
万割物帳　五郎八組

酉之暮万割物帳　五郎八組役人

本大嶋万割帳　五郎八組

万割物帳　五郎八組

万割物帳　五郎八組

（万代米銀割）［表紙欠／麻売代米割、荏大豆代米割、御手

　当米割、高瀬江代米割外軒割二而勘定無相違］　庄屋佐
　之介七・組頭仁兵衛（印）横目郷左衛門（印）百姓惣代
　佐兵衛（印）六郎右衛門

（御割付　年貢・諸役割付）［表紙欠／丹次割・目払米・
　本大嶋万米割等］

（本大嶋万目安）［綴結文書1通］

（大嶋万銀割帳）

○万銀割方帳

万銀割方緩　九左衛門組

万銀割方・帳　九左衛門組［表紙書：両組勘定算盤弐けた
　と・のへ候代付有之二付此帳大切二御座候］

万銀割方娠　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

卯万銀下「り割帳　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

万銀割方帳

五郎八組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

九左衛門組［枝2に癒着］

五郎八組［一部鼠損］

九左衛門組

五郎八組［御高札立替入用含む］

九左衛門組［一部鼠損］

五郎八組卜部鼠損］

五郎八組卜部鼠損］

吉郎兵衛養田東ノ見取年重米・境嶋江ほり人足増銭・
　飯塚へ高当り人足　此二口万銀内引キニ立ル覚　五
　郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一釧一・

文久元年11月

文久元年12月

文久元年12月

慶応元年ll月

慶応2年11月

（条右衛門期）

「

明和7年12月23日

明和7年ヱ2月23El

，明和9年王2月4日

明秘9年12月14日

i安永元年12月23日
1
天
明
元
年 12月20日

，天明元年i2月20日

F
天
明 2年12月20日ヨリ

天明2年12月22日

i天明3年王2月23日ばん

i天明4年12月14日ヨリ

』天明4年12月15日

天明6年11月15日ヨリ

天明7年12月22日

天明7年12月22日ヨリ

天明8年12月21日

天明8年12月21日ヨリ

寛政4年12月23日夜割
ル

寛政4年12月23日

寛政5年12月2】．日ヨリ

　　深沢村／買租・諸懸／村内割

、横長美　1冊　　　304

横長美　1冊　　　305

横長美　1冊　　　741

横長美　　1冊　　　　　306

横長美　1冊　　　307

横長美　i冊　　　唾487

横長美　仮1冊　　壌488

横長美　仮三羅　　撃868

横長美　仮1冊　　3495
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深沢村／貢租・諸懸／村内割

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　五郎八組

万割方拾ひ帳　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　五郎八組［表紙書1差引目録帳迄勘定一日二
　而おヘル覚也］

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　五郎八門組

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　九左衛門組

万銀割方帳　五郎八組［四〆樋ちや場樋願入用含む、一部
　鼠損・カビ］

万銀割方帳　五郎八組

万銀割方帳　五郎八組

万銀入用帳　五郎八組

（万銀割方帳）

（諸役割帳）［前後欠］

○万銀差引目録帳

万銀指引目録帳

万銀指曳目録帳

万銀差引目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指曳目録帳

万銀指引目録帳

万銀指引目録帳

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組［軒割］

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

九左衛門組

九左衛門組

五郎八組

寛政5年12月21日ヨリ 横長美　1冊 350

寛政6年ユ2月19日 横長美　珊 351

寛政7年12月25日 横長美　i冊 353

寛政7年12月25日 横長美　1冊 662

寛政7年12月26日 横長美　1冊 342

寛政8年12月19日 横長美　1冊 354

三一日二 寛政8年12月19日 横長美　1冊 355

寛政9年12月18日 横長美　1冊 356

寛政9年i2月18日 横長美　1冊 357

寛政11年12月珀日 横長美　1冊 358

寛政11年12月19日 横長美　1冊 359

寛政12年12月22日 横長美　1冊 360

寛政12年12月22日 横長美　1冊 361

文化4年12月17日 横長美　1冊 362

天保9年12月 横長美　1冊 363

、一部 安政4年12月23日ヨリ 横長美　1冊 347

万延元年12月 横長美　1冊 364

文久元年12月 横長美　1冊 365

慶応2年12月 横長美　1冊 1349

横長美　仮1冊 唾516

横長美　1冊 3625

明和7年12月24日 横長美　1冊 506

明和7年12月24日 横長美　王冊 507

明和9年12月24日 横長美　1冊 334

天明元年12月20日 横長美　1冊 508

天明元年12月23日 横長美　1冊 509

天明2年12月23日 横長美　1冊 510

天明2年12月24日 横長美　1冊 511

天明3年12月24日 横長美　1冊 513

天明3年12月25日取立 横長美　三冊 5憧2

天明4年12月18日取立 横長美　1冊 514

天明4年12月18日取立 横長美　1冊 515
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深沢村／貢租・諸懸／村内割

候

万銀指引目録帳 九左衛門組 天明5年12月21日、25 横長美 1冊 516
日取立候

巳万銀金請取帳 五郎八組 天明5年12月 横長美 1冊 742

（万銀指弓旧録帳） （天明6年） 横長美 1羅 3633

万銀指曳引目録帳 五郎八組 天明7年12月25日取立 横長美 1冊 517
候

万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政4隼12月6日 横長美 1冊 518

万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政4年12月23日 横長美 1冊 519

万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政5年12月23日取立 横長美 1冊 520
候

万銀指曳目録帳 五郎八組 寛政5年12月23日 横長美 1冊 52壌

万銀指曳目録帳 九左衛門組 寛政6年12月21日 横長美 1冊 522

万銀指曳目録帳 五郎八組 寛政7年12月25日 横長美 1冊 524

万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政7年12月27日取立 横長美 1冊 523

万銀差弓旧録帳 九左衛門組 寛政8年12月22日 横長美 1冊 525

万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政8年12月22日 横長美 1冊 526

万銀差引目録帳 九左衛門組 寛政9年12月21日 横長美 1冊 527

万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政9年12月21日 横長美 1冊 528

万銀指引目録帳 九左衛門組 寛政ll年12月19日 横長美 1冊 529

万銀指弓旧録帳 五郎八組 寛政11隼12月19日 横長美 1冊 530

万銀指引目録帳 九左衛門組 寛政12年12月25日取立 横長美 1冊 531

万銀指引目録帳 五郎八組 寛政12年12月25日取立 横長美 1冊 532

万銀指曳目録帳 五郎八組 文化4年12月2ヱ日取立 横長美 ！冊 533

万銀指引目録帳 九左衛門組 天保9年12月 横長美 1冊 534

万銀差引目録帳 五郎八組 天保9年12月 横長美 i冊 535

万銀指引目録帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 1冊 536

名子場万銀指引目録帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 1冊 539

万銀差引目録帳 五郎八組 文久元年12月 横長美 1冊 537

万銀指引目録帳 五郎八組 慶応2年王2月 横長美 1冊 538

（万銀指引目録帳） ［前後欠］ 横長美 1冊 3632

（万銀指弓旧録帳） ［表紙欠］ 横長美 王冊 3634

（万銀指弓旧録帳） ［（五郎八組）前欠］ 横長美 1冊 3646

万銀指引目録帳） 横長美 王冊 3678

万銀指引目録帳） ［断片］ 横長美 1枚 3680

万銀指弓旧録帳） 横長美 王冊 3687
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深沢村／貢租・諸懸／村内割

○万銀取立金銀請払帳

万銀取立金銀請払帳　五郎八組

万銀取立金銀請払帳　九左衛門組

万銀取立金銀請払帳　五郎八組小林吉右衛門・
　助・今井次左衛門

万取立金銀受払長　九左衛門与役人［表紙のみ本文白紙］

万銀取立金銀請払帳　五郎八組年番兵助・吉右衛門

万銀取立二付金銀受払帳　九左衛門組吉右衛門・
　門

万銀取立二付金銀受払帳　五郎八組役人

万銀取立金銀受ケ払帳　五郎八組役人

金銀請払帳　九左衛門組

金銀請払帳　九左衛門組

申之十二月金銀請払　五郎八組［綴紙繕結文書二枚］

酉十二月金銀請払帳　五郎八組

取立金銭請払帳　五郎八組［金銀出入帳］

（諸掛り金銭請払覚）

（諸掛り金銭請払覚）　一

（諸掛り金銭請払覚）

（諸掛り金銭請払覚）［断片］

○雑割物帳

丑ノ雑割物帳

寅年雑割物帳

寅年雑割物帳

卯年雑割物帳

卯年雑割物帳

巳年雑割物帳

辰年雑割物帳

巳年雑割物帳

申年雑割物帳

□年雑割物帳

子之年雑割物帳

寅年雑割物帳

卯之年雑割物帳

九左衛門組

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

五郎八組［紙帯付］

九左衛門組

九左衛門組

（五郎八組）［表紙鼠損］

　五郎八組

五郎八組

　九左衛門組

寛政4年12月26日 横長美　1冊 1謹98

寛政4年12月26日 横長美　1冊 1199

監物兵 寛政5年12月23日 横長美　1冊 1200

ご白紙］ 寛政5年12月23日取立 横長美　1冊 1201

弓 寛政8年12月21日取立 横長美　1冊 1204

籐右衛 寛政12年12月25日取立 横長美　1冊 1202
候

寛政12年12月25日取立 横長美　1冊 1203
候

文化4年12月21日 横長美　1冊 葉205

文政12年12月 横長美　1冊 1206

天保9年12月24日 横長美　1冊 1207

気］ 万延元年 横長美　1冊 1208

文久元年

慶応2年12月24日

安永10年2月11日

i天明2年2月3日

…天明2年2月3日

天明3年正月22日

天明3年正月22日

天明4年正月25日

天明4年閏正月13日

天明5年正月23日

天明8年2月3日

寛政3年□月15日

寛政4年2月2日

寛政6年2月6日

寛政7年2月2日

横長美　1冊　　　1209

横長美　1冊　　　桧て0

横切継紙　1通　　3132

墳黄長美　イ反1柵｝　　3514

横長美　仮1冊　　3567

横長美　仮1冊　　3568

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

横長美

横長美

冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
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卯之年雑割物帳　五郎八組

申年雑割物帳　九左衛門組

卯年雑割物帳　九左衛門組

卯年雑割物帳　五郎八組

丑之年雑割物帳　九左衛門組

寅之年雑割物帳　九左衛門組

午年雑割物帳　五郎八組

亥之年雑割物帳　九左衛門組

酉之雑割物帳　五郎八組

戌之雑割物帳　五郎八組

寅之雑割物帳　五郎八組

（万割覚）

○両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割帳

両御蔵道具割方帳

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

五郎八

九左衛門組

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組［宮様頼母子之事］

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

五郎八組

五郎八組

九左衛門組

五郎八組

九左衛門組

九左衛門組

五郎八組

　九左衛門組

寛政7年2月2日 横長美　1冊 320

寛政12年2月2日 横長美　1冊 32博

文化4年2月2日 横長美　1冊 322

文化4年2月2日 横長美　1冊 323

文政12年2月18日 横長美　1冊 325

文政12年2月 横長美　1冊 324

天保5年2月 横長美　1冊 326

天保10年2月 横長美　1冊 327

万延2年3月年号改 横長美　1冊 328

文久2年 横長美　1冊 329

慶応2年 横長美　1冊 330

横長美　1冊 3597

天明2年12月23日 横長美　1冊 566

天明2年12月23日 横長美　1冊 567

天明3年12月23日 横長美　1冊 568

天明3年12月23日 横長美　1冊 569

天明4年12月13日 横長美　1冊 570

天明7年12月22日 横長美　1冊 572

天明7年12月 横長美　1冊 571

天明8年12月21日 横長美　1冊 573

天明8年12月21日 横長美　1冊 574

様頼母子之事］ 寛政4年12月23日 横長美　1冊 575

寛政4年12月23日夜ル 横長美　1冊 576

寛政5年12月22日 横長美　1冊 577

寛政5年12月23日 横長美　1冊 578

寛政6年12月19日 横長美　1偲 579

寛政7年12月25日 横長美　1冊 582

寛政7年12月 横長美　1冊 580

寛政8年12月19日 横長美　1冊 584

寛政8年12月20日 横長美　1冊 583

寛政9年12月18日 横長美　1冊 585

寛政9年12月18日 横長美　1冊 586

寛政ll年12月19日 横長美　1冊 587
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両御蔵道具割方帳　五郎八組 寛政H年12月19日 横長美　1冊 589

両御蔵道具割方帳　五郎八組 寛政12年12月22日 横長美　1冊 588

両御蔵道具割方帳　九左衛門組 寛政12年12月22日 横長美　1冊 590

両御蔵道具割帳　五郎八組 文化4年12月17日 横長美　1冊 594

（御蔵作事入料割留） 横長半　仮1冊 1523

O深沢御蔵入用帳

深沢御蔵入用帳　年番又右衛門・三郎兵衛 安永2年12月14日 横長美　1冊 60窪

深沢御蔵津出シ入用帳　年番　五郎八組三郎兵衛・親沢 安永3年2月17日 横長美　1冊 599
村円右衛門

深沢御蔵入用帳　年番　円右衛門・三郎兵衛 安永4年閏12月6日 横長美　1冊 600

口米御入用銀帳　五郎八茂兵衛両組深沢御蔵納米入用 慶応2年12月 横長美　1冊・仮1 1352
銀帳　七蔵宿帳写し［綴紙繕結仮一冊］ 冊

○宗門帳入用

宗門帳入用割方取立帳　五郎八組 文久元年11月 横長美　1冊 1453

（宗門帳入用割） 横長美　仮1冊 喋454

（当丑年宗門御改入用割り下帳共）（五郎八組分力） 横長半　仮1冊 1534

○宗役取立帳

惣百姓名子宗役取立帳　五郎八組 万延元年12月23日 横長美　1冊 1188

百姓名子宗役取立帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 ”89

（寅ノ宗役取立覚）［目録帳へ載せ］ 寅 横長美　仮1冊 1455

（宗門帳宗役取立覚名子分） 横長美　仮1冊 壌456

○御手当諸役免許高割帳

御手当ノ諸役御免高割り候役高仕出し井諸役御免高割
　帳　五郎八組役人［午年之通り二〆割直し不申覚也］

寛政11年ll月 横長美　i冊 729

御手当諸役御免高割り候役高仕出し井諸役御免高割帳 寛政11年11月 横長美　1冊 730
九左衛門組役人［去午年之通り割直し不申候］

年明御手当諸役免許高割帳　五郎八組［享和元年酉年ハ 寛政12年ll月23日 横長美　1冊 719
狂ひ不申候二付此割方長二而用ひ申候同断引直し不申候
是を屠ひ候　同二戌年同断／三組へ御手当ノ御免高割り
役高を含む］

年明御手当諸役免許高割帳　九左衛門組［享和元年酉年 寛政12年ll月24日 横長美　1冊 720
十二月十二日此御免高割方不仕用ひ申候覚也　同二戌年
〆同断］

願百姓諸役御免高御手当米年明二付割帳　九左衛門組 文化3年12月ll月11日 横長美　1冊 732

○御手当米割帳

御手当テ被下米割賦帳　九左衛門組［御手当米・人別御
　手当・御貸米、庄屋組頭惣百姓立逢割賦無相違］　庄屋

延享元年5月 横長半　1冊 1331

三郎兵衛・与頭徳左衛門（連印）
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1［天明四辰年迄五ケ年被仰付 安永9年11月13日 横長美 1冊 1310
ヒ立合出入金割二納得、 割方相
屋格与頭忠右衛門（連印）

天明四辰年迄五ケ年被仰付候／ 安永9年11月13日 横長美 1冊 1311

生立合出入金割二納得、 割方相
与頭次左衛門兵助・横目吉右衛

年被仰付御手当米割帳 五郎 天明5年11月13日 横長美 1冊 曙314
米被仰付候／庄屋組頭横目惣百
司連判］　、割元格三郎兵衛 ・組

ヨ・組頭兵助外29名（連印） 15

［天明五年～寛政元年迄／御手 天明5年11月19日 横長美 1冊 1312
酌得、割賦頂戴一同連判］ 三

外13名（連印）4名印無

年御手当米割帳　五郎八組 寛政2年11月3日・ 横長美 1冊 葉313
付候／庄屋組頭横目惣百姓立逢

割元格三郎兵衛・組頭次左
兵助外35名（連印）8名印無

年御手当米割帳　九左衛門組 寛政2年11月3日 横長美 1冊 1315
1付候／庄屋組頭惣百姓立逢納
新簡一枚］　三郎兵衛・ 忠右衛
5名印無

年延御手当米割方帳 五郎八 寛政7年12月23日 横長美 1冊 1316
』〆］

咲米仕出シ井御手当米割方帳 寛政7年12月日 横長美 三冊 727
組役人

妃左衛門組 寛政7年i2月日 横長美 1冊 13壌7

九左衛門組 寛政12年11月30日 横長美 1冊 13歪8

葦五郎八組 寛政12年11月30日 横長美 1冊 1319

九左衛門組 文化2年ll月20日 横長美 1冊 1320

五郎八組 文化2年11月20日 横長美 1冊 1321

衛門組［綴紙縫留一冊： 子とし 安永9年12月21日取立 横長美 2冊 1276

又組 安永9年12月21日取立 横長美 1冊 1277

云門組 天明元年12月20日 横長美 1冊 1278

又組 天明元年12月20日 横長美 1冊 1279

～・九左衛門組［五郎八組 ・九 天明2年12月22日 横長美 1冊 1280
一］

八組・茂兵衛組・九左衛門組 天明3年12月22日 横長美 1冊 1281
相違］・割元三郎兵衛・ 庄屋七
衛・組頭次左衛門兵助・ 横目吉

、組・九左衛門組 天明3年12月22日 横長美 1冊 1282

八組・九左衛門組・茂兵衛組 天明4年12月10日6 横長美 1冊 1283－1

御手当米割帳　九左衛門凝
　候／御手当米庄屋組頭百契
　究］　割元格三郎兵衛・庄

御手当米割帳　五郎八組［i
　御手当米庄屋組頭横目百契
　究］　割元格三郎兵衛・桑
　門（連印）

当巳年6来ル酉年迄五ケ年
　八組［寛政元年迄御手当米
　姓立逢納得、割賦頂戴一同
　頭次左衛門・横目吉右衛門
　名印無

御手当米割帳　九左衛門組
　当米庄屋組頭惣百姓立逢納
　郎兵衛・忠右衛門・善九郎づ

当戌年6来ル寅年迄五ケ
　［寛政六年迄御手当米被仰イ
　納得、割賦頂戴一同連判〕
　衛門・横目吉右衛門・組頭

当戌年6来ル寅年迄五ケ年
　［寛政六年迄御手当米被仰イ
　得、割賦頂戴一同連判／断
　門・善九郎外13名（連印）5

当卯年6来ル未年迄五ケ年1
　組・九左衛門組［三組割合〆

卯ノーケ年御手当米割り候
　［百姓ばへ渡ス覚］五郎八組

卯之一ケ年手当米割帳　九

申年明二付御手当米割帳

申年明二付願御手当米割帳

丑年明二付御手当米割帳

丑年明二付御手当米割帳

○御手当入用銀割帳

御手当入用銀割帳　九左留
　願入用割］

御手当入用銀割帳　五郎八

御手当入用銀割帳　九左衛

御手当入用銀割帳　五郎八

御手当入用銀割帳　五郎ノ
　左衛門組御手当米入用割方

御手当入用銀割帳　五郎
　［庄屋与頭横目立逢勘定無1
　蔵・庄屋格忠右衛門清兵緯
　右衛門彦市

御手当入用銀割帳　五郎八

御手当入用銀割帳　五郎
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［枝工・2綴紙縫結／庄屋与頭横目立逢勘定無相違］　割
元三郎兵衛・庄屋七蔵・庄屋格忠右衛門溝兵衛・組頭次
左衛門兵助・横目吉右衛門彦市

御手当入用銀割帳　深沢三組庄屋組頭［庄屋与頭横目立
　逢勘定無相違］　割元格三郎兵衛・庄や七蔵・庄屋格忠

天明6年12月9日 横長美　1冊 1287

右衛門清兵衛・与頭次左衛門・吉右衛門・兵介・彦市

御手当入用銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明7年12月25日 横長美　1冊 1288

御手当入馬銀割帳　五郎八組 天明8年12月21日 横長美　1冊 1289

御手当入用銀割帳　五郎八組 天明8年12月21日 横長美　1冊 1290

御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政5年12月21日 横長美　1冊 1292

御手当入用銀仕分帳　五郎八組 寛政7年12月22日 横長美　1冊 290

御手当入用銀仕分帳　九左衛門組［茂兵衛組へ］ 寛政7年12月23日 横長美　1冊 581

御手当入用銀割帳　五郎八組［卯年ハ年明二付入用如此］ 寛政7年12月26日 横長美　1冊 1294

御手当入用銀割帳　九左衛門組［卯年ハ年明二付入用如
　此］

寛政7年12月26日 横長美　1冊 1295

御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政8年12月19日 横長美　1冊 1296

御手当入用銀割帳　五郎八組 寛政8年12月19日 横長美　1冊 1297

御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政9年12月19日 横長美　1冊 1298

御手当入用銀割帳　五郎八組 寛政9年12月19日 横長美　1冊 1299

御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政ll年12月19日 横長美　1冊 1300

御手当入用銀割帳　五郎八組 寛政11年12月19日 横長美　1冊 1301

申年6子年迄御手当入用銀割方役高仕出シ　五郎八
　組・九左衛門組

寛政12年12月21日 横長美　1冊 1304

丑年明御手当入用銀割役高仕出し　五郎八組・九左衛門
　組［表紙朱書：文化七午年ト相改メ此長之内之役高直ス
　ニ付別長免を以割方可改候分、午ノ年明ト相改候役高此
　長免二有］

文化2年12月8日 横長美　1冊 733

郵手当米入用銀割帳　五郎八組 文化4年12月17日 横畏美　1冊 1305

○御手当願入用銀割帳

当年明二付願入用銀割帳　九左衛門組［当年明二付御手
　当米奉願上候入用銀割方無相違］　庄屋三郎兵衛・庄屋
　格忠右衛門

天明5年12月23日 横長美　1冊 1284

当年明二付願入用銀割取立帳　五郎八組［当年明二付御
　手当米奉願上候入用銀割方無相違］　割元格三郎兵衛・
　与頭次左衛門・横目吉右衛門・与頭兵介

天明5年12月23日 横長美　1冊 1285

郵手当願入用銀割帳　九左衛門組 寛政5年12月21日 横長美　工冊 1293

当年明二付御手当願入用銀割帳　五郎八組 寛政12年12月22日 横長美　1冊 1303

当年明二付御手当願入用銀割帳　九左衛門組 寛政12年12月23日 横長美　1冊 1302

⊃刎米弁金

去巳年納更ケ米弁金割帳　九左衛門組 寛政10年11月29日 横長美　1冊 738
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去巳年納更ケ米弁金割帳　五郎八組 寛政10年11月29日 横長美　1冊 739

新潟御下シ米刎弁金割帳　九左衛門組 文化3年10月20日 横長美　1冊 768

新潟御下シ米刎弁金割帳　五郎八紐 文化3年10月20日 横長美　1冊 769

寅納更ケ米弁金割帳　五郎八九左衛門組 文化4年12月2日 横長美　1冊 740

戌ノ納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文化12年9月26日 横長美　1冊 770

亥納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文化13年9月25日 横長美　1冊 771

卯之納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文政3年12月 横長美　1冊 772

人別刎米弁金割方帳　五郎八組・九左衛門組［無札弁金 文政5年10月 横長美　1冊 773
割申来是ハ小分二付別段割方不致万銀長へ出ス十二月十
九日］

漬米代金取立帳　五郎八経・九左衛門組［御買上御直段弐 文政9年8月19日取立 横長美　1冊 765
拾四俵七、両替六貫六百文／裏書：代金不残取立申候
五郎八組・九左衛門組役人／綴結文書2通］

溢米札改覚帳　深沢村三組［表紙裏書：人別刎米、無札刎 文政9年8月 横長美　1冊 766
米、弁金之儀二付割方取究　割元→村々岩田村迄］

刎米弁金取立帳　五郎八組・九左衛門組 文政9年12月24日 横長美　1冊 775

溢米弁金井御手当割帳　三組役人［表紙裏書：人別刎米、 文政10年閏6月27日 横長美　1冊 767
無札刎米、弁金之儀二付割方取究　割元→村々岩田村迄］

新潟刎米弁金帳写　五郎八・九左衛門・茂兵衛 戌8月8日 横長美　1羅 776

○拾帳等

丑年星拾帳　九左衛門組［合点あり］ 寛政5年12月21日夜 横長美　1冊 1269

星ひろひ長　五郎八組［合点あり］ 寛政5年12月21日夜 横長美　1冊 1270

本与板組6繰戻シ入用銀割帳　五郎八組［御繰上ケニ付寛政6年ll月20日12月7 横長美　1冊 1476
蒲原本与板与へ出金仰付　割元］ 日取立候

与板組6繰戻し入用銀割帳　九左衛門組 寛政6年11月20日・12 横長半　1冊 1529
月7日取立

（拾ひ帳） 酉年 横長美　合仮1冊 1490

（万ひろい帳） 横長美　仮1冊 1491

（万ひろい帳） 横長美　仮1冊 1493

取立・納入

○御年貢米納場帳

午之御年貢米納場帳　九左衛門組

御年貢米納場帳　本田組

御年貢米納場帳　五郎八組［後欠］

御年貢米納場帳　九左衛門与

御年貢米納場帳　　（五郎八組）

辰御年貢米納場帳　九左衛門組

御年貢米納場帳　九左衛門組

享保11年8月8日 横長美　11冊 103

享保19年8月 横長美　1冊 104

寛保元年8月 横長美　1冊 105

延享4年8月5日 横長美　1冊 106

延享4年8月5日 横長美　1冊 107

寛延元年8月 横長美　1冊 108－1

寛延2年8月 横長美　1冊 109
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未御年貢米納場帳　五郎八組 寛延4年8月 横長美　1冊 ”0

申御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦2年8月 横長美　1冊 1”

酉御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦3年8月15日 横長美　1冊 112

御年貢米納場帳　　（九左衛門組） 宝暦4年7月 横長美　1冊 3623－2

子御年貢米納場帳　深沢五郎八組 宝暦6年8月19日 横長美　1冊 1窪3

御年貢米納場帳　五郎八組 明和6年8月 横長美　1冊 119

午御年貢米納場帳　五郎八組 宝暦12年7月 横長美　1冊 ”5

午御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦12年8月 横長美　1冊 114

未御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦13年8月 横長美　1冊 116

未御年貢米納場帳　五郎八組 宝暦13年8月 横長美　1冊 117

戌御年貢米納場帳　五郎八組 明和3年8月8日 横長美　1冊 118

御年貢米納場帳　五郎八組 明和7年8月 横長美　1冊 120

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明元年7月20日 横長美　1冊 121

御年貢米納場帳　五郎八組 天明元年7月20日 横長美　1冊 摩22

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明2年8月5日 横長美　1冊 123

御年貢米納場帳　五郎八組 天明2年8月5日 横長美　1冊 124’

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明3年8月19日 横長美　1冊 125－1

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明4年7月25日 横長美　1冊 125－2

御年貢米納場帳　五郎八組 天明4年7月25日 横長美　1冊 126

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明5年8月8日 横長美　1冊 127

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明6年8月19日 横長美　1冊 蓬28

御年貢米納場帳　九左衛門組 天明7年7月29日 横長美　1冊 129

御年貢米納場帳　五郎八組 天明7年7月29日 横長美　1冊 130

御年貢米納場帳　五郎八組 天明8年8月11日 横長美　1滞 131

御年貢米納場帳　五郎八組 寛政3年8月14日 横長美　1冊 132

御年貢米納場帳　九左衛門組［天部鼠損コ 寛政4年□ 横長美　1冊 133

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 134

御年貢米納場帳　五郎八組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 摩35

翻年貢米納場帳　五郎八組 寛政6年8月16日 横長美　1冊 136

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 137

御年貢米納場帳　五郎八組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 138

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 139

御年貢米納場帳　五郎八組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 140－1

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政9年11月 横長美　1冊 141
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御年貢米納場帳　五郎八組 寛政11年11月18日 横長美　1冊 143

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政11年ll月 横長美1冊 142

御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政12年11月 横長美　1冊 144

御年貢米納場帳　五郎八組 文化4年11月 横長美　1冊 145

御年貢米納場帳　九左衛門組 文政12年8月11日 横長美　1冊 146

御年貢米納場帳　九左衛門組 天保9年H月 横長美　1冊 147

御年貢米納場帳　五郎八組 天保9年ll月 横長美　1冊 148

御年貢米納場帳　五郎八組 嘉永6年ll月 横長美　1冊 149

（御年貢米納場醸）　五郎八組［表紙欠損］ 横長美　1冊 150

（御年貢米納場帳）［表紙欠損］ 横長美　1冊 3481

（御年貢米納場帳〉［表紙欠損］ 横長美　1冊 3482

（御年貢米納場帳）［表紙欠損］ 横長美　1冊 3483

（御年貢米納場帳）俵紙欠損］ 横長美　1冊 3484

（御年貢米納場帳）［表紙欠損］ 横長美　1冊 3485

（御年貢米納場帳）［表紙欠損］ 横長美　1冊 3486

（御年貢米納場帳）［表紙欠損］ 横長美　1冊 3487

（御年貢米納場帳〉俵紙欠損コ 横長美　1冊 3488

○御年貢米納巻帳

酉御年貢米巻帳　九左衛門組 享保14年8月4日 横長美　1冊 202

御年貢米納巻帳　　（九左衛門組）［一部欠損］ 寛保元年8月日 横長美　1冊 203

御年貢米納巻帳　　（五郎八紐）［一部欠損］ 寛保元年8月日 横長美　1冊 204

御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛延元年8月 横長美　1冊 205

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛延元年8月 横長美　1冊 206

御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛延4年7月18日 横長美　1冊 207

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛延4年7月 横長美　1冊 208

御年貢米納巻帳　五郎八組 宝暦2年8月 横長美　1冊 210

御年貢米納巻帳　九左衛門組 宝暦4年7月日 横長美　1冊 209

御年貢米納巻帳　五郎八組 明和6年8月 横長美　1冊 39

御年貢米納巻帳　九左衛門組 明和8年8月日 横長美　1冊 212

御年貢米納巻帳　五郎八組 明和8年8月日 横長美　1冊 213

御年貢米納巻帳　五郎八組 安永4年8月20日 横長美　1冊 214

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明元年7月20日 横長美　1冊 215

御年貢米納巻帳　五郎八組 天明元年7月20日 横長美　1冊 216

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明2年8月5日 横長美　1冊 21’7
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御年貢米納巻帳　五郎八組’ 天明2年8月5日 横長美　1冊 2歪8

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明3年8月19日 横長美　1冊 219

御年貢米納巻帳　五郎八組 天明3年8月19日 横長美　1冊 220

御年貢米納巻帳　五郎八組 天明4年7月25日 横長美　1冊 221

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明4年7月25日 横長美　1冊 222

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明5年8月8日 横長美　1冊 223

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明6年8月19日 横長美　1冊 224

御年貢米納巻帳　五郎八組 天明6年8月19日 横長美　1冊 225

御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明7年7月29日 横長美　1冊 226

御年貢米納巻帳　五郎八組 天明7年7月29日 横長美　1冊 22ア

御年貢米納巻帳　九左衛門組［綴部鼠損］ 天明8年8月11日 横長美　1冊 228

御年貢米納巻帳　五郎八組［綴部鼠損］ 天明8年8月臼 横長美　1冊 229

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政3年8月14日 横長美　1冊 231

御年貢米納巻帳　九左衛門組［綴部鼠損］ 寛政3年□月［コ4日 横長美　1冊 232

御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 234

卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政5年8月5日 横長美　1柵 235

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政6年8月16日， 横長美　1冊 236

御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政7年7月28日 横長美　i冊 237

郵年貢米納巻帳　五郎八組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 238

御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 239

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 240

脚年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政9年閏7月21日 横長美　1冊 241

御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政9年閏7月21日 横長美　i冊 242

郵年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政ll年8月12日 横長美　1冊 243

卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政11年8月12日 横長美　1冊 244

卸年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政12年7月21日 横長美　1冊 245

卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政12年7月21日 横長美　1冊 246

卸年貢米納巻帳　五郎八組 文化12年8月ll日 横長美　i冊 247

卸年貢米納巻帳　九左衛門組 文政12年8月11日 横長美　1冊 249

卸年貢米納巻帳　五郎八組・九左衛門組 天保9年11月 横長美　1冊 250

⊃御年貢米下巻帳

更御年貢米下巻帳　九左衛門組 寛延元年8月14日 横長美　1冊 251

葦御年貢米下巻帳　五郎八組 寛延元年8月14日 横長美　1冊 252

旨之御年貢米下巻帳　深沢九左衛門与 寛延4年7月18日 横長美　1冊 253
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未之御年貢米下巻帳　深沢五郎八与

御年貢米下巻帳　九左衛門組

御年貢米下巻帳　五郎八組

御年貢米納下巻帳　深沢九左衛門組

子御年貢米納下巻帳　深沢五郎八組

御年貢米下巻帳　九左衛門組

（御年貢米納下巻帳）［表紙破損］

御年貢米下巻帳　九左衛門組

御年貢米納下巻帳　九左衛門組俵紙のみ］

未御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組

御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組

酉御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組

寅御年貢米下巻帳　深沢御蔵組

午御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組

御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組［綴部鼠損］

子御年貢米村々納下巻帳　深沢御蔵組［一部鼠損］

丑御年貢米納下巻帳　深沢御蔵組

御年貢米納村々巻帳　深沢村御蔵組

（御年貢米納下巻帳）［前後欠］

（御年貢米納下巻帳）［表紙欠］

○

丑年上詰帳　五郎八組

上詰帳　五郎八組

御年貢米納上詰帳　五郎八組

○御年貢米勘定帳

午之御年貢米勘定帳　本田組庄屋三郎兵衛
　与右衛門・横目吉右衛門外（連判）

酉御年貢米勘定帳　本田組庄屋三郎兵衛［表紙綴にr上」、
　末尾虫損］

酉之御年貢米勘定帳　五郎八組庄屋三郎兵衛［表紙綴に
　「上」、末尾欠損］

御年貢米納勘定帳　　（九左衛門組）［一部虫損］
　左衛門外（連判）

酉御年貢米勘定帳　本田組庄屋三郎兵衛［表紙綴にr下」、
　末尾欠損］

寛延4年7月18日 横長美　1冊 254

宝暦3年8月15日 横長美　1冊 255

宝暦3年8月15日 横長美　1冊 256

宝暦4年7月23日 横長美　i冊 257

宝暦6年□月19日 横長美　1冊 258

宝暦12年7月 横長美　1冊 259

（宝暦力） 横長美　1冊 3638

明和3年8月8日 横長美　1冊 260

明和3年8月8日 横長美　1冊 261

安永4年11月11日 横長美　1冊 262

安永5年10月21日ヨリ 横長美　1冊 263

安永6年10月21日 横長美　1冊 264

天明2年ll月2日ヨリ 横長美　1冊 265

天明6年ll月2日12月2 横長美　1冊 266
日迄

天明8年 横長美　1冊 230

部鼠損］ 寛政4年10月晦日ヨリ 横長美　1冊 267
目3日御封印

寛政5年10月25日12月6 横長美　1冊 268
日迄

文化12年10月30日ヨリ 横長美　1冊 248
12月13日迄

横長美　1冊 3610

横長美　1冊 3635

文政12年11月 横長美　1冊 198

安政3年11月 横長美　1冊 199

安政4年ll月 横長美　1冊 200

組頭十兵衛 享保11年12月 横長美　1冊 14

紙綴に「上」、 享保14年11月 横長美　1冊 15

衛［表紙綴に 享保14年ll月 横長美　1冊 16

損］　組頭徳 享保14年11月 横長美　1冊 17

紙綴に「下」、 寛保元年10月吉日 横長美　1冊 憧8
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（御年貢米勘定帳）（本田組庄屋三郎兵衛）［前欠］　組頭 寛保2年7月連判 横長美　1冊 唾9

十兵衛甚右衛門・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組　庄屋三郎兵衛　組頭十兵 寛保2年10月 横長美　1冊 3532
衛甚右衛門・横目吉右衛門外（連判）

（御年貢米納勘定帳）［前欠］　与頭徳左衛門外11名（連 延享元年7月 横長美　1冊 3609
判）

御年貢米勘定帳　九左衛門組庄屋（三郎兵衛）［表紙虫 延享元年10月 横長美　1冊 20
損・後欠］

（御年貢米納勘定帳）［前欠　後半部分破損あり］　与頭 延享2年7月 横長美　1冊 3642
徳左衛門外5名（連判）（作成部分破損あり）

（御年貢米勘定帳）［表紙欠］ 延享4年 横長美　1冊 3606

（御年貢米勘定帳）［表紙欠］ 寛延3年 横長美　i冊 3640

未御年貢米納勘定帳　九左衛門組［表紙綴にr下」］　組 寛延4年ll月 横長美　1冊 21
頭徳左衛門外（連判）

未御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭 寛延4年11月 横長美　1冊 22
十兵衛甚右衛門・横目賀右衛門外（連判）

未御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 寛延4年11月 横長美　1冊 23

酉之御年貢米納勘定帳　深沢五郎八組［表紙綴にr上」］ 宝暦3年11月 横長美　1冊 24
組頭十兵衛甚右衛門・横目嘉右衛門外（連判）

酉之御年貢米納勘定帳　深沢五郎八組［表紙綴にF下」］ 宝暦3年11月 横長美　1冊 25

亥御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭徳左衛門外（連 宝暦5年ll月 横長美　1冊 26
判）

亥御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 宝暦5年ll月 横長美　1冊 27

子御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭徳左衛門外（連 宝暦6年11月 横長美　1冊 28
判）

子御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭 宝暦6年ll月 横長美　1冊 29
次左衛門甚右衛門・横目加右衛門外（運判）

子御年貢米納勘定帳　五郎八組［後欠］　組頭次左衛門 宝暦6年11月 横長美　1冊 30
甚右衛門・横目加右衛門外（連判）

卯御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、後欠］ 宝暦6年11月 横長美　1冊 31

（御年貢米勘宗帳） 索暦i6年 構痔弟　1冊 RR漂《1

辰御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　次左衛門甚左衛門・横目加右衛門外（連判）

辰御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

午御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

（御年貢米納勘定帳）（九左衛門組）［表紙一部欠損］

　頭元助・百姓善九郎外（連判）

（御年貢米勘定帳）　横目加右衛門・与頭次左衛門・
　左衛門外48名（連判）

子御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭元助・
　郎外（連判）

辰御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭元助外（連判）

組頭

宝暦6年

宝暦10年11月

宝暦10年11月

　宝暦10年11月

　宝暦12年11月

組宝暦12年王2月

同甚宝暦12年12月

百姓善九明和5年11月

美
美
美

長
長
長

横
横
横

冊
滞
冊

1
　
1
　
1

冊
冊
冊

l
　

l
　

l

美
美
美

長
長
長

横
横
横

横長美　1冊

横長美　1冊

36歪6－1

32

33

4
5
」
i
3
3
2
3607

36
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子御年貢米納勘定帳　五郎八組／表紙綴にr下」、後欠］ 明和5年11月 横長美　1冊 37

子御年貢米納勘定幌　五郎八組［上と同様式力、表紙・ （明和）5年ll月 横長美　1冊 97
後欠］

丑御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭元助・百姓善九 明和6年11月 横長美　1冊 38
郎外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 明和7年ll月 横長美　1冊 40

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」、後欠］ 明和8年11月 横長美　1冊 41

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」コ　組頭次 明和8年ll月 横長美　1冊 42
左衛門甚左衛門・横目吉右衛門外（連判）

（御年貢米納勘定帳〉（九左衛門組）［表紙欠損］　組頭忠 （明和8年12月） 横長美　1冊 3480
右衛門・百姓善九郎外（連判）

（御年貢米納勘定帳）（九左衛門組）［表紙欠損］　組頭忠 （明和9年ll月17日連 横長美　1冊 201
右衛門・百姓善九郎外（連判） 判）

御年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄やかく組頭忠右衛門 天明元年11月 横長美　1冊 43
外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、後欠］ 天明元年11月 横長美　1冊 44

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明元年11月 横長美　1冊 45

（御年貢米納勘定帳）［前欠3　横目吉右衛門与頭次左衛 天明2年6月 横長美　1冊 3631
門・同兵助外60名（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明2年ll月 横長美　1冊 46

御年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄屋格組頭忠右衛門外
　（連判）

天明2年ll月 横長美　1冊 47

（御年貢米納勘定帳）［前欠］　組頭次左衛門・同兵助・
　横目吉右衛門外59名（連判）

天明3年7月 横長美　1冊 3630

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭次
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

天明3年11月 横長美　1冊 49

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明3年11月 横長美　1冊 50

御年貢米納勘定帳　九左衛門組［裏表紙欠損］　庄屋格
　組頭忠右衛門外（連判）

天明3年 横長美　1冊 48

御年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄屋格忠右衛門外（連
　判）

天明4年11月 横長美　1冊 51

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭次
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

天明4年ll月 横長美　1冊 52

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明4年11月 横長美　1冊 53

御年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄屋格忠右衛門外（連
　判）

天明5年11月 横長美　1冊 54－1

御年貢米納勘定帳）［前欠］　与頭次左衛門・同兵助・
横目吉右衛門外47名（連判）

天明6年7月 横長美　1冊 3639

卸年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭次
左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

天明6年11月15日 横長美　1冊 56

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明6年11月15日 横長美　1冊 57

卸年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄屋格忠右衛門外（連
判）

天明6年11月 横長美　1冊 55
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御年貢米納勘定帳　九左衛門組
　判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」コ

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、一部水損］
　組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」⊃
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　九左衛門組
　判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」〕

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　九左衛門組
　判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にrド」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」3

（御年貢米納勘定帳）（五郎八組）［表紙綴にr上」、表紙
　下破損］　組頭次左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　九左衛門組

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目吉右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

御年貢米納勘定帳　九左衛門組

御年貢米納勘定帳　九左衛門組

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］
　左衛門兵助・横目次郎右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

忠右衛門外（連 天明7年ll月朔日 横長美　王冊 58

上ゴ］　組頭次 天明7年ll月 横長美　1冊 59

下」コ 天明7年11月 横長美　1冊 60

L」、一部水損］

）
天明8年11月 横長美　1冊 61

下」］ 天明8年11月 横長美　1冊 62

下」］ 寛政3年ll月 横長美　珊｝ 64

上」⊃　組頭次 寛政4年11月 横長美　1冊 63

上」］　組頭次 寛政5年ll月20日 横長美　1滞 67

悲右衛門外（連 寛政5年11月20日夜ル 横長美　1冊 66

下」〕 寛政5年II月20日 横長美　1冊 68

上」］　組頭次 寛政6年閏11月15日 横長美　1冊 69

詠右衛門外（連 寛政7年11月 横長美　1冊 70

上」］　組頭次 寛政7年12月 横長美　1冊 71

ド」］ 寛政7年12月 横長美　1冊 72

ド」3 寛政9年11月15日 横長美　1冊 74

に「上」、表紙 寛政9年11月 横長美　1冊 73
門外（連判）

衛門外（連判） 寛政11年11月15日 横長美　1冊 75

上」］　組頭次 寛政ll年ll月15日 横長美　1冊 76

下」］ 寛政11年11月15日 横長美　1冊 77

上」］　、組頭次 寛政12年ll月15日 横長美　1冊 78

下」］ 寛政12年11月15臼 横長美　1冊 79

マ」］

文化4年H月20日 横長美　1冊 80

L」］　組頭次文化9年11月15日 横長美　1冊 8謹

ぐ」］
文化9年il月15日 横長美　1冊 82

漸門外（連判） 文政9年11月 横長美　1冊 83

菊門外（連判） 文政12年11月 横長美　1冊 84

ヒ」］　組頭次 天保5年ll月 横長美　1冊 86

下」］ 天保5年ll月 横長美　1冊 87
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御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭藤右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」コ　組頭次
　左衛門兵助・横目次郎右衛門外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組

御年貢米納勘定帳　五郎八組［筆頭：仁兵衛］　割元格
　三郎左衛門・組頭市郎右衛門助左衛門・横目次郎右衛門
　外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［筆頭：三郎左衛門］

九左衛門組　御年貢米勘定帳井二高辻（帳）万割物帳
　夏場割・り帳　高頭三郎左衛門［三郎左衛門控力］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」コ　割元准
　座條右衛門・組頭市郎右衛門助左衛門・横目次郎右衛門
　外（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［r下」と同様式］

（御年貢米勘定帳）［前欠］　割元准座條右衛門組頭助左
　衛門・市六外70名（連判）

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、後欠］

御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］

寅十二月取立勘定割物帳　五郎八組

（御年貢米勘定帳）

（御年貢米納勘定帳）　九左衛門組［天部鼠損］

（御年貢米納勘定帳）［覚書を巻込コ

（御年貢米納勘定帳）［断片］［紙帯一括：3188～3215］

（御年貢米勘定帳）［断片］［湿害ひどく不開］

（御年責米納勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米納勘定帳）［断片］

（御年貢米納勘定帳）［前欠］

（御年貢米納勘定帳）［前後欠］

（御年貢米納勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定覚）

（御年貢米納勘定帳）［前後欠］

（御年貢米納勘定帳）［前後欠］

（御年貢米納勘定帳）［前後欠コ

（御年貢米納勘定覚）

（御年貢米納勘定帳）［前後欠］

（御年貢米納勘定帳）［断片］

（御年貢米納勘定帳）［虫損ひどく不開］

天保9年ll月

天保9年11月

天保9年11月

万延元年11月

万延元年11月

万延元年11月

文久元年11月

文久元年11月

慶応2年10月

慶応2年11月

慶応2年ll月

慶応2年

（嘉永2酉～明治4未年）

（年欠損）

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　王冊

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1恥

横長美　1冊

横長美　1冊

器
濡
濃
論
器
騨
器
認
認
㌫
厳
珊

轍
灘
灘
膿
膿
礁
膿
騰
灘
灘
灘
礁
灘

Ω
り
98
80
司
ー9
9

　
7

　
8

2
　
』
I

Q
》
　
」
1

93

94

3608

％
9
6
論
9
－
線
瓢
難
篶
欝
3551

3553

3560

3563

3574

3575

3582
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（御年貢米勘定帳）

（御年貢米勘定帳）

（御年貢米勘定帳）［前後欠］

（御年貢米勘定帳）［前後欠・一枚のみ］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）（五郎八組）

（御年貢米勘定帳）［紙帯により一括］

（御年貢米勘定帳）［前欠3

（御年貢米勘定帳）［前欠　天部水損〕

（御年貢米勘定帳）［前欠コ

（御年貢米勘定帳）

（御年貢米勘定帳）

（御年貢米勘定帳〉［表紙欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前後欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）［表紙欠］

（御年貢米勘定帳）［前欠コ

（御年貢米勘定帳）［一枚（市兵衛分）のみ］

（御年貢米勘定帳）［前欠］

（御年貢米勘定帳）

○御年貢米銘々詰帳

御年貢米銘々詰帳　九左衛門組

御年貢米銘々詰帳　五郎八与

申ノ年銘々詰帳　五郎八組

御年貢米銘々詰帳　九左衛門組

御年貢米銘々詰帳　五郎八組

戌御年貢米銘々詰帳　本田組

御年貢米銘々詰帳　五郎八組

御年貢米銘々詰帳　五郎八組

横長美　1冊 3604

横長美　1冊 3605

横長美　1冊 3611

横長美　1冊 3612

横長美　1冊 3613

横長美　1冊 3614

横長美　一括 3615

横長美　1冊 3617

横長美　1冊 36嘆8

横長美　1冊 3619

横長美　1冊 3620

横長美　1冊 362蓬

横長美　1冊 3622

横長美　1冊 3623－1

横長美　1冊 3624

横長美　1冊 3627

横長美　1冊 3628

横長美　1冊 3629

横長美　1冊 3636

横長美　1冊 3637

寛延元年12月8日

寛延元年12月

宝暦2年月日

宝暦12年ll月

宝暦12年12月

明和3年12月ll日

明和5年12月5日

明和7年12月

横長美　1冊

横長美　1冊

横長美　1枚

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

冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊

王
　

1
　

1
　

1
　

1
　

1
　

玉
　

－

…3641

3643

3645

3647

3662

壌51

152

153

154

155

156

157

158
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御年貢米銘々詰帳 五郎八組 明和8年12月7日 横長美 1冊 160

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 明和8年12月日 横長美 1冊 159

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 安永2年ll月23日 横長美 1撮 161

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明元年ll月13日 横長美 1冊 162

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明元年11月13日 横長美 1冊 163

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明2年12月8日 横長美 1冊 164

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明2年12月9日 横長美 1冊 165

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明3年12月3日 横長美 1冊 166

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明3年12月3日 横長美 1冊 167

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明4年11月15日 横長美 1冊 168

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明5年H月15日 横長美 1冊 ≦69

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明6年ll月15日 横長美 1冊 1ア0

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明6年H月15日 横長美 1冊 171

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 天明7年12月日 横長美 1冊 172

御年貢米銘々詰帳 五郎八組［脹末二過下リ有］ 天明7年12月日 横長美 1冊 173

御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有］ 天明8年12月21日 横長美 1冊 175

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 天明8年12月25日 横長美 1冊 174

御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有］ 寛政3年11月18日 横長美 1冊 176

御年貢米銘々詰帳 ［天部欠損］　九左衛門組［過下リ 寛政3年ll月18日 横長美 1冊 3577
此末イニ有之候］

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［天部鼠損］ （寛政）4年□月29日 横長美 1冊 100

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 寛政5年H月21日 横長美 1冊 177

御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有／枝2と紙寛政5年H月30日 横長美 1冊 178－1

繕結］

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政7年12月22日 横長美 1冊 181

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政7年12月 横長美 圭冊 179

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政8年11月21日 横長美 1冊 182

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政9年ll月15日 横長美 1冊 183

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政ll年11月20日 横長美 1冊 184

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政ll年11月21日 横長美 1冊 185

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政12年12月4日 横長美 1冊 186

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政12年12月5日 横長美 1冊 187

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 文化4年11月23日 横長美 1冊 188

御年貢米銘々詰帳 五郎八組 文化12年11月 横長美 1冊 189

御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 文政12年ll月 横長美 1冊 壌90

一99一



深沢村／貢租・諸懸／取立・納入

御年貢米納銘々詰帳　九左衛門組

御年貢米納銘々詰帳　五郎八組

御年貢米銘々詰帳　五郎八組

御年貢米銘々詰帳　五郎八組［筆頭：澤次右衛門］

御年貢米銘々詰帳　五郎八組［筆頭：仁兵衛］

御年貢米納銘々詰帳　五郎八組［筆頭：澤次右衛門］

御年貢米納銘々詰帳　五郎八組［筆頭：二兵衛］

○御年貢米一紙目録

辰御年貢米一紙目録（控）　五郎八組［御片書〆・鍛冶
　新田江内諸代米・本御蔵納・万巻通・深沢納・御手当米、
　残而下り／虫損大］　割元格三郎兵衛・組頭次左衛門兵
　助・横目七兵衛→御代官所

寅御年責米一紙目録（控）　九左衛門組［御片書〆内諸・

　代米・深沢正米納・御手当米・五郎八組6残而下り／端
　裏書1寅年12月1日控コ　庄屋代太右衛門・庄屋格組頭忠
　右衛門→御代官所

丑御年貢米一紙目録　五郎八組［御片書〆内諸代米・本＝
　大嶋正米納・深沢正米納・御手当米、残而下り］　割元
　格三郎兵衛・組頭兵助・組頭次左衛門・横目吉左衛門→
　御代官所

丑御年貢米一紙目録（控）　九左衛門組［御片書〆・割一
　元通内諸代米・本大嶋正米納・深沢正米納・御手当米、
　残而下り／端裏書：丑年ひかへ］　庄屋格組頭忠右衛
　門・庄屋代太左衛門→御代官所

寅御年貢米一紙目録　五郎八組［御片書〆・九左衛門組
　江・割元通江内諸代米・本大嶋正米納・深沢正米納・御
　手当米、残而下り／端裏書1寅とし］　割元格三郎兵衛
　（印）組頭兵助・組頭次左衛門・横目吉右衛門→御代宮所

寅御年貢米一紙目録（控）　五郎八組［御片書〆・九左
　衛門組江・割元通江内諸代米・本大嶋正米納・深沢正米
　納・御手当米、残而下り／端裏書1寅12月1日ひかへ］
　割元格三郎兵衛・組頭兵助・組頭次左衛門・横目吉左衛
　門→御代官所

辰御年貢米一紙目録（控）　五郎八組［御片書〆内諸代
　米・本大嶋正米納・深沢正米納・御手当米・鍛冶新田村
　6、残而下り］　横目吉右衛門・紺頭次左衛門・組頭兵
　助→御代官所

辰御年貢金一紙目録（控）　九左衛門組分［端裏書：辰
　12月2日ひかヘニ候］　庄屋代多右衛門・庄屋格与頭忠右
　衛門→御代官所

辰御年貢米一紙目録（控）　五郎八組［端裏書：辰12月
　2日ひかヘニ候／水濡］　横目吉右衛門・与頭次左衛門・
　兵助・三郎兵衛→御代官所

辰之御年貢米一紙目録　九左衛門組　庄屋格与頭忠右衛
　門、庄屋代多右衛門→御代官所

巳ノ御年貢米一紙目録（控）　五郎八組［端裏書：巳と
　し11月30日ひかへ］　割元格三郎兵衛・与頭次左衛門・
　同兵助・横目吉右衛門→御代官所

巳ノ御年貢米一紙目録（控）　九左衛門組［端裏書＝巳，

天保9年11月 横長美　1冊 191

安政3年11月 横長美　1冊 192

安政4年11月 横長美　1冊 193

安政6年11月 横長美　1冊 194

安政6年ll月 横長美　1冊 195

明治元年11月 横長美　1冊 196

明治元年11月 横長美　1冊 て97

文政3年12月 竪継紙　1通 2ア60

丑12月 竪紙　1通 2015

丑12月 竪紙　三通 2017

丑12月 竪紙　1通 2018

寅12月 竪紙　1通 2014

寅12月 竪紙　1通 2019

長12月 竪紙　1通 2020

辰12月 竪紙　1通 2083

辰12月 竪紙　1通 2085

辰ノ12月 竪継紙　1通 2487－4

巳11月30日 竪紙　1通 25合1

巳ノll月30日 竪紙　1通 2582
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