
深沢村三組／普請／国役普請ほか

国役普請

渋海川前国役御普請二付江戸御役人様御下り二付当領
　御出役入用帳　深沢三組
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戸御役人様御下り二付当領 文化13年7月17日 横長美　1冊 953

見分二付諸書付込井人足継 文化14年9月8日 横長美　1冊 1790
三郎兵衛［江戸御役人様4名、
国役願村6村］

江堀り人足図り帳

水門底樋掛ケ樋江堀り人足図り帳　深沢村・親沢村・沢 寛政4年8月13日控 横長美　1冊 1“3
新田村［十八日上ル控］　沢新田村（印）親沢村・深沢
村（印）ゆ御代官所

水門底樋掛樋江堀人足図り帳　深沢村・親沢村・沢新田 寛政4年8月18日上ル控 横長美　1冊 11雁2
村［畑、田新田仰付二付朝日村地内御普請願］　沢新田
村・親沢村・深沢村（連印）→御代官所

水門底樋掛ケ樋江堀り人足図り帳　深沢村・親沢村・沢 寛政4年8月18日上ル控 横長美　1冊 1114
新田村　沢新田村・親沢村・深沢村（連印）→御代官所

水門底樋掛ケ樋江堀人足図り帳　深沢村・親沢村・沢新 寛政4年8月18日上ル控 横長美　1冊 1”5
田村　沢新田村庄屋又市・親沢村庄屋又右衛門・深沢村
三郎兵衛（連印）ゆ御代官所

樋水道

深沢三組樋水道改帳

深沢村三組樋水道帳　　［紙縫結一枚：樋長さ覚　延事四
　年］　庄屋三郎兵衛茂市郎・組頭十兵衛与右衛門兵左衛
　門徳左衛門連印

覚（大江底水道仕替願　下書）［裏に下書創　　深沢村
　庄屋三郎兵衛（印）庄屋次兵衛（印）組頭十兵衛（印）
　組頭甚右衛門（印）組頭小右衛門（印）組頭徳左衛門
　（印）横目吉右衛門（印）横目清左衛門（印）

（入用樋水道橋指出し）　深沢三組［村入用二而仕来り］
　庄屋三郎兵衛治兵衛・組頭徳左衛門兵左衛門甚右衛門・
横目嘉右衛門清左衛門十兵衛

樋水戸橋御入用之分御尋二付御蔵へ書上ケ控へ　三組
　役人

樋水道割方帳　九左衛門組［普請諸道具書］

藝保6年3月5日 横長美 1冊 982

享保13年11月 横長美 1冊 983

寛保4辰年正月 横長美 1枚 3595

寛延3年3月25日 横長美 仮1冊 1509

竜政8年IO月3日市太郎 横長美 1冊 984
島ルひかへ候

文政2年12月 横長美 1冊 1154

橋普請

向川原用水江堀人足之図り　［21431～5は2143－1で包込］ 明和8年3月 横長美　1冊 2143－1

五郎八組・九左衛門組・茂兵衛組（印）→御代官所

橋樋願指出シ（深沢三組）　五郎八組・九左衛門組・茂 （明和8年）卯3月 折紙　1通 2143－2
兵衛組→御代官所

橋樋願指出シ（深沢三組）　五郎八組・九左衛門組・茂 （明和8年）卯3月 折紙　1通 2143－3
兵衛組（印）→御代官所

乍恐口上書を以奉願候御事（橋樋入用木願、深沢村三
　組）　五郎八組庄屋五左衛門・九左衛門組庄屋代久太

明和8年3月 竪紙　1通 2壌43－4

郎・茂兵衛組庄屋代与惣次他6人（印）→御代官所

乍恐口上書を以奉願候御事（大江広ケニ付橋木願之事） 明和8年3月 竪継紙　1通 2143－5
［端裏書あり］　五郎八組庄屋五左衛門・九左衛門組庄屋
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深沢村三組爆藷イ糠禦罐毒里件

代与三次他6人（印）唖御代官所
今岡右衛門・雨金兵衛（印）山廻

事（大江広ケニ付橋木願之事） 明和8年3月 竪紙　1通（包紙 2150
静門（印）→御代官所　　［奥書1 共）

衛門・同甚右衛門・横目嘉右衛

沢村 横長美　1冊 1153

代久太郎・茂兵衛組庄屋f
［奥書：保九郎右衛門・今
り貢右衛門・庄五左衛門］

乍恐口上書を以奉願候御雲
　［包紙入り］　願主仲右衛
　庄屋五左衛門・与頭治左1
　門（印）］

日水橋掛替入用割帳　深

立合深沢村三組、立会来迎寺村 天明6年6月29日 横長美　i冊 951
三ケ村］

深沢村三組、東三ケ村 天明6年6月29日 横長美　ユ冊 952

土肥金太郎様上下四人佐藤郷
面留帳　　（深沢村三組）［普請二

文政10年10月24日 横長美　1冊 954

方下役・御普請役］

土肥金太郎様上下三人佐藤郷 文政10年10月24日御泊 横長美．1冊 955
入用帳深沢三組役人

人御止宿諸入用覚等）　本陣 （文政10年）亥10月24
日

横切紙　8通 2785

久太郎 横切紙　1通 2784

普請御止宿入用

御普請役様御宿入用帳
　道半むら宮川新田村［東三

御普請役様御宿入用帳

村田林右衛門様上下七人
　助様上下弐人御止宿万
　付、御勘定・御普請吟味り

村田林右衛門様上下七人．
　助様上下三人御止宿諸，

覚（村田林右衛門等御役
　三郎右衛門ほか

覚（品物おぼえ）（肴屋）、

争論・訴訟

村喧嘩一件

村中若衆喧嘩怪我人有之一

疵療治諸入用帳　三組役人

喧嘩風説留書帳（鍛冶新i
　～28011ま1包・紙糸差括］　　　三

（療治代等金銭覚書）［前・
　付］

一巻帳　三組役人 嘉永3年7月18日 横長美　1冊 971

尺 嘉永3年8月 横長美　1冊 1524

田・村中若者の事等）［2789 嘉永3年7月 横長美　1冊 2789
三組役人

後欠／2789～2801は1包・紙縫 竪継紙　1通 2791

戻所、喧嘩一件二付御恨みな 嘉永3年7月29日 枝1－3紙繕括（3通） 2792－1

紙縫付／2792－1～3は紙繕括コ 竪継紙／1通

門（印）兵助（印）→三郎右衛
康・定吉様

組誰→三組御役人中様・御立人 嘉永3年8月朔日 竪継紙　1通 2792－2

竪継紙　1通 2792－3

横切継紙　1通 2793

右衛門・兵助→王郎右衛門様・ 嘉永3年7月29日 横切継紙　ユ通 2794
r様

枝1～5紙縫括（6 2795－1

通）　竪継紙／1
通

　新保むかひ］　新保向□［コロ
・嵩頭定吉殿　組頭兵助・組頭

竪継紙　2通 2795－2

念難郡羅蒲憶鯵
　助右衛門（印）市郎右衛門
　門様・七蔵様・荘右衛門様

・喧嘩内熟議定之事　何、
　長谷川村之助様

　御詫奉申上一札之事

（覚書）

念書之事　助右衛門・市郎
　七蔵様・荘右衛門様・定楼

差上申内熟済口証文之事

差入申一札之事　　［端裏書
　連名→高頭三郎右衛門殿
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深沢村三組／争論・訴訟／願誓寺用水一件

市郎左衛門・横目助右衛門

差上申内熟済ロー札之事　九郎兵衛子力蔵・源八子七 嘉永3年7月 竪継紙　1通 2795－3

蔵・又七子徳次外40名→三郎右衛門・七蔵　組頭

差上ヶ申内熟済ロー札事　［端裏書：新保向］　市左衛 嘉永3年7月 竪継紙　1通 2795－4

門子与三次・又左衛門子又三郎・又兵衛子酉松外17名ゆ
三郎右衛門・七蔵　組頭市郎左衛門・兵助・助右衛門

差入申一札之事　　［後欠］ 竪継紙　1通 2795－5

差上申内熟取整済ロー札之事　［後欠］　村中若者連名 嘉永3年7月29日 竪継紙　1通 2796－1

→高頭三郎右衛門様・高頭七蔵様　村役人連名

（喧嘩一件）［前欠］　親子連名連印・村役人庄屋組頭一同 竪継紙2通 2796－2

（喧嘩名前書） 横切継紙　1通 2797

（喧嘩一件覚書）［前欠］　三郎右衛門→三組御役人中 7月24日 横長帳　仮1冊 2798－1

（喧嘩一件下書）［前欠］ 竪継紙　1通 2798－2

覚（喧嘩一件）［後欠］ 折紙　1通 2799

差上申内熟済ロー札之事（新保御宮ニテロ論之上喧嘩 嘉永3年7月21日 竪継紙　1通 2800
致候二付）　市左衛門子与三次・又左衛門子又三郎・又
兵衛弟酉松外18名→高頭三郎右衛門殿・高頭七蔵殿　組
頭兵助・組頭市郎左衛門・横目助右衛門

差上申内熟済ロー札之事（新保御宮ニテロ論之上喧嘩 嘉永3年7月21日 竪継紙　1通 2801
致候二付）　与三次・又三郎・酉松外34名→高頭三郎右
衛門殿・高頭七蔵殿　組頭兵助・組頭市郎左衛門・横目
助右衛門

願誓寺用水一件

（願寺一巻入　三郎兵衛・七蔵）［3093は紙縫括・30931 （文政2年） 3093－1は1包（10 3093千1－0
は1包］ 通）　包紙／1枚

（幣郵蜜蜂寺欝灘撫糠奮鍵購1 横切継紙　1通 3093－1－1－1

左衛門・市三郎・市郎右衛門・七兵衛→御代官所

（願誓寺より字清泉寺の清水取水願、田方開発のため 月　日 横切継紙　1通 3093－1－1－2

分水にても村方不承知に付願、下書）　三郎兵衛・
七蔵・次郎兵衛・十兵衛・兵助・次左衛門・清兵衛・市
三郎→御代官所

（願誓寺より字清泉寺の清水取水願に付村方故障の有 （文政2年卯）4月23日 横切継紙　1通 3093－1－1－3
無御蔵へ達する様、写）　池田義兵衛→深沢三組庄屋
中

指紙（小千谷宿五智院へ呼出の廻状）［四月廿四日昼亥 （文政2年卯）4月24日 横切継紙　1通 3093－1－1－4
時写取申候］　密乗院殿役人印ゆ深沢宿役人中 午下刻

鹿絵図（ささら・宮川・古須川周辺） 横切継紙　i通 3093－1－1－5

乍恐口上書を以奉願上候（願誓寺裏山字清泉寺の湧水
　を境内へ取水願、写）［四月廿五日御蔵よりかり候而願

文政2卯年4月 横切継紙　圭通 3093－1千6

寺願書写候］　西組深沢村願誓寺→宗門御奉行所

麓絵図（願誓寺・字清泉寺・御林周辺図） 380×260　1枚 3093－1－2

（墨付きなし） 小紙片　1通 3093－1－3

（願誓寺の願書の義御蔵への返答書下つくろへに付） 横切紙　1通 3093－1－4
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（文政2年卯）4月25日 横切紙　1通 3093－1－5

文政2年4月 竪継紙　1包（1通） 2163

文政3辰年3月 竪紙　1通 1999

i安政2年4月
包紙・竪継紙　1 2538F

包（1通）

F
t

深沢村三絹／争論・訴訟／嶋地出入

（鷺欝寸欝輪繕麟杢願駿纏繕難窪
　中村継

乍恐口上書を以奉願上候（願誓寺境内への引水願一件
　二付後証の為村方へ一札取置き度願書）［包書：上大
　切之分、西組深沢村三組（印）3月25日徳応寺より請取／
　包紙裏書：願誓寺水一件本書大切分、5月16日被仰付候七
　蔵藤右衛門出ル／付札2枚あり］　西組深沢村割元格三郎
　兵衛・庄屋沢太郎・同七蔵他6人（印）→御代官所　　［奥
　書：割元（印）小八郎〕

一札之事（境内へ用水引二付）　願誓寺→三組役人衆中

乍恐口上書を以奉願上候（願誓寺取水願之儀二付村方
　口上書）胞書：願誓寺殿水一件又四月＋六日御蔵上控、
　兵助出る］　西組深沢村横目多右衛門（印）（横目）七兵
　衛（印）組頭市太郎他6名ゆ御代官所

嶋地出入

○来迎寺村・道半村・宮川新田出入

指上申連判之事（三組割持嶋の下川原前嶋さ・ら嶋を

懲幅籍奔欝切難轟輪鮮成物入候而
安永2巳年5月 横切継紙　1通 2059－6

淀領来迎寺村道半村宮川新田村出入二付留書帳　深沢 安永3年5月6 横長美　1冊 933
三組

淀領三ケ村当村三組と嶋出入付江戸上下覚書　深沢庄 安永3年8月IO日出立 横長美　1冊 972
屋籐蔵三郎兵衛与三次次左衛門清兵衛忠右衛門［表紙天
「三」／帳末：諸書物持参目録］

御検吏様御下向二付諸留書帳　深沢村惣代三郎兵衛・藤 安永3年10月朔日 横長美　1冊 934
蔵・与三次・忠右衛門［表紙天「四∬

御検使様御逗留中御用留帳　相手方詰番松兵衛・栄七 安永3年10月2日 横長美　1冊 935
［表紙地「一」］

御検使様御逗留中双方人足帳　双方詰番相手方分詰番 安永3年IO月2日 横長美　1冊 936
与右衛門・茂三郎・栄七・松兵衛

（淀領来迎寺村道半村宮川新田村出入二付御検使御下
　向等万留井差出書物・帳面）

（安永3年） 横長美　仮1冊 1522

御検使様御逗留中御用留帳　相手方詰番松兵衛・栄七 安永4年5月7日 横長美　1冊 937
［表紙「二」］

御検使様御下向二付御用留書帳　深沢村庄屋組頭［表紙 安永4年5月7日 横長美　1冊 938
天「六」］

御検使様御宿双方万出物帳　相手方［立逢勘定］　詰番 安永4年5月7日 横長美　1冊 939
茂三郎・与右衛門・栄七・松兵衛

御検吏様御下向二付御吟昧留書帳　深沢村惣代庄屋組頭 安永5年9月30日610月 横長美　1冊 940
［表紙天「八、再」］ 22日迄

御検吏様御下向二付入用万付込帳　相手方惣代宿組頭甚
　左衛門、三紐庄屋組頭［表紙地「再」］

安永5年9月30日ヨリ10
月22日迄

横長美　1冊 942

御検使様御逗留中御用留帳　相手方松兵衛・金左衛門 安永5年9月晦日 横長美　1冊 941
［表紙地「三」］

御検使様御逗留中入用留帳　双方［綴結文書一通：（諸 安永5年9月晦日 横長美　1冊 943
入用覚）コ　訴訟方詰庄屋茂三郎又左衛門、相手方松兵衛
金左衛門
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

御検使様御逗留中人足遣帳　双方［附損料帳井役方詰 安永5年9月晦日 横長美　1冊 944
覚］

出入二付江戸上下御用留書帳　深沢村惣代庄屋組頭 安永6年8月23日出立 横長美　1甜 973

江戸登下入用請払帳　深沢村庄屋組頭 安永6年8月23日出立 横長美　1冊 974

江戸登下入用帳　深沢村惣代三郎兵衛・忠右衛門・清兵衛 安永7年6月23日村方出 横長美　1冊 975
立後7月9日江戸出立

御検使様御止宿二付連判帳　深沢村三組 安永7年8月27日 横長美　1冊 945

大御検使様御逗留中御用留書帳　相手方詰番松兵衛・金 安永7年9月19日 横長美　1冊 946
左衛門［綴結文書一通］

御検使様御逗留中調物帳　相手方 安永7年9月19日 横長美　1冊 947

大屋四郎兵衛様御下り大検使様御逗留中人足諸勤留帳 安永7年9月19日 横長美　1冊 948
相手方

大屋四郎兵衛様御下向二付惣代宿諸事留帳　深沢三組 安永7隼9月20日 横長美　1冊 949
惣代南籐蔵・高頭三郎兵衛・高頭忠右衛門・吉野清兵衛、
改役人高頭七蔵

大屋四郎兵衛様御下向二付御役人御詰入用　深沢村庄 安永7年9月21日6 横長美　1冊 950
屋組頭

江戸登御用留書帳　深沢三組出入惣代庄屋高頭三郎衛・ 安永8年10月7日出立 横長美　1冊 976
組頭両人

江戸登下入用帳　深沢三組出入惣代庄屋高頭三郎兵衛・組 安永8年10月7日出立 横長美　1冊 977
頭高頭忠右衛門・吉野清兵衛［綴結文書一通］

淀領来迎寺村道半村宮川新田と当村嶋地出入御裁許状 安永8年10月25日 美大　1冊 959－1
写シ　高頭三郎兵衛［枝1・2紙繕結］　訴訟方来迎寺村
庄屋嘉左衛門・道半村庄屋蔵右衛門・宮川新田組頭彦次
右衛門外5名、相手方深沢村庄屋三郎兵衛・継頭忠右衛門
清兵衛→御評定所

（来迎寺村道半村宮川新田村出入二付倉沢又左衛門
様6御伺書写シ）　三郎兵衛ひかへ［枝1・2紙繕結］

（安永8年）9月 美　仮1冊 959－2

（長岡藩力）御留守居

差上申一札之事（来迎寺村他2ケ村対深沢村川付村々
　論所訴訟連判状、控）　訴訟方来迎寺村庄屋嘉左衛

安永8年10月25日 竪継紙　1通 2709

門・組頭弥右衛門・道半村庄屋蔵右衛門・同太左衛門・
宮川新田組頭彦次右衛門・百姓代文七他2人　相手方深沢
村庄屋三郎兵衛・組頭忠右衛門・同清兵衛→御評定所

為取受申一札之事（来迎寺村川欠場所御改並深沢村新
　規分杭打地境進退之義二付）［包書：此通認来迎寺村

文政13年4月19日 枝1・2は1包（2通）

包紙・竪継紙／1

3098－1

へ渡ス／為取交証文／文政十三寅年／来迎寺村より四月 通

十九日助三郎居宅二而請取］　来迎寺村庄屋理右衛門
（印）庄屋大助（印）組頭六郎右衛門（印）問兵衛（印）
横目金右衛門（印）ゆ深沢村御役人中　　［奥書：出役割
元所兵衛（印）］

・為取受申一札之事（来迎寺村川欠場所御改並深沢村
新規分杭打地境進退之義二付、下書）［］　深沢村割

文政13年4月19日 竪紙　1通 3098－2

元格三郎兵衛・庄屋七蔵外1名・組頭戸右衛門外3名・横
目次郎右衛門外2名

差入申一札之事（来迎寺村字向川原之内用水引取二付） 天保2年5月 竪継紙　1通 3045
［貼紙あり］　来迎寺村役人ゆ深沢村御役人衆中

（渋海川嶋地境二付道半村との一件返答書、下書） 横切継紙　王通 2059－3

○来迎寺村・道半村・宮川新田出入一一括形態のもの
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島出入、包紙）［包書：安 安永3年 2437～2447は紙緩 2437－0

猛入二付入用□□□川流証 括玉包・3包（16通〉

～24471ま紙緩キ舌｛寸　・1包］ 竪紙／1枚
三右衛門（印）

敦嶋ささら嶋田新田江筋 寛政12年10月 竪継紙　1通 2437－1

二付）［端裏書：申年10月

深沢村三組惣代百姓庄兵

敵嶋霧敷川欠二付）［端 享和元年4月 竪継紙　1通 2438
貼紙多コ　深沢村三郎兵
　官所

除普請仕出来揚候二付） 寛政12年9月4日 竪紙　1通 2439
済申f戻ニイ寸丘ヒ書｛寸廻り申9

共り上ルひかへ〕　深沢村
豊・来迎寺村・道半村・宮

（年貢米井川欠引米取込 天明2年3月 竪継紙　1通 2440
天明2寅年茂兵衛組浅右衛
￥門前甚兵衛店訴訟人浅右
俸相手忠右衛門他6名→御

響繁灘紫囎 寛政12年8月14日 竪継紙　1通 2441

iあり］　深沢村三組・来
令御代官所　　〔奥書：割元

封ル須川二枠等入れ本川 寛政12年8月 横切継紙　1通 2442
二付、下書）［端裏書：此
η払申候事／宿紙］　茂兵
代官所

島井ささら嶋岸鎧普請二 寛政12年8月9日 竪継紙　i通 2443
用之分申8月10日二上ルひ
モ村三組・道半村・来迎寺

ら嶋開発弐町歩、川除 申7月 竪継紙　1通 2444
：川除御免の達書ひかへ、

貼紙多］　三郎兵衛・七
難書：割元仁兵衛〕

18日二被仰付候御書付、 申年（寛政12年）10月 2445－1・2は1包・ 2445－1

日川除請負金指出シ候受取 18日 1包（4通）　横切
4金之分蔵より来ル／湿害 継紙／1通
皇半村・宮川新田村々庄屋

マ代井人足賃銭として金 寛政12隼12月 2445－2一ア・イは1包 2445－2一ア

年10月i8日ささら島35両 （3通）　竪紙・横
亙通あり］　千手町久左衛 切紙／2通
所　　〔奥書：橋本角右衛

［宿紙］ ・享和2年6月29日 横切継紙　1通 2445－2イ

金子借用主藤右衛門→高 天保2年12月 竪紙　1通 2446

切之川法証文写シ入ル2通 寛文10年7月25日 2447－1・2は1包 2447－1

ノかひ三郎兵衛所持／湿害 （2通）　竪紙／1
蚤・長岡柘植与兵衛・真柄 通

深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

（安永3午年さ・ら嶋下川田中貞
　永3午年ささらしま下川田中嶋1
　文入2通ほか／破損大／2437’
　高田領来迎寺村庄屋大助・与頭

乍恐口上書を以奉願上候（掻肴
　川欠之儀普請入用人足代多・
　11日二上ルひかへ、ほか］
　衛・佐右衛門他9名ゆ御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（掻敵1
　裏書：酉4月4日上ルひかへ／貼1
　衛・組頭七蔵・兵助他5名吟御代窟

乍恐口上書を以御訴申上候（川1
　［端裏書：此分口上二而達し相之
　月4日向3ケ村深沢村吉右衛門よ
　茂兵衛組・同九左衛門五郎八組
　川新田村→御代官所

乍恐書付を以御訴訟奉申上候
　候出入二付、写）［端裏書：
　門出入、ほか］　西久保天徳
　衛門／深沢村名主仁兵衛病死4
　奉行所

乍恐口上書を以御請申上候（
　江筋川欠につき川除普請言l
　l4日御見分有之候節ほか／絵
　迎寺村・道半村・宮川新田村
　格松兵衛〕

乍恐口上書を以御訴申上候（古ルi
　より之流を留メ候儀難心得二付
　書付二而廻行分有之締切せき切払拒
　衛組・九左衛門・五郎八組→御代官

乍恐書付を以奉願上候（掻散嶋ヨ
　付、控）［端裏書：写しかへ不用
　かへ双方より／貼紙多］　深沢ネ
　村・宮川新田

乍恐口上書を以奉願上候（さ，・
　御免願）　深沢村三組［端裏書
　御蔵へ上ルひかへ／湿害破損・
　蔵・兵介他5名→御代官所　　〔奥

御付札写し（寛政12年申年10月1
　写）［包書：，寛政12申年12月24日

　書付、酉年正月27日二金35両出
　大］→深沢三組・来迎寺村・道
　中

覚（川西ささら嶋御普請所用具
　35両請取証）［包書：寛政12申
　出金御付札写し／他に割元書付墨
　門・坂之下弥七（印）→御勘定
　門（印）〕

覚（川除金35両出金について）

借用申金子証文之事（下書）
　頭三郎右衛門

覚（川法7ケ条、写）［包書：大切，
　入ル／書加：安永3年6月2日写し力
　破損大］　高田大場十兵衛他2名・
　奥右衛門他2名
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

名・

○中沢新田

取／虫損大］
八・

須川一条
　さかなや覚書也］

仲沢境割元見分入用帳

（口上覚0
役人
兵助次左衛門九平次
印）、宮川新田

→御代官所

書之写／付札多］
又五郎・

半
准

道
駅

［
深

　
　
ゆ

書
田

→御代官所

［来迎寺村・

図）

仕訳二出二不及］

口組仲蔵・

出候願書、写］
頭紋八・

条、写）［湿害破損大］　高田大場十兵衛他2寛文10年7月25日 竪紙　i通 2447－2

植与兵衛・真柄奥右衛門他2名

老型襟謬叢，晶離騒鶴1 文政元年7月 竪継紙　1包（1通） 2576

ヒ］　中沢新田村割元格助市・庄屋格与頭紋，
丸右衛門他1人（印）→深沢村掻散組合村々

〔深沢村・中沢村須川〆切瀬違二付地割争／お 文政10年6月21日 横美半折　1冊 1839
書也］

寸須川致瀬違村々6指上候願書写　深沢村 文政10年6月6 横長美　1冊 1121

見分入用帳　三組役人 文政13年4月8日 横長美　1冊 1362－1

中沢地境争論二付割元見分経緯）　三組 （文政10年）亥6月 横長美　1冊 1362－2

モ村割元格三郎右衛門・庄屋七蔵沢太郎・組頭
門九平次・横目戸右衛門七兵衛太右衛門（連
新田・道半村・来迎寺村庄屋組頭横目等2名
撫→御代宮所

以奉願上候（渋海川変化仕、掻敵嶋・さ・ 文政10年6月 美　1綴（5枚） 1822
尺新田境不分明二付願書）　西組中沢新田
郎・庄屋又五郎・庄屋格組頭紋八・横目忠蔵

を以奉願上候（渋海川中沢新田村深沢村 文政10年6月 竪継紙　1通 2578
地境論争願書）［端書：中沢新田より指上候願・

札多］　西組中沢新田村割元格助三郎・庄渥
屋格組頭紋八・横目仲蔵→御代官所

而須川致瀬違、須川〆切一条二付騒々敷 文政10年10月一文政ll 横長美　仮1冊 1513
卸尋二付願書・口上書／萩原要人今泉岡右 年12月16日
より吉田何右衛門・山岸九馬左衛門殿宛、
尺新田浦村深沢村庄屋役人不将二付叱申渡
・浦村庄麗組頭／来迎寺村・道半村・宮川新
庄屋組頭横目22名連名／西組中沢新田割元格
名／西組割元所兵衛・寛蔵・孫右衛門・新助］

元中分見絵図）［割元寛蔵殿所兵衛殿出役二 文政ll子年3月16日 640×4451枚 3110
所莫太之違］　深沢村掻散嶋組合

セ境分間図）［出役人割元寛蔵殿・所兵衛殿、 文政11年3月21日 竪紙　1通 3008
門外3名等名前の記載あり］

朶沢掻敵組合　地境争論諸入用帳　（三組） 文政11年3月 横長美　i冊 1360
道半村・宮川新田村二付］

、野杭6村南杭迄惣廻り見通し之分見直し 文政12年7月8日 280×390　1枚 1825

立会相談入用帳　向三ケ村・深沢三組［此分 文政13年12月 横長美　1冊 1359
不及］

寸割元中沢境改諸入用帳　深沢村役人 文政13年12月 横長美　1冊 1361

臓謝織鞍纏羅萄欄蕨舗 天保3年3月 竪継紙　1通 2575

紋八・助三郎→御代官所

を以奉願上候（渋海川西中沢村飛地之場所 （天保3年）5月8日 竪継紙　1通 2577
預一件深沢村立会不参二付御見分出来兼再
こ厳重御下知願）［端裏書：中沢新田より指
写］　西組中沢新田割元格助三郎・庄屋格組
目仲蔵→御代官所　　〔奥書：割元善左衛門〕
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

乍恐口上書を以奉願上候（渋海川西中沢村飛地之場所
　二付深沢村押領一件、写）［端裏書：天保3辰年仲沢新
　田より指出候願書5月14日写取、三郎右衛門・七蔵・兵助
　出ル／虫損大］　西組中沢新田割元格（助）三郎・庄屋
　格紋八・横目仲蔵→御代官所　　〔奥書：割元善左衛門〕

（天保3年）辰5月8日 竪継紙　1通 2769

中沢新田にて当村相手取及願達候に付始末柄返答被仰
　付乍恐左二奉申上候　西組深沢村割元格三郎兵衛・庄

天保3年5月 竪継紙　1通 2835

屋七蔵・庄屋市郎左衛門外6名ゆ御代官所

（中沢新田と地境争論二付、塾談の経緯）
2838－1・2は一紙 2838－1

繕括横切継紙／
1通

乍恐以口上書奉願上候（深沢村と地境論争二付）
［青線あり］中沢新田庄屋栄蔵ゆ御代官所　　［奥書：割元
与兵衛］

天保6年3月 横切継紙　1通 2838－2

辰之6月御端書之写（中沢新田御見分一件）［端裏書：
　中沢新田より出し候分、天保6年未5月7日写ス／中沢新田
　関連前欠文書1通共］

（天保6年5月7日） 竪紙・竪継紙　2
通

2714

御尋二付奉申上候（中沢新田地境論一件二付）［端裏
　書：御尋書無之答天保六未年　五月八日上候控イ］　深
　沢村割元格三郎右衛門→割元所

天保6年5月8日 竪継紙（2836－1・

2は紙緩括）　1通
2836－1

・御尋二付奉申上候（中沢新田地境論一件二付）　深
沢村割元格三郎右衛門ゆ割元所

天保6年5月8日 横切継紙　1通 2836－2

中沢立会見分入用覚長　善六・此右衛門（三組）［御代富
　所御両人・割元衆四人供弐名二候］

天保6年8月2日 横長美　1冊 蓬442

（懸沢新田・深沢村地境論所場麓絵図）［両御代官井割
　兀御見分之上麓絵図認、4日早朝御蔵へ持参致候様仰付両

村二而上ル）コ

天保6未年8月2日 540×1180　1枚 3”1

卸尋二付乍恐以口上書奉申上候（中沢新田地境論一件
　二付）［端書：此願書先β不用二可成候］　深沢村三組庄
屋代七蔵→御代官所

天保6年9月 竪継紙　1通 2837

卸葎i雛騒號灘葡襟露朧黒㌔聖殊
　イ］　深沢村九左衛門組庄屋代市郎左衛門外2組→御代官
所

天保6年9月 竪継紙　1通 2918

中沢新田御分見筋　深沢村役人［北之境之杭字ひよたん
　嶋6書、方位・間数］

天保6隼10月 横美半半　i冊 1463

朶沢村中沢新田地境出入々用帳　三組役人［中沢新田入
用割方天保八酉年立逢此末二有］

天保6年 横長美　1冊 1363

中沢新田川防二付出入諸入用帳　三組役人 天保13年12月 横長美　1冊 1122

草堰願書始先年6之証拠類御蔵より御渡し二付組頭
役場へ可罷出用状）［宛書：御用直持］　割元→五郎八
組庄屋中

5月ll日 横切継紙　1通 3126

須川付近地境絵図）［深沢村控］ 6月20日 545×405　1枚 3112

渋海川境深沢村杭・中沢新田控杭指示図）［天明2年控
杭紛失二付安政3年打替］

464×437　1枚 1824

中沢村地境内見分之件二付書状） 横切継紙　1通 2919

深沢村と中沢新田地境論所二付中沢村難渋申立、昨
日納得の件用状）［宛書：御用向村継］　割元→深沢村
庄屋中

横切継紙　1通 3122

（
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（
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

（当十月上旬中沢新田地境御分見二付願書、下書） 横切継紙　1通 3363

○朝日村

長囎譜灘謙繍罷翻瓢欝蝋灘輪縫 享保7年2月19日 竪紙　1通 3022

屋斧右衛門・与頭喜兵衛・与頭佐次兵衛・惣百性→長岡
御領下山村小左衛門殿・御領才津村作右衛門殿・御領四
郎丸村宅平殿

乍恐口上書を以申上候御事（深沢三組と朝日村来迎寺 寛保3年正月 竪継紙　1通 2476
村道半村三村堺嶋同嶋之儀地境争論二付）［端裏書1
ひかへ］（深沢三組）庄屋与頭惣百姓

□購賜謎鴇題礁臨襯螺隷慰誘驚 宝暦2年ll月 竪継紙　1通 2599

欠／貼紙剥離・鼠損甚大］（深沢村）　　［奥書あり］

（御高請場所を御立帰地と朝日村6申出二付、地面之 宝暦2年 竪継紙　2通 2011
儀以後指繕不申様被成下度願）［付1朝日村6理不尽
成致方不届至極二付御吟味願控／前欠］

乍恐口上書を以奉願上候（朝日村今井長門ほか借用金 寛政9年3月26日 竪継紙　1通 2545
12両及び利足滞米未返済二付糺明願書、下書）［端
裏書：巳3月28日割元所へ上ル控、不用／文書末に朝日村
借主長門ほかの借用証文写あり／2545～2551は紙維付1
包］　願主ゆ御代官所　　〔奥書：割元格三郎兵衛・組頭
次左衛門・横目吉右衛門］

（朝日地用水江堀人足、嶋地畑方反別二而割方仕二付 丑4月13日 横切継紙　1紙緩 3208
出目高書出井親沢村・沢新田高反別書写）［紙帯一 （3通）

括：3188～3215］　深沢村役人

口上之覚（朝日村より何ケと申候二付深沢村大庄屋茂
　右衛門よ・り達書）［包書あり］　深沢村大庄屋茂右衛門

酉ノ閏4月 竪紙　包紙・紙繕
1包（1通）

2543

（糟騨轟灘離弾編焔驚論緬獲 戌4月19日 横長美　仮1冊 676

兵衛組［御蔵江上ル控へ］　深沢村五郎八組・九左衛門
組・茂兵衛組→御代官所

（竿入立逢二付覚書）［前欠／三郎右衛門認め］ 4月28日 横切継紙　王通 3434

櫨計扉櫃トh吉日口辮田軸　　叢日ウロ素＋垂1肱春回、
ほ一386×555，2－1821
1380×5492枚

（飯塚堰より朝日村田地・親沢村割絵図）

袋・折封・横切継3143－1

紙1袋・1封（1
通）

麹潔継紙113143”2

蟹（講切継紙13143噌3

3143－4横切継紙1通

鮮（講切継紙13143脚5

包紙・横切継紙！3143－6

向韻墜糊編甥鵠蘇繍㈱魅饗糟i（宝麟寅3月8日〕
　［袋書：向川原新田・嶋地願人有之二付証文古絵図入袋F
　［コ8年寅3月8日三組］ゆ深沢村

（深沢村一件、朝日寺との件二付内談不済の上は公辺11月20日
　取合と相成旨、井深沢村地所改二付書付）［袋書：西
　御蔵　小林惣兵衛／内2通宿紙］　小林惣兵衛

（朝日村朝日寺井社家長門守よりの深沢村一件口上書ll月20日
　の趣ご承知之旨書状）［朝日村領神辺与三右衛門・由良
　清助・渡辺金右衛門より雨宮新兵衛・槙三左衛門宛9月9
　日書状／次左衛門宛惣兵衛書状］　小林惣兵衛

乍恐口上を以奉願候事（川原嶋地二付三組百姓割賦二享保14年酉6月20日
　付願書　下書）　本田組・茂兵衛組・九左衛門組→割
　元衆中

口上之覚（朝日村朝日寺井社家長門守よりの深沢村地申9月8日
　境一件二付）　深沢村役人

口上之覚（朝日村朝日寺井社家長門守よりの深沢村地申9月8日
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

境一件二付　下書）［3143－5同文］　深沢村役人

○親沢村

乍恐口上書を以申上候御事（深沢三組の理不尽なる狼
　籍二付御吟昧願、下書）［鼠損、破損大］　親沢村庄
　屋・与頭・惣百姓→御代官所

（乍恐返答書を以奉申上候　親沢村より差障を受け迷
　惑につき願書）［前欠コ　深沢村庄屋三郎兵衛・同治兵
　衛・与頭小左衛門他13人→御代官所

乍恐口上書を以奉願候御事（親沢村庄屋組頭百姓より
　下川原古田二付深沢村開発の書付場所違の件など願
　写）［2053－1～8紙繕括］　親沢村庄屋組頭百姓

O新田開発
乍恐以書付を以奉願上候（深沢村向川原新田開発願）
　［本文裏まで続く／書加：本書年来相立虫喰イ申候間写し
　かひ申候／破損虫損大］　御新田願人長岡柳原町五郎右
　衛門・淀領道半村運四郎→近藤甚五兵衛様

乍恐口上書を以御訴申上候（ささら嶋新開発田方等用
　水滞り当惑二付嘆願書）［包書：上、4ケ村／2557～
　25601包／2559－1～3紙縫括／25594一ア・イ共に1包］　深沢
　村茂兵衛組・同村五郎八九左衛門組（印）→御代官所
　［奥書1割元（印）］

・乍恐口上書を以御訴申上候（ささら嶋新開発田方等
用水滞り当惑一件川除普請出来揚り二付）　深沢村
茂兵衛組・同九左衛門五郎八組・宮川新田村・道半村・
来迎寺村（印）→御代官所

・乍恐口上書を以御訴申上候（ささら嶋新開発田方等
用水滞り当惑二付嘆願書、下書）［端裏書：酉とし5月

欝畠灘驚臨野あ施庵潴茂兵衛組’九左…

・（ささら嶋新開発田方等用水滞り当惑二付嘆願書添
絵図、 ひかへ）［端裏書：酉とし5月13日二御蔵へ上ルひ
かへ訴書付ケ上ル、三郎兵衛・七蔵・兵介出ル］（深沢村
茂兵衛組・九左衛門五郎八組）→（御代官所）　　［奥
書：割元］

（寛政12申年御蔵へ願書付上ル控　深沢村嶋地一件）！
　［枝1：かき敵嶋・さ・ら嶋・田新田目論見絵図／枝2は紙
　繕括4通：かき散嶋・さ・ら嶋・田新田目論見二付書付河
　内へ来る分写井寛政4年4月29日付御奉行所よりの深沢村
　向嶋畑直し二付書付写と割元用状］→深沢村

乍恐口上書を以御達奉申上候（才津村石松新田目論見
　二付願書控）［包書：才津村石松新田目論見二付願書控］
　深沢村五郎八組・同茂兵衛組・同九左衛門組→御代官所

乍墨口上書を以奉願上候事（新田願鉢、嶋方之内空地

響触欝最麟］空地鮪の所勲二付願

乍墾灘奮墜購無塗編騰群す嶋方之内

（用水引入普請村方請負二付、下書）［前欠／2557～
　25601包］

1包（3通）

寛保3年4月26日 竪紙　1通 2266

寛保3年6月22日 竪継紙　1通 2164

竪継紙　1通 2053－4

延享4年5月 竪紙　1通 2587

寛政12年5月 2559－1一ア・イ共に1 2559－1一ア

包（2通）　竪継
紙／1通

寛政1麻9月4日 竪継紙　i通 2559－1イ

享和元年5月13日 竪継紙　1通 2559－2

享和元年5月13日 竪継紙　王通 2559－3

（寛政12年申） 絵図555×385・横 3150
切継紙　1枚・4通

文化13年4月 包紙・竪継紙　i 2766
包（1通）

竪紙　1通 2816－7

横切継紙　1通 3167

竪継紙　1通 2560
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深沢村三組／争論・訴訟／嶋地出入

○出入入用

嶋出入入用銀付立帳　深沢三組庄屋組頭 安永6年12月26日 横長美　1冊 1365

三組出入二付借金目録　深沢三組 天明5年3月 横長美　1冊 1355

覚（掻散嶋一巻の内熟のための江戸表への惣代登入用
　60両借用二付村方引請借金証文）［端裏書：午ノ五月

天明6年5月21日 竪継紙　1通 2817

廿一日深沢三組かし金手形　午十二月廿八日仁兵衛6
引／鼠損大］　深沢三組割元格三郎兵衛・庄屋七蔵・庄
屋格忠右衛門外5名（連印）→仁兵衛殿

内済一巻二付出入入用銀割帳　五郎八組［坂田頼母子取、 天明6年12月23日晩 横長美　1冊 1356－1

当金割取〆此内有之候］

江戸上下入用下川原前嶋さ・ら嶋当り入用割帳　五郎 天明6年12月23日 横長美　1冊 1356－2

八組［坂田頼母子取、当金割取〆此内有之候］

出入用銀割帳　九左衛門組 天明6年12月23日 横長美　1冊 1357

江戸上下たのもし金割方高仕出シ　深沢三組 天明6年12月23日 横長美　1冊 1462

覚（庄屋地・中間地除高割合　安永年中嶋地出入入用
　多分相掛り候、庄屋地δ半分差出）

横切継紙　1通 3291

一251一



年代 形態・数量 整理番号

高頭家／家産・経営／所持地

　　　　　　　　　　　表題・作成等

経営高頭家／家産

1565

1659

1566

1568

1538

1539

1574

1571

1818

9
　
　
　
　
9

0
　
　
　
　
6

8
　
　
　
，
5

1572

1602－1

1602－2

1567

1573

1590

1593

1594

1528

1588

1808

3718

→家政一家向立直をみよ所持地

1枚

枚

仮1

冊

五騰藩臨1群篠轟翻翻聡巴購嘩 宝暦7年正月 横長美　1冊

下りの記有］

田地代金請払指引帳　五左衛門 宝暦8年2月朔日 横長半　1冊

五郎八組・九左衛門組　百姓前銘々山場所改帳　高頭 明和3年8月2日 横長美　1冊
仁三太

惣山場所付ケ帳　高頭三郎兵衛 安永8年7月8日 横長美　1冊

惣田地場所付ケ帳　高頭三郎兵衛［下繕］ 天明4年正月2日 横長美　1冊

惣田地場所付ケ帳　高頭三郎兵衛［大工町徳宗寺本堂建 天明4年正月2日 横長美　1冊

立上ケ金覚、天明6年11月2日殿様6人別才覚金仰付二付
金拾両割元村之助へ渡ス覚など］

惣山場所絵図覚帳　高頭沢多郎 天明4年6月1日改ル 横長半　1冊

惣山場所地境共二相改代帳　三郎兵衛・沢多郎・惣次 天明5年10月14日改ル 横長美　1冊
郎・善六［寛政3年3月9日改ル　沢太郎・惣次郎・おとな
籐介罷出山中不残地境籐介のみ込］

丸岡山分見絵図　［丸岡九左衛門組庄屋山同所伊左衛門山 文化13年 549×1160
東南ノ方やり仁兵衛田附ケ分見絵図認］　松之丞・沢太
郎・仁市郎・惣兵衛

曽根木山分見絵図　［親沢巳之七切起し畑分見場／三郎 文政2年4月 565×787　工
兵衛・沢太郎・仁市郎・惣兵衛改ル］

惣山場所付ヶ井山境改帳　高頭三郎右衛門／高頭三郎兵
　衛　　［文政6年8月11日夜火難二付古ル山帳焼失致候二付
　当未年此物帳改ル］

文政6年ll月 横長美　1冊

所持山境改帳　三郎右衛門・沢太郎・惣兵衛［山絵図書込］ 文政10年11月2日6 横長美　1冊

田地代金請取帳　高頭三郎右衛門 天保9年3月 横長半　王冊

・譲田地目録　彦左衛門［綴結文書1通：宿紙／分地相譲 嘉永元年12月 横長半　1冊
り］　本家彦左衛門→分家万蔵殿 綴

惣山場所改帖　高頭三郎左衛門 安政4年4月 横長半　1冊

惣山場所鮒井二境改帳　高頭三郎左衛門［町米・卸米書 安政4年 横長美　1冊
込］

大江以東以西　田畑宅地山地引帳　高頭三郎平 明治8年 横長半　1冊

地券二付実地反別入合写　高頭三郎平［r高頭」朱印付］ 明治15年 横長美　1冊

地所混雑名受違等取調 明治20年 横長半　仮1一

（田中二四郎嘉永三戌年売預ノ地、地券入込二付取調
書抜）

（明治期） 横長半　仮珊

惣持地書出シ取調帳　高頭三郎平 （明治期） 横長美　1冊

諸事留書帳）（高頭）⊂予算・貸付・利益・雇人等の項付〕 （明治期） 横美列　1冊

田中二四郎外地価改名寄帳） （明治期） 横長美　1冊

冊
（

（
　
　
　
（
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高頭家／家産・経営／所持地

記（田地改願） （明治期） 横長美　1冊 3722

（耕地間数麓絵図覚） （明治期） 横長美　仮1冊 3732

（耕地改覚） （明治期） 横長美　仮1冊 3733

（耕地改覚） （明治期） 横長美　仮1冊 3734

記（山など耕地間数麓図覚） 横長美　2枚 3723

（高頭沢太郎分間数地価覚） 横長美　仮1冊 3730

O手作地

田畑手作帳　高頭主郎兵衛［表紙朱書：米値段　三郎兵衛 文政3年正月日 横長美　1冊 1605
25才／本文：長男惣兵衛等合拾壱人馬壱匹、開作いたす
べく者也　高頭三郎兵衛（印）］

田畑手前作帳　商頭三郎兵衛 文政4年正月 横長美　1冊 1606

田畑手前作帳　三郎兵衛 文政5年正月9日 横長半　1冊 1607

（手作附立覚） 横長美　1冊 3676

○田畑改め

未年6年々田畑竿入帳　高頭三郎兵衛［表紙朱書：竿入安永4年3月24日 横長美　1冊 1562
候改此長へ書次ク］

（田畑山竿入帳）［表紙欠、綴挟文書数点／竿入覚、庄屋地
割之覚／上吉右衛門田竿入帳　高頭三郎右衛門　文政ll

（天明4年～文政ll年）

　　、
横長美　合冊（3
冊）

1587

年1α月18日／田畑竿入歩詰帳（山林共）高頭三郎兵衛・
高頭沢太郎　文政4年11月20日］　出役三郎兵衛・沢太
郎・惣左衛門・家来4人

天明八申年6寛政四子年迄川欠地所杭6川前改メ川欠
地所書抜帳　五郎八組高頭三郎兵衛［同7年川欠高仕直

寛政4年6月朔日 横長美　1冊 1582

共二此末二書入申］

七月六日二九左衛門組多右衛門田畑地買取竿入改野帳 寛政10年10月14日 横長美　1冊 1563
高頭三郎兵衛・高頭沢多郎

本途狐五六6四〆地迄川欠場所竿入仕出シ帳　高頭三 寛政12年6月29日 横長美　1冊 1583
郎兵衛［表紙朱書等：寛政8申年8月割元改二而高請、文
化2丑年4月18日川欠歩・川欠跡地立返高請、文化7年5月
29日川欠改、文化12年川欠引キ高など此長二書コ

田畑不作二付検見覚書帳　高頭三郎兵衛［同10酉年10月 文化10年8月 横長美　1冊 1564
検見いたし、不作引ヶ米此末二有ル］

田畑不作二付検見覚書帳　松之丞・沢太郎 文化13年9月朔日検見 横長半　1冊 1612
出ル

地券書上竿入改帳　高頭三郎平 明治5年11月 横長半　1冊 1589

山反別竿入改野帳／（小作地記）［綴紙縫結1冊］ 明治12年7月2日 横美半半・横長半 1592
1冊・仮1冊

（子とし地割長写し）（高頭三郎兵衛・沢太郎分） 横長半　仮1冊 1613

○庄屋地

（九左衛門組庄屋田地下シ帳）［宝暦3年下シ帳合せ］ （宝暦3年） 横長美　仮1冊 3736

（東五郎八組庄屋地竿入帳） 文化3年 横長半　仮i冊 1586－1

（

（

（
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（九左衛門組庄屋地高分ケ）［綴結文書一通］

門

（九左衛門組庄屋地惣卸し）

（五郎八組・九左衛門組百姓分、庄屋地町米覚）

経営・地主帳簿

○万指引目録帳

万指曳目録帳　高頭三郎兵衛

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

（金銀差引目録帳）

万指引目録帳　高頭三郎右衛門［後欠］

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

万指引附込帳　高頭三郎右衛門

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

万指引目録帳

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

万指引目録帳　高頭三郎右衛門

万指引目録帳　高頭三郎左衛門

万指引目録帳　高頭三郎左衛門

万差曳目録帳　高頭條右衛門

万指曳目録帳　高頭條右衛門

万指曳目録帳　高頭條右衛門［天小口書　文久三］

帳］

ケ）［綴結文書一通］ 横長美 仮1冊 哲12

暫と替地仕出帳　高頭三郎右衛 横長美 1冊 1584

し） 横長美 1冊 3702

百姓分、庄屋地町米覚） 横長美 仮13冊 3721

帳　高頭三郎兵衛］

（指引取調分）

万差曳目録帳　高頭三郎平［後欠］

万差引目録帳　高頭三郎平

目録帳　高頭三郎平［後欠］

丑年1

年］

目録帳　高頭三郎平［綴小口書　明治十二年卯］

兵衛 文化3年10月15日 横長美　1

右衛門 弘化3年10月 横長美　1

右衛門 弘化4年10月 横長美　1

項三郎右衛門［表紙破損］ 嘉永元年 横長美　ヱ

右衛門［後欠］ 嘉永2年10月 横長美　i

右衛門 嘉永3年10月 横長美　1

右衛門 嘉永4年正月 横長美　1

右衛門 嘉永4年ll月 横長美　1

郎右衛門） 嘉永5年ll月 横長美　1

右衛門 嘉永7年10月 横長美　1

右衛門 安政2年10月 横長美　1

左衛門 安政3年10月 横長美　1

左衛門 安政4年10月 横長美　1

衛門 文久元年10月 横長美　1

衛門 文久2年10月 横長美　1

衛門［天小口書：文久三］ 文久3年10月 横長美　1

衛門1天小口書：慶応元丑年目録慶応元年10月 横長美　1

兵衛［天小口書：明治元辰年目録 明治元年10月 横長美　1

（明治元年） 横長美　仮

F［後欠］ 明治4年ll月 横長美　1

搭 明治7年ll月 横長美　1

鴫］ 明治10年 横長美　1

菱半部は3663／天小口書：明治十 明治10丑年 横長美　1

半部は3659／天小口書：明治十丑 明治10丑年 横長美　1

・口書：明治十二年卯］ 明治12年 横長美　1
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（目録帳）　高頭三郎平［前欠、前半部は1010］

目録帳　高頭三郎平［綴小口書：明治十三辰年目録帳］

差引目録帳　高頭倉吉［綴結文書一通］

（万指引目録帳）

（万差引目録帳）

（万差引目録帳）

O金銀請払帳

金銀請払帳　高頭三郎兵衛［当年者米下直］

金銀請払帳　高頭三郎右衛門

金銀請払帳　高頭三郎右衛門

金銀請払帳　高頭三郎右衛門［丁間文書一枚］

辰之金銀請払帖　高頭三郎右衛門

金銀請払帖　高頭三郎右衛門［丁紙繕留文書二通］

金銀請払帳　高頭三郎右衛門［丁紙繕留文書二通］

金銀請払帳　高頭三郎右衛門［丁間文書八枚］

金銀請払帳　高頭三郎右衛門［丁間文書一枚、丁紙繕留二，
通、綴挟込二通］

金銀請払帳　高頭三郎右衛門

金銀請払帖　高頭三郎右衛門

（金銀請払帳）

（返済金受取覚帳）

（金銀請払帳）［断片］

（金銀請払帳）

（金銀請払覚）［断用

（不足金覚）［断片］

（金銀請払帳）

○米金銀請払帳

米金銀請払帳　高頭三郎右衛門

米金銀請払覚帳　高頭三郎右衛門

米金銀請払覚帳　高頭三郎右衛門

米金銀請払帳　高頭三郎右衛門

米金銀請払帳　高頭三郎右衛門［綴挟文書一通］

米金銀請払帳　高頭三郎右衛門

明治12卯年10月 横長美　1冊 3672

明治13年 横長美　1冊 10”

明治16年 横長美　1冊 1012

横長美　1冊 3658

横長美　1冊 3664

横長美　仮1冊 3735

文政6年 横長美　1冊 1047

天保10年正月 横長美　1紐 1048

天保ll年正月 横長美　1冊 1049

天保14年正月 横長美　1冊 1050

天保15年正月弘化元二 横長美　1冊 105謹
成ル

弘化2年正月 横長美珊 1052

弘化3年正月 横長美　1冊 1053

弘化3年正月 横長美　1冊 1054

嘉永2年翼月 横長美　1滞 1055

嘉永2年正月 横長美　1冊 1056

嘉永3年正月 横長美　1冊 1057

横長美　仮1冊 3534

横長美　1冊 3685

横長美　1冊 3686

横長美　1冊 3693

横長美　1枚 3696

横長美　1枚 3697

横長美　1冊 3716

文政10年正月 横長美　1冊 1058

文政11年正月 横長美1冊 1059

文政12年正月吉日 横長美　1冊 1060

天保12年正月 横長美　1冊 1061

天保13年正月 横長美　1冊 1062

嘉永4年正月 横長美　1冊 1063
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○金銀差引目録帳

金銀指曳留書帳　高頭條右衛門［身上立金銀請井貸込帳］ 文久3年正月 横長美　1冊 1040

金銀指曳目録帳　高頭條右衛門 元治元年正月 横長美　1冊 1026

金銀貸込指曳目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応元 慶応元年正月 横長美　1冊 1027
丑年］

金銀差引目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応二寅年 慶応2年正月ヨリ 横長美　1冊 葉028
町高頭條右衛門］

金銀差引目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：慶応四辰年指 慶応2年正月ヨリ 横長美　1冊 1030
引目録］

金銀差引目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応三卯年金 慶応3年正月 横長美　1冊 1029
銀差引目録帳　町高頭條右衛門］

金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：明治二巳金銀 明治2年正月 横長美　1冊 1031
差引目録帳　高頭三郎兵衛］

金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天・地両小口書：明治三 明治2年正月 横長美　1冊 1032
午年金銀帳コ

金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：明治四未年金 明治4年正月 横長美　1冊 1033
銀帳］

金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天・地両小口書：明治五壬 明治4年正月 横長美　1冊 1034
申年金銀差引目録帳　町高頭］

金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天小口書：太陽暦明治六癸 明治6年 横長美　1冊 1035
酉年金銀差引目録帳　町］

金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天小口書：金銀差引目録帳 明治7年正月 横長美　！冊 1036
明治七甲戌年正月　高頭三郎平］

金銀差曳目録帳　高頭三郎平 明治9年 横長美　1冊 1037

金銀差引目録帳　高頭倉吉［綴結文書・丁紙繕結文書二 明治22年正月改ヨリ24 横長美　1冊 1038
通］ 年12月迄

○万附込帳

万附込帳　　［天小口書：明治十…戊寅年　町高頭氏］ 明治ll年 横長美　王冊 1013

（万附込帳） （明治15年～16年） 横長美　1冊 3673

万附込帳　　［天小口書・綴小口書あり］ 明治20年正月吉日 横長美　珊 10葉4

万附込帳 明治21年正月 横長美　1冊　， 1015

万附込帳　　［天小口書：明治廿二年　町高頭氏］ 明治22年正月 横長美　1冊 1016

万附込帳　高頭倉吉［綴挟・綴結（桃色紙）文書二通］ 明治22年正月 横長美　1冊 1017

万附込帳（後欠、後半部は1016）［天小口書：明治廿二 明治22年正月 横長美　1冊 3674
年　町高頭氏］

万附込帳　高頭倉吉［綴結文書三通］ 明治25年正月 横長美　1冊 ≦018

万附込帳　高頭倉吉 明治27年正月 横長美　1冊 1020

万附込帳　高頭倉吉［裏表紙：越後国長岡松村代吉帳簿屋 明治28年度正月 横長美　1冊 1019
商標ラベル付］

万附込帳　高頭倉吉 明治29年正月 横長美　1冊 1021
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万附込覚帳　高頭［綴結文書：大円団終了めでたし大正六 大正6年正月 横長美　1冊 1022
年十二月大晦日一枚・一通3

万附込覚帳　高頭倉吉［紙背文書：五人組帳など］ 大正9年正月 横長美　1冊 1023

万附込帳　高頭倉吉［紙背文書：宗門人別帳など／ブルー 大正12年正月 横長美　1冊 1024
インク使用］

万附込帳　高頭倉吉［紙背文書：宗門人別帳雛形・控、嘉 大正13年正月 横長美　1冊 1025
永七年分など／綴結文書一通／黒インク使用／一部改良
三極紙］

（万附込帳）［断片］ 横長美　2枚 3706

（万階込帳） （高頭倉吉期） 横長美　1冊 3709

（万附込帳） 横長美　1冊 3711

（万附込帳） 横長美　1冊 3715

○田畑山下シ帳

未之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 元文4年正月17日 横長美　1冊 1540

酉ノ田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付コ 元文6年正月17日 横長美　1冊 1548

戌之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保2年正月17日 横長美　1冊 1541

亥之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保3年正月17日 横長美　1冊 1542

子年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保4年正月12日 横長美　1冊 1543

丑年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享2年正月18日 横長美　1冊 1544

寅年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享3年正月12日 横長美　1冊 1545

卯之田畑山下シ帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享4年正月13日 横長美　1冊 謹546

辰之田畑由下シ帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享5年正月13日 横長美　1冊 1547

当田畑山下帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 宝暦4年正月吉日 横長美　1冊 1551

子年田畑山下帳　高頭敬次郎［町米請取、合印付］ 宝暦4年正月吉日 横長美　1冊 1552

当田畑山下シ帳　三郎兵衛1町米請取、合印付］ 宝暦2年正月8日 横長美　1冊 1549

酉年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 宝暦3年正月日 横長美　1冊 1550

享保七寅年6年々下シ帳6書出シ下シ山場所付ケ帳 天明4年7月改ル 横長美　1冊 1570
高頭三郎兵衛［7月4日68日迄二仕出シ申候コ

（田畑山下シ帳） 横長美　1冊 3691

（田畑山下シ帳） 横長美　1冊 3703

○田畑山下シ水入帳

田畑山下シ水入帳　高頭五左衛門［町米請取、合印付］ 安永2年正月10日 横長美　1冊 1553

田畑山下シ水入帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 安永8年正月6日 横長美　1冊 1554

田畑山下シ水入帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 天明3年正月13日 横長美　1冊 1555

田畑山下シ水入帳　高頭三郎兵衛［巳10月3日名の上二赤 天明3年正月13日 横長美　1冊 1556
つるをかけ、指引長へ合せル少しも違無之／町米請取、
合印付／紙帯括］
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田畑山下水入帳　高頭三郎兵衛［表紙裏書：家ノ百年忌四
　十五才二なり候／町米請取、合印付］

田畑山卸水入帳　高頭三郎右衛門［本文末：右之通相違無
　高頭条右衛門蔵番／瞬米請取、合印付］

田畑山卸水入帳　高頭三郎平［米請取、合印付〕

田畑山卸水入帳
　合印付］

高頭三郎平［綴紙繕結文書1通／米請取、

水入帳　高頭三郎平［表紙朱書：明治14年此卸帳ヲ用／米
　請取、合印付］

○下シ米目録帳

惣田地元高井田畑下シ米目録帳　高頭三郎兵衛［下表紙
　書：九左衛門組庄屋田地五郎八組庄屋田地百姓田地元高
　田畑山下目録　高頭五左衛門　宝暦8年3月／天明5年仕立
　候免相長之高合、赤丸二而引合候］

惣田地下シ米井正作徳米目録
　十［表紙朱書：大切之帳面］

○町米請取帳

戌年町米請取帳　高頭三郎右衛門

亥年町米請取帳　高頭三郎右衛門

町米請取覚帳　高頭三郎右衛門

割元格高頭三郎兵衛年四

子指曳目録帳卸米〆書抜帳　高頭條右衛門

卸米指曳目録帳／町米請取正米当覚帳　高頭條右衛門
　［当年大取込二付口々認急候二付古長面6卸〆而巳認置申
　候／慶応四辰年徳米調・預り田地共小作卸付／一冊仕立］

町米請取正米当帳　高頭三郎兵衛

申之町米請取帳
　冊］

（町米請取覚）

高頭三郎平［付：綴紙繕結横長半帳仮…

町ノ米請取場　　（高頭）［r高頭」朱印有り］

（町米請取覚）

（町米請取覚　本田組庄屋地下シ分）

（町米正米当覚帳）［前欠］

（町米正米当覚帳）［前欠］

（町米正米当覚帳）［前欠］

（町米正米当覚帳）［前後欠］

（町米正米当覚帳）［前後欠］

（町米請取覚）

（町米請取覚）

（町米請取覚）

文化15年正月9日 横長美　1冊 1557

嘉永5年正月9日 横長美　1冊 1558

明治9年2月 横長美　1冊 1559

明治10年2月9日 横長美　1冊 1561

明治13年2月 横長美　1冊 1560

天明6年正月日 横長美　1冊 1575

寛政2年2月4日 横長半　1冊 1576

文政9年10月 横長美　1冊 1082

文政10年10月 横長美　1冊 1083

天保4年10月 横長美’1冊 1084

元治元年10月 横長美　1冊 1042

慶応3年10月 横長美　1冊 1043

明治3年10月 横長美　1冊 1085

明治5年10月 横長美　1冊 1086

明治12卯年 横長美　仮1冊 3731

（明治期） 横長美　仮i冊 1087

（明治期） 横長美　9枚 3726

横長美　1枚 3556

横長美　1冊 3584

横長美　1冊 3585

横長美　1冊 3602

横長美　1冊 3603

横長美　1冊 3661

横長美　3枚 3724

横長美　6枚 3725

横長美　5枚 3727
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高頭家／家産・経営／土地売買・買入証文

（町米請取覚） 横長美　4枚 3728

（町米請取覚） 横長美　4枚 3729

（町米請取覚） 横長美　仮1冊 3737

○次米請取帳

申歳次米請取帳　高頭三郎兵衛　酒屋 文政7年9月 横長美　1冊 1088

戌年継米請取帳　商頭三郎右衛門 文政9年10月 横長美　珊 1089

亥年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政10年9月 横長美　1冊 1090

子年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政11年10月 横長美　1冊 109謹

丑年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政12年9月 横長美　1冊 1092

寅歳次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政13年10月 横長美　1冊 1093

次米目録通　　（高頭三郎右衛門） 天保4年10月 横長美　1冊 1096

戌之年次米請取帳　（高頭三郎右衛門） 天保9年ll月 横長美　1冊 1095

次米請取帳　高頭三郎右衛門 天保2年10月 横長美　1冊 1094

○小作

孫平次田地下シ目録帳　　［田畑山割賦無相違］　深沢村 享保12年12月13日 横長美　1冊 1577
田地売主孫平次（印）　→深沢村三郎兵衛殿

孫平次田地代金請取目録帳　　［合金83両田地代金請取、 享保12年12月19日 横長美　1冊 1578
享保12年12月28日］　深沢村孫平次（印）→深沢村三郎
兵衛殿

九左衛門組孫平二・庄左衛門地　惣田地高合下シ目録 寛政10年6月23日 横長半　1冊 1580
帳　高頭太右衛門・同伜八九郎［不用之分］

孫平二・庄左衛門地　高合井田畑下シ仕出し帳　三郎 寛政10年IO月28日 横長半　1冊 1579
兵衛・太右衛門・八九郎

田地高分ケ井下シ米目録共二　高頭多右衛門・八九郎 寛政10年ll月ll日 横長美　1冊 1581

市郎右衛門田地目録下帳写し　嘉永2年正月　石橋市 明治5年10月25日 横長半　1冊 1660
郎右衛門［明治5年10月25日地券被仰出一件二付写］

嶋々所有地小作調帳　高頭倉吉 明治ll年正月改 横長半　1冊 1608

（明治十五年与三次方へ出米取調） 明治16年7月3日 横長半　仮1冊 1591

水入証　［青罫紙］　水入人石橋又太郎（印）→高頭倉吉 明治25年3月10日 竪紙　1通 2899
殿

内米取立帳　高頭倉吉 明治31年11月 美　i冊 1794

覚（田地高合　小作田地下シ） 横長半　仮1冊 3496

土地売買・質入証文

売渡し申田地証文之事
　日又兵衛へ渡ス控／端書：、
　括紐］

　兵助（印）（全印消）→五郎八組又兵衛殿

売渡し申田地証文之事

端裏書二天保九戌年三月廿三 天保9年3月 竪継紙　1通 2409
又兵衛控へ／2409～2415は一
割元格高頭三郎右衛門（印）
加判組頭次左衛門（印）加判
八組又兵衛殿

端裏書：六左衛門天保九戌年 天保9年3月 竪継紙　1通 2410
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（全印消）→五郎八組六左衛門殿

売渡し申田地証文之事
　戌年三月廿三日渡ス控／端書
　2415は一括紐］

売渡し申田地証文之事
　三月廿三日渡ス控／端書1
　は一括紐］

加判兵助（印）（全印消）一う五郎八組又左衛門殿

売渡し申田地証文之事
　日藤左衛門へ渡ス控／端書
　は一括紐］

加判兵助（印）（名全印消〉→五郎八組藤左衛門殿

片貝・宮川
　門・高頭丈右衛門・

門宛］

覚（田地高合
　田］

（田地高合
三郎右衛門・親類請人久太郎

・覚（田地高合
仁兵衛・請人仁郎

・覚（田地高合
三郎右衛門・

・（御手当米・
付）

［29204～2は巻込コ

星野伝蔵（印）ゆ深沢村高頭二郎平殿

（印）→深沢村高頭三郎平殿

鐘ス控／2409～2415は一括紐］
篭頭三郎右衛門（印）加判横目
迂次左衛門（印）加判兵助（印）
衛門殿

［端裏書：市郎右衛門へ天保九 天保9年3月 竪継紙　1通 2411
諾書：市郎右衛門控へ／2409～
組田地売主割元格高頭三郎右衛
衛門（印）加判組頭次左衛門

」消）→五郎八組市郎右衛門殿

［端裏書：又左衛門天保九戌年 天保9年3月 竪継紙　1通 24窪2
1又左衛門控へ書／2409～2415
地売主割元格高頭三郎右衛門
（印）加判組頭次左衛門（印）
う五郎八組又左衛門殿

E端裏書：天保九戌年三月廿三 天保9年3月 竪継紙　1通 2413
書：藤左衛門控へ／2409～2415
地売主割元格高頭三郎右衛門
（印）加判組頭次左衛門（印）
→五郎八組藤左衛門殿

句高合勘定帳　高頭三郎右衛 嘉永3年12月20日 横長半　1冊 塔604
ぺ次郎右衛門［綴結文書1通：宿
衛門→伊丹屋宛／高橘九郎右衛

米）［三郎右衛門地之内弥市郎 横長半　仮1冊 1603－1

米作徳米覚）　田地売主高頭一天保9年3月 横長半．仮1冊 1603－2

。郎　→高頭仁兵衛殿

入米作徳米）　田地売主高頭i嘉永3年12月 横長半　仮1冊 1603－3

三郎右衛門殿

入米作徳米）　田地売主高頭嘉永3年12月 横長半　1枚 1603－4

印）→長岡与板屋喜右衛門殿

翻免高・本途立帰り御免高割i

　　　　　　　　　　　　r
横長半　仮1冊 1603－5

　　　　　　　　　　　
半七所持新開場譲渡二付）1明治12年9月22日
村田中二四郎（印）証人深沢村1
頭三郎平殿　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　i頭半七所持新開場譲渡二付i明治12年9月22日

郎（印）証人深沢村星野伝蔵1

竪紙　1通

竪紙　1通

2920－1

2920－2

殿

借用証文

借用申金子之事（才覚金100両受取二付）［包書：金百文化15年3月27日 包紙・竪紙 1通 3026
豊書糎左講誤。露鵬無5包雛葦1畠犠差講
（印〉請人池田義兵衛（印）→高頭三郎兵衛殿

金子借用証文之事（金25両）　借用主高頭三郎右衛門i弘化2巳年2月19日
　→池田様

竪紙 1通 3395

頼母子

頼母志請払帳　高頭三郎兵衛

願興寺徳宗寺連子頼母子利刎金割合闘金懸ケ込金仕出i文化6年5月5日
　シ覚　高頭三郎兵衛・高頭松之丞　　　　　　　　　i

俳

…天明2年8月改ル 横長美 1冊 1656

i文化6年5月5日
横長半 1冊 1639
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