
　小作証文・小作証券は明治17（1884）年前後のものを中心に大量に残されている（1000通余）。これ

らは村ごとに包紙で一括され、さらに口絵写真3のように麻紐で全体を縛られていた（写真は史料番号

443のもの600通余）。ここでは保管秩序をなるべく崩さないようにして配列した。所持地が広域化する

中で同時期に大量の小作証券が作成されたため、明治期のものはほとんど全てが刷物となっている。

一方、文久3（1863）年2月の綿内村分小作証文130通はいずれも手書きである。

　また山田荘左衛門宛の証文以外に山田理兵衛、山田松三郎など分家宛のものが含まれており、理兵

衛宛証文はかなりの数に及ぶ。これら分家宛の証文がなぜ本家に残されるのかは、分家における地主

経営のあり方とともに今後検討すべき課題である。

　（4）地主小作関係帳簿

　ここでは地主小作関係帳簿の簡単な紹介をしておく。これらの中で一番核になるのは「小作入帳」

（小作帳と記される場合もあるが、以下では原則として小作入帳で統一）であろう。小作入帳は概ね毎

年1月か2月に作成されるが、この段階ではまず全ての小作地について村ごとに契約小作料・小作人

名・小作地名などを書き上げる（例、「一、六俵　権兵衛　五左衛門屋敷」）。このことは年度始めに地

主小作間で小作契約を確認するという意味を持ったものと思われる。点数は少ないが、その前提とし

て個別の村ごとに「田畑小作入改帳」を作成している事例があり、そのうち享保20（1735）年の「片

塩村持地田畑小作入改帳」（138、108頁）の場合、全体に上記と同じく契約小作料・小作人名・小作地

名などが書き上げられ、ほとんどの場合小作人名の下に捺印がされている。その同じ内容が同年の小

作入帳（136、104頁）の「片塩村小作入」の項に書き写されているので、小作入帳は各村で作成した

田畑小作入改帳を所持地全体についてまとめ直したものと言えよう。この田畑小作入改帳には小作請

合の文言が付いている場合もある（以下は享保20年「片塩村持地田畑小作入改帳」の冒頭部分。証文

の後に一つ書が続く）。

【史料2】

　　小作方定控二相定申侯請合証文之事

　一、拙者共段々是迄貴殿御持地田畑小作二請込作申侯得共、籾子之儀赤こなれと申籾子小作方二相

　　納侯二付、此度拙者共方江被仰達御尤二存候、年々只今迄御囲籾等二者真籾二而西国井弥六籾上

　　納二仕侯間、当秋十月中籾子念入西国籾・弥六籾二而左之小作日之通急度相納進上可申候、何ヶ

　　年茂拙者共小作相作申内ハ右之通年々十月中真籾二而左之小作籾之通相斗可申候、為後日請込小

　　作前書伽而如件

　　　　享保弐拾年卯之正月日

　正月廿九日定

　一、籾三表（印）　　　　　次郎右衛門（印）

　　　加兵衛分畑也、右者真籾年貢相定申候（印）

　このように春先に地主小作間で小作契約の確認を行い、それに従って秋には小作料の納入が行われ

る。当初はこの納入記録も小作入帳に記載されており、図6のように元禄6年（初出）以降小作入帳の

末尾に「年貢籾請取覚」という形で日順で受取小作籾額が書き上げられている（概ね10月以降の日付。
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　図6　小作入帳の変遷と関連帳簿の派生（仮）

元禄6（1693）～

小作入帳

（小作入帳）

（本文末の記事）

　（小作）年貢籾請取覚

・買籾覚（飯山・公儀籾ほか）

・木綿売覚

・大豆買覚ほか

（後括付）

・諸村よりの年貢受取書など綴

宝永5（1708）～「小作入帳」

　　　　史料の性格は同じ

　　↓

享保14（1729）～

小作入帳

（後手舌イ寸）

・諸村よりの年貢受取書など綴

十

小作籾・金請取帳

（後括付）

・小作入覚

・年貢・小作金差引勘定書、など綴

　　↓

文政3（1820）～

小作入帳 十 小作籾・金請取帳

十

年貢・諸役金受取書綴

この部分の記載を古川貞雄氏は領主上納分と理解し、同帳の前半が地主取分で、小作人は地主山田家

に対して地主分と領主分を当初は分けて納入したと説明している［古川72］。しかし再検討の必要があ

るのではないかと考える）。その後、享保14年以降に小作籾・金請取帳が現れると、小作入帳末尾の

「年貢籾請取覚」記載はこれに機能を譲り渡して消失する。また、地主への小作年貢納入に際して差配

人（世話人、田地支配人などとも呼ばれる）が小作勘定帳を作成し、山田家に納入状況を報告してい

る村もある。なお、山田家では帳簿の後ろに関係する書付類を綴って結び付けることがしばしば行わ

れている（図6の点線囲で表示した部分）。本目録ではこれらを記録し検討することができなかったが、

宝暦2年分小作入帳（136－16、104頁、口絵写真6）についてこの分の細目録をとってあるので一応の参

考にしていただきたい。
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　その他の帳簿についてはそれぞれ数点しか残されていないので体系的な性格は十分明らかにならな

いが、簡単に紹介しておく。「年々聞合帳」は寛政5（1793）年から文政元（1818）年までのもの1冊で、

飯山・松代などの米相場や、諸村の小作料減免・小作籾買継額（金10両あたりの俵数）などを記して

いる。「惣小作帳」は丑年分（年不明）1冊だけで、各村ごとに契約小作料・実際の取籾量・代金額な

どを書き上げたもの。「小作米金収入計算帳」は明治中期から大正期にかけて4冊が残され、村ごとに

小作料の籾納額・金納額・合計金額が書き上げられている（大正9年分は日順記載の個人毎小作料受取

記録であって性格が異なる）。「小作年貢不納帳等」には小作年貢不納帳・同証文とそれに関係する書

上などを収めた。小作年貢不納帳は、不納額が書面通りであること、期限までに皆済しそれが守られ

ない場合にはどのように取り立てられてもかまわないこと、を記した前書（覚）の後に金額・人名が

列記され、それぞれに捺印する、という様式をとっている。「旱損見分改帳」は文化末年から天保初年

の岩舟村分5冊が残され、各帳は個人毎に「一、拾俵　弥十郎　五俵半　上　四俵半　中」といった様

式で記載されている。天保3（1832）年の場合、上は2割5分引、中は3割5分引、下は4割5分引であり

（155－4、113頁）、旱損年に各人の契約小作料に対する減免率を決定する際の帳簿として用いられてい

る。「小作取上請印帳」は寛政3（1791）年2月付吉田村分1冊が残されており、「当亥春6御手作被成付

私共作来候田畑御取上被成不残差上申候」云々の文言の後に地種・契約小作料・人名が書き上げられ、

小作料と人名の部分にそれぞれ捺印が施されている。この前後に吉田村小作人たちと山田家の間にど

のようなやりとりがあったかは今のところ不明である。

　（5）手作

　ここには元文・宝暦・明和の木綿拾帳4冊と天明・寛政の農業記録（諸作日記）を収めた。前者は奉

公人らを用いた綿実収穫量を個人ごとに記したものであり、後者の記述内容はバラエティーに富んで

いるが諸作物の収穫量・作業過程・所要人数等を書き上げたもので、稲のほかに胡麻・小麦・大豆・

大根・木綿・芋から縄までさまざまなものが書き上げられている。

　（6）年貢諸役負担

　この項には山田家の年貢諸役負担に関わって作成・授受された史料を収めた。「他村割付状等写」は

新保村の割付状・皆済目録の写である。これが山田家にある理由は判然としないが、新保村所持地分

の年貢額が適当かどうかを確認するために写したものと見なしてここに位置づけた。「諸村分年貢金納

帳」は、宝永期から天保期にいたるまでほぼ連年分が揃っている。その性格は日順にどの村へ年貢諸

役をいくら支払ったかを書き上げたもので、帳簿の後ろには各村名主の受取書綴が括り付けられてい

る。「年貢諸役金受取書等」には、次の文化7（1810）年以降のように年次別に綴られていない状態の

年貢諸役金受取書等を収めた。ただし、「質地分御年貢小手形入」という袋入の年貢諸役金受取書等

（主に嘉永期前後のもので地域的なまとまりはない）もここに含めた。

　「文化7年分綴」以下は、ほぼ1年ごとに綴じられている年貢諸役金受取書である（口絵写真7は文政

7年のもの）。前述した通り山田家の所持地は文化13年時点でllか村にわたっており、各村の名主から

年貢金・諸役金・村入用などの請求書や受取書が山田庄左衛門宛に届けられている。中野幕領では年

貢金納制が採用されており、初納から3納までその都度請求書・受取書が作られている。なお、文政7
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（1824）年までの綴りは1点ずつ細目録を作成したが、「文政8年以降分綴」については、紙数の関係か

ら綴りの一括表題を付与するにとどめざるを得なかった。内容の傾向は以前と大きな変化は見られな

いo

　「村税等賦課令状」は地価割・反別割の村税請求書で、明治31（1898）・32年の諸村分が残されて

いる。

　（7）相論・訴願

　ここには借金返済・小作年貢滞納・質地請戻などに関する相論・訴願の史料を収めたが、なかでも

宝暦年間の「片塩村一件」の史料がまとまっている。簡単に内容を紹介すると、享保6（1721）年以来

36年間にわたって片塩村分山田家小作地の「田地差配」を担当してきた権右衛門・久左衛門が人足出

不足（山田家の代役分）などで村方に迷惑をかけるので、彼らを取り放すよう宝暦6（1756）年3月に

片塩村名主が求めたのを端緒に相論となり、結局山田家の「御自身御用御役勤」ということで一時決

着した。しかし、翌年も片塩村との間では上納取替金・小作年貢・奉公人給金返却分の滞納をめぐっ

て相論が続き、山田家側も小作証文の様式上の不備を代官に責められ譲歩を余儀なくされている。

　（8）入庫米運送

　ここには大正11（1922）年から13年までの「入庫米運送控」帳を収めた。これらの帳簿は、木島平

農倉（販売組合）の倉庫に収められた山田家の小作米を運び出させる際に運送人に持参させ、農倉側

で米の数量をこれへ記入して渡すという用いられ方をしていた。
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地主／所持地改

表題・作成等 年代 形態・数量　　整理番号

地主

所持地改

卯御検地反別改覚　東江部村庄左衛門 享保9年辰ノ正月日 美・1冊 7
岩舟村預り地反別覚　東江部村庄左衛門　7に括付 享保9年辰正月日 横長美・1冊 7－1

安源寺村分越石田畑名寄高改帳　安源寺村名主藤右衛門 享保16年亥2月 横美半・1冊 12
→東江部村庄左衛門殿、理兵衛殿

（書状、名寄帳・皆済状の送状）　丸山藤右衛門→山田 （享保16年）3月12日 切継紙・1通 12－1
理兵衛様　12に挟込

安源寺村田畑改帳 享保21年辰正月27日 横美半・1冊 13

押切村分地持高名寄帳　東江部村 明和8年改書出し 横長美・1冊 ，6－1

田畑名寄反別帳　信州高井郡東江部村山田丑之助 安永6年丁酉12月日 横美列・1冊 17

「田畑名寄帳壱冊」（袋）　押切村永井重右衛門→東江部 （安永9年）子正月12日 袋・1袋 16－2
村山田丑之助様　16－2－1～3は袋入

押切村分田畑名寄帳　押切村名主永井重右衛門→東江 安永8亥12月 半・1冊 16－2－1

部村庄左衛門殿

（1筆ごと小作人・俵数・入手年など書上）　1δ2．1に 竪紙・1通 16－2－1一望

挟込

（書状、名寄帳2筆書落分書付差上）　押切村高沢冶 （天明3年力）卯12月日 切継紙・1通 16－2－2

五右衛門→東江部村山田庄左衛門様

（2筆分地積・分米・名請人名書上） 切継紙・1通 16－2－3

文化十三子年村々所持高書出帳　山田庄左衛門文済 文化13 横長美・1冊 18

（庄左衛門分ほか地字別高書上）　18の丁間に挟込 切紙・1通 18－1

文政十三寅年西江部村小作書抜帳　東江部村地主庄左衛 文政13年 横長美・1冊 哩58
門　表紙書込「九月十日西江部村江相渡申候控」

新野村分持地名寄帳 天保11年子11月吉日 横美半・1冊 162

（持地名寄書、小作料・質金ほか）　16別・2は丁間挟 （安政6） 切継紙・1通 162－1
込

当巳春嘉右衛門受戻地所書抜 切継紙・1通 162－2

田畑高改帳（庄左衛門所持地改）　押切村名主永井重右 天保12丑年7月 横長美・1冊 19
衛門→東江部村庄左衛門殿

「慶応三卯年ヨリ持地見分絵図面入」　袋裏書r上内山、 （慶応3～明治） 袋入 334
帳面紙類杯二も可致事」

「小作地差引端紙入、桑畑調トモ」 明治6年 小袋入・11通、2綴、 334－1
2冊

（地面絵図） 1鋪 334－2

（地面絵図、江部西組分字一本橋合併分） 明治13年庚申改 1鋪 334－3

（地面絵図）　第44区の徴兵御用出頭入費取調書の用紙
　を利用

1鋪 334－4
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地主／所持地改

（地面絵図、西江部分西ノ前畑、手作地を小作地に 1鋪 334－5
するため改）

（篠井村平沢平作の小沼村山分代金書上） 切紙・1通 334－6

（地面絵図、篠井寿平小作分） 明治7年4月27日 1鋪 334－7

（地面絵図、字上町勘七屋敷）　　r文久三亥三月八日 明治4未7月19日改 1鋪 334－8

改」の書込

（北大熊山凡縄張） 明治5壬申9月改 横長美・1冊 334－9

「入明畑新規小作人調」 紙帯一括・6通 334－10

（地面絵図、津ゑより買入地） 明治13年1月 1鋪 334－11

（地面絵図、押羽村分）　理右衛門改　1筆毎書上2通 明治13年7月8日 1鋪 334－12

を畳込

（地面絵図） 1鋪 334－13

（地面絵図、新保村分） 1鋪 334－14

（地面絵図） 1鋪 334－15

「布軒分・定五郎分・喜曽七分・貞助分綿内地絵図面 明治2年3月～明治4年 5鋪 334－16
入」

（地面絵図、惣左衛門頼・市郎右衛門頼分） 1鋪 334－17

（地面絵図、おいせ分・文六分） 1鋪 334－18

（杉山地面絵図、明治9年須坂田中新助ヨリ買入分） 1鋪 334－19

（地面絵図） 1鋪 334－20

（地面絵図帳、野坂田村分） 横美半・1冊 334－21

（地面絵図帳、理兵衛見分の分） 明治10年丑9月19日見 横美半・1冊 334－22

分

（新保村分田畑・石高・小作人・小作料等書上） 折紙・1通 334－23

（地面絵図帳）　地面絵図、小作料書上な、ど4通挟込 横長半・1冊 334－24

（耕地地番図） 明治38年2月2日 412×550・1鋪 334－25

桑畑改見分帳、井押切川欠其外諸々トモ　山田本宅 明治7年第4月 横美半・1冊 334－26

新野邑持地縄張帳　地主山田庄左衛門 明治3庚午年5月改 横長美・1冊 166

地方調（所持地書上など）　地主山田庄左衛門 明治3庚午年ヨリ 横美半・1冊 315

（山田庄左衛門持高内訳通知書）　新保村名主喜市→ （明治5）壬申正月17日 切継紙・1通 315－1

東江部村山田荘左衛門様　315－1・2は丁間挟込

（明治6年地券調につき改正免増・高調・持高改綴） 綴り・1綴 315－2

御水帳之写（佐野村分）　江部村山田庄左衛門 明治5年申6月 半・1冊 167

北岡村地券御改書上帳之写　地主山田庄左衛門 明治6癸酉1月 半・1冊 348

岩舟村地券御改書上帳之写　地主山田庄左衛門 明治6癸酉2月 半・1冊 349

高井郡新野村耕地字限切図之写（明治6年地券御改二 （明治6） 綴・14鋪 355
付書上之分）　東江部村山田荘左衛門控

西江部村地券御改書上帳之写　地主山田荘左衛門 明治7年甲戌1月 半・1冊 350
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地主／所持地改

田方修正地価帳　下高井郡平野村大字江部　裏表紙r横東 明治22年9月 半（朱罫紙）・1冊 314
居」

所有土地評価台帳　山田荘左衛門 大正5年5月1日現在 半（青罫紙）・1冊 317

平野村中野町及平岡村所有土地調　表紙書r西江部ハ別大正5年調 半（青罫紙）・1冊 316
冊」

（土地台帳謄本綴）　中野税務署　316に挟込、ピン… 昭和6年6月12日 綴り・1綴（4通） 316－1
括

（新保地籍字西條境畑田成計画書）　設計山田本宅地 （大正8） 綴・（4枚〉 358

下高井郡江部村及西條村所有地名寄帳　関谷孝之助 美切・1冊 318

目録（下高井郡諸村土地賃貸価格書上） 半（青罫紙）・2冊 319

（地主手取分勘定書上） 横切継紙・1通 457

土地移動

「享保年中渋田中屋敷並貸証文不用」　包紙裏書r松城 （享保年間） 包紙一括・13通 453
御用金」

「此三本之手形田中武右衛門屋敷手形　永代巳正月
　廿日」

包紙一括・2通 453－1

御役儀証文之事（其元家作につき足役3年免除・賄半
　役）　湯田中村肝煎与五右衛門、組頭伊左衛門、同文

享保10年巳正月 竪紙・1通 453－1－1

六、長百姓六右衛門、同与曽右衛門→東江部村利兵衛
殿、小太郎殿

売流シ申切証文之事（屋敷高7斗9升余代金10両2分） 享保10年巳正月 竪継紙・1通 453－1－2
湯田中村屋敷売主武右衛門、合地三右衛門、同長左衛
門、五人組吉三郎、同次郎左衛門、同小右衛門、同半
助、肝煎与五右衛門、組頭伊左衛門、同文六、長百姓
六右衛門、同与曽右衛門、沓野村口入三右衛門→東江
部村利兵衛殿、小太郎殿

（享保1Ω年松代藩先納金受聖証文を松代へ持参のた
　め預証文）　湯田中村名王長次郎、組頭太右衛門、長
　7下右ル⊥凸一去ナ倍二日日　　’T＾立『壬十1十一チー伯‘日　湿

延享5年辰之6月21日 竪継紙・2通 453－2－1

453－2－2横切紙・1通

453－3竪紙・1通

453－4竪紙弓通

453－5竪紙・1通

453－6竪紙・1通

　百姓六右衛門→江部村庄左衛門殿　写とも

（書状、金10両御手形松代持参につき本証文お渡し6月21日
　願）　湯田中村長次郎→江部村庄左衛門様　453－2．1に

　畳込

相渡申屋敷間口惣間合之覚　湯田中村家屋敷売主源享保8年卯ノ2月
　七、沓野村口入三右衛門、同村請人五郎右衛門、田中
　村長百姓六右衛門、同与曽右衛門、同与五右衛門、立
　合伊左衛門、立合彦八、立合孫助、庄屋七左衛門、組
　頭喜兵衛→東江部村利兵衛殿　端裏下「田中屋敷ノ間
　合」

しち流シ申切証文之事（田中林代金3両）　安代村享保8年卯12月28日
　山主与曽右衛門、同所請人新八、田中村庄や七左衛門、
　口入三右衛門→江部村利兵衛殿

進上申手形之事（家屋敷相調えにつき）　東江部村卯2月
　里兵衛、沓野立合三右衛門→田中村役人衆中　端裏下
　「田中村江此通二此方6手形致渡し申拍、とめ書ひか
　へ」

相渡し申家間合之事　湯田中村売主源七、請人五郎右享保8年卯ノ2月
　衛門、沓野村立合三右衛門→東江部村利兵衛殿
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覚（田中湯之平の木山間数来春立合渡すこと）　安 享保8年卯12月28日 竪紙・1通 453－7

代村山主与曽右衛門→江部村利兵衛殿

小作定控二請申証文之事（田数24枚年貢籾8俵） 享保11年午ノ3月 竪紙・1通 453－8

湯田中村小作主源之丞、請人半之介、同七左衛門、同
六右衛門、肝煎与五右衛門→江部村利兵衛殿

売渡し申□□之事（家買）　安代村売主吉三郎、沓野 享保8年卯之3月20日 竪紙・1通 453－9

村請人三右衛門→利兵衛殿

覚（武右衛門年貢未進につき家屋敷売流し証文）
　湯田中村屋敷売主武右衛門、合地三右衛門、同長左衛

享保10年巳正月 竪継紙・1通 453－10

門、五人組吉三郎、同次郎左衛門、同小右衛門、同半
助、肝煎与五右衛門、組頭伊左衛門、同文六、長百姓
六右衛門、同与曽右衛門、沓野村口入三右衛門→東江
部村利兵衛殿、小太郎殿

流シ地田畑証文之事　地主佐右衛門、藤右衛門、治右衛 元文元年辰12月 竪紙・1通 452－1－11

門、小右衛門、平右衛門　端裏書「下書、其節御返し可
被下候」

（質地証文下書、前欠）　地主、名主、与頭、請人→理兵 元文4年未3月 竪紙・2通 452－1－23－5

衛様　　「しち地小作手形之事」（雛型）1通を挟込

吉田村分田畑永代質相渡侯控　東江部村地主庄左衛門 文政3年辰極月（～弘 横長美・1冊 134
134－1～8は丁問挟込 化3）

（菱屋分吉田村高辻書上） 切紙・1通 134－1

（田畑の質代金・小作料書上）　13ゆ2－1～6は包紙一括、 切紙・1通 134－2－1

包紙上書「吉田村地方」

質地絵図面添証文之事　吉田村質置東吉、親類弥惣次、 弘化元年辰12月 竪紙・1通 134－2－2

組合徳左衛門→東江部村庄左衛門殿

（吉田村分取米勘定書） （天保9～弘化3） 折紙・1通 134－2－3

（吉田村内田畑極上場所につき聞書） 切紙・1通 134－2－4

覚（質地代金3両請取）　庄左衛門→庄作殿 嘉永元申12月 切紙・1通 134－2－5

（午年分取米勘定書） 切紙・1通 134－2－6

覚（嘉永4年東吉申込分の田畑取米・代金など書上） 切継紙・1通 134－3

134－4～8は134－3に挟込

（吉田小右衛門など作田徳籾代金勘定書） （嘉永3年） 切紙・1通 134－4

（畑2筆分代金書上、酉冬嘉兵衛へ申遣ス） 切紙・1通 134－5

（田畑坪数書上、図面共） 切紙・1通 134－6

（田畑徳籾代金など勘定書） 切紙・1通 134－7

（七郎右衛門作田の徳籾代金など勘定書） 切紙・1通 134－8

新保地差引帳（質地受取・所持地譲渡の記録）　15㌫1天保2年卯2月吉日（～ 横美半・1冊 159

～3は丁問挟込 嘉永3）

新保茂八へ引合（土地売渡） 小切紙・1通 159－1

（土地質入の書付） 戌12月朔日 小切紙・1通 159－2

（年貢金皆済目録綴）　159－3－1～9がその中味 綴り・1綴 159－3

（天保6～9年皆済目録辻、新保役元より頼みにつき
書抜控）

（天保9） 折紙・1通 159－3－1
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申御年貢金皆済目録　名主幸左衛門→庄左衛門殿 戌3月 切継紙・1通 159－3－2

酉御年貢金皆済目録　名主保重郎→東江部村庄左衛門 寅3月 横切継紙・1通 159－3－3
殿

天保九戌年皆済目録　新保村名主弥左衛門→東江部村 （天保9）寅3月 横切継紙・1通 159－3－4
庄左衛門殿

天保十亥御年貢金皆済目録　名主利兵衛→庄左衛門殿 （天保10） 横切継紙・1通 159－3－5

（質代金返済受取勘定書、控）　東江部村庄左衛門→ 嘉永2酉12月9日 切継紙・1通 159－3－6
新保村柳左衛門殿

（土地質入に関する書付） 切紙・1通 159－3－7

ニツ橋　篠井増五郎へ（土地質入に関する書付） 切継紙・1通 159－3－8

（土地質入に関する書付） 切継紙・1通 159－3－9

覚（田畑永質入代内金50両受取、控）　東江部村山田 文久元酉5月14日 切紙・4通 459
庄左衛門→問山村九之丞殿　地種・石高・地積・俵数などの
書付3通を巻込

「軽井沢土地買入証文・外略図壱葉在」 明治38年8月 袋入・2鋪1冊1袋 323－2

（地字図、北佐久郡東長倉村大字軽井沢） 820×796・1鋪 323－2－1

軽井沢原野実測図 明治40年6月23日調整 400×564・1鋪 323－2－2

北佐久郡東長倉村大字軽井沢千七拾六番外九拾九筆
　切図

美・1冊 323－2－3

（合計反別、宅地・畑・原野内訳書上）　323必3に挟込 切紙・1通 323－2－3－1

「裏屋敷新築絵図面類入」　下高井郡江部邨山田会計 明治12年木取、同13年 袋入・3鋪 323－2－4
所　図面は各266x376 建設、同14年10月落成

「保存登記申請書」　320－1～9は袋入 （明治37、38年） 茶封筒入・1袋 320

土地所有権保存登記申請書　下高井郡平野村弐拾九番 明治37年12月23日 仮綴・1通 320－1
地山田荘左衛門、下水内郡飯山町五百八拾六番地右代
人浦野金治郎→飯山区裁判所御中

土地所有権保存登記申請書副本　下高井郡平野村弐拾 明治37年7月21日 仮綴・1通 320－2
九番地申請人山田荘左衛門、同郡瑞穂村三百五拾九番
地右代理人佐藤辰蔵→飯山区裁判所御中

受取証（山崎充三郎屋敷田普請代）　穂高村山崎彦 （明治）43年5月3日 切紙・1通 320－3
蔵→山田荘左衛門殿

土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾 明治38年2月22日 半・1冊 320－4
九番地山田荘左衛門、同郡同村九拾弐番地右代理人久
保正→飯山区裁判所中野出張所御中

土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾 明治38年11月9日 半・1冊 320－5
九番地山田荘左衛門、同郡中野町百拾弐番地右代理人
寺澤孝之助→飯山区裁判所中野出張所御中

土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾
　九番地山田荘左衛門、同郡中野町七拾四番地内壱番右

明治38年12月27日 半・1冊 320－6

代人森山久吉→飯山区才判所中野出張所御中

土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾
　九番地山田荘左衛門、同郡中野町七拾四番地内壱番森

明治38年12月28日 半・1冊 320－7

山久吉→飯山区才判所中野出張所御中

土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾
　七番地山田栄左衛門→飯山区裁判所中野出張所御中

明治39年1月25日 半・1冊 320－8
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土地所有権保存登記申請副本　下高井郡平野村弐拾九 明治38年2月28日 美・1冊 320－9

番地所有者山田荘左衛門、上高井郡小布施村九百拾四
番地右代人涌井逸作→長野区才判所須坂出張所御中

土地売渡証書　更級郡稲荷山町百拾六番地、売主・小出八 明治38年8月27日 美・1冊 323－1

郎右衛門→下高井郡平野村山田荘左衛門殿　裏表紙に登
記・所有権移転の朱印

永代売渡シ申田畑書出し目録帳 横長美・仮1冊 127

覚（卯暮6辰春迄しち入新開） 横長美・1冊 唾28

卯暮しち地返シ覚 横長美・仮1冊 129

しち地相渡申証文之事（戌6亥迄弐年季）　片塩村源 1通 452－1－8－1

七、甚五右衛門　452－8－1・2は括紐一括、開披不能

小作手形並畑方問数書付　片塩村源七、甚五右衛門　開 1通 452千8－2
披不能

一札之事　片塩村甚五右衛門　開披不能 1通 452－1－9

しち地流シ切り二相渡し申証文之事　何村地主たれ、 竪紙・1通 452－1－12

同所講人たれ、名主たれ、与頭たれ　端裏書「下書j

（田地売渡証文文言一部書付） 切紙・1通 452－1一肇7

流シ切相渡申畑成証文之事（下書）　地主たれ、名主 年号月日 竪紙・1通 452－1－23－2

たれ、名主たれ、与頭一、与頭一、請人一、同r立会
一
、
同 一　端裏下「田地下書」

小作証文・小作証券

○江部村東組（明治17・28年）

「江部村東組小作証文」 包紙入・100通 443－1

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林文助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－1

小林為右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－2

小林市右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－3

小林市左衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人玉井嘉助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－4

山田利左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林武蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－5

山田増蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人玉井嘉助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－6

山田利左衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人中嶋萬重郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－7

人小林市左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人竹内常蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－8

竹内政之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本しま、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－9

湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本しま、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－10

湯本治兵衛→山田荘左衛門殿
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小作証券　下高井郡江部村小作人湯本浅吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－11

湯本治兵衛→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人山田菊次、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－12
関谷政蔵→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人関谷新七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－13

大坂惣太郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林冨右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－14
請人小林文助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

借地証券　下高井郡江部村借地人小沢国吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－15
小沢和吉→同郡同村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川宇太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443一喋一16

人小川丑次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川宇太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－17
人小川丑次郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川丑次郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1凋8
人小川宇太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川善次郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－19
人小川友八→下高井郡江部村山田庄左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小川善次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人小川友八→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川友八、同郡同村請人明治17年5月12日
　小川善次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川友八、同郡同村請人明治17年5月12日
　小川善次郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人湯本定次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人湯本定次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人湯本治兵衛→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林甚作、同郡同村請人明治17年5月12日
　山田辰次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林甚作、同郡同村請人明治17年5月12日
　山田辰次郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田辰次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人小林甚作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田辰次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人小林甚作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田増蔵、同郡同村請人明治17年5月12日
　小林文助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川丑次郎、同郡同村請明治17年5月12日
　人小川宇太郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林与吉、同郡同村請人明治17年5月12日
　中嶋萬十郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小野沢吉左衛門、同郡同明治17年5月12日
　村請人関谷新七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田忠治、同郡同村請人明治17年5月12日
　湯本治兵衛→山田荘左衛門殿
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竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通
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竪紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

443－1－20

443－1－21

443－1－22
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443－1－26

443－1－27
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小作証券　下高井郡江部邨小作人山田喜七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－34

山田直助→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人山田菊次、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－35

関谷政蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小澤國吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－36

小沢和吉→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小沢和吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－37

小澤国吉→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小澤和吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－38

小沢國吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人湯本治兵衛、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－39

人湯本浅次→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本治兵衛、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－40

人湯本浅次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

借地証券　下高井郡江部村借地人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－41

関谷つま→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙1通 443－1－42

関谷つま→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本源右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－43

請人湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村小作人高木庄之丞、同郡同村請 明治28年3月5日 竪紙・1通 443－1－44

人高木市三郎→下高井郡江部邨（平野）山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村字吉田小作人春原清蔵、同郡同 明治28年2月1日 竪紙・1通 443－1－45

邨請人畠山和重郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人小林文助、同郡同村請人 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－46

小林五三郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡小作人小林五三郎、同郡同邨請人小林 明治28年3月5日 竪紙・1通 443－1－47

文助→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人小林五三郎、同郡同村請 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－48

人小林文助→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人山田木之助、同郡同村請 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－49

人山田文吉ゆ山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人湯本才治、同郡同邨請人 明治28年3月7日 竪紙・1通 443－1－50

小林市左衛門→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林弥三郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－51

人小林市左衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人大坂磯右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－52

請人高木惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人大坂磯右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－53

請人高木惣吉→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人山田増蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－54

小林文助峠山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷政蔵、同郡同邨請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－55

関谷つま→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人勝山金吾、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－56

小澤久之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
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小作証券　下高井郡江部邨小作人勝山金吾、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－57

小沢久之助→山田荘左衛門殿

借地証券　下高井郡江部村借地人小川佐吉、請人小林冨右 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－58

衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人山田直助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－59

山田喜七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田直助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－60

山田喜七→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小川佐吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－61

小林冨右衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人村上平蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－62

大坂惣太郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本浅吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－63

湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田喜七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－4－64

山田直助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林冨右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－65

請人小林文助→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人村上平蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－66

大坂惣太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小川佐吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－67

小林冨右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷新七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－68

大坂惣太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林弥三郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－69

人小林市左衛門→下高井郡江部村山田庄左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田仁助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－70

高木惣吉→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人宮崎茂兵衛、同郡同村請 明治17年5月14日 竪紙・1通 443－1－71

人勝山金吾→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－72

請人中島萬重郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－73

請人山田寅蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－74

請人山田寅蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－75

請人山田寅蔵→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田寅蔵、同郡同村請人 明治17年5月日 竪継紙・1通 443－1－76

山田利左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田寅蔵、同郡同村請人 明治17年5月日 竪紙・1通 443－1－77

山田利左衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人山田つゑ、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－4－78

山田栄左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人綱嶋九兵衛、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙1通 443－1－79

人玉井嘉助→山田荘左衛門殿
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小作証券　下高井郡江部村小作人綱嶋九兵衛、同郡同村請
　人玉井嘉助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－80

小作証券　下高井郡江部村小作人山田利左衛門、同郡同村
　請人玉井嘉助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－81

小作証券　下高井郡江部村小作人山田利左衛門、同郡同村
　請人玉井嘉助→山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－82

小作証券　下高井郡江部邨小作人山田仁助、同郡同村請人
　高木惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－83

小作証券　下高井郡江部邨小作人小澤久之助、同郡同村請
　人勝山金吾→山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－84

小作証券　下高井郡江部邨小作人小沢久之助、同郡同村請
　人勝山金吾→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－85

小作証券　下高井郡江部村小作人山田忠治、同郡同村請人
　湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－86

小作証券　下高井郡江部村小作人大坂荘平、同郡同村請人
　大坂惣太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－87

小作証券　下高井郡江部村小作人高木惣吉、同郡同村請人
　大坂磯右衛門→山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－88

小作証券　下高井郡江部邨小作人高木惣吉、同郡同村請人
　大坂磯右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－89

小作証券　下高井郡江部邨小作人竹内政之丞、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443千90
人竹内常蔵→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本源右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－91
請人湯本治兵衛→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－1－92
人高木徳次→上水内郡牟禮村小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－1－93
人青木新蔵→上水内郡牟禮村小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－94
請人山田寅蔵→上水内郡牟礼駅小川昌夫殿代理下高井郡
江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡吉田村小作人西原市治郎、同郡同村請 明治17年6月19日 竪紙・1通 443－1－95
人岡本佐七→上水内郡牟禮駅小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿

」・作証券　下高井郡江部村小作人高津伊助、同郡片塩邨請 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－96
人吉見久衛→上水内郡牟禮駅小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿

」・作証券　下高井郡江部村小作人竹内政之丞、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－97
人竹内常蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

昔地証券　下高井郡江部村借地人大坂惣太郎、請人邨上平 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－98
蔵→山田荘左衛門殿

」・作証券　下高井郡江部村小作人大坂惣太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－99
人邨上平蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

1・作証券　下高井郡江部村小作人大坂惣太郎、同郡同村請
人邨上平蔵→山田荘左衛門殿

明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－100

ノ』

ノ1

4

4

刀

ノ1
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地主／小作証文・小作証券／○江部村西組（明治14・17・28年）

○江部村西組（明治14・17・28年）

「江部村西組小作証文」 1 包紙入・53通 443－2

443－2－1

443－2－2

通
　
　
　
通

l
　
　
　
　
　
　
　
l

紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪

443－2－3

443－2－4

443－2－5

443－2－6

竪継紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

443－2－7竪継紙・1通

443－2－8竪継紙・1通

443－2－9竪紙・1通

443－2一璽0

443－2－11

　
　
　
通

通
　
　
　
1

1
　
　
紙

紙
　
　
　
継

竪
　
　
　
竪

443－2一璽2

443－2－13

通
　
　
　
通

1
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

竪
　
　
　
竪

443－2一』4

443－2－15

443－2咽16

443－2－17

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

443－2－18

443－2一，9

443－2－20

443－2－21

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

小作証券　下高井郡小作人丸山伊右衛門、同郡同邨請人山明治28年3月5日
　田多喜三→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人小林市左衛門、同郡同邨明治28年3月7日
　請人湯本才治峠下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村小作人山田多喜三、同郡同邨請明治28年3月5日
　人竹内萬平→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村小作人山田多喜三、同郡同村請明治28年3月5日
　人竹内萬平→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡小作人竹内岸蔵、同郡同邨請人竹内萬明治28年3月5日
　平→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村寄留小作人戸川作徳、同郡同邨明治28年3月13日
　請人小林市左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人春日勝之助、同郡同村請明治17年5月21日
　人小林鶴吉→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人春日勝之助、同郡同村請明治17年5月21日
　人小林鶴吉→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村西組小作人竹内岸蔵、同郡同村明治14年3月30日
　請人竹内作兵衛→上水内郡牟禮駅小川千代吉殿代理下高
　井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村小作人唐木田多一郎、同郡同村明治17年6月22日
　請人丸山直蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林作五郎、同郡吉田村明治17年6月30日
　請人柳沢喜重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林鶴吉、同郡同村請人明治17年5月23日
　春日勝之助→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人小林鶴吉、同郡同村請人明治17年6月7日
　春日勝之助→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡吉田村小作人木邨荘作、同郡同村請人明治17年6月21日
　塩崎倉之助→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋平次、同郡同村請人明治17年6月7日
　長嶋金次郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高木作蔵、同郡同村請人明治17年5月22日
　高木徳次→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人高木作蔵、同郡同村請人明治17年5月22日
　高木徳次→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高津伊助、同郡片塩村請明治17年6月23日
　人吉見久衛→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人高津伊助、同郡片塩邨請明治17年6月23日
　人吉見久衛→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人青木新蔵、同郡同村請人明治17年5月28日
　青木常次郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人青木新蔵、同郡同村請人明治17年5月28日
　青木彦次郎→山田理兵衛殿
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地主／小作証文・小作証券／○江部村西組（明治14・17・28年）

小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－22
人高木徳次→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月22日 竪継紙・1通 443－2－23

人高木徳次→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人永見潔、同郡同村請人長 明治17年6月16日 竪紙・1通 443－2－24

爲茂吉→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人永見潔、同郡同村請人長 明治17年6月16日 竪継紙・1通 443－2－25

罵茂吉→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高木徳次、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－26

高木作蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人高木徳次、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－27

高木作蔵→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人篠田牧太郎、同郡同村請 明治17年5月23日 竪紙・1通 443－2－28

人篠田濱之助→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人篠田牧太郎、同郡同村請 明治17年5月23日 竪紙・1通 443－2－29

人篠田濱之助→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人篠田濱之助、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－30

人篠田牧太郎→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人篠田濱之助、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－31

人篠田牧太郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋金次郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－32

人長嶋武右衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋武右衛門、同郡同村 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－33

請人長嶋金次郎→山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋武右衛門、同郡同村 明治17年5月21日 竪継紙・1通 443－2－34

請人長嶋金次郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－35

小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年6月21日 竪紙・1通 443－2－36

小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人小林與吉、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－37

丸山文作→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡吉田村小作人西原市治郎、同郡同村請 明治17年6月19日 竪紙・1通 443－2－38

人岡本佐七→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内惣四郎、同郡同村請 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－39

人畠山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡吉田村小作人原清助、同郡同村請人畠 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－40

山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡吉田村小作人小林徳蔵、同郡同村請人 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－41

畠山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部邨小作人佐藤幸松、同郡同村請人 明治17年10月5日 竪紙・1通 443－2－42

高木作蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－43

人青木新蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿

小作証券　下高井郡江部村西組小作人佐藤喜代次、同郡同 明治17年6月15日 竪紙・1通 443－2－44

村請人佐藤丑太郎→山田理兵衛殿
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小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪継紙・1通 443－2－45

人青木新蔵→山田理兵衛殿

（小作証券一括） 明治14年明治17年 こより一括・2東 443－2－46

（小作証券一括、帯封書「跡廻シ認方見合ノ事」） 帯封一括・3通 443－2－46－1

小作証券　下高井郡江部村西組小作人丸山林之助、同郡同 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一

村請人丸山綱五郎→上水内郡牟禮宿小川千代吉殿代理下 1
高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村西組小作人唐木田多一郎、同郡 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一

同村請人丸山近蔵→上水内郡牟禮宿小川千代吉殿代理下 2
高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡江部村西組小作人竹内岸蔵、同郡同村 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一

請人竹内作兵衛→上水内郡牟禮駅小川千代吉殿代理下高 3
井郡江部村山田荘左衛門殿

（小作証券一括） 明治17年 こより一括・10通 443－2－46－2

小作証券　下高井郡江部邨小作人青木常次郎、同郡同村請 明治17年5月28日 竪紙・1通 443－2－46－2一

人青木新蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿 1

小作証券　下高井郡江部邨小作人長嶋七左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪継紙・1通 443－2－46－2一

請人長嶋重次郎→山田理兵衛殿 2

小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋七左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪継紙・1通 443－2－46－2一

請人長嶋重次郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿 3
（10名名前書上） 横切紙・1通 443－2－46－2－

4

小作証券　下高井郡江部村小作人長蔦七左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長罵牧左衛門→同郡同邨山田理兵衛殿 5

小作証券　下高井郡江部村小作人長蔦七左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長蔦牧左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 6

小作証券　下高井郡江部邨小作人長罵牧左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長鳥七左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 7

小作証券　下高井郡江部村小作人長鳥牧左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長罵七左衛門→山田理兵衛殿 8

小作証券　下高井郡江部村小作人長爲牧左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長罵七左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 9

小作証券　下高井郡江部邨小作人長罵牧左衛門、同郡同村 明治17年6月24日 竪紙・1通 443－2－46－2一

請人長罵七左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 10

○（小作証文一括）

「小作証文」 包紙入・16通 443－3

小作証券　下高井郡木嶋邨大字下木嶋小作人高橋市郎、同 明治26年6月27日 竪継紙・1通 443－3一燦

郡同村請人井上米吉→山田荘左衛門殿

日延証券　下高井郡平野村江部小林駒之助、全郡全村小林 明治30年3月24日 竪紙・1通 443－3－2
ぶん→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡木嶋村小作人阿部茂市郎、同郡同村請 明治26年5月20日 竪紙・1通 443－3－3
人月岡和吉→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡木嶋村小作人丸山和吉、同郡同村請人 明治26年5月日 竪紙・1通 443－3－4
萩原助大郎→山田荘左衛門殿
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地主／小作証文・小作証券／○（小作証文一括）

小作証券　下高井郡平野邨片塩小作人小林伴三、同郡同邨 明治30年4月11日 竪紙・1通 443－3－5
請人小林宇太郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野村字吉田小作人藤澤安蔵、同郡同 明治30年2月28日 竪紙・1通 443－3－6
邨請人小林勝蔵→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿

小作証券　上高井郡押羽邨請人島津吉蔵、同郡同邨小作人 明治30年2月16日 竪紙・1通 443－3－7
山崎八作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　上高井郡押羽邨小作人島津吉蔵、同郡同村請人 明治30年2月16日 竪継紙・1通 443－3－8
山崎八作→山田荘左衛門殿

小作証券　上高井郡押羽邨小作人浅岡兵治、同郡同邨請人 明治30年2月16日 竪紙・1通 443－3・9
小林傳治→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

田小作証書　下高井郡中野町大字西條小作人倉品千六、下 明治30年5月18日 赤罫紙・1通 443－3－10

高井郡中ノ町大字西条受人倉品房治→同郡平野村大字江
部関谷孝之助殿

小作証券　下高井郡平野邨小作人大坂亀作、同郡同邨請人 明治30年4月16日 竪紙・1通 443－3－11

大坂荘平→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡平野邨片塩小作人小林伴三、同郡同邨 明治30年4月11日 竪紙・1通
『
4
4
3 －3－12

請人小林宇太郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡高丘邨小作人金井藤五郎、同郡同邨請 明治30年4月19日 竪紙・1通・ 443－3－13
人松嶋慶治→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡高丘邨小作人松嶋慶治、同郡同邨請人 明治30年4月19日 竪紙・1通 443－3－14
金井藤五郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿

小作証文　下高井郡高野村小作人村越茂助、全郡全村小作 明治23年4月16日 竪継紙・1通 443－3－15
人廣瀬庄作、全郡全村請人小林茂右衛門→山田庄左衛門
殿　奥に小作桑苗植付の約定書

（桑苗植付料50円本日下附願）　村越茂助、廣瀬庄作 （明治23年）4月24日 竪紙・1通 443－3－15－1
→山田荘左衛門殿　443－3－15に挟込、奥に桜井勘右衛門
の50円受取書

○押切・北岡・矢島・清水（明治17年）

「押切北岡矢島清水小作証文」 明治17年 包紙入・58通 443－4

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井善右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－1
請人永井源作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井善右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－2
請人永井源作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人久保田萬右衛門、同郡同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－3
村請人中西荘作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人久保田萬右衛門、同郡同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－4
村請人中西荘作→下高井郡江部村山田庄左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人小林頼太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－5
人小林源治郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人小林常吉、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－6
小林利惣次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人小林源治郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－7
人小林頼太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井吉左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4・8
請人永井源作→山田荘左衛門殿
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小作証券　下高井郡押羽村小作人永井吉左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－9
請人永井源作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井勘兵衛、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－10
人関六兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡鉄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－11
人永井茂市→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡鉄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－12
人永井茂市→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人北沢佐治右衛門、同郡同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－13
村請人涌井逸作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人北澤佐治右衛門、同郡同
　村請人涌井逸作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－14

443－4－15

443－4一喋6

443－4－17

443－4－18

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

443－4－19

443－4－20

443－4－21

443－4－22

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

443－4－23竪継紙・1通

443－4－24

443－4－25

443－4－26

竪紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

443－4－27

443－4－28

443－4－29

443－4－30

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪継紙・1通

443－4－31竪紙・1通

小作証券　下高井郡押羽村小作人丸山亀太良、同郡同村請明治17年5月16日
　人浅岡久治→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人高津幸之助、同郡同村請明治17年5月16日
　人高津與市→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人中西荘作、同郡同村請人明治17年5月16日
　久保田万右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人高津栄蔵、同郡同村請人明治17年5月16日
　浅岡良平→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川惣太郎、同郡同村請明治17年5月16日
　人清水治郎作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川惣太郎、同郡同村請明治17年5月16日
　人清水治郎作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人曽我市右衛門、同郡同村明治17年5月16日
　請人関菊次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井和吉、同郡同村請人明治17年5月16日
　小田切八右衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井和吉、同郡同村請人明治17年5月16日
　小田切八右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡良助、同郡同村請人明治17年5月16日
　浅岡良平→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡良助、同郡同村請人明治17年5月16日
　浅岡良平→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡良平、同郡同村請人明治17年5月16日
　高津栄蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井源作、同郡同村請人明治17年5月16日
　嶋田久蔵→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人永井源作、同郡同村請人明治17年5月16日
　嶋田久蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人嶋田久蔵、同郡同村請人明治17年5月16日
永井源作→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人嶋田久蔵、同郡同村講人明治17年5月16日
永井源作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人小田切八右衛門、同郡同明治17年5月16日
村請人高津幸之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
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小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川新太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－32

人丸山亀太郎→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川新太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－33

人丸山亀太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人土屋喜太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－34

人浅岡良助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡久治、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－35

丸山亀太良→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人内山林八、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－36

笹岡栄之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人関音作、同郡同村請人関 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－37

由右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人笹岡栄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－38

人内山林八→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人山岸元作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－39

山岸惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人小林政八、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－40

根津吉右衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人小林政八、同郡同村同請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－41

人根津吉右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人根津吉右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－42

同請人根津三之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人鶴田茂市、同郡同村同請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－43

人根津三之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人入江九左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－44

請人鶴田茂市→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人山崎駒造、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－45

鶴田重左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人和田きう、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－46

鶴田重左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井逸作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－47

北澤佐治右衛門→山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井逸作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－48

北沢佐治右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人朝日奈了秀、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－49

人小林励道→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人根津三之丞、同郡同村同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－50

請人根津吉右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡北岡村小作人鶴田重左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－51

請人山崎駒蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡喜一郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－52

人浅岡良平→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人塩野崎安次、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 4・43－4－53

人玉井新兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿

小作証券　下高井郡押羽村小作人関六兵衛、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－54

涌井勘兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
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