沢村／他村分／上除村ほか

上除村

頓五郎畑八拾歩・六拾歩 割野帳　上除村［宝地村ノ内1 天保3年3月 横長美 1冊 1830

本途付原畑地割野帳 上除村［宝地村ノ内］ 天保6年4月2日6割始 横長美 i冊 1831
ル

岩野村

組借金子証文之事
　嘉右衛門・
　門殿・庄屋庄左衛門殿外4名

裏書1嘉右衛門］　岩野村長持 天明3年10月17日 竪紙　1通 2809
→庄屋七左衛門殿・庄屋八左衛
名

水口沢村

御尋二付以書付を申上候（山伏浄正院由緒二付）［端 申3月 竪紙　1通 2896
裏書：山伏浄正院由緒書コ　魚沼郡水口沢村庄屋孫左衛
門（印）与頭権之助（印）山伏浄正院（印）→御代官所

七日町村

乍恐書付ヲ以奉願上候（渋海川通普講場請負に付見分
　願）［願書4通分写］　桑名領苅羽郡上田尻村佐藤次郎右
　衛門・苅羽郡七日町村庄屋広助・藤七・代兼庄屋十右衛
　門・立入人蒲原郡新堀村庄屋高山平大夫ゆ御領柏崎御役
　所

（七日町村議定）

慶応3卯年11月19日 竪紙　仮1綴

横半半折　仮1綴

小千谷

一札指出申事（長岡表三野町米屋小根岸村へ米指出詫
　入二付）　木落村百姓五左衛門（印）→小根岸村立入孫
　吉殿・木落村甚右衛門殿

乍恐以口上書奉願上候（年々の掛物大分の上に大割元
　も加り二付小千谷組下条之郷百姓願）　越後国魚沼
　郡妻有庄伊兵衛→会津御奉行所様

（千谷村四郎兵衛外345人分作徳米滞二付、小千谷組与
板組双方出入書及び裁許状写し〉［端裏書：小千谷出

　入裁許状写シ／2545～2551は1包］　小千谷村徳三郎外72
　人惣代百姓徳三郎・万吉・忠右衛門、相手方千谷村外14
　ケ村四郎兵衛345人惣代千谷村割元名主四郎兵衛他4人→
　御OO所・列席者：寺社奉行松平左京亮様他7人

嘉永2年9月 竪継紙　1通 3040

延享3年6月 竪継紙　1通 2895

寛政5年ll月21日 竪継紙　1通 2549

村名不明

（金銀指引帳）［前欠］

反別帳壱番上　　［千手町村ヨリ大石村迄、13ケ村分］

（質地売渡目録）［前欠〕

反別帳　　［四郎丸村～林新田、13ケ村分］

（穂刈演吉　居屋敷高）［断片］

（金銀指引帳）［前欠］

（大塚伝右衛門組・大森佐次兵衛組金銀差引書）

嘉永7年寅 横長美　1冊 3666

安政6年2月 美　1冊 1828

慶応2年寅6月～慶応4 横長美　1冊 3600
隼辰正月

明治4年9月 美帳　1冊 1829

（明治期） 横長半　1枚 3497

（明治期） 横長美　冊1 3665

横長美　仮1冊 3494
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深’沢村／他村分／断片

（人別取米書上〉

（年貢米勘定）［断簡］

（金銀請払）［断簡］

（金銀指引）［断簡］

（役高書上）［断簡］

（役高書上）［前欠］

（金銀指弓1）［断片］

（年貢米立替指引）［前欠］

（金銭請払覚）

（年貢米指引覚）［前欠］

（年貢米指引覚）⊂前後欠］

（金銭指引覚）［前欠3

（年貢米指引覚）［前後欠］

（地割覚）［前後欠］

（順蔵組他の軒割覚）［前後欠］

（年貢米指引覚）［前欠］

（年貢米指引覚）［前後欠］

横長美　仮1冊 3522

横長美　仮1冊 3540

横長美　仮1冊 3541

横長美　仮1冊 3548

横長美　仮1冊 3550

横長美　2枚 3557

横長美　仮1冊 3572

横長美　仮！冊 3573

横長美　仮1冊 3583

横長美　三冊 3589

横長美　1冊 3590

横長美　i冊 3591

横長美　1枚 3592

横長美　1冊 3593

横長美　1冊 3599

横長美　1冊 3601

横長美　1冊 3667

断片・白紙

（上包、書付等断簡一括一包） 2267

（願書包紙・願下書・紙帯等） 竪紙 1i枚・1紙 2669
帯

（包紙・白紙　一括）［2789～2801は一包・紙繕括／2790一 枝1 ・2は1包（8枚） 2790－1

1・2は紙維括］ 竪紙等／5枚

（包紙・白紙　一括） 竪紙等 3枚 2790－2

（証文用白紙） 竪継紙 1枚 3471

（白紙文字無） 横長美 1枚 3536

（白紙、文字無） 横長美 1枚 356葉

（白紙）［綴穴あり］ 横長美 1枚 3644
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深沢村三組／三組議定僅嘉争、、

　　　　　　　　表題・ 作成等 年代 形態・数量　整理番号

深沢村三組（五郎八組・九左衛門組・茂兵衛組）／三組議定

三組連印一札定　深沢村三組［綴差込文書一通：上州信州
　辺騒立二付御書付之写　卯（天明三年〉十一月廿七日
　（宿紙）／閏正月十日寄合申付ル／連名部分参照痕汚れ有
　り］　割元格三郎兵衛・庄屋七蔵・庄屋格忠右衛門・庄
　屋格清兵衛外組頭横目129名（連印）（外印無し仁兵衛・
　久太郎・名子利左衛門作太夫）

三組諸帳面留書

天明4年正月

，安政4年正月改

横長美　1冊

横長美　1冊

964

960

請書

指上ヶ申連判手形之事（人足出方之義人数不足井御廻
　状之刻限等厳守二付）［2525－1～2は紙縫括］　松兵

延享2年3月 竪継紙　1通 2525－1

衛・彦右衛門・近右衛門他29名連印→三組庄屋与頭中

指上申一札之事（前々之通人足相勤申二付）［2525－1～ 寛延元年12月ll日 竪継紙　1通 2525－2
2は紙縫括コ　五郎八組儀右衛門（印〉→御役人衆中様

三組争い　　　　一深沢村一貢租・諸懸一願書一九左衛門組もみょ

乍恐以書付奉願上候（草堰御入用願書之認め順二付願）
　［端裏書あり／鼠損ひどく不開］

乍恐以書付奉願上候（渋海川急洪水にて嶋地見分願二
　付九左衛門組村順不順二成調印仕らず、調印の上嘆
　願差上度願、下書）［端裏書あり／鼠損大］
　村五郎八組割元格三郎右衛門・
　横目5名→御代官所

乍恐以書付奉願上候（渋海川急洪水にて嶋地見分願二
　付九左衛門組村順不順二成調印仕らず、調印の上嘆
　願差上度願　下書）［鼠損大／枝1・2紙帯括］
　沢村五郎八組割元格三郎右衛門
　頭横目5名→御代官所

　（境嶋草堰組合村々申争二付身分順にて御調印可被
　成）［鼠損大／枝1・2紙帯括］

　沢村役人→五郎八組・茂兵衛組右村役人中

乍恐以書付奉再願上候（渋海川急洪水にて嶋地見分願
　二付九左衛門組村順不順モ成調印仕らず、調印の上
　御見分嘆願差上度願）
　郎左衛門（印）外6名→御代官所

乍恐以書付を奉願上候（渋海川大出水二付御見分願）
　［鼠損大］　西組深沢村五郎八組庄屋三郎左衛門
　門組庄屋荘右衛門・
　代官所　　［奥書：割元木村伝次右衛門（印）］

（用状　御勘定所より三組〆高書上ケ順二付、御郡所
　より達物身分順二認め候様、異論あれば役場へ罷出）
　（付、認方雛形）［枝2が外巻］

　、（三組〆高書上ケ順二付、認方御相談之旨）（付、
　認方雛形）［宿紙］

乍恐以書付御達申上候（渋海川洪水二付御見分願　下
　書）［鼠損ひどく不開］→御代官所

乍恐以書付再願上候（渋海川急洪水二而御見分願）

謂願書之認め順二付願） 安政5午年4月26日 竪継紙　1通 3469

、洪水にて嶋地見分願二 安政5午年5月25日 竪継紙　1通 2028
認印仕らず、調印の上嘆
りり／鼠損大］　西組深沢
茂兵衛組庄屋七蔵外組頭

、洪水にて嶋地見分願二
到印仕らず、調印の上嘆，

1安政5午年5月25日
卜

横竪継紙　1通 2034－1

／枝1・2紙帯括］　西組深
茂兵衛組庄屋七蔵外組

身分順にて御調印可被 （安政5年）5月4日 横切紙　7通 2034－2
沢新田・九左衛門組・親

∫村役人中

急洪水にて嶋地見分願 安政5年5月25日 竪継紙　1通 3055
調印仕らず、調印の上
深沢村五郎八組割元格三

汰出水二付御見分願） 安政6年7月28日 竪継紙　1通 2566
ユ庄屋三郎左衛門・九左衛
屋七蔵他6人（連印）→御
禰門（印）］

書上ケ順二付、御郡所
異論あれば役場へ罷出）

4月14日 横切継紙　1通 3454－1

割元→深沢三組庄屋中

忍方御相談之旨）（付、 4月15日 横切継紙　1通 3454－2

洪水二付御見分願　下 竪継紙　1通 2030
所

急洪水二而御見分願） 竪継紙　1通 3474
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深沢村三組／嶋地／願書

［鼠損ひどく不開］

嶋　地

壼
目願

乍恐口上書を以奉願上候（当村嶋方之儀空地草浦無高
　之場所の御改、割元中へ被仰付度願書）
　衛門・同代与惣次・同久太郎他9人→御代官所

乍恐口上書付を以奉願上候御事（嶋方地所御見分は割
　元中へ御願したき旨願書、下書）

（御書付写
候）

乍恐口上書を以奉願候御事（日損と申場所旱損二付御
　見分願）　深沢三組［鼠損］
　兵左衛門（印）横目清左衛門・
　次・九左衛門組長百姓藤右衛門
　屋代久太郎・
　門（印）組頭甚左衛門（印）次左衛門（印）庄屋五左衛
　門（印）ゆ御代官所

覚（深沢三組、日損場所の平免・高）

乍恐口上書を以奉願上候御事（困窮二付増御手当願）
　深沢村五郎八組・茂兵衛組・
　五ケ年手当申付、上ノ御付札虫喰へ申候二付写しかい候
　事／端裏書：
　貼紙剥離、朱書多し］
　名→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地畑方之場所、朝日村地
　内江堀仕用水引二付江代米の御願）
　村・沢新田村［包書1上・・
　分太助方へ置キ申候
　村庄屋又市・親沢村庄屋文右衛門
　衛（印）外11名ゆ御代官所

・乍恐口上書を以奉願上候（嶋地畑方之場所、朝日村
　地内江堀仕用水引二付江代米の御願）［端裏書
　二候］　沢新田村庄屋又市・
　村割元格三郎兵衛（印）外！l名唖御代官所

覚課顯需欝講親翻襟騰襲i離
　入レ8月下旬二出シ申］
　蔵・外親沢村・

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地田新田用水引入二付見
　分願）［端裏書：

　候上ル、不用に而上ケ不申候／巻込の文書あり
　水普請日割覚）横切継紙］

（報懸樫講辮轡嚇日損二付御見分之上御

　七蔵・組頭兵助・
　書：割元］

乍恐口上書を以奉願上候（新開嶋地高役勤之儀御免願
　書）　深沢村三組［端書1
　丑10月2日コ　三郎兵衛・七蔵・

乍蝦編議稿繰！鷺1馳魏囎臓藁

嶋方之儀空地草浦無高 明和7年3月 竪継紙　！通 2162
口付度願書）　庄屋五左
人→御代官所

（嶋方地所御見分は割 明和7年3月 竪継紙　1通 2206
書）（深沢村三組）

申分間違二付願不取上 明和8卯年4月 折紙　i通 2059－2

損と申場所旱損二付御 明和8年8月 枝1・2は1包（2通） 2832－1

深沢村茂兵衛組組長百姓 包紙・竪継紙／1

組頭清兵衛・庄屋代与三 通

・横目忠右衛門（印）庄
左衛門（印）横目吉右衛
左衛門（印）庄屋五左衛

・高） 卯年（明和8）8月 折紙　1通 2832－2

（困窮二付増御手当願） 安永8亥年12月 竪継紙　1通 2027
左衛門組［付札：子年6
喰へ申候二付写しかい候
戻／末尾巻込文書あり／
之組長百姓六左衛門他12

畑方之場所、朝日村地 寛政4年8月 枝1・2は1包（2通） 2844－1

）御願）　深沢村・親沢 包紙・竪継紙／1

へ八月上候願控へ　不用 通

尺村沢新田村］　沢新田
月・深沢村割元格三郎兵

地畑方之場所、朝日村 寛政4年8月 竪継紙　1通 2844－2

の御願）［端裏書＝不用
尺村庄屋又右衛門・深沢
噸御代官所

沢新田村用水江筋之江 寛政4年8月 横長美　1冊 1861
而上ケ不申、願書之由書
割元格三郎兵衛・庄屋七
（連印）→御代官所

田新田用水引入二付見 寛政7年3月 竪紙・横切継紙 3044
ルひかへ市四郎6割元所 2通

巻込の文書あり：覚（用
斤田村外4名→御代官所

日損二付御見分之上御
村割元格三郎兵衛・庄屋 寛政12年2月 竪継紙　1通 2089
（印）→御代官所　［奥

嶋地高役勤之儀御免願 文化2年閏8月 竪継紙　1通 2597
なし二而相済申候覚也、

兵助他5人→御代官所

村嶋地字向川原同所芝 文化2年10月 竪継紙　王通 2998
野）　深沢村三組［端裏
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美　丑年十月七日不用分］　深
御代官所

田方田新田之分御手当減少二 文化3年6月13日 横長美　仮1冊 1867
控／明和2酉年ll月高目録付］
・組頭籐右衛門・百姓惣代忠右

（損地・畑成免地等年季明に 文化5年辰4月 封紙・竪継紙　1 2068
上書：上　深沢村五郎八組・茂 封（1通）

コヶ年とし延不相成候二付四
直シ、辰ノ四月廿一日御蔵へ上
巳年四月廿一日清兵衛差遣御蔵
一年とし延三月出し候覚也、御
す割元格三郎兵衛（印）庄屋七
巨頭次左衛門（印）組頭清兵衛
）小右衛門（印）→御代官所

（古損地畑成場所、年季畑成
年延願）［端裏書・包書：上

文化5年4月 包紙・竪継紙・紙
繕付　1包（1通）

2270

衛より蔵へ上ル控、深沢村五郎
割元格三郎兵衛・庄屋七蔵・組

右損地畑成場所、年季畑成不
延願／付札：御免帳文　5ケ

文化5年4月 包紙・竪継紙　1
包（1通）

2542－1

書：辰5月2日畑成り場所田成り
5月3日与頭兵介より蔵へ上ル
・2は紙繕括コ　西組深沢村割
組頭兵助他4人（連印）→御代
当番茂左衛門印］

（古損地畑成場所、年季畑成
年延願）［端裏書：3月7日七蔵

文化6年3月7日 竪継紙　1通 2542－2

睦
、
巳 2月24日捲イ候、控］　深
醸七蔵・組頭兵助他4人→御代官

球事（境嶋の高相増候二付免 文化7年午3月25日 竪継紙　1通 2056
書：午3月25日御蔵へ上ル控／
尺村三郎兵衛・七蔵・次左衛門

（丑年嶋地年明御改之所境
斐免許高相増二付減高願書）

文化7年午9月 横切継紙　1通 3440

阻頭→御代官所

（去丑年嶋地年明御改之所境
彙免許高相増二付減高願書）

文化7年10月 竪継紙　1通 2643

葛願書指上ヶ候ひかい、文化七
羨江上田丁宿二而差上ヶ候ひか
尺村九左衛門組沢太郎・茂兵衛
→御代官所

卸事（困窮二付増御手当願） 文化12亥年2月 竪継紙　1通 2023
猛・九左衛門組［付札：辰年6
4日庄屋組頭御蔵へ出ル／末尾

深沢村百姓代吉郎兵衛他10

卸事（困窮二付増御手当願 文政3年辰4月 竪継紙　2通 1995
交兵衛組・九左衛門組［付札：
醇書者御蔵二有之候／末尾巻込
鰍増井御救願］　深沢村割元格
頭兵助、外横目・百姓代8名ゆ

御事（困窮二付御手当願） 文政8年4月 竪継紙　王通 2665－1

深沢村三組／嶋地／願書

　書：願書なし二而相済申
　沢村三郎兵衛外7名連名→

（五郎八組・茂兵衛組之畑
付願覚）［御郡所へ上ル1

　九左衛門組庄屋三郎兵衛・
衛門外2名

乍恐口上書を以奉願上候
　付年延願、下書）［封紙
　兵衛組　御蔵へ上ル控へ、
　月廿…日返リー年延二認雇
　候ひかへ吉右衛門遣ス、ε
　へ上ルひかへ　来年又候一
　加書有之願書也］　深沢ホ
　蔵（印）組頭兵助（印）糸
　（印）横目吉右衛門（印1
　［奥書：割元（印）］

乍恐口上書を以奉願上候（古
　不足井御免下ケ高二付年1
　日損畑成り、4月11日清兵衛よ
　八組茂兵衛組］　深沢村割元
　頭兵助他4人→御代官所

乍恐口上書を奉願上
　足井御免下ケ高二
　年免下げ諸役免許
　之処御加書有之則言
　控／付札に茶線あり
　元格三郎兵衛・庄屋
　官所　　［奥書：割元

乍恐口上書を以奉願上候（’
　不足井御免下ケ高二付年
　より上ル巳年延願二て下書、
　沢村割元格三郎兵衛・庄屋ヨ
　所［奥書1割元］

乍報藷灘撫桝灘筆
　貼紙あり、虫損大］　深沢村
　外4名→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候
　嶋・向川原・芝野の諸役
　［宿紙］　深沢村三組庄屋組

乍恐口上書を以奉願上候（去丑年嶋地
　嶋・向川原・芝野の諸役免許高相土1
　［端裏書：向川原同芝野境嶋願書指上ヶ・
　午年十月八日二弥左衛門様江上田丁宿じ
　い七蔵沢太郎出ル］　深沢村九左衛門勇
　組七蔵・五郎八組三郎兵衛→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候御
　深沢村五郎八組・茂兵衛組
　五ケ隼手当申付、亥ノ5月M
　巻込文書あり／貼紙剥離］
　名→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候
　控）　深沢村五郎八組づ
　辰年6五ケ年手当申付、塑
　文書：文政8酉年3月高役稲
　三郎兵衛・庄屋代七蔵・艇
　御代官所

乍恐口上書を以奉願上候
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深沢村三組／嶋地／願書

深沢村五郎八組・茂兵衛組

外9名→御代官所

乍恐以口上書奉願上候（向川原名持井二弐拾五歩割川
　欠之分皆無場所として一ケ年御年延願
　西組深沢村五郎八組割元格三郎右衛門
　次郎右衛門・茂兵衛組庄屋七蔵
　衛門・九左衛門組庄屋沢太郎

乍恐以口上書奉願上候（向川原名持井二弐拾五歩割川
　欠之分皆無場所として一ケ年御年延願
　書：上
　指上候所不相見由9月28日申来る29日認直上ル控
　沢村／枝1－4紙繕括、鼠損ひとく不開］

当願井無年限二而御救願）
組・九左衛門組
代市郎左衛門（印）七蔵（印）外9名ゆ御代官所
書：

外1名］

乍恐以口上書奉願上候（高役手当増金願）〔包紙　嘉永
　七寅年四月　三組御手当願書
　所二上ル／紙緩］
　頭藤右衛門・百姓惣代次郎兵衛

→御代官所

（御勘定所6高井様江御書廻し之分写し）（五郎八組
　茂兵衛組・
付出役先二而三郎右衛門口上願］

八与割元格三郎左衛門・
目次郎右衛門、茂兵衛与庄屋七蔵
目助右衛門、九左衛門与荘右衛門
官所

御手当被下度願）
衛門組［虫鼠徽損甚大］
外3名（連印）・

村五郎八組割元格三郎左衛門外4名（連印）→御代官所

乍恐以書付奉願上候（嶋地御免許高二付）
　組・九左衛門組・
　沢村茂兵衛組横目助右衛門他8名→御代官所

警
門組庄屋荘右衛門組頭金左衛門（連印）→御代官所

乍恐以書付御達申上候（年明場御改御引請につき、控）
　［端裏書：

　一紙ニシテ上ル］
　門・同村九左衛門組庄屋荘右衛門
　蔵→御代官所

平均二致度三組願書
西組深沢村九左衛門組荘右衛門
御代官所

九左衛門組［虫損］　深沢
屋代七蔵（印）庄屋代沢太郎

川原名持井二弐拾五歩割川 文政12丑年4月 竪継紙　1通 3467
・ケ年御年延願　控）［鼠損コ

三郎右衛門・組頭兵助・横目
七蔵・組頭九平次・横目多右
郎・組頭戸右衛門→御代官所

川原名持井二弐拾五歩割川 文政12丑年9月 包紙・竪継紙　1 3470－4

一ケ年御年延願　控）［端裏 包（2通）

川欠一ケ年皆無年延願4月16日
ヨ来る29日認直上ル控　西組深
どく不開］

古来より三組困窮二付御手 天保8年5月 竪継紙　1通 2786
頁）　深沢村五郎八組・茂兵衛
更村割元格三郎兵衛（印）庄屋
（印）外9名ゆ御代官所　　［奥
所兵衛（印）割元与兵衛（印）

役手当増金願）〔包紙：嘉永 嘉永7年寅4月町 竪継紙　1通 2065
書　本書者四月八日定吉6役
沢村九左衛門組荘右衛門・組
兵衛・茂兵衛組庄屋七蔵（印）
衛門（印）百姓惣代清左衛門
】）組頭兵助（印）組頭市郎右
（印）百姓惣代又左衛門（印）

廻し之分写し）（五郎八組・ （嘉永頃力） 横長半　仮1冊 1527
取途田方皆無地川欠、場所替二
ヒ願］

原嶋・三嶋・兵助起・五反 安政5午年5月22日 横長美　仮1冊 3507
冠、高反別皆無願書）　五郎
頭兵助・与頭市郎右衛門・横
屋七蔵・与頭与市右衛門・横
右衛門・組頭藤右衛門→御代

野役御検地まで文政3年之通安政6未年5月20日 竪継紙　1通 1996
モ村五郎八組・茂兵衛組・九左
西組深沢村茂兵衛組庄屋七蔵

衛門組庄屋庄右衛門外2名・同
月外4名（連印）→御代官所

地御免許高二付）　五郎八 安政6未年7月28日 堅継紙　1通 2026
［鼠損ひどく不開］　西組深

也8名→御代官所

地之嶋々割地、立見引・割 安政6年9月23日 竪継紙　1通 1846
、五郎八組九左衛門組外の
三組呼出取斗方二付両組願
格三郎右衛門外3役人・九左衛
漸門（連印）→御代官所

羽場御改御引請につき、控） 安政7年2月8日 竪継紙　1通 2156
年2月8日達書控ひ、三組之分
沢村五郎八組割元格三郎左衛
右衛門・同村茂兵衛組庄屋七

二而小前願之通割地軒を以 万延元申年閏3月 竪継紙　1通 3473－1

下書）［枝1－8紙緩括／鼠損］

衛門・五郎八組三郎左衛門→
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深沢村三組／嶋地／願書

願）［後欠］

三郎左衛門・他（印）

立御改御分島ラ付、下書）［端畏書
不用］

左衛門組庄屋荘右衛門・
→御代官所

　6御蔵へ10月15日上ル控］
　組・五郎八組（連印）→御代官所

水押指出し（本途田方・
　嶋・本途狐五六・三嶋
　向河原・．

　沢村三組→御代官所

七蔵（茂兵衛組庄屋）→高頭三郎兵衛様

相来り場所御見分御願申上候）（五郎八組
組・九左衛門組）

深沢村三組

付御見分願、下書）（五郎八組
→御代官所

乍恐以口上書奉願上候（深沢村五郎八組

不開］

○願書一一括形態

欠之分二付1ケ年皆無御年延願）［端裏書

西組深沢村割元格三郎右衛門
衛組庄屋七蔵・
代官所

西組深沢村割元格三郎君衛門
衛組庄屋七蔵・
代官所

あり］　西組深沢村害ゴ先格三郎右衛門

助・茂兵衛組庄屋七蔵・
印）→御代官所

り高相増になり役局行遅二付願書、下書）
沢村五郎八組連名印・
御代官所

○浦村市六新田目論見

季御改之儀田植え後迄御日延 万延元年4月20日 竪継紙　1通 2552
‘茂兵衛組庄屋七蔵・九左衛門組

々の洪水にて地形転変の為境
書）［端裏書：28日御下ゲ之趣

万延元年4月 竪継紙　王通 2158

八組割元格三郎左衛門・同村九
可村茂兵衛組庄屋七蔵他6人（印）

三組へ御高分願）［七蔵・兵介
］　深沢村茂兵衛組・九左衛門

丑10月 折紙　1紙緩（1通） 3259

口代官所

さ・ら嶋・掻散嶋・下川原
古田嶋之内兵助起・境嶋・

k原、高反別皆無願書）　深

未8月， 横半半折　仮1冊 3506

書御加筆出来、宜敷取計願） 4月15日 横切継紙　1通 3124
藷頭三郎兵衛様・高頭仁市郎様

肝本途川欠立帰り場尚又川欠
頁申上候）（五郎八組・茂兵衛

横長美　仮1冊 764

（新田願人、嶋方之内空地草
空地無高の所無之二付願）

横切継紙　1通 2059－7

水川欠雪代川欠石砂入不作二 竪継紙　1通 2155
郎八組・茂兵衛組・九左衛門組）

朶沢村五郎八組・茂兵衛組・
郵手当願）［鼠損ひどく不開］

竪継紙　1通 3479

句川原名持井二弐拾五歩割川
一ケ年御年延願）［鼠損ひどく

竪継紙　1通 3480

句川原名持井二弐拾五歩割川
郭年延願）［端裏書：向川原1ケ

文政12年4月 2765－1～4は1包
（4通）　包紙・竪

2765－1

上ル控／2764～2766は紙縫括］ 継紙／1通
衛門・五郎八組組頭兵助・茂兵
且庄屋沢太郎他4人（連印）→御

司川原名持井二弐拾五歩割川
年延願書控）［端裏書あり］

文政10年4月 竪継紙　1通 2765－2

菊門・五郎八組組頭兵助・茂兵
琶庄屋沢太郎他5人（連印）→御

躍縫謝議譲i糊躍 文政11年4月 竪継紙　1通 2765－3

各三郎右衛門・五郎八組組頭兵
L左衛門組庄屋沢太郎他5人（連

（御割付頂戴仕、茂兵衛組掛
塵二付願書、下書）　西組深

天保6年12月20日 竪継紙　1通 2765－4

延衛組同断・九左衛門組同断→

一220一


