
堤防組合惣代／慶応以前

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

堤防組合惣代

慶応以前

御普請御入用金御取替証文之事（新金1両2分）　岩舟 享保7年寅7月 竪紙・1通 24唯一1

村名主角兵衛、組頭仁兵衛、長百姓清七、同断平右衛門、
同文六、同貞右衛門、同傳兵衛、宗七→東江部村庄左衛
門殿、利兵衛殿

御普請御入用御取替証文之事（新金2両余）　岩舟村 享保8年卯3月 竪紙・1通 241－2

預り主名主角兵衛、組頭仁兵衛、請人清七、同断文六、
同断貞右衛門→東江部村庄左衛門殿、利兵衛殿

前書障り之趣乍恐願村々答書以御内合申上候（堤普請 宝暦5年 竪継紙・1通 242－1

をめぐる村々の訴えに反論）　高井郡六川村名主願人
弥左衛門、出作同村同断治左衛門、大熊村同断治助、小
沼村同断市三郎、新保村同断弥左衛門、同村同断治郎左
衛門、東江部同断利右衛門、草間同断源左衛門→天野助
治郎様御役所

信州高井郡新堤願御吟味銘細書　安源寺村丸山要左衛門 宝暦9卯8月出、同ll月 半・1冊 76
写の写 帰村

（差紙）　安芸→信州高井郡六川村・大熊村・小沼村・新保 （宝暦9）卯8月14日 切継紙・1通 76－1
村・東江部村・草間村・羽場村・押切村・北岡村・山王嶋村・立
差紙）　安芸→信州高井郡六川村・大熊村・小沼村・新保
村・東江部村・草間村・羽場村・押切村・北岡村・山王嶋村・立
ヶ花村・小布施村、同国水内郡上町・栗田町・六地蔵・内町・
津野村・中尾村・赤沼村・赤沼河原新田・南郷村・石村・神代
村・浅野村・蟹沢村、右村々名主組頭百姓代之内両人ツ・
76に挟込

242－3半・1冊

242－2竪継紙・1通

243竪継紙・1通

244－1竪継紙・1通

信州高井郡新堤願御吟味銘細書　願東江部村　包紙共、宝暦9年
　包紙上書「宝暦年中水除堤一件写」

差翻諾蔚（殼騰鎌鵯認縣櫛講馨宝暦10年辰6月’5日
　主弥右衛門、ほか10名（六川・新保・大熊・東江部・草間・小
　沼の各村役人）、右六ヶ村江戸宿馬喰丁三町目水戸屋弥兵
　衛、元渡辺民部御代官所高井郡北岡村名主又右衛門、ほ
　か9名（北岡・羽場・押切・山王嶋・立ヶ花の各村役人）、元
　渡辺民部御代官所真田伊豆守領分小布施村名主弥右衛門、
　ほか3名、右六ヶ村江戸宿湯島天神前足立屋治右衛門、元
　渡辺民部御代官所同国同郡清水村与頭彦右衛門代孫左衛
　門、ほか4名（清水・矢嶋の各村役人）、志村新左衛門御代
　官所桜沢村名主清左衛門、ほか15名（桜沢・篠井・片塩・安
　源寺・同新田・栗林・西江部の各村役人）、元渡辺民部御代
　官所同国水内郡上町名主岡右衛門、ほか8名（上町・栗田
　町・六地蔵町・内町・津野村の各役人）、右五ヶ村江戸宿小
　日向水道町大黒屋孫左衛門、元渡辺民部御代官所同国同
　郡赤沼村名主利兵衛、ほか4名（赤沼・川原新田・中尾の各
　村役人）、本田豊後守領分同国同郡南郷村名主五郎右衛門、
　ほか9名（南郷・神代・浅野・蟹沢の各村役人）、右八ヶ村江
　戸宿牛込御箪笥町崎玉屋喜右衛門→御奉行所様

乍恐以書付奉願上候（桜沢新堤差障一件、出府せず済天明8年申正月22日
　むよう願）　高井郡東江部村百姓五人組筆頭庄吉、ほか
　7名→久保平三郎様御役所

議定一札之事（水除普請入用負担につき内議定）　東文政ll年子10月
　江部村名主文右衛門、新保村名主与兵衛、名主与五左衛
　門、安源寺村要左衛門、西江部村五左衛門、片塩村卯之
　八、小沼村勘右衛門、桜沢村甚五右衛門、南大熊村悦右
　衛門、小沼村茂右衛門、草問村恵八、北大熊村藤兵衛、
　栗林村武右衛門、篠井村名主荘助
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堤防組合惣代／慶応以前

也替につき）　六川村名主同 文政11子10月 竪継紙・1通 244－2
主、東江部村名主、草問村名

・草間間の大堤御普請願） 文政12丑年3月 竪継紙・1通 245
部村名主文右衛門、ほか39名
部・片塩・栗林・篠井・小沼・桜

熊の各村々役人）→大原四郎

防諸入用立替願）　小布施 万延元申年10月 竪継紙・1通 415
出作兼名主久左衛門、六川村
兵衛、北岡村名主久兵衛、羽
名主長次、矢嶋村名主半蔵、
村名主藤兵衛、小沼村名主勘
呆村名主孫兵衛、片塩村名主
平、草間村名主貞八、西江部
肩田庄左衛門殿

村々（水害村々石高書上） 横長美・1冊 240

青願）　高井郡押切村名主重 竪継紙・1通 257
喜惣次、百姓代永井重右衛門

一札之事（堤鋪・土取場の地1
　断、大熊村名主、新保村名主
　主→矢嶋村御名主中

乍恐以書付奉願上侯（六川
　当御支配所信州高井郡東江i
　（東江部・新保・安源寺・西江
　沢・南大熊・小沼・草問・北大！

　右衛門様中野御役所

頼一札之事（水難村々の水
　村名主名右衛門、同村六川1
　名主善兵衛、押切村名主弥、
　場村名主孝左衛門、清水村
　桜沢村名主元三郎、北大熊フ
　吉、同村名主茂右衛門、新1
　平左衛門、安源寺村名主慎二
　村名主市左衛門→東江部村艮

中野御支配所千曲川辺満水ネ

（千曲川〆切堀割請刎御普請
　兵衛、組頭次五右衛門、同喜
　水下村々の奥書

慶応期堤防工事

組合村々水難高取調

土堤組合村々水難高取調帳（御料私領弐拾ヶ村） 慶応元年丑11月改 横長美・1冊 77

村々評議

248－1

248－2

竪継紙・1通

竪継紙・1通

慶応元乙丑年11月

慶応元乙丑年11月

差爆譜藏）（土繍購驚籍嬰爵輪讐
　慎平、草間村同断忠七、押切村同断与惣右衛門、羽場村
　同断斧右衛門、北岡村同断貞介、清水村同断長治、矢嶋
　村同断八十八、六川村同断治兵衛、桜沢村同断常松、南
　大熊村同断治郎右衛門、北大熊村同断藤兵衛、小沼村同
　断清吉、松代領小沼村同断茂右衛門、篠井村同断庄介、
　新保村同断彦市、東江部村年寄山田庄左衛門、西江部村
　名主篠田市左衛門→山王嶋村御役人衆中

差出申一札之事（土堤敷に耕地永久借用につき水難
　村々一同評議）　片塩村名主平右衛門、安源寺村同断
　慎平、草間村同断忠七、羽場村同断斧右衛門、北岡村同
　断貞介、山王嶋同断作右衛門、清水村同断長治、矢嶋村
　同断八十八、六川村同断治兵衛、桜沢村同断常松、南大
　熊村同断治郎右衛門、北大熊村同断藤兵衛、小沼村同断
　清吉、同村松代領同断茂右衛門、篠井村同断庄介、新保
　村同断彦市、東江部村年寄山田庄左衛門、西江部村名主
　篠田市左衛門→押切村御役人衆中　奥に貼紙（207村規定
　書は表向、実際は本紙の通り）

対岸村々と江戸訴訟

乍恐以書付奉申上侯（水内郡村々の土堤一件出訴に対 慶応元丑年ll月 竪継紙・1通 249
し反論、控）　高井郡片塩村名主平右衛門、安源寺村年
寄要左衛門、立ヶ花村名主宇兵衛、押切村名主与惣右衛
門、北岡村名主貞助、矢嶋村名主八十八、篠井村代兼新
保村名主彦市、西江部村名主篠田市左衛門、東江部村年
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堤防組合惣代／慶応期堤防工事／対岸村々と江戸訴訟

寄山田庄左衛門→中野御役所　破れ

（押切村字嶋地堤の修覆相論諸願書写、帳崩れ） 慶応元丑年11月 竪紙・4枚 289

上（千曲川東岸村々の堤普請に故障申立する西岸村々 慶応2寅年2月 美・4冊 82－1
へ反論の訴状、写）　訴訟人松本直 一郎御代官所信州
高井郡片塩村外弐拾ヶ村惣代安源寺村年寄要左衛門、同
東江部村名主理兵衛→御奉行所様　内済の仰付をうけて
帰村した旨の寅4月付奥書

訴状写（千曲川東岸村々の堤普請に故障申立する西岸 慶応2寅年2月 美・1冊 82－2
村々へ反論）　訴訟人・安源寺村年寄要左衛門、同東江
部村名主理兵衛→御奉行所様

三月廿六日認直引替相預ケ難渋出入下書　訴訟人・松本 慶応2寅年2月 美・1冊 82－3
直一郎御代官所信州高井郡片塩村外廿ヶ村惣代安源寺村
年寄要左衛門、同東江部村名主理兵衛、同押切村組頭平
之丞→御奉行所様　表紙表書「此分江戸表二而極内々二
骨‘釦舟ケ　　盃古垂」ア瓜‘卸缶　婚汁rで’　∠玉訂登皐煕市1

182－4美・1冊慶応2寅年2月

250竪継紙・1通慶応2寅年2月

　其御筋二而来書之分御加筆被下候分可継置事」

訴状下案　訴訟人・松本直ご郎御代官所信州高井郡片塩村
　外弐拾ヶ村惣代安源寺村年寄要左衛門、同東江部村名主
　理兵衛、同押切村組頭平之丞→御奉行所様　内済の仰付
　をうけて帰村した旨の寅4月付奥書

乍恐以書附奉願上候（堤防一件江戸出訴の添翰願、控
　当御支配所信濃国高井郡押切村・片塩村・安源寺村・同新田
　村・立ヶ花村・北岡村・矢嶋村・篠井村・新保村・東江部村・西

　江部村、右拾壱ヶ村惣代西江部村名主篠田市左衛門、東
　江部村年寄山田庄左衛門→松本直一郎様中野御役所

251－1竪継紙・1通

251－2竪継紙・1通

252竪継紙・1通

406竪継紙・2通

416竪継紙・1通

乍恐以書付御訴訟奉申上候（水内郡村々による堤修復慶応2寅年2月
　故障差止願、下書）　松本直一郎御代官所信濃国高井
　郡押切村（ほか村名略）、右拾壱ヶ村惣代東江部村年寄山
　田庄左衛門煩二付代兼同村名主理兵衛、ほか2名、真田信
　濃守御預所（村名略）、同領分（村名略）、右五ヶ村惣代
　山王嶋村名主作右衛門、堀右京亮領分（村名略）、右五ヶ
　村惣代→御勘定御奉行所様

乍恐以書付御訴訟奉申上候（水内郡村々による堤修復慶応2寅年2月
　故障差止願、下書写）　松本直…郎御代官所信濃国高
　井郡押切村（ほか村名略）、右拾壱ヶ村惣代東江部村年寄
　山田庄左衛門煩二付代同村名主理兵衛、ほか2名、真田信
　濃守御預り所（村名略）、同領分（村名略）、右五ヶ村惣
　代山王嶋村名主作右衛門、堀右京亮領分（村名略）、右五
　ヶ村惣代草問村名主長七→御勘定御奉行所様

頼一札之事（堤防一件江戸出訴の惣代委任）　片塩村慶応2寅年2月
　名主平右衛門、ほか55名（安源寺村同新田共・立ヶ花・押
　切・北岡・矢嶋・篠井・新保・東江部・西江部・六川・草間・清
　水・羽場・北大熊・松代領小沼・同預り同村・南大熊・桜沢・山

　王嶋の各村々役人）→東江部村年寄山田庄左衛門殿代兼
　名主理兵衛殿、西江部村名主篠田市左衛門殿、安源寺村
　年寄要左衛門殿、押切村組頭平之丞殿、草問村名主忠七
　殿、山王嶋村組頭惣左衛門殿　包紙共

乍恐以書付御訴訟奉申上候（古堤修復被致故障難渋出慶応2寅年2月
　入）　松本直一郎御代官所信濃国高井郡押切村・片塩村・
　安源寺村・同新田村・立ヶ花村・北岡村・矢嶋村・篠井村・新
　保村・東江部村・西江部村、右拾壱ヶ村惣代東江部村年寄
　山田庄左衛門煩二付代兼同村名主理兵衛、西江部村名主
　篠田市左衛門道中足痛二付代兼安源寺村年寄要左衛門、
　押切村組頭平之丞、真田信濃守御預り所山王嶋村・桜沢
　村・小沼村、同領分南大熊村・小沼村、右五ヶ村惣代山王
　嶋村名主作右衛門、堀右京亮領分六川村・羽場村・清水村・
　草間村・北大熊村、右五ヶ村惣代草間村名主忠七→御勘定
　御奉行所様

（押切村の新堤築立につき水内郡村々の差止願書）慶応2寅年2月
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堤防組合惣代／慶応期堤防工事／対岸村々と江戸訴訟

甘利八左衛門元当分御預所信州水内郡赤沼村・赤沼河原新
田・内町・六地蔵町・栗田町・上町・津野町・冨竹村両組・金箱

村・上駒沢村・下駒沢村・三才村、同元当分預所真田信濃守
御預所同州同郡津野村・中尾村、本多相模守領分同州同郡
三才村・蟹沢村・浅野村・神代村・北石村・宿石村・南郷村、

右弐拾村小前役人惣代、右八右衛門元当分御預所赤沼村
組頭訴訟人吉左衛門、右信濃守御預所津野村同同八郎右
衛門、右相模守領分神代村庄屋同笑三郎、南郷村組頭同
政右衛門→御奉行所様　前欠

一件二付松代・中之条行日記（諸入用書上とも）　山 （慶応2）寅4月13日発 横半半・1冊 216
田健蔵 足

覚（宿泊代受取）　丸屋長兵衛→上　216－1～4は丁間4月16日 切紙・1通 216－1

挟込

覚（宿泊・酒・人足代受取）　丸屋長兵衛（信州松代伊 4月13日、14日 切継紙・1通 216－2

勢町丸屋長兵衛）→上

（松代藩役人名書上） 切紙・1通 216－3

（元締・公事方掛名前書上） 切紙・1通 216－4

乍恐以書付奉願上候（評定所での堤防場所熟談日延願 慶応2寅年4月 竪紙・1通 253
当御支配所片塩村・安源寺村・同新田村・立ヶ花村・押切村・
北岡村・矢嶋村・篠井村・新保村・西江部村・東江部村、右拾
壱ヶ村惣代東江部村年寄山田庄左衛門、安源寺村名主慎
平→中野御役所

差繍観騒隷騨灘錦蘇響雛維撫 慶応2寅年10月 竪継紙・1通 254－1

片塩村・安源寺村・同新田村・立ヶ花村・押切村・北岡村・矢
嶋村・篠井村・新保村・西江部村・東江部村、真田信濃守御
預所同州同郡山王嶋村・桜沢村・小沼村、同領分同州同郡
小沼村・南大熊村、堀右京亮領分同州同郡六川村・草間村・
清水村・羽場村・北大熊村、右弐拾壱ヶ村惣代安源寺村年
寄・訴訟人要左衛門、東江部村名主理兵衛煩二付代新保村
名主・同彦市

元右直一郎元別廉当分御預所当時右信濃守御預所同州水
内郡赤沼村・赤沼河原新田、同御預所同州同郡津野村古
料・新料・中尾村・内町・六地蔵町・栗田町・上町・冨竹村両
組・金箱村・上駒沢村・下駒沢村、本多相模守領分同州同郡
蟹沢村・浅野村・神代村・北石村・宿石村・南郷村、右信濃守

預所相模守領分同州同郡三才村、右拾九ヶ村小前役人惣
代赤沼村名主兵左衛門煩二付代赤沼河原新田名主・相手庄
兵衛、中尾村同・同作内→御評定所　証文取替につき要左
衛門・彦市・庄兵衛・作内の奥書

（済口証文写差上書）　右要左衛門、彦市→松本直一郎様 寅10月 竪紙・1通 254－2

中野御役所　254－1の包紙として使用

差上申済口証文之事（高井郡村々と水内郡村々の出入、 慶応2寅年10月 竪継紙・1通 255
新規築立の堤取払）　松本直一郎御代官所信州高井郡
片塩村・安源寺村・同新田村・立ヶ花村・押切村・北岡村・矢
嶋村・篠井村・新保村・西江部村・東江部村、真田信濃守御
預所同州同郡山王嶋村・桜沢村・小沼村、同領分同州同郡
小沼村・南大熊村、堀右京亮領分同州同郡六川村・草間村・
清水村・羽場村・北大熊村、右弐拾壱ヶ村惣代安源寺村年
寄・訴訟人要左衛門、東江部村名主理兵衛煩二付代新保村
名主・同彦市

元右直一郎元別廉当分御預所当時右信濃守御預所同州水
内郡赤沼村・赤沼河原新田、同御預所同州同郡津野村古
料・新料・中尾村・内町・六地蔵町・栗田町・上町・冨竹村両
組・金箱村・上駒沢村・下駒沢村、本多相模守領分同州同郡
蟹沢村・浅野村・神代村・北石村・宿石村・南郷村、右信濃守
預所相模守領分同州同郡三才村、右拾九ヶ村小前役人惣
代赤沼村名主兵左衛門煩二付代赤沼河原新田名主・相手庄
兵衛、中尾村名主・同作内→御評定所　写提出の旨要左衛
門・彦市より六川役所宛奥書あり
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堤防組合惣代／慶応期堤防工事／対岸村々と江戸訴訟

土堤一件水内郡村々二て押切村壱ヶ村相手取先訴之積
　二て出府之節認持参訴状之写

美・1冊 85

手ひかい覚　丸山要左衛門 横美半・1冊 102

（出府諸費用書上）　　　102に挟込 切継紙・1通 響02－1

人足・諸入用

堤修復人足取調帳　円徳耕地弐拾村組合 慶応元年丑11月 横長美・1冊 81

御出役御旅宿入用割銭帳　扱人　50はこより紐で一括 慶応2寅年5月24日～6 横長美・1冊 50－1
月21日

高木様小川様御出役御旅宿御賄帳　井賀屋 慶応2寅年6月 横長美・1冊 50－2

海沼様御泊雑用帳　菱屋儀兵衛 （慶応2年6月） 横長美・1冊 50－3

松代御出役様御泊雑用帳　袋屋 寅6月 横長美・1冊 50－4

大久保様坂本様御出役御旅宿御賄帳　池田屋 慶応2寅年6月 横長美・1冊 50－5

50－6

79

80

80－1

256

横長美・1冊

横長美・1冊

冊1美
　
通

長
　
　
－

横
　
状

竪紙・1通

256－1切継紙・1通

2　25
　
8
3
　
　
7
8

小切紙・1通

横美半・1冊

横美半・1冊

六川御出役様御泊雑用帳　松田屋与吉　　　　　　　　寅6月

土堤御組合御入用控（中野町芝屋仁兵衛への支払）　（慶応2）7月10日
　芝屋仁兵衛→上

寅盆後土手一件宿料勘定（代金受取書）　芝屋仁兵衛　（慶応2）寅12月26日

　覚（昼飯など賄代書上）　宿仁兵衛→土堤御組合御惣（慶応2）寅12月
　　代様　80に挟込

覚（村内堤御普請に円徳耕地土堤組合より見舞酒代金慶応3卯年12月
　125両受取）　高井郡押切村名主又八、組頭文右衛門、
　同又七・百姓代善左衛門、取締役市之丞→高井郡円徳耕
　地土堤組合村々御役人中　包紙共

　覚（村内土手敷地潰挨拶金25両受取）　押切村市之卯12月25日
　　丞、与惣右衛門→土堤組合御惣代衆中　256－1・2は256
　　の包紙入

　（土手際より外明地面積書付）

組合普請入用帳　押切村百姓代善左衛門、ほか3名→弐拾慶応3卯年
　壱ヶ村組合御惣代山田庄左衛門殿

組合普請諸入用帳（千曲川堤防）　押切村役元　　　　（慶応元～慶応2）

絵図

万延元申年押切村二而水内郡と為取替絵図之写　水内 万延元申年4月 380×552・1鋪 407
郡川辺拾五ヶ村惣代赤沼村取締役兵左衛門、同河原新田
名主利兵衛、津野村同八郎右衛門、神代村庄屋幾三郎、
浅野村同利右衛門、蟹沢村伴六、高井郡押切村名主弥兵
衛、組頭永井重右衛門、同与惣右衛門、百姓代嘉右衛門、
重立小前惣代市之丞、同源之丞、同七郎右衛門、立入人
同郡中野村郷宿定兵衛、同取締役与吉

（円徳耕地土堤組合絵図）　円徳耕地土堤組合弐拾ヶ村
　之内当御支配所高井郡片塩村名主平右衛門、安源寺村年

1090×1930・1鋪 247－1

寄要左衛門、立ヶ花村名主宇兵衛、押切村同断与惣右衛
門、北岡村同断貞助、矢嶋村同断八十八、篠井村代兼新
保村同断彦市、西江部村名主篠田市左衛門、東江部村年
寄山田庄左衛門
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堤防組合惣代／慶応期堤防工事／絵図

（千曲川土堤・耕地絵図綴） 1綴・4鋪 247－2

（円徳耕地内郷水除堤絵図）　円徳耕地土堤組合弐拾 慶応元乙丑年11月 570×810・1鋪 247－2－1

ヶ村之内当御支配所高井郡片塩村名主平右衛門、安源
寺村年寄要左衛門、立ヶ花村名主宇兵衛、押切村名主
与惣右衛門、北岡村名主貞助、矢嶋村名主八十八、新
保村名主彦市、西江部村名主篠田市左衛門、東江部村
年寄山田庄左衛門

万延元申年有形絵図面（御普請堤・内郷堤古跡） 385×810・1鋪 247－2－2

裏貼紙「慶応元乙丑年十一月弐拾ヶ村組合内郷堤絵図
面高井郡円徳耕地村々」

宝暦6明和迄損地絵図 580×810・1鋪 247－2－3

年暦不相訳古絵図 570×810・1鋪 247－2－4

（千曲川土堤・耕地絵図綴） 綴り・4鋪 410－1

（押切村損地・円徳耕地内郷水除堤絵図） 慶応元乙丑年ll月 584×810・1鋪 410－1－1

万延元申年有形絵図面 390×810・1鋪 410－1－2

宝暦6明和迄損地絵図 560x810・1鋪 410－1－3

年暦不相訳古絵図 580×810・1鋪 410－1－4

（絵図下書類一括） 4枚 410－2

（堤普請関係村々絵図）　千曲川山王嶋村辺に貼紙 450×540・1鋪 408

（延徳耕地水害村々分地絵図） 690×1520・1鋪 409

千曲川瀬直し

出願

「水災除新川堀割願　四通弐枚」 （万延元～文久2） 袋入・3通・1鋪 246－2

乍恐以書附奉願上侯（水難場所見分の上公辺へ仰上 文久2戌年9月 竪継紙・1通 246－2－1

願）　増田安兵衛御代官所信濃国高井郡東江部村・西
江部村・片塩村・安源寺村・栗林村・新保村・矢嶋村・押切
村・北岡村、真田信濃守御預所同国同郡小沼村・桜沢村・
小布施村・山王嶋村、堀出雲守領分同国同郡草間村・北
大熊村・清水村・六川村・羽場村、真田信濃守領分小沼村、
右村々惣代桜沢村名主清作、北大熊村名主藤兵衛、安
源寺村名主慎平、西江部村名主市左衛門、東江部村名
主山田庄左衛門→荒地取下場御見分御奉行所様

規定一札之事（新川堀割願に際する水難村々議定） 万延元申年10月 竪継紙・1通 246－2－2

信州高井郡羽場村名主孝左衛門、ほか61名（羽場・押
切・桜沢・小沼・北大熊・北岡・片塩・安源寺・草間・栗林・清

水・矢嶋・六川・東江部・西江部・新保・小布施・六川出作・
山王嶋・赤沼・赤沼河原新田・中尾の各村々役人）

乍恐以歎書奉願上候（新川堀割許可願、案）　高井 文久元酉年3月 竪継紙・1通 246－2－3

郡何拾ヶ村惣代一、一、水内郡何ヶ村惣代→飯山御役
所

信州筑摩川犀川落ロヨリ越巻渡舟場迄曲流絵図 645×280・1鋪 246－2－4

乍恐以書付御歎願奉申上侯（今井村地内千曲川曲流瀬
　直しにつき飯山藩へ掛合願）　堀右京亮領分高井郡六
　川村名主治兵衛、同同清水村名主六右衛門、同同羽場村

慶応4辰年5月 竪継紙・2通 246－1

名主甚右衛門、同同北大熊村名主藤兵衛、同同草間村名
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堤防組合惣代／千曲川瀬直し／出願

主忠七、真田信濃守領分同小沼村名主太平次、同同南大
熊村名主孫作、同御預り所同桜沢村名主定之助、同同小1

沼村名主市兵衛、同同山王嶋村名主作右衛門、御料信濃 1国高井郡北岡村名主作右衛門、押切村名主又八、矢嶋村
名主半右衛門、篠井村名主甚平、新保村名主治郎左衛門、
立ヶ花村名主良八、片塩村名主政吉、安源寺村・同新田村
名主慎平、年寄要左衛門、東江部村名主理兵衛、西江部
村名主篠田市左衛門、東江部村年寄山田庄左衛門→御料
尾州様御取締中野御役所

上（今井村地内曲流瀬直しにつき水害凌方御治定願、明治2巳年9月（16日）半・1冊
　下案）　高井郡押切村文右衛門、北岡村名主作右衛門、
　矢嶋村名主八十八、篠井村名主彦五郎、新保村名主治郎
　左衛門、立ヶ花村名主良八、片塩村名主政吉、両安源寺
　村名主慎平代要左衛門、東江部村名主理兵衛、西江部村
　名主市左衛門→中野御役所

（千曲川瀬直し一件願出の小前惣代頼一札、写）　市明治2巳年10月
　左衛門、外村役人除一同→伊兵衛殿、啓蔵殿、吉左衛門
　殿、九兵衛殿

今井村曲流御願立二付東京出府諸入用附立帳
　小沼村清吉

出頭人明治2年

（土木司の早期派遣につき書状・願書写）　東京6小日10月17日
　向儀左衛門、外二人→今井村会計方御詰合衆中様、尊下

（書状、今井村一・件示談、土木司早期派遣の交渉状！0月17日
　況）　儀左衛門、定之助、久兵衛→御惣代中様

乍恐以書付奉願上候（村々連印屈の提出以前に土木明治3午年10月17日
　司派遣・工事開始の願）　伊那県中野御局附御支配
　所信州高井水内両郡三拾八ヶ村惣代、水内郡津野村名
　主茂左衛門、赤沼河原新田庄兵衛、高井郡大嶋村名主
　代久兵衛、同桜沢村名主定之助、同新保村組頭治助→
　伊那御県東京御役所

（書状、議定書・久兵衛病気願の審理延期の旨返答）　（明治3）午11月14日
　東京二而赤沼河原新田名主代庄兵衛→堀割一件会計方御
　掛り中様包紙共

（書状、川普請世話役赦免願）　　（六川）寺嶋善兵衛、3月7日
　佐野藤兵衛→（安源寺村）丸山勇（要）左衛門様

（書状、惣代不足につき加わるかの旨）　　（東京二而）9月16日
　庫吉→平吉叔父様、いせ松叔父様（安源寺村大黒屋伊勢
　松）

（書状、今井村工事の相論による怪我へ見舞、商社事10月2日
　件の惣代も篠田を残し一時帰村）　　（従東京浅草、
　篠田）市左衛門→（丸山）要左衛門様　封筒共

（書状、東京表・土木司の様子不明につき至急飛脚差立10月21日
　願）　　（六川寺嶋）善兵衛→（栗林会計所）山田庄左衛
　門様、清水藤兵衛様、外御惣代衆中様

（書状、取り急ぎ書面を認め、中野県・六川・松代・飯山
　藩の奥書調印獲得に惣代中尽力願〉　寺嶋善兵衛→
　山田庄左衛門様、同熊太郎様、外御詰合御惣代衆中様

（書状、川普請をめぐる江戸での交渉過程の報告）
　久兵衛、甚兵衛（東京馬喰町弐丁目武蔵屋二兵衛方二而
　田中甚兵衛）→国元御惣代衆中様（東江部村山田庄左衛
　門様、赤沼村成田兵左衛門様、外御惣代中様）　包紙共

10月28日

10月29日

（書状、飛脚の伝える民部省での様子、跡惣代至急着閏10月13日
府すべき旨）　津野村小日向儀左衛門→赤沼組合6栗林

　村御出張御会計方衆中様、貴下

84

竪紙・1通（2枚）　414－1

横長美・1冊

包紙入・2通

』竪紙・1通

竪紙・1通

297

464－41

464－41－1

E464－41－2

横切継紙・1通　　　464－17

横切継紙・1通　　　464－13

横切継紙・1通　　　464－14

切継紙・1通

横切紙・1通

464－20

464－38

横切継紙・1通　　464－37

竪継紙・1通

切継紙・1通

464－16

464－2堰
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堤防組合惣代／千曲川瀬直し／出願

（民部省へ出頭につき武蔵屋へ惣代入来願）　東京馬 午閏10月17日 竪紙・1通 464－39

二武ニニ而赤沼河原新田庄兵衛→高井水内堀川一件御惣
代衆中様

（書状、民部省への歎願、松原様へ挨拶、など江戸で 午11月14日 仮綴・1通 464－34

の経過報告）　　（東京馬喰町、新保村）治助→江部山田
旦那様　包紙共

（齢。懸よ耀懸講藁翻擶論鞭 11月22日 切継紙・1通 464－26

急用

（千曲川瀬直し一件願出の小前惣代頼一札、下書） 竪紙・1通（2枚） 414－2

（包紙入文書、上書「安源寺忠右衛門・民三郎□□書 包紙入・1包 464－40

出」）　糊付のため開封せず

会計所御用

（廻状、土木司帰京前に出来栄帳調印のため名主出張 未正月27日 横切継紙・1通 464－35

願）　安源寺村出張会計所→草問村、立花村、押切村、
北岡村、山王嶋村、六川村、羽場村、清水村、矢嶋村、
右村々御役人中　包紙共・貼付

（書状、腰痛のところ名代出向の礼、茶呈上）　長沼 7月28日 横切継紙・1通 464－33

奥右衛門→会計所御詰合中様

覚（中野県御用状を船にて差送）　奥右衛門→栗林村会 10月15日 切継紙・1通 464－28

計所御詰合衆中様

（廻状、本省へ済口本書差上につき村方三役人・重立一
　人の名前書提出願）　栗林村会計所→安源寺村、片塩

午10月27日 横切継紙・1通 464－36

村、篠井村、南大熊村、桜沢村、矢嶋村、押切村、北岡
村、山王嶋村、右村々御役人衆中

口上（火急要用につき金50両借用願）　内坂為治→栗 閏10月24日 横切紙・1通 464－32

林村御出張水内郡高井郡御惣代様

（書状、拙宅の東京行荷物が会計所にあるか取調願） 11月6日 横切紙・1通 464－31

大嶋村根岸久兵衛→栗林村会計方御惣代御詰合中様、貴
下

（書状包紙）　長沼奥右衛門→栗林村会計所御詰合衆中様 464－30

人足・諸入用

山王島村川除普請手伝人足賃米渡方帳　世話方 （明治2）巳10月28日ヨ
リ

横半半・1冊 300

覚（役人宿泊諸費用書上）　松代御預り大熊村、小沼村 （明治2）巳12月 切紙・1通 464－4

覚（飯代書上）　芝屋仁兵衛→東江部村御名主様 （明治2）巳12月10日改 横切継紙・1通 464－11

覚（酒肴・飯代書上）　芝屋仁兵衛→東江部村上46些 （明治2）巳12月20日改 横切紙・1通 464－11－1

11に畳込

覚（重詰代書上）　和泉屋元兵衛→土手御掛り御惣代中 （明治2）巳12月15日 切継紙・1通 464－9

様

おほへ（川除普請入用金受取）　山王嶋村組頭多三郎、 （明治2）巳12月25日 切紙・1通 464－10

同善右衛門→東江部村御惣代山田理兵衛様

覚（飛脚代立替）　ほていや平九郎→土手一件御惣代衆 （明治2）巳12月 横切紙・1通 464－2

中様
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堤防組合惣代／千曲川瀬直し／人足・諸入用

先
嵐
　
　
　
調
　

様
折
　
　
　
助
　
　
源
の
　
臥
少
配

覚（差引勘定残金受取）　小沼村九之助→御惣代衆中様

御並盆諸掛り恥調帳‘匡立K省得入（7）川々網並弦犀朴牛1購ムgp任

（明治2）巳ノ12月25日
1

切紙・1通

描幕茎　1冊

464－7

Ωρ明治2巳年

明治2巳年

明治2巳年

明治3午年6月25日

明治3年午6月25日ヨリ

明治3年庚巳（ママ）6
，月

明治3午歳庚6月ヨリ

明治3午歳6月吉日

明治3年庚午6月吉日

（明治3）午7月14日

（明治3）午7月19日ヨ
リ

（明治3）庚午7月19日

（明治3）午7月19日

明治3午年7月20日

明治3午年7月23日

明治3年午7月

（明治3）午8月16日ヨ
リ

明治3午年8月24日

横長美・1冊

横美半・1冊

横長美・1冊

横半半・1冊

横半半・1冊

横半半・1冊

横半半・1冊（合冊）

横美半・1冊

横美半・1冊

横長半・1冊

横半半・1冊

横半半・1冊

1
横
半
半 ・1冊

横半半・1冊

切紙・1通

横長半・1冊

横美半・1冊

横半半・1冊

横美半・1冊

（明治3）午9月3日ヨリ横半半・1冊

明治3庚午年9月29日よ横半半・1冊
り

明治3庚午年9月日　　横半半・1冊

明治3庚午年9月　　　横美半折・1冊

（明治3）庚午10月20日横半半・1冊
ヨリ

明治3庚午年神無月26横半半・1冊
日6

明治3午年10月日　　　横美半折・1冊
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209－9
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92

209－5

209－4
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堤防組合惣代／千曲川瀬直し／人足・諸入用

出人足日々取調帳　飯山藩、須坂藩 明治3庚午年閏10月10 横半半・1冊 209－6
日6

俵縄触当井勘定帳　栗林村会計所 明治3午年閏10月17日 横長美・1冊 95
触当

出人足日々取調帳　須坂藩 明治3庚午年閏月23日 横半半・1冊 209－3

出人足日々取調帳　須坂藩209は全て折目上 明治3庚午年閏月29日 横半半・1冊 209－1

縄俵請取通　高井郡東江部村 明治3午年閏10月 横半半折・1冊 94

御用石通帳　船［］久左衛門　裏表紙破れ 明治3年閏10月 横半半・1冊 294

雇土方人足帳（裁判方）　後に同月14日よりのr手控」明治3庚午年ll月4日ヨ 横半半折・1冊 290
括付 リ

出人足野帳場所掛リ 明治3午年ll月27日ヨ
リ

横半半・1冊 210－5

諸材木巨細取調帳　会計山掛り 明治3午年ll月 横長美・1冊 96

手びかへ（藤束など普請諸入用）　山田忠造 明治3午年ll月 横半半折・1冊 97

出人足日々取調帳　藩県出役（御場所人足土方堀割懸り 明治3午年ll月ヨリ 横半半・1冊 209－2

椎谷藩北島隣二、右助瀧澤親造）　赤罫紙使用

野帳（堀割費用勘定、各村出人覚）　藩県出役　折目 明治3午年12月朔日 横半半・1冊 214
上

出人足野帳　藩県出役 明治3午年12月6日 横半半・1冊 210－3

石乗代材木代舟乗代内渡控　堀割御普請掛会計所 明治3午年12月 横半半折・1冊 291

覚（金45両預り）　会計所惣代忠三→土方久左衛門殿 （明治4）未正月27日 切紙・1通 291－1

291－1～5は291に挟込

（源七渡分金額書上） 切継紙・1通 291－2

（赤沼村金平渡分金額書上） 切紙・1通 291－3

源兵衛・楳吉材木代内渡覚 切継紙・1通 291－4

（西寺尾定吉分金額書上） 切紙・1通 29雁一5

見舞請覚　両郡惣代中 明治3庚午年（7月～9 横半半折・1冊 223
月）

水内郡上今井村地内新川堀割御普請丁場御割付二無之
　分村々出人足差引帳

明治3庚午年 横長半・1冊 293

久左衛門勘定帳　水内郡赤沼村幸蔵手控 明治3庚午年 横半半・1冊 295

（会計所・掛役人宛諸代金受取書綴） （明治3） 綴り・23通 464－12

御請書（今井村〆切御普請石乗入用）　赤沼村請主金 明治3午年 竪紙・1通 464－15

平、同村請人要右衛門→会計方御役人衆中様　包紙共

堤一件見舞請覚 寅5月 横美半折・1冊 296

水防一件見舞請　296に挟込 折紙・1通 296－1

出人足日誌各手控 7月18日ヨリ 横半半・1冊 211

覚（養老2升代金精算書）　袋や店→上 9月21日 切紙・1通 464－23

所々見舞受覚（弐度目）　両郡会計所 従前10月1日 横美半折・1冊 224

（安源寺村分明俵140俵受取書）　新保村惣左衛門 10月24日 小切紙・1通 464－18
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堤防組合惣代／千曲川瀬直し／人足・諸入用

（書状、杭木早速送付願）　会計所山田隅太郎→槙山材 10月28日 切紙・1通 464－22

木屋梅吉様、要用

覚（土州半紙代受取）　いつミや定吉（信州善光寺、カ 閏10月18日 切継紙・1通 464－27
ネ中）→上

（瀬直工事関係の書付類一括） こより一括・6通 464－29

覚（栗林村役元に置く米俵数書上）　江部台所6→閏10月30日 横切紙・1通 464－29－1

栗林村出張先山田久摩太郎様

覚（枠・定用人足書上） 横切紙・1通 464－29－2

（歎願の品を渡してほしい旨書付）　大嶋、拝→山田 27日 切継紙・1通 464－29－3
賢君

休十》“ン土圭倶童ト、 描和玄印　　’缶　（村こと持場書上）

　おぼへ（金子書上）　福本→会計方様

　覚（355両余請求、諸村役人宿泊費力）　中むらや市
　　郎右衛門→山田熊太郎様

覚（金10両受取）　清之丞→会計御連中様24・25は同じ
　巻紙から作成されたもので、両者の間が完全に切り離さ
　れていない

覚（金3両受取）　四ッ谷村幸右衛門→会計所御出張中様

覚（金銭書上）　会計所→御本陣旦那様　225と226の間に
　あったもの

覚（水防一件出役の賄代書上）
　代様

野帳（出人足書上）　場所掛リ

野帳（出人足書上）　支配出役

会計方様炭御通　弥兵衛

覚（堤防工事人足賃勘定書）
　の

覚（縄・俵・松木など代金書上）
　惣代東江部村山田庄左衛門様

閏10月25日

ll月22日

午霜月22日

！2月7日

さくら沢定之助→御惣12月28日

折目上

225と226の間にあったも

押切村文右衛門→堤御

覚（杭・枠・合掌諸木代金書上帳）

覚（役人宿泊諸費用立替分書上）　山王嶋村、桜沢村、
　小沼村

覚（里芋・にしん等代金書上）　新保村惣代

（諸品人足供出関係書付一括）

横切紙・1通

横切紙・1通

竪継紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切継紙・1点

切紙・1通

横美半・1冊

横半半・1冊

横長半・1冊

切紙・2通

464－29－4

464－29－5

464－29－6

464－24

464－25

225－3

464－8

210－2

210－4

218

225－2

横切継紙・1通　　　464－1

横長半・1冊

横切紙・1通

折紙・1通

括紐一括・16通

464－3

464－5

464－6

464－19
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村役　人

年代　内容年代　延宝2（1674）年～慶慮2（1866）年

　　成立年代　宝永2（1705）年～慶慮2（1866）年

数量　120点

歴史

　山田庄左衛門家は東江部村役人としてはあまり多くの活動をしていない。表4の東江部村村役人表

からは以下のことがうかがえる。すなわち、庄左衛門家は寛保・延享期と文久期には一時的に名主を

勤めたがそれ以外の時期には勤めていないこと、そのかわり分家が名主をほぼ独占的に勤め組頭・百

姓代についても同様に分家がその多くを占めていたこと、庄左衛門家は18世紀まではほとんど村役人

として名前が出ないが19世紀以降百姓代をほぼ定席としたように見えること（ただし文化～天保期の

データが不足している）、である。一言で述べるならば、山田庄左衛門家は表向きは東江部村役人と

しての活動をあまりしていないが、実際には村政に対する大きな影響力を持っていたと言うことがで

きるだろう。表4には示すことができなかったが、山田庄左衛門が「東江部村年寄」という肩書を使

っている例もあるので村方三役に名を連ねていない時でも村役人層の一員としての立場を保持してい

たと言えるかもしれない。

　しかし、このような独占的立場を当初から山田家が村内において保持していた訳ではない。17世紀

の東江部村村役人制について知りうる史料はほとんど見出せないが、天明から文化にかけての当主で

ある庄左衛門顕孝（松斎）が「延宝二年寅御検地名寄帳」（写、5、188頁）の末尾に書き留めた延宝

期以後の名主順覚（表5）によると、延宝期の名主は当初は彦兵衛・平六（宮崎家）によって勤めら

れ、やがて理右衛門・文右衛門という山田家分家へと交替していった様子がうかがえる。また、かな

り時代が下るが明治43（1910）年の水帳紛失理由書（延宝2年検地帳の表に綴付、氏子総代3名連名、

東江部区共有文書）には以下の通りに記されている。

【史料4】

　抑々往古不明ナルモ中古東江部名主由来ハ山田縫左衛門方へ（山田九蔵先祖ナリ）上方ヨリ元和年

　間十七・八才之山伏参り縫左衛門方へ奉公致シ、両三年モ相勤メ居其気質信用アリ、読書算筆達者

　ナル故コレヲ彦兵衛方へ遣ス（宮崎茂兵衛家ノ事）、而シテ代理名主二使用セリ、夫レヨリ前々ハ

　名主之趣ハー向不明ナリ、其后彦兵衛ト理右衛門ハ名主二付争ヲ起セリ、理右衛門勝利ヲ得タリ、

　然レトモ理右衛門ハ其役ヲナサズシテ平助二譲ル（宮崎本家ナリ、平助ハ平六ノ誤ナラン）、同人

　ハ不幸ニシテ自分熟職中死亡セリ、然ル処平助死后ハ彦市成リテ（宮崎平助ト綱島彦市ハ親戚ノ関
　　　　　　　　（就）
　係上平助ノ妻ハ彦市ノ嫁ナリト云フ）壱時之財産整理者ト思フ、依テ平助死后ハ戸主女ナル故代理

　者兼跡役金左衛門方ニテ致セル者ト思フ、然ルニ此時ヨリロ碑二伝フルニハ彦市失火二逢ヒ役用書

　類ヲ焼失セシト云シモ或ハ平助失火二逢タルモノカ何れ両家トモニ亡テ当時戸主ナシ、…（中略）

　・中古平助ヨリ其后名主之順席左二記載侯也
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表4　東江部村村役人表

年代 西暦 名　主 組　　頭 百　姓　代 典　拠

宝永4 1707 利右衛門 弥兵衛 232－1

宝永7 1710 利右衛門、文六 弥兵衛 261－2

享保11 1726 武兵衛 8
享保15 1730 与兵衛 太郎左衛門、新兵衛 74

享保16 1731 伊左衛門 10－1

享保17 1732 文右衛門 11

元文3 1739 理兵衛 金右衛門、平八 長百姓・文右衛門、同伊左衛門、
同権兵衛、同文七、同金左衛門

45

元文4 1739 理兵衛 太郎右衛門、喜兵衛 伊左衛門 理85

寛保2 1742 庄左衛門 文左衛門、理右衛門 喜兵衛 2．55
延享元 1744 庄左衛門 27－1

延享3 1746 利右衛門 茂右衛門、文左衛門 文右衛門 理52

寛延2 1749 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門、金左衛門 理86

寛延3 1750 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理73

宝暦3 1753 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理71

宝暦4 1754 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 庄左衛門、文右衛門、金左衛門 理54

宝暦5 1755 利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 242－1、理104

宝暦6 1756 理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36－46

宝暦7 1757 利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36－42－1

宝暦8 1758 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－53

宝暦9 1759 理右衛門 文左衛門、庄吉 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理95

宝暦10 1760 理右衛門 文左衛門 理2

宝暦11 1761 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 427

宝暦13 1763 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－50

明和2 1765 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理53

明和3 1766 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－1

明和4 1767 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理8

明和5 1768 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－5、理27

明和7 1770 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－3

明和8 1771 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－9

明和9 1772 理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理24

安永4 1775 利右衛門 理36－61－1

安永5 1776 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理100

安永6 1777 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理28

安永7 1778 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理25

安永8 1779 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理96

安永9 1780 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理36－11

天明元 1781 理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理72

天明3 1783 理右衛門 理36－3

天明5 1785 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理108

天明7 1787 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理105

天明8 1788 理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理32

天明9 1789 理右衛門 庄助、理左衛門 文右衛門 417－1

寛政3 1791 吉太郎 利七、治助 文右衛門 267－8－2

寛政4 1792 吉太郎 利七、伊右衛門 文右衛門 419－1

寛政5 1793 文六 利七、伊右衛門 文右衛門 428

寛政7 1795 文六 彦五郎、伊右衛門 忠助 理12

寛政10 1798 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 419・3

寛政11 1799 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417．4

寛政12 1800 文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417－6

寛政13 1801 文六 彦五郎 庄左衛門 267－7－1
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年代 西暦 名　主 組　　頭 百　姓　代 典　拠

文化元 1804 文六 伊兵衛 422－1

享和4 1804 文六 伊兵衛 426－2

文化7 1810 文六 235－343

文化8 1811 文六 文蔵 235－4－1－18．26

文化9 1812 文六 235－5－2－9

文化10 1813 文六 235－6－20

文化11 1814 文六 235－7－1－8

文化12 1815 文六 235－7－1－43

文化13 1816 文六 235－9－2－8

文化14 1817 文六 235－9－1－10

文政元 1818 文六 235－10－1－12

文政2 1819 文六 235－10－2－12

文政3 1820 文六 235－11－14

文政4 1821 文六 235－ll－43

文政6 1823 文右衛門 理右衛門、伊兵衛 理36－61－3

文政7 1824 文右衛門 理右衛門 庄左衛門 理36－44、理7

文政8 1825 文右衛門 235－12－1－54

文政ll 1828 文右衛門 244－1

文政12 1829 文右衛門 245

天保2 1831 理右衛門 267－2によると名主文右
衛門、組頭理右衛門

理36－27

天保4 1833 理右衛門 理36－13

天保5 1834 理右衛門 理36－19

天保6 1835 理右衛門 理36－32

天保7 1836 理右衛門 理36－23

天保9 1838 理右衛門 理36－34

天保11 1840 理右衛門 先組頭伊右衛門、跡組
頭伊兵衛、市右衛門

庄左衛門 理36－16、理92

天保12 1841 理右衛門 市右衛門 理36－38

天保13 1842 理右衛門 理36－56

天保14 1843 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－10、18

天保15 1844 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－55、理78

弘化2 1845 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理47

弘化3 1846 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 277－7－18、理59

弘化4 1847 理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－21

嘉永2 1849 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－17

嘉永3 1850 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－15、理82

嘉永4 1851 理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－28

嘉永5 1852 理右衛門 伊兵衛、跡役栄左衛門 庄左衛門 理36－33、理91

嘉永6 1853 理右衛門 理36－31

文久2 1862 庄左衛門 246－2－1

文久3 1863 庄左衛門 理右衛門、市右衛門 文六 435－1

元治2 1865 理兵衛 市右衛門 435－2

慶慮2 1866 理兵衛 82

明治元 1868 理兵衛 246－1

明治2 1869 理兵衛 山田顕善履歴

明治3 1870 文六

典拠＝理＝山田理右衛門家文書、番号のみ＝山田庄左衛門家文書
註：ゴチックは山田家の一族であることが確実なもの
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綱蔦彦市之子　　綱島金左衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田伊左衛門　山田仁助宅事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田文右衛門　山田浦次郎宅事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田理右衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小沢伊右衛門　小沢国吉宅事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田荘左衛門

　事実関係で表5と異なる点も多いが、宮崎家、綱島家といった山田家以外の者が当初は名主を勤め、

その後山田家分家と交替していくという大筋の理解は共通している。実際にも宝永元（1704）年から

同4年にかけて村内組分・名主交替をめぐる村方騒動が発生していたことも確認できる（下記「相論」

の項を参照）。

構造と内容

　上記の通り山田庄左衛門家が名主を勤めたのはごくわずかな期間で、ほとんどは分家がそれを勤め

ていたため、村役人史料の基本的なもの（宗門人別改帳、村入用帳など）が同家文書中にはあまり揃

っていないことが特徴的である。また、ここに収めた史料の中には庄左衛門がまったく村方三役を勤

めていない時期のものもあるが、分家が名主を勤めているので背後から関与したこともあると思われ

ること、しばしば年寄という肩書を名乗っていること、などからその場合でも村役人としての活動の

延長線上で作成したものと見なしてここに収めることにした。このサブグループは次のシリーズから

構成されている。すなわち「領主関係」、「年貢諸役」、「夫食拝借」、「貯穀」、「土地」、「村入用」、「相

論」、「普請」、「その他」である。以下に必要があるものに限りその概要を簡単に示しておく。

　「領主関係」には、御用留・御用状受取帳のほか、御用状類を中野役所から江戸役所まで運ぶ際の

駄賃帳など、領主御用に関わって作成された史料を収めた。「年貢諸役」は、村内での年貢諸役割付

に関する諸帳簿が中心である。「夫食拝借」には、中野役所よりの夫食米拝借、小前百姓への割り渡

し、などに関する史料を収めた。点数的には、“戌の満水”として有名な寛保2（1742）年8月の千曲

川大洪水直後にあたる寛保期のものが多い。「貯穀」には、庄左衛門の中野役所囲穀への出穀に関す

る史料を収めた。この貯穀は必ずしも村役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表5　「延宝年中より名主順覚」
人の立場だけで行ったものではないと思う

が、役所とは常に村役人と連名で対応して

いること、自らの出穀とあわせて村内小前

の貯穀御免をも願っていること、など村・

村役人との関係が深い行動だと考えられる

ので、ここに配列することとした。「土地」

には東江部村の土地台帳類を収めた。ここ

には延宝2（1674）年幕領検地の検地帳・

名寄帳写が数点見られる。この検地に先行

して同村は慶長7（1602）年右近総検地

元文元まで

元文2より

延享2より

天明8より

（宮崎）彦兵衛

（宮崎）平六

（宮崎）平六・（山田）理右衛門

（山田）理右衛門

（山田）文右衛門

　　与兵衛
　　武兵衛
　　権兵衛
（山田）理兵衛、後役（山田）庄左衛門

（山田）理右衛門

（山田）吉太郎

典拠：「延宝二年寅御検地名寄帳」（5、山田顕孝写）

　　の帳末の記載より作成
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（森忠政）、元和7（1621）年福嶋正則検地を受けているが、その際の検地帳は現存していない（17世

紀前半の諸変動により初期検地帳が永続的基準性を失ったという指摘がある［古川65］）。また享保期

には田畑水帳写・地押改帳・高入引覚帳など関係帳簿が集中しているが、たとえば享保14（1729）年

田畑水帳写（9、188頁）の場合、地種・地籍の下に延宝検地帳名請人名・現所持者名と考えられる名

前を2段に分けて連記しており（下段の名前には貼紙が何枚も付されてその後の土地移動の結果も反

映している）、土地移動状況を把握するために作成されたものと考えられる（この時期から山田家が

質地地主として新たな土地集積を進めていくことは前述した。39頁）。「相論」に収めたのは全て宝永

年間（1704－1711）の村内組分に関する史料である。ごく簡単な経緯は次の通りである。これまでの

名主平六に対して不満を抱く人々が宝永元（1704）年以来2人名主制・村内組分を願い、代官がそれ

を却下しても、引き続き廻名主制や名主平六を通さない年貢上納などを願い出た。その結果、同4年

の年貢勘定目録（232、185頁〉は東・西両組で別々に作成されている（西組名主は利右衛門）。後に

山田松斎が「名主順覚」（表5）で彦兵衛、平六の後に平六・理右衛門と両人を併記したのは、この東

西両組2人名主制によると考えられる。この相論を契機に山田一族が東江部村名主に進出することと

なったが、両組制はおそらくこの時期に限定されるもので継続されなかったと考えられる。

関連史料

　東江部村の村役人史料としては他に、山田庄左衛門家文書の現地分に含まれるものを除くと、現在

の所以下の3件が確認されている。

①山田理右衛門家文書

　同家は表4にも明らかなように、長期にわたって東江部村の名主を勤めた家であるが、明治初年に

屋敷・家財・文書等を売り払って千葉へ移住した。現地には蔵が一つ残されているだけだが、文書は

長野県立歴史館と山田顕五氏宅に分かれて所蔵されている。前者については『長野県立歴史館収蔵文

書目録1』が発行されており、後者については主なものについて史料館がマイクロフィルムによる収

集を行って閲覧に供している。

②東江部区共有文書

　この文書は、江部神社境内にある郷蔵の2階で箪笥に入れて保管されている。主なものとして、安

永6（1777）年から明治7（1874）年にいたる年貢割付状および年貢皆済目録、延宝検地帳の写、地租

改正など明治期の史料がある。詳しくは『中野市古文書目録　平野村』（前述、ll頁）の東江部村の

項にリストがある。ただし、この目録は主要なものを採録する形を取っているので、掲載されていな

い史料もある点に注意を要する。

③宮崎茂登雄氏所蔵文書

　現在も東江部在住の同家は表5の冒頭に見える彦兵衛、平六の末商であり、近世初期の年貢関係史

料を所蔵している。これは『中野市古文書目録』にも収載されていないので、確認できたものを一覧

にしておく。
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年貢割付状＝寛永3、4、7、9、13、15、16、18、21、延宝6、正保2、明暦元、万治2、慶安2、3、承応2、の

　　　　　　各年分

II殖顎亘纂麺llIli麺III麺1二厳鐘亟il蒸丞蒸二殖麓二1一…㎜…㎜㎜㎜…㎜㎜

延宝検地帳写　　（田方、畑方）
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村役人／領主関係

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

村役人

領主関係

御用留書帳 元文4年未正月吉日 横長半・1冊 1

江戸御屋鋪・坂木御役所・平嘉（賀）御役所諸御用宿継 （元文4カ）未3月～10 横半半・1冊 3
請取帳　東江部村名主元6 月

御用状請取帳　東江部村名主庄左衛門　　　　　　　　魔保2壬戌年　　　　横美半4冊

御朱印御証文写（勘定組頭勝の信越廻村の際の人馬触（寛政8）　　　　　　横長美・1冊
　など）

御証文御勘定方石井源左衛門様御止宿覚帳（文化元子 （文化元年）　　　　
横長美・1冊

　九月六日御泊リ、外御普請役元〆格梶山与六様御泊）、

御口達書（勧農教諭令、中之条役所通達の写）　　　　（文久元）酉7月　　　美1冊

　○駄賃帳

御用荷物駄賃帳（中野～江戸）　御代官大野佐左衛門内明和5年子4月25日　　横長美・1冊
　江部理右衛門

御用武州江戸6信州中野迄駄賃帳　大野佐左衛門内江部明和5子年8月6日　　横長美・1冊
　理右衛門

賃馬帳　高井郡東江部村庄吉　　　　　　　　　　　　安永4年未12月　　　横長美・1冊

軽尻駄賃帳（中野～江戸市ケ谷）　江部文左衛門　　　安永5年申正月14日　　横美半・1冊

大田播磨守様御用駄賃帳（東江部村～武州板橋宿） 　　　　　　　　横長美4冊
　権之丞

御定人馬賃銭書付（雛形）　表紙に賃銭書き出すべき旨　　　　　　　　　美仮珊
　の書付貼付

　
2

《
∠
6

48

238

58－2

58－3

59

58－1

57

60

　　年貢諸役

信州高井郡東江部村西組戌御年貢勘定目録　名主利右
　衛門・組頭弥兵衛→御代官様　232－1・2は貼り合わせ

信州高井郡東江部村戌御年貢勘定目録　紙背にもr西
　組戌御年貢勘定目録」の写あり

御年貢上納金・午未両年分御国役金小以〆帳

元文四未極月惣勘定長（帳）

申御年貢［　］（年貢名寄帳）　庄左衛門、文左衛門、
　理右衛門、金左衛門、喜兵衛　表紙ほか下半分欠

酉御年貢割付皆済目録帳　東江部村名主庄左衛門

村々高附覚帳（近隣村々の去亥割付免）

子御年貢金取立帳　高井郡東江部村名主庄左衛門　27－1・2
　は麻紐で一括

午御年貢金取立帳　名主理兵衛　綴紐に書付結付

（宝永4）

元文4

寛保元年酉12月

年亥10月 竪紙・1通 232－1

4）
竪紙・1通 232－2

年未ll月 横長美・1冊 23

横長美・1冊 24

派年西12月 構長美・1冊 1R7『

寛保2年戌11月

延享元年子6月

延享元年10月吉日

11月ll日

横長美・1冊

横長美・1冊

横半半・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

137－5

26

28

27－1

27－2

一185一



村役人／年貢諸役

辰6亥迄弐拾ヶ年御割付写　信濃国高井郡東江部村

延享二丑秋田方内見合附帳（雛形）

丑年国役金御上納取立帳

子御年貢割付［　］　金左衛門、喜兵衛、利右衛門、
　庄左衛門　表紙下半分欠落

御廻米之儀二付御尋書上帳下書（江戸廻米御免願）

申ノ御年貢金過不足帳

（年貢割付状写、延享2～宝暦10年）

高井郡水内郡申破免減米高帳（仮仕出6写出分）

延享2年丑2月

（延享2）9月

延享2年11月

延享2年丑閏極月

天保4巳年7月

酉ノ11月勘定

美・1冊

横長半・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

美・1冊

横長美・1冊

半・1冊

半（仮綴）・1冊

9
5
0
」
1

2
2
3
3
4
’
ー
2
3

4
4
3
4

夫食拝借

夫食拝借小前帳　高井郡東江部村名主理兵衛、ほか村役人 元文3年午8月 横長美・1冊 53－1
7名→鈴木平十郎様御役所

夫食御拝借小前帳　高井郡東江部村名主理兵衛、ほか村 元文3年午9月 横長美・1冊 53－2
役人12名→中野御役所　破損

当六月満水二付信州高井郡東江部村夫食拝借割賦証文 寛保2年戌8月 美・1冊 55
帳　東江部村名主庄左衛門、与頭文左衛門、同利右衛門、
百姓代喜兵衛　破損

飢夫食壱人別拝借証文　信州高井郡東江部村拝借人金左 寛保2年戌8月 美・1冊 56－1
衛門、ほか7名→野呂猪右衛門様御役所

飢夫食壱人別拝借証文　信州高井郡東江部村拝借人小右 寛保2年戌10月 美・1冊 56－2
衛門、ほか7名→野呂猪右衛門様御役所

戌八月十日6同十九日迄御拝借渡シ長（帳）　東江部 寛保2年 横長美・1冊 54
村

飢夫食壱人別拝借証文　高井郡東江部村拝借人金左衛門、 寛保3年亥正月 美・1冊 56－3
ほか8名→野呂猪右衛門様御役所

飢夫食壱人別拝借証文　信州高井郡東江部村拝借人太兵 寛保3年亥3月 美・1冊 56－4
衛、ほか8名→野呂猪右衛門様御役所

亥十二月夫食種籾代取立帳　開披困難、表紙上書r是ハ寛保3年12月 横長美・1冊 137－6

酉之年返上納仕酉□御割付目録之通取立年［］」

覚（役所囲籾より拝借分の返納受取書）　中野村郡中 文化13子年2月 竪紙・1通 455－15

代彦二郎→東江部村庄左衛門殿

御請書（三度の洪水につき貯籾割戻受取）　→松本直 慶応2寅年8月 竪継紙・1通 258
一郎様中野御役所

貯穀

覚（貯夫食書上）　高井郡東江部村世話人預り主庄左衛 天明9年酉正月 竪継紙・1通 417－1

門、名主理右衛門、与頭庄助、同理左衛門、百姓代文右
衛門→風祭救馬様御役所　端裏書「天明八申年被仰出貯
夫食酉正月初年書上控」

貯穀員数書上帳　高井郡東江部村　中野役所へ提出したも （寛政4）子9月 美・1冊 417－7
のの控
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i
417－7

419－1

切継紙・1通

竪継紙・1通

419－2竪継紙・1通

420－2

420－2－1

420－2－2

420－2－3

420－2－4

包紙入・12通

切継紙・1通

切継紙・1通

切継紙・1通

切継紙・1通

420－2－5切継紙・1通

420－2－6

420－2－7

420－2－8

420－2－9

420－2－10

切継紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切継紙・1通

切紙・1通

420－2－11

420－2－12

421

423

425

切紙・1通

切継紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

切継紙1通

419－3竪紙1通

417－4竪紙・1通

巳年人別囲（稗の量と惣人数書上）

乍恐以書付奉願上候（小前貯穀御免願）　信州高井郡寛政4年子10月12日
　東江部村貯人庄左衛門印、同断名主吉太郎、与頭利七、
　同伊右衛門、百姓代文右衛門→河尻甚五郎様御役所　端
　裏書「村方備願書控、此訴状願下ケニ致申候」

乍恐以書付奉願上候（文六出穀願）　高井郡東江部村寛政5丑正月
　願人名主文六、与頭利七、百姓代文右衛門→河尻甚五郎
　様御役所

「貯夫食御褒美一件」　　　　　　　　　　　　　　　寛政5丑8月21日

　（奇特出穀褒美書写、村方振舞献立書など）

　（褒美受取人名前書）

　（庄左衛門・武右衛門による中野陣屋出穀納置への褒8月
　　美書）

　覚（10名と村役人で麻株着用にて出頭すべき旨廻状、丑8月20日
　　写）　飯沼忠作、岩問忠蔵→中野村、東江部村、栗林
　　村、新野村、間山村、右村々名主中

　（書状、拙宅への立寄願）　河尻甚五郎手代勤向村上10月9日
　　平兵衛→江部村庄左衛門殿

　（中野役所触・褒美書3点写、一同宛・ll村宛・郡中代8月
　　林右衛門宛）

　おほへ（稗（ひい）百俵代金受取）　くり林村多右3月26日
　　衛門→東江部村長左衛門殿

　乍恐以書付御届奉申上候（役所着屈）　高井郡東江寛政5丑8月21日
　　部村庄左衛門、同村差添名主文六→河尻甚五郎様御役
　　所

　（人名書上、46人分）

　（寛政5年庄左衛門・武右衛門貯穀褒美銀受取時の年未2月20日
　　齢尋書）　中野御役所→東江部村、栗林村、名主、与
　　頭

　（14名の出穀高書上）

　（傳右衛門ほか中野村3名率先出穀につき褒美書）　8月

請取申籾稗之事（籾稗50石づつ、中野陣屋に納置）寛政5丑年11月
　河甚五郎→信州高井郡東江部村庄左衛門

覚（貯夫食の稗50石出穀、当面預書）　東江部村庄左寛政5丑年11月
　衛門→中野御役所

（貯穀改廻村につき廻状、写）　竹内平右衛門手付大坪（寛政9）巳6月12日
　直蔵→中野・松川・一本木・若宮・金井・上笠原・下笠原・問長
　瀬・同新田・新井・吉田・岩船・東江部・西江部・西間・西条・新

　保・篠井・新野・問山・高遠・更科・小田中、右村々名主与頭
　中

覚（小前人別囲穀御免願、私共貯穀）　信州高井郡東寛政10午年11月
　江部村出穀人百姓代庄左衛門、出穀人文右衛門、同断理
　右衛門、名主文六、組頭彦五郎、同断伊兵衛→竹内平右
　衛門様中野御役所

覚（庄左衛門・文右衛門・理右衛門の当年出穀稗俵数書寛政ll未ll月
　上）　高井郡東江部村預り人百姓代庄左衛門、名主文六、
　与頭彦五郎、同伊兵衛→竹内平右衛門様中野御役所　端
　裏書「午6戌迄同文言、但申6上野四郎三郎様」
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覚（貯穀書上）　東江部村名主文六、与頭彦五郎、同伊兵 寛政12年申9月 竪紙・1通 417－6
衛、百姓代庄左衛門→竹内平右衛門様御役所

覚（貯穀書上） 寛政12申年書上 切継紙・1通 417－3

乍恐以書付奉願上侯（籾20俵出穀願）　高井郡東江部 享和2戌年正月 竪紙・1通 419－4
村出穀人理右衛門→上野四郎三郎様御役所　村役人奥書
あり、端裏書「戌正月十一日理右衛門出穀控写」

覚（陣内籾50石詰替のため預証文）　東江部村出穀人 文化元子年8月 竪継紙・1通 422－1

庄左衛門、名主文六、与頭伊兵衛→中野御役所　端裏書
「文化元子十月十四日相納済」

覚（高井・水内郡村々凶作備百姓出穀籾の件につき勘 （文政9）戌11月 竪紙・1通（2枚） 418
定所へ中野代官申上書、写）　大原四郎右衛門

覚（御見分につき貯穀書上）　高井郡東江部村名主文六、 巳6月 竪継紙・1通 417－2
与頭伊右衛門、同彦五郎、百姓代庄左衛門、預り人庄左
衛門、預り人文六→竹内平右衛門様御手附大坪直蔵殿
端裏書「巳六月十五日書上控」

覚（御見分につき貯穀書上、雛形）　名主、与頭、百 巳6月 竪継紙・1通 417－5
姓代、預り人→竹内平右衛門様御手附大坪直蔵殿

（中野役所廻状写、庄左衛門含め10人呼出）　中野御 戌10月5日 切継紙・1通 420－1

役所印→中野村彦右衛門・林右衛門・久兵衛・市右衛門、間
山村与惣右衛門、新野村五郎右衛門、東江部村庄左衛門、
栗林村武右衛門

覚（陣内籾50石詰替のため預証文）　東江部村出穀人 戌11月9日 竪継紙・1通 422－2
庄左衛門、名主文六、与頭彦五郎→中野御役所

（小前一同出穀停止願につき代官尋書、写）　奥書 折紙・1通 424－1

「右御代官様御自筆之御尋書、御答一同差上申候二付写」

（寛政5年貯穀差出時の役所元〆仰聞につき書付） 竪継紙・1通 424－2

土地

寅御縄打水帳写（延宝2年分、畑方のみ） （宝永3年8月） 横長美・1冊 6
前々両畑成午之地押改帳　東江部村名主武兵衛 享保11年午2月改 横長美・1冊 8
田畑水帳写　高井郡東江部村 享保14歳酉正月写之 美大・1冊 9

田畑名寄帳　信州高井郡東江部邑 享保14年酉4月吉日 横長美・1冊 10

惣畑成亥改銘々割附帳　東江部村名主伊左衛門　10に 享保16年亥12月 横長美・1冊 10－1
綴込

子年銘々高入引覚帳　東江部村名主文右衛門 享保17年正月 横長半・1冊 11

酉願畑成（1筆毎畑成田書上） 享保戌年 仮綴・1冊 237

高井郡北大熊村延宝二年寅十月御水帳（元禄年中書抜 明和7年寅4月3日写之 横長美・1冊 15
キ、大名寄長（帳）写）　東江部邑持主山田庄左衛門
顕元

北大熊高辻当村二而持分高内談覚（写）　小沼村新 明和7年寅3月晦日 横長半・1冊 15－1
屋敷　15の丁間挟込

延宝二年寅御検地名寄帳（仮帳）　山田庄左衛門顕孝 （寛政4年） 横長半・1冊 5

御除地入上籾極証文之事　高井郡東江部村文右衛門、庄 寛政5丑年5月 竪継紙・1通 239
左衛門、平吉→東江部村御役人中　小前惣代6名、立会人
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4名の奥書

御雛縦鞭脊儒鵯號鴇隻籍翻礁 寛政5丑年5月 竪継紙・1通 442

衛門印、平吉印→東江部村御役人中　小前惣代・隣村村役
人の奥書、村役人より小前惣代宛の極証文受取書、小前
惣代久蔵の同役3名宛本証文預り書あり

覚（除地の扱いを寛政5年以前の方式に戻す議定） 文化4年卯3月 竪継紙・1通 438
東江部村文六、ほか58名

（岩船村除地届写綴、明神免・十王免）　→井上十左衛 天保3辰年11月 仮綴・1綴 439
門様中野御役所

延宝弐寅御検地水帳写　山田弥之助 半・1冊 4

（新保村新田検地帳写、明和2・安永9年分） 美・1冊 14

川辺通水損村々（千曲川・犀川・裾花川沿村々高書上） 横長美・1冊 73

○寺社領除地書上

寺社領書上下書（越村分） 天保3辰年11月日 美・1冊 72－1

信濃国高井郡黒部村大日寺御除地高書上帳　信州高井 天保3辰ll月 美・1冊 72－2
郡黒部村名主平治郎、ほか2名→井上十左衛門様中野御役
所　表題を墨消

社領除地書上帳（北岡村分）　高井郡北岡村名主又左衛 天保3辰H月 美・1冊 72－5
門、ほか3名→井上十左衛門様中野御役所

社領書上帳（若宮村分）　京都吉田二位殿支配下八幡宮 天保4年巳正月 美・1冊 72－3
神主右岩戸伊織之祐→井上十左衛門様中野御役所

寺領書上帳（若宮村分）　京都知恩院末浄土宗正翁寺→ 天保4年巳正月 美・1冊 72－4
井上十左衛門様中野御役所

村入用

信州高井郡東江部村巳正月朔日6同十二月晦日迄村入 元文3年午ノ3月 横長美・1冊 45
用夫銭帳　東江部村名主理兵衛、ほか30名→中野御役所

諸入用［　］　表紙下欠、受取書など仮綴を後に括付 寛保3年閏4月吉［］ 横長半・1冊 108－2

村入用帳　庄左衛門、庄吉、治助、忠助、和助、理兵衛、 天明8年申正月 横長半・1冊 46
茂右衛門、吉右衛門→御名主所

堀丈助様御逗留入用　表紙書r十一月五日中野御引渡、文化元年 横長半・1冊 47
六日6御家内御引越、十二月廿五日御出立、廿七日中ノ
条へ御引渡」

秤改入用割合帳 文化5年辰12月 半・1冊 49

論相

村内組分相論

（東江部村東西両組組分願書綴） 仮綴・10通 4≦2－1

（東江部村東西両組の名主別立・年貢別納願、下書） 竪継紙・1通 412－1－1

乍恐口上書を以御訴申上候御事（両組の名主別立・ （宝永4カ） 竪紙・1通 412－1－2
年貢別納願、亥正月坂木役所へ提出の写）
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ケ申口上書之事（代官検見の際に組分仰せ 宝永2年酉10月 竪紙・1通 412－1－3
れたき願）　文六、太左衛門、市右衛門→御
日付横の書込「此書付ハ納不申候」

婁の下書、途中）　紙背に東江部村西組戌年 竪紙・1通 412－1－4
録の写

書指上申侯御事（組分願却下につき名主取 宝永3戌7月 竪紙・1通 412－1－5
主願）

之事（西組加入を公儀へ訴出願）　五左衛 宝永4歳亥2月 竪紙・1通 412－1－6ヒ
、
長
右
衛
門 、弥五兵衛、八右衛門、彦右衛門、
新右衛門、彦四郎、作右衛門、次郎左衛門、
六兵衛、九兵衛→東江部村西組惣仲ヶ間中

書ヲ以奉願候御事（西組加入許可願）　五 竪紙・1通 412－1－7
ほか12名

書以奉願候御事（不勝手の小百姓西組加入 宝永4年亥9月 竪紙・1通 412－1－8
紙背に東江部村西組戌年貢勘定目録の写

鯉締之瓠鎮盤鰹講雛譲 宝永2年酉10月 竪紙・1通 412－1－9

丁正の貼紙

書を以申上候御事（名主平六を通さず百姓 宝永3年戌10月 竪紙・1通 412－1－10
上納願）　文六、文右衛門→御代官様　紙背

主平六交替・組分願書一括） 仮綴・18通 412－2

生欄聾欝蟹（鮭老奎翼獺 宝永元年申11月13日御
訴訟中野二而申上候

竪継紙・1通 412－2－1

ナ藤兵衛の差紙写を貼継

の下書） 竪継紙・3通 412－2－2

書を以御訴申上候御事（新代官に対し廻名 宝永3年戌7月 竪継紙・1通 412－2－3
卵付願〉　文六、太左衛門、文右衛門、宇右
β右衛門、勘之丞、新五右衛門、弥右衛門、七
む六、新助、清八、佐門、八左衛門、清左衛門、
弥兵衛、小兵衛、喜三郎→御代官様

下書） 竪紙・13通 412－2－4

乍恐指上
　付けら
　代官様

（同上文書
　貢勘定目

　乍恐口上辛
　　替・廻名

　願申一札ヌ
　　門、長吉
　　八兵衛、
　　権之丞、

　乍恐口上｛
　　左衛門、

　乍恐口上｛
　　願、写）

乍恐指上［
　　けられ7
　　官様　訂

乍恐口上華
　　年貢直．
　　に下書

（東江部村名

乍恐書付茎
　　につき二
　　中宛飯村

　（同上訴状

上
替
美
鍬

最
門
衛
太
分

恐
王
衛
兵
半

　
　
　
　
　
　
組

乍
　
　
　
　
　
（

並曇主
日口円

（東江部村用水普請諸入用書上、下書）　名主与兵衛、 （享保15戌4月22日） 半・仮1冊 74
組頭太郎左衛門、同新兵衛、文右衛門、武兵衛

信州高井郡東江部村地内往還板橋戌春御普請積帳（御 寛保元年酉12月 半・1冊 75
役所控の写）　御普請役保田久兵衛、同佐久問順平、同
下役大橋安左衛門→御勘定所　片桐半平・寺嶋専助宛村役
人請書

その他

竪切紙・1通 452－1－62月23日西江部村五（書状、仰越により与五兵衛家引取申付）
　右衛門6→東江部村利兵衛様　捻封
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