
1．下今井村／1－1．領主／1－14．触・達

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

下今井村1
1－1．領主

1－1－1．触・達

御沙汰書 文久2年8月 横長半・1 683

覚　松本御預役所7月公儀よりの京都騒動に関する触書写 元治1年9月9日 小切継紙・1 982－18

覚　松本御預役所長防征伐に付公儀触書 元治1年9月13日 小切継紙・1 982－19

被仰渡鰯書之写　松本御預役所→境村・下和田村・和田 慶応2年1月 半・1 550
村・中村・南和田村・殿村・衣外村・荒井村・水代村・
下神井村・上神井村・二子村・神戸村・神戸新田・小俣
村・今村・岩垂村・上今井村・下今井村・古池原新田・
野口新田・大池村・小坂村・竹田村、右村々名主・組頭
下今井村名主重左衛門控検約金の儀に付

覚　岡田宇左衛門（判）　上下四人 慶応2年8月18日 小切紙・1 982－07

覚　杉本久馬之助　上下四人に夜支度申付 慶応2年8月18日 小切紙・1 982－08

覚　野々山天心組中村常三郎（判）　夕支度申付 （慶応2年8月18日） 切紙・1 982－09

覚　小出仙之丞・安田春右衛門・関口円之丞→今村百姓代 慶応2年11月25日 小切継紙・1 982－01

小沢庄右衛門・下今井村名主桃井重左衛門　包紙あり、
呼出状

覚　都築柳太郎→（竹田村・小坂村・野口新田・上今井 慶応3年5月13日 小切継紙・1 982－06

村・下今井村）右村々名主組頭　包紙あり、呼出状

（東山道鎮撫総督府執事布告）　東山道鎮撫総督府執事 （慶応4年1月） 横切継紙・1 864－1

→東山道諸国宿々村々役人共江　　「忠臣孝子義夫節婦等
之聞有之者ハ、夫々御褒美可被為在思召」に付

農商江布告　東山道鎮撫総督、同副総督 （慶応4年1月） 横切継紙・1 864－2

（急廻状）　尾州日高助九郎・箕浦儀兵衛→下今井村桃井 慶応4年2月23日 小切紙・1 969－1

重左衛門殿　御談申度儀有之に付　包紙あり、包紙表
「此廻状至而急御用早速可相達事本山より下今井村々問屋
名主江、（朱筆）大急、酉上刻」

（急廻状）　　（尾州）日高助九郎→上今井村名主中　岩倉 慶応4年2月27日 小切紙・1 969－2

殿御通行に付人足多人数入用に付　包紙あり、包紙表
「此廻状無滞継立可相屈、本山より先々問屋名主、（朱筆）
飛切大急」

（急廻状）　尾州日高助九郎・小出房次郎→今井村今井忠 慶応4年2月晦日 小切紙・1 969－3
左衛門殿、桃井重左衛門殿　此状着次第塩尻へ出張儀に
付　包紙あり、包紙表「此廻状早速可相届候也、塩尻宿
問屋中、（朱筆）飛切大急」

（急廻状）　尾州柴田増右衛門・嶋崎織三郎・箕浦儀兵衛 （慶応4年3月3日） 小切紙・1 969－4

→下今井村名主桃井重左衛門様　御談申度儀有之に付
包紙あり、包紙表「此状早速可相過候也、塩尻名主問屋、
（朱筆）急、辰中刻」

（急廻状）　塩尻御取締役所→上今井村今井忠右衛門・桃 （慶応4年閏4月16日） 小切紙・1 969－5
井藤吉・秀之助・源一郎　火急の用事に付、呼出状

御鰯書写　塩尻局　今井組下今井村控　r諸銭通用之儀に 明治2年4月 半・1 551
付」ほか
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1．下今井村／1－1．領主／1－1－1．触・達

（達）　塩尻局（判）→塩尻宿より麻績宿　塩尻局吏員三人 明治2年5月17日 小切継紙・1 996－06

と上下七人、見分廻村に付達

（服部東一郎様御沙汰書写） 明治2年5月28日 小切紙・1 971－03

御鰯（留）　塩尻局→下今井村・野口新田・竹田村・小坂 明治2年 半・1 548
村・大池村・古池原新田・上今井村・岩垂村　筑摩郡下
今井村控

御沙汰ノ写 明治3年3月 横長半・1 684

御鰯書写（伊那縣塩尻庁）　→今井組岩垂村・上今井 明治3年5月17日 半横半・1 544
村・下今井村・古池原新田・野口新田・大池村・小坂
村・竹田村

（正副戸長書下ヶ分）　塩尻出張所→（下今井村名主重九 明治4年（5月） 小切紙・1 989－01－04

郎）　戸長竹田村名主五郎、副戸長下今井村名主重九郎

（銭札発行二付鰯書）　塩尻局→今井組岩垂村・上今井 （明治初年ヵ） 半・1 546
村・下今井村・古池原新田・野口新田・大池村・小坂
村・竹田村

覚　松本御預役所→竹田村、小坂村、大池村、上今井村、 丑年12月8日 小切継紙・1 805－2

下今井村、岩垂村、右村々名主・組頭　御公方様嘉御被
遊候に付、御名の文字可致遠慮候事

触書　塩尻御取締役所→別紙村々名主塩尻組・今井組・和 辰年ll月10日 半・1 553
田組・笹下組

（御鰯書留）　下今井村控 巳年 半・1 547

（人相書井桃灯陣笠之御印図）　塩尻局 午年4月8日 半・1 545

覚　松本御預役所→竹田村、小坂村、大池村、上今井村、 8月12日 小切継紙・1 805－1

下今井村、岩垂村、右村々名主・組頭　御公方様麗御被
遊候に付祝儀、殺生停止之事

（塩尻局触書）　塩尻局→今井組、岩垂村・野口新田・上 9月20日 横切紙・1 814
今井村・大池村・下今井村・小坂村・古池原新田・竹田
村　不通用の　分金有高取調の儀に付廻状

（塩尻局触書）　塩尻局→大池村・小坂村・竹田村・岩垂 10月23日 小切紙・1 815
村・上今井村・下今井村・古池原新田・野口新田　銭幣
相場の儀一両に付九貫六百文相場者廃止に付廻状

（巻暦を分配すべき旨達）控　橋爪孫太夫・為田太夫・松 ll月 横切紙・1 983－03

本太夫・福嶋鳥羽太夫・村田次之太夫・中西内蔵進・山
口信濃・久保但馬

（質入之儀に付触書写）　塩尻局→岩垂村、上今井村、下 12月13日 横切紙・1 861－1

今井村、古池原新田、野口新田、大池村、小坂村、竹田
村

（関所通ノ方鰯書）写 小切継紙・1 221

（金札等二付鰯書）　塩尻局 半・1 552

覚　御沙汰書写 横切紙・1 685

（駅逓掛触書）　当国藩縣駅逓掛→（中山道下諏方宿・塩 小切継紙・1 816
尻宿・洗馬宿・本山宿）右給々役人共　触書着次第松本
領浅間村へ罷出候様　給々役人共、（本洗馬・岩垂・小曽
部・西洗馬・針尾村・古見村・今井村・今村・小俣村）
より右村々名主中様宛取次文付

御触書之写　御大老職井伊掃部頭、御老中太田備後守・松 小切継紙・1 839－1

平和泉守・久世大和守・内藤紀伊守・脇坂中務太夫・間
部下総守、御若年寄本田越中守・遠藤但馬守・本庄安芸
守・酒井右京亮・本郷丹波守、御寺社奉行松平右京亮・
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1．下今井村／1－1．領主／1－1－1．触・達

松平豊前守・安藤対馬守・板倉周防守　浦賀表へ異国船
到来に付触

御触書之写 御大老職井伊掃部頭、御老中太田備後守・松 小切継紙・1 839－2
平和泉守・久世大和守・内藤紀伊守・脇坂中務太夫・間
部下総守、 御若年寄本田越中守・遠藤但馬守・本庄安芸
守・酒井右京亮・本郷丹波守、御寺社奉行松平右京亮・
松平豊前守・安藤対馬守・板倉周防守　浦賀表へ異国船
到来に付

（御触書之写） 浦賀表へ異国船到来に付海岸防備他触 横長半・1 839－3

（書付） （松本御役所）　登城達のこと 小切継紙・1 982－20

1－1－2、御用留

諸事書留帳　桃井重左衛門 天保13年1月吉祥日 横長半・1 659

当辰御用書留帳　御預所下今井村 天保15年1月 横半・1 1002

諸事書留控帳　桃井重左衛門 天保15年1月吉日 横長半・1 660

御用書留帳役場 嘉永2年1月 横半・1 1003

御用書留帳　下今井村 嘉永3年1月 横半・1 1004

御用書留帳　下今井村役席 嘉永7年3月 横半・1 1005

御用書留帳　下今井村役元 安政5年3月 横半・1 1006

御用書留帳　下今井村役席 万延1年8月 横半・1 1007

御用書留帳　下今井村名主重左衛門 文久3年1月吉日 横長美・1 661

書留日記帳　重左衛門控 元治1年6月吉日 横長半・1 657

寅暮書抜帳　上今井村三ッ井 慶応2年12月吉日 横長美・1 662

御用書留帳　名主桃井重左衛門 慶応4年1月吉日 横長美・1 663

1－1－3．下物

高齢者御賞下ケ渡控　筑摩郡下今井村役場 明治1年12月28日 半・1 168

（被下之品）　伊那県庁（判）→下今井村重右衛門　盃壱 明治3年12月 横切継紙・1 985－06

（被下之品）　伊那県庁（判）→下今井村重右衛門・又右 明治3年12月 横切継紙・1 985－07

衛門・唯吉・治郎左衛門・拓四郎・勝右衛門・縫之助・
重右衛門・伝次郎・伝八・武助　盃一宛

（被下之品）　伊那県庁（判）→下今井村七郎右衛門・忠 明治3年12月 横切継紙・1 985－08

治郎・冨五郎・藤治郎・佐野吉・治左衛門・唯右衛門
扇一対宛

（御下ヶ金明細） 2月16日 小切紙・1 981－10

包紙　金七百疋、騒動に付御役所より頂戴分 包紙・1 983－05

（上ヨリ被下物）　下今井村　大盃七、中盃四 切紙・1 985－03

（被下金）　→下今井村　鳥目一貫四百文 切紙・1 985－11

1－1－4．家中

高遠御家中鑑 文久4年2月 綴・仮・1 928
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1．下今井村／1－1．領主／1－1－5．出勤

1－1－5．出勤

（役所出勤覚） （下今井村） 閏2月 小切紙・1 985－09

1－1－6．金札

耐分歩合

局下商法会所（判）　一分判代幣高
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　　　1－2．村政

　　　1－2－1．御用

御用状請取通　下今井村役元（判）

乍恐以書付御詫奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代久右衛
　門（判）・寿太次（判）、組頭治左衛門（判）・重郎右衛
　門（判）、名主重左衛門（判）→塩尻御役所　三十日毎の
　報告怠り詫状

御用状請取通　下今井村役元（判）

御用二付郷宿毛附帳　戸長名主桃井重九郎

覚渡辺太郎大夫→下今井村百姓代重左衛門申談候儀有
　之候間、御役所へ可罷出、呼出状

覚御用先中村岡村郡右衛門、渡辺太郎大夫→（南和田
　村・升田村・大池村・上今井村・下今井村）右村々名主、
　組頭　取締御用に付中村本立村々へ罷越候に付

覚今村名主→下今井村御名主中様御用状請取書

（副戸長要用書状）　副→下今井戸長様御役所へ日延の
　処奉願上、調印済次第入用に付報告書

1－2－2．請書

筑摩郡下今井村御請印帳　筑摩郡下今井村頭七郎右衛門 安政4年12月 横長半・1 292
（判）、以下165名連署判井百姓代寿太治・重左衛門、組頭
伝七・同式右衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門　　「下
今井村御請印帳」合綴

御請書　筑摩郡今井村今井忠左衛門、桃井重左衛門、久兵 5月 横切継紙・1 779－1

衛、清兵衛、源一郎、秀之助、長兵衛、左五右衛門、藤
三郎、伝兵衛、吉左衛門、富五郎、蔦右衛門、右差添与
頭治左衛門（判）→御吟味御掛御役人中様　再呼出請書

奉差上御請書　筑摩郡今井村名主今井忠左衛門帰御吟味御 5月 竪切紙・1 779－2

掛御役人中様　今井村組頭治左衛門外四名御呼出書次第
罷出候請書

差上申御請書　何時成共罷出候請書 閏5月 小切紙・1 779－3

奉差上御請書　筑摩郡今井村右差添人組頭治左衛門印→御 慶応3年5月18日 横切紙・1 779－4

吟味御掛御役人中様　御用之節何時成共御呼出の儀請書

1－2－2－1．王政復古

奉差上御請書之事　信州筑摩郡今井組今井村庄屋桃井重 慶応4年2月 横切継紙・1 789－1

左衛門（判）、組頭重郎右衛門（判）　同治左衛門（判）、
百姓代寿太次（判）　同久右衛門（判）→上松御陣屋御
役所　王政復古被　仰出、旧幕府高札取外し新政府高札
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－2．請書／1－2－2－1、王政復古

建替請書

奉差上御請書之事　信州筑摩郡下今井村庄屋桃井重左衛 慶応4年2月 横切継紙・1 789－2

門（判）、組頭重郎右衛門（判）　同治左衛門（判）、百
姓代寿太次（判）　同久右衛門（判）→上松御陣屋御役
所　王政復古被　仰出、旧幕府料悉被召上以後、何事に
依らず御陣屋へ御訴申上べく請書

奉差上請書之事　信州筑摩郡今井組今井村庄屋今井忠左衛 （慶応4年2月） 横切紙・1 789－3

門、組頭久右衛門　王政復古被　仰出、旧幕府高札取外
し新政府高札建替請書

1－2－3．廻文

廻章　和田町村役人→下今井村桃井重左衛門様・久右衛門 寅年11月16日 小切継紙・1 983－01

様・重郎右衛門様　無極寺方丈様遷化通知。包紙あり

（廻章）　下今井村名主→古見村・大池村・小坂村・竹田 3月2日 小切紙・1 981－01

村・右御村々御名主中様　原地一条

（御取締役様廻村二付）　上神林村役元→下今井村役元 3月13日 横切紙・1 981－04

（御出役様御移り二付）　上名主→下御名主様急用 3月14日 小切紙・1 981－05

（廻章案文）　　（下今井村名主）→（古見村・大池村・小 小切継紙・1 981－02

坂村・竹田村）　原地一条

（廻章につき返答案文）　（下今井村名主）　原地一条 小切紙・1 981－03

1－2－4．村況

覚　松本領今村庄屋忠五郎、長百姓与右衛門・九兵衛・源 宝永2年9月10日 小切折紙・1 995－01

五郎、同領小俣村庄屋伊之七、長百姓長右衛門・半之
助・源之丞・源兵衛・太兵衛→高遠領岩垂村御年寄中
岩垂村へ出作村々取極め写

差上申一札之事　信州何郡何村五人組頭→松本御役所人 弘化3年 小切紙・1 996－03

別・牛馬・家数取調の件

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡今井村名主忠左衛門・同重 文久3年11月 横切紙・1 755
左衛門→松本御役所　天明四年家数人別書上ヶ候様、蒙
御沙汰候得共、不明届書

乍恐以書付奉願上侯　今井村重左衛門、小俣村源次郎→ 元治1年7月13日 横切紙・1 770－12

高遠御役所様　当七月晦日迄帰村御日延仕奉願上書

差上申一札之事　筑摩郡今井村・今村・小俣村・神戸新 元治1年7月 横切継紙・1 770－30

田、右四ヶ村惣代名主重左衛門、小俣村組頭源次郎→高
遠御役所様　山崩等不髄な届御下ヶ渡し願

乍恐以書付奉願上候　→伊那県塩尻御出張所　戸籍改 （明治2年） 小切紙・1 996－04

正・区画定に付

口上　梶原（神主）→桃井様家内人別、私肩書のこと （明治4年2月28日） 小切紙・1 989－01－06

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡今井組今井村百姓代桜 明治4年3月 横切紙・1 891

井久内（判）　同桜井寿太治（判）、組頭古田治平
（判）・同南山長平・藤本平吾・同溝上栄治、名主桃井重
九郎（判）　中原周治→伊那県塩尻御出張所　作間稼鎖
川の儀に付届

乍恐以書付奉願上候　今井組下今井村百姓代桜井久内 明治5年2月 横切紙・1 892
（判）　同桜井寿太次（判）、組頭村山七郎（判）　同古
田治平（判）、名主桃井重九郎（判）→筑摩県御役所　農
問稼絞油仕度に付鑑札願

乍恐以書付奉願上候　今井村名主重左衛門→高遠御役所 竪切紙・1 770－25
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－4．村況

　様逗留永く帰村願書

1－2－5．村明細

信濃国筑摩郡今井村高反別明細帳　（名主平兵衛・同五 安永2年3月 半・1 426
郎左衛門、組頭吉左衛門・庄左衛門・伴四郎・同仲右衛
門・幸右衛門・同清之丞・同友右衛門・伝七、百姓代三
郎左衛門・同久右衛門・同忠左衛門・同幸内・同弥市右
衛門、以上全員連署判）→松本御役所　表紙附紙「寛政
元年高反別明細帳、松平弾正少弼御預所、信州筑摩郡今
井村」

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡岩垂村組頭平右衛門 明治3年7月 横切紙・1 707
（判）、名主茂右衛門（判）→伊那県塩尻御役所　　「質屋
鉄炮等之鑑札之類無御座候二付御届」包紙あり、包紙表
「ト　ノ」」土ゑ目四轟素ナ1

1－2－6．村役人

乍恐以書付奉願上候　下今井村名主茂右衛門印、組頭重 弘化4年9月 横切紙・1 829－1

郎右衛門印・同新右衛門印・同式左衛門印、百姓代五郎
左衛門印・同弥右衛門印、拾九人惣代弥三郎印、弐拾八
人惣代勝右衛門印・同冨八印→御出役様、上条与市様、
渡辺太郎太夫様　下今井村北耕地組頭役重左衛門被仰付
度願書

乍恐以書付奉願上候　下今井村名主茂右衛門（判）→村 嘉永1年12月 横切継紙・1 831
御役人中　下今井村名主越役御免被成下置候様願上　包
紙あり、包紙表「上、下今井村、」

覚　新右衛門・五郎左衛門・重左衛門へ御申度、御預分の 嘉永5年 小切折紙・1 995－02

村方帳面

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村名主茂右衛門（判） 安政4年1月 横切継紙・1 720－1

→村御役人中　下今井村名主御役御免奉願上候に付組頭
四名、百姓代一名の署名による取り次ぎ文（松本御役所
宛）付包紙あり、包紙表「上、下今井村、岩垂茂右衛門
退役願書」

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村名主茂右衛門→村 安政4年1月 横切継紙・1 720－2

御役人中　下今井村名主御役御免奉願上候に付組頭四名、
百姓代一名の署名による取り次ぎ文（松本御役所宛）付
本文書枝番前号文書の控

乍恐以書付奉願上候　下今井村百姓代五郎左衛門（判） 安政4年3月 横切継紙・1 724－1

→名主茂右衛門殿、与頭重郎右衛門殿・同式右衛門殿・
同重左衛門殿・同伝七殿　包紙あり、包紙表「下今井村、
桜井五郎左衛門退役願書」以下枝番次号文書までを包む

乍恐以書付奉願上候　下今井村百姓代五郎左衛門→名主 安政4年3月 横切継紙・1 724－2

茂右衛門殿、与頭重郎右衛門殿・同式右衛門殿・同重左
衛門殿・同伝七殿　724－1の案文

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村組与頭伝七・同重 安政4年4月 横切紙・1 724－3

左衛門・同式右衛門・同重郎右衛門、名主茂右衛門→松
本御役所　724－1の取次文書

乍恐以書付奉願上候　願人組頭式左衛門→村御役人中 安政5年1月 横切継紙・1 728－1

病気に付御役御免奉願上候

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太治・同 安政5年3月 横切紙・1 727
重左衛門、組頭伝七・同重郎右衛門、名主茂右衛門→松
本御役所　跡役の儀、倉次郎へ被仰付置候様願上候

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村百姓代寿太治・同 安政5年3月 小切継紙・1 728－2

重左衛門、組頭伝七・同重郎右衛門、名主茂右衛門→御
役所　728－1の取次文書
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－6．村役人

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太
　次・同重左衛門、組頭伝七・同重郎右衛門、名主彦三郎
　（判）→松本御役所　組頭倉治郎病死に付

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太次
　（判）・同重左衛門（判）、組頭伝七（判）・同重郎右衛
　門（判）、名主彦三郎→松本御役所　倉次郎後役に付入札
　紛糾之次第願書

差上申済口証文之事　下今井村訴訟人助右衛門、文治郎、
　清九郎、三郎右衛門、平五郎、万兵衛、相手方勝五郎、
　百合蔵、九兵衛、右村名主彦三郎、組頭重郎右衛門・同
　伝七、百姓代重左衛門・同寿太治、上今井村立入人名主
　登兵衛→松本御役所　倉次郎後役に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太次（判）、
　組頭伝七（判）、同重郎右衛門（判）→松本御役所　名主
　彦三郎退役に付、後役の儀に付願書属書

乍恐以書付奉願上候　　（名主、組頭、百姓代以下179名連
　署判（但し二名無判））→松本御役所　名主彦三郎退役に
　付、跡役之願書

乍恐以書付奉願上侯　願人組頭伝七→御役人中　病身に
　付組頭役御免被　仰付被成下置候様奉願上退役願

組惣代勤帳　下今井村名主重左衛門控

乍恐以口上書奉申上候　筑摩郡今井組竹田村名主兵右衛
　門（判）、小坂村名主栄助（判）、大池村名主文右衛門
　（判）、下今井村名主重左衛門（判）、上今井村名主忠左衛
　門（判）→伊那県塩尻御役所　百姓代被仰付候に付

乍恐以書付奉申上候　今井組下今井村重左衛門（判）→
　村御役人中　名主重左衛門退役願書

組頭重郎右衛門退役願書之控　今井組下今井村願人重郎
　右衛門→村御役人中　今井組下今井村村役人四名署判、
　伊那県塩尻御出張所宛取次文付他、書付一通含む

年中村役人毛附帳　桃井重九郎

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組下今井村唯衛、六郎
　次郎、吉兆太、百姓代久内・同寿太次、組頭治平、名主
　重九郎→伊那県塩尻御出張所　組頭入札任命願

（某）記　今井組下今井村　入札の札数表

乍恐以書付奉願上候　倉次郎後役に付紙差あり

乍恐以書付奉願上候　名主跡役入札結果に故障申立候者
　有に付言分御調願書

（某覚）　五郎左衛門方に御座候書付之宛名井差出人覚

乍恐以書付奉願上候　下今井村北耕地組頭役重左衛門へ
　被仰付度願書

（重郎右衛門組頭役御免願）

安政7年3月

万延1年10月

文久1年5月

文久2年2月

文久2年3月

文久3年2月

明治3年1月吉日

明治3年6月

明治4年1月9日

明治4年3月28日

明治5年1月

（明治年間）

横切継紙・1

横切継紙・1

736

738－2

横切継紙・1

横切継紙・1

横切継紙・1

横切紙・1

横長半半・1

横切継紙・1

半・1

半・1

横長美・1

横切紙・1

横切折紙・1

横切継紙・1

横切継紙・1

小切継紙・1

小切継紙・1

小切紙・1

738－3

746

745

761

159

879

653

650

178

706－2

706－1

738－1

783

804

829－2

971－04

1－2－7．争論

差上申済口証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方紋四郎（判）、 天保15年7月 横切継紙・1 826
講仲間惣代相手方重四郎（判）　同同市郎右衛門（判）、
異見人重左衛門（判）　同冨五郎、上今井村立入人百姓
代品之丞（判）→下今井村御役人衆中　紋治郎儀講仲間
へ対し手違の筋致候済口証文
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1．下今井村／1－2、村政／1－2－7．争論

差上申済口証文之事　筑摩郡小坂村訴訟人民弥（判）、相 嘉永6年3月 横切継紙・1 843
手同人娘はな（爪印）、差添与頭万次郎（判）、同郡下今
井村相手市太郎（判）、差添与頭重左衛門（判）、岩垂村
異見人名主茂右衛門（判）、上今井村同名主品之丞（判）
→松本御役所　筑摩郡小坂村民弥より同人娘はな井下今
井村市太郎へ相掛り、縁談出入奉出訴候に付

差出申一札之事　下今井村七郎右衛門（以下22名連署）→ 嘉永6年10月 横切継紙・1 842－3

当村御役人衆中　渇水の村方に付、井筋堀継水口を明け
水行決而仕間敷候一札

乍恐以書願上候　下今井村当人嘉源次、百姓代寿太次・重 安政6年11月 小切継紙・1 989－01－02

左衛門、組頭倉次郎・重郎右衛門・伝七、名主彦三郎→
岡村分太夫殿・橋本伝太殿　ほか、詫状。（1）下今井村
泰吉、（2）判下九十外七人、（3）村内玉吉外四人、の心
得置き詫状

覚　下今井村当人祐吉（判）、差添名主重左衛門（判）→当 文久3年4月 竪切紙・1 759
村佐野右衛門殿　　「紛失之品無宿喜市之由二而御操戻被
下請取覚」

差上申済口証文之事　　（筑摩郡上今井村願人・相手方・ 文久3年8月 横切継紙・1 757
村役人15名連署判、下今井村立入人名主重左衛門（判））
→渡辺太郎太夫様、山本留八郎様　元右衛門立木伐取井
種堀水道口を差留候に付、出入済口証文

差出申一札之事　下今井村猶吉（判）、為五郎（判）→村 元治1年3月 横切紙・1 766－1

御役場　屋敷争論に付　差紙あり、以下枝番号をくるむ
差紙表「猶吉・為五郎屋敷境論書付、元治元年三月」

差出申一札之事　下今井村百姓代久右衛門印・同寿太次 元治1年3月 小切継紙・1 766－2

印、組頭治左衛門印・同重郎右衛門印、名主重左衛門印
→御取締樋口沖右衛門様、荒川右門太様　枝番前号文書
の写書上

元治元年甲子年御用金出入二付写、高遠領岩垂村与越 元治1年 半・1 294
石村々与出入諸書付写　桃井重左衛門控書付12通書写

済ロー札之事　下今井村当人梅治郎（判）・同三郎右衛門 慶応3年9月 横切継紙・1 960－6

（判）、立入人寿太次（判）・同清九郎（判）・同兵右衛
門（判）→当村御役人御衆中　当村梅次郎女房いそ、三
郎右衛門俸早太郎、不儀不博の儀有之候に付

乍恐奉申上候口上之覚　筑摩郡上今井村鶴弥（判）、（以 （慶応4年4月23日） 横切紙・1 863－4

下七名署判）→尾州様御取締御役所　個別に包紙あり

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡上今井村武右衛門、（以下九 慶応4年4月 横切継紙・1 863－2

名署名）、口添人組頭久兵衛（判）、同郡下今井村異見人
名主桃井重左衛門（判）・同郡和田町村同断名主九郎兵
衛（判）→塩尻御役所

乍恐以書付奉御歎願候　筑摩郡上今井村惣代鶴弥（判）、 慶応4年4月 横切継紙・1 863－3

（以下九名署判）→尾州様御取締御役所　百姓代四人不正
筋有之、右四人御除歎願書　個別に包紙あり

乍恐以書付奉願上候　上今井村願人秀一（判）→名主桃 明治4年3月 綴・仮・1 887
井重佐衛門様、外御役人衆中様　年季奉公前給金取逃候
に付願書

（梶原一家交名） 小切継紙・1 955－6

1－2－7－1、済口証文

差上申済口証文之事　本山宿願人里右衛門（判）、差添組 安政4年5月 横切継紙・1 725
頭又右衛門（判）　同年寄三左衛門（判）、下今井村相手
九兵衛（判）、差添組頭伝七（判）、組頭十左衛門（判）、
同式右衛門（判）、同十郎右衛門（判）→御取締御掛リ辻
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－7争論／1－2－7－1．済口証文．

栄一郎殿、山本寛次郎殿

済口証文之事　筑摩郡下今井村重郎右衛門（判）、俸喜源 文久2年6月 横切継紙・1 747
太（爪印）、弟重吉、親類祐吉（判）　兄弟分地の儀に付
済口証文　追書「前書之通熟談相懸為取替致候処相違無
之候以上、名主重左衛門（判）、組頭伝七（判）」

差出申済口証文之事　松本御預所岩垂村本人次郎兵衛印、 慶応2年3月朔日 横切紙・1 778
受人弥一後家印、同断願次郎印→同組預所上今井村源一
郎殿　次郎兵衛娘しん年季奉公中逃去、受取給金返済迄
田地質入の件に付済口証文

差上申済口証文之事　筑摩郡上今井村訴訟方小前百五拾 慶応3年11月 横切継紙・1 863－1

四人惣代覚弥（判）、（以下四名署判）、相手方名主今井忠
左衛門（判）、（以下七名署判）、同郡下今井村差添異見人
名主桃井重左衛門（判）→御取締高木此右衛門殿、上条
与一殿　諸々の相論の件につき　包紙あり、以下枝番文
書を包む　包紙表「慶応三卯四辰両年分、上今井村方一
件書付」

1－2－8．騒動

乍恐以書附ヶ奉願上候　筑摩郡下今井村預人八郎次・同 文久2年7月 横切継紙・1 749
断勝右衛門→右村御役人衆中　本洗馬村東漸寺内根羽土
送被下度願書

騒動一件入用帳　下今井村名主桃井重左衛門　賛川日出塩 慶応2年8月18日 横長半・1 930－1
本山牧野洗馬より押出

蟄川本山井其辺宿村之者徒党乱妨之始末書上帳　信州 慶応2年8月 半・1 295
筑摩郡下今井村富五郎（判）、吉左衛門（判）、蔦右衛門
（判）、久右衛門（判）、寿太次（判）、治左衛門（判）、重
郎右衛門（判）、桃井重左衛門（判）→松本御役所

大騒動二付壊物紛失物書上帳　筑摩郡下今井村百姓代久 慶応2年8月 横長半・1 931
右衛門・同寿太次、与頭治左衛門・同重郎右衛門、名主
桃井重左衛門→御取締橋本伝太殿、河野友六殿　焚出井
右一件書上

（蟄川本山井其辺宿村之者徒党乱妨之始末御届書） 慶応2年10月 半・1 296
信州筑摩郡下今井村富五郎（判）、吉左衛門、葛右衛門
（判）、百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、組頭治左
衛門、重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門（判）→松本
御役所

賛川本山井其辺宿村之者徒党乱妨始末書上帳　筑摩郡 慶応2年 竪半・1 932
下今井村富五郎（判）、吉左衛門（判）、蔦右衛門（判）、
久右衛門（判）、寿太次（判）、治左衛門（判）、重郎右衛
門（判）、桃井重左衛門（判）

乍恐以書付奉歎願侯　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門 慶応3年3月 横切紙・1 784－1
（判）、組頭重郎右衛門（判）、名主桃井重左衛門（判）→
松本御役所　寿三郎儀騒動之節入牢被仰付罷在候処、同
人母大病に付寿三郎村御下ヶ歎願書

乍恐以書付奉歎願候　百姓代久右衛門（判）・同寿太次 慶応3年3月 横切継紙・1 784－2
（判）、組頭治左衛門（判）・同重郎右衛門（判）、名主桃
井重左衛門（判）→松本御役所　寿三郎儀騒動之節入牢
被仰付罷在候処、同人母大病に付寿三郎村御下ヶ歎願書

御尋二付以書付奉申上候　下今井村百姓代久右衛門・同 （慶応3年5月） 横切継紙・1 787－1
寿太治、与頭治左衛門・十郎右衛門、名主桃井重左衛門
→御吟味御掛御役人中様　松平丹波守御預所信州筑摩郡
下今井村百姓紋四郎卯廿三歳、同吉三郎俸政之助卯廿歳、
同富弥卯六十七歳、同八郎右衛門俸九十卯廿九歳、右者
共棒斧等携帯押来候に付届

乍恐御尋二付以書付奉申上候　下今井村組頭治左衛門→ （慶応3年5月） 横切紙・1 787－2
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－8．騒動

御吟味御掛御役人中様　下今井村吉左衛門乱妨人押来之
節、米荷物可請取及強談候御尋に付答書

御尋二付以書付奉申上候　右村百姓吉左衛門、差添→御 （慶応3年5月） 横切紙・1 787－3

吟味御掛御役人中様　吉左衛門弁明書

（御取締役所打渡状）　御取締役所→今井組村々江賊徒 （慶応4年3月） 小切継紙・1 864－4

為御討伐官軍御発向の件、東山道鎮撫総督府より御沙汰
有之候に付

（東山道鎮撫総督府執事布告）　東山道鎮撫総督府執事 （慶応4年） 横切継紙・1 864－3

→東山道諸国宿々村々役人共江　賊徒の者於有之は御本
陣へ可訴出候に付

差上申御請書之事　　（会田組、川手組、坂北組、麻績組、 明治2年12月16日 竪半・1 937
和田組、塩尻組、笹下組、今井組、各々村々役人惣代総
十名連名）　下今井村名主より上今井村・岩垂村御名主
中様宛順達

（乍恐以書付奉願上候）　→御吟味御掛御役人中様弁明 横切紙・1 787－4

書下案

（覚）　騒動一件に付諸入用控 横長半・1 930－2

1－2－9．願書

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡今井村名主品之丞（判）、百 安政4年11月 横切紙・1 722
姓代重左衛門（判）、同竹田村名主五郎左衛門（判）→松
本御役所　穀留願書　包紙あり、包紙表「上、本山口穀
留願書、今井村、竹田村」

御役所書上ケ向写控帳　下今井村桃井重左衛門 安政5年10月吉日 横長半・1 656

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡伊奈郡惣代永井村名主増五 文久2年11月 横切継紙・1 748
郎、中村同忠左衛門、刈谷原町村同中沢与次右衛門、今
井村同重左衛門、今村同甚兵衛、和田町村八郎右衛門・
上西条村同乃助、柿沢村同上条又左衛門、三日町村年寄
久五郎、木下村百姓代孫四郎、北殿村年寄弥五左衛門・
田畑村百姓代伝四郎→松本御役所　極外之高直段之石高
に付八ヶ年御平均御直段被　仰付被下置願書

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡岩垂村名主藻右衛門（ほか、
　今井村・大池村・小坂村・竹田村名主連署名）→松本御

慶応1年9月 小切継紙・1 996－01

役所米・大豆手形願

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡上神林村差舟郡右衛門、百 明治2年3月 横切紙・1 867
姓代啓治郎・同源左衛門・同庄次郎、組頭利兵衛・同直
十郎・同恒右衛門、名主佐五郎・同元右衛門・同郡今井
村名主忠右衛門・同重左衛門→塩尻御役所　御普請許可
願

奉差上一札之事　下今井村酒造重郎右衛門、五人組重左衛
　門→右村（下今井村）百姓代久右衛門・同寿太次、組頭
　治左衛門・同重郎右衛門・重左衛門　当巳年秋作不熟に

明治2年9月 横切紙・1 869

付、酒造の儀見合候様被仰付候に付　下今井村役人より
塩尻局御役所宛送り文付

乍恐以書付奉願上候　信州筑摩郡今井組上今井村名主忠
　左衛門、下今井村名主重左衛門、小坂村名主幾蔵→塩尻

明治2年10月16日 綴（竪）・仮・1 872

御役所　試分金引換切手廃絶に付五百両拝借願

乍恐以書付奉御歎願侯　信州筑摩郡会田組、坂北組、麻
　績組、川手組、塩尻組、笹下組、今井組、和田組、右

竪半・1 866

村々名主印→伊那県塩尻御出張所　塩尻御出張所御廃止
に付

乍恐以書付奉願上侯　神戸新田村吉＋郎俸与七日々稼方 横切紙・1 955－5

無之、酒商ひ致度に付
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1．下今井村バ 2．村政／1－240．村入用

1－2－10、村入用

村入用巳割後より午三月迄書留　重左衛門席

出金証文之事　下今井村組頭伝七（判）、重郎右衛門（判）、

寿太次（判）→同村重左衛門殿　宮普請入用金として出
金証文

酉年上下割帳　割元上今井村　上名主登兵衛→名主彦三
郎殿、百姓代重左衛門殿

村入用控帳　下今井村名主重左衛門

亥年上下割帳　割元上今井村　割元上今井村

（上下割勘定）

覚r村方乱妨働候二付上下役人談示御出役願入用」

上下割請帳写　割元名主茂右衛門→名主文左衛門殿　寄人 弘化3年ll月25日 横長半・1 229
馬、伝馬臨時、その他を上今井、下今井に割

未邑入用帳　下今井村 弘化4年8月吉日 横長美半・1 150

御囲穀御出役之節控帳 弘化4年12月 横長半・1 151

石代御救安願二付御挨拶金割賦帳　会席扇彦 嘉永1年9月 横長半・1 156

（御奉行根岸弥次右衛門様外七名御囲穀御改之節宿入
用帳）

嘉永1年10月23日 横長半・1 223

御挨拶金井出府雑用割賦帳　会席紙屋磯吉 嘉永1年10月 横長半・1 158

申年上下割帳　割元下今井　百姓代五郎右衛門（判）、 嘉永1年ll月27日 横長美・1 230
割元名主茂右衛門→名主文左衛門殿

御囲出穀御出役之節控帳　下今井村 嘉永1年ll月30日 横長半・1 152

今井組秋割帳　会席紙屋磯吉 嘉永1年11月 横長半・1 157

御取締春日井藤之丞様渡辺太郎太夫様御出役節入用帳 嘉永2年2月13日 横長半・1 222
下今井村　「十四日御弁当二而竹田村江御移リ」

子夫銭割賦帳　下今井村名主茂右衛門 嘉永5年12月吉日 横長美・1 393

丑年上下割帳　割元名主品之丞　割元名主品之丞　r今嘉永6年11月28日 横長美・1 232
井村人足・馬帳」合綴

丑夫銭割賦帳　下今井村名主茂右衛門 嘉永6年12月 横長美・1 394

上下割内訳帳　下今井村重左衛門控 嘉永6年 横長美・1 231

当寅村入用控帳　下今井村役場 嘉永7年3月 横半・1 999

村入用書留帳　下今井村役元　表紙付箋r安政四丁巳年分 安政3年8月1日 横長美・1 155
此帳二記」

辰年上下割帳　下今井村割元名主茂右衛門　下今井村 安政3年ll月29日 横長美・1 233
割元名主茂右衛門　「今井村人足・馬帳」合綴

己年上下割帳　上今井村割元名主品之丞　名主品之丞 安政4年11月20日 横長美・1 234
（判）→名主茂右衛門殿、百姓代重左衛門殿

当己夫銭割賦帳下今井村名主茂右衛門 安政4年12月吉日 横長美・1 395

上下割内訳帳 安政4年 横長美・1 235

村内諸入用覚帳　下今井村役元 安政5年3月 横半・1 1000

去十工　F電口聖r巨玖ト　h生一R’彦畠冒珪妻耳刀　　壬→一従瓢　　巨羊 安政5年ll月

万延1年9月

横半・1　　　　　1001

横切紙・1　　　739

文久1年12月2日　　　横長美・1　　　236

文久3年1月

文久3年10月26日

文久3年12月

（文久3年）

横長美・1

横長美・1

横長美・1

横長美・1

626

237

245

225
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－10．村入用

上下割取入分 文久3年 横長美・1 238

当寅上下割可入調帳　重左衛門控 慶応2年12月3日 横長美・1 239

寅年上下割帳割元下今井村　下今井村名主桃井重左衛門 慶応2年12月5日 横長美・1 240
→名主今井右左衛門殿

卯年上下割江可入分取調帳　下今井村桃井重左衛門 慶応3年12月 横長美・1 242

辰年上下割入調帳　下今井村控 明治1年12月3日 横長美・1 241

（卯会入用・入米差引）　包紙あり、包紙表r格別入用書 （慶応4年） 小切紙・1 971－01

二無之候、紙入より調出し役元懸分」

行列山城国愛宕郡小原村大原式部夫婦子一人〆三人三
　月二十九日ヨリ四月十日朝迄送出し迄之節入用帳

明治2年4月 横長半・1 165

下今井村役元868参照

覚　会田町弥三右衛門出府中雑用割 丁卯年12月21日 折紙・1 986－02

覚村入用帳 丑年 横長半・1 676

己夫銭目録 巳年 横長美・1 243

覚　下今井村重左衛門・重郎右衛門→辻喜太夫様　鳴物停 午年9月29日 小切継紙・1 982－21

止の触れ覚あり

（寄人馬之覚）　割元名主茂右衛門→名主文左衛門殿 午年ll月25日 横長美・1 246

（三月四日勤候分）　（桃井）　北組・南組・西組・東組 3月4日 小切紙・1 988－01－04

人別列記、下書

覚村入用帳 横長美・1 677

（入用割覚）　筑摩郡第三拾壱区今井村下分 折紙・1 986－04

1－2－11．休泊入用

出府遣金覚帳　桃井重左右衛門 天保5年10月吉日 半縦半・1 153

御休泊諸入用控帳　下今井村名主重左衛門 文久3年1月吉日 横長半・1 224

高遠出府雑用控帳　名主重左衛門　表紙r六月＋日ヨリ 元治1年6月10日 横長半半・1 164
八月六日迄、〆五拾六日分」

買売1－2－12

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人富弥（判）→
　村御役人中　当年作間に紙くず、古鉄其外青物、菓もの
　等、小売買渡世仕度候に付許可願　下今井村百姓代五郎
　左衛門（判）、組頭式左衛門（判）、名主茂右衛門（判）
　より、松本御役所宛取次文付　包紙あり　包紙表「上、

嘉永7年1月 横切継紙・1 844

下今井村」

樫注文引請之事　下今井村費主岸右衛門（判）、請人増蔵 慶応3年12月 横切紙・1 788
→同村桃井重左衛門殿　材木売渡請書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組下今井村願人紋四郎・
　百姓代久内・同寿太治、与頭治平、名主重九郎→伊那県

明治4年5月 横切紙・1 888－1

塩尻御出張所　卵種本分増加買入余分御預願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組下今井村願人伊十
　（判）、百姓代久内・同寿太治、与頭治平、名主重九郎→
　伊那県塩尻御出張所　卵種本分増加買入余分御預願

明治4年5月 横切紙・1 888－2
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1．下今井村／1 2．村政／1－2－13．酒代

1－2－13．，酉代

（酒料など）　金百疋神林・金百疋（高遠様）　金五十疋 包紙・4 983－04

酒一樽（古見七郎左衛門より）　金百疋（御神主・勝左
衛門より）

1－2－14．植付

乍恐以書付御属奉申上候　筑摩郡下今井村与頭重左衛門、 安政4年5月 小切紙・1 721－1

名主茂右衛門→松本御役所　田方・早稲・中稲植付届
端裏書「田方植付願届」

乍恐以書付御届ヶ奉申上候　筑摩郡下今井村組頭伝七 安政4年閏5月 横切紙・1 721－2

（判）　同重左衛門（判）、名主茂右衛門（判）　田方・
早稲・中稲植付届

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太次
　伸ih　朗菌舌齪士答閏趣『h　位士舌七鑑閏礫m　　瓢大

文久3年5月 横切紙・1 752恐以書付御届奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代
（判）、組頭重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）
御役所　稲草不残植付相済候届書　本文書全体墨弓

1－2－15．開発

為取替規定証文之事　　（松平丹波守御預所信州筑摩郡大 弘化2年10月 横切継紙・1 827
池村・今井村・小坂村・竹田村・荒井村・中村・下和田
村・境村・衣外村・殿村・南和田村・和田町村・上神林
村・水代村・二子村・下神林村・神戸村・神戸新田・梶
海渡村・北栗林村・下神林村、内藤駿河守領分同州同郡
古見村、各々村役人）　古見大池原入会地開発に付関係
村々規定証文

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人惣代勝右衛門 明治2年3月 横切継紙・1 870
（判）→御取締御役所　開発の儀に付

乍恐以書付奉申上侯　筑摩郡今井組上今井村（役人六名 明治4年10月 横切紙・1 885－1

連名）、下今井村立入人名主桃井重九郎印、岩垂村同断名
主岩垂彦三郎→伊那県塩尻御出張所　入会之秣場新開発
仕度に付

差出申一札之事　今井組上今井村（＋二名連名）→村御役 明治4年10月 横切折紙・1 885－2

人中　上今井村持芝地新開仕度に付

乍恐以書付奉願上侯　右三＋一区今井村副戸長村山七 明治6年2月25日 小切継紙・1 900
郎・同溝山栄治・同古田治郎・中原周治、戸長桃井重九
郎→筑摩県参事永山盛輝殿　入会秣原開発に付

安治1－2－16

乍恐以書付御届ヶ奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代五郎 嘉永7年2月 横切継紙・1 846
左衛門（判）、組頭重左衛門（判）、名主茂右衛門（判）
→松本御役所　下今井村伝七俸文重郎保高町丈助方二盗
難屈　包紙あり　包紙表「上、下今井村」

差上申御詫書之事　筑摩郡下今井村当人喜助、親類栄三 安政3年4月 横切紙・1 716
郎、組合治左衛門・利右衛門、百姓代五郎左衛門、組頭

、伝七、名主茂右衛門→御取締中様　喜助儀、兼々身持不
宜に付、御利害蒙候得共、御赦免被下度奉願上候

差上申一札之事　何郡何村判頭役人→御取締岡村分太夫 安政6年6月 横切紙・1 968－01

様・橋本伝太郎様・小出登弥太様　博変・賭禁止等役所
よりの触

乍恐以書付御注進奉申上侯　筑摩郡下今井村百姓代寿太 安政6年8月18日 横切紙・1 731－07

次・同重左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、
名主彦三郎→松本御領御役所　武兵衛・五兵衛、久四郎
を及打郷候儀に付
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731－01

731－05

731－06

731－08

731－09

731－10

731－12

731－14

731－03

730－01

730－05

730－02

730－03

730－04

横切紙・1

横切継紙・1

横切継紙・1

横切紙・1

横切紙・1
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1

紙
　
　
紙

切
　
　
　
切

横
　
　
横

小切継紙・1

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

切
　
　
　
切

竪
　
　
横

小切継紙・1

横切紙・1

横切紙・1

横切紙・1

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年8月

安政6年9月

安政6年ll月21日

安政6年ll月21日

安政6年ll月

安政6年11月

安政6年11月

（小河玄伯養躰書）　堅石町村小河玄伯　下今井村久四郎
怪我いたし候に付

差上申内済証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方久四郎、親
類惣代九兵衛、組合惣代万兵衛、相手方武兵衛・同五兵
衛、親類惣代惣五郎、組合惣代文次郎、右村百姓代寿太
次・同重左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、
名主立入人彦三郎、上今井村名主立入人登兵衛、（全員与
判）→松本御領御役所　武兵衛・五兵衛、久四郎を及打
郵候儀に付

差上申内済証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方久四郎、親
類惣代九兵衛、組合惣代万兵衛、相手方武兵衛・同五兵
衛、親類惣代惣五郎、組合惣代文次郎、右村百姓代寿太
次・同重左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、
名主立入人彦三郎、上今井村名主立入人登兵衛、（全員与
判〉→松本御領御役所　武兵衛・五兵衛、久四郎を及打
榔候儀に付

差出申引請一札之事　下今井村親類惣代惣五郎（判）、組
合万兵衛（判）、同断文次郎（判）→当村御役人中　武兵
衛・五兵衛、手鎖封印之侭村預ケ候儀に付

差上申一札之事　下今井村寿太次、同重左衛門、倉次郎、
伝七、重郎右衛門、彦三郎→石橋妻右衛門殿、岡村郡太
右衛門殿　武兵衛・五兵衛、手鎖封印之侭村預ケ候儀に
付

一札之事　御預所何村誰→堅石町村小川玄伯様御尊医様
へ御苦難相掛申間敷候に付雛形

差出申詫書一札之事　下今井村当人武兵衛・同断五兵衛、
組合万兵衛、同断文次郎、同断親類惣代兼惣五郎→当村
久四郎殿　武兵衛・五兵衛、久四郎を及打郷候儀に付詫
書追書「前文詫書差出し候通り、相違無之候以上、未八
月、立入人名主彦三郎・同断名主登兵衛」

差上申内済証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方久四郎、親
類惣代九兵衛、組合惣代万兵衛、相手方武兵衛・同五兵
衛、親類惣代惣五郎、組合惣代文次郎、右村百姓代寿太
次・同重左衛門、与頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、
名主立入人彦三郎、上今井村名主立入人登兵衛、→石橋
妻右衛門殿、岡村郡太右衛門殿　武兵衛・五兵衛、久四
郎を及打郷候儀に付

養躰書　堅石町村医師小河玄伯→松本御領御役所様　下今
井村久四郎

差出申一札之事　下今井村勝弥（爪印）、伝吉（判）、浪蔵
（爪印）、九十郎、喜左衛門（爪印）、寅吉（爪印）、豊次
郎（爪印）、鶴喜代（爪印）→村役人中様　心得違有之候
に付
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差上申御詫一札之事　筑摩郡下今井村判頭忠右衛門・同
　断亀太郎・同断冨五郎・同断惣兵衛・同断九兵衛・同断
　弥左衛門→岡村分太夫殿、小出登弥太殿　心得違有之候
　に付

乍恐以書付奉歎願候　筑摩郡下今井村当人伊藤太、百姓
　代寿太次・同重左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右
　衛門、名主彦三郎→岡村分太夫殿、橋本伝太殿　心得違
　有之候に付

乍恐以書付奉歎願候　筑摩郡下今井村八郎右衛門俸当人
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九重、百姓代寿太次・同重左衛門、組頭倉次郎・同伝
七・同重郎右衛門、名主彦三郎→岡村分太夫殿、小出登
弥太殿　心得違有之候に付

差出申御詫一札之事　下今井村玉吉、泰吉→同村喜左衛 安政6年11月 小切継紙・1 730－07

門殿、豊吉殿、外六人　心得違有之候に付

差出申一札之事　下今井村当人玉吉・同断泰吉、判頭治左 安政6年11月 小切紙・1 730－08

衛門・同断紋弥→御取締御手先佐野右衛門殿　心得違有
之候に付

差出申御詫一札之事　下今井村松弥俸当人玉吉・同断泰 安政6年11月 小切継紙・1 791－1

吉、判頭治左衛門・同断紋弥→村御役人御衆中様　心得
違いたし候に付詫状

差上申一札之事　信州筑摩郡下今井村百姓代寿太次・同重 安政7年3月8日 横切紙・1 731－11

左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、名主彦三
郎→山本留八郎殿　武兵衛・五兵衛、手鎖封印之侭村預
ケ候儀に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人武兵衛・同五 安政7年閏3月 横切継紙・1 731－02

兵衛、差添百姓代重左衛門→松本御役所　武兵衛・五兵
衛、久四郎を及打郷候に付

乍恐以書付御屈奉申上侯　下今井村百姓代寿太次（判）、 文久2年3月 横切紙・1 751
組頭伝七（判）、名主重左衛門（判）→松本御役所　下今
井村庄三郎留守の内に被盗取候品書

筑摩郡下今井村鉄炮帳　鉄炮証文 文久3年3月 半・1 167

乍恐以書付御詫奉願上侯　筑摩郡下今井村当人留弥、召 文久3年3月 横切紙・1 754
抱人重左衛門→岡村文太夫様、小出仙之丞様　留弥心得
違有之御糺蒙り候に付詫状

御詫申一札之事　下今井村当人武兵衛（判）、組合文次郎 元治1年5月 横切紙・1 767
（判）→当村御役人中様　万兵衛過科銭被仰付候処、組合
手違相成候に付

乍恐以書附奉頼上候　筑摩郡下今井村頼人藤太（判）※ 元治2年1月 横切紙・1 771－1

但し（判）に墨引　→村御役人中　下今井村藤太江猟師鉄
砲譲渡許可願　下今井村百姓代寿太次（判）、組頭治左衛
門（判）、名主重左衛門（判）、松本御役所宛取次保証書
付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡上今井村願人百姓代三郎左 元治2年1月 小切紙・1 771－2

衛門→村御役人中　眼病にて（鉄砲）役下今井村藤太へ
譲渡度願書

差出申一札之事　下今井村北耕地嘉助、豊太郎、権次郎、 慶応1年5月 横切継紙・1 772
市太郎→当村御役人衆中　御差留置候川木拾取候に付詫
圭
日

乍恐以書付御注進奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太 慶応1年閏5月 横切紙・1 773
次（判）、組頭治左衛門（判）、名主重左衛門（判）→松
本御役所　雪隠焼失に付注進書

差上申鉄炮証文之事（案）　筑摩郡下今井村持主六郎右 慶応2年3月 竪切紙・1 98
衛門、五人組幸之助、百姓代久右衛門、与頭重郎右衛門、
名主重左衛門→松本御役所

乍恐以書付奉願上候　下今井村当人政之助、親類惣代紋 慶応3年3月 横切紙・1 785－1

蔵、組合惣代福治郎、百姓代久右衛門、組頭治左衛門、
与頭桃井重左衛門→御取締辻規太夫様、山本留八郎様
吉三郎俸政之助心得違の儀、蒙御糺候に付宥免歎願書

乍恐以書付御詫奉願上侯　下今井村当人重三郎、親類惣 慶応3年3月 横切紙・1 785－2

代重右衛門、組合惣代治郎左衛門、百姓代久右衛門、組
頭治左衛門、名主桃井重左衛門→御取締辻規太夫様、山
本留八郎様　重四郎俸重三郎心得違の儀に付
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（爪印）、親兵右衛 慶応3年7月 横切紙・1 782
（爪印）、親与右衛

B・同清左衛門（判）

斐人中より蒙御察候

人衆中　博打其外賭 慶応3年9月 横切継紙・1 786
卸伺之上謹責之箇条
口田町村名主九郎兵
咀神戸村名主丸山蔵
争井組大池村名主中
次文付

寸新助伯父当人新左 慶応3年9月 横切紙・1 791－2
右衛門、当人浪蔵、
百姓代久右衛門・同
弓、名主桃井重左衛
監衛門様　心得違い

以下百七十二人）→ 慶応4年6月 半大・1 649

当人佐重・組頭治左 明治3年8月22日 切紙・1 971－12

日忍入盗賊吟味

ヰ組下今井村百姓代 明治3年閏10月19日 半・1 652
次（判）、組頭古田
判）、名主桃井重左
火届

λ右衛門（判）　同 明治3年閏10月 半・1 549
（判）　同上条重郎
→伊那縣塩尻御出

竹田村名主中村平 明治3年11月 横切紙・1 881
E永田幾蔵・同山口
之右衛門・同上条勘
下今井村名主桃井

→伊那県塩尻御出張
戻に付御宿御預願

軒門俸澄次郎、富左 明治3年12月 横切紙・1 880
、同人組合源一郎、
当衛門→村御役人中
付御赦免願

下今井村百姓代桜井 明治4年2月 横切紙・1 699
頭古田治平（判）、

厨那県塩尻御出張所
5、および署判に墨

温下今井村百姓代久 明治4年5月13日 半・1 654
（判）、名主重九郎
早に付口上書

田治平（判）、桜井 明治4年10月 横長半・1 ・940
・得違有之者、行衛
ロ田町村名主（判）、

（判）、二子村役元
判）、各々止宿不仕

私共婦夫祖母様過言 明治4年11月 小切紙・1 886

御詫申一札之事　下今井村当人金次郎
　門（判）、当人紋四郎（判）、当人銀弥
　門（判）、判頭伝八郎（判）・同源次郎

　→村御役人衆中　酒二酔口論いたし村
　に付、以来改心禁酒可仕候に付詫書

差出申一札之事　五人組頭誰々→御役
　之諸勝負前々より御法度の儀、今般乖
　取定書　三ヶ組廿四ヶ村惣代和田組牙
　衛、南和田村名主萩原長十郎、出川看
　三郎、上神林村名主上條元右衛門、∠
　村平作、今井村桃井重左衛門、連署取

乍恐以書付奉嘆願候　筑摩郡下今井村1
　衛門、新左衛門甥新助、組合惣代松右
　親類惣代久兵衛、組合惣代冨五郎、百1
　寿太次、組頭治左衛門・同重郎右衛門、
　門→御取締高木此右衛門様、渡辺民左1
　たし候に付御宥免歎願書

博突御請書　　（筑摩郡下今井村村役人以
　塩尻御取締役所

奉差上御請書之事　今井組下今井村当
　衛門→伊那県塩尻御出張所　七月十二日

乍恐以書付御届奉申上侯　筑摩郡今井組
　桜井久右衛門（判）・百姓代桜井寿太次
　治左衛門（判）・同上条重郎右衛門（判），
　衛門（判）→伊那縣塩尻御出張所　出火届

上筑摩郡今井組下今井村百姓代桜井久
　桜井寿太治（判）、組頭古田治左衛門（
　右衛門（判）、名主桃井重左衛門（判）
　張所　裏屋八軒焼失に付、出火御届

乍恐以書付奉歎願侯　筑摩郡今井ネ1
　助・組頭百瀬文五右衛門、小坂村名三
　栄助、大池村名主中村平作・同大池コ
　左衛門、上今井村名主今井忠左衛門、
　重左衛門、岩垂村名主岩垂茂右衛門一
　所　心得違の儀有之、入牢被仰付罷在

乍恐以書付奉歎願侯　上今井村源右衛1
　衛門父定四郎、源右衛門親類久左衛門、
　富左衛門親類元右衛門、同人組合仲右孝
　不当の儀有之御吟味中入牢被仰付候に付

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡今井組下
　久内（判）・同桜井寿太次（判）、与葦
　上条重郎（判）、桃井重九郎（判）→伊
　無宿政五郎御尋二付返答書事実書一部
　引

乍恐以口上書奉申上侯　筑摩郡今井組
　内（判）、同寿太治（判）、与頭治平
　（判）→伊那縣塩尻御出張所　盗賊御尋

記　右村名主桃井重九郎（判）、組頭古日
　久内（判）→御宿村御名主衆中様　心
　不相分に付廻状。諸々駅名主（判）、和
　芝居村名主（判）、水代村・上神林村
　（判）、小俣村役元（判）、今村役元（半
　候旨の注進同綴

一札之事　下今井村庄三郎→祖母様私
　遊と申し心得候に付詫状
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－16、治安

差出申御詫一札之事　下今井村西耕地当人桜井梅次郎、 明治4年12月29日 横切紙・1 791－3

当人兄桜井寿三郎、組合惣代大槻清五郎→東耕地古田重
三郎、御役人御衆中　酒狂之上、及口論に其上為疵負候
処内済被下詫状

覚　盗難品書上、盗難品富弥置主、〆拾品、計三両三分 辰年5月17日 小切紙・1 990－01

口演　郷宿　村々御用出張人近頃狸相成候に付郷宿への注 2月 横切紙・1 802
意書

覚　岡村郡太右衛門→下今井村名主、組頭　武兵衛・五兵 8月22日 小切紙・1 731－13

衛、久四郎を及打郷候儀に付

差上申一札之事　心得違有之候に付、村役人御詫請書 小切継紙・1 730－06

（博打一件諸書付分）覚　本文書、或いは本整理番号文書 小切紙・1 730－09
の包紙か　端裏書「博変一件諸書付分」

（某交名） 横切折紙・1 730－10

乍恐以口上書奉申上侯　筑摩郡下今井村百姓代寿太次・ 横切継紙・1 731－04

同重左衛門、組頭倉次郎・同伝七・同重郎右衛門、名主
彦三郎→松本御役所　武兵衛・五兵衛、久四郎を及打榔
候儀に付

乍恐以書付奉願上候　摩郡上今井村願人何　　、→村御 小切継紙・1 771－3
役人中　鉄砲役譲渡度願書

乍恐以書付御届奉申上侯　兼蔵居宅〆七品被盗取候品書 横切紙・1 780－1

乍恐以書付御届奉申上候　筑摩郡今井組　文治郎居宅留 横切紙・1 780－2
守中盗賊忍入〆七品被盗取候品書

盗難品書之覚　市場方茂助盗難品書 小切紙・1 780－3
1

救憧1－2－17．囲穀

御救金御貸渡拾ケ年府返納割附帳　名主三右衛門 天保10年ll月 横長半・1 290

御囲穀割賦帳　北耕地分 弘化4年11月17日 横長美・1 253

御囲穀割賦帳西組分 弘化4年12月17日 横長美・1 254

乍恐以書付奉願上候　松本丹波守御預所信州筑摩伊奈両 嘉永1年6月 綴・仮・1 927
郡百参拾壱ヶ村惣代大小屋村名主兵左衛門、会吉新田新
助→御奉行所様　震火水難困窮に付、願書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代弥右衛門 嘉永5年7月 横切継紙・1 837
（判）　同五郎左衛門（判）、組頭重左衛門（判）　同式
左衛門（判）　同新右衛門（判）　同重郎右衛門、名主
茂右衛門→渡辺太郎太夫殿、西川曽右衛門殿　囲穀之内、
鼠喰之痛出来之分売却許可願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太次 安政6年8月 横切継紙・1 732－1
（判）　同重左衛門（判）、組頭倉次郎（判）　同伝七
（判）　同重郎右衛門（判）、名主彦三郎（判）→松本御
役所　当村囲穀蔵修復仕度に付

差上申請書之事　筑摩郡下今井村名主彦三郎、組頭重郎右 安政6年8月 横切紙・1 732－2
衛門・同伝七・同倉次郎、百姓代重左衛門・同寿太次→
石橋妻右衛門殿、岡村郡太右衛門殿　当村囲穀蔵修復仕
度に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門・ 文久3年8月 横切紙・1 763－2
同寿太次、組頭伝七・同重郎右衛門、名主重左衛門→松
本御役所　囲穀蔵修復に付詰置候俵数御預ヶ願書
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－17．囲穀・救畑

尾州様井大通行二付御拝借返納覚帳　下今井村名主桃 文久3年 横長半半・1 227
井重左衛門控

添証　大宮司中沢左右衛門大夫良（花押）→国々宿駅御役 慶応4年2月 横切紙・1 868－4

人中　　「宿駅在々通行之節長病亦者行暮候ハバ、世話可
給候」

乍恐以書付奉願上候　小俣村神戸新田兼（役人三名署名）、 明治2年2月 横切継紙・1 873
今村（役人二名連名）、今井村（役人五名連名）、岩垂村
（役人七名連名）　極難之もの為取続金弐百両拝借願

乍恐以書付奉歎願上候　願人重左衛門　籾子御下ヶ被下 明治2年2月 横切継紙・1 877
候様願候に付　附札あり

一札之事　山城国愛宕郡大原村大原神社大原式部之輔→信 明治2年4月 横切紙・1 868－3

濃国筑摩郡下今井村御役人中　宿村御継送の儀奉願上候
に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代寿太次、組 明治2年4月 横切紙・1 868－5

頭治左衛門、名主重左衛門→塩尻御役所　大原式部当村
地内行倒難渋仕候に付

上　筑摩郡下今井村百姓代寿太次（判）、組頭治左衛門（判）、 明治2年4月 竪半・1 868－6

名主重左衛門（判）→塩尻御役所　大原式部当村地内行
倒難渋仕候に付

（御囲穀調）　　（桃井重左衛門）　下今井村分 明治2年5月 小切紙・1 974－02

窮民力佃取調帳　下今井村名主重左衛門（判）→塩尻御役 明治2年6月 半大・1 248
所　帳間文書「川除普請之儀に付」「駅逓御改心観定書之
儀に付」「中馬稼之もの共之儀に付」三通あり

窮民力佃取調帳　下今井村名主重左衛門（判）→塩尻御役 明治2年6月 半大・1 249
所

（覚）　下今井村　囲籾七＋二俵拝借願 明治2年8月24日 切紙・1 985－01

覚　塩尻局（判）→下今井村　囲籾貸付許可 明治2年8月29日 横折紙・1 985－02

窮民救助金書上帳　筑摩郡今井組下今井村百姓代久右衛 明治2年9月 半大・1 250
門（判）・同寿太次（判）・組頭治左衛門（判）・同重
郎右衛門（判）・名主重左衛門（判）→塩尻御役所

村方難澁者取調帳　下今井村 明治2年12月 横長半・1 247

差上申御請一札之事　何郡何村百姓代印・組頭印・名主 （明治2年）から（明治3 小切紙・1 981－07

印→伊那県権大属准席千野儀正殿　貯穀御請之事 年）

覚　　（小坂村）→塩尻御役所　拝借籾・積立穀書上雛形、 明治2年 小切紙・1 990－06

「是ハ小坂村ニテ書上ヶ」

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡今井組岩垂村名主茂右衛門、 明治3年4月17日 小切紙・1 987－01－03

上今井村名主忠左衛門、下今井村名主重左衛門、大池村
名主勘左衛門、小坂村名主幾蔵代与三郎御改出、竹田村
名主兵右衛門代文五右衛門出、→塩尻御役所　違作に付
囲穀拝借願

窮民取救金書上帳控　上　筑摩郡今井組下今井村百姓代 明治3年8月 半大・1 252

久右衛門（判）　同寿太次（判）　与頭治左衛門
（判）・同重郎右衛門（判）・名主重左衛門（判）→伊那
縣塩尻御出張所　帳間文書：「窮民窮助金　上今井村」
一綴

乍恐以書付奉申上侯　筑摩郡今井組古池原新田　難渋人 明治3年8月 小切紙・1 961－14

へ寄物取扱金の儀に付

差出申一札之事　甲州巨摩郡＋五所村米吉弟熊之助（判）、 明治3年9月8日 横切紙・1 884
親類庄之衛（判）→信州筑摩郡下今井村御役人中　旅人
急病差発し落命仕迷惑相掛間敷　包紙あり、包紙表「上、
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1．下今井村／1－2．村政／1－2－17．囲穀・救袖

甲州巨摩郡十五所村」

（御囲穀調）　　（桃井重左衛門）　下今井村村方郷蔵にあ 明治3年 小切紙・1 974－03

るべく分

囲穀書　　（桃井）　明治二・三年の囲穀受取〆四十七俵 （明治3年） 小切紙・1 989・02－02

差上申御請一札之事　筑摩郡下今井村百姓代桜井久内 明治4年3月16日 横切紙・1 961－04

（判）・同桜井寿太治（判）、組頭古田治平（判）、名主桃
井重九郎（判）→伊那県権大属准席千野儀正殿　御貯穀
奉預候に付

窮民極難之者人口書上帳　筑摩郡今井組下今井村百姓代 午年1月13日 半大・1 251

久右衛門（判）　同寿太次（判）　与頭治左衛門
（判）・同重郎右衛門（判）・名主重左衛門（判）→塩尻
御役所

差上申御請書之事　当村役人中→松本御役所　囲穀蔵修 横切紙・1 763－1

復に付詰置候俵御預ヶ請書

窮民方田取調書上帳　帳間文書二紙あり 綴・仮・1 797

1－2－18．風聞

あほだら経　ペリー来航 嘉永6年ll月 小切継紙・1 982－15

（京都騒動書付）　　（桃井重左衛門） 元治1年7月23日 横切継紙・1 982－16

覚　　（桃井重左衛門）　京都騒動建札 元治1年7月24日 小切紙・1 982－17

川触御請書　筑摩郡下今井村重左衛門　御用材納方申付候 子年7月4日 切紙・1 968－03

儀に付　幕末の政情に関する記録写

（宿継状控）　水戸浪人に関する宿継状控 、子年11月 切継紙・1 968－04

1－3．∫コロ

1－3－1．宗門改

信濃国筑摩郡洗馬料之内下今井村宗門人別改帳　下今 正徳3年3月 半大・1 1
井村名主与左衛門印、与頭久四郎印・同杢右衛門印・同
兵右衛門印、長百姓忠兵衛印→御代官様　長興寺・正覚
院・宝輪寺・真光寺・安養寺・見性寺・興龍寺・古川
寺・正行寺・無極寺分

信州筑摩郡下今井村宗門人別御改帳　筑摩郡下今井村 明和3年3月 半大・1 2
名主久右衛門、与頭与右衛門・同九左衛門・同松右衛
門・同庄左衛門、百姓代幸内→野間権左衛門殿、宇野庄
二郎殿、渡辺市郎左衛門殿、関杢右衛門殿　正覚院・真
光寺・無極寺・安養寺・正行寺・長興寺・興龍寺・松岳
寺・古川寺・宝輪寺分

信州筑摩郡下今井村宗門御改帳　筑摩郡下今井村名主代 安永3年3月 半大・1 3
久右衛門、与頭伝七郎・同清之丞・同仲右衛門、百姓代
幸内→野間権左衛門殿、渡辺市郎左衛門殿、関杢右衛門
殿、多湖岸右衛門殿　正覚院・真光寺・無極寺・安養
寺・正行寺・長興寺・興龍寺・松岳寺・古川寺・宝輪寺
分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 天保14年3月 半・1 29
郡下今井村与頭式左衛門・同重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→古橋金右衛門殿、長谷
川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥次右衛門殿　長興
寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　安養 天保14年3月 半・1 4
寺・正行寺→（御奉行様）　安養寺・正行寺分
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1．下今井村／1－3．戸ロ／1－3－1．宗門改

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　村役 天保14年3月 半・1 5
人→御奉行様　宝輪寺・古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　村役 天保14年3月 半・1 6
人　→御奉行様　無極寺・真光寺・栄安寺・正覚院分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 天保15年3月 半・1 10
郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、都筑三太夫殿　宝輪寺・
古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 天保15年3月 半・1 11

郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・新右衛門、
百姓代五郎左衛門・弥右衛門→長谷川是非之助殿、神尾
喜作殿、根岸弥治右衛門殿、都筑三太夫殿　無極寺・真
光寺・正覚院・（栄安寺）分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 天保15年3月 半・1 8
郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、都筑三太夫殿　長興寺・
松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 天保15年3月 半・1 9
郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、都筑三太夫殿　安養寺・
正行寺分

当辰宗門改　出生人死失人等之覚 天保15年～弘化5年 横折紙・1 694－01

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 弘化2年3月 半・1 13

郡下今井村名主茂右衛門、与頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一郎殿　長興寺・
松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 弘化2年3月 半・1 14
郡下今井村名主茂右衛門、与頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥次右衛門殿、真木喜一郎殿　安養寺・
正行寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内三）　筑摩 弘化2年3月 半・1 15

郡下今井村名主茂右衛門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一郎殿　宝輪寺・
古川寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内四）　筑摩 弘化2年3月 半・1 16

郡下今井村名主茂右衛門、与頭重郎右衛門・同新右衛門、
百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷川是非之助殿、神
尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜一郎殿　無極寺・
真光寺・正覚院分

宗門人別増減帳　下今井村　筑摩郡下今井村名主茂右衛 弘化2年3月 半・1 17

門、組頭重郎右衛門・同新右衛門、百姓代五郎左衛門・
同弥右衛門→松本御役所　　「出生死失出入人書上帳」「下
今井村馬数歳毛御改帳」ともに合綴

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内壱）　筑摩 弘化3年3月 半・1 18

郡下今井村名主茂右衛門、与頭重郎右衛門・同新右衛
門・同式左衛門、百姓代五郎左衛門・同弥右衛門→長谷
川是非之助殿、神尾喜作殿、根岸弥治右衛門殿、真木喜
一郎殿　長興寺・松岳寺・興龍寺分

筑摩郡下今井村宗門人別御改帳（四冊之内弐）　筑摩 弘化3年3月 半・1 19
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