
1．下今井村ハ4土地／1－4－1。検地

1－4，土地

見出検地野帳　今井村奥書r中原姓今井榊之助兼貴、書元禄2年11月18日 竪半・1 924
謹之」

元録（ママ）屋敷請調　御検地惣奉行望月監物、御検地
　大奉行海野源左衛門・同断鈴木治部右衛門、御検地本〆
　役池村八太夫・同断太田助太夫、竿手奉行綿内彦五郎・
　同断渡利弥右衛門、安内之者（庄屋新助以下十名連署名）

元禄3年9月 横長半・1 925

元禄三午ノ御検地屋敷書抜帳　桃井重九郎控 （元禄3年） 横長半・1 408

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人七郎右衛門
　（以下24名連署）→村御役人中　当村鎖川縁へ畑切添仕候
　に付　下今井村名主茂右衛門以下村役人7名より・松本御

嘉永6年10月 横切継紙・1 842－1

役所宛取次文付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人→村御役人中 嘉永6年10月 横切紙・1 842－2

当村鎖川縁へ畑切添仕候に付　下今井村名主茂右衛門以
下村役人7名より、松本御役所宛取次文付

御縄張野帳　下今井村控 嘉永6年ll月 横長半半・1 617－01

乍恐以書付奉申上侯　水役人七郎右衛門・伝七・名前一
　同、惣代同一同、判頭改同一同、役人同一同→上条奥一

嘉永6年11月 小切継紙・1 617－02

殿、辻喜太夫殿、荒川右衛門太殿

切添切開畑小前帳　下今井村 嘉永6年ll月 横長半大・1 621

御検地二附賄入用覚帳　下今井村役人惣代　袋あり　以 安政4年10月2日 横長半・1 615
下整理番号625番までおさめる　袋表紙「御検地掛帳入袋、
安政四年丁巳年十月、下今井村重左衛門属」

御検地二付賄入用覚帳　下今井村役人惣代 安政4年10月2日 横長美・1 616

御検地諸掛リ諸事書留帳　下今井村重左衛門控 安政4年10月2日 横長半・1 620

信濃国筑摩郡今井村下分新田検地帳　松平丹波守家来
　検地役人渡辺幸右衛門、同勘定役人辻栄一郎、同下役辻
　喜太夫・同下役三輪幸七・同下役森友左衛門、案内茂右
　衛門・同重郎右衛門・同式右衛門・同重左衛門・同伝七

安政4年10月 美・1 416

御検地野帳　筑摩郡下今井村 安政4年10月 横長美半・1 618

御検地野帳　下今井村控 安政4年10月 横長美半・1 619

下今井村検地野帳 安政4年10月 横長半・1 622

切開畑内見地位書上帳　筑摩郡下今井村 安政4年10月 横長半・1 623

地所調入用控帳　下今井村役元 文久2年8月 横長美・1 407

下分田畑所持之控　桃井藤太控 明治2年9月 横長半・1 409

乍恐以書付奉御伺侯　今井組下今井村名主重九郎（判） 明治4年4月 横切紙・1 890－1

→伊那県塩尻御出張所　除地目録

乍恐以書付奉御伺候　今井組下今井村名主重九郎→伊那 明治4年4月 横切紙・1 890－2

県塩尻御出張所　除地目録

取替申規定証文之事　本人塩原実治・同断塩原喜知司、
　立入人桃井重九郎、親類新倉伝内→小池利平殿　検地被

明治4年9月 横切継紙・1 955－4

仰付候に付

検地清野帳　西耕地・南耕地 明治5年1月17日 横長美半・1 642

1－4－1、検地
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1．下今井村／1－4．土地／1－4－1．検地

おほへ　綿新 10月5日 切継紙・1 625－01

（地積調）
横長美・1 415

絵図 切紙・2 624

覚
切継紙・1 625－02

（某覚）
切紙・1 625－03

覚 切継紙・1 625－04

（某覚）
切紙・1 625－05

名寄帳1－4－2，反別帳

田畑屋敷高反別帳　表紙r久兵衛」 天保5年 横長半半・1 420

天保五午ノ御検地名寄帳　桃井重左衛門 天保ll年8月吉日 横長半・1 419

田畑屋鋪名寄帳　北耕地奥右衛門 明治3年8月 横長半半・1 637

高反別帳須沢角重 明治4年9月28日 横長半半・1 640

新田高反別取調書　岩垂村外七ヶ村役人→塩尻出張所
　雛形

明治4年 半・1 262

（高反別記）　桃井十九郎 11月 切紙・1 608－03

（下今井村高反別書上）　　（桃井控） 横長半・1 993－02

1－4－3．新田

古見原新開一件入用帳　→御出役様、西川曽右衛門様、 安政3年9月 横長半・1 417
加藤弥作様　表紙「安政三年九月廿一日昼ヨリ廿二日昼
迄正覚院、同タヨリ廿三日・　廿四日・廿五日・廿六
日・廿七日朝、重左衛門方」「御出役様、西川曽右衛門様、
加藤弥作様」

御預役所ヨリ古見原開発二付被下銭配当控　下今井村 安政3年12月22日 横長美・1 418
役元

古見原御竿請願書控　名主桃井重九郎　筑摩郡今井組 明治4年2月15日 半・1 651
今井村組頭長平（判）　同栄治・同平吾、名主周治（判）、
下今井村百姓代久内（判）　同寿太次（判）、組頭治平
（判）　同重郎（判）、名主重九郎（判）→伊那縣塩尻御
出張所　他、書付一通含む

（河開懇取調控）　r辛未十一月廿七日役人井惣代立会」 辛未年11月27日 横長半・1 410

1一牛4．荒地

恐以書付御屈奉申上候　筑摩郡下今井村百姓代久右衛 慶応4年6月 横切紙・1 576
門・同寿太次・組頭次左衛門・同重郎右衛門、長百姓今
井忠左衛門、名主桃井重左衛門→塩尻御役所　田畑損亡
井普請所流失二付書上

恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組下今井村百姓代久右 明治3年8月 小切紙・1 575
衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同重郎右衛門、名主重
左衛門→伊那縣塩尻御出張所　鎖川筋満水石入川成候二
付御見分願

年荒地下見之節帳 辰年 横長美・1 171

1欠地書上） 横長美・1　　　・413

乍

乍

辰

（刀1
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1．下今井村／1－4．土地／1－4－4．荒地

乍朧肯書魏癒付（今井村惣代重左鰍小俣村1 横切紙・l

l

770－31

＝ヒrロ

冗貝1－4－5

地所替為取替証文之事　下今井村菊太郎（判）、立入人伝 嘉永5年4月 横切継紙・1 835
八郎→同村重左衛門殿　屋敷替えのため

請取書之事　上今井村売主増左衛門（判）、同所受人音右 安政5年5月28日 横切紙・1 729－2

衛門（判）→下今井村新助殿

729－1横切紙・1

　
　
3

5
　
　
　
5

2
　
　
　
5

4
　
　
　
9

横長美半・1

横切紙・1

家売渡証文之事　上今井村売主増左衛門（判）、同所受人安政5年5月
　音右衛門（判）→下今井村新助殿　追書「前書之通り無
　御座候、已上、証人宝輪寺」

古見原神戸新田分買請坪数改帳　　　　　　　　　　明治5年4月4日

為取替規定証文之事　林一所売渡候に付

渡譲1－4－6

譲渡申林之事　上今井村本人半左衛門（判）、受人縫次郎 天保6年12月 横切紙・1 609－02

（判）　同断久兵衛（判）→下今井村重左衛門殿　裏書
「名主平兵衛（判）、表書之通相違無之候、以上」

譲リ渡シ申芝地証文之事　下今井村百姓代　　　、与頭 天保14年3月 横切紙・1 609－01

一
、 一　雛型

譲渡申林証文之事　上今井音右衛門（判）、受人浅吉（判） 文久2年12月 横切紙・1 609－03

→下今井村重左衛門殿　以下枝番号6番まで四通綴紐

地所譲渡シ証文之事　譲主村山義文治（判）、請人村山治 明治5年3月 横切紙・1 609－04

八・同断村山儀太郎→小又村上条伝作殿

1－4－7．林野

古見分林帳　下今井村重左衛門控 天保ll年11月 横長半半・1 422

（風祭ノ時払木） （明治3年7月晦日 小切紙・1 971－11

下今井林坪改帳 明治4年8月17日 横長美半・1 424

林坪金割賦帳 明治4年8月 横長美半・1 421

赤坂松木代附 横長美・1 678

1－4－8．絵図

嘉永六年十一月下今井村西堰分見図 嘉永6年ll月 横切継紙・1 842－4

（村耕地絵図二付）五郎（分）　　（桃井控）　美濃紙絵図 明治7年2月28日 小切継紙・1 989－02－07

（一枚）・地券耕地絵図（二度分）・古見原絵図、など勘
｛
疋

掌　　（桃井控）　林耕地絵図、地券絵図など〆 明治7年2月28日 小切折紙・1 989－02－08

（御役所へ絵図面差上二付）　上名主→下御名主様 5月8日 小切紙・1 981－06

1－4－9．除地

除地諸木取調書上　今井組下今井村百姓代久右衛門 明治4年1月 竪半・1 943－1

（判）　同寿太治（判）、与頭治左衛門（判）　同重郎右
衛門（判）、名主重左衛門（判）→伊那県塩尻御出張所
帳間文書四通あり

一83一



1．下今井村／1－4．土地／1－4－9．除地

上　今井組下今井村百姓代久右衛門・同寿太治、与頭治左 明治4年1月 竪半・1 943－2
衛門・同重郎右衛門、名主重左衛門→伊那県塩尻御出張
所　除地諸木取調書

産土社旧来ヨリ修覆始末書上控　右村（信濃国筑摩郡下 明治4年8月 竪半・1 942－1
今井村）百姓代桜井久内・同桜井寿太次、組頭村山七
郎・同古田治平、名主桃井重九郎→伊那県塩尻御出張所
除地原記御尋に付　答書文書帳間にあり

除地取調書上　今井組下今井村百姓代桜井寿太治・同桜井 明治4年10月13日 竪半・1 943－4
久内、与頭村山七郎・同古田治平、名主桃井重九郎→伊
那県塩尻御出張所

（除地取調書上）　筑摩郡下今井村副戸長村山七郎 明治6年ll月 竪半・1 943－5
（判）　同古田治平（判）、戸長桃井重九郎（判）→筑摩
県権令永山盛輝殿

乍恐以書付奉願上侯　諏訪社境内御除之外地代、木代被 竪半・1 943－3
御払下ケ奉願上候に付

（除地取調書上）　何村三役人連印→伊那県塩尻御出張所
　帳間文書二通あり

竪半・1 943－6

1－5．年貢

1－5－1．害肝寸・害肝寸斗犬

午年可納御年貢割付之事　嶋村惣左衛門御印、高室安右 元禄3年ll月 横切継紙・1 710
衛門御印→（信州筑摩郡今井村）名主、与頭　年貢割付
状

御割付年々写帳　　（名主、惣百姓） 寛延3年10月～宝暦4年 美・1 427
10月

御割附写帳　　（名主、惣百姓）　表紙r御割賦写帳（宝暦宝暦5年～9年 美・1 428
五亥年ヨリ同九年迄五ヵ年分）名主久右衛門」

年々御割附写　　（名主、惣百姓） 宝暦12年～明和5年 半大・1 429

覚　　（名主、組頭、百姓代以下157名連署）　御年貢割付に 文久2年4月 横切継紙・1 750
付村中大小百姓奉拝見候。端裏書「拝見証文雛方控書付」

乍恐以書付御届奉申上候　竹田村名主平次・小坂村名主 （元治1年） 横切折紙・1 769
幾蔵・古池村名主勘左衛門・今井村重左衛門、右村惣代
今井村名主重左衛門・小坂村名主幾蔵　採種産額書上

覚　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門（判）　同寿太次（判）、 元治1年 横切継紙・1 792－1
組頭治左衛門（判）　同重郎右衛門（判）、名主重左衛門
（判）、以下百姓155名連署判→松本御役所　御年貢御割附
状

覚　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門（判）・同寿太次（判）、 慶応2年 横切継紙・1 792－2
組頭治左衛門（判）　同重郎右衛門（判）、名主桃井重左
衛門（判）、以下百姓162名連署判→松本御役所　御年貢
御割階状

覚　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門（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

慶応3年 横切継紙・1 792－3

（判）、以下百姓163名連署判→松本御役所　御年貢御割附
状

辰年御年貢可納割付之事　御取締役所→（信州筑摩郡今 明治1年11月 横切継紙・1 711
井村）名主、組頭、惣百姓　年貢割付状

（明治元辰年割付）　　（桃井重左衛門控）　今井村 明治元年 小切紙・1 972－01

奉差上請取一札之事　筑摩郡今井組岩垂村名主彦三郎 明治4年6月27日 横切紙・1 703
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－1．割付・割付状

（判）、下今井村名主重九郎（判）→伊那県塩尻御出張所
年貢割付請状

改　　（桃井重左衛門控）　午御年貢可納割付之事、未皆済 明治4年 小切継紙・1 972－02

目録写、差紙あり「御上納勘定」

去未国役金割賦帳　今井村下分役元 明治5年11月 横長美・1 183

覚　年貢割付状前文書留控 竪切紙・1 712

（今井村割付書付）　（桃井重左衛門） 小切継紙・1 982－13

1－5－2．勘定目録

年貢勘定目録（断簡）　同一文書剥離 元禄8年1月30日 横切紙・1 606－87－01

年貢勘定目録（断簡）　七郎兵衛、五郎右衛門　同一文 元禄8年3月8日 横切紙・1 606－87－02

書剥離

去亥御年貢皆済井古見年貢林年貢等納方覚　下今井村 元治1年7月3日 横長美・1 172
名主重左衛門

倉次郎殿勘定覚　→倉次郎殿年貢勘定目録 寅年 横長半・1 964－20

年貢勘定目録　七郎兵衛、五郎右衛門　同一文書剥離 竪切紙・1 606－87－03

（某覚）　米割分 横長半・1 964－21

1－5－3．皆済目録

皆済目録之事　岩垂村名主仁左衛門（判）→下今井村地庄 嘉永6年12月 横切紙・1 817－1

屋重左衛門殿　当丑ノ御年貢籾

皆済目録之事　岩垂村名主平八（判）→下今井村地庄屋重 文久2年12月 竪切紙・1 817－2

左衛門殿　当戌ノ御年貢籾

皆済目録之事　岩垂村名主平八（判）→下今井村地庄屋治 文久3年12月 竪切紙・1 817－3

左衛門殿　当亥ノ御年貢

子御年貢皆済目録之事　岩垂邑名主吉兵衛（判）→下今 元治1年12月 竪切紙・1 817－4

井邑地庄屋重左衛門殿　丑御年貢

丑御年貢皆済目録之事　岩垂村名主忠左衛門（判）→下 慶応1年12月 竪切紙・1 817－5

今井村地庄屋重左衛門殿　寅御年貢

皆済目録之事　岩垂村名主政三郎（判）→下今井村地庄屋 慶応2年12月 竪切紙・1 817－6

重左衛門殿　当寅御年貢

（皆済目録包紙） 慶応2年～明治2年 包紙・4 955－9

皆済目録之事　岩垂村名主忠左衛門（判）→下今井村地庄 慶応3年 竪切紙・1 817－9

屋桃井重左衛門殿　当卯御年貢

皆済目録之事　岩垂村名主政三郎（判）→下今井村地庄屋 明治1年12月 竪切紙・1 817－8

桃井重左衛門殿　当辰御年貢籾子

皆済目録之事　岩垂村名主→下今井村御名主重左衛門殿 3月 竪切紙・1 817－7

当巳御年貢

1－5－4．助郷

筑摩郡廿一ケ村本山・洗馬両宿大助郷鰯当　諸伝右衛 元禄7年2月 横切継紙・1 215
門、萩彦次郎、井三十郎、稲伊賀、松美濃、高伊勢、→
本山町・洗馬町間屋・年寄、右宿助郷村々名主・百姓
名主吉左衛門控
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伝馬定勤鰯当帳　下今井村 弘化5年3月 横長美・1 259

乍恐以書付奉願上候　松平丹波守御預所信州筑摩郡今井 嘉永3年3月 横切継紙・1 833
村・小俣村・今村・大門村・平出村・床尾村・日出塩
村・牧野村、右八ヶ村惣代大門村年寄七左衛門印、今村
同次郎左衛門印→道中御奉行所様　助郷休役願に付

人馬平均・諸雑用・追割八ケ割共〆辻帳　下今井村重 嘉永6年H月 横長美・1 214
左衛門控

差入申一札之事　牧野村名主勘之丞、組頭、百姓代→助郷 嘉永6年ll月 横切紙・1 838
村々御役人中　宿付助郷に付一札差入

和宮様御下向二付御請書　　（松平丹波守御預所中山道洗 文久1年10月4日 半・1 257
馬宿二名、同本山宿四名、右在宿助郷惣代同人預所信州
筑摩郡二名、内藤駿河守領分同州同郡同惣代一名、署名）
→道中御拭御役人中様　下今井村名主重左衛門控雛形

助郷人馬鰯当帳　下今井村名主重左衛門 文久3年1月吉日 横長美・1 212

乍恐以書付奉歎願侯　洗馬宿同屋伝左衛門、百姓代八十 文久3年3月 横切紙・1 756
郎、本山宿間屋駅助、助郷八ヶ村惣代右左衛門、宇源太
洗馬・本山・助郷八ヶ村二而ハ人馬不足に付、300人以上
辞退歎願書

人馬平均諸雑用其外〆辻書抜　惣代今井村控写 文久3年ll月 横長美・1 213

乍恐以書付奉申上侯　右両宿助郷八ヶ村今井村名主忠左 文久4年1月 横切継紙・1 764
衛門・同名主重左衛門（判）、小俣村名主玄九郎、今村組
頭右源太、大門村百姓代庄右衛門（判）、平出村名主滋右
衛門（判）、床尾村名主吉左衛門、牧野村与頭庄左衛門、
日出塩村与頭伝左衛門→松本御役所　助郷免除願

差出申書面之事　村井町村役人惣代庄屋久左衛門、郷原町 文久4年1月 切紙・1 986－01

村役人惣代庄屋徳右衛門、堅石町村役人惣代庄屋市左衛
門→助郷組合御役人中

和宮様御下向二付出府井越後御印状持参調帳　助郷廿 文久4年 横長美・1 228
壱ケ村控・年番今井村控

今井村人馬取調書帳 明治1年ll月 横長美・1 578

乍恐以書付奉願上候　中山道本山洗馬両宿助郷今井村 明治1年11月 横切紙・1 865
（以下十七村）、右拾八ヶ村惣代今井村名主今井忠左衛門
（以下三名署名）→塩尻御取締御役所　代助郷許可願

洗馬宿参着寄人足之覚　上役元→下御名主様 明治2年1月3日 横切継紙・1 973－02

（送付状）　藤兵衛・治郎右衛門・伝左衛門→本洗馬村、 （明治2年）1月7日 横折紙・1 973－01

岩垂村、小曽部村・西洗馬村・小野沢村・針尾村・古見 一

村・今井村・今村・小又村、右村々名主中様　包紙あり、
包紙「明治二年己年伝馬触井二川除縄張書付入」　紙背
に辰五月駅逓御役所より宿助郷組替勤めるべき触書写あ
り

洗馬宿参着寄人足之覚　洗馬宿百瀬伝一郎・志村勘之 （明治2年）1月25日 小切継紙・1 973－03

丞・伝左衛門・治郎右衛門→右村之御名主衆中様　伝馬
人足割付触写

追書　洗馬詰伝左衛門（判）・治郎右衛門（判）→右村々 （明治2年）2月3日 小切継紙・1 973－04

御名主中様

（依頼状）　伝左衛門→桃井十左衛門　旧定助郷十八ヶ村 （明治2年）3月8日 横切紙・1 973－06

のうち十ヶ村へ大急ぎ相談したい旨之書状を伝え直さん
と出立を依頼

乍恐以書付奉歎願候　筑摩郡今井村名主忠左衛門 明治2年3月 半・1 293
（判）・同重左衛門（判）、小俣村名主邦八郎（判）、床尾
村百姓代伴右衛門（判）、平出村組頭甚兵衛（判）、大川

一86一



1．下今井村／1－5．年貢／1－5－4．助郷

水揚（覚）

塩尻御役所

水揚（覚）

水揚

覚

水揚

臣様御供立

大口水揚

覚

平出村
小野沢村
馬村・

村・野村

（包紙）

　背あり

洗馬宿参着寄人足

覚

大急廻状
　門→小屋村
　小野沢村

差上申一札之事
　村役人八人
　割のみに

村控

助・

所
付傾向）」合綴

助郷勤高

　庄右衛門（判）→塩尻御取締御役所　本山宿助
租窮二付願書

「人足三十四人、俵十六、酒三升、三ツ井」 （明治2年）4月26日 横折紙・1 973－07

付奉申上侯　筑摩郡古池原新田名主利右衛門→ 明治2年4月 小切紙・1 996－05

斐所　重左右衛門古池原新田

）　　「〆三拾人、酒四升1 （明治2年）5月1日 小切折紙・1 973－08

東組、市場方分、酒五升」 （明治2年）5月10日 横切紙・1 973－09

二十四名、〆十四俵」 （明治2年）5月13日 小切折紙・1 973－10

〆二十二名、世話役勝五郎・助右衛門、酒二升」 （明治2年）5月25日 小切折紙・1 973－11

着寄人足之覚　上名主→下御名主様　九条左大 （明治2年）6月17日 横切紙・1 973－12

供立

「〆三十四人」 （明治2年）7月15日 小切折紙・1 973－13

着寄人足之覚　上役元→下御名主様 （明治2年）7月15日 横切継紙・1 973－14

調賃銀積リ書上帳　本山附属九ヶ村：床尾村・ 明治2年7月 横長半・1 218
・吉田村・小屋村・岩垂村・小曽部村・今井村・
村・目出塩村、洗馬宿附属九ヶ村二牧野村・本洗
西洗馬村・針尾村・古見村・今村・小俣村・大門
す　下今井村名主重左衛門控

両宿助郷規則控　下今井村　　（本山宿附属八 明治2年8月 半・1 217
人十一名連名、洗馬宿附属九ヶ村九名署名）

十三俵、なわ八わ、酒八升」 （明治2年）9月11日 小切折紙・1 973－15

（桃井）　包紙「役元向書付紙入より出し」紙 （明治2年）9月18日 小切紙・1 996－09

着寄人足　上役元→下御役元様千種殿御供立 明治2年10月24日 横切継紙・1 973－16

調分入用書付間違い消し （明治2年） 小切折紙・1 973－05

く　吉田村武兵衛、本洗馬村新九郎、床尾村吉左衛 （明治2年） 小切紙・1 996－07

屋村・小俣村・今村・今井村・古見村・針尾村・
村・西洗馬村・小曽部村・岩垂村・本洗馬村、右
名主中様　人馬勤方割に付、出勤依頼

札之事　筑摩郡上今井村割役七人・惣代＋一人・ （明治2年） 小切継紙・1 996－08

八人・立入二人→塩尻御取締御役所　助人馬貨銀
こ

丈山宿附属御請印帳井洗馬宿分記　　（信州筑摩 明治3年1月 横長半・1 219
縣支配塩尻附洗馬宿五ヶ村十五名連名）　下今井
「洗馬宿附属御請印帳」

本山宿助郷勤二付書上）写　伊那縣塩尻御支配 明治3年ll月12日 半・1 291
筑摩郡下今井村与頭溝上治右衛門・与頭横山秀之
藤本平助・南山長兵衛、名主今井忠左衛門、百姓
久右衛門・同桜井寿太治、与頭古田治左衛門・同
郎右衛門、名主桃井重左衛門→伊那縣塩尻御出張
御触書写（今般御一新に付而ハ宿助郷共組替被仰
）」合綴

参着寄人馬之覚） 亥年3月17日 横長美・1 244

ヒ節人馬賄銀雇替其外諸雑費入用帳　下今井村 半・1 256
左衛門控雛形

署　桃井　近隣村石高書付 小切折紙・1 993－01
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1－5－5．定免

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡今井村役人惣代百姓代小兵 嘉永2年2月 横切紙・1 832
衛、組頭重左衛門→松本御役所　今度定免御切替に付願
圭
目

乍恐以書付奉願上候　信州筑摩郡今井村百姓代左蔵（判）、 嘉永7年1月 横切紙・1 845
与頭重左衛門（判）、名主品之丞（判）→松本御役所　今
般定免切替儀、増米被仰付候に付

筑摩郡下今井村定免願書　今井組下今井村百姓代久右衛 明治2年7月 半・1 173
門・同寿太次、組頭治左衛門・同重郎右衛門、名主重左
衛門→塩尻御役所　　「質屋、水車、鉄炮、紺屋運上冥加
継年季願書」「演説書取」「何郡何村定免願書　下今井村
控（雛形）」合綴

定免継年季願書　今井組上今井村組頭藤本平吾、名主中原 明治5年2月9日 半・1 175
周治、下今井村組頭古田治平、名主桃井重九郎→筑摩縣
御役所　帳間文書「質稼継年季願書下書」

定免継年季願書　筑摩郡下今井村百姓代桃井久内（判） 明治5年2月 半・1 174
同寿太次（判）、組頭古田治平（判）・村山七郎（判）、
名主桃井重九郎（判）→筑摩縣御役所

1－5－6．上納

覚　下今井村百姓代五郎左衛門・同弥次右衛門・同藤右衛 寛政3年3月 横切継紙・1 793－1
門、組頭庄左衛門・同忠次郎・同孫左衛門・同吉左衛門、
名主三左衛門→松本御役所　御年貢上納請書裏書「表書
之金八拾五両永三拾五文試分三厘、去戌御年貢其外納方
上納皆済之処相違之無候、以上、亥三月、権田外左衛門
（判）、成瀬由兵衛（判）、殿村寿右衛門（判）、樋口仲右
衛門（判）」

覚　下今井村百姓代五郎左衛門・同弥次右衛門・同藤右衛 寛政4年3月 横切継紙・1 793－2
門、与頭同孫左衛門・同吉左衛門・庄左衛門・同忠次郎、
名主三左衛門→松本御役所　御年貢上納請書裏書「表書
之金百拾両壱分永九拾四文四分三厘、去亥御年貢其外納
方上納皆済之処相違之無候、以上、子三月、成瀬由兵衛
（判）殿村寿右衛門（判）、吉村弥忠衛門（判）、樋口仲右
衛門（判）、西川笹四郎（判）」

覚　下今井村百姓代弥次右衛門・同五郎左衛門・同藤右衛 寛政8年3月 横切継紙・1 793－3
門、組頭庄左衛門、名主三左衛門→松本御役所　御年貢
上納請書裏書「表書之金百弐拾両　分永百六拾四文三分
三厘、去卯御年貢其外納方上納皆済之処相違之無候、以
上、辰三月、殿村寿右衛門（判）、西川笹四郎（判）、安
江龍八（判）、関口三郎兵衛（判）中村久米大夫（判）」

覚　下今井村百姓代弥次右衛門・同藤右衛門、組頭庄左衛 享和1年3月 横切継紙・1 793－4
門・同平右衛門（判）・同次右衛門（判）・同七郎右衛
門（判）、名主五郎左衛門（判）→松本御役所　御年貢上
納請書裏書「表書之金百五拾四両壱分永弐百拾戴文三厘、
去申御年貢其外納方上納皆済之処相違之無候、以上、子
三月、西川笹四郎（判）、安江龍八（判）、石榑妻右衛門
（判）岡村音次郎（判）、朝比奈紋蔵（判）」

金子借用申証文之事　北熊井村年寄角兵衛・年寄仁兵衛、 文政10年7月 横切継紙・1 820－2

名主勘右衛門・名主惣助→松本御預所今井村重左衛門
上納金に差支候に付、御貸被下只今髄請取候に付

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人重左衛門→村御役人 天保11年10月 横切継紙・1 820－1

中　諏訪御領分北熊野井村役人御上納金差支に付、金三
十両貸遣候処返金不致に付訴

御冥加献上人別帳　筑摩郡下今井村名主茂右衛門（判）、 弘化5年3月 横長半・1 680
与頭重郎右衛門（判）・同新左衛門（判）　同式左衛門
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（判）・重左衛門（判）・伝七（判）、百姓代五郎左衛門
（判）・同弥右衛門（判）→松本御役所

御上納金取立帳　下今井村名主茂右衛門 嘉永5年10月吉日 横長美・1 401

御上納金取立帳　下今井村名主茂右衛門 嘉永6年10月吉日 横長美・1 402

御上納金取立帳　下今井村名主茂右衛門 安政3年10月吉日 横長美・1 403

覚（年貢上納）　（信州筑摩郡古池原新田）組頭藤右衛門、 安政6年9月 横切継紙・1 698
名主心添重左衛門、名主九郎右衛門→松本御役所　裏書
皆済状付裏書「表書之金三両二分永七拾六文九分去午御
年貢其外納方上納皆済之処相違無之候、以上、未九月、
石榑妻右衛門印、林宅兵衛印、西川曽右衛門印、樋口沖
右衛門印」

御上納金取立帳　下今井村名主彦三郎 万延1年10月吉日 横長美・1 406

御上納金取立帳　下今井村名主彦三郎 文久1年10月吉日 横長美・1 404

御上納金取立帳　下今井村名主重左衛門 文久3年10月吉日 横長美・1 405

請取申金子之事　松平主水正内南隼太印→信州筑摩郡今井 （慶応1年）10月5日 横切紙・1 776－1
村諏方明神神主梶原伊豆守内神主補閾梶原元碩殿

請取申金子之事　松平主水正内南隼太印→信州筑摩郡今井 （慶応1年）10月5日 横切紙・1 776－2
村諏訪明神神主梶原伊豆守殿

請取申金子之事　松平主水正内南隼太印→信州筑摩郡西條 （慶応1年）IO月5日 横切紙・1 776－3
村諏方明神神主関筑前守停関日向太郎殿

乍恐以口上書奉歎願候　筑摩郡下今井村桃井重左衛門→ 慶応2年 横切継紙・1 777
御出役様　　「御用金五十両上納ニテ御聞済被成下置候様
歎願書」

去寅ノ御年貢四納書留 慶応3年7月2日 横長半・1 675

（村内各組石高書上）　　（桃井）　年貢高 慶応4年10月10日 小切継紙・1 988－02－03

（辰初納分）　　（桃井）　石代換算 慶応4年（10月） 小切継紙・1 988－02－01

（辰初納分）　（桃井）　割下書二通あり 慶応4年（10月） 小切継紙・2 988－02－02

覚　辰年御年貢金西京へ差立入用 （明治2年）6月 小切紙・1 971－07

（上納金差引） （明治2年）12月20日 小切紙・1 971－09

（贋弐分金上納勘定覚） （明治2年）12月20日 小切紙・1 971－10

乍恐以書付奉歎願上侯　今井村、今村、小俣村、神戸新 明治2年12月 綴（竪）・仮・1 875
田、右四ヶ村惣代　年貢半数延年願に付

租税延年願　上　（筑摩郡今井組岩垂村名主岩垂茂右衛門、 明治3年12月3日 半・1 170
上今井村同今井忠左衛門、下今井村同桃井重左衛門、大
池村中村平作・同大池文右衛門・同上条勘左衛門、古池
原新田同塩原利右衛門、小坂村同永田幾蔵・同山口栄助、
竹田村組頭百瀬文五衛門・同唐沢平右衛門、以上全員署
判。）→伊那懸塩尻御出張所

差出申一札之事　塩尻御支配所下今井村名主重左衛門 明治3年12月 横切紙・1 883
（判）、与頭治左衛門（判）→高遠藩御支配所岩垂村御名
主文左衛門殿　御上納御延引被成下度願

覚　小坂村治左衛門、受人儀助→下今井村重左衛門殿　上 明治4年1月12日 小切紙・1 990－03
納金替金に差支は試分金百四十九両を預け金札二十五両
の借用証

記　古見村正・副戸長（判）→古池原始、征矢野村迄、正 明治5年4月5日 小切継紙・1 990－04
副戸長御中（至急用）　野手山手御上納籾、四月七日ま
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－6．上納

でに差送るよう依頼状

古見村分御上納請取之通　下今井村持 明治5年10月 横長美半・1 193

申ノ貢納皆済分　下今井村・古池原新田 明治5年 小切紙・1 974－05

乍恐以書付奉願上候　今井村神主梶原伊豆守印、名主重 丑年9月 横切紙・1 776－4

左衛門印→松本御役所　寺社御奉行所へ献金相納度に付
願書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村神主梶原伊豆守（判） 丑年9月 横切紙・1 776－5

寺社御奉行所へ上金に付関所手形願上書　今井村百姓代
久右衛門（判）、組頭重郎右衛門（判）、名主重左衛門
（判）、松本御役所宛取次文付

乍恐　　　今井村神主梶原伊豆守　寺社御奉行へ上金可仕 丑年9月 小切紙・1 776－7

候に付添翰頂戴願　今井村百姓代久右衛門（判）、組頭重
郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）、松本御役所宛取次
文付

乍恐以書付奉申上候　今井村神主梶原伊豆守（判）→松 丑年10月28日 横切紙・1 776－6

本御役所　献金相納御請取書被成下置候に付、帰国屈

租税石代覚　　（桃井）　石代相場覚 午年 小切紙・1 993－03

（火之用心井租税初納金二付廻状）　塩尻局→今井組 10月8日 竪半・1 935
村々

乍恐以書付奉歎願候　当年御年貢二分の一延納願 小切継紙・1 971－06

記　今井村　四月～六月上納金渡分 小切紙・1 974－07

1－5－7．年貢通帳

御年貢通　重左衛門 文政2年10月 横長半半・1 186

御年貢之通　南組弥惣次 天保5年10月 横長美半・1 187

下和田村分御年貢金請取通　今井村納主重左衛門 天保10年3月 横長半半・1 189

御年貢夫銭通　西組伝兵衛 天保13年10月 横長美半・1 190

岩垂分中沢支配御年貢通　桃井重左衛門 自文久2年 横長半半・1 192

御年貢之通　武兵衛 慶応3年10月吉日 横長美半・1 191

1－5－8．夫銭・夫役

夫銭目録 天保15年11月 横長半・1 177

古見岩垂御年貢夫銭割帳　下今井村 弘化2年12月 横長半・1 396

古見岩垂御年貢夫銭割帳　下今井村 弘化3年12月 横長美・1 397

古見岩垂御年貢夫銭割賦帳　下今井村役元 安政3年12月 横長美・1 398

古見岩垂御年貢夫銭割賦帳　下今井村役元 文久1年12月 横長半・1 399

当亥三納〆込帳　下今井村名主重左衛門 文久3年12月吉日 横長美・1 392

士目幽轟網午工土韓割贈艦　下A壮未ナ位‡雷尤薔門迦 ウ玖黛任19日士口 描罹坐　　1 4∩∩古見岩垂御年貢夫銭割賦帳 下今井村名王重左衛門控

内藤若狡守様御領分岩垂村出石高歩役金割合帳
　甚兵衛方

文久3年12月吉日

会席慶応1年ll月21日

覚関口温左衛門・西川曽右衛門→下今井村名主・組頭巳年6月10日
　夫銭その他取締御用に付　包紙あり、包紙表「御用先竹

横長半・1

横長半・1

小切継紙・1

400

226

980－14
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－8．夫銭・夫役

　田村西川曽右衛門より、下今井村名主・組頭宛」

記　古見耕地村吏→今井村御役人御中　夫銭割合書出覚　　1 12月28日　　　　1小切折紙・1 974－14

1－5－9．兵賦

乍恐以書付奉嘆願候　　（筑摩郡23ヶ村役人惣代）
　差出之御沙汰難渋に付御宥免願

兵賦 横切継紙・1 803

1－5－10、出作割賦

覚　高遠領岩垂村名主吉兵衛、年寄文左衛門、与頭角右衛 宝永5年12月26日 小切継紙・1 770－29

門・同嘉右衛門→今井村年寄中　岩垂村へ今井村上下出
作高役銭割賦等定

1－5－11．掛米請取

掛米請取帳 文久2年閏8月 横長美・1 636

1－5－12．畑田成

差上申一札之事　訴訟方信州筑摩郡今井村惣代名主（以下 天保6年7月13日 罫紙綴・1 963－02

村役人五名連署名）、相手方同州同郡古見村惣代名主（以
下村役人三名）　同州同郡小野沢村惣代名主（二名）
同州同郡針尾村惣代名主（二名連署名）→飯原芳蔵殿
畑田成引戻シ居置等分御定候に付

1－5－13．納籾

対談書之事　小俣村寅之丞→梶原伊豆守殿
　籾勝右衛門より相届兼段々延引候に付、借金
　替え対談書

　昨年、今年納
借金・証文引き

慶応2年12月 横切紙・1 775

1－5－14．取立

覚上名主→下御名主様北村九兵衛やしき北新切の分

（高反別取米書上）　筑摩郡今井組古池原新田名主利右衛
　門（判）、百姓代重左衛門（判）

初納取立

万延1年8月21日

明治3年8月

8月21日 小切紙・1 981－08

8月 半・1 176

10月17日 横長半・1 672

1－5－15．献金

献金二付御召出し名前覚

献金割賦覚

嘉永7年12月

（文久3年）

横長美・1

綴・仮・1

255

929

1－5－16．御用金

差上申済口証文之事　　（内藤大和守領分筑摩郡岩垂村訴 文政11年 横切継紙・1 770－33

訟方村役人6名、松平丹波守御預所同郡小俣村神戸新田兼
相手村役人7名・今村相手村役人5名・今井村相手村役人
14名、松平丹波守御預所同郡和田村立入人名主九郎兵
衛・洗馬宿同断問屋伝左衛門、内藤大和守領分同小曽部
村立入名主源左衛門）→松本御預所　御用金、囲穀差滞
に付垂村と周辺の村々争いに付

上ケ金願　信州筑摩郡下今井村百姓重左衛門 天保13年 半・1 169

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡今井村・今村・小俣村・神 文久3年ll月 横切継紙・1 762
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－16．御用金

戸新田、右四ヶ村役人惣代今井村与頭久兵衛（判）、小俣
村名主甚九郎（判）→高遠御役所様　岩垂村出作分御用
金御免候

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村組頭清蔵、小俣村名 元治1年4月 横切継紙・1 770－21

主玄九郎→高遠御役所様　御用金の儀、高掛御用金等に
付き出来兼ね歎願書

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡今井村外三ヶ村役人惣代今 元治1年4月 横切紙・1 770－23

井村与頭治左衛門、小俣村同五郎左衛門→高遠御役所様
御用金披免度被下置度に付願上書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村外三ヶ村惣代与頭治 元治1年5月 横切紙・1 770－20

左衛門、小俣村与頭五郎左衛門→高遠御役所様　御用金
の儀、御日延奉願上候に付

高遠御用金一件御役所被仰聞答申上書留　名主重左衛
　門

元治1年6月11日 半・1 631

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年6月 横切継紙・1 770－02

衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様　御用金披免度
被下置度に付

乍恐以書付奉歎訴候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年6月 横切継紙・1 770－10

衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、
披免度被下置度願御聞済不相成願書願下帰村候願書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村与頭久兵衛、今村百 元治1年6月 横切紙・1 770－15

姓代庄右衛門→松本御役所　高遠御用金の儀に付、今井
村名主重左衛門、小俣村与頭源次郎惣代に当十四日出立
願

（乍恐以書付奉申上候）　下今井村名主重左衛門（判）※ （元治1年7月12日） 竪切紙・1 770－06

但し（判）に墨引　→高遠御役所様　御用金の儀・地所
差出候様被仰候に付

（乍恐以書付奉申上候）　今井村惣代名主重左衛門印→高 （元治1年7月12日） 竪切紙・2 770－19

遠御役所様　御用金の儀、地所差出無之而者不相成御法
に御座候に付　小切紙差紙4紙あり

（乍恐以書付奉申上候）　今井村惣代重左衛門→高遠御役
所様　御用金の儀、地所差出無之而者不相済御大法に御

（元治1年7月12日） 竪切紙・1 770－26

座候伺書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年7月 横切紙・1 770－05

衛門、小俣村与頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、
諸事不行届致方無により諸願書御返翰願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年7月 横切紙・1 770－07

衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、
諸事不行届致方無に付是迄之諸願書御返翰願

乍恐以口上書奉申上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重 元治1年7月 横切継紙・1 770－08

左衛門（判）、小俣村組頭源次郎（判）→高遠御役所様
御用金の儀、勝手に荒し地にいたし候もの四ヶ村の内に
一人も無御座候に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年7月 横切紙・1 770－09

衛門（判）、小俣村同断源次郎（判）→高遠御役所様　御
用金盆後迄御日延仕度に付包紙あり　包紙表「上、今
井・小俣村」

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年7月 横切継紙・1 770－11

衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀二
付、帰村被仰付下置候様願上候

乍恐以書付御答奉申上侯　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主 元治1年7月 横切継紙・1 770－13

重左衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様．御用金の
儀、御用金岩垂村より出金可致候様申越候に付・当御役
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－16．御用金

所様へ蒙赦免度願出申候願書の御答

乍恐以口上書奉願上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重 元治1年7月 横切継紙・1 770－14

左衛門、小俣村与頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、
勝手に荒し地にいたし候もの四ヶ村の内に一人も無御座
候に付書面等返還願

差上申一札之事　今村・小俣村・神戸新田・今井村右四ヶ 元治1年7月 横切紙・1 770－17

村惣代今井村名主十左衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御
役所様　御用金についての書面御下ケ渡しの願書

差上申一札之事　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左衛門 元治1年7月 横切紙・1 770－24

（判）、小俣村組頭源次郎（判）→高遠御役所様　御用金
の儀、諸願書御下ケ被下置候様願申上書

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年8月 横切継紙・1 770－03

衛門、小俣村組頭源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、
一時帰村に付き、日延願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡四ヶ村惣代今井村名主重左 元治1年8月 横切継紙・1 770－28
衛門（判）、小俣村組頭源次郎（判）→高遠御役所様　御
用金の儀に付、帰村被仰付下置候様願上書差紙（断簡文
書）三紙あり

乍恐以書付御日延奉願上侯　松本御預所今井村外三ヶ村 元治1年9月 横切継紙・1 770－04
役人惣代今井村組頭久兵衛・同次左衛門、今村組頭宇源
太、小俣村名主玄九郎→高遠御役所様　御用金御日延願

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡三ヵ村惣代玄九郎、久兵衛、 元治1年10月 横切紙・1 770－01

治左衛門、宇源太→松本御役所　高割御用金蒙御免度願
書　包紙あり、以下枝番31号までを包む　包紙表「重左
衛門、小俣村源次郎罷出居候内分、高遠一件願書下夫々
書付」包紙、紙背文書あり

乍恐以書付奉申上侯　筑摩郡今井村・小俣村・今村・神 元治1年11月 横切継紙・1 765
戸新田、右四ヶ村惣代今井村名主忠左衛門・同重左衛門、
与頭久兵衛・同治左衛門、百姓代文左衛門・同久右衛門、
小俣村名主玄九郎、与頭源治郎、百姓代次郎右衛門、今
村与頭宇源太、百姓代庄右衛門→松本御役所　高遠様御
用金御免願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村組頭従兵衛、小俣村 元治1年 竪切紙・1 770－16
名主甚九郎　御用金の儀、御日延奉願上候に付

上金取立帳　下今井村名主重左衛門　r献金名前」、合綴 慶応1年12月 横長美・1 679

乍恐以書付奉願上候（断簡）　部分のみ、断簡2枚 竪切紙・2 770－18

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村惣代重左衛門、小俣 横切紙・1 770－22
村同断源次郎→高遠御役所様　御用金の儀、御日延奉願
上書

乍恐以書付御答奉申上候　　（筑摩郡今井村・今村・小俣 横切継紙・1 770－27
村・神戸新田、右四ヶ村惣代）　御用金為御赦免御願仕
候得共、御聞済難被下置候に付、御答書

乍恐以書附奉歎訴侯　　（筑摩郡今井村外三ヶ村惣代今井
　村名主十左衛門、小俣村与頭源二郎）　御用金の儀に付、

横切紙・1 770－32

帰村被仰付下置候様願上書

乍恐以書付奉願上侯　→高遠藩御役所殿御用金御免願 小切紙・1 979－09

1－5－17．歎願

指上ヶ申一札之事　七郎兵衛、五郎右衛門　御皆済難儀 元禄8年3月8日 小切紙・1 606－88
に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井村名主品之丞・同茂右 安政5年9月 横切継紙・1 726
1
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1．下今井村／1－5．年貢／1－5－17．歎願

衛門、組頭久兵衛・同重郎右衛門・清兵衛、百姓代忠左
衛門・同小兵衛・同文左衛門・同平兵衛、下今井村茂右
衛門事名主彦三郎、組頭重郎右衛門・同伝七・同倉次郎・
百姓代重左衛門・同寿太次→松本御役所　当年実々不作
二而、破免御検見入被成下候べく候様願上候差紙（切紙）
一紙「立際二相成候得共」

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組上今井村組頭伝兵 明治2年9月 綴・仮・1 934
衛・同忠右衛門・同源右衛門、下今井村百姓代久右衛
門・同寿太次・組頭重郎右衛門・名主重左衛門→塩尻御
役所　　「当年儀、誠二以之外之違作ナルモ安堵不相成御
儀」に付破免検見入願安堵願上書二通

乍恐以書付奉歎願上候　筑摩郡下今井村百姓代久右衛門、 明治2年10月17日 綴（竪）・仮・1 876
組頭治左衛門、名主重左衛門→塩尻御役所　三通の歎願
綴　当秋田方違作の事、小作人共引方の儀に付大勢にて
役元へ願出候に付

乍恐以書付奉願上候　今井組今井村名主忠左衛門 明治3年8月10日 横切紙・1 961－03

（判）・同重左衛門（判）→伊那県塩尻御出張所　川荒地
御減米に付、下今井村分上今井村高にて御引米の御割付
に相成候

一
、
組 頭　　、百姓代一、 明治2年5月 竪半・1 936

御役所　金札発行に付請書。
岩垂村宛廻状同綴

祁今井組下今井村百姓代寿太 明治3年6月 横切紙・1 696
組頭治左衛門（判）　同重

弓（判）→伊那県塩尻御役所

1上今井村名主周治（判）、下 明治4年2月27日 横切紙・1 700
寸組頭平雄（判）→伊那県塩
付返答書

　　　1－6．金融

　　　1－6－1．通貨

差上申御請証文之事
　　　ヤ　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　ヤ

　下今井村名主より上

事　名主一
一
、

→塩尻御手

上今井村・岩1

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡
　次（判）・同久右衛門（判）、
　郎右衛門（判）、名主重左衛ド
　全国銭幣有無取調に付返答書

乍恐以書付奉申上候　今井組
　今井村組頭治平（判）、竹田ホ
　尻御出張所　組札製造御尋にノ

1－6－2．講

無蓋掛覚帳　桃井重左右衛門 文政2年3月10日 横長半・1 633

無蓋掛覚帳　桃井重左右衛門 天保2年1月吉日 横長半大・1 632

無蓋拭金書留帳　桃井重左衛門 安政2年1月 横長半・1 627

無蓋連名帳 安政3年2月21日 半・1 630

無壼帳終当二相成刎侯分帳桃井重左衛門 明治2年9月 横長半・1 628

惣益積金証文帳　会主文左衛門 明治3年10月 横長美・1 166

覚　柳沢曽左衛門（判）→桃井重左衛門様　無尽米御渡し 寅年6月 小切紙・4 958－10

可被下候に付六月・七月・十一月・十一月廿五日分計四
通

無墨連名記 横長半・1 635

1－6－3．質地

上申済口証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方豊太郎印、
目手方同村五兵衛印、差添人百姓代重左衛門印→松本御
斐所　質地の儀請戻に付

安政5年4月 横切紙・1 856－1差

一94一



重。下今井村／1－6．金融／1－6－3．質地

差上申済口証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方豊太郎、相 安政5年4月 小切継紙・1 856－2
手方同村五兵衛、同村差添人百姓代重左衛門印→松本御
役所　質地の儀請戻に付

差入申一札之事　上今井村本人品之丞（判）、和田村受人 安政5年4月 横切継紙・1 954－1
八郎右衛門（判）→竹田村五郎左衛門殿、下今井村伊豆
守殿・重左衛門殿　質地差入金借用申候に付　包紙あり、
以下枝番文書を包む　包紙表「安政六年未年改候分、品
之丞証文、先年六ツケ敷きに付改取、夫より地所江入か
へ不入用」

（安政六未年正月証文分）　高反別、取米等定 安政6年1月 小切紙・1 954－2

（安政六未年正月より壱ヶ年季証文）　r上今井村品之 （安政6年） 横切紙・1 954－4
丞地所屋しき際」「地代五十両也」

質地証文之事　下今井村本人与右衛門（判）、受人利右衛
　門（判）→当村重左衛門殿　奥書「前書之通、高反別相
　違無御座候、以上、組頭伝七（判）」

文久3年4月 横切紙・1 957－1

差上申済口証文之事　下今井村願方定吉（判）・同増蔵
　（判）・組頭差添人治左衛門（判）、上今井村相手方友右
　衛門（判）・百姓代差添人三郎左衛門（判）、大池村立入

文久3年12月 横切継紙・1 857

人平作（判）→辻喜太夫様、山本留八郎様　質地請戻の
儀に付　包紙あり、包紙表「済口証文、東耕地下新田友
右衛門へ懸り、質地定吉分」

済口証文之事　筑摩郡下今井村願人唯右衛門（判）、相手
　方松右衛門（判）・同断伝次郎（判）→当村名主重左衛

文久4年1月 横切継紙・1 859

門殿外御役人中　質地の儀請戻に付

質地二付差出証文之事　下今井村本人重左衛門（判）→
　上今井村品之丞殿　文書全体、署判・宛書墨引

明治2年9月 横切紙・1 954－5

956－8横切継紙・1

956－9横切継紙・1

954－3横切紙・1

質地証文之事　下今井村本人寿太次（判）、請人与兵衛明治3年2月
　（判）→同村忠次郎殿　奥書「前書之通、高反別相違無御
　座候、以上、当村名主重左衛門（判）」

質地証文之事　下今井村本人寿太次（判）、受人重郎次明治3年5月
　（判・墨引）→当村清九郎殿　奥書「前書之通、高反別相
　違無之候、右之地所忠次郎、清九郎寄合質地に付、双方
　江奥引致置候、以上、午ノ五月、名主重左衛門（判）」

（品之丞屋敷中之疎絵図分）

1－6－4．借金証文

借用申金子之事　下今井村大膳（判）、役人惣代与頭式左
　衛門（判1、百姓代五郎左衛門（判）→今村与次郎殿　神
　主家作普請のため

嘉永5年12月 横切紙・1 836

一札　　松本御預所下今井村出作惣代役人五郎左衛門
　（判）・同重郎右衛門（判）・同式左衛門（判）・同重左
　衛門（判）・同伝七（判）→高遠領古見村名主六郎右衛
　門殿・同孫次右衛門殿　包紙あり　包紙表「古見分御頼
　金証文差出し当辰二皆済に付請取候御一札」

安政2年 横切紙・1 713

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村組頭重左衛門（判）
　→松本御役所　洗馬宿大火に付、金十五両寄付願書　包
　紙あり、包紙表「上、下今井村」

安政3年9月 横切紙・1 715

借用金証文之事　洗馬宿忠助（判）→下今井村御役人中様
　火災に付、無利息借用証文

安政3年10月 横切紙・1 717－1

覚　御預所郷目付（判）→下今井村百姓代重左衛門　村々
　御救金差出候に付、来年より年々籾弐拾俵宛相渡候

安政4年12月 横切紙・1 719－1

覚　御預所郷目付印→下今井村百姓代重左衛門　村々御救 安政4年12月 横切紙・1 719－2
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1．下今井村／1－6．金融／1－6－4．借金証文

金差出候に付本文書枝番前号文書の控

借用申金子証文之事　洗馬宿助郷方御宿借主間屋源五左
　衛門（判）・同見習俸勘之丞（判）→今井村御役人御衆

安政5年9月 横切紙・1 717－2

中様　類焼家作普請借入金返済差支之為、借入証文

乍恐以書付御届奉申上侯　下今井村名主桃井重左衛門→
　御取締高木此右衛門様、渡辺民左衛門様　八郎右衛門俸
　九十儀、御廻村之節、御呼出候得共、本人不在に付、日

9月12日 横切紙・1 718

延願書

1－6－5．貸借

覚　上今井平兵衛（判）→下今井村重左衛門殿　包紙あり、
　以下枝番文書を包む　包紙表「桃井重左衛門様、三村五

文政13年閏3月 小切紙・1 966－1

重兵衛」、役裏印付分の儀に付

北組連番控 天保5年3月 横長半・1 674

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人重左衛門（判）
　→名主三右衛門殿御役人中　下今井村名主三右衛門（判）、
　組頭重郎右衛門（判）、百姓代五郎左衛門（判）より松本

天保9年4月4日 横切継紙・1 824－3

御役所宛取次文付

差上申済口御証文之事　筑摩郡下今井村訴訟方重左衛門
　（判）、名主三右衛門（判）、同郡上今井村忠太郎・直右衛
　門・吉兵衛・右三人代、相手方忠太郎（判）・同喜重郎
　（判）、与頭兵左衛門、松本町郷宿立入人友三兵衛（判）
　→松本御役所　上今井村弥曽兵衛へ金貸渡候処、利銀

天保9年12月 横切継紙・1 824－2

年々滞候出入済口

差上申済口証文之事　上神林村願人庄三郎、下今井村相
　手亀二郎、（他14人）、上神林村名主佐左衛門、与頭辰次
　郎、下今井村名主茂右衛門、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　上神
　林村庄三郎より下今井村亀二郎外拾四人井に村役人へ懸

天保15年2月 小切継紙・1 825

質流之分、高積いたし度交渉済口証文

為取替規定証文之事　（今井村、小野沢村新田、針尾村、 弘化2年10月 横長半・1 926
古見村、本洗馬村村役人四十名連署名）

差出申一札之事　下今井村願人富弥（判）、相手吉五郎
　（判）・同浅蔵（判）→村御役人衆中　嘉吉後家はつ跡式
　相続儀、質入候田所請戻候様書面御下ケ被下度に付

嘉永6年3月 横切継紙・1 841

覚　　（重左衛門控）　当辰より拾ヶ年賦納の儀に付　高遠
　藩江戸屋敷焼失に付普請金借用弐千両返済方手控

安政3年7月 小切継紙・1 967－01

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人五兵衛　地所返し呉 安政4年3月 小切継紙・1 955－1

候様相頼候願書

（済口証文之事）　下今井村訴訟人助右衛門・文次郎・繕
　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・寿太次、上今井村立入人名主登兵

文久1年5月 横切継紙・1 955－2

衛（判）→松本御役所　前欠

御貸附拝借証文　信州筑摩郡下今井村拝借人小前惣代呑左
　衛門（判）、組頭治左衛門（判）・重郎右衛門（判）、百
　姓代寿太次（判）・同久右衛門（判）、名主桃井重左衛門

慶応3年12月 半・1 258

（判）→松本御役所

御貸附金拝借証文　筑摩郡古池原新田拝借人九郎右衛門
　（判）、名主利右衛門（判）、同心添桃井重左衛門→松本御

慶応3年12月 半・1 629

役所

（入用金利子請取）覚　下今井村役元→小野沢村御役元様 （明治2年）5月 小切紙・1 702－3

捨子入用金請取覚
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1．下今井村／1－6．金融／1－6－5．賃借

乍恐以口上書奉申上候　下今井村兵右衛門事深沢仲重、 （明治5年）3月19日 横切紙・1 961－06

古田治平→筑摩県御役所　金子借用の儀“不礼金請取候
に付

覚　岩垂茂右衛門　講料掛金取金差引に付 子年11月26日 小切紙・1 967－06

覚　上役元→下御役元　請取申金子之事 1月18日 小切紙・1 813－2

覚　上今井村名主（判）→下今井村重郎右衛門様　請取申 10月16日 小切紙・1 813－1

金子之事

差上申仮規定之事　借金返済の儀、御高割頂戴仕候 切紙・1 961－18

1－6－6．書入証文

書入申証文之事　下今井村借主唯右衛門（判）、請人重左 安政6年ll月 横切紙・1 956－2

衛門（判）→御連中　裏書「表書之通、高反別相違無御
座候、以上、下今井村役席与頭重郎右衛門（判）」

書入地所証文之事　下今井村本人武兵衛（判）、請人寿太 万延1年7月29日 横切継紙・1 956－7

次（判）・同断圓右衛門（判）→御仲間衆中　裏書「表
書之通、高反別相違無御座候、以上、下今井村役席与頭
重郎右衛門（判）」

書入申証文之事　下今井村借主武助（判）、請人松四郎 万延2年3月 横切紙・1 956－3

（判）・同唯右衛門（判）→当村御連中衆中　裏書「表書
之通、高反別相違無御座候、以上、下今井村役席与頭重
郎右衛門（判）」

書入申証文之事　下今井借主国右衛門（判）、請人唯右衛 文久1年11月 横切紙・1 956－5

門（判）→御連中様

借用申証文之事　下今井村借主唯右衛門、請人重左衛門・ 文久2年10月 横切紙・1 956－6

同断七郎右衛門→御連衆中

書入申証文之事　下今井村本人勝右衛門（判）、請人治左 元治2年3月 横切継紙・1 956－4

衛門（判）・同断助右衛門→当村御連衆中　奥書「前書
之通、高反別相違無御座候、以上、当村名主重左衛門
（判）」　個別に包紙あり、包紙表「書き入証文壱通、勝
右衛門分」

書入申証文之事　下今井村預主松四郎（判〉、請人藤次郎 元治2年4月 横切紙・1 956－1

（判）→当村御連衆中　包紙あり　以下枝番文書全体を包
む　包紙表「無尽証文先不入分、寿太次無尽証文五通預
り、柘四郎無尽松本分、証文十通」包紙紙背あり

書入申証文之事　笹下組小俣村本人式三郎（判）、受人名 明治3年12月 横切継紙・1 958－01

主邦八郎（判）・同断治郎右衛門（判）→今井組下今井
村重左衛門殿　金子借用に付　包紙あり、以下枝番文書
すべてを包む　包紙表「本洗馬、西洗馬、小俣村外夫々
二重二相成調出シ証文、証文二通」

1－6－7．請取証書

覚　岩垂村名主忠左衛門（判）→下今井村地庄屋重左衛門 慶応1年12月 小切紙・1 988－01－03

．殿御進発金割当受取

請取証書　西信会所為替方（判）→下今井村重左衛門殿 明治3年5月2日 小切紙・1 959－2

金百両

請取証書　西信会所為替方（判）→下今井村重左衛門殿 明治3年5月25日 小切紙・1 959－3

金六十両

請取証書　西信会所為替方（判）→下今井村重左衛門殿 明治3年6月3日 小切紙・1 959－4

金弐拾五両

3
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1．下今井村／1－6．金融／1－6－7．請取証書

記　西信会所（判）→下今井村重左衛門殿　金五十両請取。 明治3年6月23日 横切紙・1 959－5
継紙（罫紙）あり、「右証書之金（中略）、為其証譲り証
ヲ附シ以本証相渡候処如件、明治九年六月廿日、譲リ主
桃井重九郎、藤牧督次郎殿」

1－7．用水

1－7－1、川普請

信州筑摩郡今井村用水路御仕様帳 元文3年10月 半・1 556

（今井村鎖川御普請目論見帳）　桃井久右衛門 元文5年4月 美・1 559

信濃国筑摩郡今井村川除井堰御普請仕未帳　今井村名 寛延1年ll月 美・1 560
主竹左衛門・同五郎左衛門、与頭九兵衛・久左衛門、百
姓代三郎左衛門・同重衛門→松本御役所（樋口茂右衛門
様・中村源七様・山田為右衛門様）　下今井村控

信濃国筑摩郡今井村未春川除御普請目論見帳　下今井 宝暦12年11月 美・1 557
村控

（今井村鎖川通川除御普請目論見帳） 寛政2年 美・1 558

上　筑摩郡上神林村差示郡右衛門、百姓代源左衛門・同啓 明治2年3月 美・1 567
次郎・同庄次郎、与頭利兵衛・同直十郎・同恒右衛門、
名主元右衛門・同佐五郎、同郡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・同忠右衛門・
同源次郎・同伝兵衛・同源右衛門、名主重左衛門・忠左
衛門　川除普請目論見帳

上　筑摩郡今井組下今井村百姓代寿多次（判）、組頭治左衛 明治2年5月 半・1 571
門（判）・同重郎右衛門（判）、名主重左衛門（判）→服
部東一郎様、山路安兵衛様　鎖川満水二付御見分願

御普請所自普請所区別書上帳　信州筑摩郡今井組今井村 明治2年10月 半・1 570
百姓代久右衛門・同寿太次、組頭治左衛門・同重郎右衛
門・同伝兵衛・同源次郎・同忠右衛門・同源右衛門、名
主重左衛門・忠左衛門→塩尻御役所

上　信州筑摩郡古池原新田名主利右衛門（判）、百姓代重左 明治2年10月 半・1 572
衛門（判）→塩尻御役所　御普請所自普請所区別書上御
沙汰二付返答書

乍恐以書付奉申上候　下今井村百姓代久右衛門・同寿太 明治2年 横切紙・i 874
治、組頭治左衛門・同重郎右衛門、名主重左衛門→塩尻
御役所　堤川除普請、物産に付書上

御普請所川除諸入用帳　下今井村役元 明治3年3月 横長美・1 563

覚　下今井村桃次郎（判）・孫之丞（判）→当村御役人衆 明治3年3月 横切紙・1 579
中　川除枠代金請取覚

（川除普請出来形帳）　信州筑摩郡今井村上分組頭伝兵 明治3年4月 横長美・1 565
衛・源次郎・忠右衛門・源右衛門、名主忠左衛門、下分
百姓代久右衛門・同寿太治、組頭次左衛門・重郎右衛門、
名主重左衛門→塩尻御役所

信州筑摩郡今井村巳川除営繕出来形帳　筑摩郡今井組 明治3年6月10日 半・1 568
上今井村伝兵衛・源次郎・忠右衛門、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、名主
重左衛門→伊那縣塩尻御役所　整理番号568～569号、合
綴表題朱筆「此請書者別紙二認メ差上候控」

川除普請諸入用割賦勘定帳　名主桃井重左衛門 明治3年12月 横長美・1 566

信州川除御普請御下ケ金上下仕訳帳　下今井村役元控 明治3年 半・1 569

水揚人足縄俵書留帳　下今井村役元 明治5年4月 横長美・1 179
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1．下今井村／1－7．用水／1－7－1，川普請

大川落名前附帳　名主桃井重九郎　表紙r四月廿四日初明治5年4月 横長美・1 181
り」

乍恐以書付奉願上侯　鎖川通川除要請出来に付欠分願 3月 小切継紙・1 971－05

後欠

信州筑摩郡村々川除定式御普請目論見帳　今井村 美・1 562

（川除普請諸入用帳） 横長美・1 564

乍恐以書付奉願上侯　違作に付川除普請延月願 半・1 573

覚　川除目論見覚 横長半・2 580

1－7－2．水論

御嘆書　松平丹波守御領所信州筑摩郡今井村名主当病二付 天保3年5月11日 半・1 655
当日代兼年寄品之丞訴訟方、内藤大和守領分同州同郡古
見村名主治左衛門、相手方名主九郎右衛門→御奉行所様
用水出入一件井議定書

（一札）　上今井村名主文左衛門、名主心添品之丞、与頭 弘化3年5月 切継紙・1 962－01

亀松・同次郎兵衛・同兵左衛門、百姓代忠左衛門・同平
兵衛・同登兵衛→山口又五郎殿、西川清一郎殿　当年余
水有之候とて畑田成いたし候に付

（一札）　上今井村名主文左衛門、名主心添品之丞、与頭 弘化3年5月 横切紙・1 962－02

亀松・同次郎兵衛・同兵左衛門、百姓代忠左衛門・同平
兵衛・同登兵衛→山口又五郎殿、西川清市郎殿　当年余
水有之候とて畑田成いたし候に付

乍恐以書付奉申上侯　松平丹波守御預所信州筑摩郡今井 慶応2年5月 横切継紙・1 960－4

村役人惣代名主今井忠左衛門・同桃井重左衛門、古池原
新田役人惣代名主利右衛門、野口新田役人惣代与頭忠次
郎→御検地御奉行様　古池原新田、野口新田用水の儀に
付、取り替え規定証文　以下枝番5号文書迄綴紐　差紙あ
り、差紙、慶応二年五月古池原・野口新田江、上新田大
口〆切下より原地江新井筋堰立水引揚節に付云々、

乍恐以書付奉申上侯　松平丹波守御預所信州筑摩郡今井 慶応2年5月 横切継紙・1 960－5

村役人惣代名主今井忠左衛門・同桃井重左衛門、古池原
新田役人惣代名主利右衛門、野口新田役人惣代与頭忠次
郎→御検地御奉行様　古池原新田、野口新田用水の儀に
付、取り替え規定証文

畑田成御調二付願書差上侯控　筑摩郡今井組下今井村上 明治4年8月 竪半・1 962－03

分組頭祐蔵・同栄吉・同平吾・同長平、名主周治、下分
百姓代久内・同寿太次、組頭七郎・同治平、名主重九郎
→伊那県塩尻御出張所

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村百姓代桜井久内・ 明治5年4月29日 罫紙・2－ 963－16

同桜井寿太次、組頭村山七郎・同古田治郎、桃井重九郎
→筑摩縣御役所　用水の儀、下今井村流未にて難儀罷在
候に付、見分願　「書付」一通同綴

乍恐以書付奉願上候　水帳引渡シ願書 横切継紙・1 753

為取替規定書之事　今井村より山本村古見耕地へ相掛用 罫紙・1 961－01

水の儀に付　袋あり　以下枝番文書入る　袋表「明治辛
未年五月改、御役所書付入袋、為心得不用」

1－8．寺社

1－8－1、任免

乍恐以書付奉願上侯 筑摩郡下今井村百姓代五郎左衛門安政2年4月 横切紙・1 714
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1．下今井村／1－8，寺社／1－8－1．任免

奪門

爵本

墜）、

明治3年3月 横切紙・1 882
目続

小切紙・1 971－02

（判）、組頭伝七（判）・同重左衛門（判）・同式左衛
（判）・同重郎右衛門（判）、名主茂右衛門（判）→松
御役所　看住実成本住職二仕度願書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人勝右衛門（判
　組合文五郎（判）　此度善光寺大勧進御用人御家来相
　人に相譲り、私儀隠居被仰下度願

小坂村神主免三郎之請書（差上申一札之事写）

1－8－2．取調

奉仕社書上　七社大宮司梶原伊豆守→（村役人）　追書 （慶応4年3月） 竪半・1 933－2
「右之通取調候処相違無御座候以上、慶応四年戌辰年三月、
信州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）・組頭重郎右衛門（判）、名主桃井重
左衛門（判）、塩尻御役所」

乍恐奉伺候口上書　今井村神主梶原景貞印→伊那県塩尻 （明治1年） 横切継紙・1 921
御出張所　産土社社地内住居の儀に付

奉仕社書上　信濃国筑摩郡今井大宮司梶原伊豆守、名主重 明治2年1月 竪半・1 933－3
左衛門・名主忠左衛門、組頭治左衛門・組頭源右衛門→
御役所

第三拾壱区神社氏子書上帳　（上今井村・下今井村・古 （明治5年2月25日） 竪半・1 933－4
池原新田・野口新田、各名主・戸長・神職）→筑摩県御
役所

（今井村神社明細書上）　在村神社書上 （明治年問）1 横切継紙・1 705

（大小神社取調帳定式）　太政官 辛未年7月 竪半・1 939－2

（本末寺号其外明細帳可差出侯事）　筑摩県庁雛形付 壬申年5月1日 竪半・1 945－3

奉仕社書上　下今井大宮司梶原伊豆守（判） 竪半・1 933－1

管轄内大小神社取調帳定式　塩尻出張所 竪半・1 939－1

本末一派寺院明細帳　何府県管轄何国雛形 竪半・1 945－2

1－8－3．検地

諏訪明神社地取調書上二改　筑摩郡第三十一区副戸長村 明治6年3月17日 横長半・1 950－1
山七郎・同古田治平、戸長桃井重九郎→筑摩県権令永山
盛輝殿

諏訪明神社地分問 横切折紙・1 950－2

1－8－4．修造・勧化

取定一札之事　松本柿師棟梁富村町孫七（判）→下今井村 嘉永1年6月 横切紙・1 830
御役人衆中様　八幡宮御家根葦替に付請負契約書

惣修覆助成帳　無極寺無極寺 嘉永3年8月 横長半・1 524

善光寺五穀成就二付常夜燈割賦帳松本町会席扇屋彦助 嘉永6年10月 横長半・1 531
宅

覚　下今井村北耕地惣代誰一印、一、一→当村御役人中 元治1年8月 横切紙・1 768－1
北耕地西河原山神保久良祠今般建替に付、祠代井酒代請
取覚

本堂家根替勧化史　無極寺知事 慶応4年6月 横長美・1 526

本堂再建勧化帳小俣邑千手山世話人（判） 明治2年4月吉日 半・1 520
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