
1．下今井村／1－8。寺社／1－8－4。修造・勧化

上　右村（信濃国筑摩郡下今井村）百姓代桜井久内 明治4年8月 竪半・1 942－2

（判）　同桜井寿太治（判）、組頭村山七郎（判〉　同古
田治平（判）、名主桃井重九郎（判）→伊那県塩尻御出張
所　社寺修覆等の儀に付書上

勧法録　秋葉山出役伊東太兵衛・今村孝之進秋葉山焼失 竪半・1 523
に付勧法。綴木版後欠

1－8－5．奉加・寄進

奉加出金帳下今井村 文政12年3月 横長半・1 525

宮上京金奉加帳　組頭重郎右衛門（判）　同式左衛門 安政3年4月 横長美・1 527
（判）　同重左衛門（判）　同伝七（判）　六月二十五日
大宮司（判）書取覚添付

（某記）　和田町和常山無極寺　御本山祖師取越相勤候に 万延2年1月 横切折紙・1 742－1

付、奉加米代金に替相渡

覚　遠州周智郡山住熊野権現神主役人篠原信之進（判） 年7月20日 竪切紙・1 790
同関武左衛門（判）→今井組惣代下今井村御役人御中
諸堂社大破に付寄付金受取証

（某記）　無極寺→桃井重左衛門　寄進申入覚 8月6日 小切継紙・1 742－2

（某覚）　無極寺寄進者覚か 小切継紙・1 742－3

饗銭初穂社入取調覚　梶原景貞　帳間文書あり 竪半・1 941

1－8－6．入用

天王宮建替入用帳　下今井村 嘉永4年4月吉日 横長美・1 530

諏訪明神社抜木費帳　重左衛門控分 安政6年8月 横長美・1 529

十玉堂再建入用帳　下今井村 文久3年7月 横長美・1 537

十玉堂再建入用帳　下今井村 文久3年7月 横長美・1 538

諏訪明神拝殿御普請入用帳　下今井村 明治6年6月 横長美・1 528

1－8－7．祭礼

覚　下今井村北耕地惣代誰一、一、一→当村御役人中　端 元治1年8月 小切紙・1 768－2

裏書「市場方山神社稲荷様祝に付書付下書」

（年頭祝詞）　鍋屋甚八→上 1月吉日 横折紙・1 985－10

（寺院献立） 半半・1 357

1－8－8．講・参詣

永代日参護摩施主記 愛宕山福寿院（判） 愛宕山福寿 安政2年9月 半・1 522
院（木版）

永代信心講名簿 信州善光寺別当大勧進知事 善光寺（木 慶応4年 半・1 521
版）

済内1－8－9

内済一札之事　先訴一、一、一、後訴、異見人宝輪寺・同
　断正覚院→下今井御役元　両寺立入内済一札

小切継紙・1 823－2
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1．下今井村／1－9．伊那県商社／1－9－1．西信会所

1－9．伊那県商社

1－9－1．西信会所

請取申金子之事　西信商社（判）、会計懸（判）→今井村 明治3年3月 竪紙・1 959－1

重左衛門殿　金一千両・裏書「表書之通相違無之者也、
塩尻庁商社懸、午三月河内伊那県少属（判）」

印鑑　伊那県商社西信会所→下今井村組合弥右衛門 明治3年5月25日 小切紙・1 985－04

印鑑　伊那県商社西信会所→下今井村伝八郎 明治3年 小切紙・1 985－05

1－10．交通

1－10－1．通手形

差上申一札之事　筑摩郡今井村名主重左衛門（判）→賛川 元治1年3月 横切紙・1 220－03

宿御番所　筑摩郡下今井村百姓縫之助願出候に付、御関
所・御番所通手形

手形之事　筑摩郡今井村名主重左衛門、久右衛門、重郎右 元治1年8月 小切紙・1 220－08

衛門→本山口御番所　筑摩郡下今井村費主清九郎馬費渡
申に付、御関所・御番所通手形

差上申手形之事　信州筑摩郡今井村名主重左衛門（判）、 元治1年9月 横切紙・1 220－07

組頭重郎右衛門（判）、百姓代久右衛門（判）→所々御番
所　筑摩郡下今井村百姓縫之助高用に付、御関所・御番
所通手形

差上申手形之事　筑摩郡今井村名主重左衛門（判）、与頭 元治1年11月 横切紙・1 220－02

重郎右衛門（判）、百姓代寿太治（判）→福島御関所　筑
摩郡下今井村百姓縫之助願出候に付、御関所・御番所通
手形

差上申手形之事　信州筑摩郡松平丹波守御預所今井村名主 元治1年～慶応2 横切紙・1 220－01

重左衛門、与頭重郎右衛門、百姓代久右衛門→福島御関
所　御関所・御番所通手形　本文書案文のためか、以下
枝番文書の包紙となる

差上申手形之事　筑摩郡今井村名主重左衛門（判）、与頭 元治2年1月 横切紙・1 220－06

重郎右衛門（判）、百姓代寿太次（判）→福島御関所　筑
摩郡下今井村百姓富五郎商用に付、御関所・御番所通手
形

宿泊り附帳　下今井村名主十左衛門、組頭＋郎右衛門、百 慶応1年8月2日 小切紙・1 220－10

姓代久右衛門→宿々間屋衆中様　御関所・御番所通手形

差上申手形之事　信州筑摩郡今井村名主重左衛門（判）、 慶応1年9月 横切紙・1 220－05

与頭重郎右衛門（判）、百姓代久右衛門（判）→国々御番
所　筑摩郡下今井村百姓縫之助商用に付、御関所・御番
所通手形

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村願人八郎右衛門） 慶応2年9月 横切紙・1 220－04

（判）→名主桃井重左衛門殿・外御役人中　筑摩郡下今井
村願人八郎右衛門願出に付、御関所・御番所通手形　筑
摩郡今井村百姓代久右衛門（判）、組頭治左衛門（判）、
名主桃井重左衛門（判）、より松本御役所宛取次文付、御
関所・御番所通手形

差上申一札之事　信州筑摩郡下今井村名主重左衛門、組頭 小切紙・1 220－09

次左衛門、百姓代久右衛門→道中国々御番所、駒木野御
関所　御関所・御番所通手形

868－2横切紙・1

　　　1－10－2．宿継

（神職大原式部礼状）　山城国愛宕郡大原村大原式部→信明治2年4月
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1．下今井村／HO．交通／1－10－2．宿継

州筑摩郡下今井村御役人衆中　宿村御継送被成下に付

　　　1－10－3．道路

御役所書上控寿朋姫君様節道造調書　今井組、出川組、
　和田組、〆三ヶ組、今井組ノ分　今井組の分

覚道普請人足帳合綴

　　　1－10－4．橋．

文久1年8月 横長半・1

横長美・2

216

574

木曽川定橋御取持御連名帳　名主又右衛門（判）、与頭 元治1年11月 横長半・1 260
弥三右衛門（判）、百姓代市郎右衛門（判）　同清三郎
（判）、世話方九右衛門（判）　同嘉左衛門（判）　忠四
郎（判）
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2．今井村／2－1．政治／2－1－1．規定

標題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

2．今井村

2－1．政治

2－1－1．規定

取極規定之事　第三拾一小区下今井村武井元治郎（判）、 明治6年5月16日 横切紙・1 895
武井八百吉（判）、高木牧治郎（判）、杉山市太郎（判）、
三村宮治郎（判）、武居梅蔵（判）、立入人古田伝八郎
（判）、村山拓四郎（判）→当村御役元　道相定候に付

取請2－1－2

御用状請取通　第三拾壱区下今井村役元（判） 明治5年5月 横長美半・1 665

御用書請取通　今井村下分役場（判〉　以下整理番号614 明治6年1月13日 横長美半・1 612
番まで三綴紙縫

御布告請取簿　四大区小七区今井村下分戸長（判） 明治6年8月2日 横長美半・1 614

2－1－3．村名控

（小区村名覚）

記　（桃井）

　　（桃井）

四大区小区ごと村名控

小切紙・1

小切紙・1

994－04

994－05

2－1－4．出勤

県庁出務　紙背文書あり　壬申戸籍か　r桃井用」罫紙使 （明治5年）申年1月同6 竪半・1 946－2
用 月

御庁出勤諸用控　上今井村与頭当山長＋郎・同藤本平五 明治5年3月 竪半・1 946－1
郎・同田中裕蔵・同溝上治平・戸主中原周治、戸長桃井
重九郎→筑摩県御役所　他六通写井雛形同綴　紙背文書
あり　壬申戸籍か　　「桃井用」罫紙使用

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡第四大区三十一小区上今井 明治6年7月9日 綴・仮・1 897
村上条治郎（爪印）→筑摩県権令永山盛輝殿　上條治郎
御召出シ被仰付候に付、書付三通綴

銭幣差出人員控　　（桃井控）　二十三名、計十一円七十銭 明治6年H月25日 小切紙・1 989－02－04

2－1－5．三村合併

申上候　四大区小七区副戸長中原周治・戸長桃井 明治7年3月7日 小切紙・1 994－06

→筑摩縣権参事高木惟雄殿　上下今井・古池原新
口新田、四村合併願

七小区今井村・古池原新田・野口新田　右区 明治7年6月28日 罫紙・1 905
副戸長中原周治（判）　同桃井藤太（判）　同横
（判）・古田治平（判）、古池原新田副戸長古池利
、野口新田同野口吉十郎（判）→筑摩郡権令永山
三ヶ村合併示談仕、今井村ト名号改申度候に付

奉
郎
野

付
九
9

書
重
田

以

第四大区
　今井村畠
　山秀一
　平（判），

　盛輝殿

2－1－6．歎願

乍恐以書付奉歎願候　筑摩郡古池原新田副長古池利平 明治6年3月 綴・仮・1 896
（判）、野口新田副長野口久治郎（判）、竹田村副長唐沢平
雄（判）、小坂村副長永田幾蔵（判）、大池村戸長中村平
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2．今井村／2－1．政治／2－1－6．歎願

作（判）→筑摩県参事永山盛輝殿　今井村下分座敷手踊
悔悟に付宥免願

第四大区七小区下今井村　右村副戸長村山七郎（判） 明治7年3月13日 綴・仮・1 904
同古田治平（判）、戸長桃井重九郎（判）→筑摩郡権令永
山盛輝殿　栂楼払下ケ願

下、戸長様、上副長、急用　副長→戸長様大急差掛り 8月29日 小切紙・1 781－1

御相談申上度儀出来に付参上可致ヵ返書願書

下、戸長様、上副長　副長→戸長様　日延の件、心配に 9月1日 小切紙・1 781－3
付明日出勤願書

（某覚）　租税課へ渇水の儀に付、御窺申上候 小切紙・1 961－11

乍恐以書付奉願上侯　当申年渇水に付 切紙・1 961－13

2－1－7．争論

（松本区裁判所告）

　り係ル訴訟に付
松本区裁判所 広岡村郷原藤次郎よ 明治10年1月18日 罫紙・1 964－10

1
2－2．村

2－2－1．布達

廻達　四大区長→第三～第七小区、右戸長御中　天長節に 明治7年ll月1日 罫紙・1 977－04

付永山筑摩縣権令布達文。封筒あり

記　笹下村役場→今井村御役員中　御布告受取候に付 ll月4日 罫紙・1 961－09

2－2－2．7卜寸シ兄

（人名覚）　　（桃井）　人名百三人覚 明治5年9月15日 小切紙・1 995－06

（開墾地再調依頼）　　（今井村）事務扱所→桃井重九郎様 明治6年11月 小切紙・1 977－01

急用

（捕丁給割下書）　　（桃井）　野口新田・古池原新田・上 （明治6年11月） 小切継紙・1 989－02－01

今井村・下今井村・四ヵ村石高・軒・人口割の下書

第六小区岩垂村・本洗馬村・小曽部村、戸数・人口書 小切継紙・1 976－04
（桃井重左衛門控）

2－2－3．割金

村金割合二付人別調帳 副書「上条五八書状」あり 明治6年2月 横長半・1 681

2－2－4．学校

乍恐以書付奉申上侯　筑摩郡第弐拾八区大池村戸長中村 明治5年6月2日 罫紙・1 953－07

平作、第三拾壱区下今井村戸長桃井重九郎→筑摩県御役
所　小学校取建の儀に付

乍恐以書付奉申上候　右三拾壱区下今井村世話役桃井重 明治5年6月3日 横切紙・1 953－09

九郎、同弐拾八区大池村世話役中村平作→筑摩県御役所
郷学の儀、近々開校仕度候に付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡第六拾壱区下今井村桃井重 明治5年7月 横切紙・1 951
九郎→村御役人中　学校世話役御免願　右村（下今井村）
百姓代、組頭より筑摩県御役所宛取次文付

（学校元資金井訓導覚）　　（世話役惣代＋名署名）→筑摩 明治5年 横長美・1 589
縣御庁
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2．今井村／2－2．村／2－2－4．学校

乍恐以口上書奉申上候　右区今井村世話役桃井重九郎 明治6年3月9日 罫紙・1 953一肇0

（判）→学校御掛様　古池原新田へ小学校開校仕候得共、
未だ盛大に不相成候に付

乍恐以書付奉願上候　第三拾壱区下今井村副戸長村山七 明治6年4月23日 綴・仮・1 953－21

郎（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　学校創立地所の儀に付

第百弐拾弐小学校創立元資出金帳　第三十一小区下今井 明治6年5月30日 横長美・1 583
村世話役村山藤治・同桃井吉作治、副長村山七郎・同古
田治平、戸長桃井重九郎→筑摩縣権少属杉浦義方殿

（学校出金覚）　学校下調帳分 明治6年5月30日 横長美・1 587

学校元立金記　上今井村写控 明治6年5月 横長美・1 586

乍恐以書付奉願上侯　学校創立願に関する雛形 明治6年5月 竪半・1 953－12

記　筑摩郡下今井村野口新田世話役村山藤次・同桃井吉兆 明治6年5月 横切紙・1 953－16

次、副戸長村山七郎・同古田次平、戸長桃井重九郎・同
野口吉十郎→筑摩県権小属杉浦義方殿　六歳以上就学者
数、及び不就学者数注進紙背あり

乍恐以書付奉願上候　第四大区七小区筑摩郡下今井村学 明治6年8月31日 罫紙・1 953－08

校世話役桃井吉兆治（判）、学校世話役戸長桃井重九郎
（判）→筑摩県権令永山盛輝殿　小学校教員の儀井学校創
立之場所の儀に付

乍恐以書付奉願上侯　第四大区七小区筑摩郡下今井村学 明治6年9月18日 罫紙・1 953－01

校世話役桃井吉兆治（判）、副戸長村山七郎（判）・同古
田治平（判）、学校世話役戸長桃井重九郎（判）→筑摩県
権令永山盛輝殿　学校創立地所の儀に付

乍恐以書付奉願上候　第四大区七小区筑摩郡下今井村学 明治6年10月20日 罫紙・1 898－1

校世話役桃井吉兆治（判）、学校世話役兼戸長桃井重九郎
（判）→筑摩県権令永山盛輝殿　学校興隆に付教員命令願

乍恐以書付奉願上侯　第四大区七小区筑摩郡下今井村学 明治6年10月20日 罫紙・1 898－2

校世話役桃井吉兆治、学校世話役兼戸長桃井重九郎→筑
摩県権令永山盛輝殿　学校興隆に付教員命令願　898－1の
下書き

差上申御請書之事　四小区大池村中村平作・七小区下今 明治6年10月23日 小切折紙・1 976－02

井村桃井重九郎→筑摩縣権令永山盛輝殿　小学校御下ヶ
金の儀に付

請取金記　端裏書r中学校夫々小書付包」 明治6年10月 小切紙・1 976－01

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村学校世話役村山藤 明治6年11月30日 綴・仮・1 953－02

治（判）・同桃井吉兆治（判）、正副村山七郎（判）・同
古田治平（判）、学校世話役戸長桃井重九郎（判）→筑摩
県権令永山盛輝殿　学校創立地所の儀に付

縣學校献金記　　r下今井村割受金五拾壱円四銭弐厘ノ内 （明治6年） 横長美・1 588
訳」

（松本師範学校講習所創立規則）　証書雛形同綴 明治6年 竪半・1 948

乍恐以書付奉申上侯　普請中古池原新田実治宅借受先月 （明治6年） 小切紙・1 953－11

廿四日小学校開校仕候

小学校規則奉書上候　筑摩郡三十一区古池原新田古池利 （明治6年） 横切紙・1 953－13

平、上今井村中原周治、下今井村桃井重九郎→竹田村唐
沢平雄・百瀬文五郎・唐沢五郎、大池村中村平作・上条
岡兵衛・大池文兵衛、小坂村永田幾蔵・山口小一郎　普
請中古池原新田実治宅借受先月廿四日小学校開校仕候

乍恐以書付奉願上候　第四大区小七区下今井村学校世話 明治7年1月12日 横切折紙・1 592
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2．今井村／2－2．村／2－24．学校

役村山藤次・同　桃井吉兆治、副戸長村上七郎・同古田
治平、戸長桃井重九郎→筑摩縣権令永山盛輝殿　學校創
立場所ノ儀二付願書

乍恐以書付奉願上候　第四大区小七区下今井村学校世話 明治7年1月28日 綴・仮・1 953－03

役村山藤次（判）・同桃井吉兆次（判）、副戸長村山七郎
（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　学校創立地所の儀に付

以書付奉願候　第四大区小七区筑摩郡下今井村学校世話役 明治7年1月28日 罫紙・1 953－05

村山藤治（判）　同桃井吉兆治（判）、副戸長村山七郎
（判）、戸長桃井重九郎（判）→筑摩県権令永山盛輝殿
学校創立に付敷地の儀

以書付奉願侯　第四大区小七区筑摩郡下今井村学校世話役 明治7年1月 綴・仮・1 953－04

村山藤治（判）　同桃井吉兆治（判）、副戸長村山七郎
（判）　同古田治平（判）、学校世話役戸長桃井重九郎
（判）→筑摩県権令永山盛輝殿　学校創立に付敷地の儀

初登山人名簿　今井小校 明治7年5月23日 横長半・1 584

通達　学区取締役萩原次郎太郎　筑摩縣権令布達番号校名
　通達

明治7年9月19日 小切継紙・1 976－03

縣学校元資献金利子相納控帳、村方学校元資金利子相 明治7年10月 横長半・1 590
納控帳、病院元資献金利子相納控帳　第四大区小七
区今井村桃井重九郎

乍恐以書付奉歎願候　右村五長何ノ誰　　、　　、→筑 明治8年4月3日 小切継紙・1 952
摩県権令永山盛輝殿　学校事件に付御召捕之者、農務多
端に付御赦免被仰付候様

長官學校生徒御試検入費帳　桃井重九郎御宿 明治8年9月23日 横長半・1 581

（小學第一、第二、第三級卒業証書）　第六学区長野県 明治10年～11年 横切紙・3 582
管内第十八中学区筑摩郡今井村今井学校

差出申証書　今井村立入人藤本代吉、立入人桃井重九郎→ 明治12年4月29日 折紙・1 986－03
下今井村耕地惣代御中　学校付属地売渡証書控

（筑摩縣管内小校調べ）　裏書r学校加入金高凡仕訳」 （明治年間） 罫紙・1 995－04

（岩垂彦三郎書簡）　岩垂彦三郎→学校御掛桃井重九郎様、 壬申年5月4日 罫紙・1 961－07
中村平作様　学校事に付内々御頼上申候

（第三小校訓導）　筑摩県→小野勘一　r筑摩県管轄内」 壬申年7月20日 罫紙・1 953－18
罫紙使用

通知書　今井村外五ヶ村戸長役場（判）→桃井藤太殿　学 4月2日 罫紙・1 980－11
会児童就学時期に付

口上之覚　会所町年寄→源次郎殿・重左衛門殿　願書の儀 7月14日 小切紙・1 995－03
伺い申し仕に付

覚校出金 横長美・1 585

（小學生徒名覚） 横長美・1 591

以書付奉願候　第四　　、筑一、同村
、　　　　　　　　　、　　　　　　　　　、 小切紙・1 953－06

一
、 →一殿、　学校創立に付敷地の儀　雛形

西洗馬村元資学校　〆　千七百六拾壱円七拾五銭 小切紙・1 953－14

（学校元資出資帳）　第四大区小七区信濃国筑摩郡上今井
　村

竪半・1 953－15

記　世話役→杉浦義方殿　学校元資出資記井六歳以上就学
　者数、及び不就学者数記、外書付二通写同綴

竪半・1 953－17
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記　登山児名簿 綴・仮・1 953－19

（小学校諸々条々注進雛形）　筑摩県庁→小池原新田小 綴・仮・1 953－20

校　学校位置・名称・学科・教則・校則・舎則・教員履
歴・教員給料・生徒員数・授業料注進雛形　上今井村控

乍恐以書付奉申上候　筑摩郡第三＋一区　学校創立の儀 小切紙・2 953－22

に付、外一通、近々開校仕土に付

学校加入金高凡仕訳 小切継紙・1 953－23

（就学・不就学調）　古池新田・野口新田 小切紙・1 990－10

（郷学十ヶ所割）　　（桃井控）　村井・南新・中洗馬・立 小切紙・1 995－05

田村・新田村・塩尻・会田・麻綾・大町村・池田町の十
ヵ村に七十三円三十四撰八分一毛の割

（覚）　　（桃井）　〆二千四百六＋六円三＋四銭 小切継紙・1 995－07

安治2－2－5

記　副戸長中原周治（判）　同古田治平（判）→桃井重九 明治8年7月10日 罫紙・1 906
郎殿　大区割井警察費入用一時借用覚

乍恐以書付奉願上侯　第三拾壱区下今井村願人続木治＋ 7月 罫紙・1 893－1

（判）→村御役人中　荷物伐落、馬被奪取乱妨被致候に付
訴書。下今井村役人五名連署印取次文（筑摩県御役所充）
付

戸長様、副戸、大急用　副戸長→戸長様忠之丞差押連 9月5日 小切紙・1 781－4

参候に付処分方伺書

乍恐以書付奉願上候　893－1の下書き 小切紙・3 893－2

2－2－6．病院

病院元金名前帳　下今井村戸長桃井重九郎 明治6年2月27日 横長美・1 598

病院元立出金名前書上帳　筑摩郡第三＋壱区今井村下分 明治6年2月28日 半・1 593
副長村山七郎（判）・同古田治平（判）、病院世話役桃井
吉兆治、戸長病院書記兼桃井重九郎→筑摩縣参事永山盛
輝殿

病院加入金連名帳（上分控）　上今井村世話役中原周 明治6年2月28日 横長半・1 594
治・藤本久衛

記　　（桃井重左衛門控）　病院元立金、御布告代料書上 明治6年2月28日 小切継紙・1 972－03

病院元資利子割賦取立帳　下今井村役元表紙r明治七 明治6年12月 横長美・1 596
年戌二日より取立」

病院元資金利子割賦帳　下今井役元　表紙r戌七月＋三明治7年1月 横長美・1 597
日取立分」

（病院元資金調達趣旨）　病院大印　r筑摩縣管内」罫紙 壬申年8月 半（罫紙）・1 595
使用

（元立金覚）　筑摩郡第三拾壱区村山七郎・古田治平、病 小切紙・1 961－12

院世話役桃井三亀治・右同断戸長重九郎→　　殿　病院
元立金差出候処、相違無御座候に付

通交2－2－7

中馬鑑札願　第三＋一区下今井村右惣代古田浜次郎、戸長
　桃井重九郎（判）→塩尻宿陸軍会所

明治6年 罫紙・1 188
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2．今井村／2－2．村／2－2－8．徴兵

2－2－8．徴兵

乍恐以書付奉歎願候　第四大区筑摩郡下今井村親類惣代 明治6年6月18日 竪半・1 949
桜井儀作（判）、組合惣代桃井慶蔵（判）、副戸長村山七
郎（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　徴兵役御免願

林農2－2－9

繭桑株取調書上控帳　上今井村役元 明治5年8月 横長美・1 182

奉願候　村受印→長官宛　山本村公有地入山許可に付。副 明治7年12月13日 綴・仮・1 903
戸長免職願同綴

樺木立木浦取入札包　　r金子覚」一通、r入札（覚）」一
　通包む、流木

（明治）15年5月1日 小切紙・1 965－22

2－3．斥口

2－3－1．戸籍

筑摩縣管轄第光一区戸籍之二　三拾壱区戸長桃井重九 明治5年4月 美（罫紙）・1 542
郎・同副中原周治　下今井村・古池原新田・野口新田

筑摩縣第三十一区戸籍総計　筑摩郡上今井村・下今井 明治5年5月 半大・1 142－4
村・古池原新田・野口新田、合四ヶ村、第三十一区戸長
桃井重九郎、副長中原周治→筑摩縣参事永山盛輝殿

（第三十一区）寄留届　筑摩縣管轄、第三＋一区戸長桃井 明治5年10月 半大・1 142－3
重九郎（判）、副長中原周治（判）→筑摩縣参事永山盛輝
殿

戸籍入費番人給料割合　第三十壱区戸長 明治5年11月 横長美・1 180

筑摩縣第三十一区職分総計　信濃国筑摩郡上今井村・下 明治6年1月 半大・1 142－2
今井村・古池原新田・野口新田、合四ヶ村、第三十一区
戸長桃井重九郎（判）、副長中原周治（判）→筑摩縣参事
永山盛輝殿

筑摩縣第三十一区戸籍・職分・寄留総計、戸籍入費取
　調書上　筑摩郡上今井村・下今井村・古池原新田・野口

明治6年1月 半大・1 142－6

新田、合四ヶ村、第三十一区戸長桃井重九郎、副長中原
周治→筑摩縣参事永山盛輝殿

筑摩縣第三十二区寄留総計　筑摩郡上今井村・下今井 明治6年1月 半大・1 142－7
村・古池原新田・野口新田、合四ヶ村、第三十一区戸長
桃井重九郎（判）、副長中原周治（判）→筑摩縣参事永山
盛輝殿

筑摩縣第三十一区寄留総計　筑摩郡今井村・古池原新 明治6年1月 半・1 143
田・野口新田、合三ヶ村、第三十一区戸長桃井重九郎
く判）、副長中原周治（判）→筑摩縣参事永山盛輝殿

戸籍入籍送籍控　第三十一区戸長 明治6年1月 半・1 144

筑摩縣第三十一区戸籍総計　筑摩郡上今井村・下今井
　村・古池原新田・野口新田、合四ヶ村、第三十一区戸長
　桃井重九郎、副長中原周治→筑摩縣参事永山盛輝殿

明治6年5月 半大・1 142－5

出生死亡送籍入籍書留録　四大区七小区戸長桃井重九郎 明治6年6月1日 横長半・1 147
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半・2

横長美・1

（永尋御届）　第四大区内七小区副長中原周治、戸長桃井明治6年6月19日
　重九郎→筑摩縣権令永山盛輝殿　二綴

第四大区小七区六月三十日現人員調　　　　　　　　明治6年6月30日
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（戸籍覚）　中原周治→桃井藤太様 明治6年～7年 半（罫紙）・1 137

逃亡尋中御届　第四大区小六区筑摩郡洗馬村副戸長鈴木方 明治7年ll月19日 横切紙・1 138

三郎、戸長岩垂彦三郎→筑摩縣権令永山盛輝殿

養子譲り証書　南第四大区＋小区筑摩郡笹下村新田耕地養 明治11年1月 罫紙・1 909－2

父何々誰印、親類惣代何々誰印、仲立何々誰印・何々誰
印→同大区七小区今井村戴百四十番地実父樹上吉作殿
雛形

（戸籍願等二付鰯）　年番惣代→戸長同副御中 辛未年6月29日 半・1 141

（戸籍雛形）　筑摩縣庁ヨリノ達 壬申年8月 半・1 148

差出申一札之事　何村性名一印、村使性名一印→今井 切紙・1 961－16

村中島周作殿、塩原証一殿　三村八郎右衛門妹俸未タ入
籍不仕候に付雛形、或いは控か

留寄2－3－2

詫書之事　第四大区七小区下今井村桜井梅次郎兄桜井寿三
　郎（判）、親類惣代桜井倉次郎（判）→同村戸長桃井重九
　郎殿外役人中　桜井梅次郎儀、借家へ寄留御願引受候に

明治6年9月20日 横切紙・1 902－1

付　帳間文書あり

寄留一札之事　右区下今井村副戸長村山七郎印・同古田治 明治6年9月22日 竪切紙・1 902－2

平印、戸長桃重九郎印→右宮田村戸長湯沢元彦殿

他所出寄留書留　戸副重九郎 辛未年 横長半・1 132

2－4．土地

2．4－1．地租改正

帳野2－4－1－1

検地野帳 明治6年2月6日 横長美半・1 669

検地野帳　西耕地・北耕地の分 （明治6年） 横長美半・1 670

清野帳原田耕地 明治年間 横長美半・1 641

検地野帳　北耕地五行田1分坪畝改 （明治年間） 横長美半・1 643

清野帳　東耕地より原田耕地 （明治年間） 横長美半・1 644

（清野帳）　表紙r（朱筆）南耕地、（異筆）総改済」 （明治年問） 横長美半・1 645

地券野帳　表紙r字正院」 （明治年問） 横長美半・1 646

（清野帳）　表紙「神戸浦まつ林」 （明治年間） 横長美半・1 647

（桃井唯吉田畑屋敷反別帳）　桃井唯吉 （明治年間） 横長美半・1 648

検地野帳　北耕地原田の分 （明治年間） 横長美半・1 671

清野帳西堰西耕地 横長美半・1 667

野検地帳　原田耕地・田尻耕地分 横長美・1 668

入費等地券・地価2－4－1－2

差上申御請書之事　筑摩郡三＋一区上下今井村・古池原 明治5年8月14日 小切紙・1 989－02－03

新田・野口新田、組頭・百姓代・副戸長→筑摩縣御役所
改正村吏御免・新任共連印請書、戸長桃井重九郎
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2．今井村／2－4．土地／2－4－1．地租改正／2－4－1－2．地券・地価・入費等

乍恐以書付奉願上候　第三拾壱区筑摩郡下今井村副戸長 明治5年8月 竪半・1 947
村山七郎・同古田治平、戸長桃井重九郎→筑摩県御役所
開発出来に付地券御下願

乍恐以書付奉願上候　野口新田正副野口久次郎→下今井 明治6年1月13日 小切継紙・1 704
村戸長桃井重九郎殿　地券調役任命願「下今井村戸長桃
井重九郎印、筑摩縣参事永山盛輝殿宛」送り文付

林反別過坪金取立勘定ノ控　　（桃井控）　上下今井村惣 明治6年ll月30日 小切継紙・1 989－02－05
計百九十七円四十七銭七厘、と其割下書

（官林井公有地区別取調雛形）　何郡何村正副戸長何誰 明治6年11月 綴・仮・1 899
　印→筑摩県権令永山盛輝殿

廻書　大区長→自第三小区副第七小区戸長御中
　帳検査ほか袋書「（朱書）大至急、三溝村始」

古見分畑林地租井入費通　今井村桃井藤太

岩垂分・地租上納通　桃井藤太

（名寄帳）

（地価取調書上）

（地券御渡願）　持主桃井重郎治

（野口保治郎分地価書上帳）

（某覚）　西洗馬耕地柳沢曽平　高反別

改正地引明治7年4月10日

明治13年12月

明治15年10月

（明治年間ヵ）

（明治年間）

壬申年

竪半罫紙・1

横長半半・

横長美半・

横長美・

横長美・

半・1

横長美・1

小切継紙・1

980－10

639

194

411

412

514

414

965－04

2－4－1－3．地価修正

現地目丈量合併及分割地控（脱落地とも）　下今井耕 明治19年10月2日 横長美半・1 638
地総代

丈量誤謬訂正願（第九号）　東筑摩郡今井村地主総代中 明治19年11月21日 半（罫紙）・1 493
原国夫・横山秀一・桃井藤太・村山七郎、東筑摩郡今井
村外五ヶ村戸長丸山重四郎代理、筆主桜井小文字→長野
県知事木梨精一郎殿

脱落地編入願（第九号）　東筑摩郡今井村地主総代中原 明治19年11月21日 半（罫紙）・1 498
国男・横山秀一・桃井藤太・村山七郎、東筑摩郡今井村
外五ヶ村戸長丸山重四郎代理、筆主桃井小文字→長野県
知事木梨精一郎殿

開懇熟地成地債修正（第九号）　東筑摩郡今井村地主総
　代中原国男・横山秀一・桃井藤太・村山七郎、東筑摩郡
　今井村外五ヶ村戸長丸山重四郎代理、筆主桃井小文字→
　長野県知事木梨精一郎殿

明治19年ll月21日 半（罫紙）・1 503

地目変換二付地憤修正願（第九号）　東筑摩郡今井村
　地主総代中原国夫・横山秀一・桃井藤太・村山七郎、東
　筑摩郡今井村外五ヶ村戸長丸山重四郎代理、筆主桜井小
　文字→長野県知事木梨精一郎殿

明治19年ll月21日 半（罫紙〉・1 512

一類地ヨリニ類地二組替願　東筑摩郡今井村地主総代中
　原国夫・横山秀一・桃井藤太・村山七郎→長野県知事木

明治19年11月21日 半（罫紙）・1 513

梨精一郎殿

丈量誤謬訂正願（第四号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙〉・1 489

丈量誤謬訂正願（第五号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 490

丈量誤謬訂正願（第六号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 491

丈量誤謬訂正願（第七号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 492
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2．今井村／2－4・土地／2・M・地租改正／241－3．地価修正

脱落地編入願（第四号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙〉・1 494

脱落地編入願（第五号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 495

脱落地編入願（第六号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 496

脱落地編入願（第七号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 497

開懇熟地成地債修正願（第四号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙〉・1 499

開懇熟地成地慣修正願（第五号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 500

開懇熟地成地債修正願（第六号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙〉・1 501

開懇熟地成地償修正願（第七号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 502

現地目毎番調書（第四号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 504

現地目毎番調書（第五号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 505

現地目毎番調書（第六号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 506

現地目毎番調書（第七号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 507

現地目毎番調書（第九号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 508

現地目毎番調書（第　不用物）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 509

地目変換地憤修正願（第四号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 510

地目変換地憤修正願（第七号）　東筑摩郡今井村 （明治19年） 半（罫紙）・1 511

』』　　　　　　　口引　〃x

地所譲渡証文之事　第四大区七小区今井村本人清沢松一
　（判）、受人同清九郎（判）→同村清沢治作殿　追書「此
　書面壱通御役元江預置申候」

明治6年11月15日 横切紙・1 609－05

2－4－2．譲渡

地所費渡シ申証文之事　小俣村費主青木永四郎（判）→
　下今井村村山市重殿　追書「前書之通旧高反別相違無之
　候、以上、戌一月廿五日、右村戸長桃井重九郎印」

明治7年1月25日 竪切紙・1 609－06

対談証書　南第四大区七小区筑摩郡今井村桃井藤大（ママ） 明治11年 罫紙・1 910
印→同大区同村藤沢冨雄殿　田地買戻に付

地所費渡シ証書　費渡人桜井歌治（判）、請人清沢鉄弥→ 明治16年11月21日 罫紙・1 609－07

同郡同村桃井藤太殿

2－4－3．売買

2－4－4．払下

官有土地沸下ヶ願　東筑摩郡今井村桃井藤太（判）→長
　野県知事浅田徳乗則殿　帳間文書一通あり

（官有土地払下許可書）　長野県知事浅田徳則（判）→
　（桃井藤太）

（絵図）　払受人桃井藤太（判）

2－4－5．絵図

明治28年11月7日

明治28年11月25日

（明治28年）

半・1

半・1

275mm串380mm・

515－1

515－2

515－3

‘　rP》・’1優剛

絵図面　松本支配所堅石町村惣代左次郎（判）・同栄吉
　C判）・同万蔵（判）・同太兵衛（判）　追書「絵図面之
　通相違無之候、以上、庄屋三村市左衛門（判）・江原庄

（明治2年） 横切継紙・1 923

一112一



2．今井村／2－4．土地／2－4－5。絵図

兵衛（判）、明治二年巳十二月」

（西洗馬村三村重五郎所持地絵図）　三村重五郎（判〉
　二点あり　包紙あり、包紙表「明治十八年酉四月中、観

明治13年ll月12日 横切紙・2 964－15

解御願夫々証書包、代人川上郁四郎、西洗馬村三村十五
郎」

諏訪社地所絵図面 横切紙・5 922

2－5．租税

林代金　　（桃井控）　二納節分、〆四十九円、十円不足 明治6年12月7日 小切継紙・1 989－02－06

皆済上納差引控　　r明治七年戌四月廿八日ヨリ取立」 明治6年 横長美・1 185

有金調　　（桃井控）　林延地寄金銭村方へ可上納分 明治7年1月2日 小切紙・1 989－02－09

2－5－1、上納

2－5－2．毛附

御用二付郷宿毛附帳　戸長桃井重九郎 明治6年1月吉日 横長半・1 673

御用二付郷宿毛附留帳　第四大区七小区下今井村戸長桃 明治7年1月吉祥日 横長美・1 261

井重九郎

2－5－3．請取

記　山形村之内大池耕地中村耕三→今井村御扱籾所御中
　古見・大池入会原野手米代金六円二十六銭二厘請取

明治8年12月13日 罫紙・1 990－05

2－5－4．山本村

記 山本村事務扱所（判）→今井村事務扱所御中 明治七 明治7年4月26日 横切折紙・1 977－02

年租税金差引、封筒あり

記 山本村事務扱所（判）→今井村事務扱所御役員御中 明治8年4月21日 小切紙・1 977－03

役場・旧役場入費割、封筒あり

2－6．金融

2－6－1．貸借

預り金証書之事　第四大区七小区今井村預り主桃井重九郎 明治8年4月29日 小切紙・1 972－04

→同区同村倉橋藤作殿内方

塩原竹治郎貸分　　（桃井藤太〉　辰・巳・午三年元金〆四 明治15年 小切継紙・1 992－02

十九円拾二銭四厘

塩原竹治郎借用分　　（桃井藤太）　塩原竹治郎の借用金、 明治16年春 小切折紙・1 992－04

計六百一円九十七銭二厘

預り証　東筑摩郡今井村川上郁四郎（判）→同郡同村桃井 明治16年4月8日 小切紙・1 965－32

藤太殿　矢島与六へ貸し金に付証書

記　　（桃井重九郎）　塩原竹治郎へ貸分、桃井藤太分と合 （明治16年暮） 小切継紙・1 992－03

わせ、計七十五円六十四銭二厘貸

2－6－2．証文

差上申一札之事　伊那郡片桐町大沢信蔵、筑摩郡野溝村請 明治7年5月 罫紙・1 961－10

人矢沢喜野右衛門→筑摩郡下今井村上条重吉殿　金子勘
定残り外引請両用に御座候に付
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2．今井村／2－6．金融／2．6．2．証文

（信濃国筑摩郡山本村古見耕地質地証文）　信濃国筑摩 明治8年1月20日 横切紙・1 964－08
郡第四大区五小区山本村古見耕地質地主齋藤亀太郎、金
主武田実弥→筑摩縣権令永山盛輝殿　奥書「前書之趣、
双方相糺候処、情実相違無御座候、依之私共奥書連印仕
候、以上、右村副戸長武田嘉九朗・上条五八」

書入証文之事　第四大区七小区筑摩郡今井村古池新田耕地 明治8年5月20日 横切継紙・1 810
借主古池利平（判）、同村請人塩原吉治（判）、今井村請
人桃井重九郎（判）　※ただし「桃井重九郎（判）」の部
分に墨引　→同区内今井村藤本久栄殿　奥書「前書之通
実地反別相違無之候也、亥五月二十日、右戸長、桃井藤
太（判）」

預り金証書　東筑摩郡西洗馬耕地中村牧太郎（判）→同郡 明治15年6月3日 罫紙・1 809－9
今井村桃井藤太殿

負債返済帳義太郎分 明治26年 横長美美・1 666

2－7．用水

2－7－1．川除

（某記） 川除に付雑文書九点 小切紙・9 806－5

2－7－2．水論

上（乍恐以口上書奉申上侯）　筑摩郡今井組今井村役人 明治4年11月 竪半・1 963－03
惣代組頭藤本平吾（判）・同古田治平（判）、名主中原周
治（判）・同桃井重九郎（判）→伊那県塩尻御出張所
用水争論の儀に付願

乍恐以書付奉願上侯　第三拾壱区今井村副戸長村山七郎 明治5年9月28日 罫紙・1 963－04
（判）・同古田治平（判）・同中原周治（判）、戸長桃井
重九郎（判）→筑摩郡御役所　当年干越に付違作に御座
候間、御検見願

乍恐以書取奉伺侯　用水の儀に付 明治6年1月4日 切継紙・1 962－04

乍恐以書付奉願上侯　第三＋一区筑摩郡今井村下分副戸 明治6年3月15日 罫紙綴・1 963－05

長村山七郎・同古田治平、戸長桃井重九郎→筑摩縣権令
永山盛輝殿　用水争論の儀に付願

（書付）　筑摩郡下今井村村方惣代　　、　　、　　、戸 明治6年4月11日 罫紙・1 963－06

長桃井重九郎→筑摩縣御役所　用水の儀に付、規定被仰
付度に付願書

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村村惣代村山藤治 明治6年4月27日 罫紙綴・1 963－07
（判）・同村山柘四郎（判）・同桜井勝五郎（判）・同上
条富五郎（判）・同古田伝八郎（判）、副戸長村山七郎
（判）・古田治平（判）、戸長桃井重九郎（判）→井上重
蔵殿、丸山登殿　用水の儀に付、規定被仰付度に付願

（書付）　用水の儀、未水流に付、田畝歩に応じ分水の儀
願

明治6年4月 罫紙・1 963－08

大川落名前附帳　戸長桃井重九郎 明治6年5月2日 横長美・1 555

乍恐以書付奉願上候　第三拾壱小区筑摩郡下今井村村惣 明治6年5月12日 罫紙綴・1 963－09

代古田伝八郎（判）・同上条富五郎（判）・同桜井勝五
郎（判）・同村山柘四郎（判）・村山藤治（判）、副戸長
村山七郎（判）・古田治平（判）、戸長桃井重九郎（判）
→筑摩縣権令永山盛輝　用水の儀、未水流に付願

乍恐以書付奉願上候　古田伝八郎、上条富五郎、桜井勝 明治6年5月14日 罫紙・1 963－10

五郎、村山柘四郎、村山藤治、村山七郎、古田治平、桃
井重九郎　用水の儀、呑水は勿論苗間等干上り、流未村

一114一



2．今井村／2－7．用水／2－7－2．水論

方一向安心仕に付願

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡第三拾壱区下今井村副戸長 明治6年5月27日 横切紙・1 963－11

村山七郎（判）　同古田治平（判）、戸長桃井重九郎（判）
→筑摩縣権令永山盛輝殿　用水の儀、呑水は勿論苗間等
干上り流未村方致様無御座に付、見分願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村村惣代村山藤治・ 明治6年5月28日 罫紙・1 963－12

同村山柘四郎・同上条富五郎・同古田伝八郎、副戸長村
山七郎・同古田治平、戸長桃井重九郎　用水の儀、呑水
は勿論苗間等干上り、致方之無候に付、公平水分規定願

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村村惣代村山柘四郎 明治6年6月9日 竪半・1 962－05

（判）　同桜井勝五郎（判）　同上条富五郎（判）　同古
田伝八郎（判）、副戸長村山七郎（判）・同古田治平（判）、

戸長桃井重九郎（判）→筑摩縣権令永山盛輝殿　今井村
上下と相分り、田方用水の儀に付、数度争論出来難儀仕
候に付取調願

乍恐以書付奉願上侯　右今井村村惣代古田伝八郎・同藤 明治6年6月9日 罫紙綴・2 963－13

本源一郎・同副戸長村山七郎・同溝上栄治・同古田治
平・同中原周治、戸長桃井重九郎→筑摩縣権令永山盛輝
殿　流未下分水行一向不仕候に付、見分願

乍恐以書付奉願上侯　今井村村惣代古田伝八郎・同藤本 明治6年6月9日 罫紙綴・1 963－14

源一郎、副戸長村山七郎・同溝上栄治・同古田治平・同
中原周治、戸長桃井重九郎→筑摩縣権令永山盛輝殿　用
水の儀に付願書　「請書一通」同綴

相定之事　第四大区内七小区筑摩郡下今井村戸長桃井重九 明治6年6月16日 竪継紙・1 963－15

郎（判）、副戸長古田治平（判）　同村山七郎（判）、（以
下村惣代八名連署判）　用水の儀相定に付、利用規定書

乍恐以書付奉願上候　第四大区七小区筑摩郡今井村副戸 明治6年9月18日 横切紙・1 963－17

長溝上栄治（判）　同中原周治（判）、戸長桃井重九郎
（判）→筑摩縣御庁　井節、水行相成候様行屈仕候に付、
御下ケ願書

差上申済口証文之事　第四大区七小区上今井村下新田耕 明治6年9月 横切紙・1 901

地願人（四名連名）、上今井村中沢耕地惣代（六名連名）、
副戸長（二名連名）→筑摩県権令永山盛輝殿　呑用水届
兼当春御出願仕候に付

以書付奉願上侯　今井村下分村惣代古田伝八郎（判）、副 明治7年2月8日 罫紙・1 962－07

戸長村山七郎（判）　同古田治平（判）、戸長桃井重九郎
（判）→筑摩縣権令永山盛輝殿　用水争論の儀に付訴

古見村二而探穴井筋井五七御願入用帳　下今井村副戸 明治7年5月31日 横長半・1 682
長桃井藤太

水防及水防二関スル記事簿　下区長桃井重太郎 大正8年4月～10年 横長半半・1 561

以書付奉願上候　用水争論の儀に付訴 壬申年 竪半・1 962－06

御請書　用水争論の儀に付訴 罫紙・1 962－08

（包紙）　包紙表「格別物無之願書類多分、水論諸書付、 切紙・1 963－01

山方江掛り候願書井に下案」

乍恐以書取奉願侯　渇水にて流未古田植付不相成難渋の 小切紙・1 963－18

村方に御座候に付、地引帳へ旱損と記入願書

為取替規定之事　第三拾壱区今井村下分戸長桃井重九郎、 罫紙綴・1 963－19

副戸長古田治平・同村山七郎、上分副長中原周治・同溝
上栄治、村惣代　　　　　、村惣代下分古田伝八郎・同
村山柘四郎・同藤木富五郎　今井村の儀は従前田用水立
は難渋の村方に有之、年々争論出来候に付

為取替規定之事　今井村の儀は従前田用水立は難渋の村方 小切紙・1 963－20
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2．今井村／2・7．用水／2－7－2．水論

に有之、年々争論出来候に付

為取替規則之事　今井村の儀は渇魑の村方にて従前水論不
　絶難渋の村方に有之候に付

小切紙・1 963－21

乍恐以書付奉願上候　干魑に付流未古田水行如何共致方 小切紙・1 963－22
無之候に付

乍恐以書付奉願上候　田方用水行争論出来候に付、公平 小切紙・1 963－23
の分水上今井村へ仰付願書

（某書付）　古見村にて用水引取方不実意之奉歎願候に付 罫紙・1 963－24

乍恐以書付奉願上候　鎖川用水相論の儀に付 小切折紙・1 994－01

鎖川水掛り田町歩記　（桃井） 小切紙・1 994－02

（上堰分水割）　（桃井） 小切紙・1 994－03

2－8．寺社

2－8－1．明細

浄土宗真義真言宗本末寺号其外明細帳　筑摩郡第三拾 明治5年5月10日 竪半・1 945－1
壱区上今井村戸長副中原周治印、下今井村戸長桃井重九
郎印→筑摩県御役所

（神社持物取調書上）　筑摩郡第三＋壱区今井村副戸長溝 明治5年9月30日 竪半・1 944
上栄治・同村山七郎・同古田治平・中原周治、戸長桃井
重九郎、旧神官梶原景貞→筑摩県御役所　帳問文書あり
古池原新田分同綴

2－8－2．造営

宝庫新築勧勧奨標 無極寺宝庫新築に付勧奨標 明治年 半・1 532

宝庫新築勧漿標 「和田邨無極寺知庫印」 無極寺罫紙使 （明治年問） 半（罫紙）・1 534
用

2－8－3．奉加・寄進

無極寺御本堂畳換奉加書留 明治9年～明治12年 横長半・1 914

証　長野県小縣郡上田町発起世話人竹内宮治郎・矢島清兵 明治15年5月 小切紙・1 919
衛（判）→桃井藤太殿　善光寺永代奉加入金受取証

請取証　無極寺大現堂建築掛（判）→周旋掛桃井重九郎殿 明治15年12月23日 横切紙・1 918
奉加表別紙有り

2－8－4．下金

証　筑摩郡今井村副戸長中原周治・戸長桃井重九郎、中原 小切紙・1 989－02－10

周治代印→筑摩県権令永山盛輝殿　諏訪社収納五分通下
ケ金割

2－8－5、檀中

檀中惣代点数標　　r和田邨無極寺知庫印」→今井村檀中御
　中　無極寺罫紙使用

明治14年9月 半（罫紙）・1 533

2－8－6．参詣

総本山知恩院参詣書留　信濃国東筑摩郡今井村桃井重九明治14年4月 半半・1 535

一116一



2．今井村／2－8．寺社／2・8－6．参詣

　郎

知恩院参詣入費後附ノ分 明治14年5月 横長半半・1 536
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3．桃井家／3－1．家／3－1－1．由緒

標題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

3．桃井家

3－1．家

3－1－1．由緒

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人八人惣代重左 天保6年9月17日 横切継紙・1 823－1
衛門（判）、佐野右衛門（判）→名主三右衛門殿御役人中
私共分家先祖代々の石碑乱妨致候者糺訴状

（桃井姓代々心覚）　桃井重九郎撰書 明治9年5月 罫紙綴・1 964－12

（郵便請取簿）　　r長野県東筑摩郡山本村戸長役場之印」 （明治12年〉 横切継紙・1 911
あり

聾入覚書　　（桃井）　三通 辰年2月 小切継紙・3 998－05

由緒書　　（桃井）　桃井家親族由緒書　裏書r此分二月廿2月20日 横切紙・2 998－09
日先方へ遣シ」

（某書）　　（桃井重左衛門ヵ）　寿永二年、義仲より今井 11月 小切紙・1 982－14

四郎との宛「朱印状？」偽文書

（薄井家由緒書上） 横長半・1 356

（桃井姓代々心覚）　差紙一通（小切紙二紙）あり 罫紙・1 964－09

　　　3－1－2．親戚

親戚会決議録 明治35年4月11日 半（罫紙）・1 353

3－1－3．政情

（大新形大功記十段目雑話）
　歌写

（桃井輩記） 幕末の戯 （幕末） 小切継紙・1 989－01－01

3－1－4．日記

年々日記覚帳 桃井重左衛門 文化10年1月 横長半半・1 658

3－1－5．冠婚葬祭

諸祝儀愁義理帳　桃井重左衛門 天保8年1月吉日 横長半・1 324

音信受納帳　表紙r五月＋四日九ッ時葬式、桃井重左衛門 天保ll年5月14日 横長半・1 325
死去ノ時」

音信受納帳　表紙r十二月八日葬式、桃井弥曽治死去ノ時」天保12年12月8日 横長美・1 327
「不幸に付入用覚」合綴

墓所書留控　本家桃井重左衛門 天保14年3月吉日 横長半半・1 328

祝儀入用帳 安政4年1月吉日 横長美半・1 329

家内納御立符御名前帳　下今井村　表紙r重郎右衛門席ノ 安政5年7月 横長半小判・1 330
時」

諸祝儀愁義理帳　桃井重左衛門 文久1年1月吉日 横長美・1 332

相定之事　亀蔵→むめ　r後妻二相迎候所不案心二付隠居 文久3年9月 横切紙・1 760
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3．桃井家／3－1．家／34－5。冠婚葬祭

地定置候」

津嶋牛頭天王様家内納御立符御名前帳　信州筑摩郡下 元治1年7月 横長美半・1 333
今井村控

於紋祝儀之節貰請帳　桃井藤太榔　表紙r中沢耕地横山明治9年3月12日 横長半・1 334
秀一諏二遣ス時」

於紋再祝儀入費書留帳　表紙r＋二月ヨリ買入記」 明治13年12月 横長半・1 335

明治十四年八月二十二日没、貞蓮社源轡光阿願応井鏡 明治14年 横長半・1 336
善大姉葬式諸入費帳　表紙r桃井藤太母」

音信受納簿　表紙r明治＋四年八月二＋二日没」r桃井重 明治14年 横長美・1 337
九郎妻」　後表紙「桃井藤太母七十三歳」

買物控　一周忌の時分（6）、「屹度此通りト申二も参り不至 明治15年10月6日 小切紙・1 987－02－06

候」

一周忌　一周忌の時分（5）、献立下書　「屹度此通りト申 明治15年10月9日 小切紙・1 987－02－05

二も参り不申候」

（桃井重九郎妻三回忌法事節音信受納帳）　（桃井氏） 明治16年9月30日 横長半・1 338

桃井誠一死去買物控簿　　（桃井氏）　r明治＋八年三月 明治17年 横長半・1 339
三日亡誠十一周忌」合綴

音信受納簿　　（桃井氏）　表紙r明治十七年三月三日没」明治17年 横長美・1 340
「桃井誠一年二十一歳」

和田無極寺供養米勘定簿　総代桃井義太控 明治18年10月 横長半・1 341

伊勢昆刀比羅参詣見舞受納簿　桃井藤太　表紙r明治二明治20年1月31日 横長半・1 342
十年一月三十一日出発三月二十日下向ス」

亡母七年回法事執行ノ時受納控 明治20年4月22日 横長半・1 343

祝儀受納簿　桃井義太郎妻 明治21年12月19日 横長美・1 346

行内江縁段じゅう事本名さと祝儀受納帳　桃井藤太榔 明治21年12月 横長美・1 344
「明治十四年於紋池田町江祝儀節、祝儀受納帳」合綴

祝儀諸入費書留簿　桃井義太郎 明治21年12月 横長美・1 345

産着衣受納簿　桃井重太郎表紙r明治廿三年拾壱月六日（明治23年） 横長美・1 347
生」「称名桃井重太郎」

音信受納簿　　（桃井氏）　表紙r明治廿四年八月廿六日」明治24年8月26日 横長美・1 348
「亡桃井重九郎」　　「明治廿四年八月廿六日、桃井重九郎
死亡に付諸事覚」合綴

里縁証御買物入用帳控 明治25年4月 横長美・1 349

隣家火災二付見舞貰物覚帳　桃井控 （明治27年） 横長美・1 350

みさよ嫁入二付祝儀貰物諸入費帳　桃井藤太控 明治28年12月 横長美・1 351

亡母十七回忌・亡父七回忌・亡誠一十三回忌法事執行 明治30年3月26日 横長美・1 352
諸事控桃井藤太

祝儀受納簿　桃井重太郎 大正2年11月28日 横長半・1 354

十月廿一日法事　（桃井）　法事の際、人名・持参金・持 10月21日 小切継紙・1 998－02

参物、控

（婚礼受納覚帳） 横長美・1 326

葬式役配 横長半・1 355
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3．桃井家／3－1．家／3－1－5．冠婚葬祭

（音信受納簿）
横長半・1 358

買物控　（桃井） 横長半・1 998－01

献立　（桃井） 小切継紙・1 998－03

役配葬儀役割分担書 横切紙・2 998－08

3－2．土地

3－2－1．質地

質物二入置申田畑手形之事　本人吉次郎（判）、請人金 文化6年11月 横切紙・1 606－57
蔵（判）、同人忠次郎（判）→堀村重左衛門殿

質物二入置申田地手形之事　本人岩松（判）、請人新吉 文化6年 横切紙・1 606－58
（判）、同人友八（判）→下今井堀村重左衛門殿

質物入置申田地手形之事　本人弥助（判）、受人小源次 文化7年3月 横切紙・1 606－08
（判）・同断源之丞（判）　裏書「表書之通相違無御座候、
已上、名主忠右衛門（判）」

質物二入置申田畑手形之事　本人吉弥（判）、請人吉次 文化7年12月 横切紙・1 606－59
郎（判〉、同人甚右衛門（判）→当村重左衛門殿

質物二入置申畑手形書事　下新田本人長右衛門（判）、請 文化8年7月 横切紙・1 606－14
人清右衛門（判）・同人政吉（判）→下今井村重左衛門
殿

質物二入置申屋しき手形之事　本人吉次郎（判）、受人 文化8年12月 横切紙・1 606－28
忠次郎（判）・同人金蔵（判）→堀村重左衛門殿

質物二入置申侯地所之事　上今井村本人助作（判）、同所 文化9年ll月 横切紙・1 606－12
受人久蔵（判）、同下新田組世話受吉郎次（判）→下今井
村重左衛門殿

質物二入置申田地手形之事　下今井村置主八右衛門 文化12年11月 横切紙・1 606－37
（判）、受人茂忠太（郎ヵ）（判）・同断村蔵（判）→当村重
左衛門殿

質物二入置申畑之事　下今井村東組本人佐右衛門（判）、 文化13年ll月 横切紙・1 606－13
同受人重四郎（判）・同断嶋右衛門（判）→当村堀村組
重左衛門殿

質物二入置申屋しき手形之事　本人与左衛門（判）、受 文化13年12月 横切紙・1 606－05
人杢右衛門（判）→南組重左衛門殿

質物二入置申地所之事　上今井中村組本人太郎左衛門 文政3年ll月 横切紙・1 606－16
（判）、受人万之助（判）・同断吉郎次（判）→下今井堀
村組重左衛門殿　裏書「表書之通無相違候、以上、名主
忠左衛門（判）」

質物二相渡申畑手形之事　本人国次郎、受人藤次郎（判） 文政3年11月 横切紙・1 606－17

→ほり村重左衛門殿

質物二入置申田地手形之事　市場組本人孫三郎（判）、 文政4年11月 横切紙・1 606－04
受人八十吉（判）・同断村蔵（判）→南組重左衛門殿

質物入置申田地手形之事　本人峯吉（判）、請人吉太郎 文政5年12月 横切紙・1 606－15
（判）・同断喜兵衛（判）→南組重左衛門殿

質物二入置申田畑手形之事　柳原村本人市右衛門（判〉、 文政8年12月 横切紙・1 606－29
受人庄左衛門（判）・同断久右衛門（判）→南与重左衛
門殿

質物二入置申屋しき手形之事　本人岩松（判）、受人友 文政8年12月 横切紙・1 606－50
八（判）→南組重左衛門殿
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