
深沢村／貢租・諸懸／損地・毛付

　庄屋代市郎左衛門（印）→御代官所　　［奥書
　助与兵衛（印）］

寅ノ秋悪所指出シ　九左衛門組　組頭戸右衛門
　市郎左衛門→御代官所

申之秋悪所差出し　深沢村五郎八組・茂兵衛組
　門組

（秋悪所指出）（五郎八九左衛門茂兵衛組分）

（秋悪所指出）

覚（高反別悪所書上）

○悪所御引米割帳

午年悪所御引米割帳　九左衛門組　徳左衛門
　（連判）

午歳悪所御引米割帳　本田組

酉年悪所御引米割帳　本田組　与右衛門・
　判）

酉之年悪所御引米割帳　深沢村五郎八組
　甚右衛門・横目吉右衛門外（連判）

卯年悪所御引米割帳　九左衛門組　与頭徳左衛門
　衛門外（連判）

卯年悪所御引米割帳　深沢村五郎八組
　右衛門・横目吉右衛門外（連判）

辰年悪所御引米割帳　九左衛門組　与頭徳左衛門
　衛門外（連判）

辰年悪所御引米割帳　五郎八組［後欠］（金助）外（連
　判）

未年悪所御引米割帳　九左衛門組　与頭徳左衛門
　衛門外（連判）

未年悪所御引米割帳　五郎八組　横目賀右衛門
　兵衛甚右衛門外（連判）

子悪所御引米割帳　深沢九左衛門組　組頭徳左衛門
　九郎外（連判）

（子年悪所御引米割帳）　五郎八組
　門・横目賀右衛門外（連判）

午悪所御引米割帳　九左衛門組　組頭三助・百姓善九郎
　外（連判）

午悪所御引米割帳　五郎八組　与頭次左衛門甚右衛門
　横目加右衛門外（連判）

未悪所御引米割帳　五郎八組　与頭次左衛門甚右衛門
　横目嘉右衛門外（連判）

酉悪所御引米割帳　九左衛門組　組頭三助・
　外（連判）

戌悪所御引米割帳　五郎八組与頭次左衛門甚右衛門
　横目嘉右衛門外（連判）

丑悪所御引米割帳　九左衛門組　組頭三助ド

割元村之

テ門・庄屋代 巳 横半半折　1冊 454

組・九左衛 申 横半半折　1冊 432

横半半折　王冊 429

横半半折　1冊 436

横長美　仮1冊 3566

善九郎外 享保ll年11月 横長美　1冊 367

享保ll年11月 横長美　1冊 368

一兵衛外（連 享保14年11月 横長美　i冊 369

声頭十兵衛・ 寛保元年11月 横長美　1冊 370

衛門・小右 延享4年ll月 横長美　1冊 371

十兵衛・甚 延享4年ll月 横長美　1冊 372

衛門・小右 寛延元年11月 横長美　1冊 373

助）外（連 寛延元年11月日 横長美　1冊 374

衛門・籐右 寛延4年11月 横長美　ユ冊 375

門・与頭十 寛延4年ll月日 横長美　1冊 376

左衛門・善 宝暦6年12月 横長美　1冊 377

衛門甚右衛 宝暦6年12月 横長美　1冊 378

百姓善九郎 宝暦12年11月 横長美　1冊 379

甚右衛門・ 宝暦12年ll日 横長美　1冊 380

甚右衛門・ 宝暦13年ll月日 横長美　1冊 381

百姓善九郎 明和2年ll月日 横長美　1冊 382

甚右衛門・ 明和3年ll月日 横長美　1冊 383

百姓善九郎 明和6年11月日 横長美　1冊 384
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　外（連判）

丑悪所御引米割帳　五郎八組　横目嘉右衛門
　衛門甚右衛門外（連判）

寅悪所御引米割帳　九左衛門組　組頭忠右衛門
　九郎外（連判）

寅悪所御引米割帳　五郎八組　横目嘉右衛門
　衛門甚右衛門外（連判）

丑悪所御引米割帳　五郎八組　与頭次左衛門兵助
　吉右衛門外（連判）

丑悪所御引米割帳　九左衛門組
　門・善九郎外（連判）

寅悪所御引米割帳　五郎八組　与頭次左衛門兵助
　吉右衛門外（連判）

寅悪所御引米割帳　九左衛門組
　百姓善九郎外（連判）

卯之悪所御引米割帳　九左衛門組
　門・百姓善九郎外（連判）

卯之悪所御引米割帳　五郎八組
　目吉右衛門外（連判）

辰之悪所御引米割帳　九左衛門組
　門・百姓善九郎外（連判）

巳之悪所御引米割帳　九左衛門組
　九郎外（連判）．

午之悪所御引米割帳　五郎八組
　目吉右衛門外（連判）

未ノ悪所御曳米割帳　九左衛門組
　九郎外（連判〉

未ノ悪所御曳米割帳　五郎八組
　目吉右衛門外（連判）

申悪所御引米割帳　五郎八組［一部鼠損］　組頭次左衛
　門兵助・横目吉右衛門外（連判）

丑之悪所御引米割帳　五郎八組　割元格三郎兵衛（印
　無）・横目吉右衛門・組頭兵助次左衛門外（連判）

申悪所御引米割帳　九左衛門組　庄屋格組頭忠右衛門・
　善九郎外（連判）

（悪所御引米割帳）　九左衛門組［天部鼠損］　庄屋格忠
　右衛門外（連判）

寅之悪所御引米割帳　五郎八組　割元格三郎兵衛（印
　無）・横目吉右衛門・組頭兵助次左衛門外（連判）

卯之悪所御引米割帳　五郎八組　割元かく三郎兵衛（印
　無）・横目吉右衛門・組頭兵介次左衛門外（連判）

辰之悪所御引米割帳　五郎八組　割元格三郎兵衛（印
　無）・横目吉右衛門・組頭兵介次左衛門外（連判）

巳ノ悪所御引米割帳　九左衛門組　組頭籐右衛門・善九
　郎外（連判）

巳之悪所御引米割帳　五郎八組　横目吉右衛門・組頭兵

衛門・与頭治左 明和6年12月日 横長美　1冊 387

右衛門・百姓善 明和7年11月 横長美　i冊 385

衛門・与頭治左 明和7年H月 横長美　1冊 386

衛門兵助・横目 天明元年H月5日 横長美　1冊 390

かく組頭忠右衛 天明元年11月日 横長美　1冊 389

衛門兵助・横目 天明2年11月23日 横長美　1冊 392

組頭忠右衛門・ 天明2年11月日 横長美　1冊 391

屋格組頭忠右衛 天明3年H月13日 横長美　1冊 393

左衛門兵助・横 天明3年11月13日 横長美　1冊 394

屋格与頭忠右衛 天明4年11月10日 横長美　1冊 395

格忠右衛門・善 天明4年11月10日 横長美　1冊 396

左衛門兵助・横 天明6年11月8日 横長美　1冊 397

格忠右衛門・善 天明7年11月23日 横長美　1冊 398

左衛門兵介・横 天明7年11月23日 横長美　1冊 399

天明8年ll月18日

天明8年11月18日

天明8年ll月20日

寛政4年□月16日

横長美　1冊　　　401

横長美　1冊　　　402

横長美　1冊　　　400

横長美1冊　　99

寛政6年閏11月4日　　　横長美　1冊　　　403

寛政7年12月日

寛政8年ll月12日

寛政9年11月8日

寛政9年11月日

横長美　1冊　　　404

横長美　1冊　　　405

横長美　1冊　　　406

横長美　1冊　　　407
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　介・次左衛門外（連判）

未ノ悪所御引米割帳
　郎外（連判）

未ノ悪所御引米割帳
　衛門外（連判）

申ノ悪所御引米割帳
　郎外（連判）

申ノ悪所御引米割帳
　助次左衛門外（連判）

卯ノ悪所御引米割帳
　助次左衛門外（連判）

申悪所御引米割帳
　次左衛門外（連判）

悪所御引米割帳
　外（連判）

悪所御引米割帖
　左衛門外（連判）

悪所御引米割帳
　門外（連判）

悪所御引米割帳
　門兵助外（連判）

未ノ悪所御引米割帳
　門・

悪所御引米割帳
　右衛門助左衛門

悪所御引米割帳
　右衛門助左衛門

悪所御引米割帳
　衛門市郎右衛門

（割元用状
　紙の通、
　［宛書：

　衛門様

○引米目録

　左衛門組

子年免損米割帳

午之御引米目録

午之御引米目録

辰御引米目録

（御引米目録）［前・

□□御引米目録

御引米目録

　五郎八組

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

横目吉右衛門外（連判）

　　　　　五郎八組
　　　　　・横目次郎右衛門外（連判）

　　　　　五郎八組
　　　　　・横目次郎右衛門外（連判）

　　　　　五郎八組
　　　　　・横目次郎右衛門外（連判）

　　　五郎八組・九左衛門組毛見悪所引二付別
　　御免帳近日中指上度候　付、別紙引方）
　御報／紙面に青線あり］　酒井頓八→高頭三郎右

九左衛門組　組頭籐右衛門・善九

五郎八組　吉右衛門・兵介・次左

九左衛門組　組頭籐右衛門・善九

五郎八組　横目吉右衛門・組頭兵

五郎八組　横目吉右衛門・組頭兵

　　　　横目吉右衛門・組頭兵助

　　　組頭戸右衛門・百姓善九郎

　　横目次郎右衛門・組頭兵助次

　　　組頭籐右衛門・百姓松右衛

　　横目次郎右衛門・組頭次左衛

五郎八組　与頭甚右衛門次左衛

　　割元格三郎左衛門・組頭市郎

　　割元准座條右衛門・組頭市郎

　　割元准座條右衛門・組頭助左

（□米引ケ米年々付立帳、断簡）［破損甚］

　　　　　　　　九左衛門組

　　　　　　　　五郎八組

　　　　　　　　九左衛門組［後欠］

　　　　　　　九左衛門組［鼠損甚大］

　　　　　　　　　後欠］

　　　　　　　　五郎八組

　　　　　　九左衛門組［後欠］

五郎八組九i

寛政li年10月10日 横長美 1冊 408

寛政ll年ll月10日 横長美 1冊 409

寛政12年ll月23日 横長美 1冊 410

寛政12年ll月24日 横長美 1冊 411

文化4年11月13日 横長美 1冊 4唾2

文化9年11月8日 横長美 1冊 413

文政12年1王月 横長美 1冊 414

天保5年ll月 横長美 1冊 415

天保9年11月 横長美 1冊 416

天保9年ll月 横長美 1冊 417

嘉永4年11月23日 横長美 1冊 388

テ延元年11月 横長美 1冊 4壌8

万延元年11月 横長美 1冊 419

慶応2年11月 横長美 1偲 420

1月17日 横切紙 2通 3261

寛政元年酉9月28日 横長美 1冊 3555

竜政5年5月26日 横長美 1冊 736

午年11月14日 竪紙 1通 2815－1

二年 竪紙 1通 2815－2

1月17日 竪紙 1通 2022

竪紙 2通 28壕3

竪紙 1通 2814

竪紙 1通 3174－1
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御引米目録　五郎八組［後欠］ 竪紙　1通 3174－2

○年明物差出

寅之年明物指出　深沢村九左衛門組 文政13年正月 横長美　1冊 743

寅之年明物指出　深沢村五郎八組［御蔵へ上ル控ヒ］　割 文政13年正月 横長美　1冊 744
元格三郎右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛門

巳之年明物指出　九左衛門組　九左衛門組庄屋代丈右衛 弘化2年2月 横半半折　i冊 74ア

門・組頭籐右衛門ゆ御代官所

来ル卯之年明物指出下帳　五郎八組［八月四日読合算入 嘉永5年7月認メル 横長美　1冊 746
済　此分御元〆様へ割順二認上ル分］

来卯之年明物指出下帳　九左衛門組 嘉永5年8月仕出申候 横長美　1冊 745

卯年明物指出　　（五郎八組）［条右衛門手控ひ／寅閏月廿 安政2年3月 横半半折　1冊 748－1

五日読合算入済／末尾綴込：川欠検地願　茂兵衛庄屋七
蔵・五郎八組庄屋三郎右衛門ゆ御代官所宛／枝1・2紙繕
結］　五郎八組割元准座条右衛門・組頭兵助市郎右衛
門・横目次郎右衛門→御代官所　　［奥書1割元大森佐治
兵衛・水澤條左衛門］

卯年明物指出　　（九左衛門組）［三郎右衛門手控ひ／枝1・ 安政2年3月 横半半折　1冊 748－2
2紙緩結］　五郎八組割元准座条右衛門・組頭兵助市郎右
衛門・横目次郎右衛門→御代官所

（卯年明物指出）（五郎八組）　五郎八組庄屋三郎右衛門・ （安政2年）4月 横半半折　仮王冊 749
組頭兵助市郎右衛門・横目次郎右衛門（連印）→御代官
所　　［奥書：割元木村伝次右衛門・水澤條左衛門］

（巳年明物指出シ）（五郎八組）　五郎八組割元格三郎右 （安政2年）4月 横半半折　仮1冊 750
衛門・組頭兵助市郎右衛門・横目次郎右衛門（連印）→
御代官所　　［奥書：割元与兵衛・佐治兵衛〕

（子之年明物指出）（五郎八組）［天にr改」／枝1－3紙帯括 子2月 横半半折　仮1冊 756－1

り］　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

（子之年明物指出）（九左衛門組）［天にr改ル」／枝1－3紙 子3月 横半半折　仮1冊 756－2
帯括りコ　九左衛門組庄屋代市郎左衛門・組頭籐右衛門
‘’宙‘n、　　葦翻ズ箏膚’一停（連印）→御代官所

（子之年明物指出し）（五郎八組・九左衛門組）　五郎八子3・4月
　組割元格三郎右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛
　門／九左衛門組庄屋代市郎左衛門・組頭籐右衛門→御代
　官所　　［奥書：割元与兵衛園左衛門］

（子之年明物指出）（五郎八組）　五郎八組割元格三郎右子4月
　衛門・組頭兵助市郎右衛門・横目次郎右衛門→御代官所
　［奥書：割元与兵衛園左衛門］

（子之年明物指出し〉（五郎八組）　五郎八組割元格三郎子4月
　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：割元与兵衛園左衛門］

（子之年明物指出し）（九左衛門組）　九左衛門組庄屋代子4月
　市郎左衛門・組頭籐右衛門（連印）→御代宮所　　［奥
　書：割元与兵衛園左衛門］

（子之年明物指出）（九左衛門組）

（年明物指出）（九左衛門組）

（年明物指出）（五郎八組）

（年明物指出）（五郎八組）

子年

横半半折　仮1冊　759

横半半折　仮1冊　755

横半半折　仮1冊　757

横半半折　仮1冊　758

横半半折　仮1冊　752

横半単折　仮弄冊　7馴

横半半折　仮1冊　753

横半半折　仮1冊　754
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（年明物指出）（九左衛門組）［枝1弓紙帯括り］ 横半半折 仮1冊 756－3

（年明物指出し）（五郎八組）［枝1－2紙帯括り］ 横半半折 仮1冊 760－1

（子之年明物指出し）（九左衛門組） ［枝1－2紙帯括り］ 横半半折 仮1冊 760－2
［奥書：割元与兵衛・園左衛門］

割付・皆済

○免帳

辰ノ年高請帳　（五郎八・九左衛門組）
　九里八左衛門・岩村侍学・中村治郎兵衛・
　→望月間右衛門殿・川嶋清治郎殿

川西紐深沢村五郎八組九左衛門組免定帳
　組・九左衛門組）

寛政十年午年御蔵之免帳写し取ル　五郎八組
　で2を包む／紙帯括＝3134－3141］

○改小帳

川西組五郎八組九左衛門組改小帳　両組

川西組深沢村改小帳　五郎八組

川西組深沢村九左衛門組改小帳　　（九左衛門組）

川西組深沢村五郎八組御改小帳　　（五郎八組）

川西組深沢村九左衛門組御改小帳　　（九左衛門組）

川西組深沢村五郎八組御改小帳写　　（五郎八組）

川西組深沢九左衛門組御改小帳写　　（九左衛門組）
　増猪之助外4名→伊丹亮介殿・鈴木十郎左衛門殿

御改小写し帳　深沢村五郎八組九左衛門組
　4名→山岸八郎兵衛・中村幸太夫殿

川西組深沢村五郎八組深沢村九左衛門組改小帳写シ
　（両組）　杉田執之進・高井門三郎外4名→堤与右衛門
　本木与五右衛門殿

川西紐深沢村五郎八組深沢村九左衛門組改小帳（写）
　（両組）　梅宮菊蔵外4名→屋井繁右衛門・
　門殿

川西組深沢村九左衛門組改小帳　　（九左衛門組）
　菊蔵外4名ゆ屋井繁右衛門殿・本木与五右衛門殿

川西組深沢村五郎八組改小帳　　（五郎八組）
　丞外3名→桜井籐助殿・本木与五右衛門殿

川西組深沢村九左衛門組改小帳　　（九左衛門組）
　友之丞外3名→桜井籐助殿・本木与五右衛門殿

川西組深沢村五郎八組改小帳　　（五郎八組）
　丞外4名→桜井籐助殿・高井門兵衛殿

川西組深沢村九左衛門組改小帳
　（九左衛門組）

川西組深沢村茂兵衛組深沢村九左衛門組改小帳

免帳二御立］ 寛延元年10月 横長美　1冊 7
ド俣渋右衛門

（五郎八 安政2年 横長美　1冊 660

～組　［枝1 横切継紙　1通 3141－2

文化2年8月25日写シ取 横長美　1冊 540－1

ル

文化12年8月28日写 横長美　1冊 543

『組） 文化12年8月28日写ス 横長美　1冊 548

昼） 文政8年9月 横長美　1冊 544

蒔門組） 文政8年9月 横長美　1冊 549

～組） 文政13年8月 横長美　1冊 545

テ門組）　徳 文政13年8月 横長美　1冊 550
殿

1垣施之助外 天保6年7月16日 横長美　1冊 540－2

改小帳写シ 弘化2年 横長美　1冊 541
与右衛門・

小帳（写） 嘉永3年4月 横長美　1冊 542
木与五右衛

弓組）　梅宮 嘉永3年4月 横長美　1冊 551
殿

萩原友之 嘉永4年9月11日写ス 横長美　1冊 546

辱組）　萩原 嘉永4年9月ll日写ス 横長美　1冊 552

九里沖之 安政2年4月 横長美　1冊 547

ヨ衛門手控 安政2年4月 横長美　1冊 553

小帳　（茂 安政2年4月 横長美　1冊 554
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兵衛組・九左衛門組〉　九里沖之丞外4名→桜井籐助殿・
高井門兵衛殿

寛政六年寅年九月小帳写し　五郎八組　　［枝1で2を包
　む／紙帯括：3134－3141］　政次右衛門→高頭三郎兵衛様

○年貢割付状・年貢皆済目録

三1鞭灘繍紗難鞍舞縮欝貢翌蟹
　右衛門・武平太左衛門（印）／桜井五郎右衛門・中俣太
　次右衛門（印）／桜井五郎右衛門・平野又右衛門（印）
　→深沢村九左衛門組肝煎・百姓中／一一／→沢村九左衛
　門与肝煎・百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠、天地虫鼠
　損］　疋田水右衛門（印）九里孫左衛門（印）→深沢組
　九左衛門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠］　疋田水
　右衛門（印）九里孫左衛門（印）ゆ深沢村九左衛門組肝
　煎百姓中

・寅御年貢米九左衛門組納通　　［1875－1末尾巻込］　中
俣太次右衛門・鈴木十郎左衛門（印〉

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　　［端裏書：享保7寅
　年／後欠、天地虫損／1875と不一致コ

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［封書：享保八卯
　年御割付　九左衛門組／末尾巻込：覚（本途悪所引）］
　疋田水右衛門、竹垣弥左衛門、→深沢組九左衛門組肝煎
　百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠］　雨宮新兵衛
　（印）疋田水右衛門（印）竹垣弥左衛門（印）ゆ深沢村五
　郎八組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事〉［前欠］　雨宮新
　兵衛（印）疋田水右衛門（印）・竹垣弥左衛門（印）→
　深沢村九左衛門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠／地虫損］　雨
　宮新兵衛（印）疋田水右衛門（印）竹垣弥左衛門（印）
　→深沢村五郎八組肝煎百姓中

・納午御年貢深沢本田組米通　　［1876、1末尾巻込］　春
　日定右衛門（印）桜井五郎右衛門（印）

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠／包紙：事
　保13申年御割付いたみ居候、九左衛門組］　雨宮新兵
　衛・疋田水右衛門・竹垣弥左衛門→深沢九左衛門組肝煎
　百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠〕　深沢村五郎
　八組肝煎百姓中→雨宮新兵衛（印）疋田水右衛門（印）
　竹垣弥左衛門（印）

・納申御年貢深沢本田組米通　　［187客1末尾巻込］
　日定右衛門（印）桜井五郎右衛門（印）→肝煎与頭御中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠、虫損］
　新兵衛（印）疋田水右衛門（印）竹垣弥左衛門（印）→
　深沢村五郎八組肝煎百姓中

・納戌御年貢米深沢村本田組通　　［1880－1末尾巻込］享保15戌極月
春日定右衛門（印）桜井五郎右衛門（印）→深沢村本田
組肝煎与頭

9月25日 横切継紙　1通 3141－1

享保3年ll月15日／享 竪継紙・折紙・横 2598
保3年12月／享保元年 切紙　3通
12月

享保6年丑ll月15日 竪継紙　1通 1874－2

享保7年寅ll月15日 竪継紙　1通 1875－1

享保7寅極月 折紙　1通 1875－2

（享保7年） 竪継紙　1通 1874－1

享保8年ll月15日 包紙・竪継紙　1 2502
包（1通）

享保10年巳ll月15日 竪継紙　1通 1878

享保10年巳11月15日 竪継紙　1通 1879

享保11年午ll月15日 竪継紙　1通 1876－1

享保11年午之極月 折紙　1通 1876－2

享保13年11月15日 包紙・竪継紙　1 2479
包（1通）

享保13年申11月15日 竪継紙　1通 1877－1

享保13申極月 折紙　1通 嗜877－2

享保15年戌霜月15日 竪継紙　1通 1880－1

享保15戌極月 折紙　1通 1880－2
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折紙　2紙継竪
通

竪継紙1通

竪継紙1通

折紙1通

竪継紙1通

竪継紙・横切紙
2通

竪継紙1通

竪継紙1通

竪継紙1通

包紙・竪継紙1
包（1通）

竪継紙1通

享保16年H月15日

享保17年子11月15日

享保20年卯11月15日

享保20卯i2月

元文元年11月

元文2年巳ll月15日

元文2年11月15日／元
文2年12月

元文3年午11月15日

元文3年午11月15日

冗文3年極月

元文4年

元文5年11月15日

（元文5申年）

（元文5申年）

寛保元年三1月15日

寛保2年ll月15日

寛保2年月11月15日

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　　［一部湿害あり］
　蛋田水右衛門・雨宮新兵衛（印）→深沢村九左衛門組肝
　烈百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠］　疋田水
　右衛門（印）雨宮新兵衛（印）→深沢村九左衛門組肝煎
　百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［紙帯括、前欠］　疋
　田水石衛門（印）雨宮新兵衛（印）→深沢村五郎八与肝
　煎百姓中

・納卯御年貢米深沢本田与通　　［1990－1末尾巻込］　平
　野亦右衛門（印）春日定右衛門・桜井五郎右衛門（印）
　→本田組肝煎組頭中

（年貢割付状）［前欠］　疋田水右衛門（印）雨宮新兵衛
　（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠］　疋田水右衛
　門（印）雨宮新兵衛（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門紐当納事）／納巳御年貢米
　深沢村九左衛門与通　　［前欠］　疋田水右衛門・雨宮
　新兵衛（印）／平野又右衛門・桜井五郎右衛門（印）→
　深沢村九左衛門組肝煎・百姓中／九左衛門組庄屋・与頭
　中

三嶋郡内深沢村五郎八組　九里孫左衛門（印）・疋田水
　右衛門（印）・雨宮新兵衛（印）→深沢村五郎八組肝煎
　百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　九里孫左衛門（印）
　疋田水右衛門（印）雨宮新兵衛（印）→深沢村九左衛門
　組肝煎百姓中

・納午御年貢米深沢九左衛門組通　　［18834末尾巻込］
　川瀬伊右衛門（印〉桜井五郎右衛門（印）→深沢九左衛
　門組肝煎組頭中

三嶋郡内深沢村九左衛門組納事　　［端裏書：元文4未
　年／後欠コ

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠／末尾巻
　込：横切紙有、納申年貢米深沢九左衛門組通（年貢皆済）、
　申12月、川瀬伝左衛門（印）小林七郎兵衛（印）ゆ深沢
　九左衛門組庄屋・与頭中］　九里孫左衛門（印）疋田水
　右衛門（印）雨宮新兵衛（印）ゆ深沢村九左衛門組肝煎
　百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［端裏書：（元文）5
　申年／紙背印：九里孫左衛門／湿害・鼠損］

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［湿害・鼠損コ

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　［端裏書：寛保元酉
　年／中・後欠／破損・湿害大］　小島助右衛門・九里孫
　左衛門・疋田水右衛門（印）→（深沢村九左衛門組）

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［包紙：寛保二戌
　年御割付　いたみ居候　九左衛門組］　小嶋助右衛門
　（印）九里孫左衛門・疋田水右衛門（印）雨宮新兵衛（印）
　→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠］　小島助右衛
　門（印）九里孫右衛門（印）疋田水右衛門（印）雨宮新
　兵衛（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中
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中

毛巻込］ 寛保2年12月 折紙　1通 2ア57－2
郎八組

助右衛 寛保3年亥ll月15日 竪継紙　1通 1886－1

→深沢

毛巻込］ 寛保3亥12月 折紙　1通 1886－2

衛門組

虫損］ 延享元年子11月15日 竪継紙　1通 1887
右衛門

助右衛 延享2年丑11月15日 竪継紙　1通 1888
ゆ深沢

延享3年寅11月15日　　竪継紙　1通　　目885－2

延享3年寅11月15日　　竪継紙　1通

延享3寅12月 折紙　1通

延享4年卯11月15日　　竪継紙　1通

寛延元年辰ll月15日　竪継紙1通

寛延3年4月

寛延3年4月

1889一唾

肖889－2

1890

1891

横長美　仮1冊　　11484

2518－2は1包糸氏　25謹8－2
包紙・竪継紙／1

包（1通）

宝暦元年未11月15日　竪継紙　1通

宝暦元年未11月15日　竪継紙　1通

宝暦元未12月 折紙　1通

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　柿本庄右衛門（印）宝暦2年申11月15日　　竪継紙1通
　小嶋助右衛門（印）疋田水右衛門（印）ゆ深沢村九左衛
　門組肝煎百姓中

・納申御年貢米深沢五郎八組通　　［1894－1末尾巻込コ
　矢田源助・野口沢左衛門（印）→深沢五郎八組庄麗組頭
　百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　柿本庄右衛門・小嶋
　助右衛門（印）疋田水右衛門（印）→深沢村九左衛門組

宝暦2申12月 折紙　1通

宝暦4年戌11月15日　　竪継紙　1通

1892－1

1893

1892－2

1894－1

1894－2

肇895
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肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）
　小嶋助右衛門（印）疋田水右衛門
　門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門紐当納事）
　新兵衛（印）根岸弥次右衛門
　→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠］

五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢九左衛門組当納事
　割付九左衛門組］
　（印）小嶋助右衛門（印）→深沢九左衛門組肝前百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠］

五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事
　新兵衛・根岸弥次右衛門・
　九左衛門組肝煎・百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事
　年／虫損］

　沢村五郎八組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事）［前欠］
　兵衛（印）小島助右衛門
　姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事
　年／虫損］　深津金右衛門（印）雨宮金兵衛（印）小島i
　助右衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

組当納事）　柿本庄右衛門・ 宝暦5年亥ll月15日 竪継紙　1通 1896
k右衛門（印）→深沢村九左衛

紐当納事）［柱書欠］　雨宮 宝暦7年丑11月15日 竪継紙　1通 1897
彰門（印）小嶋助右衛門（印）
姓中

当納事）［前欠］　雨宮新兵衛 宝暦7年丑11月15日 竪継紙　1通 1898
小嶋助右衛門（印）→深沢村

納事　［包書：宝暦八寅年御 宝暦8年11月！5日 包紙・竪継紙　1 2631
新兵衛（印）根岸弥次右衛門 包（1通）

φ深沢九左衛門組肝煎百姓中

当納事）［前欠］　雨宮新兵衛 宝暦9年卯ll月15日 竪継紙　1通 1869
小島助右衛門（印）→深沢村

当納事　［包紙あり］　雨宮 宝暦9年11月15日 包紙・竪継紙　1 2096
小島助右衛門（印）→深沢村 包（1通）

当納事　　［端裏書：宝暦ll巳 宝暦ll年巳11月15日 竪継紙　1通 1870
（印）小島助右衛門（印）→深

組当納事）［前欠］　雨宮金 宝暦ll年巳11月15日 竪継紙　1通 1871
印）ゆ深沢村九左衛門肝煎百

当納事　　［端裏書。宝暦12午 宝暦12年午11月15日 竪継紙　1通 1872

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　今泉岡右衛門（印），明和3年戌ll月15日　　竪継紙1通
　野村清右衛門（印）深津金右衛門・雨宮金兵衛（印）→1
　深沢村九左衛門組肝煎百姓申

三灘盤齪蒲郎轟醤轟門［幣碧蜥砦舗明和5年子”月’5日竪継紙1通

　（印）深津金右衛門・雨宮金兵衛（印〉→深沢五郎八組肝
　煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　　［端裏書：明和6丑と明和6年丑ll月15日　竪継紙1通
　し五郎八組］　保地九郎右衛門（印）今泉岡右衛門（印），
　雨宮金兵衛（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事
　とし／後欠］

［端裏書1明和7寅1（明和7年） 竪継紙　1通

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　　［端裏書　明和9辰と明和9年辰11月15日　竪継紙1通
　し］　保地九郎右衛門（印〉今泉岡右衛門（印）ゆ深沢
　村五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛組当納事　　［端裏書：明和9辰と明和9年辰11月15日　竪継紙1通
　し］　保地九郎右衛門（印）今泉岡右衛門（印）→深沢，
　村九左衛門組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　　［端裏書：安永5申安永5年申ll月15日　竪継紙1通
　年3　能勢藤七（印）保地九郎右衛門（印〉今泉岡右衛
　門（印）→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門当納事　　［端裏書：安永6年酉］安永6年酉ll月15日　　竪継紙1通
　能勢藤七（印）保地九郎右衛門（印）今泉岡右衛門（印）
　→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

i1873

1899

1900

1901－1

1902

1903

1904

1905
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三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　　［端裏書：安永7戌 安永7年戌ll月15日 竪継紙　1通 1906
とし］　能勢藤七（印）保地九郎衛門（印）今泉岡右衛
門（印）ゆ深沢村九左衛門組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　［端裏書：天明元丑 天明元年丑1王月15日 竪継紙　1通 重908
年］　根岸弥次右衛門（印）稲垣善右衛門（印）武平太
左衛門（印）能勢藤七（印）→深沢村九左衛門組肝煎百
姓中

三嶋郡内深沢村五郎八紐当納事　　［端裏書：天明元丑 天明元年丑11月15日 竪継紙　1通 1909
年／紙帯括］　根岸弥次右衛門（印）稲垣善右衛門（印）
武平太左衛門（印）能勢藤七（印）→深沢村五郎八組肝
煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　　［端裏貼紙：天明2寅 天明2年寅11月15日 竪継紙　1通 窪910
年12月5日］　武三右衛門（印）根岸弥次右衛門（印）稲
垣善右衛門（印）武平右衛門・能勢藤七（印）→深沢村
五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　根岸弥次右衛門（印） 天明3年卯11月15日 竪継紙　1通 壌9壌1

稲垣善右衛門（印）武平太左衛門（印）能勢藤七（印）
→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　［虫鼠損］　根岸弥次 天明5年巳11月15日 竪継紙　1通 1912
右衛門（印）稲垣善右衛門（印）能勢藤七（印）→深沢
村五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　根岸弥次右衛門（印） 天明6年午ll月15日 竪継紙　i通 1901－2
稲垣善右衛門（印）能勢藤七（印）→深沢村五郎八組肝
煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　［鼠損］　根岸弥次右 天明8年申ll月15日 竪継紙　1通 1913
衛門（印）稲垣善右衛門（印）能勢三郎右衛門（印）→
深沢村五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　深津金右衛門（印）池 寛政2年戌ll月15日 竪継紙　1通 1914
田小左衛門（印）能勢三郎右衛門（印）→深沢村五郎八
組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　　［虫損］　武平太左衛 寛政4年子H月15日 竪継紙　1通 1915
門（印）今泉惣左衛門（印）保地彦右衛門（印）深津金
右衛門ゆ深沢組五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛組当納事　武平太左衛門・今泉惣 寛政5年丑11月15日 竪継紙　1通 1916
左衛門（印）保地彦右衛門（印）深津金右衛門（印）→
深沢村九左衛門組肝煎百姓中

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠、一部破損・湿 寛政5年ll月15日 竪継紙　1通 2563
害］　武平太左衛門・今泉惣左衛門・保地彦右衛門・深
津金右衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　今泉惣左衛門（印） 寛政8年辰11月15日 竪継紙　1通 1918
保地彦右衛門・深津金右衛門（印）→深沢村九左衛門組
肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　　［貼紙：寛政9巳五郎 寛政9年巳H月15日 竪継紙　1通 1919
八組御割付］　九里孫左衛門・今泉惣左衛門（印）保地
彦右衛門（印〉深津金右衛門（印）→深沢村五郎八組肝
煎百姓中

三嶋郡内深沢村五郎八組当納事　九里孫左衛門（印）今
　泉惣左衛門・保地彦左衛門（印）深津金右衛門仲深沢村

寛政10年午11月15日 竪継紙　1通 1920

五郎八組肝煎百姓中

三嶋郡内深沢村九左衛門組当納事　九里孫左衛門（印）
　今泉惣左衛門・保地彦右衛門（印）深津金右衛門→深沢
　村九左衛門組肝煎百姓中

寛政10年午H月15日 竪継紙　1通 1921
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未年貢割付之事　　［端裏書
　（印）今泉惣左衛門（印）保地彦右衛門
　（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

酉年貢割付之事

煎百姓中

（亥年貢割付之事）［前欠、虫損］

（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

（亥年貢割付之事）［前欠、虫鼠損］

（印）→深沢村九左衛門組肝前百姓中

子年貢割付之事　　［虫損］

　衛門・
　九左衛門組肝煎百姓中

（丑年貢割付之事）［前欠］

深沢村五郎八組肝煎百姓中

丑年貢割付之事

門組肝煎百姓中

（寅年貢割付之事）［前欠、湿害］

門組肝煎百姓中

寅年貢割付之事
　九里孫左衛門（印）→深沢村五郎八組肝前百姓中

卯年貢割付之事

組肝煎百姓中

（辰年貢割付之事）［前欠、湿害］

組肝煎百姓中

巳年貢割付之事
　九里孫左衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

巳年貢割付之事　　［虫損］

百姓中

午年貢割付之事　　［鼠損］

百姓中

未年貢割付之事
　九里孫左衛門（印）→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

（未年貢割付之事）［前欠」

百姓中

酉年貢割付之事

門組肝煎百姓中

亥年貢割付之事　　［端裏書

九里孫左衛門（印）→深沢村五郎八組肝前百姓中

　寛政11未］　九里孫左衛門
傑地彦右衛門・深津金右衛門

寛政11年未11月15日 竪継紙　1通 1922

隻百姓中

難舗）端藷勲人辮 享和元年酉11月15日 竪継紙　1通 1923

虫損］　池田小左衛門（印） 享和3年亥ll月15日 竪継紙　1通 1924
惣左衛門（印）深津金右衛門
錠百姓中

虫鼠損］　池田小左衛門（印） 享和3年亥ll月15日 竪継紙　1通 1925
惣左衛門（印）深津金右衛門
予煎百姓中

池田小左衛門（印）九里孫左 文化元年子王1月15日 竪継紙　1通 1926
深津金右衛門（印）→深沢村

池田小左衛門（印）九里孫 文化2年丑ll月15日 竪継紙　1通 1927
（印）深津金右衛門（印）ゆ

衛門（印）九里孫左衛門（印） 文化2年丑ll月15日 竪継紙　1通 擁928
轟右衛門（印）→深沢村九左衛

湿害］　疋田水右衛門（印） 文化3年寅H月15日 竪継紙　1通 1929
養左衛門（印）→深沢村九左衛

衛門（印）池田小左衛門（印） 文化3年寅ll月15日 竪継紙　1通 1930
村五郎八組肝煎百姓中

衛門（印）疋田水右衛門（印） 文化4年卯ll月15日 竪継紙　1通 1931
黍左衛門（印）→深沢村五郎八

湿害］　柿本五左衛門（印） 文化5年辰H月15日 竪継紙　1通 1932
蓉左衛門（印）→深沢村五郎八

衛門（印）疋田水右衛門（印） 文化6年巳ll月15日 竪継紙　1通 1933
寸五郎八組肝煎百姓中

柿本五左衛門（印）疋田水右 文化6年巳11月15日 竪継紙　1通 1934
（印）→深沢村九左衛門組肝煎

柿本五左衛門（印）疋田水右 文化7年午11月15日 竪継紙　1通 1935
（印）→深沢村九左衛門組肝煎

衛門（印）疋田水右衛門（印） 文化8年未11月15日 竪継紙　1通 1936
寸九左衛門組肝煎百姓中

柿本五左衛門（印）疋田水 文化8年未ll月15日 竪継紙　1通 1937
（印）→深沢村五郎八組肝煎

右衛門（印）柿本五左衛門（印） 文化IO年酉11月15日 竪継紙　1通 1938
蓉左衛潤（印）→深沢村九左衛

文化12亥年／虫鼠損］　倉沢
衡門（印）柿本又左衛門（印）

文化12年亥ll月15日 竪継紙　1通 1939

村五郎八組肝煎百姓中
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子年貢割付之事　［端裏書：文化13子年九左衛門組］　倉 文化13年子ll月15日 竪継紙　1通 1940
沢又右衛門（印）萩原三郎右衛門（印）九里孫左衛門
（印）→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

丑年貢割付之事　　［端裏書1文化M丑年九左衛門組／紙帯 文化14年丑11月15日 竪継紙　1通 194て
括］　槙由藏助（印）野村清右衛門倉沢又右衛門（印）
萩原三郎右衛門（印）九里孫左衛門（印）→深沢村九左
衛門組肝煎百姓中

丑年貢割付之事　　［端裏書：文化14丑年五郎八組］　槙内 文化14年丑11月15日 竪継紙　1通 1942
蔵助（印）野村溝右衛門・倉沢又右衛門（印）萩原三郎
右衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

寅年貢割付之事槙内蔵助（印）野村清右衛門（印）倉沢 文政元年寅ll月15日 竪継紙　1通 1943
又右衛門・萩原三郎右衛門（印）九里孫左衛門（印）→
深沢村九左衛門組肝煎百姓中

寅年貢割付之事　［紙帯括書：文政元年］　槙内蔵助（印） 文政元年寅ll月15日 竪継紙　1通 1944
野村溝右衛門（印）倉沢又右衛門・萩原三郎右衛門（印）
九里孫左衛門（印）ゆ深沢村五郎入組肝煎百姓中

卯御年貢割付之事　能勢常右衛門（印）槙内蔵助・倉沢 文政2年卯H月i5日 竪継紙　1通 1945
又右衛門（印）萩原三郎右衛門（印）→深沢村五郎八組
肝煎百姓中

辰年貢割付之事　［紙帯括書：文政3年］　能勢常右衛門 文政3年辰ll月15日 竪継紙　1通 1946
（印）槙内蔵助（印）倉沢又右衛門（印）萩原三郎右衛門
（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

辰年貢割付之事　能勢常右衛門・槙内蔵助（印）倉沢又右 文政3年辰11月15日 竪継紙　1通 1947
衛門（印）萩原三郎右衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎
百姓中

巳年貢割付之事　今泉主税（印）能勢伝左衛門（印）槙内 文政4年巳11月15日 竪継紙　1通 1948
蔵助（印）倉沢又右衛門（印）萩原三郎右衛門（印）柿
本五左衛門（印）→深沢村五郎八組肝煎百姓中

未年貢割付之事　今泉岡右衛門（印）槙内蔵助（印）倉沢 文政6年末11月15日 竪継紙　1通 1949
又右衛門（印）萩原三郎右衛門（印）柿本五左衛門（印）
一・深沢村五郎八組肝煎百姓中

申年貢割付之事　　［端裏書：文政7年申12月19日五郎八
　組／紙繕括・紙箋札書：文政7年］　今泉岡右衛門（印）
　槙内蔵助（印）倉沢又右衛門（印）柿本五左衛門（印）

文政7年申11月15日 竪継紙　1通 1950

→深沢村五郎八組肝煎百姓中

申年貢割付之事　　［端裏書：文政7年申12月19日九左衛門文政7年申ll月15日 竪継紙　1通 1951
組］　今泉岡右衛門（印）槙内蔵助（印）倉沢又右衛門
（印）柿本五左衛門（印）→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

戌年貢割付之事　今泉岡右衛門（印）槙内蔵助（印）倉沢
　又右衛門（印）柿本五左衛門（印）→深沢村九左衛門組
　肝煎百姓中

文政9年戌11月15日 竪継紙　1通 1952

亥年貢割付之事　萩原要人（印）今泉岡右衛門（印）槙内
　蔵助（印）倉沢又右衛門（印）柿本五左衛門（印）ゆ深
　沢村九左衛門組肝煎百姓中

文政10年亥11月15日 竪継紙　1通 1953

亥年貢割付之事　萩原要人（印）今泉岡右衛門（印）槙内 文政10年亥11月15日 竪継紙　1通 1954
蔵助（印）倉沢又右衛門（印）柿本五左衛門（印）→深
沢村五郎八組肝煎百姓中

丑年貢割付之事　萩原要人（印）今泉岡右衛門（印）槙三
　竪左衛門（印）倉沢又右衛門（印）帥深沢村五郎八組肝
　烈百姓中

文政12年丑ll月15日 竪継紙　1通 1956

寅年貢割付之事　九里孫左衛門（印）萩原要人（印）今泉
　岡右衛門（印）槙三郎左衛門（印）倉沢又右衛門（印）
　→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

文政13年寅H月15日 竪継紙　1通 1955
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寅年貢割付之事　　［紙縫括・

煎百姓中

卯年貢割付之事　　［紙縫括・

中

卯年貢割付之事　　［紙維括・

姓中

辰年貢割付之事　　［紙縫括・

百姓中

辰年貢割付之事　　［端裏書：
　括・紙箋札書：天保3年］
　孫左衛門・
　（印）磯深沢村九左衛門組肝煎百姓中

巳年貢割付之事
　九郎右衛門（印）九里孫左衛門（印〉萩原要人

中

巳年貢割付之事
　萩原要人・
　九左衛門組肝煎百姓中

午年貢割付之事　保地九郎右衛門

村九左衛門組肝煎百姓中

午年貢割付之事　保地九郎右衛門

村五郎八組肝煎百姓中

未年貢割付之事　　［紙繕括・

百姓中

未年貢割付之事　　［端裏書1

肝煎百姓中

申年貢割付之事　　［端裏書＝
　門（印）九里孫左衛門・
　村九左衛門組肝煎百姓中

酉年貢割付之事
　萩原要人・

戌年貢割付之事　保地九郎右衛門

中

戌年貢割付之事　　［紙繕括書
　門・
　→深沢村九左衛門組肝煎百姓中

亥年貢割付之事

紙箋札書：文政13年コ 九里 文政13年寅ll月15日 竪継紙 1通 1957
印）今泉岡右衛門（印） 槙三
門（印）ゆ深沢村五郎八組肝

紙箋札書：天保2卯年］ 保 天保2年卯ll月15日 竪継紙 1通 1958
左衛門（印）萩原要人 （印）

門→深沢村五郎八組肝煎百姓

紙箋札書：天保2卯年］ 保 天保2年卯11月15日 竪継紙 1通 1959
左衛門（印）萩原要人 （印）

刃→深沢村九左衛門組肝煎百

・紙箋札書：天保3年］ 保地 天保3年辰11月15日 竪継紙 1通 1960
衛門（印）萩原要人（印） 安
（印）→深沢村五郎八組肝煎

天保3辰年九左衛門組／紙縫天保3年辰11月15日 竪継紙 1通 1961
保地九郎右上衛門（印） 九里
安田多繕（印）今泉岡右衛門
煎百姓中

・紙箋札書：天保3年］ 保地 天保4年巳11月15日 竪継紙 1通 1962
衛門（印〉萩原要人・ 安田多
）→深沢村五郎八組肝煎百姓

雪衛門（印）九里孫左衛門 （印） 天保4年巳11月15日 竪継紙 1通 1963
今泉岡右衛門（印）→深沢村

1衛門・九里孫左衛門（印） 萩 天保5年午11月15日 竪継紙 1通 1964
）今泉岡右衛門（印） →深沢

ヨ衛門・九里孫左衛門（印） 萩 天保5年午11月15日 竪継紙 1通 1965
）今泉岡右衛門（印） →深沢

・紙箋札書：天保6年］ 保地 天保6年未11月15日 竪継紙 1通 1966
衛門（印）萩原要人（印） 安
（印）→深沢村五郎八組肝煎

天保6未年／貼紙多し］ 保 天保6年未ll月15日 竪継紙 1通 1967
左衛門（印）萩原要人 （印）

月（印）→深沢村九左衛門組

天保7申年］　保地九郎右衛天保7年申ll月15日 竪継紙 1通 1968
原要人（印）安田多繕→深沢

ヨ衛門（印）九里孫左衛門 （印） 天保8年酉11月15日 竪継紙 1通 1969
・深沢村五郎八組肝煎百姓中

ヨ衛門・九里孫左衛門（印） 萩 天保9年戌ll月15日 竪継紙 1通 1970
）→深沢村五郎八組肝煎百姓

書：天保9戌］　保地九郎右衛 天保9年戌11月15日 竪継紙 1通 1971
原要人（印）安田多繕 （印）

生中

胃門（印）保地九郎右衛門 （印） 、天保10年亥ll月15日 竪継紙 1通 1972
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　九里孫左衛門・
　多膳（印）→深沢村九左衛門組肝前百姓中

子年貢割付之事
　九里孫左衛門（印）萩原要人
　沢村九左衛門組肝煎百姓中

子年貢割付之事
　九里孫左衛門（印）萩原要人
　沢村五郎八組肝煎百姓中

泉岡右衛門（印）ゆ深沢村九左衛門組肝煎百姓中

寅年貢割付之事　槙内蔵助
　右衛門（印）九里孫左衛門
　郎八組肝煎百姓中

寅年貢割付之事
　右衛門（印）九里孫左衛門
　左衛門組肝煎百姓中

卯年貢割付之事
　九郎右衛門（印）九里孫左衛門
　村五郎八組肝煎百姓中

辰年貢割付之事

百姓中

午年貢割付之事

姓中

午年貢割付之事

百姓中

未年貢割付之事
　孫左衛門・
　中

（申年貢割付之事）［前欠、湿害］
　庄右衛門（印）九里孫左衛門
　九左衛門組肝煎百姓中

（申年貢割付之事）
　九里孫左衛門・

酉年貢割付之事
　孫左衛門・

戌年貢割付之事　［虫損］

組肝烈百姓中

寅年貢割付之事　　［貼紙多し］

本庄右衛門（印）→深沢村五郎八組肝前百姓中

巳年貢割付之裏　　［湿害］

　五郎八組肝煎百姓中

未年貢割付之事　　［鼠損］

五郎八組肝烈百姓中

㌦（印〉今泉岡右衛門（印）安田
衛門組肝煎百姓中

右衛門（印）保地九郎右衛門（印） 天保11年子11月15日 竪継紙　1通 1973
要人・今泉岡右衛門（印）→深
中

葺衛門（印）保地九郎右衛門（印） 天保11年子11月15日 竪継紙　1通 饗974
要人・今泉岡右衛門（印）→深

　　【

繍繰門驚鷺醐人（惣 天保12年丑11月15日 竪継紙　1通 1975

村九左衛門組肝煎百姓中

功・柿本庄右衛門（印）保地九郎 天保13年寅11月15日 竪継紙　1通 1976
門・萩原要人（印）→深沢村五

功・柿本庄右衛門（印）保地九郎 天保13年寅H月15日 竪継紙　1通 1977
門・萩原要人（印）→深沢村九

坊（印）柿本庄右衛門（印）保地 天保14年卯11月15日 竪継紙　1通 筆978
左衛門・萩原要人（印）ゆ深沢

均（印）柿本庄右衛門（印）九里 天保15年辰11月15日 竪継紙　1通 1979
（印）ゆ深沢村九左衛門組肝煎

吻（印）柿本庄右衛門（印）九里 弘化3年午ll月15日 竪継紙　1通 1980
（印）→深沢村五郎八組肝煎百

勇（印）柿本庄右衛門（印）九里 弘化3年午11月15日 竪継紙　1通 1981
（印）→深沢村九左衛門組肝煎

カ（印）柿本庄右衛門（印）九里 弘化4年未11月15日 竪継紙　1通 1982
）→深沢村九左衛門組肝煎百姓

湿害］　槙内蔵助（印）柿本 嘉永元年申11月15日 竪継紙　1通 1983
菊門・萩原要人（印）→深沢組

勺蔵助（印）柿本庄右衛門（印） 嘉永元年申11月15日 竪継紙　1通 1984
φ深沢村五郎八組肝煎百姓中

（印）柿本庄右衛門（印）九里 嘉永2年酉11月15日 竪継紙　1通 1985
→深沢村五郎八組肝煎百姓中

　深津右繕（印）槙内蔵助（印〉
孫左衛門（印）→深沢村五郎八

嘉永3年戌11月15日 竪継紙　1通 1986

し］　野村清右衛門（印）三間
郎（印）保地九郎衛門（印）柿

嘉永7年寅11月15日 竪継紙　1通 1907

す五郎八組肝煎百姓中

　槙内蔵助（印）能勢三郎右衛
口）稲垣村四郎（印）→深沢村

安政4年巳11月15日 竪継紙　1通 1987

　武三右衛門（印）能勢三郎右
（印）槙内蔵助（印）帥深沢村

安政6年未ll月15日 　　　　　ぴ戸
竪継紙　1通 1917
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（割元用状
　片書は追而相認候
　（割元）

（年貢割付之事）［断片］

［後欠／巻込有：
高等）］

　て使用／前・後欠］

（年貢割付状）［断簡］

（年貢割付状）［虫損ひどく不開］

（三嶋郡内深沢村五郎八組当納事）［前欠

一年貢割付二付別紙の通、御 11月17日 横切紙2通 3257
別紙割付）［紙面に青線あり］

竪紙　1枚 2058

嶋郡之内深沢村五郎八組） 竪紙　2通 2518一葉

三嶋郡之内深沢村五郎八組本途

［2557～2560を巻いて包紙とし 竪紙　1枚 2560－2

竪継紙　i通 2921

不開］ 竪継紙　1通 3007

当納事）［前欠・後欠］ 竪紙　圭通 3009

村内割

○御役銀割帳

午歳御役銀割帳 九左衛門組 享保H年12月 横長美 1冊 664

戌年御役銀割帳 九左衛門組 享保15年H月23日 横長美 1冊 665

酉御役銀割帳 五郎八組 寛保元年12月 横長美 1冊 666

戌年御役銀割帳 九左衛門組 寛保2年12月 横長美 1冊 3531

卯御役銀割帳 五郎八与 延享4年12月 横長美 1冊 667

辰之御役銀割帳 九左衛門与［夫銀等］ 寛延元年12月 横長美 1冊 1212－2

子御役銀割帳 （五郎八組） 宝暦6年11月 横長美 1冊 3616－3

○諸役高帳・ 諸役高辻帳

午之年諸役高帳 九左衛門組 享保11年ll月 横長美 1冊 455

午之年諸役高帳 本田組 享保ll年11月 横長美 1冊 456

卯年諸役高帳 本田組 享保20年 横長美 1冊 457

午年諸役高帳 九左衛門組 元文3年10月 横長美 1冊 458

酉年諸役高帳 五郎八組 寛保元年10月 横長美 1冊 459

卯年諸役高帳 五郎八組 延享4年10月日 横長美 1冊 461

辰年諸役高帳 九左衛門組 寛延元年8月 横長美 1冊 108－2

辰年諸役高帳 五郎八組 寛延元年月日 横長美 1冊 462

戌年諸役高帳 深沢五郎八組 宝暦4年11月20日 横長美 1冊 463

亥年諸役高帳 九左衛門組 宝暦5年ll月日 横長美 1冊 464

子諸役高帳 （五郎八組） 宝暦6年11月 横長美 1冊 3616－2

諸役高帳 九左衛門組［枝1・2綴結合冊］ 宝暦12年ll月日 横長美 1冊 465－1

諸役高帳 五郎八組［枝1・2綴結合冊］ 宝暦12年11月日 横長美 1冊 465－2

未年諸役高帳 九左衛門組 宝暦13年ll月日 横長美 1冊 466
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未年諸役高帳　五郎八組

寅年諸役高帳　九左衛門組

寅年諸役高帳　五郎八組

卯年諸役高帳　九左衛門組

卯年諸役高帳　五郎八組

丑年諸役高帳　九左衛門組

丑年諸役高帳　五郎八組

寅年諸役高井御割付米仕出し

寅年諸役高帳　五郎八組

寅年諸役高帳　九左衛門組

卯年諸役高帳　五郎八組

卯年諸役高帳　九左衛門組

（損地諸役高割覚）［前後欠］

辰年諸役高帳

辰年諸役高帳

巳年諸役高帳

巳年諸役高帳

午年諸役高帳

未年諸役高帳

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

御免高割り候高帳井二御免高割帳共二

未年諸役高帳　九左衛門組

申年諸役高帳　五郎八組

申年諸役高帳　九左衛門組

亥年諸役高帳　五郎八組

御年貢諸役高帳

子年諸役高帳　九左衛門組

丑年諸役高帳　五郎八組

丑年諸役高帳　九左衛門組

卯年諸役高辻帳

卯年諸役高帳　九左衛門組

辰年諸役高辻帳　五郎八組

巳年諸役高辻帳　五郎八組

未年諸役高辻帳　九左衛門組

未年諸役高辻帳　五郎八組

宝暦13年ll月日 横長美　1冊 467

ユ 明和7年ll月日 横長美　1冊 468

明和7年11月日 横長美　i冊 469

明和8年H月日 横長美　1冊 470

明和8年ll月日 横長美　1冊 471

天明元年ll月朔日 横長美　1冊 472－1

天明元年11月5日 横長美　1冊 4ア2－2

呂し　五郎八組 天明2年ll月10日 横長美　1冊 721

天明2年ll月29日 横長美　1冊 474

天明2年1王月日 横長美　1冊 473

天明3年H月13日 横長美　1冊 476

天明3年11月15日 横長美　1冊 475

］ 天明4辰年9月18日～天 横長美　1冊 3594
明7未年10月5日

天明4年11月7日 横長美　1冊 477

天明4年11月8日 横長美　1冊 478

天明5年11月8日 横長美　1冊 480

天明5年11月ll日 横長美　1冊 479

天明6年H月7日 横長美　1冊 481

天明7年ll月20日 横長美　1冊 483

毛高割帳共二　九左衛門紐 天明7年ll月 横長美　1冊 8
天明7年12月朔日 横長美　1冊 482

天明8年11月15日 横長美　1冊 485

天明8年ll月18日 横長美　1冊 484

寛政3年11月13日 横長美　1冊 486

組［天部鼠損］ 寛政3年□月11日 横長美　1冊 233

寛政4年□月26日 横長美　1冊 487

寛政5年ll月13日 横長美　1冊 489

寛政5年11月20日夜ル 横長美　1冊 488

［勘定帳引出し申候役高也］ 寛政7年12月20日 横長美　1冊 491

寛政7年12月 横長美　1冊 490

寛政8年11月18日 横長美　1冊 493

寛政9年11月6日 横長美　1冊 494

組 寛政ll年ll月ll日 横長美　1冊 492

寛政11年11月11日 横長美　1冊 495
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申年諸役高辻帳　五郎八組 寛政12年ll月29日 横長美　1冊 497

申年諸役高辻帳　九左衛門組 寛政12年11月日 横長美　1冊 496

卯年諸役高辻帳　五郎八組 文化4年11月12日 横長美　1冊 498

申年諸役高辻帳　五郎八組 文化9年11月9日 横長美　1冊 499

丑年諸役高辻帳　九左衛門組 文化12年11月 横長美　1冊 500

申之諸役高辻帳　五郎八組 万延元年11月 横長美　1冊 501

申之諸役高辻帳　五郎八組 万延元年ll月 横長美　1冊 502

酉之諸役高辻帳　五郎八組 文久元年1工月 横長美　1冊 503

酉之諸役高辻帳　五郎八組 文久元年H月 横長美　1冊 504

寅之諸役高辻帳　五郎八組 慶応2年II月 横長美　1冊 505

（諸役高指引）断片］
横長美　2枚 3554一摩

○諸役御免高割帳

（子年諸役御免高割帳、一ケ年皆無起し役高亥勘定長
仕出シ）（五郎八組）［699との紙繕結はずれカ］

子（安永9年）10月21
日

横長美　仮1冊 700

子年諸役御免高割帳　五郎八組 安永9年10月23日 横長美　1冊 699

子年諸役御免高割帳　九左衛門組 安永9年ll月3日 横長美　1冊 698

諸役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組 天明元年ll月2日 横長美　1冊 701

諸役御免高割候役高　両組［表紙裏書：此役免ハ皆無川
　欠高引キ残而諸役免入ル生ル也／枝1・2紙繕結］

天明2年11月29日 横長美　1冊 708－1

諸役御免高割帳高　両組［表紙裏書：此役免ハ皆無川欠
　高引キ残而諸役免入ル生ル也／枝1・2紙縫結］

天明2年11月29日 横長美　1冊 708－2

諸役御免高割候役高　五郎八組・九左衛門組 天明3年ll月ll日 横長美　1冊 709

者役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組 天明3年11月12日割ル 横長美　1冊 702

者役御免高割候役高仕出　五郎八組・九左衛門組 天明4年ll月1日 横長美　1冊 7躍0

者役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組 天明4年11月6日 横長美　1冊 703

巳歳諸役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組［九左衛門
　組分後書き加え］

天明4年ll月6日 横長美　1冊 704

巳年諸役御免高割リ候生役高長　五郎八組併巳年役高
帳共二此内二有之候］

天明5年11月3日 横長美　1冊 711

丑諸役御免高割候生高仕出シ　五郎八与・九左衛門維
　［一丁目書：諸免高起シ当皆無高引而之生役高仕出し］

天明5年11月3日 横長美　1冊 718

EF年諸役御免高割リ候役高帳　五郎八組 天明6年ll月朔日 横長美　1偲 713

干年諸役御免高割帳　五郎八組［但シ此末二当皆無割〆
有之］

天明6年ll月3日 横長美　1冊 706

r年諸役御免高割リ候役高長　九左衛門与 天明6年ll月3日 横長美　工冊 712

ヂ年諸役御免高割帳　九左衛門組 天明6年H月5日 横長美　1冊 705

長年諸役御免高割帳　五郎八組［但シ此免高割候役高共
二仕出し有之候］

天明7年ll月20日 横長美　1冊 707
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申諸役御免高割り候役高仕出し井二御免高割帳
　八組

子とし三組諸役御免高指引長
　村当一ヶ年皆無引有／枝1と紙縫結］

卯年三組諸役御免高割り候役高仕出シ帳
　人［井二御免高割方共二有之候辰六月二日］

　割帳　九左衛門組

諸役御免高割り候役高仕出シ井御免高割帳
　組［巳年御免高割直し不申候而此長免用へ申候］

古田近藤ふんご嶋本途川欠跡立返地竿入高請帳
　衛門組［諸役御免高二御付候覚也］

辰年諸役御免高割候役高帳

（諸役御免高割帳）（五郎八組

○飯塚大豆納巻帳

（飯塚江代米　深沢村宛
　請取勘定・代米目録・引替手形）
　1，2，3，4，5，・寛保1，鉱・延享1，4，

左衛門宛韓／紙帯蕊

　殿、庄屋中

卯年飯塚大豆納巻帳

辰年飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳　五郎八組

飯塚大豆納巻帳　五郎八組

飯塚大豆巻帳　五郎八組

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻帳

飯塚大豆納巻懐

五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

深沢村五郎八組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

飯塚大豆銀納取立帳

飯塚大豆納巻帳　五郎八組

仕出し井二御免高割帳　五郎 天明8年11月14日 横長美　1冊 722

引長　両組役人［来迎寺朝日両 寛政5年ll月20日 横長美　1冊 178－2
と紙縫結］

候役高仕出シ帳　五郎八組役 寛政7年王2月何日 横長美　1冊 725
有之候辰六月二日］

葛仕出し井二三組割合高御免 寛政7年12月 横長美　1冊 726

出シ井御免高割帳　九左衛門 寛政8年11月23日 横長美　1冊 728
申候而此長免用へ申候］

欠跡立返地竿入高請帳　九左 文化2年9月16日 横長美　1冊 789
寸候覚也］

脹　五郎八組 文政3年11月29日 横長美　珊 7摩4

～組・九左衛門組） 横長美　仮1冊 1866

飯塚村庄屋指出　請取覚・ 享保18年12月17日～寛 竪紙・横切継紙 3139
・引替手形）［享保18，・元文 延3年12月16日 30通
，盗・寛延3年分、沢新田村庄屋伊
3134－3141内紙帯括3139一枝1～27］

村庄屋三郎兵衛殿、庄屋仁兵衛

郎八組 延享4年12月 横長美　1冊 604

郎八組 寛延元年12月 横長美　1冊 605

i 寛延4年12月 横長美　1冊 606

1 宝暦5年12月24日 横長美　1冊 607

宝暦13年12月 横長美　1冊 608

1 明和5年11月 横長美　1冊 609

罎 明和8年ll月日 横長美　1冊 1131－2

阻 天明元年ll月 横長美　1冊 610

1 天明2年11月 横長美　1冊 611

1 天明3年12月日 横長美　1冊 612

圭 天明4年11月8日 横長美　1冊 6葉3

咀 天明5年ll月8日 横長美　1冊 6唾4

鍛 天明6年ll月12日 横長美　1冊 615

配郎八組 天明7年ll月12日 横長美　1冊 616

凱 天明8年11月12日 横長美　1冊 617

且 寛政3年11月15日 横長美　1冊 618

虹 寛政3年11月15日 横長美　1冊 618

郎八組 寛政3年王2月22日 横長美　1冊 631

豊 寛政5年11月7日 横長美　三冊 619
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飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政6年11月5日 横長美 1冊 620

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政7年12月13日 横長美 1冊 621

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政8年12月15日 横長美 1冊 140－2

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政9年11月5日 横長美 1冊 622

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政ll年11月10日 横長美 1冊 623

（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→御代官所

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政12年ll月23日 横長美 1冊 624

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文化9年11月6日 横長美 1冊 625

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文化12年12月 横長美 1冊 626

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 天保5年11月 横長美 1冊 627

飯塚大豆納巻緩　五郎八組 万延元年ll月 横長美 1冊 628

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文久元年ll月 横長美 1冊 629

飯塚大豆納巻帳　五郎八組 慶応元年H月 横長美 1冊 630

（飯塚代物講取覚）　飯塚村弥助・たれ→深沢村御役人中 辰5月 横長美 仮1冊 3515

（飯塚大豆納巻帳）（五郎八組）
横長美 1冊 460

○御国役銀割帳

御国役銀割帳（関川保倉川阿賀川飯田川魚沼川御普請
　御国役）　五郎八組・九左衛門組

天明元年10月12日 横長美 1冊 668

御国役銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明3年H月18日割ル 横長美 1冊 669

御国役銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明4年9月15日割ル 横長美 1冊 670

○諸品御役銀取立帳

夫銀国役銀飯塚大豆金稗銀仮内取り四品寄取立帳 五 万延元年11月 横長美 1冊 1195
郎八組

大豆仮直段稗代夫銀国役草生津御普請取立帳 五郎八 文久元年12月8日 横長美 1冊 672
組

○万割物帳

辰ノ年万割物帳　五郎八組 寛延元年11月 横長美 1冊 269

未ノ年万割物帳　深沢九左衛門組 寛延4年11月日 横長美 1冊 270

子ノ年万割物帳　五郎八組 明和5年11月日 横長美 1冊 27哩

寅年万割物帳　九左衛門組 明和7年ll月日 横長美 1冊 272

寅年万割物帳　五郎八組 明和7年11月 横長美
’
1
冊 273

丑之万割物帳　九左衛門組 天明元年ll月3日日ヨ
リ

横長美 1冊 274

丑之万割物帳　五郎八組 天明元年11月 横長美 1冊 275
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寅之万割物帳 九左衛門組［御検見上ケ米万米之内入ル］ 天明2年11月3日ヨリ 横長美 1冊 276

寅之万割物帳 五郎八組 天明2年11月日 横長美 1冊 277

卯之万割物帳 五郎八組 天明3年11月19日ヨリ 横長美 1冊 279

卯之万割物帳 九左衛門組 天明3年ll月20日ヨリ 横長美 1冊 278

辰之万割物帳 五郎八組 天明4年ll月7日ヨリ 横長美 1冊 280

巳之万割物帳 五郎八組 天明5年ll月10日ヨリ 横長美 1冊 281
14日迄

巳之万割物帳 九左衛門組［枝1に癒着］　庄屋格忠右衛天明5年11月 横長美 1冊 54－2
門外（連判）

午ノ万割物緩 五郎八組 天明6年ll月8日ヨリ 横長美 1冊 282

未ノ万割物帳 五郎八親 天明7年11月21日ヨリ 横長美 1冊 284

未ノ万割物帳　九左衛門組

申万割物帳　五郎八組

亥之万割物帳　五郎八組

子年万割物帳　五郎八組

□年万割物帳　九左衛門組［綴部鼠損］

丑万割物帳　五郎八組

丑万割物帳　九左衛門組

万割物割帳　五郎八組

卯之万割物帳

辰之万割物帳

巳ノ万割物帳

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

未ノ万割物帳　五郎八組

未ノ万割物帳　九左衛門組

申万割物帳　九左衛門組

申ノ万割物帳　五郎八組

卯ノ万割物帳　五郎八組

万割物帳　九左衛門組

万割物帳　五郎八組

本大嶋万銀割帳　五郎八組・九左衛門組

万割物帳　五郎八組

申之暮諸入用割物帳　五郎八組［飯塚大豆割・国役等］

申之暮諸割物帳　五郎八組

（万割物帳）（五郎八組）［紙縫括］

天明7年ll月22日ヨリ

天明8年ll月12日ヨリ

寛政3年11月13日ヨリ

寛政4年口月7日ヨリ

寛政4年□月20日ヨリ

寛政5年11月17日ヨリ

寛政5年11月21日ヨリ

寛政7年ll月22日ヨリ
始メ

寛政7年12月

寛政8年11月13日ヨリ

寛政9年11月6日ヨリ14
日迄

寛政ll年11月11日ヨリ
19日迄

寛政ll年11月12日ヨリ

寛政12年11月24日ヨリ

寛政12年ll月24日ヨリ

文化4年1王月13日ヨリ

文政12年ll月

天保9年ll月

天保9年12月

万延元年11月

万延元年ll月

万延元年12月

（万延元年）

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　玉冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

横長美

冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

273

285

641－2

286

65

288

287

289

180

29歪

292

294

293

295

296

297

298

299

1351

300

1335

301

303
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