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信濃国筑摩郡下今井村桃井家文書目録　解題

1．桃井家文書の伝来と本文書群の特色

　桃井家文書は、史料館が昭和31年度（1956）に古紙回収業者より購入した文書群である。信濃国筑

摩郡下今井村（現松本市今井）の名主・戸長を勤めた桃井家旧蔵にかかるこの文書群は、桃井家を離

れたのち当館に購入されたものである。先に松本・塩尻・東筑摩郡地域の文書群の悉皆調査を行い、

その結果を目録化して孔版で刊行した東筑摩郡郷土資料編纂会刊「古文書目録」がある。昭和28年に

作成されたこの目録の第14集は、下今井村関係の古文書の目録を集めている。しかし、ここには当史

料は所載されていない。すでにこれ以前に、所蔵者桃井家の手を離れていたので、現地の悉皆調査か

らも洩れたのであった。この文書旧蔵の桃井家は、昭和二十年代に松本市を離れるにあたって、家

財・その他を一切処分したといわれてきていた。この度の目録作成にあたって聞き書きを行った際に、

現地松本の近隣の地区町村誌編纂関係者でも、旧蔵桃井家の文書が史料館に現存することをはじめて

知ったほどであり、この文書群は、長い間その存在自体が知られて来なかったものである。

　この史料群を受け入れた当時の史料館内部の管理カードは、709枚作成されている。ぞこには605冊、

122通、66綴、2枚、の計795点が記されていた。一方、この度未封入史料の追加と、目録整理の途中

で見出した大袋入りの書簡集の別置分、これらをあわせて整理した結果は点数が急増して、合計2364

点になった。さらに、他家文書中に混入していた分の数点を加えたものが、当文書群の総合計で2372

点になる。

　この文書群が史料館に購入されるまでに、いかなる人の手を経て古紙回収業者に渡ったかは、はっ

きりしない。この間あるいは受け入れ時に、本史料群の原秩序は大きく崩されていることは確かであ

る。例えば、点数からいってもっとも多く400点近い「宗門送り状」には整理の手が加えられており、

このことによってある程度年代順に並べられているが、とくに「案文」には年月を欠くものが多くあ

り、それが置かれていた位置が不明となることによりその年代推定を不可能にしているものがある。

人物を村方に受け入れた結果集積された「送り状」と、村外に送り出すために作成されて手元に残さ

れたもの（その多くが「案文」）とは、もともとは年度ごとに括られていた可能性があるが、すでに

原型は変更されている。また「宗門送り状」は、下今井村からの送り状か受取り状かによるのでなく、

案文かどうかというあいまいな判断で大別されていたのであった。とにかく、下今井村に宛てたもの

は「受取状」、下今井村から他村宛のものを「送り状」に分けたが、後考の余地を残すため、整理番

号は大きな袋から取り出したときの「原秩序」を示すこととし、年欠のものも大きな袋の中の配列順

を尊重して番号を与えたが、それが正当な位置を示すかは保障できない。

　年代からすると、寿永2年（1183）の木曾義仲から今井四郎宛書状がもっとも古いということにな

るが、これはもとより「写」であり、桃井家に関する文書は元禄年間に始まるとみてよい。本文書は、
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元禄2年（1689）（写）～大正10年（1921）におよぶ期間の文書群であるが、より限定していえば天保末

～明治10年代という、桃井家が村役人の座についていた幕末の弘化年間から慶応～明治初年、さらに

戸長となった明治期の史料がこの文書群の大半を占めているのである。

2．下今井村関係引継目録について

　この地方では、江戸時代の村方作成文書は原則的にいって名主を経験した家に保管されてきており、

この文書群も、幕束から明治期の名主・戸長として作成・授受したものと、個人の家関係の文書を内

容としていることから、旧蔵桃井家が村役人をしていた時期の関係文書ということができる。では、

下今井村において村役人は、当時役職を引継ぐにあたってどのような文書を引き継いでいたのであろ

うか。桃井家文書の中には、覚え書き的なもの1点しか見られないが、同じ下今井村に関しては、桜

井家文書（後述）の中に2点の引継文書があったので、それを示しながら特徴点をみておこう。

　資料1に示した文化2年（1805）の文書には、55種類80点以上が掲げられていて、そのうち古見原御

検地帳／上今井忠右衛門水車済口証文並絵図共／社木分付帳／水代より取候書付／上下水ニツ割之節

反別帳／新御定目の6点は請け取らなかったと書いている。最後に、「右の外何二而も書物等村入用之

節ハ見出し村用に立可申侯、夫より此目録二相載せ役元二預置可申候、以上」と書かれ、作成者「先

役五郎左衛門」から「名主藤右衛門殿・村役人中」に宛てている。

　文化2年（1805）は、名主と組頭1名が交代した年である。年貢徴収に関わって検地帳・名寄帳など

土地関係が多いのはもちろんであるが、子年つまり前年文化元年の文書が多い。名主の先役から新役

宛に送られた文書であるが、子年のものは見取御水帳・御年貢帳・御検見帳・御年貢御通などである。

また、宗門人別帳や五人組帳など年々変化するものは、引き継ぎは前年だけに留めていた可能性があ

る。

　資料2に示したように天保15年も引き継ぎの対象となった文書は、41種類65点以上である。この年

は、村方騒動（後述）が一応収まって、新名主は隣村岩垂村名主茂右衛門で下今井村の越名主になっ

て引き継ぎを受けたということになる。目録リストに見るように、検地帳から御年貢取立帳・夫銭

帳・宗門人別帳・人別増減帳・馬数毛付帳・五人組帳など天保14年に限って受け継いでいるものが多

い。この引き継ぎには、「惣役人立会相改、髄二受取申候処相違無御座侯　以上」とあるように、先

役名主三右衛門と百姓代・組頭すべてが立会っていたのである。

　次に、嘉永6年（1853）のものと思われる桃井家文書中の史料（資料3）をみておこう。

　ここでも村方の年貢負担に関する基本的な帳簿が引き継がれていることがわかる。天保年間の引き

継ぎ目録とくらべて、点数が厳選されて少なくなっている。17種類、31点と数では半減している。と

同時に、村方文書の分散保管とでもいい得るように、新右衛門・五郎左衛門・式左衛門・重左衛門と

少なくとも4人の村役人の家に分散されていることは明らかである。新右衛門は、天保中期から組頭

役を勤めている人物で、村の基本的な土地台帳を一手に保管している。五郎左衛門は、安永期より名

主・百姓代を何代かにわたり続けて勤めてきている家で、過去の帳簿について詳しいようにみえる。

式左衛門は、父式右衛門以来組頭を勤めている家である。この4人の村役人が揃うのは、弘化5年
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資料1文化2年丑3月2日　諸帳面引渡シ目録（桜井弘直家文書32）

L御水帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四五六　3冊
1．御水帳冊寄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L子見取御水帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L酉見取御水帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L芝地御検地帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．上今井分御水帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一弐参　3冊
L新御検地帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2冊
L古見原名寄帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
　外御検地帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L上下定書連判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1本
1．御水帳上下二面而預取替　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1本
1．古見山御謹文並謹拠書物
　其外水論内済証文並境絵図上下拾年二預書付
1．皆済目録　但申酉戌亥子迄〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5本
1．上今井忠右衛門水車済口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．同人やしき絵図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L林小前控帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
　外古見分林小前帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．控水帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5冊
　外子見取控帳
L名寄帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5冊
L新御検地野帳写　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2冊
1．米帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子ノ草高帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子ノ御年貢帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子ノ村入用出物帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子ノ夫銭帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子ノ古見岩垂割帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
L子ノ山手帳割付帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧1冊
1．子ノ極月〆込帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．申酉戌亥子差抜控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5冊
1．社地取替証文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1通
1．社木分付帳並残金借付帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2冊
1．御普請使用目論見帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．安永九年高遠領三ヶ村、田竿入候哉二付罷出候願書並返答書／被仰渡候書　　　　　　　3通
1．古見岩垂取籾帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．水代より取候書付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1通
L宗門人別帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4冊
1．毛付帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．五人組帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
　外五人組合帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．川除荒地起返帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6冊
1．芝地御検地野帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子御検見帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．同御用番帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．上下水ニッ割之節反別帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．明細帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．上下田方切添改帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．切添方糺候書付連印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1通
1．新御定目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
1．子御年貢御通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1通
1．御鑑印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1枚
　右目録之内
1．古見原御検地帳
1．上今井忠右衛門水車済口証文並絵図共
1．社木分付帳
1．水代方取候書付
1．上下水ニッ割之節反別帳
1．新御定目

〆六ヶ条受取不申候
　　　右之通二御座候、右之外何二而モ書物等村入用之節ハ見出シ村用二立可申候、夫より此目
　　　録二相載セ役元二預置可申候　以上
　　　　　文化二丑年三月二日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先役　五郎左衛門
　　　　　　　　　　　名主　藤右衛門
　　　　　　　　　　　　　　村役人中
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資料2　天保15辰年正月8日　御水帳並諸帳面引渡目録（桜井弘直家文書313）

1．田畑御改二付水帳写（右肩に「天保十四卯年」とあり）

1．検見合毛付帳（右肩に「天保十四卯年」とあり）

L元禄三午年御検地帳

1．元禄三午年御検地帳写

1．安永九子年御検地帳写

1．元禄三午年古見原御検地帳

1．寛政元酉年高反別明細帳

1．天保六未年御裁許之写

1．天保六未年御請謹文

1．宝暦十二年上下定書

L寛政六寅年新開皆潰謹文

L天保八酉年為取替讃文
L天保七申年為取替言登文

L安永四未年社地取替讃文

1．天保十三寅年村規定書

1．天保十三寅年御改正組定

1。天保十一子年古見原林小前帳

L天保六未年為取替絵図面（小野沢村新田3枚、針尾村、古見村、

　小野沢村本郷、下今井村各一枚）

L鹿絵図

1．文化四卯年囲穀御改方帳

1．米帳

1．高帳

1．名寄帳

L林名寄帳
L享和二戌年古見岩垂取籾小前帳
1．天保十四卯年御年貢取立帳

L天保十四卯年夫銭帳

L天保十四卯年古見岩垂年貢夫銭取立帳

1．天保十四卯年山手割帳

L天保十四卯年上下割帳
1．天保十四卯年三納〆込帳

1．、駅保十四卯年宗門帳

1．天保十四卯年人別増減帳

1．天保十四卯年馬数毛付帳

L天保十四卯年五人組帳

L外組合帳
1．秤
1．箪笥

1．印袋

1．判木

1．床机

〆四拾六品

　内四品村方二残し置申候、右之内五品五郎左衛門より受取候分

　右之通惣役人立会相改、髄二受取申候処相違無御座候　以上

　　　天保十五辰年正月

6冊　是ハ五郎左衛門より受二付

1冊右同断
3冊　　（六冊之内）

3冊　　（六冊之内）

2冊

1冊

1冊

1通

1通

1通

1通　但上今井より惣連印

1通　但上今井より役人連印

1通　但山方三ヶ村より流木一件
1通

1通

1通

1冊

7枚

5枚　但村限り分

1冊

1冊

1冊

5冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

4冊　是ハ五郎左衛門より受取申候

1冊　是ハ五郎左衛門より受取申候

1冊

1冊

1冊

1挺　是ハ村方二残し置申候
1釣

1ッ　是ハ村方二残し置申候

1ッ　是ハ右同断

1ッ　是ハ右同断

名主　茂右衛門（印）

先役　三右衛門殿

百姓代・与頭御衆中
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資料3　（嘉永6年か〉覚（桃井家文書　995－02） （グラビア参照）

　高帳

　米帳

　御検地帳

　古見岩垂高帳

　古見高帳　但新高帳

　御囲穀御改帳　但新古

　御検地林帳写

　御検地名寄帳

　田畑名寄帳

　〆

　右新右衛門殿へ相渡分

　寛政年中

1．明細帳

　天保年中

1．新田検地帳

　〆
　右者五郎左衛門殿方二御預り之分

　嘉永五子年

1．上今井忠右衛門新切潰御願下証文

　同年渡ス

1．御役所御印鑑

　〆
　右者式左衛門殿方二御預り候分

1．古見林米帳

　是ハ新右衛門殿方へ御渡候分

　御改正組定

　是ハ当三月重左衛門殿へ御渡申候分

冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊
冊

l
1
0
1
2
2
2
1
5

　
　
1

1冊上今井村江従公儀御沙汰二付其節出ス

1冊

1通

2枚

1冊

1冊

（1848）からであるが、式左衛門が預かったものは嘉永5年であるから、この文書の作成時期はこれ以

後とみられ、新右衛門が村役の座を降りる（あるいは死去か？）嘉永6年と見なしてもよさそうであ

る。むしろ、新右衛門保管の文書を変更する必要性が生じたため、このような「覚」が残されたとい

えるようである。なお、新右衛門が保管してきた文書類は、桃井家文書にはほとんど含まれていない

から、土地関係の重要帳面類は、主として組頭の一人が保管にあたったのであろう。

3．関連史料について

　下今井村の関連する史料については、昭和28年から29年に行われた長野県東筑摩郡教育会に置かれ

た郷土資料編纂会による『古文書目録』から、関係する5つの目録についてみていきたい。先にふれ

たように、この『古文書目録』には、「桃井家文書」は所収されていないが、当時存在が知られた文

書についてはその全部について目録取りがなされている。今回、それぞμ個別に直接あたって検討す

ることが出来なかっためで、すでに孔版で刊行の『古文書目録』により検討していくことにしたい。
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　1）桜井弘直家文書

　この文書群は、『古文書目録』第14集所収の「桜井三内氏所蔵古文書」（昭和29年3月10日調）にあ

たり、316番まで651点のリストが所収されている。この文書群の中心となる「宗門人別御改帳」と

「宗門人別増減帳」をみると、寛政3年（1791）、寛政8年、文政4年（1821）～天保13年（1842）のもの

があり、当史料館所蔵「桃井家文書」の直前の時期の史料群である。名主名でいえば三右衛門とその

祖父三左衛門の時期の文書にあたる。なお、三右衛門の父親久右衛門は、名主でなく百姓代を文化2

年（1805）～文政2年（1819）まで勤めているが、この間の文書を欠いている。文書の内容は、古く

は元禄3年（1690）「御検地帳」・同年「御検地屋敷分」・同年「草高反別帳」があり、享保5年

（1720）「下今井村見取場改帳」、元文4年（1739）・延享2年（1745）・宝暦2（1752）～天明7年（1787）

の「鎖川除御普請帳」13冊、とまだ桜井家が名主でなかった時期のめぼしい村方文書が含まれている。

もちろん、「宗門人別御改帳」とともに文政3年～13年の「御用書留帳」15冊があり、名主役の任期中

の基本的な文書が含まれている。鎖川の下流に位置することによって用水問題で苦労してきた村柄か

ら、上流の古見村の開発に関わる文書が散見される。訴訟文書は、圧倒的に古見・小野沢村との水

論・山論に関するものである。なおこの文書群には、桜井一族が名主役を退いた天保末年以後の文書

はほとんど見られない。

　2）桃井憲子家文書

　この文書群は、『古文書目録』第14集所収の「桃井三保氏所蔵古文書」（昭和28年調）にあたり、

331番まで684点のリストが所収されている。この文書群の中心的な文書である「宗門人別御改帳」と

「宗門増減帳」は、安永5年（1776）から天明5年（1785）までと、およそ20年後の文化2年（1805）か

ら文化15年までが揃っている。また、この時期の「人別送り状」が123通ある。この文書群は、桜井

弘直家文書段階より前の名主藤右衛門の時期のものである。桃井家に保管されてきた文書であるが、

実際に「宗門人別御改帳」から系譜をたどっていくと、名主藤右衛門は桜井家の血筋につながる。そ

の後の調査で、桜井藤右衛門家は絶家したが、その子孫がある時期に桃井家と姻戚関係を結んだとき

に、桜井藤右衛門文書を桃井家に持参したということである。この文書群の内容は、下今井村の基本

的な史料である元禄3年（1690）の「御検地水帳」6冊・「御検地寄帳」2冊・「御検地野取帳」10冊、

それから天保5年（1834）「御検地控帳」4冊（10冊の内）、「御用書留帳」は享和4年（1804）・文化ll

年（1814）から文政3年（1820）まであり、年貢の「割付帳」と「皆済目録」は享保17年（1732）か

ら天明期と文化元年から7年までの間に断続的にある。正徳6年（1716）の「古見山論訴訟之事」・

「古見村山論返答書」・「古見山論之件取替証文之事」にはじまる山論一水論関係の記録は、天保末

年にも「古見針尾小野沢新田山論訴訟書」や鎖川川除関係書類、「水論済口証文」などがあり、明治

ll年（1878）「上組呑用水堰出訴書」、明治12年「畑田成ノ件訴訟書」などがある。この村にとって、

水をめぐる動きが重要課題であったことがこの点からも分かる。なお、この文書群には桃井吉兆治一

績一三保一三輝一憲子と続く桃井家の文書が若干混在しているように思われる。
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　3）筒井澄夫家文書

　この文書群は、『古文書目録』第14集所収の「筒井幸雄氏所蔵古文書」（昭和29年3月10日調）にあ

たり、全部で217点ある。古くは元禄・正徳・享保期から、元文・寛保・延享・寛延・明和・安永・

天明までの村方文書である。桜井一族（名主名：久右衛門・五郎左衛門・・藤右衛門・三左衛門）が村

政のリーダーシップをとる以前の70～80年間の文書にあたる。のちの天保期のもの十数点が含まれて

いる。上述の1）2）の文書とちがい、検地帳や名寄帳などの年貢に関する基本的帳面はなく、「宗門

人別御改帳」とそれに関連する史料を全然含まない。古いものでは、村の定書・御条目・申渡・先触

など、名主として受け取った書状が多く、それに用水・助郷などの済口証文・質入手形・借用金手形、

また諸々の願書などがある。

　4）下今井区長文書

　この文書群は、『古文書目録』第14集所収の「下今井区長所蔵古文書」（昭和28年調）にあたり、全

部で156番まで223点ある。江戸時代の寛政～天保期のもので、元禄3年「御検地帳」（写）をはじめ

「皆済目録」、天保5年（1834）「御検地清野帳」、「済口証文」などがある。多くは、明治6年（1873）

以降の文書で、「改正地引帳」や学校関係書状、山地用水関係の訴訟間題、明治30年「古見山入会山

約定書」など下今井区関係の文書が中心である。井筋や堰樋、畑田成の件については、江戸時代のも

のが少なくない。これら村方の共同性のつよい文書が、区長の成立以前から名主文書と別な文書群と

して独自に引き継がれてきたのかどうかについては、判断の素材不足でよくわからない。

　5）村山茂登家文書

　これは、先述した『古文書目録』第7集に所収されているもので、28点という少ない文書群である。

時期的には、寛延2年（1749）から、明治2年（1869）にわたり、その内容は証文と願書類である。質

物証文も含むが、助郷人馬賃銭にかかわるものと、文政3年（1820）と天保13年（1842）～同15年の名

主役替り取極めに関するものが含まれている。これは、村運営にかかわる重要なものと意識して保存

されてきたものと思われる。村山家が名主を勤めたことがあるかは定かでないが、化政期までは組頭

役を経験し、その後は村役人についていない家とみられる。村役人としての立場でなくなった家に保

存されてきた文書は、村山家の上記名主役替り文書以外にはほとんどないと思われ、貴重なものであ

る。

4．下今井村の概要

　旧下今井村は、行政上公には上下に分けられてはおらず、江戸時代は下今井村だけの石高は示され

ていないので、今井村の一部としてしか扱えないが、松本市の西南に位置し、奈良井川支流鎖川など

の河川によって作られた緩やかな扇状地上にある。鎖川以外に流れこむ川のない地域であって、水に

恵まれない畑作地域で、近世から明治初年にかけては、赤松の平地林が多かった。そのため水の確保

をめぐって水論が多発し、水争いの絶えない地域であった。
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　今井村は、天正検地では今井郷として出てきて、488石2升と石高が示されている。江戸初期は、松

本藩領であった。元和3年（1617）に伊那の高遠藩領となり、正保4年（1647）の「正保御書上」御事

跡稿では503石6斗1升8合の石高であった。元禄3年（1690）の検地を経て翌元禄4年から幕府領に組み

入れられたが、元禄15年の「郷帳」では1235石2斗5升2合へと増加している。正徳3年（1713）より松

本藩の分家笹部水野家領となり、その後享保ll年（1726）に松本藩へ戸田氏が入部するとともに幕府

領となり、寛保3年（1743）からは松本藩預り領となった。その後幕府領（松本藩預り）のまま120年

以上を経て、明治維新を迎えることになった。この間、天保5年（1834）の「信濃国郷帳」では1508

石6斗8升1合、そして明治2年（1869）の「旧高旧領取調帳」でも村高ではなお上下に分けないで今井

村として示され、1523石5斗2升7合の高であった。

　今井村は、明治元年（1868）の新政下では、まず名古屋藩支配塩尻御取締所の支配となり、明治2

年には伊那県、明治4年には筑摩県の管轄下に置かれ、明治9年に長野県に属した。なお、今井村は、

江戸中期から実際の村運営では上下今井村に分かれていた。この上今井村・下今井村に、隣地に開発

されていた野口新田村（安政5年・35石5斗1升8合）、古池新田村（同安政5年、21石2斗2升2合）を加

えて、明治7年に新今井村として誕生し、のちに、昭和29年に松本市に合併した。

　今井村の商品生産の状況をみると、近世期には商品として売り出すような農業生産物は無1く、馬数

は168匹（元禄12年）を数えたが、商品流通にかかわったのではなく、農耕と肥料を得るためであっ

た。明治9年「今井村概況」によると、戸数386戸、人口2034人、繭580貫目、米100石、小麦120石、

大豆50石で、民業は、男は「農業の者三六〇戸、大工職八戸、杣職二戸、左官職二戸、畳職一戸、鍛

冶職二戸、屋根職二戸、銃猟九戸、熟れも富民少く貧民多し」、女は「悉皆農業なりと難も、農間養

蚕或縫織を兼営す」とある。幕末期には商品生産がおこり、余業に従事するものもみられるようにな

ったが、依然として主穀生産中心の村に変わりがなかった。

5．桃井家について

　桃井家が「宗門人別帳」で確認されるのは、安永3年（1774）からである。この年、幸次郎（48）、

女房はつ（37）・俸太郎吉（17）・停八十吉（12）・娘そめ（8）、俸虎吉（3）の直系家族と、弟幸右衛

門（27）、女房さき（29）、甥吉次郎（8）、姪さよ（5）／従弟粂右衛門（44）、女房しな（31）、俸太

郎八（17）、俸太吉（8）、娘とめ（3）、伯母とふ（72）の大家族で、男9人女7人、計16人の複合家族

で、持高は10石9斗6升であった。

　この後、寛政3年（1791）以前に従弟粂右衛門が別家している。弟幸右衛門とその血筋の者は、そ

の子吉蔵の時（文政期）まで同居していたが、文政12年（1829）には4人家族、持高5石1斗で分家し

ている。

　安永3年以前の桃井家については、桃井家自身が過去を語ったものであるが、天保13年（1842）に

名主三右衛門後役の入札があった時の記録からみておこう。桃井重左衛門は、97枚の札を得て最高札

であったが、百姓代五郎左衛門・弥右衛門、与頭式右衛門・三左衛門の「不承知」のため不調に終わ

った。この時の嘆願書下書で、重左衛門は自家桃井家のことを次のようにいっている。
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　「私家とても古者元禄三午年御検地之時節、私先祖二而吉右衛門与書載御座侯、此儀隣村迄も申唱

　　候様二奉存候」

　「其後大難仕、夫より段々貧窮二相成御役等も相勤奉り不申、古之事二御座候得者御役も失ひ、今

　　日之家業銀難二暮シ来候様申伝承り罷居候」　　（桃井家文書　783）

　桃井家は元禄3年（1690）からの由緒を持つ家だとして、いずれも桜井姓である「不承知」の4人に

対して反撃したのである。五郎左衛門・弥右衛門は、元禄3年の検地帳には名前が載っていないこと、

桜井家本家ともいうべき久右衛門は宝暦年中、藤右衛門は安永年中、の入札から村役人となったもの

で、桃井家の歴史は桜井家より古いことを強調している。

　さて、桃井本家幸次郎は吉左衛門が後を嗣ぎ、文化2年（1805）は13石9斗6升、文化7年は25石9斗、

文化11年は30石8斗、文化13年は35石3斗、と順調に持高を伸ばしている。文政4年（1821）には吉左

衛門弟重左衛門が後継となる。この時の持高は、55石8斗まで増加していた。文政4年の家族構成は、

重左衛門（59）、女房ひく（48）、俸種吉（13）、俸奥弥（ll）／兄吉左衛門（65）、女房かね（60）、

年度 安永3年 天明5年 文化2年 文化13年 文政4年 天保3年 天保15年 嘉永6年 文久4年　明治2年

石高 （1774） （1785） （1805） （1816） （1821） （1832） （1844） （1853） （1864） （1869）

100石～ 1
50石～100石 1 1 1 3 4 1 1 1 1
40石～50石 1 1 1 1 1 1
35石～40石

（35．3石）

30石～35石 1
25石～30石 1 1
20石～25石 2 2 11

19石～20石 1
18石～19石 1 1
17石～18石 1 1 1 1 1 1
16石～17石 2 1 1
15石～16石 2 1 1 2

14石～15石 1 3 4 1
13石～14石 1 2 3 2 2 2
12石～13石 2 2 3 1 2 3 2 1
11石～12石 2 2 2 3 1 1 1 2
10石～11石 2 2 1 4 6 1 3 2

9石～10石 1 2 3 2 2 2 1 3 4
8石～9石 4 3 2 2 2 2 2 2 6
7石～8石 3 3 ♪ 4 2 2 4 4 6 6
6石～7石 3 6 3 3 3 4 10 7 9
5石～6石 7 6 5 11 13 10 6 7 11

4石～　5石 6 6 7 3 5 8 12 11 8
3石～4石 6 7 5 20 17 11 14 18 13

2石～3石 20 19 16 17 15 17 24 2 525

1石～2石 14 16 25 11 16 14 27 29 30

1石以下 23 25 27 20 28 28 47 42 41

無高 10 8 7 9 6 9 7 14 15

戸数 110 112 116 116 122 124 170 178 179

資料4　下今井村階層表

（典拠、各年度宗門人別御改帳、ゴチ数字は桃井家石高の位置を示す）
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資料5．信濃国筑摩郡下今井村村役人表

西暦 和年号 名主 組頭 百姓代

1713 正徳3 与左衛門 久四郎　　杢右衛門　　兵右衛門　　　一 忠兵衛　　　　一　　　　一
1766 明和3 久右衛門 与右衛門　　九左衛門　　松右衛門　庄左衛門 幸内　　　　一　　　　一
1774 安永3 久右衛門 傳七郎　　　清之丞　　仲右衛門　　　一 幸内　　　　一　　　　一
1776 安永5 五郎左衛門 傳七郎　　重右衛門　　仲右衛門　庄左衛門 久右衛門　　　一　　　　一
1778 安永7 藤右衛門 傳七郎　　重右衛門　　仲右衛門　庄左衛門 久右衛門　五郎左衛門　　一
1779 安永8 藤右衛門 傳七郎　　重右衛門　　仲右衛門　庄左衛門 久右衛門　五郎左衛門　　一
1780 安永9 藤右衛門 新右衛門　佐野右衛門　　　一　　　庄左衛門 三左衛門　五郎左衛門　　一
1781 安永10 藤右衛門 忠次郎　　佐野右衛門　　　一　　　庄左衛門 三左衛門　五郎左衛門　　一
1782 天明2 藤右衛門 忠次郎　　佐野右衛門　孫左衛門　庄左衛門 三左衛門　五郎左衛門　　一
1783 天明3 藤右衛門 忠次郎　　佐野右衛門　孫左衛門　庄左衛門 三左衛門　五郎左衛門　　一
1785 天明5 藤右衛門 忠次郎　　佐野右衛門　孫左衛門　庄左衛門 三左衛門　五郎左衛門　　一
1791 寛政3 三左衛門 一　　　吉左衛門　　孫左衛門　庄左衛門 弥次右衛門五郎左衛門藤右衛門
1796 寛政8 三左衛門 一　　　　　一　　　次右衛門　庄左衛門
1800 寛政12 五郎左衛門 七郎右衛門　平右衛門　　次右衛門　庄左衛門 弥次右衛門　　　一　　　藤右衛門
1801 享和1 五郎左衛門 七郎右衛門　平右衛門　　次右衛門　庄左衛門 弥次右衛門　　　一　　　藤右衛門
1805 文化2 五郎左衛門 七郎右衛門　平右衛門　次郎左衛門　告四郎 弥次右衛門　　　一　　　藤右衛門
1806 文化3 藤右衛門 七郎右衛門　　伝兵衛　　次郎左衛門　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1807 文化4 藤右衛門 七郎右衛門　　伝兵衛　　次郎左衛門　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1808 文化5 藤右衛門 七郎右衛門伝兵衛次郎　　左衛門　　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1809 文化6 藤右衛門 七郎右衛門伝兵衛次郎　　左衛門　　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1810 文化7 藤右衛門 七郎右衛門　平右衛門　　杉右衛門　　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1811 文化8 藤右衛門 七郎右衛門　　　一　　　杉右衛門　　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1812 文化9 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　　告四郎 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1813 文化10 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1814 文化ll 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1815 文化12 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1816 文化13 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門久右衛門
1817 文化14 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門三右衛門
1818 文化15 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門三右衛門
1819 文政2 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門三右衛門
1820 文政3 藤右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門三右衛門
1821 文政4 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1822 文政5 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1823 文政6 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1824 文政7 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1825 文政8 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1826 文政9 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1827 文政10 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1828 文政11 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1829 文政12 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1830 文政13 三右衛門 七郎右衛門　式右衛門　　杉右衛門　嘉右衛門 弥次右衛門五郎左衛門　　一
1832 天保3 三右衛門 重右衛門　　式右衛門　重郎右衛門嘉右衛門 一　　　五郎左衛門　　一
1834 天保5 三右衛門 重右衛門　　式右衛門　重郎右衛門嘉右衛門 一　　五郎左衛門　　一
1836 天保7 三右衛門 新右衛門　　式右衛門　重郎右衛門嘉右衛門 一　　　五郎左衛門　　一
1839 天保10 三右衛門 新右衛門　　式右衛門　重郎右衛門　　一 一　　五郎左衛門　　一
1841 天保12 三右衛門 新右衛門　　式右衛門　重郎右衛門　　一 弥右衛門　五郎左衛門　　一
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1843 天保14 一 新右衛門 式右衛門 重郎右衛門

1844 天保15 茂右衛門 新右衛門 一 重郎右衛門

1845 弘化2 茂右衛門 新右衛門 一 重郎右衛門

1846 弘化3 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1847 弘化4 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1848 弘化5 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1849 嘉永2 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1850 嘉永3 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1851 嘉永4 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛門

1852 嘉永5 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛F

1853 嘉永6 茂右衛門 新右衛門 式左衛門 重郎右衛F

1854 嘉永7 茂右衛門 一 式左衛門 重郎右衛ド

1855 安政2 茂右衛門 一 式左衛門 重郎右衛F

1856 安政3 茂右衛門 伝七 式左衛門 重郎右衛ド

1857 安政4 茂右衛門 伝七 式左衛門 重郎右衛ド

1858 安政5 茂右衛門 伝七 式左衛門 重郎右衛F

1859 安政6 彦三郎 伝七 倉次郎 重郎右衛F

1860 安政7 彦三郎 伝七 倉次郎 重郎右衛ド

1861 文久1 彦三郎 伝七 一 重郎右衛F

1862 文久2 彦三郎 伝七 一 重郎右衛F

1863 文久3 重左衛門 伝七 一 重郎右衛F

1864 文久4 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛F

1865 元治2 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛F

1866 慶応2 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛F

1867 慶応3 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛ド

1868 慶応4 重左衛門 治左衛門 ｝ 重郎右衛ド

1869 明治2 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛ド

1870 明治3 重左衛門 治左衛門 一 重郎右衛F

1871 明治4 桃井重九郎 古田治市 一 村山七郎

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

重郎右衛門重左衛門

門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
　
　
　
　
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
門
内
．

楠
楠
楠
舗
楠
楠
楠
楠
楠
楠
楠
・
二
論
繍
論
楠
繍
楠
楠
楠
構
楠
楠
楠
楠
畝
曝

弥
弥
弥
弥
弥
弥
弥
弥
弥
弥
弥
　
　
　
　
重
重
重
重
重
久
久
久
久
久
久
久
久
桜

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

五郎左衛門

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

　寿太治

桜井寿太治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸家各年度宗門人別改帳）

嬰つね（35）、孫勝吉（13）／従弟吉蔵（47）、女房かね（36）・娘なみ（13）・娘いき（11）で・男6

人、女6人の12人家族であった。

　重左衛門の後は子の奥弥が嗣ぎ、奥弥は重右衛門、また重左衛門と改名する。この間、桃井家の状

況をみるために持高をみると、文政末年から天保12年（1841）までは55石4斗と変わらないが、天保

15年は101石6斗5升4合まで増加をみせている。桃井家はこの持高を頂点として、弘化4年（1847）に

従弟の子、代次郎に吉左衛門を名乗らせ、47石8斗2升9合をつけて分家させている。重左衛門は、文

久2年（1862）に55石9斗8升6合、明治2年（1869）に52石8斗1升8合、明治4年に52石1斗8升6合と若干

持高を減らしているが、50石以上を維持している。

　桃井重左衛門は、分家を出した弘化4年に組頭となった。この組頭役は、万延元年まで続くが、こ

の間安政5年からは百姓代も兼ねた。そして文久元年（1861）に名主となったのである。重左衛門の

名主就任は、村方騒動を経てのことであったので、その経過を簡単にのべておこう。

　天保期に下今井村最大の地主となった桃井重左衛門家は、力を蓄えて村内一の有力農民となったが、

桜弄一族三右衛門の名主後役の入札では97枚の高札を得ながら、百姓代五郎左衛門はじめ桜井一族の
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資料6．桃井家系図

幸次郎（1）

はつ

　太郎吉（→吉左衛門（2））

　　　　　　かね
　八十吉（→重左衛門（3））

　　　　　　ひく

　　　種弥（→種吉）

　　　奥弥（→重左右衛門→重左衛門（4）→桃井重九郎）

　　　L　　　　　　　　　　　　つき（→きわ）

　　　　　十吉（→重治）

　　　　　（養女）はな
　　　　　った（→たに）

　　　　　桃井藤太（5）

　　　　　・1
　　　　　　　もん
　　　　　　　清市（→桃井誠一）

　　　　　　　律之進（→桃井義太郎（6））

　　　　　　　　　桃井重太郎（7）

　　　　　　　　　桃井重直（8）

　　　　　　　　　L二
　　　　　　　　　　　桃井茂（9）

　　　　　　　　　　　桃井行雄

　　　　　　　　　桃井省平

　　　吉左衛門（→吉兆治）

　　　　みわ・ゐの

　そめ
　虎吉
　乙吉（→幸三郎）

　　つね（→やね）

　　　勝吉（→吉左衛門）

　　　L　　　　　　　いね

　　　　　千代吉（→大次郎→代次郎）

　　　　　　　　　　みわ

　　　みな
幸右衛門

さき

吉次郎

議
　ピ　　・ね

　　　なみ
　　　吉太郎（→七蔵）

　　　いき

　しう

（桃井家文書「宗門人別御改帳」より作成）
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反対（不承認）で名主役に就けず、問題がこじれたことはすでに述べた。関連していえば、前年天保

12年の組頭役選出時から、問題が起きていた。それは、天保9年に死去した北耕地組頭嘉右衛門の後

役をめぐり入札反対の動きがおこり、同12年に入り嘉右衛門の子供達から入札「不承認」の申し出が

あった。その理由は、入札にした場合「不筋之者」が集札し村政が乱れるということであった。この

時は、組頭役は名主三右衛門・百姓代五郎左衛門預かりにする形で当面をしのいだのであるが、下今

井村では村法で決めたはずの入札方式には、旧来からの村役筋から不信の声があったことになる。

　このような状態であったので、天保13年の入札の結果ももつれ、隣村岩垂村名主茂右衛門が立ち入

り人となって「内済」した。そして天保15年には、不在であった名主役には茂右衛門が越名主となっ

て、下今井村の名主を兼ねることになった。茂右衛門の下今井村兼帯名主は、嘉永・安政・万延・文

久と15年間続くことになった。この間、茂右衛門は度々持病の悪化を理由に辞職（退役）を申し出て

いたが、それが認められたのは文久2年3月になってからのことであった。この時岩垂村名主は茂右衛

門から彦三郎へと代わっていたが、松本藩役所は岩垂村彦三郎の兼帯名主を解消して下今井村自身の

代表者を名主とするには、単に新名主の名を届けただけでは交代を認めず、村内の確かな合意を条件

とした。下今井村では村役人以下惣百姓連印の承諾を内容とする願書を届け出て、ようやく重左衛門

の新名主就任が実現したのであった。惣百姓の総意をうけて名主となった重左衛門は、幕末から明治

初年への今井村村政の中心人物として活動することになった。そして、この時期の関係文書がこの文

書群の主内容になるのである。

6．桃井家文書の構造と内容

　桃井家文書には、まず大項目として①下今井村、②今井村、③桃井家の三つの柱を立てた。すでに

述べているように、桃井家文書は幕末から維新、明治期と桃井家が村の役人となったことにより集積

された文書群を中心として構成されている。そこで、この文書群には名主、戸長という大項目を立て

ることが可能であるが、しかし明治期になっての村関係文書は必ずしも戸長としての文書に限らない

ので、レベル1の大項目は今井村とし、村の名称を表に出してみた。下今井村には、明治5年までの文

書を配列し、今井村は、上今井・下今井・野口新田・古池新田が合併した明治7年からが基本である

が、それ以前でも、明治期として新たな政策によって作成されることになった文書については、明治

7年以前のものも加えた。さらに、村政と切り離して考えることができる桃井家の家関係の文書群に

ついて、桃井家という大項目を与えて分類したのである。それぞれの文書の件数を示すと、つぎのよ

うになる。

主
）

名
長

（
戸
家

寸
（

ネ

井
村
井

今
井

下
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①
②
③

剛項大（　ルベレ 1371点

241点

760点

計ム
・ 2372点

である。
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　①大項目「下今井村」について

　これは、桃井家が下今井村の名主を勤めたことにより集積した文書群であるが、すでに述べたよう

に、下今井村の名主は天保15年より文久2年までは、隣村岩垂村の名主が兼帯していたのであった。

にもかかわらず、この時期の村政に関わる基本的な文書（例えば、「諸事書留帳」「御用書留帳」など）

は桃井家文書に含まれている。表向きは兼帯名主が村を代表する形をとりながら、実質的に村の文書

作成及び保存・管理は桃井重左衛門に委ねられていた、という二重構造をとっていたようである。

　大項目「下今井村」には、領主／村政／戸口／土地／年貢／金融／用水／寺社／伊那県商社／交通

の10の中項目を立てた。桃井家文書には、領主からの命令・伝達を内容とするものは少ないが、村に

密着したものは多い。村政には、村役人として作成し発した請書や御用状・廻文・村明細は勿論のこ

と、村況・村役人などを含み、村役人の項目の村役退役や入札などは明治初年にまで及んでいる。戸

口には、「下今井村」のおよそ半数にあたる638点がある。宗門人別御改帳関係がおよそ100冊、増減

帳26冊、戸籍（明治4年まで）20冊の冊子ものをはじめ、状ものでは宗門送り状、不縁戻り状・逗留

一札などが450点以上ある。宗門送り状は、天保末年から明治4年までのものだが、点数は突出してい

る。その他戸口では、家出人13点が目につく。

　土地関係では、この地域の村々で基本的史料とされている元禄3年の検地帳の写があるが、その他

の検地帳は幕末期のものである。地租改正関係は、②今井村の土地の項に分類してある。年貢では、

割付状・皆済目録ともに点数が少ない。この文書群では、年貢上納・御用金、それに助郷関係が多い。

金融の項には、村役として関わる質地証文や借金証文、また済口証文があるが、相互融通としての講

とともにあまり多くはない。一方この村が直面していた用水確保に関わる普請関係は多い。寺社以下

の点数は多くはないが、伊那県商社など桃井家が関係したことに注目して、あえて中項目とした。

　　②大項目「今井村」について

　この大項目は、桃井家文書中の明治期今井村関係のものを配しているが、およそ240点であまり多

くはない。編成上、政治／村／戸口／土地／租税／金融／用水／寺社の8つの中項目を立てた。政治

関係はまとまりを欠き、桃井家の戸長時代の動きはみえにくく、また明治9年の大区・小区制廃止後

の村内での立場も明らかでないので、大項目には「戸長」を採用できず「今井村」としたのである。

村という項目では、小学校取立から地域の学校に関わるものがまとまっている。戸口は壬申戸籍以降

のもので、土地はほとんどが地租改正関係である。野帳や地券・地価は勿論のこと、ここでは明治19

年の「丈量誤謬訂正願」「脱落地編入願」「地目変換地価修正願」など地価修正関係が比較的多い。そ

り他、水論が36点ある。江戸時代に引き続く用水争論が明治4年から7年にかけて集中している。

　　③大項目「桃井家」について

　桃井家と分類した家関係は、およそ760点である。中項目は、家／土地／小作／貸借／経営／家

計／学芸・信仰／藤太および桃井家書状／丸山登之助／山崎家、の10項目とした。桃井重九郎には男

子が無く、上今井村の中原家から藤太を婿養子に迎えたが、その代替わり前後に不明の点が多い。由
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緒関係も整理されたものでなく、家に関する経歴を調べるには十分な素材がない。この家の項では

「音信受納簿」など冠婚葬祭に関するものが多い。土地の項の小項目質地の127点、それに書入証文な

どはそのほとんどが質地に関係している。これは、幕末から明治初年にかけて、桃井家の土地集積が

急速に進んだことを物語り、それに対応して小作帳・小作証文も多い。加えて、貸借の項にある借用

（借金）証文・貸金も多く、幕末から明治初年の村役として活動する背景にあった活発な金融活動の

状況を知ることができよう。金融活動を含むさまざまな経済活動は、状ものの勘定書や家計に分類し

た「通」（かよい）、大福帳などによって明らかとなろう。なお、最後に分類した書簡は、袋詰めにし

て別置されていたものであり、今まで全く整理されてこなかったものである。廃棄を予定していたこ

とを伺わせるものもあるが、その封入り状態や括りの原状を尊重して整理番号を付したのであるが、

断片的なものも含まれており書簡として一括して示すことにした。桃井家の大項目の下に、丸山登之

助や山崎家に関するものを中項目としたが、丸山はこの地域の有力農民であり、山崎は書簡数が多い

ので、あえて項目立てしたのである。
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