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野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村大字江部賃
　借人長嶋理一、ほか保証人2名→下高井郡平野村山田荘左

昭和12年2月22日 竪紙・1通 208－82

衛門殿

地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村千弐百五 （昭和） 竪紙・1通 208－83

十三番地ノ参賃借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村大字江部一 昭和12年2月21日 竪紙・1通 208－84

四三五番地賃借人長嶋嘉吉、ほか保証人2名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（宅地及桑栽培）　同郡平野村大字 （昭和） 竪紙・1通 208－85

弐百九拾九番地保証人吉見吉治郎→下高井郡平野村山田
荘左衛門殿

地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村三二六番 昭和10年1月 竪紙・1通 208－86

地賃借人竹井由太郎、ほか保証入1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（宅地）　下高井郡平野村大字江部九 （昭和） 竪紙・1通 208－87

九八番地賃借人青木光之輔、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村江部一一 （昭和） 竪紙・1通 208－88

六六番地賃借人小林徐男、ほか保証人1名→下高井郡平野
村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（麦豆）　下高井郡平野村大字岩舟二 昭和10年3月 竪紙・1通 208－89

二二番地賃借人小古井己作、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿　ガリ版刷用紙

地所賃借契約証書（麦豆作）　下高井郡高丘村大字安源 昭和11年1月 竪紙・1通 208－90

寺千百番地賃借人今井勝弥、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（柳及桑）　下高井郡延徳村新保二九 昭和11年1月30日 竪紙・1通 208－91

O番地賃借人小林健造、ほか保証人1名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（桑畑）　下高井郡平野村大字吉田九 （昭和） 竪紙・1通 208－92

八八番地イ号賃借人竹内与茂市、ほか保証人1名→下高井
郡平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡延徳村大字新保 昭和11年1月15日 竪紙・1通 208－93

五百三十番地賃借人押鐘正雄、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（田作）　下高井郡平野村字西江部賃 昭和11年2月7日 竪紙・1通 208－94

借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村千弐百五＋ （昭和） 竪紙・1通 208－95

参番地ノ参賃借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（苗代）　下高井郡延徳村弐百八十一 昭和8年4月1日 竪紙・1通 208－96

番地賃借人番場孝治、ほか保証人1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（田稲作、畑桑栽植）　下高井郡延 昭和8年3月18日 竪紙・1通 208－97

徳村三百七十八番地賃借人鈴木浦治、ほか保証人1名→下
高井郡平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村三五四番地 大正4年3月27日 竪紙・1通 208－98

賃借人岩月三代作→下高井郡平野村山田荘左衛門殿　端
書「大徳寺土地」
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地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村賃借人竹内
亀吉、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

大正3年3月31日 竪紙・1通 208－99

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村賃借人竹内
萬平、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

大正6年3月 竪紙・1通 208－100

地所賃借契約証書（宅地使用）　下高井郡平野村賃借人
春日直次郎、賃借人春日門造→下高井郡平野村山田理兵

大正6年2月26日 竪紙・1通 208－101

衛殿

地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村賃借人吉見
卯太郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

大正6年1月 竪紙・1通 208－102

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡高丘村九拾五番地
賃借人山崎常治、ほか保証人1名帥下高井郡平野村山田荘

大正5年4月 竪紙・1通 208－103

左衛門殿

地所賃借契約証書（宅地敷）　下高井郡延徳村二百九十
九番地賃借人小林五八郎、ほか保証人1名→下高井郡平野

大正5年3月25日 竪紙・1通 208－104

村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平岡村賃借人相馬
信義、ほか保証人2名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

大正5年2月29日 竪紙・1通 208－105

地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村八二五番地
賃借人松井幸松、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘

大正5年3月25日 竪紙・1通 208－106

左衛門殿

地所賃借契約証書（宅地、畑作）　下高井郡平野村賃借 大正5年1月1日 竪紙・1通 208－107
人津金一郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村大徳寺世話
人山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村賃借人丸山 大正5年3月 竪紙・1通 208－108
林八、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（畑作）　高井郡平岡村賃借人高坂飛 大正5年 竪紙・1通 208－109
之助、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡延徳村二九九番地 大正5年3月25日 竪紙・1通 208－110
賃借人小林五八郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田
荘左衛門殿

地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村賃借人丸山 大正5年3月 竪紙・1通 208－111
林八、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿、
山田理兵衛殿

山林借地証書　下高井郡高丘村字安源寺借地人高見沢九之 大正2年12月20日 竪紙・青罫紙・1通 208－112
蕉・同郡平野村大字片塩借地人永峰吉三郎、ほか保証人1
名→山田荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村七拾九番地 明治45年3月3日 竪紙・1通 208－113
賃借人山田九蔵、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿

地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡延徳村大字新保 （昭和） 竪紙・1通 208－114
八〇二番地ノニ賃借人山本包政→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿

（家事都合上藤沢半平様に御願いする旨の証文）　小 便箋・1通 208一”5
林精一郎→山田本宅様

地所賃借契約証書（麦、大豆）　下高井郡平岡村大字新 昭和17年9月1日 竪紙・1通 208－116
井賃借人藤沢半平、ほか保証人1名ゆ下高井郡平野村山田
荘左衛門殿

地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村大字江部賃 昭和12年2月21日 竪紙・1通 208－117
借人山田茂閑、ほか保証人2名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿

（
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地所賃借契約証書（桑）　上高井郡小布施村九百二十番（昭和）
　地賃借人島田安吉、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田
　荘左衛門殿

O一括されていない小作証券

小作手形之事　西江部村作り主六左衛門、同村請人五郎右 享保18年子2月 竪紙・1通 452－1－23－1

衛門→東江部村理兵衛殿　1－23の内3点開披不能

差出申壱札之事（小作地に無断で屋敷建設の詫、借地 明治20年8月4日 竪継紙・1通 460
継続の証文）　下高井郡片塩邨小作人小林音吉、同郡同
村立会人小林勘六→同郡江部村山田荘左衛門殿

地主小作関係帳簿

年々聞合帳

年々聞合帳（諸相場・引方等書上） 高井郡東江部邑山 寛政5年癸丑季冬（～ 横長美・1冊 114
田荘左衛門 文政元）

覚（押切村分小作料引方書上） 押切村 114－1～4は 切紙・1通 114－1

丁間挟込

（押切村・北岡村分小作料引方書上） 切紙・2通 114－2

（小作料引方勘定書付） 切紙・1通 114－3

覚（押切村・北岡村分小作料引方書上） 子極月 切紙・1通 114－4

惣小作帳

丑惣小作帳 横長美・1冊 171

小作米金収入計算帳

年々小作米金収入計算帳　山田理兵衛 明治17～明治31年 横美半・1冊 186－1

明治二十九年小作米金収入計算帳 明治30年4月調 横美半・1冊 186－2

明治三十年小作米金収入計算帳 明治31年4月調 横美半・1冊 186－3

小作米金収入帳 大正9年10月～大正10 横美半・1冊 186－4

年9月

小作入帳

酉之年小作帳　破損大、年貢納通などを綴じて後に括付 元禄6年正月吉日 横長美・1冊 135－1

丑之年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢受取通な 元禄10年丁丑2月吉日 横長美・1冊 135－3

どを綴じて後に括付

寅之年小作帳　東江部村山田文六郎破損大 元禄11年2月吉日 横長半・1冊 135－2

卯之歳小作帳　東江部村山田文六郎　破損大、年貢皆済目 元禄12年 横長美・1冊 135－10

録などを綴じて後に括付

辰之歳小作帳　東江部村山田文六郎　破損大、年貢受取通 元禄13年庚辰正月吉日 横長美・1冊 135－4
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などを綴じて後に括付

巳［］小作帳　東江部村山田文六破損大、年貢受取通
　などを綴じて後に括付

元禄14年辛巳2月吉日 横長美・1冊 135－5

午［］小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢皆済目
　録などを綴じて後に括付

元禄15年壬午ノ2月吉
日

横長美・1冊 135－6

未年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢皆済目録な 元禄16年未2月吉日 横長美・1冊 135－7
どを綴じて後に括付

申年小作帳　東江部村山田文六破損大、年貢皆済目録な 元禄17年申ノ2月吉日 横長半・1冊 135－8
どを綴じて後に括付

酉年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢皆済目録な 宝永2年酉2月吉日 横長美・1冊 135－9
どを綴じて後に括付

子［ノ小作］入帳　山田文六　諸書付綴を後に括付 宝永5年戊子正月吉日 横長美・1冊 136－2

丑ノ小作入長　高井郡東江部村山田文六　諸書付綴を後に
　括付

宝永6年己丑正月吉日 横長美・1冊 136－3

（小作入帳）　諸書付綴を後に括付、破損大 （宝永年間力） 横長美・1冊 136－1

卯ノ小作入帳　東江部村山田　諸書付綴を後に括付 宝永8年卯正月吉日 横長美・1冊 136－4

辰小作入帳　東江部村山田勝之助　更科村田畑小作入帳ほ 正徳2年正月吉日 横長美・1冊 136－5
か諸書付を後に括付

巳小作入帳　東江部村山田庄兵衛諸書付綴を後に括付 正徳3年巳正月吉日 横長美・1冊 136－6

未小［作入］帳　東江部村山田庄兵衛更科村田畑小作入 正徳5年乙未正月 横長美・1冊 136－7
目録帳ほか諸書付を後に括付

申小作［］　更科村田畑小作入目録帳ほか諸書付を後に 正徳6年丙申正月 横長美・1冊 136－8
括付

子［］畑小作入帳　東江部村山田理兵衛　諸書付綴を 享保17年 横長美・1冊 136－9
後に括付

丑小作入帳　東江部村山田理兵衛諸書付綴を後に括付 享保18癸丑年2月吉祥
日

横長美・1冊 136－10

寅小作［］　諸書付綴を後に括付 享保19歳2月大吉日 横長美・1冊 136－11

卯［小］作入帳　東江部村山田理兵衛　諸書付綴を後に括 享保20年2月吉祥日 横長美・1冊 136－12
付

午小作入帳　東江部村山田理兵衛　諸書付綴を後に括付 元文3年2月吉日 横長美・1冊 136－13

申田畑小作入帳　高井郡東江部村山田理兵衛　申小作入取 元文5庚申歳3月吉辰日 横長美・1冊 136－14
立覚帳ほか諸書付綴を後に括付

酉田畑小作入帳　高井郡東江部邑山田庄左衛門 元文6年辛酉2月吉日 横長美・1冊 136－15

申小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　以下の1 宝暦2年2月吉日 横長美・1冊 136－16
～27を綴じて後に括付　丁間挟込文書1通あり（金子勘定
書）

覚（吉田村又兵衛ほか諸村6名分俵数書上） 横切紙・1通 136－16－1

押切村畑下見長（帳）（人別俵数・作物書上） 酉9月2日 横半半・1冊 136－16－2

新保村畑下見長 酉9月3日 横半半・1冊 136－16－3

宝暦三年新保村酉ノニ月小作入覚 宝暦3年酉2月 折紙・1通 136－16－4

（酉春上リ地田畑、酉春初小作入之覚） 酉春 折紙・1通 136－16－5
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酉小作入 横長半（無綴）・1136－16－6

冊（4枚）

田畑小作入勘定帳　更科兵左衛門→山田庄左衛門様 （宝暦2年）申12月晦日 横長美・1冊 136－16－7

未御年貢請取覚　更科村定右衛門→江部村庄左衛門殿 寛延4年 折紙・1通 136－16－8

（書状、小作方勘定帳・上納過金の引渡、小作金引方 申12月大晦日 横切継紙・1通 136－16－9

願）　中山兵左衛門→山田庄左衛門様、人々御中

申小作入取立帳 宝暦2年極月吉日 横長美・1冊 136－16－10

土1伽な工比猿　四血冊ゆ’佃F借　宙’丁戴計広七籍 中ノ19日 描七η継無1涌 1qR　l　a41未ノ御年貢皆済　岩舟村名王角兵衛→東江部村庄左衛
　　門殿

（籾金・種手金勘定書）

（小作料・年貢諸役差引勘定書）　岩舟村名主角兵衛→
　　東江部村庄左衛門殿

覚（小作料・年貢諸役差引勘定書）　大俣村勘右衛門
　　→東江部村庄左衛門様

覚（金子勘定書）　小布せ市右衛門→江部村庄左衛門
　　殿

覚（金子受取）　小布せ甚右衛門→江部庄左衛門様

覚（過金額書上）

午御年貢皆済　名主仁兵衛→東江部村庄左衛門殿

覚（年貢・小作差引勘定書）　新保村平右衛門

　（下畑三筆分地積・高の書上）

　覚（年貢金・夫銭・橋入用金受取）　新保村名主助治
　　郎→江部村庄左衛門殿

　（不足・夫銭・小遣代の書上）　→庄左衛門殿

　未目録覚押切村名主重左衛門→江部庄左衛門殿

　覚（年貢諸役・小作籾の差引勘定書）　新保村清吉→
　　東江部村［］　後欠

　覚（年貢金・小作金の差引勘定書）　田中村彦四郎→
　　江部村庄左衛門殿

　覚（庄左衛門分の年貢諸役金書上）　六右衛門→彦
　　四郎殿

　新保村小作入覚

酉小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　入差引帳（更科村）・小作入取立帳などの綴を後に括付

戌小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　入差引帳（更科村）・戌小作入勘定帳などの綴を後に括付

亥小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　差引帳（更科村）ほか小作年貢不納証文などの綴を後に
　括付

子小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　入勘定帳（更科村）・小作入取立覚帳ほか年貢金受取書な
　どの綴を後に括付

丑小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作

申ノ12月

申ノ12月30日

申ノ12月28日

申12月26日

申12月26日

宝暦2年申3月

12月

申12月

申12月17日

申12月

宝暦5年さる2月

宝暦3年2月吉日

宝暦4年2月吉日

宝暦5年2月吉日

宝暦6年2月吉日

宝暦7年2月吉日

横切継紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

横切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

小切紙・1通

横切継紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

横切紙・1通

切紙・1通

切継紙・1通

切紙・1通

横切紙・1通

横切継紙・1通

折紙・1通

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

136－16－11

136－16－12

136－16－13

136－16－14

136－16－15

136－16－16

13646－17

136－16－18

136－16－19

136－16－20

136－16－21

136－16－22

136－16－23

136－16－24

136－16－25

136－16－26

136－16－27

136－17

136－18

136－19

136－20

136－21
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地主／地主小作関係帳簿／小作入帳

入勘定帳（更科村）・小作入取立覚帳・小作方勘定帳（安
源寺村）ほか年貢金受取書などの綴を後に括付

寅小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　入勘定帳（更科村）・小作入取立勘定帳ほか年貢金受取書

宝暦8年2月吉日 横長美・1冊 136－22

などの綴を後に括付

卯小作入帳　信州高井郡東江部邑山田庄左衛門　田畑小作
　入勘定帳（更科村）・小作入取立勘定帳ほか年貢金受取書

宝暦9己卯年2月吉祥日 横長美・1冊 136－23

などの綴を後に括付

辰小作入帳　信州高井郡東江部邑山田庄左衛門　田畑小作
　入勘定帳・小作入勘定帳などの綴を後に括付

宝暦10庚辰年2月吉祥
日

横長美・1冊 136－24

巳小作入帳　信州高井郡東江部邑山田庄左衛門　田畑小作
　入勘定帳・小作入取立勘定帳などの綴を後に括付

宝暦11辛巳年2月吉祥
日

横長美・1冊 136－25

午小作入帳　信州高井郡東江部邑山田庄左衛門小作入覚
　帳（吉田村）・田畑小作入勘定帳・午ノ暮買入地初開・午小
　作入取立勘定帳（西間村）などの綴を後に括付

宝暦12歳2月吉祥日 横長美・1冊 136－26

未小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　田畑小作
　勘定覚帳’小作入勘定帳・安源寺村田畑小作入勘定帳・初開

宝暦13癸未歳2月吉祥
日

横長美・1冊 136－27

小作入などの綴を後に括付

申小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　年貢納
　通・小作証文等、田畑小作入勘定帳などの綴を後に括付

宝暦14甲申年2月吉祥
日

横長美・1冊 136－28

丑小作入帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　寅春δ新
　開小作入・田畑小作入勘定帳などの綴を後に括付

明和6己丑年2月吉祥日 横長美・1冊 136－29

卯小作入帳　安源寺村分の小作入覚帳・小作方勘定帳・夫食
　覚を後に括付

文化4年2月吉日 横長美・1冊 136－30

田方小作籾書抜帳（片塩・新保・押羽）　山田勘定場 明治13年11月更正 小帳（折目左、 168－1
90×193）・1冊

田方小作籾書抜帳（西江部・西條・岩舟・吉田）　山田
　勘定場

明治13年11月更正 小帳（折目左、
90×193〉・1冊

望68－2

壬寅小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治35年第7月改 横美列・1冊 葉85－1

癸卯小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治36年第7月改 横美列・1冊 185－2

丁未小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治40年第7月改 横美列・1冊 185－3

癸酉年小作入帳　地主下高井郡平野村地主山田荘左衛門 昭和8年第8月改 横美列・1冊 185－5

証（小作残金返納証文）　小林静雄→山田荘左衛門殿 昭和8年12月31日 便箋・1通 185－5－1
185－5－1・2は丁問挟込

（田畑宅地別小作料書上）　鉛筆書 便箋・1通 185－5－2

戊寅小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 昭和13年第8月改 横美列・1冊 185－4

（小作料請求書用紙）　地主山田荘左衛門→殿　18騒1 昭和13年12月20日 切紙・1通 185－4－1
～3は丁間挟込、ガリ版刷

（俵数勘定書付）　ガリ版刷用紙 切紙・1通 185－4－2

（下木島冷田樽川工事売却関係地積書上）　　中村 切紙・1通 185－4－3

○東江部村

」・作帳　東江部邨地主山田隈太郎 明治5壬申年ヨリ（～ 横美半・1冊 165－18
明治18）

○新野村

り

刀
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地主／地主小作関係帳簿／小作入嬢／○新野村

辰小作帳 天保15年正月吉日 横美半折・1冊 165－1

巳小作帳 弘化2年正月吉日 横美半折・1冊 165－2

午小作帳 弘化3年正月吉日 横美半折・1冊 165－3

未小作帳 弘化4年正月吉日 横美半折・1冊 165－4

申小作帳 弘化5年正月吉日 横美半折・1冊 165－5

酉小作帳 嘉永2年正月士日 横美半折・1冊 1656

戌小作帳

亥小作帳（庄左衛門分）

　（諸入費勘定書）　165－8－1・2は丁間挟込

　（差引勘定書）

小作帳（庄左衛門分）

小作帳

小作帳

小作帳

小作帳

小作帳

小作帳

　○東江部・新保・西江部・西間・片塩・岩船・押切・吉田
　　の諸村

巳小作帳　高井郡東江部地主庄左衛門

　（巳年悪作引の通知）　吉田村　165－16－1～3は丁間挟込

　（惣小作籾174俵の内訳書）

　（惣小作籾434俵余の内訳書）

午小作帳　高井郡東江部地主庄左衛門

　（小作地の俵・両換算書）　165－1四～10は丁間挟込

　（当午悪作引の通知）

　覚（草間作分受取）　文吉→庄左衛門

　（各村分小作籾俵数書上）

　（善左衛門分金子籾等書付）

　（忠作不納小作料勘定書付）

　（小作籾勘定書付）

　覚（山年貢受取）　東江部村庄左衛門→南大熊村藤兵
　　衛殿

　（悦右衛門分桑・杉植付額書上）

　（杉苗本数と植・手入手間人数等勘定書付）

嘉永3歳正月吉日

嘉永4年12月

嘉永5年子正月日

嘉永6年癸丑正月吉日

嘉永7年寅正月吉日

安政2年卯正月吉日

安政3年辰正月吉日

安政4年巳正月吉日

安政5年午正月吉日

横美半折・1冊

横美半折・1冊

折紙・1通

切継紙・1通

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半折・1冊

横美半折・1冊

弘化2年2月吉日　　　横美列・1冊

　　　　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

巳10月3日改　　　　切紙・1通

弘化3年2月吉日　　　横美列・1冊

　　　　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

12月29日　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

　　　　　　　　　　切紙・1通

弘化元辰年12月23日　切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

165－6

165－7

165－8

165－8－1

雁65－8－2

165－9

165－10

165－11

165－12

165－13

165－14

165－15

蓬65－16

165－16－1

165一歪6－2

165－16－3

165－17

165－17－1

165一喋7－2

165－17－3

165－17－4

165－17－5

165－17－6

165－17－7

165－17－8

165－17－9

165－17－10
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地主／地主小作関係帳簿／田畑小作入改帳／押切村

田畑小作入改帳

○押切村

押切村田畑小作入寅年改帳 宝暦8年寅2月 横長美・1冊 141

○吉田村

吉田村田畑小作証文連判帳 宝暦8年寅之2月 横長美・1冊 140

○更科村

丑之春更科村田畑小作入帳 横長美・1冊 178

○新野村 横

新野村分戌亥小作入帳 天保9年戌2月吉日 美半・1冊 161

○片塩村

片塩村持地田畑小作入改帳 享保20年卯正月吉日 横長半・1冊 138

子年片塩村小作入帳　東江部村山田庄左衛門 宝暦6年2月吉日 横長美・1冊 139

小作籾・金請取帳

酉小作籾請取帳　東江部村山田理兵衛 享保14年10月吉祥日 横長美・1冊 137－1

戌小作籾請取帳　東江部村山田理兵衛小作入覚など諸書 享保15年10月吉日 横長美・1冊 137－2
付を後に括付

子年小作籾請取帳　東江部村山田理兵衛　小作入覚など 享保17年10月吉日 横長美・1冊 137－3
諸書付を後に括付

寅小作籾請取覚帳　高井郡東江部村山田理兵衛　小作入 享保19年10月吉祥日 横畏美・1冊 137－4
覚など諸書付を後に括付

巳小作年貢請取帳　信州東江部邑山田庄左衛門　開披困 寛延2年10月吉日 横長美・1冊 137－7
難、諸書付を後に括付

午歳小作籾請取帳　東江部邑山田庄左衛門　開披困難、 寛延2（3カ）年10月吉 横長美・1冊 137－8
諸書付を後に括付 日

未小作籾請取帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　小作 寛延4辛未年10月吉日 横長美・1冊 137－9
籾馬附改帳ほか諸書付を後に括付

申小作籾請取帳　東江部村山田庄左衛門　諸書付を後に括 宝暦2年10月吉日 横長美・1冊 137－10

付

辰小作籾請取帳　東江部邑山田荘左衛門　年貢諸役金請 明和9壬辰歳10月吉祥 横長美・1冊 137－11

求・受取書ほか諸書付を後に括付 日

（金銀勘定書付）　137－11の丁間挟込 切継紙・1通 137－11－1

巳小作籾請取帳　東江部村山田庄左衛門　諸書付を後に括 安永2癸巳年10月吉祥 横長美・1冊 137－12

付 日

（小作籾勘定書付）　B7－1別～8は丁間挟込 切紙・1通 137－12－1

（籾代金勘定書付） 切紙・1通 137－12－2

覚（籾金銭書上）　幸助→庄吉様 12月29日 切紙・1通 137－12－3

（金銭書上） 12月29日 切紙・1通 137－12－4

一108一



地主／地主小作関係帳簿／小作籾・金請取帳

覚（金銭差引勘定）

覚（鎌代の請求）小布施町善＋郎一江部季寸庄左衛門1巳12月

巳12月 切紙・1通

1切継紙1通

137－12－5

137－12－6

　　様

　覚（籾金銭書上）

　（巳小作不納分書上）

卯小作年貢請取帳　諸書付を後に括付

　（穀類俵数・差出期限書上）　1371討～3は丁間挟込

　籾稗預り覚

　（西国籾・赤餅籾・稗俵数書上）

辰小作年貢請取帳

　（10月～極月分小作金・籾・大豆・稗・実綿勘定書）
　　137－14の丁問挟込

巳小作年貢請取帳

　（北岡村重兵衛ほか4名の金子受取額書上）　137－15
　　の丁問挟込

午小作年貢請取帳

　覚（5名分金子書上）　137一路1・2は丁間挟込

　覚（金と籾の総額決算書）

未小作年貢請取帳

　覚（大豆・籾送状）　新保村善左衛門→東江部山田庄左
　　衛門様　137－17．1～3は丁間挟込

　覚（金子送状）　吉田村亀二郎→東江部村庄左衛門様

　（金と籾の総額決算書）

申小作年貢請取帳

　（両替額書付）　137－18－1～7は丁間挟込

　（6名分金額書上）　新保村善左衛門→東江部村山田庄
　　左衛門様

　（金と籾の総額決算書）

　（申年手作籾、小作餅・籾など俵数書上）

　覚（金子送状、不納所分勘弁願）　新保村善左衛門
　　→東江部山田庄左衛門様

　覚（6名分金額書上）　新保村善左衛門峠東江部庄左衛
　　門様

　（籾俵数書付）

酉小作年貢請取帳

戌小作年貢請取帳

　（酉年・戌年分小作金額書上）　137－20・・1～3は丁間挟込

　（受取籾、蔵別籾・穀類俵数書上）

12月30日

極月29日

文政2年9月吉日

文政3年10月吉日

文政4年10月吉日

文政5年10月吉日

文政6年10月吉日

申ノ正月12日

12月大晦日

文政7年9月吉日

文政8年酉正月2日

正月30日

文政8年10月吉日

文政9年10月吉日

戌12月17日改

　
　
冊
　

通
通
冊
　
　
冊
　
　
冊
　
　

冊
　
　
　
　
冊
　
　
　
　
通
通

通
通
4
通
4
4
4
通
　
d
通
　
4
通
通
4
通
　
通
通
4
通
通
　
通
4
4
　
樋

4
4
美
4
紙
紙
美
4
　
美
4
　
美
4
9
1
美
d
　
q
4
美
4
4
　
4
紙
紙

紙
紙
長
紙
継
継
長
紙
　
長
紙
　
長
紙
紙
長
紙
　
紙
紙
長
紙
紙
　
紙
継
継
　
紙

切
折
横
切
切
切
横
切
　
横
切
　
横
切
折
横
切
　
切
折
横
切
切
　
折
切
切
　
切

切紙・1通

横長美・1冊

横長美・1冊

切紙・1通

折紙・1通

137－12－7

137－12－8

137－13

137－13－1

137－13－2

137－13－3

137－14

137－14－1

137－15

137－15－1

137－16

137－16－1

137－16－2

137－17

137－17－1

帽37－17－2

137－17－3

137－18

137－18－1

137－18－2

137－18－3

137－18－4
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137－20－1

137－20－2

一一109一



地主／地主小作関係帳簿／小作籾・金請取帳

（受取籾、蔵別籾・穀類俵数書上） 亥4月15日改 折紙・1通 137－20－3

亥小作年貢請取帳 文政10年9月吉日 横長美・1冊 137－21

（小作籾・蔵入籾俵数、小作金額書上）　137－21、1～3 折紙・1通 137－21－1
は丁間挟込

（人別小作籾俵数書上） 折紙・2通 137－21－2

（人別小作籾俵数書上） 切紙・1通 137－21－3

子小作年貢請取帳 文政11年10月吉日 横長美・1冊 137－22

覚（小作金送状、残人分延納願）　新保村善左衛門 切紙・1通 137－22－1
→山田庄左衛門様　137－22－1・2は丁間挟込

（受取籾・蔵入籾・小作金勘定書上） 折紙・1通 137－22－2

丑小作年貢請取帳 文政12年10月吉日 横長美・1冊 137－23

寅小作年貢請取帳 文政13年10月吉日 横長美・1冊 137－24

卯小作年貢請取帳 天保2年10月吉日 横長美・1冊 137－25

酉小作年貢請取帳 天保8年10月吉日 横長美・1冊 137－26

覚（人別小作金書上）　13減δ1・2は丁間挟込 横長美・1冊 137－26－1

（人別小作銭額書上） 切継紙・1通 137－26－2

巳小作年貢請取帳 明治2年10月吉日 横美半・1冊 184－1

（人別金額書上）　184－1に挟込 切紙1通 零84－1－1

午小作年貢請取帳 明治3年10月吉日 横美半・1冊 184－2

未小作年貢請取帳 明治4年10月吉日 横美半・1冊 184－3

申小作年貢請取帳 明治5年正月吉日 横美半・1冊 184－4

癸酉小作年貢請取帳 明治6年1月吉日 横美半・1冊 184－5

（人別入金額書上）　184－5に挟込 切紙・1通 184－5－1

甲戌小作年貢受取帳 明治7年2月吉日 横美半・1冊 184－6

（預り地小作入金額書上）　1846に挟込 切紙・1通 184－6－1

乙亥小作米金受取帳 明治8年7月吉日 横美半・1冊 184－7

（小見畑小作代受取書一括） 明治33年、同34年 袋入・2通 335

小作籾受取控　山田帳場 明治43年10月～明治44 横美半・1冊 169
年10月

新保籾請取帳之写　山田寿作手控　表紙にr大正四年卯大正2年～4年 横美半・1冊 389
十一月分全納、大正三年寅十一月検見引方納、大正二年
丑十一月分全納」の記載

籾請取帳　山田蔵前控 大正2年、3年 横美半・1冊 390

（新保村小林梅吉ほか3名籾高書上）　390に挟込 切紙・1通 390－1

下方玄米請取帳　山田蔵前控 大正2年～5年 横美半・1冊 391

籾蔵前帳　山田　籾数の覚書など4点挟込 大正4年、5年 横美半・1冊 392

小作籾請取帳　山田帳場 大正8己未年10月 横美半・1冊 170－2

一110一一



地主／地主小作関係帳簿／小作籾・金請取帳

小作籾請取帳 昭和3戊辰年 横美半・1冊 170－1

小作勘定帳

○安源寺村

安源寺村小作方勘定帳　安源寺村世話人藤蔵→東江部村 安永2年巳極月29日 横長半・1冊 147
山田庄吉郎様

田畑小作方勘定帳　安源寺村藤左衛門→東江部村庄左衛 文化10年酉極目 横美半・1冊 1532
　門様

田畑小作方勘定帳　安源寺村藤左衛門→東江部村庄左衛
　門殿

明和八年卯極月小作入勘定帳　安源寺藤蔵→東江部村庄
　左衛門殿

　○押切村

文化十酉年押切村小作勘定帳

　○岩舟村

卯小作入取立勘定帳　高井郡岩船村地方

酉小作入取立勘定帳（高井郡岩船邑地方）

子小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

丑小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

寅小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

卯小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

辰小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

巳小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

午小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

未小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

申小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

酉小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

戌小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

亥小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

子小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

丑小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

寅小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

卯小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

辰小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

巳小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

午小作入取立勘定帳（岩舟村地方）

文政元年寅極月大晦日横美半・1冊

卯極月26日

文化10年

横長美・1冊

横長美・1冊

明和8年極月吉日　　　横長美・1冊

文化10歳極月吉日　　横長美・1冊

文化14（ママ）歳極月横長美・1冊
吉日

文化14歳極月吉日

文政元歳極月吉日

文政2歳極月吉日

文政3歳極月吉日

、文政4歳極月吉日

文政5歳極月吉日

文政6歳極月吉日

文政7歳極月吉日

文政8歳極月吉日

文政9年極月吉日

文政10歳極月吉日

文政11年極月吉日

文政12歳極月吉日

天保元歳極月吉日

天保2歳極月吉日

天保3年極月吉日

天保4歳極月吉日

天保5歳極月吉日

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

横長美弓冊

横長美・1冊

横長美・1冊

157
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地主／地主小作関係帳簿／小作勘定帳／○岩舟村

未小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保6歳極月吉日 横長美・1冊 156－20

申小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保7歳極月吉日 横長美・1冊 156－21

申小作入手当割賦帳（岩舟村地方） 天保7歳極月吉日 横長美・1冊 160

酉小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保8歳極月吉日 横長美・1冊 156－22

戌小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保9歳極月吉日 横長美・1冊 156－23

亥小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保10歳極月吉日 横長美・1冊 156－24

子小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保11歳極月吉日 横長美・1冊 156－25

丑小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保12歳極月吉日 横長美・1冊 156－26

○更科村

卯田畑小作勘定帳　更科村兵左衛門→東江部村山田庄左 明和8年卯12月日 横長美・1冊 143
衛門様

田畑小作入勘定帳　　（更科村）中山庄右衛門、常右衛門 安永2年巳12月日 横長美・1冊 148
→山田庄吉様

○新野村

子小作勘定帳（新野村） 天保11年12月吉日 横美半・1冊 163－1

丑小作勘定帳（新野村） 天保12年12月吉日 横美半・1冊 163－2

寅小作勘定帳（新野村） 天保13年12月吉日 横美半・1冊 163－3

新野村小作勘定帳 天保14年卯12月 横美半・1冊 164

覚（小作地役籾夫銭勘定）　164－1～4は丁間挟込 天保13寅年分 折紙・1通 164－1

（辰年夫銭山年貢役銭皆済書） 弘化3午2月8日改 切紙・1通 164－2

（丑年貢・国役銭など皆済書） 切継紙・1通 164－3

（元利勘定書） 切紙・1通 164－4

○その他

辰甜稽鋤繍繰葬鵠耀編欝9峯欝 安永元年12月 横長綴・1綴 145

受取書など綴）

巳小作入取立勘定帳 安永2年極月吉日 横長美・1冊 146

田畑小作入勘定帳　文四郎→山田庄左衛門様 文化10年酉12月日 横長美・1冊 153－1

小作年貢不納帳等

小作御年貢不納証文之事（20俵2斗）　西江部村小作不元文元年辰12月28日 竪紙・2通 452－1－23－6

納人六左衛門、請人平兵衛、同断佐五兵衛　端裏下「下
書」、しち畑相渡し申証文之事（地主六郎左衛門、平兵衛）
1通挟込

明和八年卯十二月廿九日小作不納証文之事（新保村分 明和8年卯12月29日 折紙・1通 413－6
清蔵、ほか3名

（小作年貢不納人連印証文）　新井村銀右衛門、ほか17
　名

明和8年卯12月 横長美・1冊 413－4

去申年迄小作年貢不納帳（高井郡吉田村）　高井郡吉 天明9年己酉2月 横長美・1冊 149
田村分地小作人　　（表紙裏）「東江部村庄左衛門所持」
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地主／地主小作関係帳簿／小作年貢不納帳等

小作御年貢年延証文之事（籾代2両を4年賦）　岩船村 天保12年丑10月 竪紙・1通 454
不納人吉兵衛、請人長七→庄左衛門殿

（村名・人名書上） 折紙・1枚 413－5

片塩村小作年貢不納差滞（人名・不納額書上、後欠） 竪継紙・1通 455－4

小作年貢不納差滞（人名・不納額書上、後欠） 竪紙・1通 455－16

（小作年貢不納滞出入訴状下書） 竪紙・2通 455－21

旱損見分改帳

丑小作入旱損見分改帳（岩舟村地方）　155は麻紐で一文化14歳8月 横長美・1冊 155－1

括

寅小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 文政元歳8月 横長美・1冊 155－2

未小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 文政6歳7月吉日 横長美・1冊 155－3

辰小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 天保3歳8月 横長美・1冊 155－4

村上畑旱損手当割賦連印帳　岩舟村地方 天保2年卯3月日 横長美・1冊 405

小作取上請印帳

吉田村分田畑小作取上請印帳（手作のため小作地取上
　吉田村小作人→東江部村庄左衛門殿

寛政3年亥2月 横長美・1冊 150

手作

元文四己未秋木綿改日記 （元文4） 横長美・1冊 106

宝暦五亥年木綿ひろい改帳　大豆売出覚・籾請取覚など （宝暦5）9月12日～ 横長半・1冊 107－2

の仮綴を後に括付

明和元年申八月木綿ひろい帳（附山苅） （明和元） 横長半・1冊 107－3

明和五年子木綿拾帳　帳崩、表紙と本体の関係も不明 （明和5）8月日 横長美・1冊 107－1

諸作日記（農業記録）　高井郡東江部村山田荘左衛門顕 天明7丁未年晩秋10月3 横長美・1冊 110
治 日（～寛政4）

諸作覚帳（農業記録） 寛政4年子2月日（～文 横美列・1冊 112
化2）

年貢諸役負担

他村割付状等写

巳御年貢可納割付之事（新保村）　大野佐左衛門→右村 宝暦11年巳10月 竪継紙・1通 233－1

名主組頭惣百姓　端裏書「巳割付写」

巳御年貢皆済目録（新保村）　大野佐左衛門手代塚谷安 宝暦12年午3月 竪継紙・1通 234－1

右衛門、石川太五郎、大坪忠蔵、山田東蔵、木村直左衛
門→右村名主惣百姓中　大野佐左衛門の奥書、「宝暦十三
未十二月十七日写」の奥書、端裏書「巳目録写」
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地主／年貢諸役負担／他村割付状等写

午御年貢可納割付之事（新保村）　大野佐左衛門→右村 宝暦12年午10月 竪継紙・1通 233－2
名主与頭惣百姓　端裏書「午年割付写」

午御年貢皆済目録（新保村）　大野佐左衛門手代塚谷安 宝暦13年未3月 竪継紙・1通 234－2
右衛門、大坪忠蔵、石川太五郎、山田東蔵、木村直左衛
門→右村名主組頭惣百姓中　大佐左衛門の奥書、端裏書
「午目録写」

諸村分年貢金納帳

村々江御年貢金納帳　　表紙書r享保拾八年又紙を増」、 （宝永6年～宝暦元年） 横長美・1冊 22
後括付

歳々御上納覚帳（諸村宛年貢・諸負担支払、他に持山
　覚、火事・雪・帯星などの記録、すじ籾覚、ほか）

寛延4辛未年10月吉祥
日（寛延4～安永5〉

横長美・1冊 33

信州高井郡東江部邑山田庄左衛門　各村名主よりの受取
書を綴じて後に括付

年々御上納金夫銭覚帳（諸村宛年貢・諸負担支払） 安永5年丙申10月吉日 横長美・1冊 35
信州高井郡東江部村山田丑之助　各村名主よりの受取書 （安永5～天明4）

を綴じて後に括付

御年貢納控帳・附夫銭納控（諸村宛年貢・諸負担支払） 天明4甲辰歳10月日横長美・1冊 36－1
信州高井郡東江部村山田庄左衛門顕治代　各村名主より （天明4～寛政3）

の受取書を綴じて後に括付

年々御年貢諸役覚帳（諸村宛年貢・諸負担支払）　信 寛政3辛亥歳10月吉祥 横長美・1冊 37－1
州高井郡山田荘左衛門顕治記　各村名主よりの受取書を 日（～寛政11）
綴じて後に括付

御年貢高役帳　信州高井東江部山田荘左衛門 文政6癸未正月吉日横長美・1冊 38
（～天保10）

（諸村宛年貢・負担金支払覚帳） （文化7～文政5） 横長美・1冊 37－2

年貢諸役金受取書等

皆済目［録　　］　表紙下半分欠落、諸村名主よりの年 享保12後正月吉日 横長美・1冊 21
貢諸役金受取書など後に括付

御年貢御役勘定（大熊村分）　大熊村名主伊右衛門・同 明和8年卯12月 横半半・1冊 34
所役人長右衛門→東江部村庄左衛門殿

寅御年貢金皆済目録　　（更科村）名主定右衛門→江部村 明和8年卯12月 横切継紙・1通 413－1
庄左衛門殿

丑御年貢金皆済目録　更科村名主定右衛門→東江部村庄 明和7年寅12月 横切継紙・1通 413－2
左衛門殿

申御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永6酉年10月 切継紙・1通 36－2－1

衛門殿　36－2は帯紐一括、36－1と37の間にはさまれていた
（便宜上枝番付与）

辰御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永2巳年10月 切継紙・1通 36－2－2

衛門殿

午御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永4未年10月 切継紙・1通 36－2－3

衛門殿

巳御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永3午年10月 切継紙・1通 36－2－4

衛門殿

未御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左
　衛門殿

安永5申年10月 切継紙・1通 36－2－5
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地主／年貢諸役負担／年貢諸役金受取書等

御年貢納通（押切村分）　東江部村庄左衛門 安永7年戌10月日（～ 横美半・1冊 463
寛政8）

（包紙、上書「大熊押切上納受取通」）　235－1－1～6はこ （寛政9～文化12） 包紙・1枚 2354
の包紙で一括されていたと思われる

御年貢小役通帳　大熊村名主冨右衛門→江部村庄左衛 寛政9巳12月 横半半・1冊 235－1－1

門殿

御年貢御小役通帳（庄左衛門分）　大熊村役代太右 文化4年卯12月～文化8 横半半・1冊 235－1－2

衛門 年

御年貢御小役通帳　大熊村名主彦之丞→東江部村庄左 文化11年戌12月 横美半・1冊 235－1－3

衛門殿

御年貢御小役通　大熊村名主彦之丞→東江部村庄左衛 文化12亥年12月 横半半・1冊 235－1－4

門殿

酉御年貢御小役皆済目録　大熊村名主九右衛門→東江 文化10酉年12月 切継紙・1通 235－1－5

部村庄左衛門殿

申御年貢御小役皆済目録　大熊村名主九右衛門→東江 文化9申年12月 切継紙・1通 235－1－6

部村庄左衛門殿

（年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 寛政10～文化4年 ひねり綴・1綴 235－2－4

覚（卯年貢金受取）　宇木村名主新之丞→江部村庄左 文化4年卯12月 小切紙・1通 235－2－4－1

衛門殿　奥に釣り銭額の書込

（寅年夫銭額書付） 小切紙・1通 235－2－4－2

‘富体存二　園チ几雑惑恥童：、　　古出計彪士百口丘旛　　’丁立k ∬“19日 堅｛沼鉦1’酌 つ貸『つ4R　（寅年年貢・国役銭受取書）　高遠村名王卯兵衛→江部

　村庄左衛門殿

　御年貢金請取（納人庄左衛門）　片塩村名主伊右衛門

　文化三寅十二月御年貢金請取（庄左衛門納）　片塩
　村名主伊右衛門

　文化三寅御年貢金請取（庄左衛門納）　片塩村名主
　　伊右衛門

　文化三年寅御年貢金請取（庄左衛門納）　片塩村名
　　主伊右衛門

　巳皆済目録（大豆代・浮役など差引未進額書上）
　　大熊名主藤兵衛→東江部村庄左衛門殿

　午皆済目録（諸差引未進額書上）　大熊名主藤兵衛
　　→東江部村庄左衛門殿

　未皆済目録（諸差引未進額書上）　大熊名主藤兵衛
　　→東江部村庄左衛門殿

文化四年卯御年貢米金請取　片塩村名主伊右衛門

覚（年貢米金・国役・三役給・破免入用の書上）　片塩
　村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿

文化四年卯十二月御年貢米金請取　片塩村名主伊右衛門

（庄左衛門押切村所持地の川欠見落分御引高願）　百
　姓代又八、組頭源左衛門、同断弥兵衛、名主永井重右衛
　門→北條雄之助様中野御役所

権堂村御年貢請取通入　235－16．2を入れたと思われる

　御年貢金通　東江部村庄左衛門代納権堂村勝助

卯12月

卯正月12日

寅12月8日

寅10月14日

寅H月14日

寛政10午年

寛政11未年

寛政12申年

文化4年卯10月14日

文化4年卯11月14日

文化4年卯12月8日

天保12丑7月

（嘉永5～安政）

従嘉永5子年10月

竪切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

小切紙・1通

横切紙・1通

切継紙・1通

切紙・1通

切継紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

折紙・1通

　
冊

　
1

。
半

筒
美

封
横

235－2－4－3

235－2－4－4

235－2－4－5

235－2－4－6

235－2－4－7

235－2－4－8

235－2－4－9

235－2－4－10

235－2－2

235－2－3

235－2－1

440

235－16－1

235－16－2
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地主／年貢諸役負担／年貢諸役金受取書等

当辰御年貢金請取覚　名主善左衛門→山田庄左衛門殿 安政3年10月10日 切紙・1通 235－16－2－1
家代勝助殿　235－16－2－1～4は丁問挟込

御年貢初納（権堂村役元納・夫銭額書付）　1に畳込 小切紙・1通 235－16－2－2

当卯御年貢金請取　権堂村名主善左衛門→東江部村山 安政2年10月10日 折紙・1通 235－16－2－3
田庄左衛門殿代勝助殿

丑御年貢皆済目録　水内郡権堂村名主善左衛門→高井 嘉永7寅年10月 竪継紙・1通 235－16－2－4
郡東江部村山田庄左衛門代納当村勝助殿

御年貢金通（清水村分ほか）　納人山田庄左衛門 嘉永7寅10月（嘉永7～ 横半美・1冊 39
明治2）

御年貢請取帳（押切村分ほか）　東江部村納人山田庄左 文久元酉年12月（～明 横半美・1冊 40
衛門 治元）

戌御年貢皆済目録　平林村名主傳右衛門 文久3戌4月 折紙・1通 235－18－5

亥御年貢皆済目録　間山村名主甚右衛門　貼紙あり 文久4子年2月 横切紙・1通 235－18－4

亥御年貢皆済目録　名主与惣右衛門→山田庄左衛門殿 元治元子年12月 横切継紙・1通 235－18－7

亥年御年貢皆済目録　新野村名主孫左衛門 慶応2寅年2月 横切継紙・1通 235－18－2

去々亥御年貢皆済目録　新野村名主孫左衛門 慶応2寅年2月 横切継紙・1通 235－18－3

亥御年貢皆済目録　片塩村名主平右衛門→東江部村山田 慶応2寅3月 横切紙・1通 235－18－6
庄左衛門殿

「壬申貢租諸役小手形入」　山田氏　袋内に受取書など 明治5年 袋入 346
多数

地目変換二付地価修正願　右地主山田荘左衛門、山田理 明治16年6月27日 仮綴・1綴 331
兵衛、小林駒之助、竹内林右衛門、下高井郡江部村戸長
山田文六→長野県令大野誠殿代理長野県大書記官鳥山重
信殿　郡長奥書、大書記官聞届書、土地図面共

記（明治29年水害地地租免除額通知）　下高井郡穂高 明治31年5月16日 1通 332－1
村役場

領収証（地租免除願用取調費用）　下高井郡穂高村中村 明治31年5月26日 朱罫紙・1通 332－2
組惣代本山茂吉→同郡平野村山田荘左衛門殿

領収証（地租免除願用取調費用）　下高井郡穂高村小見 明治31年5月 朱罫紙・1通 332－3
組惣代山崎久太→下高井郡平野村山田荘左衛門殿

（相続税課税申告に関する調書綴） 大正5年9月 1綴 333

覚（御囲籾1俵6升の請求）　吉田村名主→東江部村庄左 寅2月26日 切紙・1通 452－1－15
衛門殿

（書状、小作方勘定、皆済目録・上納通を遣わす、など 12月大晦日 横切継紙・1通 413－9
中山兵左衛門→山田庄左衛門様、人々御中

午御年貢皆済通　西江部村清左衛門→文六殿 午ノ12月25日 横切紙・1通 455－24

午ノ御年貢納覚　岩舟村庄屋角兵衛→東江部村文六殿 午ノ極月日 横切継紙・1通 455－23

○質地分御年貢小手形

「質地分御年貢小手形入」 （天保15～安政2〉 袋入・22通 236

覚（戌年上納・夫銭受取）　上町名主長左衛門→東江 嘉永3戌年 竪紙・1通 236－1
部村庄左衛門殿

覚（上納・夫銭受取）　上町名主治郎次→東江部村庄左
　衛門殿　236－1に挟込

嘉永2酉年 竪切紙・1通 236－1－1

「
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地主／年貢諸役負担／年貢諸役金受取書等／○質地分御年貢小手形

（天保15年・弘化3年分年貢諸役差引、小作籾送状）
　浅野村庄屋兵八→東江部村庄左衛門殿　2年分を続け書
　き

天保15年2月、弘化3年
2月

横切継紙・1通 236－2

覚（除地年貢受取）　佐野村延命寺→庄左衛門殿 丑極月晦日 竪切紙・1通 236－3

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永4年12月 横切継紙・1通 236－4

衛門→東江部村庄左衛門殿

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永2年12月 横切継紙・1通 236－5

衛門→東江部村庄左衛門殿

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永3年12月 横切継紙・1通 236－6

衛門→東江部村庄左衛門殿

覚（亥年上納・夫銭・国役受取）　上町名主長左衛門→ 亥極月4日 切継紙・1通 236－7

江部村庄左衛門殿

覚（初・二・三納・夫銭受取）　長沼上町三郎右衛門→ 子12月 横切紙・1通 236－8

江部村庄左衛門殿

（年貢籾受取書送状）　善光寺平八（藤屋平八）→山田 安政2乙卯12月 切継紙・1通 236－9

庄左衛門様　籾受取書2通を貼継、包紙入

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永3年戌2月 横切継紙・1通 236－10

衛門→高井郡東江部村庄左衛門殿

覚（申年貢・高掛諸役受取）　上町役本→東江部村庄 嘉永元申年 竪切紙・1通 236－11

左衛門殿

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋久之 嘉永元年12月 横切継紙・1通 236－12

丞峠東江部村庄左衛門殿

子御年貢皆済目録　権堂村名主善左衛門→東江部村庄 嘉永6丑年10月 竪継紙・1通 236－13

左衛門殿代納勝助殿

覚（卯除地年貢金受取）　佐野村社僧→庄左衛門様 極月20日 小切紙・1通 236－14

当子御年貢金受取通　権堂村名主善左衛門→東江部村 嘉永5年10月 竪切紙・1通 236－15－1

庄左衛門殿代納吉左衛門殿　236－15－1・2は同じ包紙入

当子御年貢金覚　名主善左衛門→庄左衛門殿代納小三 切紙・1通 236－15－2

郎殿

覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋久之 弘化4未12月 横切継紙・1通 236－16

丞→東江部村庄左衛門殿

当丑御年貢金請取覚　名主善左衛門→東江部村庄左衛 嘉永6年10月 小切紙・1通 236－17

門代納小三郎

（年貢金受取書）　名主善右衛門→江部村庄左衛門代納 嘉永6丑年11月 小切紙・1通 236－18

小三郎納

納長野村分当寅御年貢籾　栢彦太夫→阿弥陀院町平八 嘉永7年12月 切紙・1通 236－19－1

（木屋平八）　236－19－1・2は2枚の包紙入

納長野村寅御年貢籾之事　中治兵衛→阿弥陀院町平八 嘉永7寅年12月 切紙・1通 236－19－2

文化7年分綴

（文化7年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴り・1綴 235－3

去巳御年貢皆済目録　安源寺村名主要左衛門→東江部村 文化7年午12月 横切紙・1通 235－3－1

庄左衛門殿

文化七年午御年貢金請取通　岩船村名主弥右衛門→東江 折紙・1通 235－3－2

部村庄左衛門殿
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地主／年貢諸役負担／文化7年分綴

巳御年貢金皆済目録　更科村名主定右衛門→江部村庄左
　衛門

午12月 切継紙・1通 235－3・3

覚（金2分余請求）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 午12月18日 切紙・1通 235－3－4

覚（夫銭・足役金書上）　吉田村名主作右衛門→東江部村
　庄左衛門殿

午12月 小切紙・1通 235－3－5

覚（年貢・諸夫銭請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 午12月 小切紙・1通 235－3－6

覚（当年分勘定残金請求）　西間名主久右衛門→東江部
　庄左衛門様

午12月26日 横切紙・1通 235－3－7

覚（金2分余受取）　西問村名主久右衛門→東江部庄左衛
　門殿

午12月19日 切紙・1通 235－3－8

辰御年貢皆済目録　清水村名主武兵衛→庄左衛門殿 文化7年午12月 切継紙・1通 235－3－9

覚（役籾代・夫銭など請求）　岩船村名主弥右衛門→東
　江部村庄左衛門様

午12月25日 横切紙・1通 235－3－10

巳御年貢皆済目録　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左
　衛門殿

文化7午12月 横切紙・1通 235－3－11

覚（三納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左
　衛門殿

午12月 小切紙・1通 235－3－12

覚（年貢三納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門
　殿

午12月4日 小切紙・1通 235－3－13

覚（諸勘定差引額受取） 切継紙・1通 235－3－14

（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－3－15

午十二月御金触（年貢金請求）　安源寺村→東江部村庄
　左衛門殿

午12月 切継紙・1通 235－3－16

巳御年貢皆済目録　西江部村名主→庄左衛門殿 文化7午12月 切紙・1通 235－3－17

覚（国役金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左
　衛門殿

午10月 小切紙・1通 235－3－18

覚（二納金の書付） 切紙・1通 235－3－19

覚（二納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左
　衛門殿

午12月15日 切紙・1通 235－3－20

覚（二納金受取）　西問村名主久右衛門擁東江部村庄左
　衛門殿

切紙・1通 235－3－21

覚（年貢・夫給請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 午11月 小切紙・1通 235－3－22

覚（年貢二納金請求）　西江部村名主→東江部村庄左衛 午11月 小切紙・1通 235－3－23
門殿

十一月御金ふれ（庄左衛門分金子請求書付） 小切紙・1通 235－3－24

庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－3－25

覚（朝鮮人国役金・初納金受取）　押切村名主重兵衛→
　江部村庄左衛門殿

午10月10日 小切紙・1通 235－3－26

覚（午年貢・同寿栄分の受取）　名主文六→庄左衛門殿 午11月9日 小切紙・1通 235－3－27

春中夫銭残金受取書）　同（山田）文六→山田庄左衛門
様

ll月9日 小切紙・1通 235－3－28

国役・夫銭など書上） 小切紙・1通 235－3－29
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地主／年貢諸役負担／文化7年分綴

覚（午年貢十月納・五ヶ年賦国役など受取）　名主文 午10月11日 小切紙・1通 235－3－30

六→庄左衛門殿

覚（初納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 午10月15日 小切紙・1通 235－3－31

衛門殿

覚（年貢・国役金の書上） 小切紙・1通 235－3－32

覚（初納・諸入用請求）　西間村名主→東江部村庄左衛門 午11月 竪切紙・1通 235－3－33

殿

覚（初納金受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄左 午10月14日 小切紙・1通 235－3－34

衛門殿

覚（初納・国役金受取）　岩船村名主→東江部村庄左衛門 10月14日 小切紙・1通 235－3－35

様

覚（国役金など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 午10月 小切紙・1通 235－3－36

（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－3－37

午十月御金ふれ（請求金額書付）　安源寺村名主→東江 小切紙・1通 235－3－38

部庄左衛門殿

覚（午年貢金請求）　西江部村名主→東江部村庄左衛門 午10月 小切紙・1通 235－3－39

殿

文化8年分綴

（文化8年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴り・1綴 235－4－1

午御年貢金皆済目録　更科村名主定右衛門→江部村庄左 文化8年未12月 切継紙・1通 235－4－1－1

衛門殿

辰御年貢皆済目録　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左 文化8年 切継紙・1通 235－4－1－2

衛門殿

覚（銭受取）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 極月20日 小切紙・1通 235－4－1－3

覚（夫銭請求）　大熊名主→江部村庄左衛門殿 未極月 小切紙・1通 235－4－1－4

覚（山上納夫銭受取）　小沼村名主勘右衛門→東江部村 未極月 小切紙・1通 235－4－1－5

庄左衛門殿

覚（高掛・足役金請求）　西間村名主→東江部庄左衛門殿 未極月 竪切紙・1通 235－4－1－6

（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－4－1－7

午御年貢皆済目録　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左 文化8年未10月 横切紙・1通 235－4－1－8

衛門殿

覚（夫銭・役籾代など書上）　岩船村名主弥右衛門→東 未12月23日 横切紙・1通 235－4－1－9

江部村庄左衛門様

覚（金子受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 未12月9日 竪切紙・1通 235－4－1－10

文化八年未御年貢米金請取　片塩村名主伊右衛門 未12月9日 小切紙・1通 235－4－1－11

（夫銭など書上） 小切紙・1通 235－4－1－42

覚（三納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 文化8年未12月 小切紙・1通 235－4－1－13

衛門殿

覚（夫銭・足役金書上）　吉田村名主作左衛門→東江部村 文化8年未12月 小切紙・1通 235－4－1－14

庄左衛門殿
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（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－4－1－15

（大熊村武七へ渡分金額書付） 小切紙・1通 235－4－1－16

覚（年貢・郡割水損入用請求）　大熊名主→江部村庄左 未12月 小切紙・1通 235－4－1－17
衛門殿

覚（未年貢12月納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 未12月 小切紙・1通 235－4－1－18
門殿

未十二月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 切継紙・1通 235－4－1－19

覚（三納金・夫銭受取）　新保村名主弥左衛門→東江部村 未極月4日 小切紙・1通 235－4－1－20
庄左衛門殿

（足役井夫銭受取書） 235－4－1－21

覚（当未三納受取）　西江部村名主→東江部村庄左衛門 235－4－1－22
殿

（磐角㌔識纏難難謹縄犠形持参すべき 未12月 小切紙・1通 235－4－1－23

午御年貢皆済目録　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 未12月 横切紙・1通 235－4－1－24

文化9年分綴

（文化9年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴・1綴 235－5－2

覚（夫給ほか金子請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛 申11月 小切紙・1通 235－5－2－1

門殿

覚（金子書上）　更科村名主→江部村庄左衛門殿 申11月 小切紙・1通 235－5－2－2

覚鐵舛魂鋸辮離覧繍離編欝給 申11月14日 小切紙・1通 235－5－2－3

覚（二納金受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 申11月14日 竪切紙・1通 235－5－2－4

（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－5－2－5

覚（二納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 申12月13日 小切紙・1通 235－5－2－6

衛門殿

申十一月御金ふれ（金子請求書付）　安源寺村役元→
東江部村庄左衛門殿 小切紙・1通 235－5－2－7

覚（当申二納金受取）　西江部村名主→庄左衛門殿 申12月10日 小切紙・1通 235－5－2－8

覚（申年貢二納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 申11月10日 小切紙・1通 235－5－2－9

門殿

覚（初納・国役金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村 文化9年申10月 切紙・1通 235－5－2－10
庄左衛門殿

覚（初納・国役・村入用など受取）　西間村名主→東江部 文化9申10月14日 小切紙・1通 235－5－2－11
庄左衛門殿

文化九申御年貢金請取　名主伊右衛門→東江部村庄左衛 申10月14日 切紙・1通 235－5－2－12
門殿

覚（十月金・高役金書上）　更科名主→江部村庄左衛門 10月 小切紙・1通 235－5－2－13
殿

覚（初納・国役金請求）　岩船村名主九郎右衛門→東江部 申10月13日 切紙・1通 235－5－2－14
村庄左衛門殿
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