
の寄進については現地分の中にも数多くの関係史料が残されている。法事の項には享和2（1802）年

の槍漠院（3代庄左衛門）百年忌法事関係の史料がある。その中には「百年忌二付金銭取替証文焼棄

井年貢未進以勘弁免除」と大書された紙（180－4、34頁）もあるが、どの範囲でこれが実施されたか

など詳細は今後の検討課題であろう。

　「日記・文化」には、宝暦9（1759）年の「道中日記帳」、明治3（1870）年の「松代騒動之記」な

どがある。前者は、文次郎（6代当主）、庄吉（文次郎兄）、理右衛門・茂右衛門（分家）、和尚の5名

が伊勢、紀伊半島、高野山、近畿、宮津などを旅した際の道中記である（行程と出費の記載がほとん

ど）。後者は明治3年ll月の松代騒動に参加した近隣の山ノ内や南大熊・小沼（松代藩領）の2000人が

戻りがけに山田家に酒食を要求した際のものである。

　「順碩老不幸一件」は史料がまとまっているので一項目とした。順碩老というのは山田茂右衛門安

祖（4代庄左衛門顕良の五男）の子で医師を業としていた人と考えられる。この史料は文政9（1826）

年2月に死去した際に親類一同が立ち会って、有銭・香典・家財道具売払金・葬式代・年貢諸役金な

どの差引勘定を行った際のものが中心である。なお、嘉永3（1850）年の東江部村宗門改帳（理右衛

門家文書1）には72才の医師順碩（持高1石3斗9升1合）が妻きいとともに記載されており、相続がな

されたようである。

　「衆議院選挙活動」は、「長野県二区選挙人名簿」という表書のある袋入史料である。そのうちの

一点に山田庄左衛門ら連名の島津忠貞への投票依頼状があるので、これらの史料はおそらく島津を応

援した際のものかと思われる。
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表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

家

経営

計家

未万売買帳　品物受取書など後に括付、破損大 元禄16未正月朔 横長美・1冊 104－1

酉万売［　］　受取書・書状など後に括付、破損大 宝永2年酉正月吉日 横長美・1冊 104－2

万売買覚帳　東江部村山田勝濃助　破損大、綴紐切 宝永5年戊子正月良辰 横長美・1冊 104－3

万売買覚帳　高井郡山形屋破損大、開披不能 享保6丑歳～同12未7月 横長美・1冊 104－4・

改

万いろいろ覚帳（板・釘・米数等書上）　久八 享保17年子ノ2月 横長半・1冊 105

愛鷲堂日記（諸買物覚） 天明8戊申年春王正月 横長美・1冊 174－2
甲子

亥諸用覚帳　高井郡東江部村山田荘左衛門　綴紐切、ふけ 寛政3年正月吉日 横長美・1冊 111
痛

巳諸入用日記 文政4年正月吉日 横長美・1冊 108－3

午諸入用日記 文政5年正月吉日 横長美・1冊 108－1

巳諸入用日記 明治2年正月吉日 横美半・1冊 181－1

午諸入用日記 明治3年正月吉日 横美半・1冊 181－2

金銭出入帳 明治3年午12月20日 横美半・1冊 182－4

（髪結兼吉分金銭勘定書付）　182－4の丁間挟込 切紙・1通 182－4－1

未諸入用日記 明治4年正月吉日 横美半・1冊 181－3

中野県暴動見舞遣覚　山田庄左衛門 明治4辛未年正月 横美半・1冊 225－1

申諸入用日記 明治5年正月吉日 横美半・1冊 181－4

癸酉諸入費日記 明治6年1月吉日 横美半・1冊 181－5

甲戌諸入費日記 明治7年1月吉日 横美半・1冊 181－6

乙亥諸入費日誌 明治8年1月吉日 横美半・1冊 181－7

（万収支覚帳、証書印紙出入・米値段ほか）　江部邨山 明治5～明治21年 横美列・1冊 388
田会計所

中邨要之助東京用（本・薬ほか代金書上）　388－1～ 横切紙・1通 388－1

23は丁間挟込

（炭三拾円分約束の書付） 小切紙・1通 388－2

モヲシアゲマスル（金2円20銭受取）　アサヒヤホン 切紙・1通 388－3
タナ（東京神田区）

（卯・寅年下米・地米書上） 切紙・1通 388－4

（辰2月～巳1月分利金書上） 切紙・1通 388－5

（辰年米値段書上）　永峯清蔵→東江部村山田庄左衛門 1月28日 切継紙・1通 388－6
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　　様

　記（塩代金書上）

　（巳2月～午1月分利金書上）

　記（釘代金受取）　紀伊国屋倉吉（新材木町・紀倉）→
　　高津伊八郎様

　（午2月～未1月分利金書上）

　（午2月～未1月白米値段書上）

　高沢注文（報知新聞・足袋釘抜など雑貨品注文書）

　明治十六年度酒造米（下米・地米高書上）

　十九年戌冬仕入米分（地古米・木嶋米高書上）

　（大豆・小麦・炭など代金書上）

　廿年白米小売相場

　廿一年子白米小売相場

　明治廿二年白米小売相場

　明治廿三年白米相場

　（白米相場書付）

　（玄米・白米相場尋書）　本宅→山形屋様

　（白米相場書付）

　（明治26年白米相場書付）

　明治廿七年白米直段調

（飲食代受取帳）　柳長→山田様

金銭［］判取帳（山田宛諸職人・商人代金受取帳）
　下高井郡平野邨山田荘左衛門　表紙文字かすれ

当座附込帳（諸買物代のほか諸税金等も含む、以下同）

当座附込帳

当座附込帳

附込当座帳

　（諸代金書上）　207－4に挟込

附込当座帳

当座附込帳

廃道敷代領収証　大字吉田惣代、同道路掛→山田荘左
　衛門殿　207－6－1～7は丁間挟込

高木福治差引（金銭勘定書）

7月22日

申11月25日

（明治19）

O
　
　
　
1
　
　
　
0
乙
　
　
　
り
D

O
乙
　
　
　
ワ
臼
　
　
　
2
　
　
　
0
乙

治
　
治
　
治
　
治

明
　
明
　
明
　
明

11月6日

（明治26）

（明治27）

明治23年1月18日改

明治28年未5月～明治
35年4月

従明治37甲辰年11月至
明治39丙午年1月

従明治39丙午年2月至
明治40丁未年5月

従明治40丁未年5月至
明治41戊申年8月31日

従明治41年戊申9月至
明治43戌年4月30日

従明治43年甲戌5月至
明治45年3月

従明治45年4月至大正2
年12月末日

明治45　7月5日

切紙・1通

、切紙・1通

一切継紙4通

切紙・1通

・切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

一
切
紙 ・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

横美半・1冊

横美列・1冊

388－7

388－8

388－9

半・赤罫紙・1冊　　207－1

半・赤罫紙・1冊　　207－2

半・赤罫紙・1冊　　207－3

半・赤罫紙・1冊　　207－4

切紙・1通　　　　207－4－1

半・赤罫紙・i冊　　207－5

半・青罫紙・1冊　　207－6

切紙・1通

切紙・1通

207－6－1

207－6－2
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利息入帳通知書　株式会社小布施銀行→山田荘左衛門 大正2年12月29日 切紙・1通 207－6－3
殿、外

（利息払込請求通知書）　株式会社長野実業銀行中野 大正2年12月10日 切紙・1通 207－6－4
町支店→山田荘左衛門殿

（金子勘定書付） 切紙・1通 207－6－5

（第1～4期の期限書上） 切紙樋 207－6－6

（諸買物代書上）
切紙・1通 207－6－7

当座附込帳 従大正3甲寅年1月至大 半・青罫紙・1冊 207－7
正4乙卯年4月30日

当座附込帳 従大正4乙卯年5月至大 半・青罫紙・1冊 207－8
正5丙辰年7月

十τ㎜律　　日4一一口亡イ冷猫　　r灯’序う・瓜　　り（　Q1　つ肝 佃虹　　’酷大正四年一月十三日6作徳へ内渡之分
　　丁間挟込

　記（20円受取）

　（金銭勘定書付）

当座附込帳

当座附込帳

山崎啓作→山田様

207－8－1～31よ

　請求書（繭代・蒸殺費ほか）　山田本宅→山形屋殿
　　207－10－1・2は丁間挟込

　（入出金差引勘定書付）

蜘売目録六駄分割付覚（代金受取）　ひミゑ山や甚右
　衛門→信州江部村山田半太夫殿

覚（鍛冶屋代金書上）　村清助峠村庄左衛門様

年中油酒薪木覚帳

（金子勘定書）

材木之覚（沓野村材木代金1分300文のうち700文受取
　残金渡願）

（諸白代、新酒代書上）　→庄兵衛様

切紙・1通 207－8－1

大正4年9月19日　　　切紙・1通　　　　207－8－2

　　　　　　　　　　切紙・1通　　　　207－8－3

従大正5丙申年8月至大半・青罫紙・1冊　　207－g
正6丁巳年7月

従大正6丁巳年8月～大半・青罫紙・1冊　　207－10
正7年8月31日

卯11月9日

卯12月

切紙・1通

切紙・1通

竪継紙・1通

切継紙・1通

横長半・1冊

折紙・1通

竪紙・1通

切紙・1通

207－10－1

207－10－2

455－11

413－8

115

452－1－2

452－1－3

452－1－13

奉公人・雇傭

相渡シ申証文之事（籾12俵売却、春渡し）　芋川村預 宝永元年申極月27日 竪紙・1通 455－10

り主組頭加兵衛、同村又兵衛→文六殿

年々男女奉公人改帳　高井郡東江部村山田理兵衛　表紙 （享保年間） 横長半・1冊 126
破損

（奉公人請状一括）　　　（包紙紙背）r小作仕二付相定連 元文6 包紙一括・15通 452－1－1
判一札之事」（下書）

御請状之事（草間村甚助、1年季、金1両2分）　草元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－01

間村人主太左衛門、庄右衛門、甚助→庄左衛門殿

御請状之事（冨村三右衛門、1年季、金1両2分） 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－02

冨村人主半右衛門、同所請人七兵衛、三右衛門
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御請状之事（堅田村竹八、1年季、金1両2分）　堅元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－03

田村人主弟長八、請人いとこ文六→庄左衛門殿

女請状之事（草間村ゑん、1年季、金1分600文） 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－04

草間村女人主親武右衛門、同所請人遠助→庄左衛門殿

御請状之事（再奉公、金2分銭700文）　羽場村人主 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－05

親宇兵衛、惣兵衛→庄左衛門殿　端裏書「はし」

御請状之事（今蔵、再奉公、金1両2分）　西江部村 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－06

奉公人兄茂右衛門、奉公人今蔵→庄左衛門殿

御請状之事（草間村半左衛門、1年季、金1両2分） 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－07

草間村奉公人半左衛門、同所請人三右衛門→庄左衛門
殿

御請状之事（安源寺村しげ、1年季、金2分）　新安 元文6年酉2月2日 竪紙・1通 452－1－1－08

源寺村人‡宇之助　請人佐右衛門→庄左衛門殿

452－1一唱一〇9竪紙・1通

452－1－1－10竪紙・1通

452－1－1－11竪紙・1通

452－14－12竪紙・1通

452－1－1－13竪紙・1通

452－1－1－14

452－2

切紙・1通

包紙一括・21通

452－2－1竪紙・1通

452－2－2竪紙・1通

452－2－3竪紙・1通

452－2－4竪紙・1通

452－2－5竪紙1通

452－2－6竪紙・1通

452－2－7竪紙・1通

452－2－8竪紙・1通

　　V”、　、J　FI　J　／、ふ　J　イ）〃」、　　μロノ、μ」」「5』昌マ　l　J　　　1＿L一／ L凸「rJ　l　J伊ン㌧

女請状之事（片塩村かん、1年季、金1分600文）
　　片塩村人主新五右衛門、同所請人義左衛門→庄左衛門元文6年酉2月2日
　　殿

御請状之事（草間村与助、1年季、金1両2分）　草元文6年酉2月2日
　　間村人主奥松、同所請人織右衛門、同所奉公人与助→
　　庄左衛門殿

　女請状之事（大又村なつ、1年季、金1分銭600文）元文6年酉2月
　　大又村女人主甚助、同請人岡右衛門

　女請状之事（若宮村さん、1年季、金1分600文）元文6年酉ノ2月
　　若宮村人主親文右衛門、請人権介→庄左衛門殿

　女請状之事（押切村とま、1年季、金2分350文）元文6年酉ノ2月2日
　　押切村人主兄平八、請人女伯父半左衛門、同半左衛門
　　俸市左衛門→庄左衛門殿

　覚（あぶらけ等数量書上）　反古紙一枚とも

「戌年」（奉公人請状一括）　　（包紙紙背）r御請状之事」明和3
　（芋川村そめ、一年季、金3分銭400文）明和2酉年2月2日、
　差出・芋川村人主次郎兵衛、請人権右衛門

　御請状之事（芋川村くめ、1年季、金3分2朱）　芋明和3戌2月2日
　　川村人主惣右衛門、請人政右衛門→文次郎殿

　御請状之事（赤塩村とよ、1年季、金3分2朱）　赤明和3戌2月2日
　　塩村人主惣左衛門、請人八兵衛→文次郎殿

　御請状之事（赤塩村太助、1年季、金1両2分2朱）明和3戌2月2日
　　赤塩村人主又六、請人与助、奉公人太助→文次郎殿

　御請状之事（芋川村久蔵、1年季、金1両2分2朱）明和3戌2月2日
　　芋川村人王惣右衛門、請人政右衛門、奉公人久蔵→文
　　次郎殿

　御請状之事（草間村つね、1年季、金3分2朱）　草明和3戌2月2日
　　間村人主平七、請人久七→文次郎殿

　御請状之事（神代村しも、1年季、金3分2朱）　神明和3戌2月2日
　　代村人主平七、請人大蔵→文次郎殿

　御請状之事（神代村さき、1年季、金3分2朱）　神明和3戌2月2日
　　代村人主甚五兵衛、請人庄七→文次郎殿

　御請状之事（赤塩村仲右衛門、1年季、金1両2分2朱明和3戌2月2日
　　赤塩村人主次郎右衛門、請人角右衛門、奉公人仲右衛
　　門→文次郎殿
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御請状之事（赤塩村乙八、1年季、金1両2分2朱） 明和3戌2月2日 竪紙・1通 452－2－9
赤塩村人主小左衛門、請人太七、奉公人乙八→文次郎
殿

御請状之事（柏原村七兵衛、1年季、金1両2分2朱） 明和3戌2月2日 竪紙・1通 452－2－10
柏原村人主傳兵衛、請人源右衛門、奉公人七兵衛→文
次郎殿

御請状之事（大倉村弥七、1年季、金1両2分2朱） 明和3戌2月2日 竪紙・1通 452－2－11
大倉村人主源六、請人六右衛門、奉公人弥七→文次郎
殿

御請状之事（芋川村さん、1年季、金3分2朱）　芋明和3戌年2月2日 竪紙・1通 452－2－12
川村人主佐七、草間村請人惣兵衛→文次郎殿

御請状之事（赤塩村五右衛門、1年季、金1両3分300
　文）　赤塩村人王三之助、請人市太夫、奉公人五右衛

明和3戌2月2日 竪紙・1通 452－2－13

門→文次郎殿

御請状之事（西江部村よし、1年季、金1両銭300文） 明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－14
西江部村人主善右衛門、請人惣四郎→文次郎殿

御請状之事（赤塩村はつ、1年季、金3分2朱）　赤明和3戌2月2日 竪紙・1通 452－2－15
塩村人主重兵衛、請人市太夫→文次郎殿

御請状之事（芋川村さよ、1年季、金3分2朱）　芋明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－16
川村人主浅右衛門、請人藤右衛門→文次郎殿

御請状之事（東江部村りよ、1年季、金1両）　東江 明和3年戌2月 竪紙・1通 452－2－17
部村人主團蔵、請人治右衛門→文次郎殿

御請状之事（赤塩村与五兵衛、1年季、金2両1分300
　文）　赤塩村人王又市、請人又六、奉公人与五兵衛→

明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－18

文次郎殿

御請状之事（赤塩村又七、2年季、金3両）　赤塩村 明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－19
人主与四郎、請人平六、奉公人又七→文次郎殿

御請状之事（芋川村さわ、1年季、金3分2朱）　芋明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－20
川村人主又助、同村請人仙右衛門→文次郎殿

御請状之事（片塩村宇右衛門、1年季、金1両2分2朱 明和3年戌2月2日 竪紙・1通 452－2－21
片塩村人主四郎右衛門後家、請人傳次郎、奉公人宇右
衛門→文次郎殿

壬子諸職覚（職人出勤覚）　山田庄左衛門顕孝 寛政4年正月吉日 横長美・1冊 113

巳夫食併手間帳 明治2年正月吉日 横美半・1冊 183－1

午夫食併手問帳 明治3年正月吉日 横美半・1冊 183－2

未夫喰併手間帳 明治4年正月吉日 横美半・1冊 183－3

申夫食井手間帳 明治5年正月吉日 横美半・1冊 183－4

（籾送先書上）　1器覗～5は丁間挟込 切紙・1通 183－4－1

（蔵ごと籾俵数書上） 切紙・1通 183－4－2

（諸穀類俵数書上） 未12月30日改 切紙・1通 183－4－3

（田上村彦逸分手間代書付） 切紙・1通 183－4－4

記（田上村彦造分手間代書付） 切紙・1通 183－4－5

癸酉夫食井手間帳 明治6年1月吉日 横美半・1冊 183－5

甲戌夫食井手間帳 明治7年1月吉日 横美半・1冊 183－6

一26一



家／経営／奉公人・雇傭

記（諸瓦代書上）　栗林瓦屋八右衛門→東江部村山田 戌12月 切継紙・1通 183－6－1
庄左衛門様

乙亥夫食井日雇帳 明治8年1月吉日 横美半・1冊 183－7

夫食日傭修繕附込帳 自明治21年2月至同22 横美半・1冊 387－1

年1月

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

雇人別万覚帳（賃金・貸物覚ほか）　山田理右衛門

　（籾・渋紙・蚕種紙代など勘定書付）　22＆1～3は丁間
　　挟込

　（清作分賃金・諸代金差引勘定書付）

　亥九月十六日水車普請懸リ　（諸費用書上）

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

夫食日傭修繕附込帳

　（付落額書上）　387．11に挟込

夫食日傭修繕附込帳

　（4月～7月出米総額書上）　38客12に挟込、下敷1枚共

（書状、伊右衛門引取につき）　押切村6、永井重左衛
　門→江部山田庄左衛門様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台　所

自明治22年丑2月至同
23年寅1月

自明治23年寅2月至同
24年卯1月

自明治24年卯2月至同
25年辰1月

自明治25年辰2月至同
26年巳1月

自明治26年巳2月至同
27年午1月

明治26年ヨリ（～32年）

4月12日

明治29年

自明治27年午2月至同
28年未1月

自明治28年未2月至同
29年申1月

自明治29年2月至同30
年1月

自明治30年酉2月至同
31年戌1月

自明治31年戌3月

自明治32年亥4月

2月13日

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横半半・1冊

切紙・1通

切紙・1通

切継紙・1通

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

切紙・1通

横美半・1冊

切紙・1通

横切継紙・1通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
1
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
1
1
2
2
4

2
3
4
5
6
　
1
2
3
7
8
9
1
1
1
1
1
1

8
　
8
　
8
　
8
　
8
　
2
2
　
2
2
8
　
8
　
8
　
8
　
8
8
8
8
5

諸品売物帳（粉・籾・糀など）　山田台所 明治31年3月～明治34 横美半・1冊 193
年

味噌醤油漬物醸造仕込法　台所手控 明治31年3月日 横美半・1冊 301

手控帳（白米・炭など消費記録）　山田台所 明治32年亥7月ヨリ明 横美半・1冊 194－1

治36年卯ll月マテ

（正米有高書付）　194－1に挟込 切紙・1通 194－1－1
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家／経営／台所

酒造米渡帳（米渡人桂助）　山田本宅 自明治32年ll月 横美半・1冊 197－2

白米渡帳（山形屋宛）　山田本宅 明治33年11月 横美半・1冊 198

玄米掲揚帳　山田台所 従明治34年辛丑2月～ 横美半・1冊 203
明治39年

売物帳　山田台所 明治34年辛丑第2月横美半・1冊 312
（～大正元年）

炭蔵入覚　平野邨山田本宅→倭邨田上歌五郎殿、間山小林 明治34年9月16日～明 横美半・1冊 196
永太郎殿 治38年

雑品受払帳　山田帳場 従明治35年2月 横美半・1冊 231

酒造用米掲揚帳　山田台所綴紐切 明治35年11月～明治36 横美半・1冊 204
年

手控帳（白米・炭など消費記録）　山田台所 明治36年卯12月ヨリ明 横美半・1冊 194－2

治39年午12月8日マテ

豊野行上籾渡控帳　下商井郡平野村山田帳場　親友ヲ招 明治37年辰1月 横美半・1冊 199
く文などの文章あり

酒造米揚揚帳　山田本宅台所 明治37甲辰歳～明治40 横美半・1冊 195
年

酒造米渡帳　山田台所 明治37甲辰歳～明治39 横美半・1冊 197－1

年

越後玄米掲揚帳（亀屋酒造分）　山田本宅台所 明治39年1月 横美半・1冊 202

（山形屋酒造店受取分米数書上）　→本宅山田寿作様 明治40年1月10日 切紙・1通 202－1

202に挟込

酒蔵白米渡帳　山田台所 明治40年1月 横美半・1冊 197－3

越後玄米記載・掲揚ケ白米記載・白米酒蔵へ引渡記載帳 明治40年1月 横美半・1冊 200
（かめや用）

玄米預リ鴇揚白米渡シ帳　山田台所 明治40年2月始メ（～ 横美半・1冊 397
大正5）

（味噌仕込控）　3971～3は丁間挟込 明治44年3月 切紙・1通 397－1

（掲屋帳・手控帳・掲上帳分玄米・白米高など書上） 切紙・1通 397－2

記（濡籾摺立玄米受取）　下高井郡平野村江部山田桂 切紙・1通 397－3

助→山田本宅様

塩味噌醤油使用初日及終日記載帳　山田台所 明治40年3月始メ（～ 横美半・1冊 302
大正5年）

味噌醤油塩糀加減仕込現料記載帳　山田台所帳場 明治40年3月（～大正2 横美半・1冊 303
年）

手控帳（穀物出入）　山田台所 明治43年1月（～大正2 横美半・1冊 313
年）

白米出入決算帳　山田台所帳場 明治45年子1月 横美半折・1冊 305

延徳村大字新保田方地類変換調　山田帳場　336は史料明治45年 横美半・1冊 336－1

館封筒一括

（新保分土腐・地目変換場所書上） 仮綴・1通 336－2

江部田方地類変換調　山田帳場 明治45年3月 横美半・1冊 336－3

保存登記写（吉田分田・宅地、地租改正調用） 切紙・1通 336－4
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家／経営／台所

荒地免租年期付与願（写）　右地主惣代大塚兼吉（市川 大正3年8月 青罫紙・1通 336－5
茂吉、浦野吉太郎）

土地分割届（下木島馬曲川端分山田所持地） 青罫紙・1通 336－6

（県道敷地払下分ほか地積・地価書上）　1通は鉛筆書、 2通 336－7
　1通は筆書

（本田原野差引整理を受けた20名分地所書上）　　　　（明治）45年3月

四十五年整動分　　　　　　　　　　　　　　　　　（明治45）

（紙帯、「原野本田差引地所整動分」）　他に無記載の紙（明治）45年3月
　帯1点

（山田・小林・竹内分畑田成地書上）

白米出入決算簿　山田台所帳場　　　　　　　　　　　従大正2年12月

味噌醤油仕込原料食塩味噌桶大小醤油樽大小数量記載

　帳山田台所帳場　　　　　　　 5年）

毎日白米出算帳　山田台所帳場　　　　　　　　　　大正5年3月27日

養蚕諸費台帳　山田本宅養蚕部帳簿主任小林翻　　　　　大正5年5月

毎日給桑分量・蚕児籠数覚　山田本宅養蚕部帳簿主任小大正5年5月
　林剛

製綜場人糞控　山田本宅　　　　　　　　　　　　　　大正5年度

農事其他日雇帳　山田本宅　　　　　　　　　　　　　大正5年度

　（小林かね分出勤日数書上）　308に挟込

差引控帳　下高井郡平野村江部山田桂助→江部山田本宅様大正6年1月吉日

弐間蔵・水舎・角蔵現在品調　　　　　　　　　　　　大正6年3月16日

日雇賃書出覚　山田台所帳場　　　　　　　　　　　　大正6年12月

　（自宅日雇賃書上）　394－1・2は丁間挟込

　（柳田日料賃男女別基準額書上）

馬豚厩舎日誌　山田農業部　　　　　　　　　　　　　　大正6年

玄米受渡通帳　山田本宅　　　　　　　　　　　　　　大正7午年ll月

蔵方出入帳　山田宗家　広告などの裏紙にペン書きのメモ昭和13年7月

　2点挟込

木鴬玄米請取控　山田台所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江部合名会社

大正3年3月日（～大正

1通

仮綴・1通

1点

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊

横美半折・1冊

小切紙・1通

横美半・1冊

横美半折・1冊

横美半・1冊

小切紙・1通

小切紙・1通

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半・1冊

横美半・1冊
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会社小作金米収入帳 江部合名会社 昭和11丙子年～昭和14 横美半・1冊 192
年

小作米収納依託書 依託者長野県信用組合聯合会 192 昭和11年11月 罫紙・1通 192－1
に挟込
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家／家政／相続

家政

続相

形をめぐる後家と名主理右 安永4年8月～同5年7月 美・1冊 98

鋸顯灘用躍麟 安永4年未12月～同5年
申7月

綴・1綴 99

二挟込 （安永5）申2月29日 切紙・1通 99－1

の裁許請書、控）　臼井吉 安永5申年7月6日 竪継紙・1通 455－2

工部村丑之助母ゑん、丑之助
一利右衛門、丑之助叔父又蔵、
文左衛門→御奉行所

よる家計管理報告）　理右 天明4甲辰年3月吉日 横長美大・1冊 109
、組頭文左衛門→丑之助殿 （安永2～天明4）

芝屋分、江戸市谷田町三丁
訴石町壱丁目甲府屋分）

横長美・1冊 100

印形出入一件（庄左衛門印形
　衛門の相論記録）

江戸宿市谷田町三丁目上州屋
　書（庄吉宛上州屋雑用代受コ

　覚（雑用代勘定書）　

差上申一札之事（印形出
　之丞御代官所信州高井郡
　叔父庄吉、丑之助大叔父
　親類惣代茂右衛門、名跡勇

991こ

年々諸勘定引渡帳（親類によ
　衛門、茂右衛門、庄吉、文蔵、

印形出入雑用覚帳，（中野宿芝
　目上州屋分、同神田河井新

婚礼・養子縁組

圧正月吉日 横美半・1冊 177－5

切紙・2枚 177－5－1

長正月吉日 横美半・1冊 177－4

2月吉日 横美半・1冊 177－1

横美半・1冊 177－2

切紙1通 177－2－1

切紙・1通 177－2－2

切紙・1通 177－2－3

1点 177－2－4

袋・1袋 177－3

史料館封筒入 277

6月 竪継紙・1通 277－1

閏4月 横美半折・1冊 277－2

折紙・1通 277－2－1

折紙・1通 277－2－2

天保12年丑

天保15年辰

安政2年卯

嘉永2酉年

嘉永2年酉

おいよ仕度覚帳

　（衣類・日用品類書上）　17客5に挟込

おしか仕度覚帳

於萬嫁入諸色覚

（おかめ仕度帳）

　（結納・引越・婿入の日程書付）　177－24～4は丁間挟込

　（轡・煙管など江戸注文品書上）

　（紅梅織振袖注文書）

　紅梅染色本（包紙入の見本生地）

おかめ引越諸書附入　中味なし

　O小竹助一件

（江戸日本橋新右衛門町住吉屋との養子縁組・離縁相論
　一件書類）

乍恐以書付御訴訟奉申上候（婿養子離縁につき持参
　金・融通金返却願、相手方呉服太物渡世新右衛門町
　家持伊兵衛後家さたほか）　高木清左衛門御代官所信
　州高井郡東江部村百姓庄左衛門・同人父泰助、右両人煩二
　付代右庄左衛門同居弟訴訟人董平→御奉行所様　端裏書
　「持参金融通金懸合不行届酉年出訴可致積二而認メ置候願
　書下案、同八月対談行屈出願致不申候事」

出府中ノ日記　山田董平

　土産其外遣し候覚　277－2－1～3は丁間挟込

　（宿泊覚書）
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家／家政／婚礼・養子縁組／○小竹助一件

　酉九月四日帰国董平土産（近隣・親族宛土産品書上）

店卸帳写（住吉屋分）

酉9月

弘化3午2月7日〆切

折紙・1通

横長半・1冊

127ア23

277－3

277－4

277－5

277－6

277－7

277－7

1277－7－1－2

277－7－1－3

277－7－2

277－7－3

277－7－4

277－7－5－1

277－7－5－2

277－7－6

277－7－7

277－7－8

277－7－8－1

277－7－8－2

277－7－8－3

277－7－8－4

277－7－8－5

277－7－8－6

277－7－9

乍恐書付を以奉願上候（養子持参金・融通金滞出入）　　　　　　　　　半4冊
　表紙書込「酉年出訴可致積二而認メ見候願書下書　董平
　文語」

俸小竹助事当時伊兵衛縁談一條始末書　信州高井郡東弘化5申年2月　　　　半4冊
　江部村庄左衛門　表紙書込「此書取申二月中嶋嘉右衛門
　様江入御内覧候写」

（住吉屋一件日記、含関係文書写）　　　　　　　　　（弘化3年5月～同年12半・1冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月23日）

（小竹助離縁・持参金等差戻をめぐる訴訟一件）　　　　弘化2年～嘉永2年　　紙紐一括・

　（書状、信濃大地震・水害につき帰府途中の伊兵衛身（弘化4）4月16日　　横切継紙・1通
　　上心配）　山田隠居、直筆→住吉屋御隠居殿、伊兵衛
　　殿包紙共、2・3も同封

　口演（只々案事侯ハ伊兵衛之義）　庄左衛門、董平4月16日昼九ッ頃　　切紙・1通
　　→住吉屋伊兵衛様、御隠居様、御店衆中

　（書状、伊兵衛身上心配）　山田庄左衛門→神谷御隠4月22日　　　　　　切継紙・1通
　　居様、同伊兵衛様

（信濃屋宛返書控、伊兵衛離縁の件で董平差遣す旨）　10月朔日　　　　　　切継紙1通

覚（小竹助持参金200両受取）　小竹助事伊兵衛母さた、弘化3午年2月　　　　横切紙1通
　親類惣代塩田揚庵、同市川又兵衛→信州東江部村庄左衛
　門殿御名代関斉宮殿、同信濃屋嘉兵衛殿　端裏書「此本
　紙へ酉年改継添取極申候事、但本紙ハ江戸ニアリ」

対難井濫盤翁鯉聾髄暴磁穰灘嘉　　　横脚通
　裏書「本紙ハ酉八月離縁治定持参金済方行届候二付住吉
　屋へ戻遣し候」

舌代（金百両証文の書式指示）　越後屋利助→山田董平8月9日　　　　　　切継紙1通
　様277－7－5－1・2はこより一括

口上（足痛につき御取引欠席願）　越後屋利助→篠田舜8月21日　　　　　　切継紙1通
　治様

覚（庄左衛門よりの類焼見舞金受取）　住吉屋伊兵衛、午2月11日　　　　　横切紙・1通
　同人母さた→関斎宮様、信濃屋嘉兵衛様　親類惣代塩田
　揚庵・市川又兵衛の奥書

（代呂物有金など勘定書、住吉屋の収支計算か）　　　　　　　　　　　　　折紙1通

「中通り江遣し候一札井沽券譲状之下案入、井離縁状　　　　　　　　　　包紙入・6通
　下書入」

　覚（小袖・帯など衣類書上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切継紙1通

　（伊兵衛引取一札下案、沽券譲返状下案）　　　　　嘉永元申年12月27日　切継紙1通

　覚（小竹助実印受取）　篠田舜治→嘉七殿　　　　　申12月27日　　　　　切紙・1通

　（離縁状之事、下書）　伊兵衛元名小竹助→はまとの　　　　　　　　　　　切紙1通

　（融通金など返済方、伊兵衛内借金の返済方につき　　　　　　　　　　切紙1通
　　一札、下書）　貼紙3枚

　（伊兵衛名前の家屋敷沽券状書替につき一札、下書）　　　　　　　　　　切紙・1通
　　貼紙1枚

相手方名当（さた・塩田揚庵・又兵衛の肩書）　　　　　　　　　　　　　切紙1通
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家／家政／婚礼・養子縁組／○小竹助一件

差上申一札之事（借財処分取扱方につき）　願人さた、
　代利助・家主治助、支配人嘉七→名主弥左衛門殿、同三
　平殿　端裏書「新右衛門町6両名主へ預り置候書付写、
　本紙ハ三平殿預り、是ハ三平殿手跡也」、貼紙6ヶ所

竪紙・1通（2枚） 277－7－10

入置申対談之事（仕入金不手廻りならば融通するが家
　内不和合の際はその限りでない旨）　庄左衛門代俸
　董平・改代町嘉平代権次郎→おさたとの　端裏書「融通
　金子一札与此書付引替可申約定之下案、本紙者石塚へ預

弘化3午年12月 竪継紙・1通 277－7－11

ヶ置申候事」

入置申一札之事（小竹介養子入につき約定の金子来春
　渡すべき旨）　牛込改代町家持仮里嘉兵衛、当人小竹介
　→養母おさた殿、御親類衆中

弘化2巳年12月23日 竪紙・1通 277－7－12

乍恐書付を以奉申上候（示談不行届の際の訴状差出方
　につき願）　信州高井郡東江部村百姓庄左衛門煩二付代

弘化3午年10月15日 竪継紙・1通 277－7－13

同人俸董平、差添人栄十郎→高木一　端裏書「御支配へ
差届控」

乍恐以返答書奉申上候（さだの出抜訴訟に対し、伊兵
　衛身分引取・無難相続の御利解願）　牛込改代町家持

弘化3午年10月23日 竪継紙・1通 277－7－14

嘉兵衛煩二付代返答人権次郎→御奉行所様

鷹離姦矯果棚轡の郵錨調葎糟
　姓庄左衛門代俸董平→高木清左衛門様御役所　端裏書
　「御支配へ御届控」

午11月5日 竪継紙・1通 277－7－15

乍恐以返答書奉申上候（嘉兵衛の返答書下書案）　端
　裏書「最初可差出積二而相認メ返答書下案」

竪継紙・1通 277－7－16

乍恐書付を以奉申上候（持参金返済の件熟談につき江
　戸より帰村の届）　高井郡東江部村百姓代庄左衛門煩

嘉永2酉年9月6日 竪紙・1通 277－7－17

二付代弟董平、組頭差添伊兵衛→高木清左衛門様中野御
役所　端裏書「帰村届下案」

乍恐以書附御訴訟奉申上候（離縁約定異変不実出入）
　高木清左衛門様御代官所信州高井郡東江部村百姓代庄左

弘化3年午10月 竪継紙・1通 277－7－18

衛門煩二付代訴訟人・俸董平、差添・村役人代栄十郎→御
奉行所様　中野役所宛添翰願の奥書あり、端裏書「当
方6出訴可致積、国許二而認メ置候訴状下案」

口演（持参金片付方急速取計願、交渉は関斎宮に依頼
　庄左衛門→おさた様、御親類中様　端裏書「住吉屋へ懸

（午）7月晦日 竪継紙・1通 277－7－19

合手紙写」

頼入申一札之事（親類一同が世話を引き受け年賦返済
　する旨）　住吉屋伊兵衛親類吉野屋半右衛門代藤八、同

弘化2巳年12月 半・1冊 277－7－20

辻三郎兵衛俸新三郎、同三河屋作治郎代徳兵衛、同塩田
揚庵、同市川又兵衛、同備前屋喜兵衛、伊兵衛後家さた、
同人娘住吉屋はま・幼年二付当分店預り人小兵衛、支配人
清助、嘉七・家守治助→伊豆蔵吉右衛門殿、大黒屋三郎
兵衛殿、大黒屋吉右衛門殿、外取引御一統衆中

乍恐以書附奉申上候（揚庵ら親類と示談し、伊兵衛の
　無難相続が叶うよう利解願）　高木清左衛門御代官所

（午10月） 竪継紙・1通 277－7－21

信州高井郡東江部村百姓庄左衛門煩二付代俸董平→御奉
行所様　端裏書「町御奉行所へ可差出積二而認メ候下案」

乍恐書付を以奉申上候（江戸の董平より出訴の件で中
野役所宛届）

午10月19日 竪継紙・1通 277－7－22

一札之事（拙者猶子として小竹助を人別送りし、住吉
屋を相続させる旨承知）　仏光寺御門跡家来関斎宮→

弘化3午年2月 竪紙・1通 277－7－23

右庄左衛門殿、名主理右衛門殿

乍恐書付を以奉願上候（持参金返済懸合のため出府屈、 嘉永2年酉閏4月 竪紙・1通 277－7－24

乍

乍
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家／家政／婚礼・養子縁組／○小竹助一件

控）　当御支配所高井郡東江部村百姓代庄左衛門煩二付
代弟董平、差添組頭伊兵衛→高木清左衛門様中の御役所

対談証文之事（離縁取極、金談は来月名代にて行う旨
　庄左衛門父泰介、証人篠田舜二→住吉屋おさた殿・店支
　配人嘉七殿　端裏貼紙「申八月七日双方為取替山田氏6

嘉永元申年8月17日 竪継紙・1通 277－7－25

被差出候書付」、証人印墨消

乍恐以書付奉願上候（伊兵衛を戻し相続させるよう嘉
　兵衛に仰付願）　新右衛門家持先代伊兵衛死失後家・願
　人さた、五人組・牛込改代町家持・相手嘉兵衛（ママ）→
　御奉行所様　表紙書込「午年新右衛門町訴状写」

弘化3午年9月 半・1冊 277－7－26

乍恐以書付奉申上候（熟談内済届）　当御支配所信州
　高井郡東江部村百姓代庄左衛門煩二付代弟董平、差添組
　頭伊兵衛→高木清左衛門様御役所　端裏書「江戸役所江

嘉永2酉年8月23日 竪紙・1通 277－7－27

帰村届書控」

乍恐書附奉願上候（伊兵衛を戻し相続させるよう嘉兵
　衛に仰付願）　新右衛門町家持先代伊兵衛死失後家・願
　人さた、五人組・牛込改代町家持・相手嘉兵衛（ママ）→
　御奉行所様　端裏書「出訴前改代町へ懸合来候訴状写、

弘化3午年9月 竪継紙・1通 277－7－28

理兵衛様　小竹助6」、全面墨消

一札之事（離縁につき有代呂物・借財など不残受取）
　住吉屋はま母さた代兼店支配人清助、同嘉七→小竹助殿、

嘉永元申年12月27日 竪紙・1通 277－7－29

おとふとの後見小四郎殿

取極申対談証文之事（帰縁の際の伊兵衛持参金額）
　信州中野在東江部村百姓庄左衛門俸董平、牛込改代町家
　持嘉兵衛煩二付代権次郎→おさた殿　200両を来春渡す旨
　の午極月廿日付継書あり、端裏書「酉八月全離縁治定二

弘化3午年12月15日 竪継紙1通 277－7－30

付引戻候」、印墨消

覚（商仕入金百両借用証文）　新右衛門町家持伊兵衛
　店支配人下七より庄左衛門宛奥書あり、端裏書「此本紙
　ハ酉年改継書証文致申候、但本紙ハ江戸二置」

弘化3午年12月23日 竪継紙・1通 277－7－31

（小竹助持参金など返済方取極一札、写）　表紙書込
　「戌十一月本紙ハ江戸へ遣置候」

嘉永2年8月 半・1冊 277－7－32

（上記一札箇条書の一部抜書）　2777－32に挟込 小切紙・1通 277－7－32－1

法事・寺社

63

40
　
7
0

64

65

402

402－1

横長美・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

横長美・1冊

横美半・1冊

切継紙・1通

明和8辛卯5月11日

寛政2年戌9月吉日

文化4年卯3月吉日

明和8辛卯年7月25日

明和8年卯9月6

明和8年卯9月

　○氏神

氏神諏訪宮修復並上屋造立覚帳　東江部村山田亀齢顕元
　人足賃覚書・棟札下書・御遷化入用目録などを綴じて後に

　括付

御宮拝殿修復井屋根寄進帳　施主山田庄左衛門顕孝

御宮屋根普請覚

　○大徳寺

延命山大徳寺客殿造立普請覚帳　東江部邑山田荘左衛門
　顕元（時齢三十七）　覚などを綴じて後に括付

大徳寺客殿諸木寄附銘細帳　山田庄左衛門顕元

大工木挽扶持米請取帳　大徳寺→東江部村山田庄左衛門
　殿

ふち米之事（大工ほか職人々数、扶持米高など勘定
　書）　402に挟込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一33一



家／家政／法事・寺社／大徳寺

大徳寺客殿造［　］（必要部材等書上）　表紙下半分
　欠

明和8年卯 横長美・1冊 66

大徳寺客殿普請入用惣〆代付寄覚帳　山田荘左衛門顕
　元年三十八

明和9年辰ll月16日改 横長美・1冊 68

延命山黍徳煮客殿建立寄進帳（御寺江遣シ候控帳）
　東江部村施王山田荘左衛門（顕元）→片塩村延命山大徳
　寺様

明和9年壬辰11月16日 横長美・1冊 67－1

大徳寺客殿建立御寄進帳　片塩村延命山大徳寺＋二世現
　住錬石→山田荘左衛門殿

明和9年壬辰11月16日 横長美・1冊 67－2

延命山大徳寺客殿建立寄進帳（下書）　施主東江部村
　山田荘左衛門

明和9年辰ll月日 帳崩（横長美）・

仮1冊
67－3

大緻奈麟鱗輝謝木手間並諸入用驚附 天明7丁未冬初 横長美・1冊 69

大徳寺江寄附地片塩村ヨリ地券書上ノ控 美・1冊 327

○法事

寿仙死去色々覚 天明8年戊申3月6日卯 横長美・1冊 176
時

門牛禅師遷化件（葬礼記録） 天明8年戊申8月16日 横長美・1冊 71

（袋、表書「槍漠院様百年御忌書物入」）　180は史料館
　封筒一括（元はこの袋に入ってたと思われる）

（享和2） 袋・1袋 180－1

百年忌法事覚 横長美・1冊 180－2

（借用書付などの年月日・人名書出帳）
横長美・1冊 180－3

（百年忌につき諸借金免除書） 竪継紙・1通 180－4

（吉田村分諸品書上、蕎麦・粉など）
折紙・1通 180－5

おぼへ（人名書上、23人） 折紙・1通 180－6

家普請

家普請作料井材木調帳　東江部村山田顕良 享保9年10月10日 横長美・1冊 175

文庫造営 寛政10年戊午10月5日 横長美・1冊 174－1

文庫造営　山田以文録 寛政10年戊午ll月 横長美・1冊 173

切石代前請取証文之事　安田村石屋才助、七瀬村請人七
　兵衛、深沢村請人弥右衛門→東江部村庄左衛門殿

弘化2年巳12月 竪紙・1通 276

交際

（暑中見舞状）　　（長野市岩石町）丸山源吾→山田荘左衛
　門様、執事御中

明治42年8月9日 横切紙・1通 462

（山田文吉書状）
封筒入・2通 461

（年賀状）　　（東京都日本橋区濱町三＋一番地、鈴木）
　文吉→御主人様

明治43年1月元旦 切紙・1通 461－1

（添状、奥村病気につき通知）　文吉拝→御主人様 切紙・1通 46ト2
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家／家政／交際

（書状、御救頼上）　丸山藤右衛門→山田理兵衛様人々御
　中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

正月20日 竪紙・1通

t
452－1－14

458

452一で一19

切紙・1通

横切継紙・1通

452－1－20

452－1－16

452－1－2

横切紙・1通

切紙・1通

竪紙・1通

（退役願書添書）　中山実之介→山田庄左衛門様　　　　 　l月21日

（書状、御読の壷（カ）差送、金子借用願）　坂田村2月27日
　長野安右衛門→東江部村二而山田理兵衛様参人々御中
　切封

（書状、金子2分借用願）　西江部村五郎右衛門→東江部3月晦日
　村理兵衛様人々御中

口上（昨日の礼、拙者持参すべき所人に預け御蔵まで4月21日
　差越）　勘右衛門→利兵衛様

（包紙、上書「川谷村五右衛門佐源次差引証文」）　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄砲所持

奉差上鉄鞄預り証文之事（用心鉄砲1挺）　高井郡東江
　部村持王庄左衛門、名主理右衛門、組頭文左衛門、同庄
　吉、百姓代文右衛門→志村新左衛門様御役所

宝暦11年巳3月 竪紙・1通 427

乍恐以書付御届奉申上候（威鉄砲改）　高井郡東江部
　村名王文六、組頭利七、伊右衛門、百姓代文右衛門→河
　尻甚五郎様御役所

寛政5年丑4月 竪紙・1通 428

威鉄砲証文（庄左衛門分1挺）　信州高井郡東江部村 寛政5年11月 美・1冊 426－3

威麩砲証文控（庄左衛門分2挺）　信州高井郡東江部村
　畏表紙書「右之通御案文二而相認村方共都合五帳差上申
　候」

寛政5年11月 美・1冊 426－4

乍恐以書付奉願上候（威鉄砲仰付願、控）　高井郡東
　江部村願人庄左衛門、文六、孫三郎、文右衛門→河尻甚
　五郎様御役所　名主文六奥書

寛政5丑ll月 竪紙・1通 429

威鉄砲拝借証文（庄左衛門・文六・孫左衛門・文右衛門
　分）

寛政12年3月 美・1冊 426－5

426－2美・1冊

430－1竪紙・1通

430－2竪継紙・1通

426－1竪紙・1通

431折紙・1通

差上申一札尊（威鉄砲拝借）　東江部村持主庄左衛門、享和4年子正月
　持王名王文ハ、持王孫左衛門、同文右衛門、与頭伊兵衛、
　組頭市右復門→上野四郎三郎様中野御役所　奥書「右者

製鮭繋羅上魚乳轍難難編申上候・御聞済

（頬己替による鉄璽召上金に対し継続拝借願、下書）　文化元年子9月
　局井郡東江部村持王庄左衛門、ほか9名→上野四郎三郎様
　中野御役所　袖の一部切取

乍恐以書付奉願上候（迄配替による鉄砲召上令に対し文化元年子9月
　継続拝借願、控）　局井郡東江部村願人百姓代庄左衛
　門、ほか17名→上野四郎三郎様中野御役所

差上申二札之事（威鉄砲拝借）　東江部村持主庄左衛門、文化3寅年5月
　同文ハ、同孫左衛門、同文右衛門、与頭伊兵衛、同理右
　衛門→恩田新八郎様中之条御役所

鉄砲之儀二付御廻状写（用心・隠鉄砲は厳禁、猟師・威丑8月14日
　筒は勝手次第）　中野御役所

日記・文化

72横美列・1冊宝暦9年卯正月5日信州高井郡東江部村山田氏道中日記帳（西国巡礼）
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松代騒動之記　山田庄左衛門 明治3庚午年11月 半・朱罫紙・1冊 222

長野新報　需新社 明治6年癸酉7月 刊・1冊 362

台湾案内（都新聞第三千百七十八号附録）　都新聞社 明治28年8月6日 刊・1冊 325

（信濃国絵図） 670×1280・1鋪 286

家／家政／日記・文化

順碩老不幸一件

（袋、表書「順碩老不幸一件」）　179は史料館封筒一括
　（元はこの袋に入っていたと思われる）

袋・1袋 179－1

龍寿院順碩居士不幸一件差引勘定覚帳 文政9年戌2月 横長美・1冊 179－2

文政九年戌御年貢金請取通（順碩分）　名主文右衛門 （文政9〉 切紙・1通 179－3

文政十亥年御年貢金請取通（順碩分）　名主文右衛門 （文政10） 切紙・1通 179－4

文政十一子年御年貢金請取通（順碩分）　名主文右衛
　門

（文政11） 切紙・1通 179－5

諸道具売払帳 文政9年戌2月 横長美・1冊 179－6

悔請覚帳 文政9年戌2月4日 横長美・1冊 179－7

諸道具改直入帳 文政9年丙戌2月 横長美・1冊 179－8

（金銭勘定書、道具売立関係力、小川柳兵衛分） 切紙・1通 179－8－1

179－8－1・2は丁間挟込
切紙・1通 179－8－2

（金銭勘定書、道具売立関係力、上御仏前分）

東江部村順碩跡入上受取帳　片塩村大徳寺納所→東江部
　村庄左衛門殿御手代中

文政10亥年より（～天
保7）

横美半・1冊 179－9

（順碩所持地書上） 切継紙・1通 179－10

永小作証文之事（屋敷場として永小作）　東江部村小
　作人庄治郎、受人常蔵→順碩殿

文政8年酉2月 竪紙・1通 179－11－1

永小作為取替書付之事（写）　東江部村屋敷主順碩・同 文政8年酉2月 竪紙・1通 179－11－2

村立会文六→庄治郎殿

覚（わらじ・切昆布など代金受取）　天龍屋喜重→新兵
　衛様　179．12－2以下は179－12－1に巻込

（文政9）戌2月5日 切紙・1通 179－12－1

覚（豆腐代受取）　長太→順碩老 竪切折紙・1通 179－12－2

覚（蝋燭・水油など代金受取）　当所栄左衛門→順碩 2月17日 折紙・1通 179－12－3

様

覚（古酒・新上酒代金受取）　山形屋□□→山田御親 2月17日 切継紙・1通 179－12－4

類衆中様

（順碩分畑方籾代差上書）　文六→庄左衛門様　179－13・2 寅極月 切紙・1通 179－13－1

以下は179－13－1に巻込

順碩分取替（上納・夫銭など勘定書） 切紙・1通 179－13－2

覚（順碩外屋敷籾代差引勘定書）　文六→庄左衛門 亥8月朔日 切紙・1通 179－13－3

様

覚（順碩外屋敷籾代差上書）　文六→庄左衛門様 子12月26日 切紙・1通 179－13－4

覚（順碩分籾代差上書）　文六→庄左衛門様 未12月30日 切紙・1通 179－13－5
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覚（順碩畑籾代差上書）　文六→庄左衛門様 丑12月28日 切継紙・1通 179－13－6

（順碩分畑籾代勘定書、日延願も） 亥年 切紙・1通 179－13－7

（跡式につき存意書）　□□→庄左衛門殿　包紙共
竪切紙・1通（2枚） 179－14

不幸諸入用覚帳 文政9年戌2月4日 横長半・1冊 179－15

家／家政／順碩老不幸一件

衆議院選挙活動

「長野県二区選挙人名簿」
袋入・5冊3通4枚 359

（上高井・下高井・下水内三郡分村別得票数調書）
1冊 359－1

（延徳村ほか19村投票数書上）
赤罫紙・1通 359－2

長野県第二撰挙区衆議院議員選挙人名簿 1冊 359－3

第二区下水内郡・上高井郡・下高井郡衆議院議員候補者
　勢力比較表

1冊 359－4

（木島村分有権者投票確認書）
1冊 359－5

（穀物類数量書上）
1通 359－6

（村別人名書上、投票者一覧力）
1冊 359－7

（衆院選で島津忠貞への投票依頼状）　遠藤万作、市村
　善輔、牧茂助、樋田正助、牧新七、山田庄左衛門

（明治）23年6月 1通 359－8

（点数書上・人名書上・名刺・自棄者点数書、など一括）
4枚 359－9
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地　主

年代　成立年代　　元禄6（1693）年～昭和17（1942）年

数量　2315点

歴史

　山田家の地主としての活動に関しては、近世については古川貞雄氏、近代については横山憲長氏の

研究が積み重ねられている（11、12頁の参考文献を参照）。ここではこれらの仕事に立脚しながら概要

を確認しておく。

　山田家が東江部村に土着したのは元和期のことと推定されるが、近世初期の具体的なことはほとん

どわからない。延宝2（1674）年検地では山田庄左衛門家24石余、山田縫左衛門家37石余、山田太左衛

門家8石余、山田太兵衛家17石余、と一族間で分割して土地を所持していた様子がうかがえ、いわゆる

小農自立過程に適応して初期大経営からの解体が進行していたのではないかと考えられている。しか

し、その後山田家（本家）は享保14（1729）年に村内持高164石、同17年に179石と急速に持高を伸ば

し、享保14年の全所持高は自村を含め8か村にわたって423石にも及んでいる。この間の事情について

古川氏が以下のことを論証している［古川72」。すなわち元禄中期に大きな画期があって、それ以前に

おいては低生産力の規定を受けて土地が剰余価値を生み出さないため、貢租負担の過重に耐えきれな

い百姓が所持地を放出し、低額による永代売・永年季質という形で山田家に集積されていた。それに

対して、その後元禄後半期以降の生産力発展をうけて貢租負担が実質的な意味で軽減されると田畑の

価値上昇が生じ、土地をめぐる契約においても有年季質・質流証文・抵当田畑の反別表示・年貢諸役

の山田家側負担が一般化し、山田家の地主としての性格もいわゆる名田地主から質地地主へ転化した。

この時点から山田家の投資としての土地集積活動が展開し、享保10（1725）年代に東江部村内での集

積がおおむね頭打ちになると他村においてさらなる集積を遂げていく。

　その後の所持地拡大については表3に文化13（1816）年と明治4（1871）年の事例を示した。享保14

年と文化13年の間で居村内の所持高についてはほとんど変化が見られないが、他村での土地集積がか

なり進んでいる。その傾向は明治4年と比較するとさらに顕著で、篠井・新野・綿内・吉・安田などこ

れまでよりも対象範囲を広げた新たな土地集積が行われたことが明らかである。権堂村（善光寺町の

一部）・中野町（中野役所所在地）・湯田中村（温泉場）のように、わずかとはいえ屋敷経営や金

貸・酒販売の拠点に所持地を有したことも重要な意味を持つだろう。そして地租改正によって旧飯山

藩領の貢租負担が軽減されると、今度は篠井村・新野村の所持地を手放して木島地方で積極的な土地

購入を行うなどの機敏さを見せ、明治ll（1878）年段階で100町歩を越す地主に成長を遂げている。し

かし、明治10年代以降は土地経営より利回りのよい証券投資など土地以外への資本投下が行われたた

め、土地集積の勢いは衰えている。大正13（1924）年の記録で所持地面積は田103町歩・畑42町歩・計

145町歩である（以上、地租改正以降について［横山80］）。地主経営によって蓄積した資本の投下先に

ついては次の「諸経営」の項で説明することにしたい。
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　このように集積した所持地を

山田家がどのように経営してい

たかについて、地主手作規模が

18世紀半ばで田の場合3～5町歩

（高にして30～60石）、畑の場合2

町歩以上（高にして20石以上）

という推定がなされており、同

時に小作契約の状況次第で増減

する流動的な性格を持つことも

指摘されている［古川72］。残り

の小作地については、他村所持

地管理のための現地手代とも言

うべき「田地世話人」の存在が

知られているが、おそらく全小

作地一律に存在したのではなく

小作地管理の方式は村によって

異なったのではないかと思われ

る。享保6（1721）年には片塩村

村役人の要求をうけて山田家が

同村の「差配」人を罷免し、年

貢諸役の直接負担に切り替えた

例がある（下記（7）を参照）。

構造と内容

　以上のような山田家の地主と

しての活動に対応させて、ここ

では「所持地改」、「土地移動」、

「小作証文・小作証券」、「地主小

作関係帳簿」、「手作」、「年貢諸

表3　山田庄左衛門家の所持高 単位：石

村名 文化13（1816）年　　明治4（1871）年

東江部村

西江部村

片塩村

安源寺村

吉田村

岩船村

更科村

西間村

新保村

北大熊村

押切村

同所出作分

清水村

篠井村

新野村

新井村

権堂村

綿内村

中野町

吉村

中村

安田村

間山村

湯田中村

小沼村

沓野村

佐野村

北岡村

158．528

84．949

60．875

34．316

77．560

70．222

35．307

9．127

150．

71．038

0．794

180．696

64．586

62．478

　2．994

　16．741

60。0423

　18．908

184．171

　0．158

64．137

　5．443

　0．794

　29．167

　35．5316（由高共）

　1．450

　1．346

　44．873

　2．1923

　39．805

　2．380

　56．4879

山20，610歩

　0．173

　0，030

温泉寺分籾0．140

　0．893

　8．058

752．716　（11カ、ホ寸） 寄875，63424（26か村）

取米252．8934

外善光寺木屋平八屋敷・上田

　海野町椀甚屋敷

典拠＝文化13年分＝「文化十三子年村々所持高書出帳」（18、45頁）、

　　明治4年分冨「万差引調帳」（386、148頁）

役負担」、「相論・訴願」、「入庫米運送」のシリーズを編成した。以下にその概要を示す。

　（1）所持地改

　ここには山田家が諸村にわたって所持している小作地の反別・持高改などに関わって作成された史

料や絵図を収めた。

　（2）土地移動

　ここには土地の売買、質入・質取・流地など土地移動に関する史料を収めた。

　（3）小作証文・小作証券
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