
深沢村／土地／売買・質入

売買・質入

○田地売買留書帳

田地売買留書帳　五郎八組・九左衛門組

田地売買留書帳　五郎八・九左衛門組［綴紙縫留仮二冊：
　（覚：売買田地年貢諸役）、（嶋地分売買留書）］

田地売買留書帳　五郎八・九左衛門組

田地売買留書帳　五郎八組［枝1・2綴紙磋留］

市左衛門三嶋切戻シ市兵衛田地政右衛門江上ケ兵助田・
　地売目録　留書帳　五郎八組［枝1・2綴紙縫留］

○売買目録・買取高合

五郎八与今右衛門田地目録　　［仁兵衛へ売ル］　田地売
　主今右衛門（印）→仁兵衛殿

吉右衛門下川原前嶋名持軒前共二籐左衛門買取　田地’
　高訳目録帳　五郎八組役人［綴紙縫留文書一通：永代売
　買申田地証文之事］

吉右衛門本途見端買取高訳　田地卸米目録帳　五郎八’
　組役人［綴紙繕留文書一通：永代売渡シ申田地証文之事］

七左衛門田地不残籐左衛門買取高合指引帳　五郎八与冒
　三郎兵衛役人　五郎八組田地売主七左衛門（印）→五郎
　八組籐左衛門殿

（仁兵衛田地徳左衛門取高覚）［綴紙繕留文書一通：徳左曽
衛門田地幾七買取証文　天保三年三月廿一日］　九左衛
門組仁兵衛（印）→九左衛門組徳左衛門殿

（市郎左衛門本途田地松右衛門買取高合）［綴紙繕留三
枚：高分け覚等黄桀紙コ　九左衛門組仁兵衛（印）→
九左衛門組徳左衛門殿

伝之助籐兵衛田地　与次右衛門金六彦兵衛買取高合ロ
　五郎八組役人

甚左衛門田地不残仁兵衛買取高合指引帳　五郎八与役一
　人［昼前引渡し仁兵衛代仁八郎殿被参候／綴紙繕留一
　通：売渡申田地証文之事］　五郎八組田地売主甚右衛門
　（印）親類才九郎（印）→五郎八組高頭仁兵衛殿

十兵衛田地政右衛門買取高合指引帳　五郎八与役人
　［綴紙繕i留一通：売渡申田地証文之事（控）］　田地売主
　重兵衛（印）親類小四郎（印）→政右衛門殿

彦次右衛門所持吉右衛門地幾七買取高合　五郎八組役
　人［綴紙繕留一通：売渡申田地証文之事］　田地売主彦
　次右衛門（印）請人助七（印）→幾七殿

彦次右衛門本途田地不残正右衛門買取高合　五郎八組
　役人［綴紙縫留一通：売渡申田地証文之事］　田地売主，
　彦次右衛門（印）請人助七（印）→政右衛門殿

（此右衛門田地仁八郎買取高覚）［綴紙繕留一通：売渡し，

舗響葦愚殿五郎八組雌衛門（EP）請人安右i

七兵衛所持居屋敷東畑不残又左衛門買取高合指引帳
　五郎八組役人［綴紙縫留三通：永代売渡居屋敷証文之事
　（控／三郎右衛門買取）／永代売渡し申す居屋敷証文之事

文政8年3月 横長美　1冊 1401

弘化3年3月 横長美　圭冊・仮21402
冊

嘉永3年ヨリ 横長美　1冊 1403

嘉永4年6月ヨリ 横長美　1冊 1404－1

安政2年12月 横長美　1冊 1404－2

天明7年2月 横長美　1冊 1437

文化14年2月25日 横長美・竪紙 11409
冊・圭通

文化14年2月25日 横長美・竪紙 11410
冊・1通

文政3年2月23日 横長美　1冊 1432

文政6年10月日 横長美・竪紙 仮 1422
1冊・1通

文政6年IO月 横長美・竪紙 仮 1424
1冊・1通

文政7年10月22日 横長美　1冊 1420

天保7年7月12日 横長美・竪紙 11433
冊『・1通

天保9年4月26日 横長美・竪紙 11434
冊・1通

天保9年4月 横長美・竪紙 11426
冊・1通

天保9年4月 横長美・竪紙 11427
冊・1通

天保9年10月24日 横長美・竪紙 仮 1425
1冊・！通

天保9年10月27日 横長美・竪紙 11435
冊・3通
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（控／三郎右衛門買取）／指入申証文之事（控）］　五郎
八組田地売主七兵衛（印）請人次兵衛（印）→高頭三郎
右衛門二而又左衛門取

兵助本途田地佐忠太殿名前二而伊丹屋二而買取高合
　（此田地三郎右衛門預り）　五郎八組役人［綴込仮1

天保12年4月23日 横長美・竪紙・横
切紙　1綴（1冊・

1428

冊：（兵助田地高分け覚）、綴紙繕留五通：高頭三郎右衛 仮1冊・5通・1枚）
門宛佐藤貞太郎書状（金子二付）／高頭三郎右衛門宛佐
藤貞太郎書状／高頭三郎右衛門宛伊丹屋為七書状／売渡
申田地証文之事／田地預申証文之事（取戻二付此証文延
引也）／田地預申証文之事（天保　田地売主彦次右衛門
（印）請人助七（印）→政右衛門殿
　　　　　　　　　　　　　　、

九左衛門組幾七田地市介買取高合下帳　三郎右衛門・ 弘化3年3月25日 横長美　1冊・1枚 1429
次郎右衛門［五：郎八兵介田地高合仕出此末二有之／綴紙
縫留一枚：田地売主幸左衛門小兵衛買取高分け覚］　深
沢村九左衛門組田地売主幾七（印）請人此右衛門（印）
→市助殿

（弘化四未年分散田地売払　六左衛門・松右衛門・久
左衛門・清四郎・次助などへ）

弘化4年 横長美　仮1冊 1440

（伝之助田地　金六買取高合、三郎右衛門居屋敷　七
兵衛買戻証文）　五郎八組役人

弘化5年3月 横長美　仮1冊 1421

与次右衛門所持伝之助田地金六買取高合　七兵衛居屋
　敷買取一巻帳　五郎八組役人　五郎八組田地売主与次右

弘化5年 横長美　1冊 1436

衛門ゆ五郎八組金六

上筋余田米卸目録場帳高合　大森氏［深沢村弥五右衛 安政6年正月日 横長美　1冊 1838
門・五市右衛門・門助・弥右衛門分含む］

六左衛門分散致候二付田地売払取調帳　五郎八組 安政7年3月 横長美　1冊 1439

（徳左衛門田地幾七買取高合覚） 横長美　仮1冊 1430

（九左衛門田地目録）［断片力］ 横長美　1枚 属38

○売買勘定

中間地諸指曳場帳（損地高売払代金指弓旨）　五郎八・ 天明4年11月8日 横長美　1冊 555
九左衛門組役人　割元格三郎兵衛・庄屋格忠右衛門・組
頭次左衛門・横目吉右衛門・組頭兵助（連判）→九左衛
門組御役人衆中

七左衛門本途田籐左衛門買取本途畑無高〆忠右衛門買
　取文仲所持吉右衛門地不残彦次右衛門買取　高訳勘
　定帳　五郎八組役人［枝2－4：綴紙縫留文書三通付コ

天保6年6月21日 横長美　1冊3通 1408－1

・永代売買申証文之事（控）［枝1に綴紙縫留］　本途畑 天保6年6月19日 竪紙　1通 1408－2
方売主七左衛門・請人伝七外3名→忠右衛門殿　　［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］

・永代売買申証文之事（下書控）［枝王に綴紙繕留／端裏
書：六月廿一日彦次右衛門渡ス下書控］　五人組田地売
主・請人和右衛門此右衛門・加判割元格三郎右衛門外3名
→彦次右衛門殿

天保6年6月 竪紙　1通 1408－3

・預り申証文之事（拾五両文仲老指引一条二付請取）
［枝工に綴紙繕留／端裏書：未（天保六年）六月廿二日取］
→金子預り主高頭三郎右衛門（印消）弥五右衛門殿

天保5年12月28日 竪紙　1通 1408－4

園左衛門地売立高訳勘定帳　五郎八組役人 弘化3年12月10日引渡
し

横長美　1冊 1407

又左衛門田地仮勘定控　五郎八組 安政5年12月28日 横長美　1冊 曜405

藤左衛門田地　市郎右衛門・仁助・伝七買取勘定帳 安政6年9月 横長美　1冊 1406
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五郎八組［紙緩括］

○売買・質地証文

○御公儀差上証文

指螺黙義（灘鴨讐欝讐凄藩鞭
　深沢村九左衛門組三良兵衛他1人（印）／2097～2142は紙
　繕括］　九左衛門与田地指上ケ主孫平次・庄屋三良兵
　衛・与頭徳左衛門（印）→御代宮所　　［奥書＝割元孫右
　衛門・同平蔵（印）］

売渡シ申田地証文之事（田地売券状）［包書：享保12未
　年五郎八組孫平次田地証文一通、同年12月14日御裏書一
　通共二入ル］　深沢村本田与掛持田地売主孫平次・横目
　請人吉右衛門・与頭請人与右衛門他1人（印）ゆ（深沢村）
　三郎兵衛殿

●辮鰹黙壽妻）（購燦簾鞭欝蕊癖羨血
田地証文一通、同年12月14日御裏書一通共二入ル／裏
書：春日定右衛門・桜井五郎右衛門（印）→深沢村三郎
兵衛］　深沢村田地差上ケ主孫平次・庄屋三郎兵衛・横
目吉右衛門・他2人（印）ゆ御代官所　　［奥書：割元孫右
衛門・平蔵（印〉］

指上ケ申田地之事（田地御公儀様へ指上御手当金請取1
　証文）［裏書：春日定右衛門・桜井五郎右衛門→長岡大工
　町徳宗寺寺中円宗寺（印）、付1枚（杢右衛門方へ田地遣
　し年等につき尋書）／2097～2142は紙繕括］　九左衛門
　与田地指上主孫平次・庄屋三郎兵衛・与頭徳左衛門ゆ御
　代官所　　［奥書：割元孫右衛門・同喜右衛門（印）］

指上ケ申田地之事（田畑居屋敷共御公儀様へ指上御手’
　当金請取証文）［裏書：平野又右衛門・春日定右衛門→
　深沢村願誓寺他1人（印）／2097～2142は紙綾括］　九左
　衛門与田地指上主六左衛門・庄犀三郎兵衛・与頭徳左衛1
　門（印）→御代官所　　［奥書．割元孫右衛門・同平蔵，
　（印）］

指上ケ申田地之事（田畑居屋敷山共御公儀様へ指上御≡
　手当金請取証文）［裏書：平野又右衛門・春日定右衛
　門・桜井五郎右衛門ゆ長岡裏ニノ町喜兵衛（印）／2097
　～2142は紙縫括］　九左衛門与田地指上主五郎八・庄屋
　三郎兵衛・組頭徳左衛門（印）→御代官所　　［奥書：割
　元孫右衛門・同平蔵（印）］

指螺累鵜妻）（曝顯騰麟欝騰轟羨慰
　深沢村仁兵衛（印）／2097～2142は紙縫括］　五郎八組
　田地差上主与頭甚右衛門・庄屋三郎兵衛・組頭十兵衛他1
　人（印）→御代官所　　［奥書1割元孫右衛門・平蔵
　（印）］

指曇翻鵜妻綴顯鷺麟欝跨凝慧騨
　深沢村三郎兵衛、付1枚（石高代金覚一孫平次分含）／2097
　～2142は紙繕括〕　九左衛門組田地指上主孫平次・庄屋
　三郎兵衛・組頭徳左衛門→御代官所　　［奥書：割元孫右
　衛門］

差上申田地之事（田地御公儀様へ指上御手当金請取証
　文）［裏書：川瀬伝左衛門・小林七郎兵衛→深沢村杢右衛一

　門／2097～2142は紙繕括］　九左衛門組田地差上主孫平
　次・庄屋三郎兵衛・組頭徳左衛門→御代官所　　［奥書：
　割元孫右衛門］

享保9年4月2日 竪紙 1通 2104

享保12年12月13日 2165－1～2は1包 2165－1
（2通） 竪継紙／
1通

享保12年12月14日 包紙・竪紙 1通 2165－2

享保15年5月21日 竪紙 1通 2”4

享保16年4月2日 竪紙 1通 2101

享保20年3月晦日 竪紙 1通 2121

寛保元年6月13日 竪紙 1通 2124

元文6年 竪紙 1通 2100

元文6年 竪紙 1通 2108
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指拳螺畢継綴騰辮欝轡奮謡驚
　深沢村沢右衛門／2097～2142は紙繕括］　九左衛門組田
　地差上主六左衛門・庄屋三郎兵衛・組頭徳左衛門（印）
　ゆ御代官所　　［奥書：割元孫右衛門・同小八（印）］

指圭螺鞭）（蟹臨辮辮鱗腎翻謙
　深沢村清左衛門／／2097～2142は紙縫括］　・九左衛門与田
　地差上主九右衛門・庄屋三郎兵衛・与頭徳左衛門（印）
　→御代官所　　［奥書：割元孫右衛門・同小八（印）コ

差拳鰹累騒妻綴臓鶴謂篠歎講趨
　村清左衛門（印）、付1枚（石高代金覚一九右衛門分含）／

　2097～2142は紙繕括］　九左衛門組田地指上主九右衛
　門・庄屋三郎兵衛・与頭徳左衛門（印）→御代官所
　［奥書：割元孫右衛門・左次左衛門（印）コ

指鵜騰薪躍騒属欝矯輪義黙
　藤左衛門（印）／2097～2142は紙繕括］　五郎八与田地
　指上ケ主組頭十兵衛・庄屋三郎兵衛・与頭甚右衛門他1人
　（印）→御代官所　　［奥書：割元孫右衛門・太一右衛門
　（印）］

指上ヶ申田地之事（権之助進退不罷成候二付所持田地
　差上証文）［裏書：（表書之田地居屋鋪下渡二付達）矢
　田源助（印）川嶋清次郎（印）→深沢村藤助］　深沢村
　九左壷門与田地差上ヶ主権之助（印）与頭徳左衛門（印）
　庄屋二郎兵衛（印）→御代官所　　［奥書：割元孫右衛門
　（印）割元太一右衛門（印）〕

差圭螺鍛綴蠣籍驚魅灘謡蕩講
　深沢村忙兵衛他1人／2097～2142は紙緩括］　五郎八組田
　地差上ケ主八兵衛・庄屋五左衛門・組頭次左衛門他2人
　（印）→御代官所　　［奥書：割元仁兵衛・同伝次右衛門
　（印）］

指圭蓋黙雑弼鼎嘱辮翻朧辮瀧畦
　月富右衛門→深沢村仁兵衛／2097～2142は紙繕括］　五
　郎八与田地指上ケ王八兵衛・庄屋五左衛門・与頭甚右衛i
　門他2人（印）→御代官所　　［奥書：割元仁兵衛コ

指拳鰹羅叢藏（離鷺欝難縣誕講罐
　深沢村五左衛門他1人／2097～2142は紙縫括］　五郎八与
　田地指上主九郎兵衛∫庄屋五左衛門・与頭次左衛門他2人，
　→御代官所　　〔奥書。割元仁兵衛／端書：相止メ申候］

指圭釜黙鞍薯、羅属羅礫雛繋藩蟻
　沢村作助1人／2097～2142は紙緩括］　五郎八与田地指上・
　主作太夫・庄屋五左衛門・与頭次左衛門他2人→御代官所
　［奥書：割元仁兵衛］

指上ケ聖田璽之事（田畑居屋敷共御公儀様へ指上御手
　当金請取証文）［裏書：高橋左源太・加藤斎右衛門・望
　月富右衛門→深沢村甚右衛門／2097～2142は紙繕括］
　五郎八与田地指上ケ主作太夫・庄屋五左衛門・与頭次左…
　衛門他2人（印）→御代官所　　［奥書：割元仁兵衛］

指上女申田地之事（田地御公儀様へ指上ケ御手当金請
　取証文）［裏書：高橋左源太・賀藤斎右衛門・望月富右
　衛門→深沢村仁兵衛／2097～2王42は紙縫括］　五郎八与
　田地指上ケ王甚右衛門・庄屋五左衛門・与頭次左衛門他ヱ
　人（印）→御代官所　　［奥書：割元仁兵衛］

延享3年8月

延享3年8月

寛延2年7月

寛延4年7月

寛延4年7月

宝暦8年4月

宝暦8年

宝暦8年

宝暦8年

宝暦8年

宝暦8年
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竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

2997は、1紙繕括

竪紙／1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

2102

2123

2105

2122

2997

2107

2103

2106

2109

2125

2133



深沢村／土地／売買・質入

御手当金請 宝暦8年 竪紙 1通

弓・望月富右
深沢村田

（印）→御代

手当金請取 文政9戌年6月 包紙・竪紙
婁証文　本書 1包 （1通）

伊丹亮介］

兵衛・組頭
→御代官所

付、本途田 嘉永3年10月 竪紙 1通

（以上朱書）

印）組頭市
右衛門（印）
三左衛門］

塗括］
竪紙 1通

手当金請取 竪紙 1通

手当金請取 竪紙 1通

手当金請取 竪紙 2通

手当金請取 竪紙 2通

卸手当金請 竪紙 1通

郎八与田地
官所　［奥

郵手当金請 竪紙 1通

2142は紙縫
次左衛門

謬手当金請 竪紙 8通

羨へ指上御 宝暦8年4月 2508－1～8は紙紛
己申付書付、 括 （9通） 塁
3『→深沢村 紙／1通
1弓（印）横

左衛門→御

装へ指上御 宝暦8年 竪紙 1通

申付書付、

門→深沢村
門（印）横
己衛門（印）

ナ所持田畑 元文5年4月26日 竪紙 1通

置／裏書：

小林七郎
衛門組田地
眞徳左衛門
1）（割元）

竪

2135

2025

2480

2”1

2115

2117

2”8

2119

2132

2134

2137

2508－1

2508－2

2508－3
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深沢村／土地／売買・質入

喜右衛門（印）］

指上申田地之事ひかへ（才兵衛進退不罷成候二付田畑
　山居屋敷指上）［端裏書：
　御表書之控、此本書五月廿五日兵介之儀／指上二付御手
　当金15両3分被下置］
　衛・横目吉右衛門・組頭兵助・
　格三郎兵衛→御代官所　　［奥書
　村之介］

差上ヶ申田地之事（五郎八進退不罷成候二付所持田地
　差上）［差上二付金51両3分被下置／裏書

　支配申付書付）杉山番左衛門（印消）桜井五郎右衛門
　（印消）吉田六郎左衛門（印消）ゆ神田町七郎右衛門］
　深沢村田地差上主五郎八（印消）忠兵衛（印消）松右衛
　門（印消）→御代官所　　［奥書
　消）］

差上ヶ申田地之事（五郎八進退不罷成候二付所持田畑
　居屋敷指上）［裏書：
　番左衛門（印）吉田六郎左衛門（印）→渡り町彦兵衛／
　指上二付御手当金42両被下置］
　郎八（印）組頭忠兵衛（印）横目松右衛門（印）ゆ御代
　官所　　［奥書：大庄屋茂右衛門（印）］

指上申田地之事（杢右衛門進退不罷成候二付田畑居屋
　敷指上）［端裏書：寛延二巳年
　取ル　此田地宝暦九卯年久太郎へ譲ル／裏書
　上地支配申付書付）川嶋溝次郎（印）望月冨右衛門（印〉
　→深沢村三郎兵衛／指上二付金35両被下置／巻込1通］
　深沢村五郎八組田地指上主杢右衛門（印）庄屋三郎兵衛
　（印）組頭十兵衛（印）（組頭）甚右衛門（印）横目加右
　衛門（印）→御代官所　　［奥書
　元）左次右衛門（印）］

指上ヶ申田地之事（進退不相成候二付深沢村五郎八組
　懸持萱場山指上）［包書1
　組掛持かや場山指上ヶ主下山村市左衛門柴山冨岡村松兵
　衛へ指上ヶ証文案書在中／下裏書
　付書付）山本四兵衛、望月勝右衛門→冨岡村松兵衛／指
　上二付御手当金2分被下置］

　指上ヶ主下山村市左衛門・
　門・（組頭）兵介・割元格三郎兵衛→御代官所
　書：割元仁兵衛］

○田地売渡証文

売渡シ申田地居屋敷証文之事（田地売券状）［20g7～
　2142は紙繕括］
　人三郎兵衛・与頭請人徳左衛門（印）→同村（深沢）仲
　右衛門殿

売渡申田地証文之事（御年貢米不足二付田地売渡代金
　請取証文／［2097～2142は紙繕括］

　王孫平次・請人庄屋三郎兵衛・
　深沢村杢右衛門殿

売難羅聾蘇建鵠類編羅響喉髪驚
　門与田地売主願誓寺・
　（印）→沢右衛門殿

売渡申田地証文之事（御年貢米不足二付田畑山居屋敷
　売渡の田地売券）
　三郎兵衛・組頭徳左衛門（印）→深沢村藤助殿

覚蚕蔚離，二諮臨藷衛覧講衛門分石高代

蕎進退不罷成候二付田畑 天明3年5月25日 竪紙　1通
哨三卯年杢右衛門兵介取候
兵介之儀／指上二付御手

五郎八組田地指上ヶ主才兵
（組頭）次左衛門・割元

：割元［コ左衛門・（割元）

選不罷成候二付所持田地 正徳2年12月17日 竪紙　1通
ド置／裏書1（表書指上地
（印消）桜井五郎右衛門

肖）ゆ神田町七郎右衛門］
茸）忠兵衛（印消）松右衛
書：大庄屋茂右衛門（印

量不罷成候二付所持田畑 宝永7年3月23日 竪紙　1通
旨上地支配申付書付）杉山
『（印）→渡り町彦兵衛／

深沢村田地指上ヶ主五
鐘目松右衛門（印）ゆ御代
（印）］

塁不罷成候二付田畑居屋 寛延2年4月5日 竪紙　2通
F　杢右衛門田地三郎兵衛
5へ譲ル／裏書：（表書指
（印）望月冨右衛門（印〉

金35両被下置／巻込1通］
i衛門（印）庄屋三郎兵衛
甚右衛門（印）横目加右
：割元孫右衛門（印）（割

藁候二付深沢村五郎八組 享和2年5月19日 包紙・竪紙　1包

ロニ戌年五月十九日五郎八 （1通）

』市左衛門柴山冨岡村松兵
翼書：（表書指上地支配申
ヨ衛門→冨岡村松兵衛／指
朶沢村五郎八組懸持萱場山
目吉右衛門・組頭次左衛
郎兵衛→御代官所　　［奥

（田地売券状）［2097～ 元文元年12月26日 竪紙　1通
1地売主六左衛門・庄屋請
弓（印）→同村（深沢）仲

長不足二付田地売渡代金 元文5年7月 竪紙　1通
差括］　九左衛門組田地売
同与頭徳左衛門（印）→

植不足二付田畑山居屋敷 寛保3年11月晦日 竪紙　1通
～2142は紙緩括］　九左衛
嚢三郎兵衛・組頭徳左衛門

長不足二付田畑山居屋敷 寛延2年12月 竪紙　1通
『継田地売主権之助・庄屋
→深沢村藤助殿

転門・清右衛門分石高代 寛延2年12月 折紙　1通
次左衛門

2508－4

2508－5

2508－6

2508－7

2508－8

2139

2116

2”0

2091
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深沢村／土地／売買・質入

売渡シ申田地証文之事（田地売券状〉　九左衛門与田
　地売主長右衛門・庄屋三郎兵衛・組頭徳左衛門（印）ゆ

宝暦4年2月28日 竪紙　1通

左次兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状）　五郎八与田地
　売主九郎兵衛・与頭次左衛門・横目賀右衛門他1人→（深

宝暦8年1月 竪紙　1通

沢村）五左衛門殿

田地売券状証文之事　深沢組九左衛門与田地売主権助 o 宝暦12年12月27日 竪紙　1通
九兵衛・藤助（印）→庄屋五左衛門殿・与頭本助殿 。岸勿

♂山、

百姓衆中

売渡シ申田地証文之事（田地売券状）　五郎八組田地
　売主権兵衛・庄屋五左衛門・横目加右衛門他2人→作助殿

宝暦14年2月 竪紙　1通

指上ケ申一札之事（組違の地所売買二付証文）［端裏
　書：茂兵衛与清七屋敷証文／2097～2142は紙緩括］　茂
　兵衛組名子願主清七・同組与頭請人清兵衛（印）→九左

安永7年2月 竪紙　1通

衛門与五左衛門殿御役人衆中

田地目録（六左衛門分力、下書）［2097～2142は紙縫括］ （安永9年3月） 折紙　1通

・売渡申田地証文之事（田地売券状控）［端裏書：六左 安永9年3月 竪紙　1通
衛門田地子5月28日六左衛門へ渡スひかへ／2097～2142は
紙縫括］　五郎八組田地売り主六左衛門・割元格三郎兵
衛・横目吉右衛門・与頭次左衛門他1人ゆ当村（深沢） 伸

右衛門殿

才兵衛田地目録　［2508－4を参照／2097～2142は紙縫括〕 天明2年2月20日 横長美　1冊

→仲右衛門殿

・売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書：
寅3月才兵衛田地／2097～2142は紙繕括］　五郎八組田地

天明2年2月21日 竪紙　1通

売主才兵衛・割元格三郎兵衛・横目吉右衛門・与頭次左
衛門他1人→仲右衛門殿

（田地目録、市郎右衛門分、控）［2097～2142は紙緩括］ （天明2年3月24日） 折紙　1通

・売渡申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書＝寅 天明2年3月24日 竪紙　1通
3月24日市郎右衛門十兵衛へ売田地控／2097～2142は紙繕
括］　五郎八与田地売主市郎右衛門・割元格三郎兵衛 6

横目吉右衛門・与頭次左衛門他1人→五郎八与十兵衛殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控） ［端裏 文化5年5月29日 　■竪紙　1通
書：甚七田地不残弥五右衛門買取ルひかい／2097～2142
は紙維括］　五郎八組田地売り主甚七・加判割元格三郎
兵衛・同断組頭次左衛門・横目吉右衛門他1人ゆ五郎八組
弥五右衛門殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控） ［端裏 文化5年5月29日 竪紙　1通
書：甚七田地不残弥五右衛門買取ルひかい／2097～2142
は紙維括］　五郎八組田地売り主甚七・加判割元格三郎
兵衛・同断組頭次左衛門・横目吉右衛門他1人→五郎八組
弥五右衛門殿

三左衛門田地不残正林寺取ル・兵助九左衛門組田地不
　残籐兵衛取ル　此両田地売払田地高合指曳帳　五郎

文化7年3月19日 横長美　1冊

八組・九左衛門組役人

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、 控） 文化14年2月 竪継紙　1通

［2097－2142は紙縫括］　五郎八組田地売主吉右衛門 ・加

判割元格三郎兵衛・同断組頭次左衛門・横目七兵衛他1人
→五郎八組見瑞殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、 控） 文化15年3月 竪継紙　1通

［2097～2142は紙緩括］　五郎八組田地売主庄之助 ・加判

割元格三郎兵衛・同断組頭次左衛門・横目七兵衛他1人→
五郎八組四郎兵衛殿

2146

2149

2831

2166

2120

2歪40－1

2140－2

2138－1

2壌38－2

2141－1

2141－2

2摩29

2129

143壌

2130

2128
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深沢村／土地／売買・質入

文騨編懸影礫傑薪藷蹴塗羅 文政U年3月 包紙7枚 2131

緩括］

永代売渡申証文之事　　［3093は一紙繕］　深沢村五郎八 文政11年11月 竪紙　1通 3093－3－2
組掛持山売主木村伝次右衛門・加判割元格三郎右衛門・
加判組頭兵助・加判組頭次左衛門・加判横目次郎右衛門
→九郎左衛門殿

田嶋伊兵衛田竿入帳　市郎左衛門・惣兵衛 天保4年3月4日 横長半　1冊 1586－2

売渡し申田地証文之事（全文見消）［端裏書：天保九戌 天保9年3月 枝1・2は！包（2通） 2414－1
年三月廿三日藤左衛門へ渡ス控／端書：藤左衛門控へ／ 包紙・竪継紙／／1
2409～2415は一括紐／24144・2は1包紙］　五郎八組田地 通
売主割元格高頭三郎右衛門（印）加判横目次郎右衛門
（印）加判組頭次左衛門（印）加判兵助（印）、全（印）
消ゆ高頭仁兵衛殿

指入申…札之事（田地売渡に付）［端裏書：控ひコ 天保9年3月23El 竪継紙　！通 2414－2
五郎八組田地売主割元格高頭三三郎右衛門（印〉消ゆ高頭
仁兵衛殿高頭忠右衛門殿高頭市郎左衛門殿　組頭兵助
（印）組頭次左衛門（印）組頭次郎右衛門（印）

売渡申田地之事五郎八組割元格三郎右衛門（印）組頭兵 天保12年4月 竪継紙　1通 2897
助（印）組頭次郎左衛門（印）外2名ゆ富岡村園左衛門殿

（吉郎兵衛売之本途田地高訳目録）　五郎八組田地売主
吉郎兵衛（印）親類請人市左衛門（印）→五郎八組六左

天保2年6月 横長美　仮1冊 葉4鋼

衛門殿

（覚：米右衛門田地高分ケ、買取代金受取一札之事）
　［綴紙縫留文書三通：高頭三郎右衛門宛　池田米右衛門用
状等］　平柳村米右衛門→九左衛門組三郎右衛門殿

弘化3年12月 横長美・竪紙・横
切紙　1冊3通

14禮5

売渡申田地証文之事　［端裏書：七月廿四日加平渡し証
　文］　田地売主正林寺（印）外6人→加平殿

弘化4年7月 竪継紙　1通 3038

（正林寺田地小兵衛買取高覚）　五郎八組田地売主正林
寺・請人三左衛門彦左衛門→小兵衛殿

嘉永元年12月10日 横長美　仮1冊 1423

（覚1彦左衛門相譲分地高分ケ、分地相譲証文）　本
　家彦左衛門→分家万蔵殿

嘉永元年12月 横長美　仮1冊 鱒葉6

（万蔵分田地高分ケ）［綴紙縫留文書一枚：居屋敷等高覚］ （嘉永元年12月） 横長美　仮三冊 1417

売渡申田地証文之事（嘉永元申年12月10日正林寺正田
　新田不残少兵衛取）［端裏書あり］　深沢村五郎八組田
　地売主正林寺・請人三左衛門・彦左衛門（印）→少兵衛
　殿

嘉永元年12月 竪継紙　王通 2768

売渡申田地証文之事（下書）　正林寺・請人三左衛門彦
　左衛門・横目次右衛門市右衛門兵助・三郎右衛門→小兵

（嘉永元年12月） 竪継紙　1通 3341

衛殿

（覚：六左衛門田地高分ケ、七年季売渡証文）　五郎
　八組田地売主六左衛門（印）・請人十兵衛（印）→市郎
右衛門殿

安政5年5月 横長美　仮1冊 1414

（兵助本途田地高分ケ）［綴紙緩結仮三冊］
横長美　1綴（仮3 1413
冊）

石高目録、十助・藤助分） 横切継紙　1通 2147

田地高合・下し米覚） 横長美　仮1冊 3543

○田地売渡証文一一括形態

永ク売渡シ申田地之事（田地売券状）［端裏書：寛政10
　年午年写し取申候、ふんこしま徳応寺証文写ス／2097～

享保10年2月10日 枝i～6は紙繕括
（6通）　竪紙／1

2127－1

（

（

（
　
　
　
（

○

永
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2142は紙縫括］　田売主徳応寺→誓願寺様
書あり］

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　年12月6日願誓寺兵介取ル、寛政10年午11月17日二渡スひ
　かへ］　九左衛門組田地売主願誓寺・庄屋沢太郎
　藤右衛門→兵介殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　年12月6日願誓寺地吉郎兵衛取ル、寛政10年午ノ11月17日
　二渡スひかへ］　五郎八与田地売主願誓寺・
　兵衛・与頭次左衛門・横目彦右衛門他王人→五郎八与百姓
　吉郎兵衛殿

永代売渡シ申田地証文之事1（田地売券状、控）［端裏
　書：此本紙目録共二戌3月21日六郎兵衛より取ル（朱書）、
　享和2成年3月10日二六郎兵衛田地証文控へ］
　田地売王六郎兵衛・加判人組頭次左衛門・
　他1人→（深沢村）三郎兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　政10午年7月7日市郎右衛門より取ルひかへ、此証文ll月
　10日二渡ス／本文中に朱書あり］
　目吉右衛門・割元格三郎兵衛・組頭次左衛門他1人→五郎
　八組市郎右衛門殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏
　書：寛政10午年7月6日多右衛門田地三郎兵衛取ル証文控
　へ、ll月17日二証文取ルひかへ］
　主多右衛門・請人庄屋沢太郎・同断組頭藤右衛門→当村
　（深沢）三郎兵衛殿

○

売渡シ申田地之事（田地売券状、下書）［端裏書
　11月5日孫兵衛田地／2097～2142は紙縫括］
　地売主孫兵衛・割元格三郎兵衛・横目吉右衛門他2人→忠
　右衛門殿

売渡シ申居屋敷証文之事（居屋敷畑売券状、控）
　［端裏書：丑年！1月5日文左衛門田地ひかへ］
　居屋敷売主文右衛門・割元格三郎兵衛・
　与頭次左衛門ゆ仁兵衛殿

売渡申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書　酉年
　11月29日喜兵衛うり田地証文ひかへ兵介取ル］
　与田地売主喜兵衛・割元格三郎兵衛・
　目吉右衛門→兵介殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書　酉
　12月10日幸右衛門田地三郎兵衛取ル］
　り主幸右衛門・与頭次左衛門・同兵介・
　（深沢村）三郎兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書酉
　とし2月7日九兵衛田地ひかへ候］
　兵衛・割元格三郎兵衛・組頭次左衛門・
　人→仁兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　2月4日三左衛門田地ひかへ］　五郎八与田地売り王三左
　衛門・割元格三郎兵衛・与頭次左衛門他2人→仁兵衛殿

売渡申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　月13日権之介田地ひかへ］　五郎八組田地売り王権之
　助・割元格三郎兵衛・組頭次左衛門他1人→吉右衛門殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書　天
　明5年巳正月30日才九郎田地証文ひかへ］

［奥書、端 通

［端裏書1巳 寛政9年12月6日 竪紙 1通 2
7日二渡スひ

モ太郎・組頭

［端裏書：巳 寛政9年12月6日 竪紙 1通 2
ヲ11月17日
割元格三郎

E郎八与百姓

控）［端裏 享和2年2月8日 竪紙 1通 2
反ル（朱書）、

五郎八組
貴目吉右衛門

［端裏書：寛 寛政10年7月7日 竪紙 1通 2
此証文ll月

。田地売主横

他1人→五郎

控）［端裏 寛政10年7月6日 竪紙 1通 2
二取ル証文控
弓組田地売り
一衛門→当村

器裏書：丑年 寛政5年12月15日 2142－1～16は紙繕2
五郎八与田 括 （17通） 竪

門他2人→忠 紙／i通

券状、控） 寛政4年2月 竪継紙 1通 2
五郎八組

吉右衛門・

器裏書：酉年 寛政元年11月 竪紙 1通 2
］　五郎八

く左衛門・横

端裏書：酉 寛政元年12月10日 竪紙 1通 2
八与田地う
吉右衛門→

：端裏書：酉 天明9年2月7日 竪紙 1通 2
田地売主九
与右衛門他1

［端裏書：申 天明8年2月3日 竪紙 1通 2
売り主三左
仁兵衛殿

端裏書：申2 天明8年2月13日 竪紙 1通 2
売り主権之
右衛門殿

［端裏書：天 天明5年2月2日 竪紙 1通 2
郎八組田地

2127－2

2127－3

2127－4

2127－5

2127－6

2142－1

2142－2

2142－3

2142－4

2142－5

2142－6

2142－7

2142－8
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売主才九郎・割元格三郎兵衛・
衛門他1人→仁兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［天明5年巳
　正月27日作助田地証文控］
　元格三郎兵衛・与頭次左衛門・
　衛殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［天明7
　未2月9日今右衛門田地証文］
　門・割元格三郎兵衛・与頭次左衛門
　→仁兵衛殿

永代売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［天明5
　巳3月18日権左衛門田地三郎兵衛方へ渡シ証文控ひ、伺1
　枚（後欠・下書）］
　人次左衛門・

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書卯
　5月19日木久右衛門田地証文］

杢右衛門・
助殿

借用申金子之事（兵介より喜平二へかし金手形ひかへ）
　［端裏書あり］　五郎八与金かり王喜平二
　衛・横目吉右衛門他1人→兵介殿

借用申金子之事（幸左衛門借金手形、控）［端裏書
　12月25日幸左衛門へ／紙繕括付］
　衛門・請人親類彦一・

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　明5年巳正月22日次郎八売ル証文仁兵衛渡スひかへ、田地
　目録付］　五郎八与田地売主次郎八
　横目吉右衛門他2人→仁兵衛殿

売渡シ申田地証文之事（田地売券状、控）［端裏書
　明3隼卯ll月15日六郎兵衛へ渡ス］
　郎兵衛・割元格三郎兵衛・

売渡申田地証文之事（田地売券状）［端裏書
　左衛門証文田地也］

○

五左衛門・
門殿

売渡申田地証文之（事）［包紙
　文　二通市郎右衛門・
　弘化二巳年三月十三日　一通少兵衛
　売主四郎兵衛・彦兵衛・
　右衛門宛／2409～2415は一括紐／2415－1～13は1包紙］
　五郎八組田地売主彦兵衛（印），加判請人次郎左衛門（印）
　加判横目次郎右衛門・
　門・加判割元格三郎右衛門→五郎八組市郎右衛門殿

売渡申田地証文之事
　親類加判請人徳右衛門（印）加判横目次郎右衛門
　兵助・組頭次左衛門・

売渡申田地証文之事
　親類請人又兵衛（印）横目次郎右衛門
　次左衛門・

売渡申田地証文之事
　親類請人又兵衛（印）横目次郎右衛門
　次左衛門・割元格三郎右衛門→五郎八組六左衛門殿

売渡申田地証文之事　　［端裏書

組頭次左衛門・横目吉右

売券状、控）［天明5年巳 天明5年1月 竪紙　1通 2唾42－9

匠郎八組田地売主作助・割
横目吉右衛門他1人→仁兵

田地売券状、控）［天明7 天明7年2月9日 竪紙　1通 2142－10
五郎八与田地売主今右衛
衛門・横目吉右衛門他1人

田地売券状、控）［天明5 天明5年3月18日 竪紙　1通 2142一”
衛方へ渡シ証文控ひ、付1
田地売主権左衛門・組頭請
他2人ゆ三郎兵衛殿

充券状、控）［端裏書：卯 天明3年5月 竪紙　1通 2142－12
五郎八与才兵衛田地売主

）横目吉右衛門他1人→兵

二へかし金手形ひかへ） 天明3年12月26日 竪紙　1通 2142－13
り主喜平二・割元格三郎兵
穀

金手形、控）［端裏書：寅 天明2年12月 竪紙　1通 2142－14
寸］　五郎八与金借主幸左
他3人→卯右衛門

莞券状、控）［端裏書：天 天明5年1月22日 214245一ア・イは紙 2142－15一ア

文仁兵衛渡スひかへ、田地 緩括　竪紙／1通

欠郎八・割元格三郎兵衛・

差券状、控）［端裏書：天 天明3年11月13日 竪紙　1通 2142－15一イ

ス］　五郎八与田地売主六
吉右衛門他1人→兵介殿

券状）［端裏書：亥とし甚 安永8年3月 竪紙　1通 2442－16
豊田地売主甚左衛門・庄屋
（印）ゆかち新田村伸右衛

：三月廿四日与助　田地証 弘化2年3月13日 2415－1～13は1包 24謹5－1

左衛門・一通仁三右衛門 （15通）　竪継
♪兵衛・一通由兵衛　田地 紙／1通

／端裏書：彦兵衛田地市郎
紐／2415－1～13は1包紙］
加判請人次郎左衛門（印）
頭兵助・加判組頭次左衛
郎八組市郎右衛門殿

田地売主五市右衛門（印） 弘化2年3月 竪継紙　1通 2415－2

口判横目次郎右衛門・組頭
郎右衛門→少兵衛殿

組田地売主四郎兵衛（印） 弘化2年3月13日 竪継紙　！通 2415－3

‘右衛門・組頭兵助・組頭
五郎八組仁三右衛門殿

組田地売主四郎兵衛（印） 弘化2年3月 竪継紙　1通 2415－4

3右衛門・組頭兵助・組頭
五郎八組六左衛門殿

誓二四郎兵衛田地市郎右衛 弘化2年3月13日 竪継紙　1通 24葉5－5
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門宛証文控書弘化弐年三月十三日引渡］　五郎八組田地
売主四郎兵衛（印）加判請人又兵衛（印〉加判横目次郎
右衛門・加判組頭兵助・加判組頭次左衛門・加判割元格
三郎右衛門→五郎八組市郎右衛門殿

売渡申田地証文之事　深沢村五郎八組田地売主忠右衛
　門・親類請人仁八郎・横目次郎右衛門・組頭市郎右衛
　門・組頭兵助・割元格三郎右衛門（連印）→五郎八組少
　兵衛殿

売渡申田地証文之事　　［端裏書：弘化二年三月廿四日
　五郎八組売田地与助宛証文控ひ］　五郎八組田地売主藤
　右衛門・請人佐右衛門・加判横目次郎右衛門・加判組頭
　兵助・加判組頭次左衛門・割元格高頭三郎右衛門→五郎
　八組与助殿・甚兵衛殿（見消）

売渡申田地証文之事　五郎八組田地売主四郎兵衛（印）
　親類請人又兵衛（印）加判横目次郎右衛門・加判組頭兵
　助・加判組頭次左衛門・割元格三郎右衛門→親沢村由兵
　衛殿

売渡申田地証文之事　　［端裏書：天保十亥年十月廿七日
　渡ス控へ　仁兵衛方江渡ル田地下書］　五郎八組田地売
　主高頭三郎右衛門・横目次郎右衛門・組頭後兵助・組頭
　前次左衛門ゆ高頭仁兵衛殿

売渡申田地証文之事　　［端裏書：此分天保十亥年十月廿
　七日仁八郎へ渡ス　仁兵衛田地証文控ヒ］　五郎八組田
　地売主割元格高頭三郎右衛門・加判横目次郎右衛門・加
　判組頭次左衛門・加判組頭兵助・（連印）、（全印消）ゆ
　高頭仁兵衛殿

売渡申田地証文之事（控）　七兵衛・請人次兵衛→又左
　衛門殿　三郎右衛門・兵助・次左衛門・次郎右衛門

持田地証文之事（下書〉［（印）は皆同印］　深沢村五郎
　八組仲間地・次郎左衛門印・百姓惣代又左衛門・横目次
　郎左衛門・組頭市郎右衛門・組頭助左衛門・庄屋條右衛
　門（連印）→御代官所

持田地証文之事（下書）　深沢村五郎八組田地持主佐忠
　太・横目次郎左衛門・組頭市六・組頭助左衛門・庄屋三
　郎兵衛→御代官所

乍恐以書付奉願上候（下書）［2415－1－1の巻込紙］　西組
　鍛冶新田抱持茂兵衛組庄助・仁兵衛・横目・組頭・庄助
　代

指上申田地之事　　［端裏書：浦村佐忠太江　深沢村兵助1
　佐藤之分／裏書：本木与右衛門（印）屋井繁右衛門（印）］
　深沢村五郎八組田地指上ケ主兵助・横目次郎右衛門・組
　頭市郎右衛門・組頭兵助・割元格三郎右衛門（連印）→
　御代官所　　［奥書：割元佐次兵衛・割元正左衛門］

○杢右衛門売買関係

云化2年3月13日 竪継紙 1通 2415－6

云化2年2月24日 竪継紙 1通 2415－7

ム化2年3月 竪継紙 1通 24唾5－8

天保9年3月 竪継紙 1通 2415－9

天保9年3月 竪継紙 1通 2415－10

天保9年3月 竪継紙 1通 2415－11

慶応4年2月 竪紙 1通 2415－12一ア

慶応4年正月 竪紙 1通 2415－12イ

竪紙 1通 2415－12一ウ

嘉永3年11月 竪紙 1通 2415－13

入置申一札証文之事（卯年杢右衛門一札証文才兵衛地天明3年5月19日
　主人方へ売払候書付）［端裏書あり／2097～2142は紙繕
　括］　才兵衛田地売り主杢右衛門・一家売手たつ・同断
　彦助（印）ゆ三郎兵衛殿御役人中

1竪継紙1通

五郎八組地杢右衛門凪地竿入野帳　横目吉右衛門沢太 文化7年10月15日二竿横長美1冊
　郎・竿入惣兵衛・田地王郡太［11月2日田地証文相究候］　入ル

九左衛門組仁兵衛杢右衛門田地徳左衛門買取高　九左1文政6年10月22日
　衛門組三郎兵衛仁市郎籐右衛門［綴紙繕留文書一通　田
　地買取証文］

（杢右衛門・三郎右衛門等田地売買分高分ケ覚） （天保3年～9年分）

2097

1585

横長美・竪紙　11419
冊・1通

横長美　仮1冊　　1418
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深沢村／土地／売買・質入

○杢右衛門売買関係一一括形態

（カン定目録、杢右衛門地）［端裏書あり、宿紙／2097～
2142は紙繕括］

『
　
r

　
…
　
－
』
　
一
！
へ
［
　

（文化5年5月）

（午年10月30日）

文化7年11月2日

（辰年11月7日）

（辰年11月6日）

（慶応4年辰正月）

慶応4年辰正月
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ホ支1～9は紙浮差括

（15通）　切継
紙／1通

竪紙4通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪継紙　1通

竪紙　1通

竪継紙　1通

竪継紙　1通

折紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

竪紙　1通

2126－3一イ

2126－3一ウ

2126－6

2126－7

2126－8

2126－9

2054－0

2054一葉

2054－2

2054－3



深沢村／土地／争論

慶応4年辰正月 竪紙　1通 2054－4

慶応4年辰正月 竪紙　1通 2054－5

慶応4年辰正月 竪紙　1通 2054－6

慶応4年辰正月 竪紙　1通 2054－7

慶応4年正月 竪紙　1通 2630

天保10亥年3月27日 竪紙　1通 2009

辰3月 竪紙　1通 2148

　佐忠太外4名（連印）→御代官所　　［奥書：割元高橋九郎
　左衛門・小林岩右衛門（連印）］

持田地証文之事　　［裏書：池守茂右衛門・渡辺進（連印）
　→五郎八組次左衛門江］　深沢村五郎八組田地持主次左
　衛門外4名（連印）→御代官所　　［奥書：割元高橋九郎左
　衛門・小林岩右衛門（連印刀

持田地証文之事　　［裏書：池守茂右衛門・渡辺進（連印）
　→五郎八組吉兵衛江］　深沢村五郎八組田地持主吉郎兵
　衛外4名（連印）→御代官所　　［奥書：割元高橋九郎左衛
　門・小林岩右衛門（連印）コ

持田地証文之事　　［裏書＝池守茂右衛門・渡辺進（連印）
　→富岡村弥市郎江］　富岡村6抱持深沢村五郎八組田地
　持主弥市郎外4名（連印）→御代官所　　［奥書：割元高橋
　九郎左衛門・小林岩右衛門（連印）］

持田地証文之事　［裏書：池守茂右衛門・渡辺進（連印）
　→五郎八組沢次右衛門江］　深沢村五郎八組田地持主沢
　次右衛門外4名（連印〉→御代官所　　［奥書：割元高橋九
　郎左衛門・小林岩右衛門（連印）］

持田地証文之事　　［裏書：／裏書：池寺茂右衛門（印）渡
　辺進（印）→宮川新田九郎右衛門江］　宮川新田6抱持
　深沢村五郎八組田地持主九郎右衛門（印）庄屋三郎兵衛
　（印）横目次郎左衛門（印）外2名ゆ御代官所　　［奥書：
　割元商橋九郎左衛門（印）小林岩右衛門（印）］

○質入証文・小作証文

指入申証文之事（書入本途田地五郎八組高辻之内、清
　左衛門頼母子取当り候二付）［虫損］　田地指向ケ金
　子預り主兵助・親類請人弥右衛門四郎兵衛（連印）→五
　郎八組御役人衆中

預り申田地之事（小作証文、下書）　深沢田地預り主
　六左衛門・請人与頭次左衛門・加右衛門他1人→五左衛門
　殿

（天保6年）酉4月18日 折紙・ 横長美 3 2038
通・仮1冊

天保7申年2月 竪継紙 1通 2039

天保9年閏4月7日 751×783 1袋 （i 1814
枚）

包紙・615×52513113
1包（1枚）　　　1

嘉永2酉年10月10日

2036－0包紙1枚天保10亥年3月

争論

O西方寺田地一件

田地水入目録、井（年貢御割付諸役米・田地下り目録）
　掛持田地売主鍛治新田九郎左衛門→長岡四郎丸西方寺殿

差上申田地之事（田地御公儀様へ指上御手当金請取証
　文）［裏書1柳町作右衛門・太田定有衛門（連印）→長岡
　四郎丸西方寺殿］　掛持田地指上王鍛治新田九郎左衛
　門・横目・組頭・割元格三郎右衛門4名（連印）→御代官
　所　　［奥書：割元村之助・園左衛門（連印）］

天保九戌年閏四月七日向川原西方寺名持川欠付残南境
　立合内分見絵図　三郎右衛門・兵助・籐右衛門・治郎
　右衛門、西方寺代浄教寺・団六・源右衛門・仁兵衛代仁
　兵衛下男也市蔵［此絵図之通ニシテ西方寺へ遣ス／名持
　竿入三郎兵衛控］

（天保九戌年閏四月七日向川原西方寺地立逢分見絵図）
　西方寺代団六浄教寺・河内代市蔵・五郎八九左衛門役人
　惣出［嘉永2酉年10月10日兵助西方寺6借用致持参絵図之
　通写、一一枚兵助へ一枚此包二入］

○西方寺田地一件一一括形態

西方寺田地一条（包紙）［包書：天保9戌年4月7日南地境
　向川原内分見麓絵図共入　此田地天保10亥年3月29日兵助

一53一



深沢村／土地／争論

6請取／枝1－7包紙・紙維付］

売渡申田地証文之事　深沢村五郎八・九左衛門組抱持田 天保8酉年4月18日 竪継紙　1通 2036－1

地売主九郎左衛門・横目・組頭・庄屋市郎左衛門・割元
格三郎右衛門6名→長岡四郎丸西方寺殿

田地水入目録　　［包書：田地目録　西方寺6天保10亥年4 天保7申年2月 包紙・折紙　1包 2036－2

月13日兵助6請取］　掛持田地売主鍛治新田九郎左衛 （1通）

門・横目・組頭・割元格三郎右衛門4名（連印）→長岡四
郎丸西方寺殿

（南地境向川原内分見麓絵図） 竪紙　2枚 2036－3

（南地境向川原内分見麓絵図）［虫損ひどく不開］ 竪紙　2枚 2036－4

田地竿入目録（井小作人別割地間数覚）　掛持田地売 天保8酉年5月 折紙・美半 2036－5
主鍛治新田九郎左衛門ゆ長岡四郎丸西方寺殿 1通・仮1冊

売渡田地証文之事　［端裏書：天保10亥年3月28日西方寺 天保10亥年3月 竪継紙　1通 2036－6

田地兵助買取　五郎八・九左衛門組共］　深沢村五郎八
組九左衛囲組抱持田地売主西方寺・請人外5名（連印）→
五郎八組組頭兵助殿

覚（年貢御割付諸役米）田地下り目録　五郎八・九左 天保10亥年3月 折紙　1通 2036－7

　衛門組抱持西方寺・請入源右衛門（連印）→兵助殿

〇
九
郎 左衛門西方寺田地一巻（包紙）［枝14包紙］ 包紙　1枚 2037－0

指上申田地之事（田地御公儀様へ指上御手当金請取証
　文）［端裏書：差上田地御裏書証文控天保7申年2月9日夜

天保7申年2月 竪継紙　1通 2037－1

西方寺方江渡ス／裏書：柳町作右衛門・太田定右衛門→
長岡四郎丸西方寺殿］　掛持田地差上主鍛治新田村九郎
左衛門横目、組頭、割元格4名→御代官所　　［奥書：割元
村之助・園左衛門］

田地返り証文之事　四郎丸西方寺→鍛治新田九左衛門殿 天保7申年2月9日 竪継紙　1通 2037－2

田地水入目録、覚（年貢御割付諸役米〉、田地下り目
　録　　［下書2通共］　掛持田地売主鍛治新田九郎左衛門外

天保7申年2月 折紙　3通 2037－3

4名（連印）→上組四郎丸村西方寺殿

差上申田地之事（田地御公儀様へ指上御手当金請取証
　文）［裏書：柳町作右衛門・太田定右衛門仲長岡四郎丸西

天保7申年2月 竪継紙　1通 2037－4

方寺殿］　掛持田地指上主鍛治新田村九郎左衛門・横
目・組頭・割元格4名（連印）→御代官所　　［奥書：割元
村之助・園左衛門］

乍恐口皇書を以奉願上候（仁兵衛弟九郎左衛門分縁仕
　度御局訳ケ願）　掛持仁兵衛（印無）庄屋代・横目・

天保7申年2月 竪継紙　1通 2037－5

割元格三郎右衛門（連印）→御代官所

売渡申田地証文之事　深沢村五郎八・九左衛門組抱持鍛 天保8酉年4月18日 竪継紙　1通 2037－6
治新田九郎左衛門・横目・組頭・庄屋・割元格6名→長岡
四郎丸西方寺殿

田地水入目録 折紙　三通 2037－7

（御内談之趣御頼状〉　仁兵衛 16日 折紙　1通 2037－8

○正林寺円元寺田地出入

正林寺円元寺田地出入留書長4月1旧円元寺申分之通
　御裁許　五郎八組役人三郎兵衛・彦右衛門・兵助・此左

寛政6年3月3日6 横長美　1冊 1441

衛門［四月十一日二円元寺申分之通り御裁許仰付事］
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深沢村／貢租・諸懸／願書

貢租・諸懸

願書

（村方困窮につき荏大豆御赦免願）［前欠］　深沢村庄屋 享保9年 竪継紙　1通 2260
三郎兵衛・同茂市良・組頭与右衛門他5人（印）→御代官
所

（新田開発等願書）［24874～3紙緩括／共に卯御年貢米一 明和2年正月 竪継紙　1通 2487－1

紙目録2通あり／前欠］　庄屋五右衛門・与頭本助→御代
官所

乍恐口上書を以奉願候御事（西組十八ヶ村定免願） 明和3年7月 竪継紙　1通 2500－1

西組十八ヶ村［枝2を1で巻込］　深沢村五郎八組庄屋五
左衛門・与頭甚右衛門次右衛門他93名（連印）→御代官
所　　［奥書1割元弥右衛門・茂左衛門・伝次右衛門・雲
八］

乍恐書付を以奉願候事（諸入用指出し高二付御引米割 安永2年7月20日上ル 横切継紙　i通 2500－2

合二而御願）　富岡村・与右衛門善介組・五郎八九左衛
門組・茂兵衛［枝2を1で巻込］　村々庄や・与頭ゆ御代
官所

差出案文覚（百姓持高之儀古検地御改二付増減出来、 寛政9巳年正月 横切継紙　i通 3207
持高帳御改願連判一札）［正月20日二写スひかへ／紙帯
一括：3188～3215］　村役人不残印→割元所

乍恐口上書を以奉願上候（五郎八組分、当年明御改之 文化12年2月 竪継紙　1通 2573
節川欠ケ所共御改之上年季皆無願　控）［端裏書：2
月15日上ルひかえ、同17日二引取り申候、ほか／貼紙
多・虫損大］　三郎兵衛・吉右衛門・次左衛門・兵介ゆ
御代官所

（米買下二付御切手下付願）　深沢村割元格三郎右衛 文政12年4月 竪継紙　1通 1843
門・組頭兵助次左衛門・横目次郎左衛門→御代官所

（年々出水毎地形転変二付見分願下書）［前欠］　1晒 万延元年正月 竪継紙　1通 3054
組深沢村→御代官所

乍恐以書付奉願上候（満水にて川欠、又雪代出水川欠 万延元申年閏3月 竪継紙　1通 3472
二付御見分皆無願書）　西組深沢村九左衛門組荘右衛
門・五郎八組三郎左衛門ゆ御代官所

（下川原前嶋本高嘉永三戌年御免帳より安政二卯年ま （万延元年）申4月 横半半折　仮1冊 3523
で御免帳写、御免改願）　五郎八組

（年季御改之儀御日延べ願につき書状）（割元中西蔵） 4月25日 横切継紙　2通 2159

（年明御改の件に付村役印持参の上町宿へ出張依頼の 5月ll日 竪継紙　1通 2153
書状）　仁兵衛ゆ定吉様他2人

（当年悪作二付米納減免願）［紙裏使用：乍恐口上書を以 竪継紙　1通 3052
奉願上候事（当年悪作二付米納納方減免願）深沢御蔵方
村々印・槙下御蔵方同断→御代官所　安永2年］　両（深
沢・槙下）蔵共役人衆→御代官所

〇九左衛門組

（九左衛門組諸願一括）［2071－1－9は紙瑳括／枝1は村・ （明和元～安永8年） 枝140は1紙緩括 2071－0
諸願へ］ （10通）

差上申証文之事（九右衛門組進退罷ならず、田地売渡 年号月日 竪紙　1通 2071－2
に付裏判願、下書）　深沢九左衛門組　庄屋・与頭・
百姓

1
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醒轟灘 明和元年申閏12月 竪継紙　1通 2071－3

沢村九左衛門
割元雲八殿・
元弥右衛門殿
割元伝次右衛

］

衛門組より悪 安永3年午2月 竪継紙　1通 2071－4

衛門紐［端裏
殿方加筆二而］

衛門・長次郎
代官所　　［奥

衛門組より悪 安永8年亥2月 竪継紙　1通 2071－5
騒門組　百姓次
頭忠右衛門・

承応2年深沢 明和2年酉 竪継紙　1通 2071－6

鞭除鹸
鞠代官所

門組承応2年 明和元年申閏12月 竪継紙　1通 2071－7
折、嶋地悪作
沢九左衛門組
）→割元雲八
割元弥右衛門

三衛門組より 寅年（明和7年） 竪継紙　1通 2071－8
左衛門組［袖

監衛門組より 寅年（明和7年〉 竪継紙　1通 2071－9
左衛門組

承応2巳年深 明和2年酉1月 竪継紙　1通 2040
毛々庄屋九左
舜、悪所にて
門組［貼紙多］

承応2巳年深 明和2酉 竪継紙　1通 2041
篭々庄屋九左
斤、悪所にて
衛門組［端裏
五左衛門・組

斤持田地地狭
願書、下書）

安永8年3月 竪継紙　1通 2498

末尾巻込有：
九左衛門組庄
新他長百姓2名
割元伝次右衛

離手当嘆願書 寛政8年3月 竪継紙　1通 2572
衛門組庄屋三
人→御代官所

同伝次右衛

事手当年明願 享和元年3月 竪継紙　1包（1通） 2152
［包書：上、

図月10日二割，
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深沢村／貢租・諸懸／願書

多し］　九左
欠郎兵衛他2人
左衛門・仁兵

月願書、御付 文化3年3月 竪継紙　1通 2261
書御付札共二
屋三郎兵衛・
→御代官所

左衛門・同儀

当年明御改 文化12年2月 竪継紙　1通 2574
空）［端裏書：

持出し引取り
門・市右衛門

弓組拾ケ年皆 文化12亥年2月 竪継紙　1通 2771
嚢市太郎（印）

1御減少願） 天保8年ll月 枝1・2は1包（2通） 2590－1

］　西組深沢 竪継紙／　1通
転門→御代官

願）［虫損大］ 天保8年11月 竪継紙　i通 2590－2

組頭藤右衛門

F均の儀、茂 安政6年9月27日 枝1・2は1包（2通） 2363－1

）［包紙：上 包紙・竪継紙／1
深沢村九左 通

八組横目次郎
割元格三郎左

拝均の儀、茂 安政6年9月23日 竪継紙　1通 2363－2

端裏書：安左
左衛門組組頭
郎右衛門・組
β左衛門（印）

癖均の儀、 茂「安政6年9月29日 包紙・竪継紙　1 2364
包紙：上　深・ 包（1通）

月組組頭金左i
目次郎右衛門…
印）割元格三1

i
・高二付御暦 横長半　仮1冊 1658

九左衛門1
［

　　　　　　1

鞭誰矯
　　　　　　l
　　　　　　l
　　　　　　［
翔評議下されi

竪継紙　1通

横切継紙　1通

2063

2145
与頭→御代官

付、上三ケ 年号月日 横切継紙　1通 3118
畦御座旨　下i
宛奥書］　　l
　　　　　　l
　　　　　　し　　　　　　1

元衆へ上ルひかい／包紙に朱書あり／付箋多
衛門組庄屋三郎兵衛・組頭藤左衛門・百姓次1
ゆ御代官所　　［奥書：割元村之助・同善左
衛・伝次右衛門］

乍恐口上書を以奉願上候御事（御手当年
　札共）［端裏書：文化3寅年3月御手当年明1
　写シ控へ／付札付］　深沢村九左衛門組差
　組頭藤右衛門・長百姓忠右衛門他2人（巨
　［奥書：割元伝次右衛門・同正右衛門・同‘
　左衛門〕

乍恐口上書を以奉願上候（九左衛門組分、
　之節川欠ケ所共御改之上年季皆無願　控
　此分2月15日二指出し候、同17日二次左衛門ま
　申し事／貼紙・朱記し・虫損大］　沢右衛F
　仲御代官所

乍恐口上書を以奉願上候（深沢村九左衛門
　無願井諸役御免願）　庄屋沢太郎・組頭
　→御代宮所

乍恐口上書を以奉願上候（嶋地役高2［
　［包書：上、西組深沢村九左衛門組／虫損大：
　村九左衛門組庄屋代市郎左衛門・組頭藤右1
　所

乍恐口上書を以奉願上候（諸役高御減少屑
　西組深沢村九左衛門組庄屋代市郎左衛門・1
　（印）ゆ御代宮所

乍恐以書付奉願上候（水難にて割地軒前導
　兵衛組不承知に付三組呼出し願、下書
　深沢村五郎八組九左衛門組／2363－2を訂正］
　衛門組組頭金左衛門・庄屋荘右衛門・五郎．
　右衛門・組頭仮役兵助・組頭市郎右衛門・1
　衛門（連印）消ゆ御代官所

乍恐以書付奉願上候（水難にて割地軒前斗
　兵衛組不承知に付三組呼出し願、控）［1
　衛門方二而荘右衛門預り候分］　深沢村九】
　金左衛門・庄屋荘右衛門・五郎八組横目次1
　頭仮役兵助・組頭市郎右衛門・割元格三郎
　消→御代官所

乍恐以書付奉願上候（水難にて割地軒前平均（
　兵衛組不承知に付三組呼出し願、控）［包紙
　沢村五郎八組九左衛門組］　深沢村九左衛門組
　衛門・庄屋荘右衛門・深沢村五郎八組横目次、
　（印）組頭仮役兵助（印）組頭市郎右衛門（印）
　郎左衛門（印）→御代官所

畿篇響畑
暗

山高
．

漆
辰

手山
覚

田
上

新
口

古
之

途
願
人

本
捨
役

（

乍恐口上書を以奉願侯御事（九左1
　沢五郎八組・茂兵衛組6指上ク
　［後欠］　深沢村九左衛門組庄屋組頭

乍恐（困窮至極二付別紙願書之通り宜敷御言
　度き旨、下書）（深沢九左衛門組）庄屋・与
　所

口上覚（深沢村九左衛門組願之件御尋1
　村・富岡村年限願同様之願申上候心底
　書）［村々心底吟味之儀二付割元より代官ア
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○深沢御蔵組

乍概灘を驕囎繋i歎翻鰍綬轡欝 安永3年10月12日 竪紙　1通 2295

［2271～2295は紙繕括］　深沢御蔵組五郎八与・九左衛門
与・茂兵衛組・かち新田・親沢村・沢新田・下条村→御
代官所

深沢御蔵組納米（津出）願書（御蔵組）

　　　　　　　　　　　　■
文政7年～嘉永7年 横長美　1冊 602

深沢御蔵組納米（津出）願書（御蔵組）
　　　　　　　　　　　　　　　　、

文政7年～嘉永7年 横長美　1冊 603

乍恐以口上書奉願上候（御蔵組村々悪田多く砕死米多
　二付御年貢半分上北両御蔵之内の立用米を相詰度願
　書，控）西組　沢新田村又兵衛組・下条村佐次兵衛組・

天保4巳年10月 竪継紙　i通 2021－5

下条村・沢新田村・親沢村・鍛冶新田村・深沢村九左衛
門組・深沢村茂兵衛組・深沢村五郎八組割元格三郎兵衛
外村々庄屋組頭横目20名→御代官所

（立用米願書　控　深沢御蔵組）［包書：上　天保4巳年 天保4巳年10月 包紙・竪継紙　数 3465
10月14日上ル控／包を紙帯括／鼠損ひどく不開、包内通 通
数不詳］

（立用米願書　深沢村）［包書：天保□／鼠損ひどく不開］ 天保 包紙・竪継紙　4
通

3468

乍恐口上書を以奉願上候御事（御米見衆御法二付願口
　上書）　深沢御蔵組

竪継紙　1通 1841

○廻米

乍恐以書付奉願上候（御年貢買次として片貝池田屋伝
　右衛門伊丹屋与四郎方へ送度出穀御免御切手被下度
　願書　下書）［枝1－8紙繕括］

安政5午年9月4日 横切継紙　1通 3473－6

乍恐以書付奉願上候（御年貢買次として片員池田屋伝
　右衛門伊丹屋与四郎方へ米四百俵送度出穀御免御切
　手被下度願書　下書）［枝1書紙縫括／鼠損］　西組深
　沢村五郎八組組割元格三郎左衛門・組頭市郎右衛門・組

安政6未年10月23日 竪継紙　1通 3473－3

頭仮役兵助・横目次郎右衛門帥御代官所

卜九日御出役先 文化3年2月 横半半折仮1冊 762

騨紬瀟

弓組［御蔵へ上 丑2月 横半半折仮1冊 690
官所

弓組［御蔵へ上 午2月 横半半折仮1冊 689
1）ゆ御代官所

翫［御蔵へ上ル 未8月 横半半折　仮1冊 692

阻［御蔵へ上ル 亥5月 横半半折　仮1冊 691－1
主屋沢太郎・組

御蔵へ上ル控］ 亥5月 横半半折　仮1冊 691－2

損地・毛付

○皆無差出

（丑之年季皆無指出シ）（五郎八組）［三月廿

　へ上ルひかへ／朱書：二月七日二蔵へ上ル
　郎八組割元格三郎右衛門・組頭兵助次左衛
　右衛門ゆ御代官所

丑ノ年季皆無指出シ（町反改）　九左衛門
　ル控］　庄屋沢太郎・組頭籐右衛門→御代徳

午ノ年季皆無指出シ（町反改）　九左衛門
　ル控へ］　庄屋沢太郎・組頭籐右衛門（印
　［奥書：割元□左衛門条左衛門〕

当一ケ年皆無指出シ（町反改）　五郎八組
　控］　三組→御代官所

亥年季皆無指出シ（町反改）　九左衛門組
　控、枝1・2紙繕結、括り付け文書1通］　庄
　頭籐右衛門→御代官所

亥年季皆無指出シ（町反改）　五郎八組［
　庄屋沢太郎・組頭籐右衛門→御代官所
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（午之年季皆無指出シ）（五郎八組）［五月十八日御改先へ 横半半折　仮
遣ス／朱書：二月十九日蔵へ上ル控へ／末書：両組分十
四冊相認、書役孫一・書手沢太郎吉右衛門兵助］

○皆無小帳

卯年皆無小帳　五郎八組 延享4年12月2日 横長美　1冊

卯年皆無小帳　九左衛門組 延享4年12月2日 横長美　1冊

年々新田皆無高小帳　九左衛門組 寛延元年H月 横長美　1冊

年々新田皆無高小帳　五郎八与 寛延元年ll月 横長美　1冊

未年皆無小帳’五郎八組 寛延4年ll月 横長美　1冊

未年皆無小帳　九左衛門組 寛延4年ll月 横長美　1冊

申ノ皆無割直シ小帳　九左衛門組 天明8年ll月11日より 横長美　1冊

（午年皆無割帳目録）（五郎八組） 文化2年 横長美　仮1冊

○秋悪所差出

悪所高相改仕出シ帳　五郎八組・九左衛門組 天明5年11月7日改ル 横長美　1冊

酉ノ悪所当皆無指出し　五郎八組　横目吉右衛門・組頭 酉（文化10年）9月 横半半折　1冊
次左衛門兵助・割元格三郎兵衛→御代官所

寅之秋悪所指出し　深沢村五郎八組　横目次郎右衛門・ 文政13年8月 横半半折　1冊
組頭次左衛門兵助・割元格三郎右衛門（印）→御代官所

寅之秋悪所指出し　五郎八組　横目次郎右衛門・組頭次 文政13年8月 横半半折（枝1
左衛門兵助・割元格三郎右衛門→御代官所 合冊）　1冊

寅之秋悪所指出し　五郎八組　横目次郎右衛門・組頭次 文政13年8月 横半半折　1冊
左衛門兵助・割元格三郎右衛門→御代官所

寅ノ秋悪所当皆無指出し　五郎八組横目次郎右衛門・ 文政13年8月 横半半折　1冊
組頭次左衛門兵助・割元格三郎右衛門→御代官所

巳之秋悪所指出し　深沢村九左衛門組　組頭籐右衛門・ 天保4年8月 横半半折　1冊
庄屋代市郎左衛門（印）ゆ御代官所

巳之秋悪所指出し　深沢村九左衛門組　組頭籐右衛門・ 天保4年8月 横半半折　1冊
庄屋代市郎左衛門（印）→御代官所　　［奥書：割元村之
助与兵衛（印）］

申秋悪所指出　九左衛門組［八月廿九日上ル控〕　組頭籐 天保4年8月 横半半折　1冊
右衛門・庄屋代市郎左衛門（印）ゆ御代官所　　［奥書：
割元村之助園左衛門（印）］

巳之秋悪所指出し　深沢村九左衛門組［割元町反改八月 天保4年8月 横半半折　1冊
廿五日上ル控イコ　組頭籐右衛門・庄屋代市郎左衛門
（印）～楚御代官所　　［奥書：割元村之助与兵衛］

巳秋悪所指出し　深沢村五郎八組割元格三郎右衛門（印） 天保4年巳8月 横半半折　1冊
組頭兵助・次左衛門（印）横目次郎右衛門（印）→御代
官所　　［奥書1割元村之助（印）与兵衛（印）］

巳秋悪所指出し　深沢村五郎八組 巳（天保4年） 横半半折　1冊

巳秋悪所指出し　深沢村五郎八組横目次郎右衛門・組頭 天保4年 横半半折　1珊
次左衛門兵助・割元格三郎右衛門（印）→御代宮所

寅之秋悪所指出し　五郎八組　横目次郎右衛門・組頭次 天保4年 横半半折　1冊

仮1冊

・2

761

684

685

5

6

686

687

688

834

673

442

439

440－1

452

、453

1424

428

434

437

3525

426

427

431

一59一



深沢村／貢租・諸懸／損地・毛付

左衛門兵助・割元格三郎右衛門→御代官所

巳之秋悪所指出し　深沢村五郎八組
　組頭次左衛門兵助・割元格三郎右衛門（印）→御代官所
　［奥書：割元村之助与兵衛］

申秋悪所差出
衛門（印）→御代官所　　［奥書

　（印）1

申秋悪所差出

錫鴇晃轟若葡湘撞灘所組弊欝期
　兀村之助園左衛門（印）］

申秋悪所指出
頭籐右衛門・庄屋代市郎左衛門→御代官所

申之秋悪所差出　・
　出ル控］　組頭籐右衛門・
代官所

申秋悪所差出
　目次郎右衛門・組頭次左衛門兵助
　（印）→御代官所

申秋悪所指出　九左窺門輝
　衛門→御代官所

申之秋悪所指出　五郎八組［綴結合冊］
　門・組頭次左衛門兵助・割元格三郎左衛門→御代官所

申之秋悪所指出
　は両組合わせて…冊］
　次左衛門兵助・割元格三廓左衛門／九左衛門組組頭籐右

衛門・庄屋代市郎左衛門→御代官所

申秋悪所指出
衛門（印）→御代官所　　［奥書

　（印）］

申之秋悪所指出
横目次郎右衛門
ゆ御代宮所

・組頭次左衛門兵助

丑之秋悪所指出（下書）
　宿紙］　横目次郎右衛門・”

　座条右衛門→御代官所

寅之秋悪所指出
　衛門兵助・割元准座條右衛門ゆ御代官所
　大森佐次兵衛水澤條左衛門］

辰之秋悪所指出シ（雛形）
　門・組頭動郎右衛門兵躰・割元准座条右衛門→御代官所
　［奥書：割兀何野誰何ノ誰］

寅之秋悪所指出し

寅之秋悪所差出し

寅之秋悪所指出し

寅之秋悪所差出し
　九左衛門組

九左衛門組

輿
可組三

深沢村五郎八組

　　　　　・茂兵衛組）

巳之秋悪所指出シ

寅ノ秋悪所指出シ　深沢村九左衛門組

弓→御代官所

郎八組　横目次郎右衛門・ 天保4年 横半半折　1冊 438
郎右衛門（印）→御代官所

欝轍赫繕喬 天保7年8月 横半半折　1冊 421

元〆格へ三組寄せ壱冊上ル、 天保7年8月 横半半折　1冊 422
次些離讐規組灘閣

組［三郎右衛門手本］　組 天保7年8月 横半半折　1冊 423
→御代官所

門組［八月廿二日町反改二 天保7年8月 横半半折　1冊 430
屋代市郎左衛門（印）→御

廿九日御検見上ル控］　横 天保7年8月 横半半折　1冊 441

犠朧編幣門
縫鵬辮屋代市郎左 天保7年8月 横半半折　i冊 445

駁結合冊］　横目次郎右衛 天保7年8月 横半半叛（枝1・2 446－1
三郎左衛門→御代官所 合冊）　1冊

欝骸騰騨礁 天保7年8月 横半半折（枝1・2
合冊）　1冊

44昼2
衡門／九左衛門組組頭籐右
官所

攣螺赫繕喬 天保7年8月 横半半折　1冊 448

概黛薦線謝1 天保7年8月 横半半折　1冊 45窪

1線締灘墓灘 嘉永6年8月 横半半折　1滞 443

縢辮門躍響蝋莞 嘉永7年8月 横半半折（枝1・2
合冊）　1冊

440－2

五郎八組　横目次郎右衛
ロ准座条右衛門→御代官所

安政3年8月 横半半折　1冊 444

寅 横半半折　1冊 425

寅 横半半折　1冊 433

八組 寅 横半半折　1冊 435

［後半合冊］（五郎八組・ 寅 横半半折　1冊 447

［割元直し控へ］ 巳 横半半折　1冊 449

衛門組組頭戸右衛門 ・i巳 横半半折　1冊 450
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