
深沢村三組／嶋地／土地

（響雛4騰鍵贈麟灘閣檸講鮒ll慶
　～2766は紙縫括／2764－0は枝1～5の包紙／その包書
　13子年4月より浦村市六新田目論見二付御附札願書井控
　共］

（包紙）［2764．1．0は2764－1．1・276442・

　包書：文化13子年4月18日定右衛門兵介出ル、此ひかいハ
　定右衛門方へ遣し置キ候覚也］

乍恐口上書を以御達奉申上候（文化13子年浦村市六新
　田目論見願書控）［包書あり／276ゆ1－1・276ゆ1－2の包紙

　もあり／その包書：文化13子年浦村市六新田目論見願書
　控］　草堰組合村々深沢村五郎八組・茂兵衛組
　門組・親沢村・沢新田村→御代宮所

乍恐口上書を以御訴奉申上候（浦村市六新田目論見願
　書控）［端裏書：新田願人障り書、亥年7月21日二御蔵上
　ル控へ／貼紙多］　草堰組合村々深沢村五郎八組
　衛組・九左衛門組・親沢村・沢新田村→御代官所

乍恐口上書を以御願上候（浦村市六新田目論見願書控）
　［包書あり／端裏書：新田願人有之添書、亥年9月15日二
　御蔵上ル、不用分6返り候分］
　郎八組・茂兵衛組・九左衛門組・親沢村・
　代官所

乍恐以書付御達申上候（文化13子年浦村市六新田目論
　見願書控　付札：向川原九町歩村方二而田方切開二
　付願之通申付）［包紙入・包書：上
　村々　御付札願書大切之分］　西組五郎八組割元格三郎
　兵衛・茂兵衛組庄屋七蔵・九左衛門組庄屋沢太郎
　村庄屋又次右衛門・沢新田村庄屋仁八郎（連印）→御代
　官所・奥書：割元正左衛門（印）

覚（寛政8年より嘉永7年迄の草堰願・畑成願・皆無願
　等18通帳面2冊御覧入）　五郎八組・
　官所

浦むら市六新開目論見二付嶋地御見当入用覚帳
　組合　沢新田村・親沢村・深沢三組

○嶋地起返り深沢村一件

（万延元年嶋地起返り二付願書）［深沢村一件関係］
　沢村茂兵衛組庄屋七蔵・九左衛門組庄屋荘右衛門・割元
　格三郎左衛門→御代官所

（肇毛難離醤膠準翻欝鰯巷1ゑ難譜

螺陛蠣 （文化13年4月） 2764－1～4は1包

（4通・仮1冊）
2764－0

の包書：文化 包紙／1枚
附札願書井控

の包紙／その 文化13年4月 2764－1・2は1包 2764一窪一〇

此ひかいハ （3通）　包紙／1
枚

一浦村市六新 文化13年4月 竪継紙　1通 2764－1－1

764小2の包紙
田目論見願書
衛組・九左衛

丁田目論見願 文化12年7月 竪継紙　1通 2764－1－2
1日二御蔵上
郎八組・茂兵
官所

論見願書控） 文化12年9月 竪継紙　1通 2764－2
年9月15日二
寸々深沢村五
尺新田村→御

六新田目論 文化13年7月 竪継紙　1包（1通） 2764－3

田方切開二
桀沢草堰組合
組割元格三郎
沢太郎・親沢
連印）→御代

願・皆無願 （安政4年）巳ノ閏5月 横長美　仮1冊 2764－4

兵衛組→御代 18日

目覚帳　草堰 文化13年9月5日 横長美　1冊 1383

牛関係］　深 万延元申年9月 横長美　1冊 3279
臼衛門・割元

・帳簿・覚 万延元年 横長美・横切継紙 3211
188～3215］ 2冊・14通

土地

畑直し新田江筋帳　深沢三組・親沢村・沢新田村 寛政4年7月25日竿入ル 横長美　1冊 1120

境嶋江筋問附之帳　深沢三組・親沢村・沢新田村［八月 寛政5年7月2日改ル 横長美。1冊 ”25
四日此長不用之分］

さ・ら嶋名持次郎丸6ま・通竿入覚帳　深沢三組 文化12年7月25日 横美半折　1冊 1803

佐々良嶋下川原前嶋反別書出帳　深沢三組 文化12年7月26日 横長美　1冊 804

三組嶋地高反別仕出帳　三組役人 嘉永2年4月 横長美　1冊 873

嘉永四亥年川欠指出（町反改）　五郎八組・茂兵衛組・ 嘉永4年5月 横半半折　1冊 681
九左衛門組　深沢村五郎八組割元格三郎右衛門・組頭兵
助市郎右衛門・横目次郎右衛門、同村茂兵衛組庄屋代七
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深沢村三組／嶋地／土地

蔵・組頭九平次・横目助右衛門、同村九左衛門組庄屋荘
右衛門・組頭多右衛門　連印→御代官所

（嘉永四亥川欠石砂入指出し、外　年明指出、地割書） 嘉永4年5月 横半半折　仮1冊 763
（五郎八組・茂兵衛組・九左衛門組）［断片綴合］　五郎
八組・茂兵衛組・九左衛門組ゆ御代官所

役高惣高三組目安嶋之軒前　五郎八組 安政4年正月 横長美　1冊 1099

（上川原江筋竿入改）　七蔵・忠右衛門・吉右衛門・兵 丑年8月4日 横長美　仮1冊 3518
助・次左衛門・市三郎

覚（深沢村三組検地帳高辻書上）［端書1＋月四日二差寅10月4日 竪紙　1通 2365－3

上ル控へ／包紙：天保　御蔵6御尋二付御検地帳〆書上ケ
御蔵6御文通在中　但し鍛冶新田之訳ケ合御尋之事］
九左衛門組印・茂兵衛組印・五郎八組印ゆ御代官所

覚（深沢村三組鍛冶新田検地帳高辻書上）［端裏書：卯 卯10月16日 竪紙　1通 2365－2

とし十月十六日　御上6来ル候分写ス／包紙：天保　御
蔵6御尋二付御検地帳〆書上ケ　御蔵6御文通在中　但し
鍛冶新田之訳ケ合御尋之事］

○地割

○さ・ら嶋

さ・ら嶋割替帳　三組年番 天明4年4月20日 横長美　1冊 805

さ・らさかへ嶋地割帳　三三組 天明7年3月12日ヨリ 横長美　1冊 807

佐々良嶋地割帳　深沢村三継 寛政元年5月22日 横長美　1冊 808

さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 寛政2年4月23日 横長美　1冊 809

さ・ら嶋割替帳 寛政3年4月4日67日迄 横長美　1冊 806

さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 寛政4年3月28日6 横長美　1冊 810

さ・ら嶋地害肺長　深沢村 寛政10年3月25日 横長美　1冊 811

さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化2年4月7日 横長美　1冊 812

佐々良嶋地割帳　三組 文化4年4月6日より 横長美　1冊 813

さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化4年4月6日より 横長美　1冊 814

さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化8年3月23日より 横長美　1冊 815

佐々良嶋地割帳　深沢村三組［三組割惣歩］ 文化ll年3月24日 横長美　王冊 816

さ・ら嶋地割帳　三組役人［三組割惣歩］ 文化14年3月24日 横長美　1冊 817

さ・ら嶋地割帳　三組役人［三組割惣歩］ 文政11年4月 横長美　1冊 8葉8

さ・ら嶋地割帳　三組役人［三組役人奥書、出役三郎兵衛 文政ll年4月 横長美　1冊 819
兵助次左衛門七蔵太右衛門九平次籐右衛門］

さ・ら嶋地割帳 横長美　1冊 820

○境嶋

境嶋地割帳　　［九拾四軒二割、壱軒八拾歩ッ・3 文化4年4月9日年 横長美　1冊 784

境嶋地割帳　年番清兵衛・吉右衛門 文化5年4月19日年 横長美　1冊 785

境嶋地割帳　深沢村三組 文化5年4月19日年 横長美　1冊 786

境嶋地割緩　深沢村三組 文化9年4月7日年 横長美　1冊 787
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深沢村三組／嶋地／土地

境嶋地割帳　三組役人 文政3年4月21日年 横長美　1冊 788

○掻敵嶋

掻ちらし嶋地割帳　深沢村向三ケ村 享和元年4月10日 横長美　1冊 821

掻ちらし嶋三組地割帳　深沢村三組 文化元年4月9日 横長美　1冊 822

掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三組［向三ケ村分含む］ 文化2年4月10日 横長美　1冊 824

掻散嶋立逢地割帳　深沢村三組［向三ケ村分含む］ 文化5年4月12日 横長美　1冊 825

掻ちらし嶋三組地割帳　深沢村三組［当村斗二而割］ 文化8年4月2日 横長美　1冊 823

掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三三組向三ケ村［高寄此内二有 文化10年4月27日 横長美　1冊 826
之］

掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三三組向三ケ村［出役三郎兵衛 文化10年4月27日 横長美　1冊 827
外16名］

掻散嶋立逢地割帳　深沢村三組向三ケ村［掻散嶋割余り 文化10年4月27日 横長美　1冊 828
高割脹文政九年十二月合冊、三組役人］

（掻散嶋田畑地割帳）　深沢（村三組）［朱書：三組高寄 文政4年 横長美　1冊 829
少シ茂相違無御座候］

掻散嶋田畑地割帳　深沢三組 文政7年4月 横長美　1冊 830

掻散嶋新開立逢地割帳　深沢村向三ケ村［裏紙：掻散嶋 文政8年5月16日 横長美　1冊 833
境立逢分見相済、寛政四年之絵図面二有］

掻散畑地割帳　三組役人 文政ll年4月 横長美　1冊 832

掻敵嶋租畑地割帳　深沢村三組［裏紙：不用之もの］ 文政12年4月14日 横長美　1冊 83≦

掻散深沢三組百姓当割当歩付　　［田方　本帳へ載セ可申 4月15日 横長美　1冊 883
分］

○古田・近藤ふんご

近藤ふんご古田嶋割帳　深沢三組　年番吉右衛門・市太
　郎

寛政9年4月17日 横長美　1冊 790

近藤ふんこ古田嶋割帳　深沢村　年番吉右衛門・彦市 寛政10年4月23日 横長美　1冊 79マ

古田近藤ふんこ嶋地割帳 享和元年4月14日 横長美　1冊 792

古田近藤ふんこ地割帳　深沢村三組役人 享和2年4月9日 横長美　1冊 793

古田近藤ふんご嶋割帳　深沢三組 享和3年3月20日6 横長美　1冊 794
恥■

古田嶋田畑地割帳　三組 文化4年4月12日 横長美　1冊 798

近藤ふん古田畑割帳　三組年番 文化5年4月日 横長美　1冊 795

古田近藤ふんこ嶋地割帳　深沢村三組 文化6年4月5日 横長美　1冊 796

近藤ふんこ古田嶋割帳　深沢村三組 文化6年4月5日 横長美1冊 797

古田嶋地割帳　三組 文化10年4月26日 横長美　1冊 799

古田嶋畑地割帳　深沢三組 文化10年4月29日 横長美　1冊 801

古田嶋田割帳　深沢三組 文化13年5月 横長美　1冊 802

古田嶋地割帳　深沢三組 文化15年4月21日 横長美　1冊 800

○嶋々
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深沢村三組／嶋地／貢租・諸懸

（境嶋・向川原・芝野・五反嶋・弐拾五歩割・兵助
　起・三嶋・下川原前嶋・小右衛門起・さ・ら嶋次郎

安政2年4月14日夜 横半半折　仮1冊 3493

、丸付出し共・掻敵嶋、三組地割高反別書）［三組免許
へ取調村役人寄合］

（境嶋・向川原・五反嶋・小右衛門起・兵助起古田近
藤ふんこ・下川原嶋・さ・ら嶋・掻敵嶋、三組地割

安政2年 横長美　仮1冊 867

高反別御免下ケ高皆無起返り地）　五郎八組・茂兵
衛組・九左衛門組［866．867一括］

（三嶋地割高反別書） 横半半折　仮1冊 868

（境嶋・向川原・五反嶋・兵助起・小右衛門起・さ・
　ら嶋・掻散嶋、三組地割高反別書）

横半半折　仮1冊 869

（向川原・古田近藤嶋ふんこ・下河原・さ・ら嶋・掻
　散嶋・弐拾五歩・五反嶋・境嶋・芝野・兵助起・小

横長美　1冊 3503

右衛門起・狐五六おみ田・上原狐五六おみ田・北野
深田四貫地、三組地割高反別書）

○絵図

（寛延二巳年九月廿六日深沢村三組佐々良嶋高請之場 寛延2年9月26日 1580x5811枚 1813
所分間絵図歩詰）　改役人　匹田幸九郎・九里八左衛
門（印）木俣渋右衛門（印）中村治郎兵衛（印）望月秀
之丞（印）

諸懸貢租

○本高書出

さ・ら嶋さかへしま本高書出し　深沢三組役人［三郎兵 寛政4年11月 横長美　ユ冊 874
衛控へ／仕出シ］

本高割二而さ・らしま丑年6軒割二究書　三組［三郎 寛政5年8月30日 横長美　1冊 875
兵衛ひかへ］

子年川原御改高井前々新田高仕訳ケ　五郎八・九左衛 寛政5年10月12日 横長美　1冊 3
門・茂兵衛組

境嶋指引帳　深沢村　三組年番吉右衛門彦市 寛政5年12月19日 横長美　！冊 876

向川原同芝野境嶋丑年改高井二下シ米正目録帳　三組 文化2年9月3日 横半半折　1冊 1332
分三郎兵衛［享和三ノ反別帳引合候正目録、嶋地役高割
直し二付三組分ケ願コ　茂兵衛組・九左衛門五郎八組ゆ
御代官所

嶋地本高井皆無帳改仕出シ帳　両組 文化7年5月 横長美　1冊 887

下川原前嶋打立帳　　（深沢三組） 文化12年7月25日 横半半折　1冊、 1802

三嶋卸米取立帳　三組 文政2年12月12日 横長美　1冊 882

三嶋卸シ米取立帳　深沢三組 文政7年 横長美　1冊 878－2

（年季場三組本高荒増取調控）　五郎八組・茂兵衛組・ （安政2年） 横長美　仮珊 866
九左衛門組［866．867一括］

（寛政四年子年長免6仕出し　向川原高反別・御免高） 横長美　仮1冊 3275
深沢村三組

○見取場

こん藤古田ふんこ嶋見取場改候所井年貢附立帳　深沢 文政2年8月 横長美　1冊 877
村三組役人
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深沢村三組／三組諸入用／御検見道苅帳ほか

文政7年 横長美　1冊 878一窪

文久元年 横長美　1冊 783

寅8月 横長美　仮1冊 1486－1

卯5月 横長美・横切継紙 1486－2

2冊・14通

三嶋見取割帳　三組　　　　　　　　　　　　　　　　5

嶋々見取場所改帳　　　　　　　　　　　　　　　　づ

（寅秋見取新田差出シ）　深沢三与　庄屋三郎兵衛次兵妻
　衛・与頭十兵衛甚右衛門徳左衛門兵右衛門・横目清右衛
　門吉右衛門（連印）

（さ・ら嶋見取新田井当起指出し）　深沢村三組　庄屋り
　三郎兵衛次兵衛・与頭十兵衛甚右衛門徳左衛門兵右衛
　門・横目清右衛門吉右衛門（連印）

三組諸入用

天明6年9月 横長美 1冊 1464

天明8年9月15日 横長美 ！冊 1465

寛政元年8月26日改ル 横長美 i冊 1467

寛政3年9月8日改ル 横長美 1冊 唾466

御検見道苅帳

御検見道苅帳　深沢三組［7年毛見道苅不致］

御検見道苅改割長　深沢三与分五郎八与ひかへ

御検見道苅改帳　深沢村三組

御検見道苅改割長　深沢三組［11月13日二割ル］

天明5年9月朔日6 横長美 1冊 1444

天明5年12月19日 横長美 1冊 1445

天明6年9月12日6 横長美 1冊 葉446

天明8年12月20日 横長美 1冊 1447

天明8年12月20日 横長美 1冊 1448

天明8年12月 横長美 1冊 舛49

寛政元年8月10日ヨリ 横長美 1冊 1450
（12月14日）

享和3年8月 横長美 1冊 1451

文政13年8月24日 横長美 1冊 1452

御検見入用

御検見入レ入用銀割帳　深沢村五郎八組・茂兵衛組・九
　左衛門組・九左衛門組・かち新田村　年番忠右衛門・兵
　介［庄屋与頭横目立合入用付立無相違］　かち新田村割
　元仁兵衛・深沢三与割元格三郎兵衛・庄屋七蔵・同格忠
　右衛門清兵衛・与頭此左衛門兵介・横目吉右衛門彦市

三組御検見星拾帳　深沢三組・かち新田・立会庄屋役人

御検見入二付入用帳　深沢村五郎八組・茂兵衛組・九左
　衛門組・鍛冶新田村・年番庄屋格清兵衛・与頭次左衛門
　［御検見入用銀立合割方無相違］　かち新田村・深沢三組

三組井毛見入用銀仕分帳　九左衛門組

三組井毛見入用銀仕分帳　五郎八組

御検見入用銀割帳　立合深沢三組・鍛冶新田村・年番役
　人［立合勘定相究］　深沢三与庄や組頭・かち新田割元

御検見入用銀割帳　立合深沢三組・かち新田村・年番役
　人忠右衛門・次左衛門［立逢勘定相究］　深沢三与庄や
　組頭横目・かち新田割元

御検見入用割帳　三組・年番清兵衛籐右衛門

入御検見入用附込帳　深沢村三組役人・御昼宿高頭三郎
　右衛門

→深沢村一貢租・諸懸もみよ

伺帳　深沢三組庄や与頭［天 安永9年11月13日 横長美　1冊 1322
鍾割方二付］

九左衛門組　　［三組は加筆、 文化12年11月22日 横長美　1冊 715
弱二而割方可致役高仕出し］

瓢　五郎八組　　［三組は加筆、 文化12年11月22日 横長美　1冊 716
卸免高割之役高仕出し］

御手当諸役御免高割帳

三組御手当米井高役御免御
　明四年迄五ケ年之留書／立三

三組御手当諸役御免高割帳
　表紙裏書：三組御手当高此喬

三組御手当諸役御免高割帳
　表紙裏書：三組御手当諸役御
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深沢村三組／三組諸入用／御手当願入用銀割帳ほか

三組御手当諸役御免高割長
　筆］

御手当願入用銀割帳

年限御手当入用銀割帳
　［庄屋与頭立逢割方相究］

御手当願入用銀割帳　一

御手当願入用銀割帳　・

九左衛門組　　［三組は加1！

文化13年ll月 横長美　1冊 717

深沢三組年番吉右衛門・市太郎 寛政4年12月15日 横長美　1冊 1291
三組庄や組頭

尺三組 文政9年12月 横長美　1冊 1308

尺三組 文政10年12月 横長美　1冊 1309

御手当米願入用帳

手当当巳年年明二付願入用銀割帳　深沢村　五郎八 天明5年12月23日 横長美　1冊 1286
組・茂兵衛組・九左衛門組　庄屋組頭［金払人二見せ候
儀不相成、万入用長二付立候節相談之上さらし付／…冊
仕立1願入用銀拾ひ出し長、深沢三組役人］　割元格三
郎兵衛・与頭次左衛門・横目吉右衛門・与頭兵介

手当米入用帳　深沢三組［年明キ願年／庄屋組頭立逢割 寛政7年正月 横長美、1冊 1323
方無相違］　三組庄屋組頭横目

手当米願入用帳　三組年番兵助・市太郎 寛政8年正月・12月18 横長美　！冊 1324
日迄

手当米願入用帳　　（深沢三組） 寛政9年正月 横長美　1冊 1329

手当米願入用帳　三組庄や組頭 寛政12年正月 横長美　1冊 1325

手当米願入用帳　深沢三三組年番清兵衛・籐右衛門 享和3年正月日 横長美　！冊 1326

手当米願入用帳　深沢三組［立逢割方無相違］ 文化4年正月日 横長美　1冊 1327

手当米願入用帳　深沢三組［立逢割方無相違］　深沢 文化6年正月日 横長美　1冊 1328
三組庄屋組頭

手当米願入用銀割帳　深沢三組年番［後欠］ 文化13年正月日 横長美　1冊 1306

手当米願入用銀割帳　深沢三組年番［綴紙縫結仮一 文化14年12月 横長美　1冊 1307
冊：草堰入用長之付立］

御改入用帳

年明寛政四子年三組御改入用帳

川欠井二年明三ケ年皆無御改入用帳
　助・〔コ［検地改／後欠］

川原三ケ年年明川欠皆無御改入用帳

年明御改入用之内控帳
　物覚等］

本途田成り高寺切起シ岩野原迄年限御改入用帳
　年番・鍛冶新田村・
　三与庄や組頭

嶋地年明川欠損地御改入用帳
　次左衛門

嶋地年明川欠損地御改入用帳
　清兵衛

入用帳 寛政4年 横長美　1冊 1337

御改入用帳　　（三組）年番兵 寛政7年5月29日67月3 横長美　1冊 1338
日迄

御改入用帳　　［検地改］ 寛政7年6月29日67月3 横長美　1冊 1339
日迄

三組惣役人高頭三郎右衛門［買 寛政7年6月29日67月3 横長美　1冊 1340
日迄

野原迄年限御改入用帳　三組 享和3年5月10日613日 横長美　1冊 1345
三ケ村組合［立逢割方無相違］ 迄

用帳　深沢三組　年番吉右衛門 文化2年3月29日64月4 横長美　1冊 1388
日迄

用帳　深沢三組　年番吉右衛門 文化2年5月16日6 横長美　1冊 1389
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深沢村三組／三繍入用烈護習螺鏡農入用

嶋地年明御改入用付込帳
　掻散嶋向三ケ村共二

嶋地年明川欠損地御改入用帳

嶋地年明御改入用帳

嶋地年明御改入用帳

嶋地年明御改入用帳　三組役人

嶋地年明御改入用帳　王組役人

嶋地年明御改入用帳

嶋地年明御改入用帳
　朔日泊り］

年明御改諸入用附立帳

年明御改諸入用附立帳　』

嶋地年明御改入用帳　三組役人

御改別入用割方帳　五郎八組

　し口五郎八組一村限り而巳之分

掻散嶋入用立会勘定帳　・
　川新田

掻散嶋入用立逢勘定帳　・
　川新田

年明御改諸入用附立帳

年明御改入用帳　深沢村三組役人

川欠内入用・分見入用

川欠内入用銀割帳　深沢三組・親沢村［枝1・2綴紙緩
　結／庄屋与頭横目立逢勘定無相違］　深沢三与庄や与
　頭・親沢村庄や与頭

川欠内入用割帳　五郎八組・九左衛門組［枝1に癒着］

掻散嶋内分見入用帳　深沢三組・向三ケ村［同堰入用共、
　内引物］

さ・ら嶋掻散嶋内分見入用帳　深沢村・向三ケ村［須川
　瀬違境論一巻共］

掻散嶋内分見入用帳　深沢邑・向三ケ邑［須川瀬違境論
　一巻共、さ・ら軒当り末二有］

さ・ら嶋内分見諸入用帳　三組役人

□林山境御分見入用帳　御宿三郎左衛門・三組役人

御改日々献立覚帳

年季御改日々献立覚帳
　村・深沢村

三組年番次左衛門藤右衛門、 文化7年5月18日623日 横長美　1冊 1398
昼飯迄

帳　深沢三組役人 文政3年4月 横長美　1冊 1390

役人〔朱書：末二拾ひ有］ 文政8年12月 横長美　1冊 1391

役人［一冊仕立：御改帳拾共］ 文政13年5月 横長美　1冊 1392

役人 天保6年12月 横長美　1冊 1393

役人　元方忠右衛門 天保ll年4月12日ヨリ 横長美　1冊 1394
14日夕迄

組役人） 弘化2年4月11日ヨリ13 横長美　1冊 1395
日昼迄

尺村三組役人［割元町反改四月 嘉永3年4月3日昼66日 横長美　1冊 1396
昼迄

組役人 安政2年3月 横長美　1冊 1341

組役人 安政2年3月 横長美　1冊 唯342

役人 安政2年12月 横長美　1冊 1397

組・九左衛門組 万延元年12月 横長美　1冊 1336

了門五郎八組入用河内6御遣 万延元年12月 横長美　1冊 1346
百巳之分　井二割　五郎八組

朶沢村・来迎寺村・道半村・宮 万延元年12月 横長美　1冊 1399

渠沢村・来迎寺村・道半村・宮 万延元年12月 横長美　1冊 1400

頭仁兵衛元方 元治2年4月 横長美　1冊 葉343

組役人 元治2年4月 横長美　1冊 1344

天明4年12月10日6 横長美　1冊 1283－2

天明4年12月15日晩 横長美　1冊 340－2

文政8年12月 横長美　1冊 1385

文政10年12月 横長美　1冊 1386

文政10年12月 横長美　1冊 1387

文政12年12月 横長美　1冊 1384

安政5年5月 横長美　1冊 1364

蚤敵嶋組合 道半村・宮川新田 文政ll年4月12日614
日御夕飯迄

横長美 1冊 966
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深沢村三組／三組諸入用／三組入用銀割帳

年季御改日々献立覚帳 掻敵嶋組合　道半村・宮川新 文政13年5月8日6 横長美 1冊 967
田・深沢三組

嶋地年明御改日々献立覚帳 深沢村三組役人［割元町反 嘉永3年4月3日昼66日 横長美 1冊 968
別改四月朔日泊］ 昼迄

三組入用銀割帳

深沢三組入用帳　年番役人［庄屋組頭横目立逢勘定］

組頭甚左衛門・次左衛門　清兵衛　忠右衛門

三組入用銀割帳　深沢村三組役人

与頭立合勘定無相違］
右衛門・彦市・市右衛門

左衛門・吉右衛門・兵介・彦市

市［庄屋与頭立合勘定無相違］

衛門・兵介・横目吉右衛門　彦市

三組入用銀割帳　年番吉右衛門　彦市［後欠］

　庄屋組頭横目

三組入用銀割帳　年番兵介・清兵衛

三組入用銀割帳　深沢三組　年番市太郎籐右衛門

三組入用銀割帳　年番兵介　籐右衛門

三組入用銀割帳　年番次左衛門　溝兵衛［後欠］

三組入用銀割帳　年番清兵衛籐右衛門［後欠］

三組入用銀割帳　深沢三組　年番次左衛門　籐右衛門

三組入用銀割帳　深沢三組　年番籐右衛門　兵助

三組入用銀割帳　深沢村三組［立逢割方相究］
組頭

　　　くノ
三組入用銀割帳　深沢村三組年番吉右衛門　次左衛門

組庄屋組頭

三組入用銀割帳

三組入用銀割帳　三組役人

三組入用銀割帳　三組役人

三組入用銀割帳　三組役人［後欠］

三組入用銀割帳　　（三組役人）

上改革割方いたし候］

三組入用銀割帳　深沢むら　惣村役人

人［庄屋組頭横目立逢勘定］　庄 明和8年ll月 横長美　1冊 1240
次・横目吉右衛門・清左衛門・
清兵衛・忠右衛門

三組役人 安永5年12月20日 横長美　1冊 1217

阻・九左衛門組・茂兵衛組［庄屋 安永9年12月3日 横長美　！冊 1218
三三郎兵衛・七蔵・忠右衛門・吉

兵衛・次左衛門［吉右衛門五月廿 安永9年12月3日 横長美　1冊 1219
衛門／庄屋与頭立合勘定無相違］

庄屋格忠右衛門・清兵衛・次
・彦市

深沢村三組　年番吉右衛門・彦 天明3年正月ヨリ／天 横長美　1冊 1273
相違］　割元三郎兵衛・庄屋代 明3年12月22日割ル
格忠右衛門・清兵衛・組頭次左
駆彦市

野衛門・彦市［後欠］ 天明7年正月3日 横長美　1冊 1220

虹　年番兵助・清兵衛［割方相究］ 寛政3年正月 横長美，1冊 122哩

条・・清兵衛 寛政3年正月 横長美　1冊 1222

且年番市太郎籐右衛門 寛政H年2月 横長美　1冊 1223

ト籐右衛門 寛政12年正月 横長美　1冊 で224

三衛門・溝兵衛［後欠］ 享和2年正月日 横長美　1冊 1225

寿衛・籐右衛門［後欠］ 享和3年正月日 横長美　1冊 1226

且　年番次左衛門・籐右衛門 文化7年正月日 横長美　1冊 1227

巨年番籐右衛門・兵助 文化8年正月日 横長美　1冊 1228

一組［立逢割方相究］　三組庄屋 文化9年正月日 横長美　1冊 1229

組年番吉右衛門・次左衛門　三 文化ll年正月日 横長美　1冊 1230

三組）［表紙一部欠］ 文政11年正月 横長美　1冊 1231

天保14年12月 横長美　1冊 1232

弘化2年12月 横長美　1冊 1233

［後欠］ 弘化4年12月 横長美　1冊 1234

人） 嘉永元年12月 横長美　1冊 1235

［帳末：宜敷取悪敷捨、選択之 嘉永4年12月 横長美　1冊 1236
村役人

惣村役人 安政2年12月12日ヨリ 横長美　1冊 1237
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深沢村三組／三組諸入用／三組入用銀仕訳ケ帳

三組入用銀割帳

組万入用銀下帳　条右衛門手控へ

（三組惣高割り・三組入用銀割帳）

（御代官所・割元等へ、年頭・暑気等贈答入用）（三維）
　［前欠］

（諸入用帳）（三組）［前欠］

（三組入用金銀割帳）［前欠］

（三組入用銀割帳）

（三組入用銀割帳）［断片］

（三組入用銀割帳〉［断片］

（三組入用銀割帳）［断片］

（三組入用銀割帳）［前欠］

三組入用銀仕訳ケ帳

万延元年12月 横長美　1冊 1238

、 文久元年 横長美　1冊 1265

長）
横長美　仮1冊 1239

馨気等贈答入用）（三維） 横長美　仮1冊 1498

横長美　仮1冊 1499

横長美　仮1冊 3542

横長美　1枚 3559

横長美　1枚 3562

横長美　仮1冊 3564

横長美　仮1冊 3565

横長美　1冊 3626

三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組 天明2年12月21日 横長美　1冊 1241

三組入用銀仕訳ケ帳　五郎八与 天明2年12月21日はん 横長美　1冊 堪242

三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組［枝1・2紙繕結］ 天明3年12月22日 横長美　1冊 1243－1

三組入用銀仕訳ケ帳　五郎八組［枝1・2紙繕結］ 天明3年12月22日 横長美　1冊 1243－2

三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組 天明4年12月12日 横長美　1冊 1244

三組仕訳帳　五郎八組 天明4年12月12日 横長美　1冊 1245

三組万入用銀仕訳帳　九左衛門組 天明7年12月 横長美　1冊 1246

三組万入用銀仕訳帳　五郎八組 天明7年12月 横長美　1冊 1247

当川原年明三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政4年12月20日 横長美　1冊 1262

当川原年明三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 章政4年12月20日 横長美　1冊 1263

三組万入爾銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1248

三組万入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1249

堰所入用御礼割り三組追割り　右仕分ケ割長　深沢三 寛政5年12月27日 横長美　1冊 1473
組役人

三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政6年12月18日 横長美　1冊 1250

三組仕分ケ帳　九左衛門組 寛政7年12月25日 横長美　1冊 で251

三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政8年12月18日 横長美　1冊 1252

三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政8年12月18日 横長美　1冊 1253

三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政9年12月7日 横長美　1冊 1254

三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政9年12月7日 横長美　1冊 1255

三組仕分帳　五郎八組 寛政11年12月17日 横長美　1冊 1257

三組仕分帳　九左衛門組 寛政H年12月18日 横長美　1冊 1256
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三組入用銀仕分ケ帳

三組入用銀仕分ケ帳

明治（カ）仕訳帳

三組入用銀仕分帳

三組仕分ケ帳

仕分ケ帳　九左衛門組 寛政12年12月20日 横長美　1冊 1258

仕分ケ帳　五郎八組 寛政12年12月20日 横長美　孟冊 1259

ヒ訳帳　五郎八組 文化4年12月ll日 横長美　1冊 1264

仕分帳　五郎八組 文化4年12月17日 横長美　1冊 1260

帳　五郎八組 天保9年12月 横長美　1冊 1261

蕎銀仕訳ケ帳）（九左衛門組） 横長美　仮1冊 1526

三組立会入用銀差引帳

三組立会勘定入用帳 五郎八組手帳 万延元年12月19日 横長美 1冊 1350

三組立会入用銀差引帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 ！冊 1274－1

三組立会勘定指引帳 五郎八組［綴紙繕結仮一冊共］ 文久元年12月 横長美 1冊・仮1 1274－2

冊

三組立会割方指引帳 五郎八組立会勘定宿条右衛門 慶応2年12月 横長美 1冊 1275

（三組立会入用差引帳） ［前欠］ 横長美 1冊 3544

（三組入用指引帳） 横長美 1枚 3596

三組入用取立

三組入用銀星拾ひ帳　深沢三組年番吉右衛門・彦市［合 天明3年12月21日622 横長美　1冊 1266
点あり］ 日ばん迄

三組星拾ひ帳　深沢三組［合点あり］ 天明4年12月ll日12日 横長美　1冊 1267
夜仕廻

）

三組万銀星拾帳　深沢役人［合点あり］ 天明5年12月20日 横長美　1冊 1268

三組拾帳　三組役人［合点あ切 文政10年12月 横長美　1冊 1271

（三組拾ひ）［合点あり］ 横長美　仮！冊 1272

諸入用

御高札建替二付諸入用帳
　613日迄建替済／不残三組帳へ出ス］

覚（年頭暑気寒気上ケ物）
　組→御代官所

一宿廻状持割帳

一宿廻状持留書帳　三組中使［昼廻状・夜廻状送り代］

一宿廻状持割帳　五郎八組［紙緩留文書一通］

∵宿廻状持割帳　五郎八組

村中稲番給割帳

村中稲番給割帳　三組

村中稲番給割帳　三組

村中稲番給割帳　三組

深沢村三組役人［！0年3月6日 天保9年10月御見分 横長美　1冊 1459
1帳へ出ス］

九左衛門組茂兵衛組五郎八 巳12月 横長美　1冊 3580

安政3年正月 横長美　1冊 961

万延元年12月 横長美　1冊 962

文久元年12月 横長美　1冊2枚 963

寛政2年戌12月15日 横長美　1冊

文政2年12月 横長美　1冊

文政8年12月・9年分共 横長美　1冊

3546

1457

1458
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深沢村三組矯礫羅最馨％暮議平均帳ほか

1有・10年共

屋掛ケ付立平均帳

馬所・嶋・人足］

馬所・嶋・人足］

馬所・嶋・人足］

屋かけ組訳過下り帳　九左衛門組

朝日江口屋懸人懸場帳　深沢三組隼番

屋掛付立平均帳　深沢三組役人［伝馬所　境嶋　人足］

（屋掛ケ付立平均帳）（深沢三組）［前欠］

三組　年番忠右衛門・兵助［伝 天明5年正月より 横長美　1冊 1190

三組　年番忠右衛門・兵助［伝 寛政2年正月 横長美　1冊 1191

モ三組　年番兵助・清兵衛［伝 寛政3年正月 横長美　1冊 1192

衛門組 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1535

醤沢三組隼番 寛政6年8月 横長美　1冊 1194

役人［伝馬所・境嶋・人足］ 文政3年正月 横長美　1冊 1193

三組）［前欠］ 横長美　仮1冊 1514

人足縄俵元帳

門
十
」

’
ネ

事］

左衛門弥右衛門六之助六左衛門

人足縄俵元帳　深沢村

人足縄俵元帳　三組役人

諸普請人足縄之帳　五郎八組役人［紙帯結］

人足縄俵済物手帳　兵助

（材木人足覚）

帳 深沢三組・親沢村・沢新田 寛政6年8月 横長美 1冊 1141

藤下タ道持諸掛もの三組相談之 文政10年正月 横長美 1冊 1100

隈 世話方　三左衛門彦兵衛頭 天保13年5月29日 横長美 1冊 803
董衛門

弘化2年2月29日 横長美 1冊 990

弘化2年12月 横長美 1冊 991

又組役人［紙帯結］ 安政4年正月 横長美 1冊 1098

安政6年 横美半 1冊 1123

横長美 1冊 3713

高頭家三組取替

取替帳

三組取替帳　高頭三郎右衛門 嘉永3年正月 横長美　1冊 1064

三組取替帳　高頭三郎右衛門［裏表紙：高頭三郎右衛門尉 嘉永4年正月 横長美　1冊 1065
五郎八茂兵衛九左衛門三組帳面／丁紙縫留文書一通］

三組井二組取替帳　高頭三郎右衛門持用［丁紙緩留文書 嘉永4年正月 横長美　1冊 106ア
一通］

三組取替帳　高頭三郎右衛門［丁紙繕留文書一通］ 嘉永5年正月 横長美　1冊 1066

三組取替帳　高頭氏 嘉永7年正月 横長美　1冊 1068

取替帳　高頭三郎右衛門 安政2年正月 横長美　1冊 1069

取替帳　高頭三郎右衛門 安政3年正月 横長美　i冊 1070

取替帳　高頭三郎左衛門 安政6年正月 横長美　1冊 1071
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村方江取替物書出手帳

年明御改一条二付入用覚書
　6是二留ル十七日6取替帳二有之候］

取替帳　高頭左衛門

取替帳　高頭条右衛門

取替帳　高頭條右衛門

取替帳　高頭條右衛門［天小口書

取替帳　高頭三郎條右衛門［綴結文書一通］

取替帳　高頭三郎平

最寄組江取替物取調荒増

取替帳

吾頭三郎左衛門控へ 安政6年12月“ 横長美　1冊 1080

書　高頭条右衛門［四月十七日 万延元年 横長美　1冊 1081
匿二有之候］

万延2年正月 横長美　1冊 1072

文久2年正月 横長美　1冊 1073

文久3年正月 横長美　1冊 1074

」・口書：取替帳　慶応二寅年］ 慶応2年正月 横長美　1冊 1075

［綴結文書一通］ 慶応4年正月 横長美　1冊 1076

明治5年正月吉日 横長美　1冊 1077

五郎八組［急調奉］ 明治5年2月29日 横長半　1冊 1079

文書一通、丁紙蹉留一通］ 明治6年太陽暦2月ヨリ 横長美　1冊 1078

並　……主
目　　濤紹

書願 →三組争いもみよ

○草堰御普請願

（願書断簡） 安永3年 1通 2960

（草堰組合村々願書）［2048－1～6紙維一括］ （寛政5年～） 枝1－6は1紙繕括
（7通）

2048－0

・覚（草堰御用具御代物、御用具代・御手当米受取） 文化ll戌年12月 竪紙・横切継紙 2048－1

［端裏書：草せき受取書戌12月15日御蔵へ上ル控／末尾巻 2通

込：覚（草堰御用具代・御手当米願書）深沢村茂兵衛組
九左衛門組五郎八組ゆ割元所（宿紙）］　草堰組合村々深
沢村茂兵衛組・同村五郎八九左衛門組三郎兵衛ゆ御代官
所

解購集犠響騨翻轄蔚堰盟量 丑3月 竪継紙　1通 2048－2

合村々庄屋・与頭

・乍恐口上書を以奉願上候（寛政4子年草堰相仕立田
方開発被仰付候所、畑成仕度願）［端裏書：御蔵へ上

文化10年酉3月 竪継紙　1通 2048－3

ル控　此願戌年中5月3日二被仰付候、御付札之分御蔵二
留ル／剥離貼紙多く不開］　草堰組合　沢新田村・親沢
村・深沢村各村役人→御代官所

・乍恐口上書を以奉腰上候（草堰二付図り帳之通御入
用被下度願、付札．願之通普請申付入用取）［別紙

文政5年午4月 竪継紙　1通 2048－4

図り帳は、1101．llO4］　深沢村草堰組合村々五郎八組割
元格三郎兵衛・沢新田村庄屋代仁八郎・親沢村庄屋代又
次右衛門外2名（連印）→御代宮所　　［奥書：割元新助
（印）］

』
・
乍 恐以口上書奉願上候（草堰相仕立田方開発被仰付
候所・畑成仕度願）［端裏書：境嶋畑成り願書　酉年8

文化10年酉8月 竪継紙　1通 2048－5

月11日二御蔵へ上ル控8月王3日上ル］　沢新田村親沢村九
左衛門組井又五郎八組各役人→御代官所

。雛甜韓識購醤雛謝臨灘禦
丑年8月8日御蔵へ上ル控／貼紙多］　沢新田村・親沢

寛政5年丑8月 竪継紙　1通 2048－6

村・深沢村各村役人14名（連印）擁御代官所　　［奥書：
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支配割元仁兵衛（印）1

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地田新田用水草堰仕立井 寛政6年4月 竪継紙・横切紙 2474
江通諸用具金願二付）［巻込文書：嶋地田新田用水草堰 1通

仕立壷江口両岸枠入二付願状／端書：子四月十八日二上
ル控へ／端裏書：子年四月十三日二上ル控へ］　宮川新
田村・道半村・来迎寺村・沢新田村・親沢村・九左衛門
組・茂兵衛組・五郎八組（連印消）→御代官所　　［奥
書：当番割元村之助（印消）］

乍解雄鰹欝携藷慰鱗灘灘螺嚢 文化2丑年2月 竪継紙・横切継紙
2通

3464

書1二番　文化2丑年草せき追願2月21B二御蔵へ上ルひ
かへ此度3月5日御蔵へ返ル不用之分1　五郎八組（印）
茂兵衛組（印）九左衛門組（印）親沢村・沢新田村→御
代官所

乍恐口上書を以奉願上候（草堰井落堰御普請御入用二 （文化2）丑年2月 縦継紙　1通’ 3466
付）［端裏書：不用之分2月21日二上ル候分此願書丑3月5
日二御蔵へ返ル／鼠損ひどく不開］

乍恐口上書以書付奉願上候（草堰御付札願書）［端裏 文化2丑年3月21日 竪継紙　1通 3470－3

書：一番　草堰御付札願書　文化2隼丑3月21日文化2年2
月4日三郎兵衛上ル御蔵へ上ルひかへ／枝1－4紙維括、鼠損
ひどく不開コ　深沢村・親沢村・沢新田村

（草堰願書　包紙）［包書：丑年三月七日二御蔵へ指上ル 文化2年丑6月22日 枝1－4は1包（4通） 2418－0

丑年三月廿一日御付札上を以被仰付候／上　草堰組合 包紙／1枚
村々／文化二丑年六月廿…日御蔵江御渡シ被成候／七ヶ
年定請御付札願書大切之分二預申候／願書の包紙に書込コ

・（草堰願書喜兵衛方へ遣に付村方に廻様）［願書袖付 文化9年6月29日 横切紙　1通 2418－1

紙の継紙］　割元ゆ三郎兵衛

・（草堰願書村方預置に付）［願書袖付紙］　割元噛深 文化2年6月22日 横切紙　1通 2418－2

沢三組庄屋中

・（草堰七ヶ年定請申付）［願書天部付札］ （文化2年丑3月21日） 横切紙　1通 2418－3

・乍恐口上書を以奉願上候（草堰七ケ年代物割合被下 文化2年丑3月 竪継紙　1通 2418－4

定請願）［付札1・付紙2有］　沢新田村庄屋与一右衛門
（印）与頭四郎右衛門（印）横目六右衛門（印）親沢村庄
屋又市（印）与頭喜兵衛（印）横目助七（印）深沢村割
元格三郎兵衛（印）・庄屋七蔵（印）与頭兵助（印）与頭
治左衛門（印）与頭藤右衛門（印）与頭清兵衛（印）横
目吉右衛門（印）横目彦市（印）→御代官所　奥書：割
元正右衛門（印）

乍恐口上書を以奉願上候（草堰御用夫銀二御引遣被成 文政2年11月 2540－1～2は1包 2540－1

下置度願）［封書：上、草堰組合村々／2540－1～2を白紙 （1折封1通・1折封

包］　西組沢新田村（印）庄屋代仁八郎親沢村（印）庄 1通）　包紙・折

屋亦次右衛門、深沢村（印）割元格三郎兵衛→御代官所 封・竪継紙／1封
［奥書：割元新助］ （1通）

・乍恐以書付奉願上候（嶋地用水草堰之義、飯塚堰御 弘化5年4月 折封・竪継紙　1 2540－2

見分御覧の上、御入用是迄之通村請二仰付られ度願） 封（1通）

［封書：上、西組深沢村草堰組合村々／付札有／3210－5を
参照］　西組深沢村草堰組合村々、沢新田庄屋代仁八郎
（印）深沢村茂兵衛組庄屋代七蔵（印）他2名→御代官所
割元（印〉左衛門

乍恐口上書を以奉願上候（草堰組合用水江筋之儀川形
　狂い用水引受難二付割元見分の上御上様二而建替普
　請願、控）［端裏書：文政5午年4月17日上ル控］　西組

文政5年4月 竪継紙　1通 2553

深沢村草堰組合村々五郎八組三郎兵衛・九左衛門組沢太
郎・茂兵衛組七蔵・親沢村又次右衛門・沢新田村仁八郎
→御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地用水草堰御入用之儀） 文政H年3月 竪継紙　1通 2841

一233一



深沢村三組／普請／願書

西組草堰組合村々五郎八組割元格三郎右衛門・沢新田村
庄屋代仁八郎・親沢村庄屋代又次右衛門（印）外2名→御
代官所

乍恐以書付奉願上候（嶋地用水草堰御入用之義二付）
　［付札：願之通当子年より来ル辰年迄入用四拾貫文為取之
　候］　草堰組合村々沢新田村庄屋代仁八郎（印）外4名→
　御代官所　　［奥書：割元（印）新助］

文政11年3月 竪継紙　1通 2957

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地用水草堰御入用之儀）
　西組深沢村草堰組合村々深沢村割元格三郎右衛門・沢新

天保4年6月 竪継紙　1通 2840

田村庄屋代仁八郎・親沢村庄屋代又次右衛門外2名→御代
官所

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地用水草堰御入用之儀、
　御入用是迄之通村請二仰付られ度願）［貼紙あり］
　西組深沢村草堰組合村々沢新田村庄屋代仁八郎・親沢村

天保9年4月 竪継紙　1通 2624

庄屋代又次右衛門・深沢村割元格三郎右衛門外2名→御代
官所

乍恐以口上書奉願上候（嶋地用水草堰御入用之義二付）
　［付札：願之趣及評儀候処御時節柄二付当卯年より来ル未

天保14年4月 竪継紙　2通 3006

年迄五ヶ年之内村請申付入用銭三拾五貫文為取之候／巻
込あり：同様願書下書］　西組深沢村草堰組合村々沢新
田庄屋仁八郎（印）外3名→御代官所　　［奥書：割元（印）
与兵衛］

乍恐以口上書を奉願上候（嶋地用水草堰御入用之儀）
　［端裏書：嘉永六丑年草堰願］　西組深沢村草堰組合村々

嘉永6年3月 竪継紙　1通 2842

深沢村五郎八組割元格三郎右衛門・沢新田村庄屋代仁八
郎・親沢村割元格又右衛門外2名→御代官所　　［奥書：水
沢條左衛門］

（草堰願書入袋）［袋上書：上　深沢村・親沢村・沢新田
村／袋裏書：草堰願書　申年二月廿七日二御蔵へ上ルひ

袋　1袋 2959

かい　去ル丑年御付札有之願書一通二月十三日二割元所
江上ヶ置キ申候覚也　畠ル　七蔵・三郎兵衛・兵介　親
沢与頭一人1

○草堰御普請一一括形態

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地田新田草堰井江通御入
　用願）［端裏書：卯年之分願之通り用具被仰付御付札共
　卯之四月二日二上ルひかへ］　沢新田村・親沢村・五郎
　八組外2組→御代官所

寛政7年4月2日 28504～8は1包・

紙繕括（8通・仮2
冊）　竪紙／1通

2850－1

乍恐旦上書を以奉願妻候（用水草堰御入用普請願）
　［端畏書：文政五午年二月廿三日上ル控］　深沢村草堰組
　合村々五郎八組割元格三郎兵衛・沢新田村庄屋代仁八
　郎・親沢村庄屋代又次右衛門外2名→御代官所　　［奥書：
　割元］

文政5年3月 竪継紙　1通 2850－2

卸請申証文之事（樋水道入用金の請取）［包書：寛政五
年丑十二月廿五日上ル　樋水道御請証文控　川原田新田
沢新田村親沢村深沢三組］　沢新田村庄屋又市・親沢村
庄屋又右衛門・深沢村割元格三郎兵衛外！1名（連印）→
御代官所

寛政5年12月 竪継紙　1包（1通） 2850－3

乍恐口上書を以奉願上侯（用水草堰御入用普請願／付
　札：取揚難く候共代物とらせ地下請申付）［端書：文
　化九申年二月廿七日御蔵へ上ル控へ］　草堰組合与頭四
　郎右衛門・親沢村庄屋又右衛門・深沢村割元格三郎兵衛
　外12名→御代官所

文化9年2月 竪継紙　1通 2850－4。

乍器口上書を以奉願上候（用水草堰御入用普請願）
　早堰組合村々沢新田村庄屋代仁八郎・親沢村庄屋代又次
　右衛門・深沢村五郎八組割元格三郎兵衛外2名→御代官所

文政5年3月 竪継紙　1通 2850－5

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地用水草堰御入用御普請 文政6年4月 竪継紙　1通 2850－6

乍

乍
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深沢村三組／普請／願書

二付村請願／付札：入用取らせ村請普請申付）［端
裏書：文政六草堰願］　草堰組合村々沢新田村庄屋代仁
八郎・親沢村庄屋代又次右衛門・深沢村五郎八組割元格
三郎兵衛（印）外2名→御代官所　　［奥書：割元新助
（印）］

乍恐以口上書奉願上候（水道朽損二付新規御仕替願） 天保6年9月 竪継紙　1通 2850－7

沢新田村庄屋代仁八郎・親沢村庄屋又次右衛門・深沢村
五郎八組割元格三郎右衛門（印）外2名→御代官所

（包紙　上　此分不用二而辰年六月廿四日二御蔵6返 （寛政8）辰年6月 2850－8は1包（1 2850－8－0

ル　落堰図り帳二而村之介様6）［2850一＆ア～ウは1包］ 通・仮2冊）　包

沢新田村・親沢村・五郎八組外2組→御代官所　　［奥書： 紙／1枚

当番割元村之助（印）］

乍恐口上書を以奉願上候　　［包書上書：上　深沢村親沢 （寛政8）辰年6月 包紙・竪継紙　1 2850－8一ア

村沢新田村］　沢新田村・親沢村・五郎八組外2組ゆ御代 包（1通）

官所　　［奥書：当番割元村之助（印）］

落堰御入用図帳　沢新田村・親沢村・五郎八組外2組→御 寛政8年6月 横長帳　仮1冊 2850－8イ
代富所

落堰御入用図帳　沢新田村・親沢村・五郎八組外2組→御 寛政8年6月 横長帳　仮1冊 2850－8一ウ

　代官所

○
（
草
堰
御 普請御道具代銭請取など） （寛政8・10年） 2052－0

覚（草堰御道具代銭請取）　深沢村＋兵衛→御普請所 午5月 竪継紙　1通 2052－1

覚（草堰御道具代銭請取）　八九郎→深沢村親沢村沢新 午5月 竪継紙　1通 2052－2

田村御普請所

乍恐口上書を以御訴申上候（洪水二而草堰枠痛二付） 寛政IO年午6月15日 横切継紙　折1通 2052－3

［端裏書÷午6月！3日二組頭もたせ御蔵へ上ル控　草堰／
宿紙］　深沢柚・親沢村・九左衛門組・茂兵衛組・五郎
八組ゆ御代官所

覚（草堰御道具代銭請取）　深沢村藤兵衛→深沢草堰御 寛政8年辰5月 竪紙　1通 2052－4

普請所

○用水普請

乍恐口上書を以奉御願申上候御事（才津嶋御新田二仰 享保13年申3月 竪継紙　1通 2069
付、用水築迷惑二付）［鼠損甚大］　深沢村庄屋三郎兵
衛（印）庄屋茂市郎（印）与頭兵左衛門（印）与頭与右
衛門（印）与頭十兵衛（印）与頭徳左衛門（印）横目吉
右衛門（印）横目溝左衛門（印）→御代官所

乍恐口上書を以奉御願申上候御事（才津嶋御新田二仰 寛保3年亥4月 竪継紙　1通 2070
付、用水築迷惑二付）［鼠損甚大］　深沢村庄屋三郎兵
衛（印）庄屋治兵衛（印）与頭小右衛門・与頭甚右衛門
（印）与頭十兵衛（印）与頭徳左衛門（印）横目吉右衛門
（印）横目清左衛門（印）ゆ御代官所

乍恐口上書を以奉願候御事（深沢・親沢・沢新田村立 宝暦7年3月 竪紙　1通 2094
逢用水雪代洪水にて江切れ二付御普請願、下書）
深沢村庄屋三郎兵衛・沢新田村庄屋安太夫・親沢村庄屋
代八郎次他1人→御代官所

覚（新保茶屋場樋破損二付御仕替願）［2053－1～8紙繕括］ 明和8年卯2月8日 竪継紙　1通 2053－6

深沢村茂兵衛組・九左衛門組・五郎八組村役人9名（連印）
→御代官所

（深沢村親沢村嶋地畑方田新田仕候共用水引方之儀難
敷、田新田二付願書、井嶋地絵図）［絵図書入：寛二

寛政2戌年10月14日 竪継紙・984×744
1通・1枚

3198

年戌10月14日御蔵へ上ルひかへ／紙帯括／紙帯一括：
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深沢村三組／普請／草堰御普請

3188～3215］　深沢村三組庄屋・組頭、親沢村庄屋・組
頭

乍恐口上書を以御訴奉申上侯（嶋地畑方之場所、朝日
　村地内江堀仕用水引取たく御訴）　深沢村・親沢

寛政5年3月 竪継紙　1包（1通） 2843

村・沢新田村［包書上書：上　丑年分三月廿八日御蔵上
ル控　深沢村親沢村沢新田村　三月廿八日忠右衛門出上
ル／端裏書：丑三月廿八日忠右衛門6御蔵へ上ル控］
沢新田村庄屋又市・親沢村庄屋又右衛門・深沢村割元格
三郎兵衛（印）外10名→御代官所

○用水普請一一括形態

かきちらし・さ・らしま下シ米高合等御蔵へ書上ケ控 寛政12申年10月11日 横長美　1冊 3171－1

へ　三組役人俵紙書：11月12β二御取上ケ無之不残御
返し被成候事／枝1－4紙帯括］

乍恐以口上書奉願上候（掻散嶋・さ・ら嶋川除御普請
　之所流失二付御普請願書）［端裏書：11月11日御蔵へ

寛政12申年IO月 竪継紙　1通（紙
繕付）

3171－2

上ル控御取上ケ無之不用二候／貼紙2枚、紙緩付］　宮川
新田村・道半村・来迎寺村・深沢茂兵衛組・五郎八九左
衛門組→御代宮所

（上普請願之儀取揚難事之旨等四箇条書付写）［端裏 10月12日 横切継紙　1通 3171－3
書：写し］

覚（8月25日立人竿入掻散さ・ら嶋田畑）［端裏書：申 申10月 横切継紙　1通 3171－4
10月割元衆へ上ル控へ］　深沢三組→御代官所

草堰御普請

○草堰御普請御入用図り帳

朝日地内草堰井二古川跡諸用具図帳　おや沢村・沢新 寛政5年5月4日 横長美　1冊 1118
田村・深沢村［御蔵へ上ル控コ　沢新田村役人・親沢村
役人・深沢三与役人→御代官所

田新田草堰井土俵水門江通リ御入用図り帳　沢新田 寛政7年3月28日 横長美　1冊 1105
村・親沢村・深沢村［三月廿八日二御蔵へ上ルひかへ四
月十七日上ルひかヘコ　沢新田村・親沢村・九左衛門
組・茂兵衛組・五郎八組ゆ御代官所

落堰御入用図り帳　深沢村・親沢村・沢新田村［洪水二
　而落堰諸用具流失二付／御蔵へ上ルひかへ］　沢新田
　村・親沢村・九左衛門組・茂兵衛組・五郎八組（連印〉
　→御代官所　　［奥書：割元仁兵衛］

寛政8年6月6日 横長美　1冊 1157

落堰御入用図り帳　深沢村・親沢村・沢新田村［洪水二
　而落堰諸用具流失二付／村方ひかへ、御見分先へ上ル控］
　沢新田村（印）親沢村（印）九左衛門組・茂兵衛組（印）
　五郎八組（印）→御代官所

寛政8年6月6日 横長美　1冊 1158

田新田草堰井土俵水門御入用図帳　沢新田村・親沢村・
　深沢村［四月廿一日上ルひかへ／綴結文書・綴留文書二

寛政9年4月21日 横長美　1冊 ”06

通：草堰諸入用被下度願］　沢新田村・親沢村・九左衛
門組（印）・茂兵衛組（印）・五郎八組（印）→御代官
所

田新田草堰井土俵水門御入用図り帳　沢新田村・親沢
　村・深沢村［御蔵へ上ル控］　沢新田村・親沢村・九左
　衛門組（印）茂兵衛組（印）五郎八組（印）帥御代官所

寛政10年4月 横長美　1冊 1窪07

覚（文化2丑年67ケ年中草堰定請入用之内御代物之分
　指引目録、覚）［綴紙維結1冊付］　深沢村・親沢村・沢
　新田村→御代官所

文化9申年2月 横長美　仮2冊 3144

深沢村草堰御普請御入用図り帳　西組［深沢村下川原組
　合村々用水江堰］　西組杖庄屋次郎左衛門・惣次右衛

文政5年4月 横長美　1冊 110謹
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深沢村三組／普請／草堰御普請

門・割元→御代官所

草堰御普請御入用図り帳　［草堰諸入用被下度願］　草 文政5年4月 横長美　1冊 1102
堰組合沢新田村仁八郎・親沢村又次右衛門・九左衛門組
沢太郎・茂兵衛組七蔵・五郎八組三郎兵衛（連印）→御
代官所

草堰御普請御入用図り帳　　［草堰諸入用被下度願］　草 文政5年4月 横長美　1冊 1103
堰組合沢新田村仁八郎・親沢村又次右衛門・九左衛門組
沢太郎・茂兵衛組七蔵・五郎八組三郎兵衛（連印）帥御
代官所

草堰御普請御入用図り帳　草堰組合村々［草堰諸入用被 文政5年4月 横長美　1冊 1104
下度願］　草堰組合沢新田村仁八郎・親沢村又次右衛
門・九左衛門組沢太郎（印）、・茂兵衛組七蔵（印）五郎
八組三郎兵衛（印）→御代官所

覚（草堰御用具御代物、御用具代・御手当米受取）
　［包書：上　草堰組合村々］　草堰組合村々深沢村茂兵衛

文政9年戌12月 包紙・竪紙　1包
（1通）

2049

組七藏・深沢村五郎八組三郎右衛門→御代官所

（割元用状　飯塚堰出来御見分と草堰御見分二付相心
得之事）［宛書：御屠／紙緩括：枝1・8、紙帯一括：3188

5月4日 横切紙　1通 32摩0－5

～3215］　割元→深沢村庄麗中

○草堰図目録帳

嶋地用水田新田入用仕上目録　沢新田村・親沢村・深沢
　村［綴紙繕結一冊：樋水道堰入用仕訳］　深沢村割元格

寛政5年12月 横長美　1冊 1140

三郎兵衛・庄屋七蔵・庄屋格与頭忠右衛門清兵衛・与頭
兵助次左衛門・横目吉右衛門彦市、親沢村庄屋又右衛門、
沢新田村庄屋又市外4名（連印）ゆ御代官所

、

田新田草堰土俵水門江堀図目録帳　沢新田村・親沢村・
　新組三ケ村・深沢村［十四日二上ル控、十八日御蔵へ上

寛政6年4月 横長美　1冊 1108

ル控］　宮川新田村（印消）道半村（印消）来迎寺村
（印消）沢新田村（印）親沢村（印）九左衛門組（印）茂
兵衛組（印）五郎八組（印）→御代官所

艸堰土俵水道御入用仕上目録帳　沢新田村・親沢村・深
　沢村［五月十五日御蔵へ上ル控］　沢新田村・親沢村・

寛政6年5月ll日 横長美　1冊 1111

九左衛門組・茂兵衛組・五郎八組→御代官所

草堰土俵水道御入用仕上ケ目録長　沢新田村・親沢村・
　深沢村［御蔵へ上ル控、此入用銭〆十二月廿四日被下御
　蔵6受取候］　沢新田村・親沢村・九左衛門組・茂兵衛
　組・五郎八組→御代官所

寛政6年5月25日 横長美　工冊 1110

落堰諸入用直ひ目録長　五ケ村［御蔵へ上ル控、此入用
　〆銭十二月廿四日二被下二付受取／綴紙縫留文書二通］
　沢新田村・親沢村・九左衛門与・茂兵衛与・五郎八与→
　御代官所

寛政6年6月9日 横長美　1冊 1119

草堰土俵水道御入用出来揚リ帳　深沢村・親沢村・沢新
　田村　沢新田村・親沢村・九左衛門組・茂兵衛組・五郎

寛政9年5月20日 横長美　1冊 1109

八組→御代官所

草堰土俵水道御入用出来揚り帳　深沢村・親沢村・沢新
　田村［御蔵へ上ケ候控／5月13日花輪彦左衛門様近藤又兵
　衛様御見分相済］　沢新田村・親沢村・九左衛門組（印）
　茂兵衛組（印）五郎八組（印）ゆ御代官所

寛政10年5月ll日 横長美　1冊 」531

つ草堰御入用請取

1順地去ル丑年6田新田被仰付草堰御入用年々被下置
候留ル帳　三組年番持役人［寛政五年～文化二年迄の入
用被下分］

寛政5年12月26日δ 横長美　1冊 ”17

ゆ

ノ1
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深沢村三組／普請／草堰御普講

助・彦蔵・親沢五左衛門・

　2の巻紙〕　割元→深沢村庄屋中村継

覚（草堰御用具代請取）［3093は一紙繕］
　堰組合茂兵衛組庄屋七蔵印
　三郎右衛門印→御代官所

　荘右衛門へ遣ス草堰受取］
　庄屋七蔵・九左衛門組庄屋荘右衛門
　郎右衛門他2村→御代官所

覚（深沢村より堰所用具買上）
　（印）彦市（印）

O草堰入用諸入用

用水草堰諸入用人足直ひ帳
　庄屋組頭

草堰入用帳　深沢三組・

川原用水草堰請入用附立帳
　村

川原用水草堰請入用帳

人兵助市太郎］

川原用水草堰入用帳
　番市太郎籐右衛門

草堰入用銀帳　深沢三組・
　有之］

草堰入用銀帳　深沢三組・
　堰願書二御付札写・

境嶋草堰入用帳　深沢村・

境嶋草堰入用帳　深沢村・

草堰御見分入用覚帳

境嶋堰入用付立帳　三組役人

（境嶋古川跡用水普請入用）［御蔵より渡ス］

○草堰立逢勘定帳

境嶋艸堰立逢勘定帳　沢新田

草堰入用立会勘定帳　深沢村

○草堰入用銀割帳

田鯉孫用御救金割配帳

　蔵懸6請取］

田新田草堰入用銀御救金割配帳

賀上ケ御代物年々被下置候書 文化2年2月4日上ルひ 横長美　仮1冊 1512
は御蔵二有之］（三郎兵衛・兵 かい
沢新田四郎右衛門等）

爽様達）［3093は一紙繕／3093．41 （文政11年）12月10日 横切継紙　i通 3093－4－1

庄屋中村継

［3093は一紙繕］　西組深沢村草 文政ll年12月 竪紙　1通 3093－4－2

報・五郎八組九左衛門組割元格

［端裏書：本書此右衛門被為持 安政6年11月28日 竪紙　1通 2154
］　西組草堰組合村々茂兵衛組
屋荘右衛門・五郎八組割元格三

一買上）　深沢村横目吉右衛門 辰5月 横長美　1枚 3517

帳　親沢村・沢新田村・深沢村 寛政6年5月11日 横長美　！冊 肩16

沢村・沢新田村 寛政6年5月日 横帳美　！冊 1159

隈　深沢三組・親沢村・沢新田 寛政7年正月 横長半　1冊 1137

深沢三組・親沢村・沢新田村、 寛政8年4月29日 横長半　珊 惟138
ひ割合共二此末二有之候／懸役

沢三組・親沢村・沢新田村、年 寛政ll年5月日 横長半　1冊 1139

親沢村・沢新田村［拾ひ此長末 享和3年4月日 横帳美　1冊 1160

親沢村・沢新田村［表紙裏：草 文化2年4月日 横帳美　1冊 ”61
一式七ケ年定請申付］

親沢村・沢新田村 文化3年正月日 横帳美　1冊 1162

親沢村・沢新田村 文化4年正月 横帳美　1冊 ”63

祈田村・親沢村・深沢村 文政5年4月13日 横長美　1冊 1443

気人 文政6年5月ll日 横長美　1冊 1533

）［御蔵より渡ス］ 丑年12月25日 横長美　仮1冊’ 3520

駈田・親沢村・深沢村 嘉永6年12月 横長美　1冊 1149

ミ村 万延元年12月 横長美　1冊 ”56

帳　沢新田村・親沢村・新組三 寛政5年12月26日銭渡 横長美　三冊 1186
新田樋水戸井草堰所諸入用、御 ス

劃配帳　沢新田村・親沢村・深 寛政6年12月 横長美　1冊 1183
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深沢村三組／普請／普請帳

　沢三組［草堰・落堰入用受取覚］

（下川原神明大杉より掻散嶋杭間数改絵図）ロ173草堰’
　入用銀割帳丁間文書／寛政十二年五月三日内改致候控、
　等］

草堰入用銀割帳
　録］

草堰入用銀割帳
　目録］

草堰入用銀割帳
　目録］

草堰入用銀割帳
　目録〕

草堰入用銀割帳

草堰入用銀割帳
　上目録］

草堰入用銀割帳

草堰入用銀割帳
　書あり］

草堰入用銀割帳
　書：

草齢騨割帳
　枚）］

草堰入用銀割帳
　跡］

草堰入眉銀割帳

普請帳

ざ・ら嶋草堰入用割方帳

済／綴紙縫結仮一冊共］

　　（下川原神明大杉より掻散嶋杭間数改絵図三

深沢村・親沢村・沢新田村［用具買上目

深沢三組・親沢村・沢新田村［用具買上

深沢三組・親沢村・沢新田村［用具買上一

深沢三組・親沢村・沢新田村［用具買上一

深沢村三組・親沢村・沢新田村

深沢村三組・親沢村・沢新田村［用具買騨

深沢村三組・親沢村・沢新田村

　　　　深沢三組年番兵助・小右衛門

深沢村三組・親沢村・沢新田村［表紙朱『

深沢村三組・親沢村・沢新田村［表紙朱

深沢村三組・親沢村・沢新田村［1174丁

深沢村・親沢村・沢新田村［綴目紫カビ

深沢村・親沢・新田［綴カビ跡］

文化4年7月2日 27，7×39 3枚 1174

文化5年4月日 横帳美 1冊 1164

文化6年4月日 横帳美 1冊 1165

文化7年4月日 横帳美 1冊 1166

文化8年正月日 横帳美 i冊 1167

文化10年正月吉日 横帳美 1冊 1168

文化11年正月吉日 横帳美 i冊 1170

文化14年正月吉日 横帳美 1冊 1169

文化15年正月日 横長美 1滞 1179

文政2年正月吉日 横帳美 1冊 1171

文政5年12月 横帳美 綴紙瑳結 肩72
（2冊）

、

文政6年12月 横帳美 1冊 1173

文政11年12月 横帳美 1冊 1175

嘉永元年12日 横帳美 1冊 1176

O本途普請帳

本途普請帳　三組役人 弘化3年12月 横長美　1冊 985

本途普請帳　五郎八組 万延元年ll月 横長美　1冊 986

本途用水普請帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 989

（本途用水拾ひ）（深沢村）［普請入用割］ 文久元年12月 横長美　仮1冊 1151

本途普請入用割　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 1155

本途普請入用帳　五郎八組［枝1－3一冊仕立］ 慶応2年12月 横長美　合1冊 1143－3

嶋々堰井二普請入用割帳　五郎八組［此末二本途普請割 慶応2年12月 横長美　1冊 1177
有之コ

（本途拾ひ）（深沢村）［普請入用割］ 横長美　仮1冊 1152

○普請帳

古田嶋普請仕上ケ帳　　（三組）鵬具之覚］ 文化11年3月 横長半　1冊 1135
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深沢村三組／普請／普請帳

さ・ら嶋古田嶋普請仕上ケ帳 文化ll年9月 横長半　1冊 ”33

古田さ・ら普請図帳　深沢三組年番兵助藤右衛門 文化14年7月 横長美　1冊 1134

さ・ら嶋堰帳　当番平次右衛門・幸左衛門・四郎兵衛 文政10年5月21日 横長美　1冊 1131－1

下川原嶋普請帳　三組役人［嶋堰r堰」抹消／狐新田〆切 嘉永5年12月 横長半　1冊 1129
普請此末二有之］

境嶋堰普請帳　三組役人 安政2年 横長美　紙繕結2
冊

1126

下川原嶋普請帳　三組役人 安政2年 横長半　1冊 餌30

親沢村地方普請帳　深沢村［川除普請親沢村と割合入用］ 文久元年12月 横長美　1冊 987

深沢村親沢村普請帖拾ひ （文久元年） 横長美　1冊 988

（打杭井蛇籠石諸雑費代銭図り） 折紙　1通 3270

○普請諸入用

狐川除普請入用帳　年番吉右衛門・次左衛門［さ・ら嶋 文化2年7月 横長美　1冊 1530
共二］

三嶋沢地江代井普請入用帳　深沢三組・沢新田村［表紙 文化9年3月日 横長美　1器 1鱒4
朱書1星合よし］

三嶋江代普請入用帳　深沢三組・沢新田 文化14年2月 横長美　1冊 1145

かきちらし堰入用帳　　（三三組） 文政8年 横長美　1冊 1147

掻敵嶋下し取立帖　　［堰当り此帳面二而事［コ立る］ 文政12年12月 横長美　1冊 眉82

さ・ら嶋堰普請入用帳　三三組役人 弘化2年12月 横長美　1冊 1142

さ・ら嶋堰井二同所普請五嶋掻散嶋下河嶋普請入用帳
五郎八組

文久元年12月 横長美　1冊 1146

上河原百姓相対普請親沢村と組合普請入用割　五郎八
　組［綴紙縫結3冊の紙縫破損］

文久元年12月 横長美　1冊 1150

さ・ら嶋堰普請入用帳　五郎八組［枝1－3一冊仕立］ 慶応2年12月 横長美　合1冊 ”43－2

（普請諸入用書前欠） 横長美　1冊 3545

○普請入用割

境嶋長星ひろへ　三組役人［普請入用］ 寛政6年12月17日夜ル 横長美　1冊 1148

さ・ら嶋田新田仕二付掻敵嶋川欠二付　川除普請請負
江被仰付出金割帳　五郎八組

寛政12年12月23日 横長美　1冊 1184

さ繭糟蝦鍔犠鼎内川除普言青請負出金 寛政12年12月23日 横長美　1冊 1185

（古田嶋堰ふしん覚・普請入用割）（三組） （文化11年） 横長半　1冊 1136

三嶋川除普請入用銀割帳　深沢三組 文化14年9月 横長美　1冊 1178

古田堰入用銀割帳　深沢三組［末二江代脹有之候］ 文政11年12月 横長美　1冊 1181

さ・ら堰入用銀割帳　三組役人［掻敵嶋堰当井卸米指引
共此末二有之］

文政12年12月 横長美　1冊 1180

島々堰普請当割帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 1474
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