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壱ヶ年季売渡証文之事　本人惣助、受人友右衛門→村佐 文政10年11月 横切継紙・1 606－48

兵衛殿　裏書「表書之通相違無御座候、以上、名主惣助、
年寄角兵衛、名主勘右衛門」

質物二入置添書手形之事　伝八郎（判）、文太郎（判）、 文政ll年H月 横切紙・1 606－07

菊右衛門（判）→重左衛門殿

質物二入置申林手形之事　置主与左衛門（判）、受人儀兵 文政ll年11月 横切紙・1 606－53

衛（判）・同断杢右衛門（判）→南組重左衛門殿

質物二相渡申林手形之事　下今井村借主式五郎（判）、受 文政12年12月 横切紙・1 606－31

人庄左衛門（判）→当村重左衛門殿

質物二入置畑手形之事　東組本人甚左衛門、同請人要右 文政13年12月 横切紙・1 606－10

衛門・同断忠次郎→南組重左衛門殿

差出し申規定証文之事　上今井村本人平兵衛（判）、受人 天保2年10月 切紙・1 966－2
亀松（判）→下今井村重左衛門殿　質物二入置候地所の
儀に付

差出し申規定証文之事　上今井村本人平兵衛（判）、受人 天保2年11月 切紙・1 966－3
亀松（判）→下今井村重左衛門殿　質物二入置候地所の
儀に付

質物二相渡申田畑手形之事　市場方村本人久左衛門 天保2年 横切紙・1 606－60

（判）、受人喜兵衛（判）→当村重左衛門殿

質物二相渡し田地手形之事　本人金蔵（判）、請人忠次 天保4年12月 横切紙・1 606－36

郎（判）・同断吉弥（判）→南組重左衛門殿

地所替申証文之事　本人牧右衛門（判）、立合人菊太郎 天保5年2月 横切紙・1 822
（判）・同断吉左衛門・同断唯吉→重左衛門殿　地所質入
証文

質物二入置申田畑手形之事　本人佐野右衛門（判）、受 天保7年2月 横切紙・1 606－23

人庄左衛門（判）　同断唯吉（判）一→当村重左衛門殿
裏書「表書之通リ相違無之候、以上、名主平兵衛（判）」

質物二相渡申林手形之事　市場方組本人六郎右衛門（判）、 天保7年12月 横切紙・1 606－22

請人孫三郎（判）　同断勝右衛門（判）→南組重左衛門
殿

質地高入年貢帳　桃井氏 天保8年1月吉日 横長半・1 601

質物二入置申林之事　借主亀吉（判）、受人喜代七 天保8年12月29日 横切紙・1 862－5
（判）・同断清三郎（判）→当村重左衛門殿　差紙あり。
本文書及び次枝番文書二通紐綴

質物二相渡し申田地証文之事　市場方組本人八百吉 天保8年12月 横切紙・1 606－77
（判）、請人庄左衛門（判）→南組重左衛門殿

質物二相渡し申田地手形之事　上組本人斧弥（判）、請 天保9年1月 横切紙・1 606－03

人幸右衛門（判〉・同断万之助（判）→下今井重左衛門
殿　裏書「表書之通相違無之候、已上、名主平兵衛
（判）」

質物二相渡申田地之事　上今井村本人半左衛門（判）、受 天保9年閏4月 横切紙・1 606－55

人万之助（判）→下今井村重左衛門殿　裏書「表書之通
リ相違無之候、以上、名主平兵衛（判）」

質物二相渡ス林地証文之事　本人八右衛門（判）、請人 天保9年12月 横切紙・1 606－06
伝七→当村重左衛門殿

質物二相渡申田畑証文之事　上今井村本人右太郎（判）、 天保9年12月 横切紙・1 606－46

請人佐忠治（判）・縫治郎（判）→下今井村重左衛門殿
裏書「表書之通相違無之候、以上、名主平兵衛（判）」

質地高入御年貢帳　桃井重左衛門 天保10年1月吉日 横長半・1 602
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質地二入置借用申田地手形之事　市場方借主嘉衛門 天保10年4月 横切紙・1 606－78

（判）、請人武助（判）→南組重左衛門殿　裏書「表書き
のとおり相違無い之候以上、亥四月、名主三右衛門
（判）」

質物相預ケ申証文之事　本人左野右衛門（判）→重左衛 天保11年12月 横切紙・1 611－01

門殿　以下枝番3番まで三通綴紐

質地二入置申屋敷畑手形之事　下今井村本人幸之助 天保15年1月 横切紙・1 606－79

（判）、請人武助（判）→当村重左衛門殿　裏書「表書之
通高反別相違無之候、以上、辰正月、名主茂右衛門
（判）」

質物二相渡申田畑林証文之事　下今井村本人佐野右衛門 天保15年1月 横切継紙・1 606－81

（判）、受人万次郎（判）→当村重左衛門殿

質物二相渡申畑証文之事　下今井村本人佐野右衛門（判）、 天保15年2月 横切紙・1 606－80

同受人万次郎（判）→当村重左衛門殿　以下枝番号83番
まで四通綴

差出し申小作証文之事　下今井村本人佐野右衛門（判） 天保15年2月 横切紙・1 606－82

→当村重左衛門殿

差出し申一札之事　下今井村佐野右衛門（判）→当村名 天保15年2月 切紙・1 606－83

主茂右衛門殿御役人御衆中

奉差上済口証文之事　下今井村ノ訴訟方重左衛門（判）、 天保15年6月 横切継紙・1 854
同村相手林治郎（判）、同村差添組頭新右衛門（判）→松
本御役所　下今井村重左衛門より同村林治郎へ相懸り質
地取替金の儀に付訴

質物二入置申地所証文之事　下今井村本人久兵衛（判）、 天保15年10月 横切継紙・2 606－33

請人幸蔵（判）→当村重左衛門殿　継紙「差出し申一札
之事」

質地証文之事　下今井村本人亀吉、請人弥助・同断末吉→ 天保15年12月 横切紙・1 862－6

当村重左衛門殿　差紙あり

質山林証文之事　下今井村本人新右衛門（判）、受人利兵 弘化3年8月 横切紙・1 606－34

衛（判）→当村重左衛門殿

質流地二相渡証文之事　上今井村本人小兵衛（判）、受人 弘化5年1月28日 横切紙・1 608－05

秀之助（判）・同断品之丞（判）→下今井村重左衛門殿

一札之事　下今井村重左衛門→上今井村小兵衛殿 弘化5年1月28日 小切紙・1 611－04

質地証文之事　下今井村本人種吉（判）、受人三代吉（判） 嘉永1年 横切紙・1 606－84

→同村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違之なく候、
以上、名主茂右衛門（判）、与頭式左衛門（判）」

質地証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、受人元右衛 嘉永2年12月 横切紙・1 606－45

門（判）・同断左忠次（判）→下今井村重左衛門殿　追
書「前書之通高反別相違無之候、以上、酉十二月、名主
品之丞（判）」

質地証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、受人元右衛 嘉永2年12月 横切紙・1 606－51

門（判）・同断左忠次（判）→下今井重左衛門殿　追書
「前書之通高反別相違無之候、以上、酉十二月、名主品之
丞（判）」

己年ヨリ質流　桃井重左衛門　結付・帳間文書あり 嘉永3年1月吉日 横長美半・1 599

質地証文之事　下今井村本人八郎右衛門（判）、請人助右 嘉永3年1月 横切紙・1 606－35

衛門（判）→同村重左衛門殿

質地証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、同所受人元 嘉永3年6月 横切紙・1 606－24

右衛門（判）・同断文右衛門（判）→当村清兵衛殿　追
書「表書之通高反別相違無之候、以上、戌六月・名主品
之丞（判）」
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質地御年貢覚帳　桃井重左衛門 嘉永4年1月吉日 横長半・1

書添質流地証文事　上今井村本人増左衛門（判）、同所請 嘉永4年1月 横切継紙・1

人元右衛門→下今井村重左衛門殿

差出し申一札之事　下今井村重左衛門印→上今井村増左 嘉永4年1月 竪小切紙・1

衛門殿　追書「如斯認メ書面差出し置候、下書留候」

書添申流地証文之事　上今井村本人益左衛門（判）、同所 嘉永4年12月 横切紙・1
受人元右衛門（判）→下今井村重左衛門殿

質地証文之事　上今井村借主益左衛門（判）、受人佐忠次 嘉永5年7月 横切継紙・1

（判）　同断元右衛門（判）　同断清兵衛（判）→下今井
村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違無之候、以上、
子七月、名主品之丞（判）」

質入土蔵証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、同所受 嘉永6年3月 横切紙・1
人元右衛門（判）→同村重左衛門殿、清兵衛殿　裏書
「表書之通双方示談行届候二付奥印致候以上、丑三月、名
主品之丞（判）」

質地証文之事　下今井村本人佐の衛門（判）、請人吉左衛 嘉永6年8月 横切継紙・1

門（判）　同断佐の吉（判）→同村重左衛門殿　裏書
「表書之通高反別相違無之候、以上、丑八月、名主茂右衛
門（判）」　継紙「差出し申一札之事」

質地証文之事　本人友右衛門（判）、受人兼蔵（判）→当 嘉永6年 横切紙・1
村佐里殿

質地証文之事　上今井村本人久兵衛（判）、受人源市郎 嘉永7年1月 横切紙・3
（判）→下今井村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違
無之候、以上、寅正月、名主品之丞（判）」　結付文書
（絵図）二紙あり

差出し申質入土蔵一札之事　上今井村本人益左衛門 安政1年12月 横切紙・1
（判）、元右衛門（判）→下今井村重左衛門殿

差出し申証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、受人左 安政2年ll月 横切紙・1
忠次（判）　同断元右衛門（判）　同断条右衛門（判）
→下今井村重左衛門殿

林質流地証文之事　下今井村本人種吉（判）、受人亀太郎 安政3年1月 横切紙・1
（判）　同断新左右衛門（判）→同村重左右衛門殿

質地証文之事　下今井村本人新右衛門（判）、請人伝七 安政4年1月 横切継紙・1

（判）→同村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違無御
座候、以上、名主茂右衛門（判）、組頭伝七（判）」

（某田図・高反別目録）　東新右衛門分 安政4年3月 小切紙・1

質地証文之事　開発場借主九郎右衛門（判）→下今井村重 安政5年5月 横切紙・1
左衛門殿

質地証文之事　下今井村本人佐之（右）衛門（判）、同受 安政5年10月 切継紙・2地証文之事　下今井村本人佐之（右）衛門（判）、同受
人左の吉（判）→同村重左衛門殿　裏書「表書之通反別
上分相違無之候、以上、午十月、名主品之丞（判）」　継
紙「差出し申一札之事」

横切紙・1
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切
　
　
継

横
　
　
切

質地証文之事　下今井村本人九兵衛（判）、請人倉次郎安政5年11月
　（判）→同村重左右衛門殿　追書「前書之通林畝米相違無
　御座候、以上、下今井村与頭重郎右衛門（判）」

一札之事　下今井村当人平五郎（判）、請人平左衛門（判）安政6年1月
　→同村重左衛門殿　譲請候畑之事に付

質地証文之事　下今井村本人倉次郎（判）、請人円右衛門安政7年3月
　（判）、同断式右衛門（判）→当村重左衛門殿　裏書「表
　書之通高反別上分相違無御座候、以上、下今井村与頭重

一123一



3．桃井家／3－2．土地／3－2－1．質地

郎右衛門（判）」　継紙「北村倉次郎屋しき畑覚帳」

質地証文之事　下今井村本人富弥（判）、受人清九郎 万延2年2月 横切紙・1 606－66

（判）　同断吉五郎（判）→上神林村野口庄三郎殿　裏書
「表書之通高反別相違無之候、以上（左箇所墨引）、酉三
月、名主彦三郎（判）、是ハ未年請戻し二相成候」

質地証文之事　下今井村本人松弥（判）、請人竹治郎 文久2年3月 横切紙・1 853－3

（判）・同断伝八郎（判）→当村重左衛門殿　裏書「表書
之通り高反別無相違候、以上、戌ノ三月、地庄屋清兵衛
（判）」

質地証文之事　下今井本人種弥（判）、請人兵右衛門（判）、 文久2年10月 横切紙・1 606－56

同断竹次郎（判）→神林村吉重殿　追書「前書之通高反
別相違無之候、已上、戌十月、右同村名主重左衛門
（判）」

質林地証文之事　上今井村本人音右衛門（判）、受人浅吉 文久2年12月 横切紙・1 606－67

（判）　同断元右衛門（判）→下今井村重左衛門殿　追書
「前書之通反別相違無之候、已上、戌十二月、名主登兵衛
（判）」　付文書（絵図）二紙（小切紙）あり

乍恐以書付奉願上候　右訴訟人唯右衛門→村御役人中 文久3年ll月 横切継紙・1 960－4

質地二差入候地所請戻度に付願書　以下枝番3号文書まで
綴紐

乍恐以書付奉願上候　右訴訟人唯右衛門→村御役人中 文久3年11月 横切継紙・1 960－2

質地二差入候地所請戻度に付願書

乍恐以書付奉願上候　右訴訟人唯右衛門（判）→村御役 文久3年ll月 横切継紙・1 960－3

人中　質地二差入候地所請戻度に付願書

質地証文之事　下今井村本人万兵衛（判）、同受人武兵衛 文久4年2月 横切紙・1 606－68

（判）→当村重左衛門殿　裏書「表書之通高反別相違無御
座候、以上、組頭重郎右衛門（判）」

質地証文之事　下今井村本人兵右衛門（判）、請人与右衛 元治1年12月 横切継紙・1 606－54

門（判）→当村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違
無御座候、酉十二月、組頭次左衛門（判）」　副書「（質
地証文ニテ奥印致遣ス申候）」（小切紙）あり

証文之事　下今井村本人勝右衛門印→梶原伊豆守殿　質地 慶応1年12月 小切紙・1 774
二入置田畑、差支有之候に付御延し証文

油質証文之事　水代村置主油屋亀之助（判）→下今井村桃 慶応2年3月 横切紙・1 611－02

井重左衛門様

証書之事　下今井村重左衛門→高遠領小野沢新田茂右衛門 慶応2年ll月 小切紙・1 981－09

殿　裏書「小野沢茂右衛門質証文、一通」、三年春請取代
金百五十両相渡

質流地二相渡証文之事　下今井村本人万兵衛（判）、受人 慶応3年1月 横切紙・1 608－08

重郎治（判）→当村桃井重左右衛門殿　裏書「表書之通
高反別相違無之候、以上、組頭重郎右衛門（判）」

質地証文之事　上今井村名主今井忠左衛門印、組頭久兵衛 慶応3年1月 横切紙・1 860
印・同清兵衛印・同兵左衛門印、百姓代文左衛門印・同
平兵衛印・同品之丞印・同三郎左衛門印、下今井村名主
桃井重左衛門印、組頭重郎右衛門印・同治左衛門印、百
姓代寿太次印・同久右衛門印→神林村上条佐五郎殿　村
方入用差支に付共有地質地に入れ候二付

質地証文之事　下今井村本人与右衛門（判）、請人兵右衛 慶応3年1月 横切紙・1 957－2

門（判〉→当村重左衛門殿　裏書「表書之通り高反別相
違無御座候、組頭次左衛門（判）」

質地証文之事　下今井村本人友右衛門（判）、受人兼蔵 慶応3年2月 横切紙・1 606－69

（判）・同断亀蔵（判）→上神林村慶治郎殿　裏書「表書
之通高反別相違無之候、以上、卯ノニ月、名主桃井重左
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衛門（判）」

質地証文之事　御領分竪石村借主八郎右衛門（判）、請人 慶応3年12月 横切紙・1 957－3
増蔵（判）・下今井利右衛門（判）→御預所下今井村与
右衛門殿

質物証文之事　水代村亀屋亀之助（判）→下今井村質屋重 慶応4年7月 横切紙・1 611－03

左衛門殿

質地証文之事　下今井村本人源右衛門（判）、受人重四郎 明治1年12月 横切紙・1 606－70

（判）→当村治郎兵衛殿

質物帳桃井重左衛門 明治2年1月 半・1 604

質地二相渡証文事　高遠領古見村本人岡右衛門（判）、受 明治2年2月 横切継紙・1 606－09

人九郎右衛門（判）→御料下今井村重左衛門殿　追書
「前之通高反別相違無之候、以上、已二月、名主忠左衛門
（判）」

質地証文之事　上今井村本人治左衛門（判）→当村重左衛 明治2年2月 横切紙・1 606一曜8
門殿

質地二付差出申証文之事　下今井村本人重左衛門印→上 明治2年9月 切継紙・2 606－52

今井村品之丞殿　副書あり　副書「本証文ハ添書証文之
反別相違、添書之分御検地帳二全ク見江須」

雇斤晶二菰十一ラ宙　　丁ム。＋卜壬｝噛・駈鯖　　自　　〆虫h　　一主　　主＋・麗 右
606－38順切紙・1

606－71横切継紙・2

質地証文之事　下今井村本人紋四郎（判）、請人清左衛門明治2年12月
　（判）・同断松弥（判）→当村重左衛門殿　追書「前書之
　通り高反別無相違御座候、以上、組頭治左衛門（判）」

質地証文之事　下今井村本人富弥（判）・同断俸寅吉（爪明治2年12月
　印）、請人吉五郎（判）→当村重左衛門殿　裏書「表書之
　通リ高反別相違無御座候、以上、組頭重郎右衛門（判）」
　継紙「小作証文之事」

606－72横切紙・1

608－04横切紙・1

853－2横切紙・1

606－32横切紙・1

606－73横切継紙・1

606－74横切紙・1
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質地証文之事　下今井村本人重四郎（判）、請人治郎兵衛明治2年12月
　（判）→当村源右衛門殿　追書「前書之通高反別相違無之
　候、以上、巳十二月、名主重左衛門（判）」　本文書、事
　書・事実書・署判・追書に墨引

質流地二相渡申田地証文之事　松平御支配所堅石町村本明治2年12月
　人惣代太四郎（判）・治右衛門（判）・太兵衛（判）
　半六（判）・治郎左衛門（判）・善七（判）・孝重
　（判）・万蔵（判）・与市（判）・民右衛門（判）・栄吉
　（判）・民吉（判〉→御料下今井村桃井重左衛門殿　裏書
　「表書之通高反別相違無之候、以上、明治二巳年十二月、
　堅石町村庄屋喜村市左衛門（判）・同江原庄兵衛（判）」

流地規定証文之事　下今井村本人松弥（判）・同断竹治明治3年3月
　郎（判）、証人伝八郎（判）・上今井村同断定兵衛（判）
　→当村重左衛門殿

書添備用証文之事　下今井村本人紋四郎（判）、受人治左明治3年8月13日
　衛門（判）→当村重左衛門殿

質地証文之事　下今井村本人与右衛門（判）、受人紋治郎明治3年12月
　（判）・同断兵右衛門（判）→同村桃井重左衛門殿　追書
　「午十二月、前書之通高反別相違無之候、以上、組頭古田
　治平（判）」

質地証文之事　下今井村本人重三郎（判）、請人治郎兵衛明治3年12月
　（判）・同断源伍（判）→同村治郎左衛門殿　裏書「表書
　之通畝歩所未相違無之候、以上、午ノ十二月、名主桃井
　重左衛門（判）」、但し、右裏書「（判）」に墨引

質地高入書留帳　桃井重左衛門　表紙r三月写換改」　　明治3年

質地証文之事　下今井村本人須沢長之介差合掛リ無印、受明治4年12月
　人須沢仲丁差合掛リ無印→同村倉橋増蔵殿　追書「右之
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通相違無之に付、写奉差上候、」

質流二譲渡地所証文之事　下今井村本人清沢伊藤太（判）、 明治4年12月 横切紙・1 608－07

受人清沢鉄弥（判）→同村桃井重九郎殿　以下枝番号9番
まで、三通綴紐　裏書「表書之通リ高反別相違無之候、
組頭古田治平（判）」

質地証文之事　下今井村本人須沢兵右衛門（判）、請人古 明治5年1月 横切継紙・1 606－19

田伝八郎（判）・同断古田定兵衛（判）→当村梶原景貞
殿　追書「前書之反別伝吉無尽書入奥書印致シ有之候上
者、来ル亥年迄四ヶ年掛返シ無滞相済候ハバ、右地所質
地二可致候、以上、壬申正月、右村名主桃井重九郎
（判）」

乍恐以書取御伺奉申上候　筑摩郡第三＋一区下今井村桃 明治5年4月25日 横切紙・1 961－08

井重九郎→筑摩県御役所　質地の儀、年季相過候に付

質地証文之事　借主橋＋郎（判）、請人文五郎（判）→武 明治5年8月 横切紙・1 606－76

居八百吉殿　裏書「表書之通高反別相違無之候、以上、
壬申年八月、戸長桃井重九郎（判）」

質地証文之事　今井村借主古田治市（判）・同断溝上定市 明治5年10月26日 横切紙・1 862－4

（判）、受人桃井唯衛・同断古田治郎（判）→倉橋増蔵殿
裏書「表書之通高反別相違無之候、以上、申十月、戸長
桃井重九郎（判）」

質地証文之事　今井村本人小林音次郎（判）、請人村山喜 明治6年2月 横切継紙・1 606－20

曽次（判）・同断同七郎→御連衆中

質地証文之事　下今井村借用主桜井儀作（判）、受人桜井 明治6年2月 横切紙・1 862－3

五朗→同村桜井慶蔵殿

質地証文之事　三拾壱区下今井村本人村山五郎平、受人村 明治6年9月 横切紙・1 862－1

山幸平→当村田中豊太郎殿

証書之事　第四大区七小区今井村桃井重九郎印→同区同村 明治8年1月21日 竪切紙・1 608－06

三村紋四郎母三村奈徒殿　追書「右之通リ書面亥一月廿
二日先方相渡置候、控置候」

質流田地証書之事　第四大区七小区今井村三村紋四郎母 明治8年1月21日 横切紙・1 608－10

三村なつ（判）、請人塩原登奈十（判）→同区同村桃井重
九郎殿

預り金証書　東筑摩郡今井村田中皆重（判）→同郡同村桃 明治15年7月4日 罫紙・1 701

井藤太殿　質地証文

質入地所証　東筑摩郡神林村本人野口保次郎○、保証人藤 明治16年1月4日 半・1 606－86

枝琴三郎・同野口九平→同郡今井村桃井藤太殿　追書
「前書之通反別代価相違無之候に付奥印候也、右村戸長石
川実太郎○」

質地証文之事　下今井村本人亀蔵（判）、受人八百吉（判） 卯年3月 横切紙・1 606－25

→上神林吉次郎殿　裏書「表書之通リ高反別相違無御座
候、以上、下今井村与頭重郎右衛門（判）」

質物二相渡シ申手形之事　質物置主新右衛門（判）、受人 亥年7月 横切紙・1 606－02

嶋右衛門（判）・同断長右衛門（判）→重左衛門殿

寅年ヨリ流質 横長美半・1 600

（質入証文差紙）　以下枝番文書四通（枝番05まで）をく 小切紙・1 606－01

るむ

（質入証文包紙）　以下枝番48号文書までの包紙。紙背文 横切紙・1 606－30

書あり　端裏書「紋四郎証文、此包証書ハ大損致シ地所
請取相済候、証ノ分存之候」　質地証文　但し、文書全
体・署判・宛所・奥裏書に墨引

（質入証文差紙）　以下枝番文書三通（枝番42番まで）を 小切紙・1一 606－39
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くるむ　表書「此分前田一反歩一枚田当時持居候而外、
河原田畝歩之分ハ、伝吉江売り候分、右証文之分也」

（質入証文差紙）　以下枝番文書三通（枝番45番まで）を 小切紙・1 606－43
くるむ　表書「此分前田五十両証文、添書証文〆七拾二
両二通、外二小作証文壱通」

（高反別記）（断簡）　以下枝番4番まで四通紙繕 小切紙・2 608－01

3－2－2．売却

売却地所明細簿　桃井氏 明治35年8月18日 横長半・1 475

3－3．小作

3－3－1．小作帳

小作預ケ方帳　桃井重左衛門 文化15年1月 横長美半・1 359

田畑預帳　桃井重左衛門 文政4年1月吉日 横長美半・1 423

小作預覚帳桃井氏 文政6年1月吉日 横長美半・1 360

小作覚帳　桃井重左衛門 文政8年1月吉日 横長美半・1 361

小作預帳　桃井重左右衛門 文政10年1月吉日 横長美半・1 362

小作預帳　桃井重左衛門 文政ll年1月吉日 横長美半・1 363

小作預覚帳　桃井重左衛門 天保9年1月吉日 横長半・1 386

小作預方帳　桃井重左衛門 天保10年1月吉日 横長半・1 387

小作預方帳　桃井重左衛門 天保11年1月吉日 横長半・1 388

小作預方帳　桃井重左衛門　r天保＋二丑年籾子受取記」
　合綴

天保12年1月吉日 横長半・1 389

小作預籾覚帳　桃井重左衛門　r寅十年納籾子受取帳（天
　保十三年十月吉日、桃井重左衛門）」合綴

天保13年1月吉日 横長半・1 364

小作預納籾子覚帳　桃井重左衛門 天保14年1月吉日 横長半・1 390

小作預納籾子覚帳　桃井重左衛門 天保15年1月吉日 横長半・1 391

小作預納籾覚帳”桃井重左衛門 弘化2年1月吉日 横長半・1 365

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 弘化3年1月吉日 横長半・1 366

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 弘化4年1月吉日 横長半・1 367

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 弘化5年1月吉日 横長半・1 368

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門
嘉永2年1月吉日 横長半・1 369

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 嘉永3年1月吉日 横長半・1 370

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 嘉永4年1月吉日 横長半・1 371

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 嘉永5年1月吉日 横長半・1 372

当子納籾請取帳　桃井重左衛門 嘉永5年10月吉日 横長半・1 373

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 嘉永6年1月吉日 横長半・1 375

当丑納籾請取帳　桃井重左衛門 嘉永6年10月吉日 横長半・1 374
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小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 嘉永7年1月吉日 横長半・1 376

当寅納籾請取帳　桃井重左衛門 嘉永7年10月吉日 横長半・1 377

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門 安政2年1月吉日 横長半・1・ 378

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当辰納籾請取覚」合綴 安政3年1月吉日 横長半・1 380

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当巳納籾請取覚」合綴 安政4年1月吉日 横長半・1 381

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当午納籾請取覚帳（安 安政5年1月吉日 横長半・1 382
政五午年十月吉日、桃井重左衛門）」合綴

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当未納籾請取覚帳（安 安政6年1月吉日 横長半・1 383
政六己未年十月吉日、桃井重左衛門）」合綴

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当申納籾請取覚帳（万 安政7年1月吉日 横長半・1 384
延元申年十月吉日、桃井重左衛門）」合綴

小作預納籾覚帳　桃井重左衛門　r当酉納籾請取覚帳（文 文久1年1月吉日 横長半・1 385
久元辛酉年十月吉日、桃井重左衛門）」合綴

卯年納請取覚帳 10月吉日 横長半・1 379

3－3－2．証文

小作証文之事　下今井村本人種吉（判）、受人三代吉（判） 嘉永1年 横切紙・1 840－01

→同村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村本人増左衛門（判）、受人元右衛 嘉永3年1月 横切紙・1 840－02

門（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村本人益左衛門（判）、受人左忠次 嘉永5年 横切紙・1 840－03

（判）　同断元右衛門（判）→下今井重左衛門殿

小作滞一札之事　上今井村小作人増左衛門（判）→下今井 嘉永6年3月 横切紙・1 852－5

村重左衛門殿

小作滞証文之事　上今井村本人益左衛門（判）→下今井重 安政1年12月 横切紙・1 852－3

左衛門殿

小作証文之事　上今井村小作人増蔵（判）、同所受人佐忠
　次（判）・同所同断条右衛門（判）→下今井村重左衛門

安政2年2月 横切紙・1 840－04

殿

小作証文之事　上今井村小作人佐忠次（判）、同所受人条
　右衛門（判）　同所同断増左衛門（判）→下今井村重左

安政2年2月 横切紙・1 840－05

衛門殿

小作証文之事　上今井村小作人堅蔵（判）、同所受人佐忠 安政2年3月 横切紙・1 840－06

次（判）→下今井村重左衛門殿

小作滞証文之事　上今井村本人増蔵（判）　同所同堅蔵 安政2年12月 横切紙・1 851

（判）→下今井村重左衛門殿

小作滞証文之事　上今井村左忠治（判）　同断丈右衛門 安政2年12月 横切紙・1 852－4

（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村新右衛門（判）、受人伝七（判） 安政4年1月 横切紙・1 840－07

→同村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村本人浅吉（判）、受人元右衛門 安政5年1月15日 横切紙・1 840－08

（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村宝輪寺（判）→下今井村重左衛門 安政5年1月 横切紙・1 840－10

殿

小作証文之事　上今井村本人房吉（判）、受人幾右衛門 安政5年1月 横切紙・1 840－11
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（判）・同断条右衛門（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　上今井小作人嘉左衛門（判）、証人丈左衛 安政5年3月 横切紙・1 840－09

門（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人増蔵（判）、請人喜助 安政5年3月 横切紙・1 840－40

（判）・同断元右衛門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人猶吉（判）、請人市右衛門 安政5年7月 横切紙・1 840－12

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人八郎右衛門（判）、請人円 安政5年7月 横切紙・1 840－13

三郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人円三郎（判）、請人八郎右 安政5年7月 横切紙・1 840－14

衛門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人左代吉（判）、請人倉次郎 安政5年7月 横切紙・1 840－15

→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人惣五郎（判）、請人武兵衛 安政5年7月 横切紙・1 840－16

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人九兵衛（判）、請人藤太郎 安政5年7月 横切紙・1 840－17

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村本人久四郎（判）、請人友八（判） 安政5年7月 横切紙・1 840－18

→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人吉作（判）、請人喜代七 安政5年7月 横切紙・1 840－19

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人喜代七（判）、請人吉作 安政5年7月 横切紙・1 840－20

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村清之丞（判）、請人弥五左衛門 安政5年7月 横切紙・1 840－21

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人蔦右衛門（判）、請人松太 安政5年7月 横切紙・1 840－22

郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人八百吉（判）、請人元次郎 安政5年7月 横切紙・1 840－23

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人五郎右衛門（判）、請人広 安政5年7月 横切紙・1 840－24

吉（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人亀蔵（判）、請人八百吉 安政5年7月 横切紙・1 840－25

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人元治郎（判）、請人八百吉 安政5年7月 横切紙・1 840－26

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事1下今井村小作人楯松（判）、縫之吉（判） 安政5年7月 横切紙・1 840－27

→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人奥右衛門（判）、請人豊太 安政5年7月 横切紙・1 840－28

郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人玉吉（判）、六郎右衛門 安政5年7月 横切紙・1 840－29

（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人元右衛門（判）、証人権治 安政5年7月 横切紙・1 840－30

郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人勘五郎（判）、請人五助安政5年7月
（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人嘉助（判）、請入亀治郎安政5年7月
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（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人伊藤太（判）、奥右衛門 安政5年7月 横切紙・1 840－33
（判〉→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人広吉（判）、請人五郎右衛 安政5年7月 横切紙・1 840－34
門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人小作人九兵衛（判）、請人 安政5年7月 横切紙・1 840－35
藤太郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人紋蔵（判）、定吉（判）→ 安政5年7月「 横切紙・1 840－36
同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人源治郎（判）、請人利右衛 安政5年7月 横切紙・1 840－37
門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人喜右衛門（判）、受人宗次 安政5年7月 横切紙・1 840－38
郎（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人浅右衛門（判）、請人久左 安政5年7月 横切紙・1 840－39
衛門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人たき（判）、請人紋蔵（判） 安政5年7月 横切紙・1 840－41

→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人宗治郎（判）、請人喜右衛 安政5年7月 横切紙・1 840－42
門（判）→同村重左衛門殿

小作証文之事　下今井村小作人定吉（判）、請人紋蔵（判） 安政5年7月 横切紙・1 840－43
→同村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村小作人吉郎次（判）、受人団右衛 安政6年3月 横切紙・1 840－45
門（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村小作人与左衛門（判）、受人芳松 安政6年 横切紙・1 840－44
（判）→下今井村重左衛門殿

小鼎藩事磁欝謝響翻徽言青人浅右 万延2年1月 横切紙・1 840－46

小作証文之事　上今井村本人嘉伝次（判〉、受人登兵衛 文久3年1月 横切紙・1 840－47
（判）→下今井村重左衛門殿

小作証文之事　上今井村小作人金之丞（判）、請人登兵衛 文久3年1月 横切紙・1 840－48
（判）→下今井村重左衛門殿

小餅耀致郎輸糠輪欝F鍬請人竹次郎 文久3年3月 横切紙・1 853－1

小作滞証文之事　下今井村本人幸之助（判）→当村重左衛 文久3年12月 横切紙・1 852－2
門殿

小籍編事。醗難働璽雛盤1，霞人籔 元治1年12月 横切紙・1 840－49

（五右衛門分高覚）あり

小作証文之事　下今井村小作人万兵衛（判）、請人＋郎次 慶応3年 小切継紙・1 840－50
（判）→当村桃井重左衛門殿

小作滞証文之事　上今井村五人組頭作郎左衛門、親類喜助
（判）→下今井村重左衛門殿

明治2年4月 横切紙・1 85q

差囎矯溌驚莞署討襯望繰難鐵，簾人 明治3年3月 横切紙・1 840－51

差出申小作滞証文之事　上今井村小作人増蔵（判）、組合 明治4年1月 横切紙・1 852－1
受人房吉（判）、受人元右衛門→下今井村重左衛門殿
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小作証文之事　古見村小作人市作（判）（※但し（判）に墨 明治5年3月13日 横切紙・1 840－52

引）「小作不致二付印消シ」　園衛（判）、上今井村受人
元市→筑摩縣御管内下今井村桃井重九郎殿

小作証文之事　今井堀耕地小作主上条吉作（判）→当組桃 明治ll年 罫紙・1 849

井重九郎殿

治左衛門勘定覚 辰年 横長半・1 964－19

小作証文之事　下今井村小作人須沢兵右衛門（判）→当村 申年2月 横切紙・1 840－53

梶原草貞殿

3－3－3．書状

（上条浅吉書状）　上新田上条浅吉→下今井桃井重左衛門
様小作御預の件に付

4月8日 小切継紙・1 980－02

3－4．貸借

3－4－1．借用証文

書添借用証文之事　本人平兵衛、受人利助 天保2年12月 切紙・1 966－4

借用申金子之事　今井村借主重左衛門（判）　※ただし 天保7年7月11日 横切紙・1 809－6

（判）に墨引　→塩原五郎左衛門殿

書添申証文之事　上今井村半左衛門（判）→下今井村重左 天保11年11月 横切紙・1 610－02

衛門殿

借用申金子証文之事　当村本人佐野右衛門（判）→重左 天保14年ll月 横切紙・1 610－24

衛門殿

酒造貸渡申証文之事　上今井本人清次右衛門（判）、受人 弘化2年11月 横切継紙・1 828
清兵衛（判）、立入人武助（判）、受人秀之助（判）→下
今井村重左衛門殿　酒造賃貸証文

借用申金子之事　本人佐野右衛門（判）→当村重左衛門殿 弘化4年10月 横切継紙・1 610－25

継紙「（覚）」

借用申金子之事　下今井久平次→同村重左衛門殿 弘化5年1月 横切紙・1 610－11

借入申種代金証文之事　高遠領岩垂村本人弥左衛門（判）、 嘉永1年3月 横切紙・1 798
請人吉兵衛→下今井村重左衛門　　（付箋）「明治二十年五
月八日改不入用書留戸区控」

差出申規定証文之事　下今井村米吉（判）→同村重左衛 嘉永2年1月 竪切紙・1 855
門殿　金子借用仕候に付　小切紙（付箋）継

借用申金子之事　下今井村本人兼松（判）、請人九兵衛・ 嘉永3年8月 横切紙・1 610－12

同倉次郎（判）→同村重左衛門殿

借用申金子証文之事　下今井村本人桃次郎（判）、請人富 安政4年12月 横切紙・1 610－18

弥→同村重左衛門殿

借用申金子証文之事　下今井村本人彦吉（判）、請人平左 安政5年12月 切紙・1 610－07

衛門（判）→右同村重左衛門殿

借用之事　唯右衛門（判）、伝八（判）→重左衛門殿 安政7年3月 小切紙・1 610－19

酒代金証文之事　小曽部村本人伝右衛門印、古見村受人九 万延1年12月 横切継紙・1 737
郎右衛門印、今井村受人久兵衛印→今井村清兵衛殿、重
左衛門殿　酒代金借入証文

出し金証文之事　下今井村役席与頭重郎右衛門（判）　同 文久1年12月 横切紙・1 743
伝七（判）、百姓代寿太次（判）→同村百姓代重左衛門
冨弥給金上借分借金証文
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借用金証文之事　下今井村借主忠右衛門（判）→当組重左
　衛門殿

文久2年閏8月 横切紙・1 610－20

借用申証文之事　西洗馬村借主曽左衛門（判）→下今井村 文久3年12月 横切紙・1 958－07
重左衛門殿

預り金証文之事　高遠領西洗馬村曽右衛門（判）→松本御 文久4年2月 横切紙・1 958－11
預所下今井村重左衛門殿

借用申金子之事　下今井村借主重郎右衛門（判）→同村名 元治1年10月 横切紙・1 610－21
主重左衛門殿

借入申金子之事　水代村借主亀之助（判）、受人伝左衛門 慶応3年1月 横切継紙・1 610－22
（判）→下今井村質屋重左衛門様　継紙「覚」

借用申金子之事　高遠領西洗馬村借主曽左衛門（判）、今
　井村受人元右衛門（判）→下今井村重左衛門殿　奥書

慶応3年3月 横切継紙・1 958－09

「前書之通相違無御座候、以上、右村名主新左衛門（判〉、
与頭助三郎（判）」

借用金子証文之事　本人式三郎（判）、請人名主玄九郎 慶応4年5月 横切紙・1 610－13
（判）→桃井重左衛門殿

夫喰借用連印証文之事　上今井村借主元右衛門（判）・ 明治2年7月8日 、横切紙・1 878
同断喜代之丞（判）　同断与右衛門（判）・同断房吉
（判）→下今井村重左衛門殿

借用証文之事　下今井村本人与右衛門（判）→同村重左衛 明治2年8月 横切紙・1 957－4
門殿

借用金証文之事　高遠藩小曽部村借主伝＋（判）、請人権 明治3年6月 横切継紙・1 610－03
左衛門（判）　同断亀右衛門（判）、今井村請人紋四郎
（判）→塩尻御局下今井村勘左衛門殿　追書「前書之通相
違無之候、以上、右村名主井沢吉右衛門（判）、組頭惣右
衛門（判）」

借用金証文之事　下今井村重左衛門（判）→当村吉左衛門 明治3年12月 横切紙・1 954－6
殿　文書全体、署判・宛書墨引

米代金備用之事　下今井村本人紋四郎（判）→同村重九郎 明治4年3月18日 横切紙・1 610－05
殿

書添借用証文之事　下今井村本人紋四郎（判）、請人勘重 明治4年3月 横切紙・1 610－04
（判）→当村重九郎殿　以下枝番5番まで二通紙縫

借用申証文之事　西洗馬村借主柳沢曽左衛門（判）、上今 明治4年3月 横切紙・1 958－08
井村受人元右衛門→下今井村桃井重左衛門殿

借用金証文之事　松本伊藤町宮阪伊七郎→桃井重九郎殿 明治6年7月13日 罫紙・1 894－2

差出申観定之事　第四大区＋小区小俣村本人大和式三郎 明治6年8月，25日 罫紙・1 958－02
（判）、請人大木邦八郎（判）・同断岩木次郎衛（判）→
第四大区七小区下今井村桃井重九郎殿　金子借用に付
個別包紙あり、包紙表「下今井村桃井重九郎様、小又村
より大和式三郎（判）、要用」

差出申証書之事　第四大区七小区下今井村置主筒井六朗→ 明治6年ll月29日 罫紙・1 862－7
同村質屋桃井重九郎殿

借用金証文之事　第四大区小七区筑摩郡下今井村借主横山 明治7年1月10日 横切紙・1 61Q－09
彦吉（判）・同断右俸横山治郎（つめ印）、古池原新田請
人塩原竹次郎（判）→同区同村桃井重九郎殿　収入印紙
貼付

借用金証文之事　第四大区小七区筑摩郡古池原新田借主塩 明治7年1月10日 横切紙・1 610－10
原竹次郎（判）、下今井村請人横山彦吉（判）・同断俸横
山松太郎（判）→同区下今井村桃井重九郎殿　収入印紙
貼付

一132一



3．桃井家／3・4．貸借／34・1．借用証文

借金証文之事　第四大区小七区借主三村紋次郎母（判）、 明治7年4月21日 横切紙・1 610－01

請人古田治平（判）→同区同村桃井重九郎殿　収入印紙
貼付

時借証文之事　第四大区小七区今井村三村紋次郎（判）・ 明治7年12月28日 罫紙・1 610－06

母なつ（判）→同区同村桃井重九郎殿　収入印紙貼付
「証券界紙」罫紙使用

藍玉質延期対談書之事　第四大区小七区今井村筒井六郎、 明治8年2月2日 罫紙・1 907
武居光次郎（判）→同村桃井重九郎殿　金借用の儀に付

籾子借用証文之事　南第四大区七小区今井村武居定吉 明治10年4月15日 竪切紙・1 908
（判）→同区同村桃井重九郎殿

証書　小七区今井村桃井重九郎（判）→同区同村御連衆中 明治10年6月22日 罫紙・1 610－16

金額借用証　南第四大区七小区今井村本人横山伝一（判） 明治11年5月 罫紙・1 809－7

→同区同村桃井重九郎殿

借金証書　東筑摩郡今井村借主塩原竹次郎印、請人桜井茂 明治12年2月26日 竪切紙・1 610－17

平印・同断桜井重平印→同村北耕地三村仙三殿　追書
「前書之通、実地反別地価相違無之候也、卯三月日、副戸
長中原周治印」

借用金証書　東筑摩郡今井村借主続木治重郎（判）→同郡 明治12年6月1日 罫紙・1 912
同村桃井重九郎殿

借用申証書之事　中沢耕地借主横山伝一（判）→下耕地桃 明治12年7月24日 横切紙・1 809－1

井重九郎殿

借用金抵当証書　r借用金抵当当証書」合綴 明治12年 横長半・1 634

金借用之証　今井村借主須沢源吾（判）→同村桃井重九郎 明治13年3月30日 竪切紙・1 915
殿

借用金証書　東筑摩郡今井村借主森村折弥（判）→同郡同 明治13年4月6日 小切紙・1 809－8

村桃井重九郎殿

借用金証書　東筑摩郡今井村借主桃井松太郎（判〉、請人 明治14年1月4日 罫紙・1 809－2

同村桃井寿八郎→同郡同村桃井藤太殿

借用金抵当証書　東筑摩郡神林村本人石川実太郎印、請人 明治15年1月4日 綴・仮・1 917
石川米蔵印→東筑摩郡今井村桃井藤太殿

（借用証書一括）　　（川上郁四郎（判）、ほか）→（桃井 自明治16年～明治9年 罫紙・9 964－16

藤太殿）　九点あり　すべて貸主は桃井藤太

借用金証書　東筑摩郡今井村借主桃井松太郎（判）、請人 明治18年3月19日 罫紙・1 809－5

桃井藤太→同郡同村中原忠太殿

籾子借用証書　東筑摩郡洗馬村小曽部耕地弐百廿番地借主 明治18年7月9日 罫紙・1 807
大井孫四郎（判）、壱番地借主小林豆七（判）→同郡今井
村桃井藤太殿

借用金証書　東筑摩郡今井村借主横山伝一（判）→同郡同 明治19年6月28日 罫紙・1 809－3

村桃井重九郎殿

借用金証書　東筑摩郡今井村借主古池耕地借主古池利平 明治19年7月8日 罫紙・1 809．4

（判）、同人俸古池種蔵（判）→同郡今井村桃井重九郎殿

借用一一札之事　上今井村源右衛門→桃井重左衛門殿端裏 丑年5月18日 小切紙・1 967－11

書「仙之助分」

借用札之事　下今井村重四郎（判）→当村御役元 9月1日 小切紙・1 801

（大和式三郎書状）　小又大和式三郎→今井桃井重左衛門 12月7日 竪切継紙・1 610－14

様　古見村無尽の儀、御延引下され候様願上奉候に付

（借用証文之事差紙）　以下枝番lo番まで二通をくるむ 小切紙・1 610－08
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差紙表「借用証文二通、横山彦吉・塩原竹次郎」

（借用証文之事差紙）　以下枝番17番まで二通をくるむさ 罫紙・1 610－15
らに紙縫あり　差紙表「此証文二通ハ塩原竹次郎分、是
ハ無尽同人取借用江半金仰入候に付、抵当二地所貸候書
留控」　紙背あり

3－4－2．貸金

萬出入日記書留帳　桃井重左衛門 安政3年1月吉日 横長美・1 161

申暮勘定覚帳　桃井重左衛門 万延1年12月 横長半・1 195

酒代滞書抜帳　三ッ井帳場 文久1年7月 横長美・1 438

酉暮勘定覚帳　桃井重左衛門 文久1年12月 横長半・1 196

戌暮勘定覚帳　桃井重左衛門 文久2年12月吉日 横長半・！ 197

覚　御預所郷目付（判）→下今井村名主重左衛門　急場御 （文久3年）12月9日 小切紙・1 758
才覚金、無利息年賦金受取覚

子暮勘定覚帳　桃井重左衛門 元治1年12月吉日 横長半・1 199

丑暮勘定覚帳　桃井重左衛門 慶応1年12月 横長半・1 200

寅暮勘定覚帳　桃井重左衛門 慶応2年12月 横長半・1 201

卯暮勘定覚帳　桃井重左衛門 慶応3年12月 横長半・1 202

辰暮勘定覚帳　桃井重左衛門 明治1年12月 横長半・1 203

請取申証文之事　上今井村本人品之丞（判）→下今井村重 明治2年10月23日 小切紙・1 990－02
左衛門殿　金拾両、要用金差支に付

己暮勘定覚帳　桃井重左衛門 明治2年12月 横長半・1 204

午暮勘定覚帳　桃井重左衛門 明治3年12月 横長半・1 205

未暮勘定帳　桃井重九郎 明治4年12月 横長半・1 206

申暮勘定帳　桃井重九郎　表紙r酉年此帳ヲ以勘定致候」 明治5年12月 横長半・1 207

覚　古池原九郎右衛門（判）→下今井村重左衛門殿 （明治6年）6月28日 小切紙・1 610－23

戌暮勘定帳　桃井重九郎 明治7年12月 横長半・1 208

子暮勘定帳　桃井重九郎 明治9年12月 横長半・1 210

丑暮勘定帳　桃井重九郎 明治10年12月23日 横長半・1 211

（某勘定記）　計四点紐縛 （明治16年） 小切紙・4 965－41

（藤沢周吉書状）　上今井耕地藤沢周吉→下今井耕地桃井 明治17年10月16日 横切紙・1 987－01－07

藤太様急用　借金延引願

（竹次郎分藤太貸分）　（桃井藤太）　元利合計二十一円 巳暮 小切紙・1 992－01

八十二銭

水代村かめや亀之助書状　　（水代村かめや亀之助）→質 2月29日 小切継紙・1 806－2
屋様

（柳原曽左衛門書状）　西洗馬村柳沢曽左衛門→下今井村 3月ll日 小切継紙・1 958－06

桃井重九郎殿　金子証文之日限迄御猶豫被成下候様御願
申上候に付　包紙紙あり　以下枝番を包む　包紙表「証
文、壱通、西洗馬曽左衛門」

水代村かめや亀之助書状　（水代村かめや亀之助）→質 3月23日 小切継紙・1 806－4
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屋様

（亀之助書状）　水代村亀屋亀之助→下今井村質屋重左衛 9月3日 横切紙・1 984－01－01

門様　急場拝借金のお礼、松本より急用

（百瀬利八郎書状）　百瀬利八郎→今井村桃井重九郎　貸 10月15日 小切継紙・1 987－01－01

金返金、三百五十両貸与依頼

（亀之助書状）　水代村かめや亀之助→下今井村質屋＋左 11月1日 切継紙・1 984－01－02

衛門様　急場拝借金のお礼、他

覚　重右衛門（判）→質屋（桃井）様　金四＋両受取証 12月ll日 小切紙・1 988－01－05

端裏書「是ハ紋四郎分へ返し金ノ書付」

（大和式三郎書状）　小俣村大和式三郎（判）→下今井村 12月19日 竪切紙・1 958－04

桃井重九郎殿　御借用之金子、度々御催促に預り候に付
恐入候

水代村かめや亀之助書状　　（水代村かめや亀之助）→質 小切継紙・1 806－3

屋様

（宮阪伊七郎書簡）　宮阪伊七郎→桃井重九郎様・同藤太 罫紙・1 894－1

様　金拝借奉申上候に付願　封筒あり　以下枝番文書ま
で収める

3－4－3．勘定

亥暮勘定覚帳　桃井重左衛門 文久3年11月吉日 横長半・1 198

亥暮勘定帳　桃井重九郎 明治8年12月 横長半・1 209

（金五円入）　山本村柳沢要六 （明治）ll年12月31日 罫紙・1 965－02

（某）記　　rおしん母」分日雇出勤表 小切紙・1 965－39

3－4－4．質物

子年迄古質物書出覚　米屋久五郎→今井村重左衛門様 天保13年1月吉日 横長美半・1 430
整理番号480～483号まで合綴

繭預之証　倉橋増蔵（判）→桃井藤太殿 明治4年8月7日 罫紙・1 916－2

水代村かめや亀之助書状　　（水代村かめや亀之助）→質 3月25日 小切継紙・1 806－1

屋様　油質物の儀、御書付被仰渡候金子艦請取入帳仕候
綴紐あり　以下枝番4番までを綴じる

（亀之助書状）　水代村かめや亀之助→下今井村質屋十左 12月14日 横切継紙・1 984－01－03

衛門様　油質物元利金返済延期願

新右衛門質地勘定覚 小切紙・1 606－41

3－4－5．書入証文

質物二入置申地所之事　文太郎（判）、亀松（判）沸重左 文政11年11月 横切紙・1 606－89

衛門殿　裏書「名主平兵衛（判）、表書壱ヶ所へ印形致置
候所相違無之候、以上」

書添申儀定証文之事　諏訪領北熊井村本人宗助、受人佐 天保9年2月 横切紙・1 820－4

兵衛→松本御預所今井村重左衛門殿　元金三拾両之本証
文之所利金七両滞候儀、日延被成下候に付

書入申地所証文之事　下今井村本人佐野右衛門（判）→ 天保15年12月 横切紙・1 607－11

当村重左衛門殿　以下枝番号24番まで十四通綴紐

書入申証文之事　上今井村本人定蔵（判）、受人松五郎 嘉永3年3月 横切紙・1 607－12

（判）→忠左衛門殿　追書「前書之通高反別相違無之候、
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以上、戌三月、名主品之丞（判）」

書入申証文之事　下今井村借主久兵衛（判）、請人重郎右
　衛門（判）→同村重左衛門殿

嘉永6年3月 横切紙・1 607－03

書入申証文之事　下今井借主源治郎（判）、請人吉左衛門
　（判）→下今井村南組重左衛門殿

安政2年8月 横切紙・1 607－04

書入証文之事　上今井村本人定蔵（判）、請人松五郎 安政3年12月 横切紙・1 607－01
（判）・同断万右衛門（判）→下今井村重左衛門殿　追書
「前書之通高反別相違無之候、以上、辰十二月、名主品之
丞（判）」

書入申証文之事　下今井村本人惣兵衛（判）、請人与右衛 安政5年ll月 横切紙・1 607－13
門（判）→同村重左衛門殿

書入申証文之事　下今井村本人代吉（判）、請人亀蔵（判） 安政5年12月 横切紙・1 607－14
→同村重左衛門殿　追書「前書之通高反別相違無御座候、
以上、同村与頭重郎右衛門（判）」

書入地所証文之事　下今井村本人兵右衛門（判）、請人与 安政6年3月 横切紙・1 607－09
右衛門（判）　同断長之助（判）→南組重左衛門殿　裏
書「表書之通高反別相違無御座候、以上、下今井村与頭
重郎右衛門（判）」

書入申地所証文之事　下今井村本人嶋之助（判）、受人喜 万延1年12月 横切紙・1 607－02
代太郎（判）→当村重左衛門殿　裏書「表書之通高反別
無相違無御座候、以上、申十二月、下今井村役席与頭重
郎右衛門（判）」　表文書全体・署判に墨引

書入申証文之事　上今井村本人覚弥（判）、受人深八郎 文久1年12月 横切紙・1 607－07
（判）・受人文左衛門（判）→下今井村重左衛門殿

書入申証文之事　本人覚弥（判）、受人文左衛門（判）・ 元治1年11月 横切紙・1 607－06
受人深八郎（判）→下今井村重左衛門殿

書入申証文之事　下今井村本人重郎治（判）、請人倉次郎 明治3年6月 横切紙・1 607－15
（判）→当村縫之助殿　追書「前書之通高反別相違無之候、
以上・午六月朔日、名主重左衛門（判）」　文書全体・署
判・宛所・追書に墨引

書入地所証文之事　第四大区七小区下今井村借主須沢源 明治6年7月10日 罫紙・1 607－17
伍（判）、請人須沢銀弥・同断須沢仲重→上今井村中沢庄
七殿

書入屋敷井二家証文之事　大四大区七小区下今井村借主 明治6年7月10日 罫紙・1 607－20

須沢源伍（判）、請人清沢鉄弥・同断須沢仲重→上今井村
中沢庄七殿

書入地所井家証文之事　第四大区七小区下今井村借主小 明治6年ll月25日 横切紙・1 607－18

松惣八（判）、受人同惣次郎・同断倉橋定吉（判）→第四
区七小区上今井村丸山吉郎次殿　追書「前書之通旧高反
別相違無之候、以上、十一月十五日、右村戸長桃井重九
郎印控」

記（書入証文）　第四大区七小区上今井村借主三村清治 明治6年12月1日 横切紙・1 607－19
（判）、受人→同村三村清内殿

書入地所証文之事　第四大区第七小区下今井村本人第二 明治6年12月20日 罫紙・1 607－16

百九十六番屋敷居住桜井儀作（判）、受人桜井五朗（判）
→同区同村桜井慶蔵殿

書入地所証文之事　第四大区七小区筑摩郡下今井村三百 明治7年1月15日 横切継紙・1 607－22

廿四番屋敷居住借主高木伊定（判）、受人桜井久内
（判）・同断桜井沖治（判）→同区同村桜井茂平殿

書入地所証文之事　第四大区七小区筑摩郡下今井村借主 明治7年1月24日 横切紙・1 607－21

須沢角重（判）、請人須沢与市（判）→同区同村桜井参重
殿
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書入申証文之事　第四大区七小区筑摩郡下今井村三百壱番 明治7年2月1日 竪切継紙・1 607－24

屋敷居住借主桜井久四郎（判）、桜井儀作、受人桜井慶蔵
（判）　同断桜井沖治（判）→同区同村桜井茂平殿　追書
「前書之通実地反別相違無之候、以上、二月一日、戸長桃
井重九郎印、是ハ本書ハ奥書二書候故、前書与致候」

書入申証文之事　本人上条長重（判）、受人清沢鉄弥（判） 明治7年4月4日 罫紙・1 607－23

→当村村山七郎殿

地所書入之証　東筑摩郡今井村借主田中皆十（判）、受人 明治12年1月15日 横切紙・1 607－10

田中勇造（判）→桃井重郎治殿　追書「前書之通反別代
価相違無之ク候也、戸長桃井藤太（判〔墨引〕）」　朱筆
「明治十八年二月六日消印（判）〔桃井〕」

対談書之事　上今井村本人覚弥（判）→下今井村重左衛門 2月18日 横切紙・1 607－08

殿　残金支払延期二付

（書入証文差紙）　以下枝番8番まで四通をくるむ　表書 小切紙・1 607－05

「中村耕地、塩原覚弥ノ証文右同人死去いたし候に付、皆
損候得共、無拠損毛先者不入用御願心得、無之候」

3－4－6．訴状

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人重左衛門→名 文政8年 横切継紙・1 818
主三右衛門殿御役人中　弥惣次金子返済無之候に付訴状

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村願人重左衛門、差 文政10年7月 横切継紙・1 819
添人三右衛門→御郡所様　杢右衛門返金滞に付訴状

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井願人重左衛門（判） 文政11年8月 横切継紙・1 847－1

→名主三右衛門殿、外御役人中　下今井村市右衛門金子
返済無之に付訴状

乍恐以書付奉願上侯　下今井村願人重左衛門→名主三右 文政11年10月 横切継紙・1 847－4
衛門殿、外御役人中　下今井村市右衛門一向金子返済不
仕に付訴状

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人十左衛門煩二 文政13年3月 横切紙・1 821－1

付代俸奥弥→樽屋利八殿　貸金返済滞に付訴状　郷宿樽
屋利八、御役所宛取次文付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人＋左衛門煩二 文政13年3月 横切紙・1 821－2
付代俸奥弥（判）→樽屋利八　貸金返済滞に付訴状　郷
宿樽屋利八（判）、御役所宛取次文付

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人重左衛門（判） 天保4年2月 横切継紙・1 697
→名主三右衛門殿役人中　返金滞二付訴状

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村願人重左衛門（判） 天保9年7月 横切継紙・1 824－1

→名主三右衛門殿御役人中　上今井村弥曽兵衛へ貸渡候
金子年々滞候に付訴状

乍恐以書付御訴訟奉申上侯　重左衛門→諏訪御役所　諏 天保11年10月 横切継紙・1 820－3
訪伊勢守様御領分北熊野井村村方御上納金貸金候処、返
済の儀相見得不申に付訴状

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人重左衛門（判）→名 天保15年3月 横切継紙・2 847－5
主茂右衛門殿、外御役人中　下今井村林治郎金子子年よ
り段々滞候に付訴状　連券継紙あり　「差上申一札之事」
「天保十五年三月二十六日、下今井村林治郎（判）・惣右
衛門（判）、当村重左衛門殿」　差紙あり

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人重左衛門　下今井村 （天保）15年 小切継紙・1 848－2
林次郎金子子年より段々滞候に付訴状、847－5の下書か

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人重左衛門（判）→当 弘化2年3月1日 横切継紙・1 847－3
村御役人衆中　上今井村吉郎次籾子代金等一向勘定不致
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に付訴状

乍恐以書付奉願上侯　下今井村願人重左衛門→当村御役 弘化2年3月1日 小切継紙・1 848－1

人衆中　上今井村吉郎次籾子代金等一向勘定不致に付訴
状

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村願人吉左衛門（判） 文久3年12月 横切継紙・1 858
→村御役人中　質地出入一件訴状

差上申済口証文之事　筑摩郡上今井村原告人藤本源一郎 明治6年7月10日 罫紙綴・1 964－07

（判）、被告人上条次郎（判）・同断三村清治（判）、組合
惣代上条増蔵（判）、差添異見人桃井重九郎（判）、副戸
長中原周治（判）→筑摩縣権令永山盛輝殿　貸金催促之
訴

貸金催促之訴状　第四大区七小区筑摩郡下今井村原告人桃 明治6年ll月25日 罫紙綴・1 964－03

井重九郎（判）、第四大区七小区上今井村代書人中原国夫
（判）→筑摩縣権令永山盛輝殿　被告人、農、伊藤定一郎

貸金催促之訴　原告人桃井重九郎、第四大区七小区上今井 明治6年ll月 罫紙綴・1 964－01

村中原国夫→筑摩縣権令永山盛輝殿　以下枝番6号文書ま
で紐でくるむ　被告人、農伊藤定一郎

貸金催促之訴　原告人桃井重九郎、第四大区七小区上今井 明治6年ll月 罫紙綴・1 964－02

村代書人中原国夫→筑摩縣権令永山盛輝殿　被告人、農、
伊藤定一郎

貸金催促之訴状　第四大区七小区筑摩郡下今井村原告人桃 明治6年12月3日 罫紙綴・1 964－04

井重九郎（判）、伊勢町代書人宮坂伊七郎（判）ゆ筑摩縣
権令永山盛輝殿　被告人、農、伊藤定一郎

乍恐以書付奉願上侯　第四大区七小区筑摩郡下今井村原 明治6年12月5日 罫紙綴・1 964－05

告人桃井重九郎（判）　貸金催促之訴　　「済口証文」一
通同綴　被告人、農、伊藤定一郎

貸金催促之訴　第四大区七小区原告人桃井重九郎、同区内 明治6年12月 罫紙綴・1 964－06

下今井村代書人→筑摩縣権令永山盛輝殿　被告人、農、
伊藤定一郎

貸金催促之訴　筑摩郡今井村原告代言人塩原覚弥→筑摩県 明治8年6月4日 罫紙・1 964－14

権令永山盛輝殿　二紙あり

貸金催促之訴状　筑摩郡宗賀村原告代言人小林百男借用 明治8年7月 罫紙綴・1 964－13

金規定証の件に付、桃井藤太送り文（筑摩縣権令永山盛
輝殿宛）付

乍恐以書付奉願上候　下今井村願人重左衛門、上今井村 横切継紙・1 847－2

相手方元右衛門・同村定之丞・同村政太郎　上今井村元
右衛門・定之丞・政太郎籾子相済不申に付　差紙あり

3－5、経営

3－5－1．勘定

算用覚帳桃井藤太 安政4年5月 横長半半・1 154

証文之事　上波田村車屋松太郎（判）、請人善右衛門（判） 万延1年5月 小切紙・1 740
→下今井村十左衛門殿　賃掲引受遣ひ込に付

留主中諸事控帳　桃井藤太 万延2年1月吉日 横長半・1 331

（有金）改　　（桃井重左衛門）　有金勘定 自文久2年1月10日 切紙・1 967－02

（有金）改　（桃井重左衛門）　有金勘定 慶応1年7月18日 小切継紙・1 967－07

改　　（桃井重左衛門）　有金調 慶応1年7月22日 小切継紙・1 967－08

暮勘定　　（桃井重左衛門）　埴原百瀬五郎左衛門口有金調 慶応1年暮 横切折紙・1 967－10
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改　　（桃井重左衛門）　有金調　端裏書r金持合ノ古書付」 慶応2年1月1日 小切紙・1 967－09

覚　堀米村吉沢源四郎→下今井村桃井重左衛門様栂榑木 （明治1年）12月6日 横切継紙・1 984－02－05

勘定要用

覚　堀米村吉沢源四郎（判）→今井堀村桃井重左衛門様 （明治2年）1月10日 小切紙・1 984－02－07

辰引銭と極上柵二口勘定

記　とふ婦や　→桃井質屋様　金子勘定記 明治12年 小切紙・1 965－50

（某辰年勘定断簡） （明治13年） 小切継紙・2 965－40

記　桃井藤太→清沢澤治郎様　某金子勘定記 （明治16年） 小切紙・1 965－49

損木代価取調帳 明治17年11月 半（罫紙）・1 479

記　桃井藤太→桃井松太郎殿　金勘定記 明治17年12月 小切継紙・1 965－46

記　桜井→桃井藤太様　唐糸・絹糸請取（買納） （明治）18年2月 小切継紙・1 965－44

松木売却帳 明治18年5月16日 横長美・1 449

（入用書付又ハいらぬ書付）　封筒に以下枝番52号文書 明治19年 小切紙・7 965－43

までを収める　包紙あり、明治十年改メ包、松木狼二伐
採に付告訴、ほか地所売渡約定仮証等全六点を包

記　　（金子）払済書出シ証等 自明治29年 小切紙・3 965－51

（有金）改　　（桃井重左衛門）　有金勘定 子年8月ll日 小切紙・1 967－05

（有金調べ）　　（桃井）　正月元旦／二月十五日／五月廿 丑年 小切紙・5 993－05

八日／閏五月十四日／十二月八日／

覚　　（桃井重左衛門）→栗林（村）常＋　椹榑など勘定 辰年7月13日 小切紙・1 984－02－04

板榑覚　（桃井重左衛門）→（堀米村）吉沢源四郎様 辰年 小切紙・1 984－02－06

（金子有金調べ）　　（桃井）　改日；四月朔日／八月三 午年 小切紙・7 993－06

日／八月六日／八月二十八日／九月十八日／十一月十七
日／十一月十九日／

（有金調べ）　　（桃井）　亥正月二日／七月廿三日／八月 亥年亥～子 小切紙・6 993－04

四日／文久四年元旦／三月二日／四月二日／

記　清沢鉄輔→質屋様　油等注文 2月 切紙・1 965－45

（有金）改　　（桃井重左衛門）　有金勘定 6月8日 小切紙・1 967－03

出入差引勘定　　（桃井重左衛門） 8月10日 小切紙・1 967－04

舌代　和田駅神沢→今井駅桃井藤太様貴下　切手割賦方 8月17日 小切継紙・1 980－01

（塩原証一書状）　塩原証一→桃井重九郎様　参上の上、 8月27日 小切紙・1 980－07

勘定の事

（漬大根三百本依頼状）　松本藩山口又五郎→下今井村桃 10月13日 小切継紙・1 983－02

井重左衛門様

記　地所代価記、井売渡証文 小切紙・2 965－47

記　→平林吉平殿　某金子勘定記 小切紙・1 965－48

3－5－2．売買

裁判言渡書　書記重田辰吉→石川寅太郎、野口保次郎、高 明治17年3月25日 綴・仮・1 920
山円十郎、石川米蔵、桃井藤太、桃井吉兆次、中原周次、
野口九平　証券印税規則違反に付
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3－5－3．質屋

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡下今井村質屋重左衛門（判） 嘉永3年2月 横切紙・1 834
→村御役人中　質屋稼仕度願書　名主茂右衛門（判）、組
頭重郎右衛門（判）、百姓代五郎左衛門、より松本御役所
宛取次文付

乍恐以書付奉願上侯　筑摩郡下今井村質屋重左衛門（判） 安政7年1月 横切継紙・1 735
→名主彦三郎殿御役人中　質屋鑑札五年延長願　松本御
役所宛取次文付、下今井村百姓代寿太次（判）、組頭倉次
郎（判）　同伝七（判）　同重郎右衛門（判）、名主彦三
郎（判）

送質之通　下今井村質屋桃重（判）→竹田村取次人利兵衛 万延1年5月吉日 横長美半・1 478
様

奉差上御請書之事　筑摩郡下今井村質屋重左衛門・松右 明治2年12月 小切紙・1 861－2

衛門、百姓代久右衛門・同寿太次、与頭治左衛門・同重
郎右衛門、名主重左衛門→塩尻御役所　質屋営業触書請
童
日

乍恐以書付奉願上候　筑摩郡今井組下今井村願人桃井吉 明治4年9月 綴・仮・1 889
兆次（判）、質屋桃井重九郎（判）→村役人中　質屋稼仕
度に付　包紙あり　包紙表「上、質屋稼吉兆治不用願書、
今井組下今井村」　帳間文書あり　下今井村役人五名連
署印取次文（伊那県塩尻局御出張所宛）付

覚　木屋由平→質屋様　〆金七円二＋四銭一厘 12月23日 小切継紙・1 991－06

3－5－4．酒造

酒粕売揚帳　　（三ッ井）帳場 慶応1年9月 横長美半・1 467

奉差上一札之事　下今井村酒造人重郎右衛門、五人組重左 明治2年9月25日 横切紙・1 871
衛門→右村（下今井村）久右衛門・寿太次、治左衛門・
重郎右衛門・重左衛門　当巳年秋作不熟に付、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

記　重吉、清蔵、酒売上石数覚 切紙・1 961－15

3－5－5．繭仕切

（倉橋増蔵書簡）

　切の儀延月相成候に付
倉橋拝→桃井大秀（重九郎ヵ） 繭仕 （明治4年9月4日 罫紙・1 916－1
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横長美半

横長美半

横長美半・1

嘉永7年1月

（文久1年）1月

丁未年

　　　3－5－6．月巴米斗

田畑養通　三ッ菱運太郎→桃井御氏様　結付文書あり

畑養之通　→桃井重左衛門様　綿新分　文久元年一安政六年
　ノ七年分

尿之（通）

3－5－7．郵便局

（甲府郵便局加藤某書状）　甲府郵便局（判）→源全局 明治9年7月5日 小切紙・1 978－03

御中　飯田林右衛門より倉橋藤作宛金試円入書状の儀に
付

（源村郵便局矢崎某書状）　甲斐国巨摩郡有野村改称源 明治9年7月7日 小切紙・1 978－04

村郵便局（判）→今井村郵便局御中　金　円入書状未着
の件に付
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