
地主／年貢諸役負担／文政8年以降分綴

（天保2年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－14－1

隅朱書「天保二卯年」

（天保3年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－14－2

　隅朱書「天保三辰年」

（天保4年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅朱書「天保四巳年」

（天保5年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　朱書r天保
　五午年」

（天保6年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅朱書「天保六未年」

（天保7年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅朱書「天保七申年」

（天保8年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅朱書「天保八酉年」

（天保9年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅朱書「天保九戌年」

（岩船村分年貢皆済目録綴、酉～丑年分）

（嘉永7年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）

（文久3年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅書「亥年分」

（文久4年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　1枚目右上
　隅書「子年分」

　子御年貢皆済目録　岩船村名主八兵衛→東江部村山田
　　庄左衛門様　235－19－2～7は235－19－1に挟込

　子御年貢皆済目録（東江部村熊太郎分）　新野村名
　　主孫左衛門

　子御年貢皆済目録（東江部村山田庄左衛門分）　新
　　野村名主孫左衛門

　去子ノ御年貢皆済覚　出作役重右衛門→山田庄左衛門
　　殿

　去子御年貢皆済目録　吉田村名主徳兵衛→東江部村山
　　田庄左衛門殿

　子御年貢皆済目録　名主与惣右衛門→山田庄左衛門殿

（慶応元年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　235．20．1
　が全体表題だと思われる

　（書付、「丑三月6寅二月迄御年貢請取書井配賦、皆
　　済目録共、丑年分」）　235－20．1～7は綴に挟込

　去丑御年貢皆済目録（熊太郎分）　新野村名主孫左
　　衛門

　去丑御年貢皆済目録（山田庄左衛門分）　新野村名
　　主孫左衛門

　丑御年貢皆済目録　片塩村名主平左衛門→東江部村山
　　田庄左衛門殿

　覚（年貢・小物成皆済書付）　奥助→山田庄左衛門殿

（天保ll～13）
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地主／年貢諸役負担／文政8年以降分綴

御年貢金皆済目録　名主平左衛門→納人山田庄左衛門 寅2月 横切継紙・1通 235－20－6
殿

去丑御年貢皆済覚　名主彦兵衛 寅2月 横切紙・1通 235－20－7

（慶応2年年貢諸夫銭請求・受取書など綴）　235－2Hが 綴り・1綴 235－21

全体表題だと思われる

（書付、「慶応二寅年」）　235－21－1～6は綴に挟込 小切紙・1通 235－21－1

寅御年貢金請取通　西江部村名主友八 横切紙・1通 235－21－2

寅御年貢　篠井村役元→東江部村山田庄左衛門 折紙・1通 235－21－3

寅御年貢請取　名主市郎 小切紙・1通 235－21－4

慶応二寅御年貢請取　岩船村名主九郎右衛門→山田庄 折紙・1通 235－21－5
左衛門殿

慶応二寅年当寅御年貢金通　吉田村名主吉左衛門→東 折紙・1通 235－21－6

江部村納人山田庄左衛門殿

（慶応4年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴り・1綴 235－22

村税等賦課令状

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡穂高村長本山伊兵 明治31年4月5日 切紙・1通 322－1

衛→山田荘左衛門　322－1～19は史料館封筒で一括

賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青 明治31年4月15日 切紙・1通 322－2
木彦兵衛→山田庄左衛門

賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青 明治31年4月15日 切紙・1通 322－3
木彦兵衛→山田理兵衛

賦課令状（町税・地価割）　下高井郡中野町長近山勝右 明治31年4月30日 切紙・1通 322－4
衛門→山田荘左衛門代理人白井彦兵衛

賦課令状（町税・建坪割）　下高井郡中野町長近山勝右 明治31年4月30日 切紙・1通 322－5
衛門→山田理兵衛代理人白井彦兵衛

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡瑞穂村長村越茂助 明治31年4月15日 切紙・1通 322－6
→山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡瑞穂村長村越茂助 明治31年4月15日 切紙・1通 322－7
→曽我新造代山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割）　下高井郡平野 明治31年4月10日 切紙・1通 322－8
村長武田与市→篠田佐賢代人山田荘右衛門（マ・）

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治31年4月10日 切紙・1通 322－9
→亡山田ひろ進退人山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治31年4月10日 切紙・1通 322－10

→山田松三郎

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治31年4月10日 切紙・1通 322－11

井郡平野村長武田与市→山田理兵衛

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治31年4月10日 切紙・1通 322－12

井郡平野村長武田与市→山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割）　下高井郡平野 明治32年4月 切紙・1通 322－13

村長武田与市→亡篠田佐賢代人山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治32年4月 切紙・1通 322－14

→亡山田ひろ進退人山田荘左衛門
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地主／年貢諸役負担／村税等賦課令状

賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治32年4月 切紙・1通 322－15

→山田松三郎

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治32年4月 切紙・1通 322－16

井郡平野村長武田与市→山田理兵衛

賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治32年4月 切紙・1通 322－17

井郡平野村長武田与市→山田荘左衛門

賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青 明治32年4月15日 切紙・1通 322－18

木彦丘衛→山田庄左衛門代理人山田寿作

賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青明治32年4月15日
　木彦兵衛→山田理兵衛代理人山田寿作

切紙・1通 322－19

相論・訴願

高欝篇繍聾罫田鷲駿繍糟韓箕 延享3年寅6月 美・1冊 130

衛、ほか12名→内藤十右衛門様御役所、高井郡安源寺新
田村借り主藤右衛門、ほか14名→内藤十右衛門様御役所

吉田村小作年貢滞出入一件 宝暦12午年正月 美・1冊 142

新保村質流地出入一件　信州高井郡東江部村庄左衛門俸 明和5年子3月 美・1冊 132－2

文治郎

乍恐以書付奉願上候（新保村次郎右衛門の質地請戻要 明和5子年5月 竪継紙・1通 132－1

求拒否、下書）　信州高井郡東江部村百姓庄左衛門埣
文治郎

西間村久右衛門質地請戻度之訴状壱通右返答書井質証 （明和8～天明4） 美・1冊 133－1

文写井丑之助印形願書

乍恐以追訴奉願上候（西問村久右衛門の質地請戻要求 天明3卯年8月 半・1冊 133－2

につき）　原田清右衛門御代官所信州高井郡東江部村百
姓丑之助母ゑん→御奉行所様

新保村惣高取米小作籾大凡取調帳（役所の仰付により 寛政12年3月6日 横長美・1冊 葉51

内仕立帳）　表紙r是ハ新保村惣代彦市・庄兵衛・善左衛
門を以浅野村越石江懸合御役所江訴出候由二付御見合二
被成度旨被仰付候」

新保村御高免米諸高懸小作籾覚 寛政12申3月 横長美・1冊 152

道路占用並掘墾願（願書・設計書・図面綴）　山田荘左 昭和ll年5月 1綴 330
衛門→長野県知事近藤駿介殿

（道路占用井掘墾願付図、地番図） 245x332・1鋪 330－1

○片塩村一件

願一木1才事（片塩村小作地差配人の継続願　名主中の宝暦6年子3月 竪紙・1通 45519
　取放要求に対抗して）　片塩村権右衛門、久左衛門→
　東江部村庄左衛門殿

乍恐口上書ヲ以奉願上候（片塩村出作高役負担をめぐ
　る訴訟、下書）　高井郡東江部村庄左衛門、名主理右
　衛門→天野助次郎様御役所　墨消

高井郡片塩村御上納取替金小作年貢奉公人給金滞リ出
　入一件　高井郡東江部村庄左衛門　宝暦元年以降の小作
　証文写あり

片塩村御上納取替金・小作年貢・奉公人給金三種滞リ出

宝暦7年丑3月4日

宝暦7年丑7月

宝暦7歳丑8月6日

竪紙・1通

美・1冊

半・1冊

455－18

131－2

131－1
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地主／相論・訴願／○片塩村一件

入一件

（書状、御役勤につき家別勤か賃銭勤を願いたい旨御
報）　（片塩村力）

2月26日 横切継紙・1通 455－26

（書状、御自身御用御役御勤の申越を承知、差配人取
　放一件）　片塩村名王兵左衛門→東江部村山田庄左衛門

3月8日 横切継紙・2通 455－25

様切封

乍恐書付ヲ以奉願上候御事（片塩村小作人ら小作年貢
　籾を納めず徒党、後欠）

竪紙・1通 455－17

取扱之品（片塩村差配人取放の件で調停案） 竪紙・1通 455－20

入庫米運送控

大正十一年度入倉庫米運送控（第一号）
　左衛門→木嶋平農倉御中

（表数書付）　205－1に挟込

大正十一年度入庫米運送控（第二号）
　衛門→木嶋平農倉御中

大正十二年度小作米運送控（第一号）
　衛門→木嶋平販売組合御中　運送人佐野卯右衛門

大正十二年度小作米運送控（第二号）
　衛門→木嶋平販売組合御中　運送人三井重太郎

　（学校敷地につき書付）　206－2に挟込

大正十三年度小作米運送控（第一号〉
　衛門→木嶋平販売組合御中　運送人佐野卯右衛門

　中村分調　206－3に挟込

大正十三年度小作米運送控（第二号）
　衛門→木嶋平販売組合御中

地主山田荘 （大正ll年） 横美半・1冊 205－1

藁半紙（山形屋酒 205－1－1
造店用紙）・1通

主山田荘左 （大正11年） 横美半・1冊 205－2

主山田荘左 （大正12年） 横美半・1冊 206－1
門

主山田荘左 （大正12年） 横美半・1冊 206－2

切紙・1通 206－2－1

主山田荘左 （大正13年） 横美半・1冊 206－3
門

大正14年5月27日 切紙・1通 206－3－1

主山田荘左 横半・1冊 206－4
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諸経営

年代　成立年代　天和3（1683）年～明治41（1908）年

数量　284点

歴史

　現在のところ店卸勘定帳のような経営全体を直接的に総括する帳簿は見出されていないので、近世

における山田家の経営全体の中で小作米販売や地主手作の繰綿販売などによる利益がどれだけの比重

を占めていたか、酒造業の場合どうだったか、というような経営構造に関する究明は十分なされてい

ない。しかし、近世の豪農一般に見られるように山田家は多角的な経営を展開していた。

　この地域では領主米の領外移出が地理的に困難なことから、その多くが地払換金され酒造米に振り

向けられたため、幕府・諸領主とも酒造業に一定の保護を与えていたと考えられ［古川73］、山田家

では分家ともども酒造業に取り組み、遠く離れた稲荷山宿・町川田（いずれも松代藩領）に酒株を求

めたり、渋田中に屋敷を求めて湯治客や草津越の商人へ酒販売をしようとしたりしている。また、金

融についても正確な規模は不明だが、地域内での貸付にとどまらず、善光寺町や松代城下町の町人へ

の商売仕入金貸から松本藩・上田藩などへの大名貸、江戸での金貸（表2で山田顕善が青年期に江戸

で仏光寺門跡貸付所に出稼ぎしていることにも注目）まで幅広く行っていた。この他にも水車、質屋、

中野村（町）や善光寺町での貸家なども行っていた。

　その後明治10（1877）年代以降デフレ期に入ると、山田家はこれまでのような資金貸付と土地取得

に対する投資を抑えて、より収益のあがる証券投資を積極的に行っていく。具体的には、明治12年の

金禄公債証書などを手始めに、デフレ期の同17年から第六十三国立銀行（松代）株、横浜正金銀行株、

彰真社株などを積極的に買い入れ（明治12年から20年までの投資総額は42，000円に及ぶ）、自らも明

治23（1890）年に第六十三国立銀行、同38（1905）年に信濃銀行の頭取となっている（以上明治期に

ついては［横山80］）。このように地主資本の証券投資が著しいが、他にも石油販売や鉱山業などにも

進出しようとしたようである。

構造と内容

　以上のように山田家は多角的な経営を展開していたが、ここではそれを「金融」、「酒造」、「水車」、

「貸家」、「北信商社」、「証券投資・銀行業」、「石油販売」、「鉱山」に分けて編成した。それぞれにつ

いて簡単に説明しておきたい。

　（1）金融

　「金子差引帳」には、幕末から明治初年の義印別差引帳・当座帳・台帳・万差引調帳など様々な表

題をもつ帳簿を収めた。表題に差があるように若干性格のちがいはあるが、入金と出金を区分せずに

日順に数年分連続で書き上げている点が共通する。例えば安政4（1857）年「義印別差引帳」（187、

148頁）には「一　出金弐百両　江戸中山江預ケ、一　入金四拾両　同人6巳利足取」などと諸方へ

の貸金額と返済された元利金を記載し、時々に「差引改」を行い有金を確認している。これらの帳簿
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の出金・入金は、貸付金とその返済元利が多くを占めるのでここに配列したが、それにとどまらず土

地売買代金、証券買入代金、酒造売上金、小作方入金も含まれており、幕末から明治初年の経営構造

をうかがいうる史料であることに注意を要する。「金銀出入帳」は、明治2（1869）年以降毎年作成さ

れており（ここで確認できるのは同8年まで）、そこでは帳簿の前半を出金、後半を入金の記載にあて、

それぞれ日順に入出金額を書き上げ、帳末で年間の入金総額と出金総額を差し引きして残有金を算出

するという形をとっている。明治5年分以降については先の万差引調帳と対応関係を持っている。「借

金証文」には、いわゆる借金証文を収め、カッコ書で借用額や借用理由（判明する場合）を補記した。

「質札所持」には、分家文六が質稼ぎを開始するにあたってすでに質稼ぎをしている本家に支障がな

いかを確認した関係の史料である。

　（2）酒造

　ここでは「酒株」、「酒造改」、「精米」、「酒販売」、「酒類納税」のサブシリーズを編成した。

　「酒株」には、安永4（1775）年の松代藩による酒株吟味に際して休株を理由に運上赦免を願い出

た際の史料と、松代藩町川田村の酒株取得関係の史料（年不明）、分家理右衛門家が稲荷山村酒株を

上田原町瀧沢助右衛門より買い入れた関係の史料（宝永末から享保初年）を収めた。「酒造改」には、

酒造制限令の請書や、実際の改に際して造込高・用不用諸道具などを書き上げた証文などを収めた。

「精米」は、挽（引）米覚帳などの精米記録に関する帳簿類である。「酒販売」に関する史料はごくわ

ずかで、文六の酒売覚帳（年不明）、享保18（1733）年の寒造売代通帳、天保8（1837）年の渋田中

（湯田中）での酒店許可をめぐる小太郎口上書、の3点である。ちなみに小太郎は山田庄左衛門のこと

で、領知を異にする松代藩領内で酒株を取得するための仮名であったと考えられている［古川73］。

「酒類納税」には、明治30（1897）年から同34年までの山田荘左衛門・同金四郎の下高井郡酒造組合

長宛「酒類納税二関スル連帯契約書」と、明治37（1904）年から同39年までの長野税務署長宛「納税

保証書」（水内村塩入治右衛門の酒造分につき）を収めた。

　（3）水車

　水車は精米など酒造業とも深く関わっているが、ここに収めたのは運上永の年季切替時における増

永もしくは増永御免に関する役所宛願書控がほとんどで、水車経営そのものに関する史料は含まれて

いない。

　（4）貸家

　山田家が多少とも屋敷経営を行っていたのは確かで、表3にも「善光寺木屋平八屋敷」、「上田海野

町椀甚屋敷」などがあがっているが、ここには湯田中村、中野町（村）分の貸家証文と田町忠助屋敷

入上差揚帳があるだけである。田町は松代城下町内のそれではないかと思われる。

　（5）北信商社

　北信商社は明治2（1869）年12月に、独占的な横浜交易による利益で贋二分金の回収を図るべく伊

那県が県下の豪農商に設立させた伊那県商社の支社で中野局下に設置された。現地分の史料の中には

関係するものがあるが、ここには明治4（1871）年9月の社外差加金割戻差引帳（とその丁間挟込史料）

があるだけである。社外差加金については、明治3年12月の中野騒動の際に騒動勢が要求項目にその
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差戻しをあげている。

　（6）証券投資・銀行業

　これに関する史料もごくわずかで、彰真社の定款・申合規則、横浜正金銀行の報告・定款・実際考

課状、横浜生糸合名会社の決算報告、長野農工銀行の株主名簿、六十三銀行の本支店一覧表、信濃銀

行の損害賠償関係書類、台湾興業合資会社関係の書状、などである。この関係の史料の多くは現地分

の中に残されている。

　（7）石油販売

　これについては明治33（1900）年の「石油井売買証書正式謄本」、「長野石油組契約証書正式謄本」

の2冊がある。

　　（8）鉱山

　これは主に東京鉱山監督署との間でやりとりされた明治30（1897）年代末頃の書類で、山田荘左衛

門は岩手県和賀郡谷内村金鉱や長野県北安曇郡高瀬入鉄山などで試掘を繰り返しているが、鉱業明細

表に記載事項なしと記すなど本格的な事業展開はしていないようで、残された史料もわずかである。
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諸経営／金融／金子差引帳

表題・作成等 年代 形態・数量　整理番号

諸経営

金融

金子差引帳

義印別差引帳 安政4年巳正月吉日 横美半・1冊 187

覚（金百両之利息金受取）　中野西町下妻や宇八 申12月15日 切紙・1通 187－1
187－1～3は丁間挟込

覚（金百両・六十両之利息金受取）　中野西町下妻や 酉12月15日 切紙・1通 187－2
宇八

覚（利息金五両請取）　中野西町下妻屋宇八 未12月15日 切紙・1通 187－3

当座帳 安政6年未11月吉日～ 横美半・1冊 188
慶応4年

（元利金勘定書付）　18＆1～3は丁問挟込 切継紙・1通 188－1

（元利金勘定書付） 切紙弓通 188－2

（東江部分貸金勘定書付） 辰12月19日改 切継紙・1通 188－3

（元利金勘定書付） 切紙・1通 188－4

万差引調帳　高井郡東江部山田庄左衛門顕純　小口「拾六 明治5年壬申正月（～ 横美列・1冊 386
番」 明治ll）

（安政6年平八宛貸金の返済勘定書）　386－1～9は丁 横切継紙・1通 386－1
間挟込

（商社基本金差引、出金覚） （明治6） 折紙・1通 386－2

着物品書覚　坂本幸右衛門→山田庄左衛門様 （明治7）戌10月16日 横切継紙・1通 386－3

（諸着物代金書上） 横切紙・1通 386－4

（弘化4年井上宛貸金の返済勘定書） 切継紙・1通 386－5

（金子差引勘定） 切紙・1通 386－6

（無尽懸金額・参会日通知書）　玉木世話人（六川玉木 小切紙・1通 386－7
無尽）→東江部村山田様

（無尽懸金額通知書）　玉木世話人→東江部村山田様 小切紙・1通 386－8

（栄左衛門無尽出金分の差引勘定書） 切継紙・1通 386－9

台帳（金銀出入帳）　高井郡江部邨山田荘左衛門 明治12年己卯1月ヨリ 横美列・1冊 190
（～明治20年）

金録公債（証書番号・額面書上）　19σ1・2は丁間挟込 切紙・1通 190－1

（貸金差引勘定書付） 切紙・1通 190－2

（金子貸借改帳） 明治31・32年改分 小帳・1冊 404

（書状、成田参詣日程連絡、金5円拝借願）　中山ぞ 1月29日 横切継紙・1通 404－1
う6→父上様　404－1～4は丁間挟込

（元利金勘定書付） 小切紙・1通 404－2
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諸経営／金融／金子差引帳

（山田九蔵ほか宛貸金元利勘定書付）

記（元利金受取、写）　山田理右衛門→小林鶴吉殿

（明治31）

7月9日

小切紙・1通

切紙・1通

404－3

404－4

金銀出入帳

巳金銀出入帳 明治2年正月吉日 横美半・1冊

午金銀出入帳 明治3年正月吉日 横美半・1冊

未金銀出入帳 明治4年正月吉日 横美半・1冊

申金銀出入帳 明治5年正月吉日 横美半・1冊

（壬申年収支書上） 182－5の丁間挟込 折紙・1通

癸酉金銀出入帳 明治6年1月吉日 横美半・1冊

甲戌金銀出入帳 明治7年1月吉日 横美半・1冊

乙亥金銀出入帳 明治8年1月吉日 横美半・1冊

182－1

182－2

182－3

182－5

182－5－1

182－6

182－7

182－8

借金証文

預り申金子手形之事（金6両2分）　東江部村借主彦兵衛、
　平右衛門、佐兵衛→庄左衛門殿　455－5～7は袖を貼合、全

天和3年亥ノ12月21日 竪切紙・1通 455－5

面墨消

質畑置申手形之事（金6両3分）　東江部村置主彦兵衛、 貞享元年子ノ12月15日 竪紙・1通 455－6

同所請人佐五右衛門、同断佐兵衛、同断小兵衛、同断里
兵衛、同断清右衛門→東江部村庄左衛門殿　全面墨消

預り申金子之事（金1分余）　源次郎、宇右衛門→文六宝永3年戌霜月28日 竪紙・1通 455－7

殿　全面墨消

預り申金子之事（金2両、籾2俵）　同村金子預り主与兵 宝永8年辰ノ2月13日 竪紙・1通 455－8

衛、同所請人八右衛門→東江部村文六殿　全面墨消

預り申金子之事（金13両余、銭200文）　安源寺村預り
　主与左衛門、同所同断九右衛門、同所同断久兵衛、同所

正徳5年未12月19日 竪紙・1通 455－9

同断市兵衛、同所庄屋請人与兵衛→文六殿

預り申新金之事（18両）　岩舟村金預り主七右衛門、同
　所請人文六、同断清七、同所名主角兵衛→東江部村利兵

享保6年丑ノ12月 竪紙・1通 270－1

衛殿、庄左衛門殿

預り申金子之事（1両1分、銭600文）　岩舟村預り主文享保12年未2月29日 竪紙・1通 270－3

六、請人清七→利兵衛殿

預り申金子之事（1両）　岩舟村預り主清右衛門、吉田村 享保12年未ノ3月14日 竪継紙・1通 270－2

請人与兵衛→理兵衛殿　清右衛門・与兵衛の利息に関する
奥書

預り申金子之事（3分、銭750文）　岩舟村預り主文六、 享保13年申ノ3月 竪紙・1通 270－4

同断源八、同村庄や角兵衛→東江部村庄左衛門殿、利兵
衛殿

預り金之事（金1両2朱）　片塩村預り主清右衛門、同断 享保13年申4月 竪紙・1通 452－1－10

幸右衛門→利兵衛殿

御囲籾代金御取替被下候証文之事　岩舟村名主角兵衛、 享保17年子ノ5月 竪紙・1通 272
百姓代清七、組頭清八→東江部村庄左衛門殿　利息につ
き角兵衛奥書
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諸経営／金融／借金証文

御取替被下候金子之事（年貢金2両借用）　岩舟村金預
　り主・名主角兵衛、組頭半左衛門、長百姓清七、同断平

右衛門、同断定右衛門→東江部村利兵衛殿

享保18年丑ノ9月 竪紙・1通 271－1

預り申金子之事（1両、永189文）　岩舟村金預り主七兵
衛、同所講人喜左衛門→東江部村庄左衛門殿

延享2年丑12月 竪紙・1通 270－6

預り申金子之事（1両3分）　羽場村預り主久兵衛、同村
請人新右衛門→東江部村庄左衛門殿

延享2年丑閏12月 竪紙・1通 270－5

預り申金子之事（1分）　岩舟村金預り主惣八、同所請人
喜左衛門→東江部村庄左衛門殿

延享3年寅12月 竪切紙・1通 270－7

預り申金子之事（2両2分、415文）　岩舟村預り主市四
郎、同所請人喜左衛門→東江部村庄左衛門殿

延享4年卯ノ2月 竪切紙・1通 270．8

預り申金子之事（15両）　浅野村預り主治助、仁左衛門 延享5年辰4月12日 竪紙・1通 270－9
→江部村庄左衛門殿

預り申金子之事（2両3分、1貫64文）　羽場村預り主久
兵衛、同村請人新右衛門→東江部村庄左衛門殿

寛延3年午ノ極月 竪紙・1通 270－10

御年貢預り証文之事（1分、58文4分）　押切村預り主
平内、同村請人小右衛門→東江部村庄左衛門殿

寛延3年午ノ極月 竪紙・1通 270－11

預り申金子之事（1分、189文）　羽場村預り主久兵衛→ 宝暦元未12月 竪切紙・1通 270－12
東江部村庄左衛門殿

預り申金子之事（1両）　岩船村金預り主角兵衛、同所請
人・彦兵衛代判清七→東江部村庄左衛門殿

宝暦4年戌3月日 竪切紙・1通 270－13

御取替被下侯御上納金証文之事（4両1分）　岩舟村名 宝暦4年戌12月 竪紙・1通 271－2
主角兵衛、組頭作兵衛、百姓代清七、同断彦兵衛、同断
吉右衛門、同断定右衛門→東江部村庄左衛門殿　利息に
つき三役人奥書

預り申金子之事（2分宛）　押切村預り主平八、同代助 宝暦5年亥2月20日 竪切紙・1通 270－15

預り申金子之事（1両2分、225文5分）　岩舟村金預り 宝暦5年亥3月 竪紙・1通 270－14
主作兵衛、請人清七、同断角兵衛→東江部村庄左衛門殿

預り申金子之事（2両、171文4歩）　岩船村金預り主与宝暦6年子12月 竪紙・1通 270－16
右衛門、同所請人清七、同所名主角兵衛→東江部村庄左
衛門殿

預り申金子之事（1両1分）　岩舟村金預主清蔵、同所請 宝暦12年午12月 竪紙・1通 270－17
人清七→東江部村庄左衛門殿　利息につき奥書

預り申金子之事（1両1分）　押切村預り主源左衛門、同 明和元申年閏12月 竪紙・1通 270－18
所請人茂右衛門→東江部村庄左衛門殿、文次郎殿

預り申金子之事（1両）　岩舟村金預主三左衛門、同所請 明和4年亥12月 竪紙・1通 270－19
人金左衛門、同所請人清七→東江部村庄左衛門殿

預り申金子之事（1両1分）　岩舟村借主傳七、請人清七 明和8年卯10月 竪紙・1通 270－20
→東江部村庄左衛門殿

借用金証文之事（商売仕入金2両3分）　借主祐吉、請 天保6年未4月 竪切紙・1通 273－2
人直七、請人冨左衛門→庄左衛門殿

屋敷地井建家絵図面（質物渡につき）　湯田中村質屋 （天保力） 竪紙・1通 273－9
金七、親類、組合六右衛門→伊右衛門殿　この図面で237一
9－1～6をくるみ込

屋敷地井建家絵図面（質物渡につき）　湯田中村質置 竪紙・1通 273－9－1
人金七、親類友七、組合米吉、名主六右衛門→江部村伊
右衛門殿

階用金証文之事（金10両）　東江部村借主伊右衛門、請 天保7年申2月 竪紙・1通 273－9－2
借
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諸経営／金融／借金証文

3

4

5

6

1

一2

一3

一4

凋

一2

一3

7

人喜右衛門、南大熊村請人悦右衛門→庄左衛門殿　引当
の湯田中村家屋敷本証文を差し出す旨伊右衛門・金七・悦
右衛門の奥書

質物相渡申家屋敷之事　湯田中村質置金七、親類要蔵、 天保7申年2月 竪継紙・1通 273－9一

組合米吉→江部村伊右衛門殿　名主奥書

借家証文之事　湯田中村借屋人金七、同所受人友七→江部 天保7申年2月 竪紙・1通 273－9一

村伊右衛門殿

差出申一札之事（借金返済日延）　中尾村借用人五左衛 嘉永3戌年12月 竪紙・1通 273－9一

門、同村受人茂右衛門→江部村庄左衛門殿

（印影、「印鑑長親」） 1点 273－9一

借用金証文之事（金3両）　南大熊村借り主友之丞、請天保7年申12月 竪継紙・1通 273－3

人勇之丞→庄左衛門殿　返済催促の飛脚賃負担につき奥
童
目

屋敷地井建家絵図面　水内郡善光寺桜小路八郎右衛門、
　西之門町請人佐兵衛、桜小路同断与三郎、新町同断新十

天保9戌年10月 竪継紙・1通 273－8

郎、桜小路組頭源兵衛、庄屋吾左衛門→荘左衛門殿　273一
8．1～4は273－8に巻込

借用金証文之事（商売仕入金12両2分）　水内郡善光寺
　桜小路借用人八郎右衛門、同所親類西之門町佐兵衛、親
　類中野氏家代庄之助、桜小路組合金兵衛→江部村庄左衛

天保15辰正月 竪紙・1通 273－8一

門殿　金兵衛名前下に貼紙

借用金引当書立添証文之事　水内郡善光寺桜小路借り主 天保15辰正月 竪紙・1通 273－8一

八郎右衛門、同所親類西之門町請人佐兵衛、親類中野氏
家代同断庄之助、桜小路組合同断金兵衛→江部村庄左衛
門殿　金兵衛名前下に貼紙

一札之事（貸金滞一件で家屋敷絵図面認直方につき） 天保13寅年10月 竪紙・1通 273－8一

東江部村啓助→善光寺桜小路町八郎右衛門殿

借用申金子証文之事（金10両）　善光寺桜小路借用主八
　郎右衛門、組合組頭兼金兵衛、庄屋吾左衛門→江部村庄

天保13寅年9月 竪紙・1通 273－8一

左衛門殿

借用金証文之事（金2両）　七瀬村借主市右衛門、請人天保12年丑5月 竪切紙・1通 273－5

茂右衛門→庄左衛門殿

（借用証文一括） 包紙入・3通 273－1

借用金引請証文之事（金50両）　中野村借り主長蔵→ 万延元申年11月 竪切紙・1通 273－1

東江部村山田庄左衛門殿

日延一札之事（金50両の返済方）　中野村長蔵、同 文久2戌4月 竪継紙・1通 273－1

立合人安右衛門、同仁助→山田庄左衛門殿　包紙共

借用金証文之事（商売仕入金1両2分）　信州高井郡 天保12丑年10月 竪切紙・1通 273－1

中野村出、当時江戸牛込改代町家主亦三郎店借主仁右
衛門→庄左衛門殿

借用申金子証文之事（金5両）　水内郡善光寺新町借主天保13寅年12月 竪紙・1通 273－6

権右衛門、親類内蔵之助、組合文右衛門、組頭長兵衛→
東江部村荘左衛門殿　庄屋奥書

年賦金証文之事（商売仕入借用金残高42両返済方）
　瀬戸物町新兵衛店借主栄助、三田新町音次郎店証人喜八、

天保14卯年6月 竪紙・1通 273－4

外神田旅籠町与兵衛店同庄助→東江部村庄左衛門殿

借用金証文之事（金5両）　水内郡善光寺新町借主権右天保15年辰正月 竪紙・1通 273－2

衛門、親類内蔵之助、組合文右衛門、組頭長兵衛、庄屋
長治郎→東江部村庄左衛門殿

借用金証文之事（商売元手金10両）　小田中村上組借 弘化元年辰12月 竪継紙・1通 275
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主治作、請人太兵衛→東江部村庄左衛門殿　名主奥書

借用金証文之事（商売仕入金20両）　水内郡中尾村借
　用人名主五郎左衛門、請人庄蔵→高井郡東江部村庄左衛

弘化2年巳5月 竪紙・1通 273－12

門殿　組頭奥書

（元利金返済勘定書）　273．12．1・2は273．12に挟込
小切継紙・1通 273－12－1

（田6筆書上、借金引当力） 小切紙・1通 273－12－2

借用金証文之事（金1両）　中野村借主瀬兵衛、請人宇
　吉→東江部村庄左衛門殿

弘化2年巳12月 竪切紙・1通 273－10

借用金証文之事（商売仕入金50両）　松代町近江屋借
　主作右衛門、福原村受人庄次郎→東江部村庄左衛門殿

弘化3年午3月 竪紙・1通 273－26

包紙共

覚（元金50両至急返済願）　山田庄左衛門→佐藤長左
　衛門273－26の包紙入

嘉永4亥12月13日 切継紙・1通 273－26－1

（押切村文左衛門借金関係一括） （弘化3～嘉永元） 帯封一括・6通 273－11

借用金証文之事（金40両）　押切村借主文左衛門、請
　人仁右衛門、請人利右衛門→東江部村庄左衛門殿

嘉永元年申12月 竪継紙・1通 273－11－1

売極証文之事（極上苗甘草、代金50両）　押切村願
　人文左衛門、請人永井重右衛門→東江部村庄左衛門殿

弘化3年午7月 竪切紙・1通 273－11－2

預申種代金之事（金60両）　押切村願主文左衛門、請 弘化4年未12月 竪継紙・1通 273－11－3
人利右衛門、請人仁右衛門→東江部村庄左衛門殿　利
金につき文左衛門らの奥書

預申種代金之事（金20両）　押切村願主文左衛門、請 弘化4年未12月 竪継紙・1通 273－11－4
人利右衛門、請人仁右衛門→東江部村庄左衛門殿　利
金の奥書

日延一札之事（村方分種子前借金80両、自分借用金
57両の返済日延）　押切村借主文左衛門、請人仁右

嘉永元年申12月 竪継紙・1通 273－11－5

衛門、請人利右衛門→東江部村庄左衛門殿

借用金証文之事（金17両）　押切村借主文左衛門、請 弘化4年未12月 竪継紙・1通 273－11－6
人利右衛門、請人仁右衛門→東江部村庄左衛門殿

借用金証文之事（金2両2分）　平林村借主市左衛門、請 嘉永元年申12月 竪切紙・1通 273－16
人孫右衛門、請人善左衛門→東江部村庄左衛門殿

昔用金証文之事（商売仕入金20両）　新保村借主紋右 嘉永2年酉12月 竪継紙・1通 273－13
衛門、請人安右衛門→東江部村庄左衛門殿　名主奥書

昔用金証文之事（金10両）　高井郡中野村借用人定七、 嘉永3戌12月 竪紙・1通 273－15
同所請人弓五郎→東江部村久蔵殿

昔用金証文之事（金2両2分）　六川村借主一慮、片塩村 嘉永6年丑5月 竪紙・1通 273－14
請人喜代太郎→東江部村庄左衛門殿

昔用金証文之事（金30両）　戸狩村借主相蔵、同人俸三 嘉永7寅12月 竪継紙・1通 273－17
代吉、請人竹治郎→東江部村庄左衛門殿　名主奥書

昔用金証文之事（金1両）　上条村借主みよ、同人娘み安政元寅年12月 竪継紙・1通 273－19
す、同村請人国蔵→東江部村庄左衛門殿

昔用金証文之事（金5両）　高井郡新保村借主紋右衛門、
　同村請人儀助→東江部村山田庄左衛門殿

安政4巳年11月 竪紙・1通 273－21

借用申金子之事（商売仕入金3両）　中野新町借用主佐
　兵衛→山田庄左衛門殿

安政5年午5月 竪紙・1通 273－18

差出申一札之事（金30両借用）　山下道平→山田庄左衛
　門殿　包紙共

安政6未年8月6日 竪紙・1通 273－20
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　　　　　　　　　旨

8月9日　　　　　　　　　横切継紙・1通 273－20－1

僧の書を進上、など）　道平→庄左衛門様封筒共、
273－20の包紙入

覚（金10両借用仮証書）　　（上田原町）布屋市郎右衛門安政6未9月24日
　→山田庄左衛門殿　2枚の包紙入

借用金証文之事（商売仕入金50両）　中野村借用人太万延元申年ll月
　兵衛、同請人長蔵、同断友右衛門→東江部村山田庄左衛
　門殿
借用申金子証文之事（金20両）　駒沢勇左衛門、駒沢頼文久2壬戌年2月
　母→山田庄左衛門殿　包紙共

　（書状、20両融通の礼）　　（駒沢）勇左衛門→庄左衛2月23日
　　門様、人々御中　封筒共、273－24の包紙入

借用申金子証文之事（金50両）　丸山兵衛次郎→山田庄文久4子年正月
　左衛門殿

借用金証書之事（金10両）　須坂家中丸山良平→山田庄未12月
　左衛門様　包紙共

（書状、金子借用願）　丸山良平拝→山田庄左衛門様机12月29日
　下　封筒共、273．25の包紙入

預り申金子之事　片塩村三右衛門　開披不能

預り申金子之事（金120両、下書）　清八、伊左衛門、
　名主六之丈

乍恐書付以再願奉申上候御事（片塩村、安源寺村年賦
　金差滞りにつき）　高井郡東江部村願人庄左衛門、名
　主利右衛門→小野三太夫様御役所　差出に墨消

預り金年賦証文之事（金9両、下書）

年号月日

卯12月

切紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

横切継紙・1通

竪継紙・1通

竪紙・1通

横切継紙・1通

i
l
通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

273－22

273－7

273－24

273－24－1

273－23

273－25

273－25－1

452－1－7

452－1－23－3

452－1－24

455－3

質札所持

卸吟味二付申上候書付（文六の質稼に故障ない旨） 寛政6寅年閏11月 竪紙・1通 432－1

高井郡東江部村百姓庄左衛門→河尻甚五郎様中野御役所
組頭奥書、下部欠、本文墨消あり

卸吟味二附申上候書付（文六の質稼に故障ない旨） 寛政6年寅閏11月 竪紙・1通 432－2

高井郡東江部村百姓庄左衛門印→河尻甚五郎様中野御役
所　組頭奥書、端裏書「文六質札添願写」

質札御引替二付請書 寛政10年午3月 美・1冊 433

（質札図面、表・宝暦四年戌四月質札、裏・信州高井 切紙・1枚 433－1

郡東江部村庄左衛門）　433に挟込

その他

商法借用金証簿　山田文六→山田本宅様 明治5年壬申2月 横美半・1冊 189

（書状、約束の金子を証文と引替に借用願）　吉田村 2月20日 横切紙・1通 452－1－4

清左衛門→利兵衛様

（書状、2月中約束の金1両2分借用願）　吉田村清左衛 4月13日 横切紙・1通 452－1－5

門→東江部村利兵衛様　切封

覚（2両2分余借用願）　西江部村長嶋清右衛門→東江部 閏霜月28日 横切継紙・1通 452－1－23－4

村山田理兵衛様人々御中　切封
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連判金請取　剥落した貼紙2枚共 横長美・仮1冊　　　52

酒造

酒株

乍恐書付を以奉願上候（休株につき運上赦免願）　高 安永4年未5月 竪紙・1通 264－1
井郡東江部村休酒造屋庄左衛門、（貼紙）「渋村小太郎事」
→松代職御奉行所永井四郎右衛門様　264－1～3は2枚の包
紙入

乍恐書付ヲ以奉申上候（所持酒株吟味につき本書・写
　差上）　高井郡東江部村休造酒屋庄左衛門、（貼紙）「渋

安永4年未5月 竪紙・1通 264－2

村小太郎事」→松代職御奉行永井四郎右衛門様

（継添書付、前書部分なし）　高井郡東江部村酒造屋渋 安永4年未5月 竪切継紙・1通 264－3
村小太郎事庄左衛門→松代職御奉行長井四郎右衛門様

乍蕪雛懸讐轡轟難撚i譲嬢顯磐 文化元子年9月 竪継紙・1通 288

衛門　定右衛門奥書、東江部村・平賀村村役人奥書あり、
印鑑墨消

○町川田村株

（庄左衛門所持町川田村酒林上納方につき伺書）　包 5月22日 横切紙・1通 265－20
紙共

（渋湯村へ封状送書）　池与兵衛→東寺尾村、町川田村、 11月19日 切紙・1通 265－21
福嶋村、大熊村、佐野村、右村々肝煎　剥離した継紙か

（：繕輪「繁鰍蕪離。蟹轟驕挟亀盤 袋・1袋 265－19

かれていたもの

○理右衛門稲荷山株

（理右衛門の稲荷山酒株買入関係史料一括）　史料館 260
封筒一括

いなり山酒道具覚（売渡品書上）　利右衛門→文六殿 享保元年申極月7日 折紙・1通 260－1
利右衛門・文六・文右衛門の指引目録を結付

覚（酒道具・酒蔵代受取）　上田瀧沢助右衛門→いなり 子正月17日 竪紙・1通 260－2
山出ミせ山田吉右衛門殿

売渡申酒林酒蔵諸道具手形之事　上田原町売主瀧沢助右 宝永4年亥10月9日 竪紙・1通 260－3
衛門、口入今井村小林七兵衛、口入いなり山須見与次兵
衛、証人同所永野文左衛門→東江辺村山田利右衛門殿

「利右衛門殿6請取証文」　下書紙など3枚を包紙に利用 包紙入・5通1冊1枚 260－4

売渡申酒株弐本酒道具手形之事（稲荷山酒株、写） 享保元申年12月 竪紙・1通 260－4－1
当村酒株酒道具売人利右衛門印、請人文右衛門印→東
江部村文六殿　利右衛門酒造再開の旨享和2年付の奥
書、包紙共

（包紙、上書「稲荷山酒株」） 1枚 260－4－2

奉願上口上書（稲荷山株による酒造開始許可願、下
　書）　金丸又左衛門御代官所江辺村理右衛門、いなり

（宝永3～5年） 竪紙・1通 260－4－3

山村庄や与次兵衛→御奉行様

一札之事（酒出店勤人の身元保証、下書）　江辺村
　理右衛門、同所たれ→いなり山与次兵衛、組頭中

年号月日 竪紙・1通 260－4－4
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諸経営／酒造／酒株／○理右衛門稲荷山株

横長美・1冊 260－4－5

竪紙・2通 260－4－6

竪切紙・1通 261－1

竪紙・1通 261－2

4日 竪継紙・1通 263－1

竪切紙・1通 262

27日 竪紙・1通 263－2

亥10月9日

宝永8年卯2月

宝永7年寅9月

宝永7年寅9月

事保元申年ll月

享保元年申11月

享保元申年11月2

　酒道具一巻覚　上田町瀧沢助右衛門→東江辺村山田利右
　　衛門殿

　乍恐以書付奉願候御事（稲荷山引払、在所で酒株営
　　業願、写）　金丸四郎兵衛御代官所高井郡東江部村利
　　右衛門判→御奉行様（上田）　1通は下書、こより一括

乍恐以書付奉願上候御事（弟文六酒株2本に分株願、
　下書）　東江部村名主願人利右衛門、同断文六、同村組
　頭たれ→中野御役所　包紙共

乍恐以書付ヲ奉願上候御事（弟文六酒株2本に分株願、
　控）　東江部村名主願人利右衛門判、同断文六判、同村
　組頭弥兵衛判→中野御役所　261－1の包紙入

仕上一札之事（上田領原町より買得の稲荷山酒株を公
　儀改時に隠したため、株売却・酒造停止の証文）
　東江部村酒株主利右衛門、同村庄屋文右衛門、同村組頭
　嘉兵衛→村上清右衛門様、佐藤権左衛門様、塩田三右衛
　門様

覚（稲荷山酒林買証文）　駒場村酒林買主孫左衛門→東
　江部村酒林売人利右衛門殿

覚（稲荷山酒株を駒場村孫左衛門に売却し酒造を停止
　した旨）　東江部村酒株売人利右衛門印、同所証人小左
　衛門印、同所証人文右衛門印→御郡代中様　　「飯山御会
　所江上候写」と書込

酒造改

指上ケ申一札之事（酒造制限令の請書、雛形）　高井 宝永2年酉極月25日 竪紙・1通 4㌧

郡何村酒屋たれ、同所名主たれ、同所たれ→御代官様

（酒造道具不用分封印証文、前欠）　東江部村酒や文六、
　名主理右衛門、組頭弥兵衛　破損、裏書「東江部村手形」

宝永5年子12月 竪継紙・1通 45

乍恐以書付奉願上候（新規酒桶の極印願）　高井郡東 享和元酉年ll月 竪紙・1通 45
江部村酒造人庄左衛門、名主文六、組頭彦五郎、同伊兵
衛擁上野四郎三郎様御役所

「酒造改書附井封印紙入（申十二月十五日恒川左内殿
　出役）」

万延元年 包紙入・2通・26枚 43

差上申一札之事（酒造半減令請証文） 万延元年申12月 切継紙・1通 43

（酒造道具用・不用分改書）　東江部村酒造人山田庄左
　衛門→上

万延元申年12月 切継紙・1通 43

（封印紙） 申12月16日 小切紙26枚 43

差上申御請証文之事（庄左衛門酒造改）　右名主山田
　庄左衛門、組頭理右衛門、同市右衛門、百姓代文六→増

文久3亥年4月 竪継紙・1通 43

田安兵衛様御手附松山辰三郎殿　端裏書「文久三亥年四
月十九日御廻村酒造御改請証文帳控、但竪帳二致」

酒造御改之節御礼諸雑用控　436は史料館封筒一括 慶応元年丑12月 横長美・1冊 43

（礼金差出人・受取人・金額書上） 切継紙・1通 43

出金覚 元治2丑2月19日割合 折紙・1通 43

55－12

52－1－22

55－1

34

34－1

34－2

34－3

35－1

36－1

36－2

36－3

4
　
　
　
　
5

6
　
　
　
　
6

3
　
　
　
　
3

4
　
　
　
　
4

通
　
　
　
通

－
　
　
　
　
　
　
　
1

紙
　
　
紙

折
　
　
折

（山田庄左衛門ほか25名名前書上、酒造改礼金差出人
　力）

酒造御改御礼割合名前控、御礼控
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諸経営／酒造／酒造改

差上申御請証文之事（庄左衛門酒造改）　当御代官所 元治2丑年2月 美・1冊 435－2

信濃国高井郡東江部村稼人山田庄左衛門、組頭市右衛門、
名主理兵衛→小川達太郎様中野御役所　表紙「元治二丑
年二月御遠見願御見分之趣二而請書差出候控」

（三分一酒造令請印書、控）　郡中酒造稼人不残、同断 慶応2寅年7月23日 竪継紙・1通 437
差添村役人一人ツ・連印→中野御役所

（封印預酒造道具の極印を除き破却・転用すべき旨につ
　き請書、部分）

辰2月23日 竪紙・1通 455－14

覚（五尺桶造酒高、米・糀・水分量書上） 丑2月 横切紙・1通 435－3

覚（封印預酒造道具の書上）　何村酒屋誰判→御代官様 酉ノ12月 竪紙・1通 455－13

米精

午之引米覚　信州高井郡山田戌松・山田吉松表紙はずれ 正徳4年9月大吉日 横長半・1冊 118－5

酉引米［　］（万引米井付米帳）　山田氏戌松（顕良） 享保2丁酉 横長半・1冊 118－3

破損大

卯挽米覚帳　東江部村山田顕良書状・覚を後に括付 享保8癸年7月吉辰 横長半・1冊 118－4

巳造挽米白米日記帳　東江部村山田利兵衛 享保10年8月吉日 横長美・1冊 119

亥年挽［　］　破損大 享保16、8月吉 横長半・1冊 118－2

丑年挽［　　］（挽石数覚）　破損大 享保18癸6月 横長半・1冊 118－1

辰挽米精米改帳　東江部村山田理兵衛　表紙の断簡、121 元文元年7月吉日 帳崩・2枚 121－1

は史料館封筒で一括

（挽米改帳綴）　複数帳簿を一括綴、破損大 元文2年～同3年 横長美・1冊 121－2

未酒米摺精穀数改帳　東江部邑山田理兵衛　代金受取覚 元文4年8月吉祥 横長美・1冊 122

書などの綴を後に括付

酉酒米挽精改帳　東江部村山田庄左衛門 寛保元年10月吉日 横長半・1冊 123

酒造米挽屋車屋［］ 元治元年子11月吉日 横美半・1冊 125
（～慶応元）

酒造米挽屋車屋日記（表紙写）　125－1・2は丁問挟込 文政10年亥10月吉日 切紙・1枚 125－1

米洗帳（表紙写） 文政11年子10月吉日 切紙1枚 125－2

揚挽帳 元治元年子11月吉日 横美半・1冊 124
（～明治3）

［　］米覚帳（挽石数覚）　東江部村戌吉　表紙の断 8月吉祥日 帳崩・1枚 118－6

簡

酒販売

寒造売代通帳　東江部村佐野右衛門 享保18年癸丑正月吉祥 横美半折・1冊 120

乍恐口上書を以御訴申上候（渋田中での酒店許可願、 天保8年卯6月 竪紙・1通 455－22

沓野衆と相論）　小太郎→御奉行様

酉酒書出し（酒売覚）　文六 横長半・1冊 117
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諸経営／酒造／酒類納税

酒類納税

酒類納税二関スル連帯契約書（山田理兵衛、製造見込
　局200石）　右酒類製造主連帯契約人山田理兵衛、連帯

明治30年 1通 326－1

契約人山田荘左衛門、連帯契約人山田文六→長野県下高
井郡酒造組合長関申七郎殿　　　　　　　　　　　　　　F 1

酒類納税二関スル連帯契約書（山田荘左衛門、製造見
　込局180石）　右酒類製造主連帯契約人山田荘左衛門、・
　連帯契約人山田理兵衛、連帯契約人山田文六→長野県下
　高井郡酒造組合長関申七郎殿

酒類塾税二関スル連帯契約書（山田荘左衛門、製造見
　込局217石余）　右酒類製造主連帯契約人山田荘左衛門、
　連帯契約人山田理兵衛、連帯契約人関谷孝之助→長野県
　下高井郡酒造組合長関申七郎殿

酒類殖税二関スル連帯契約書（山田荘左衛門、製造見
　込局193石余）　右酒類製造主連帯契約人山田荘左衛門、
　連帯契約人山田金四郎、連帯契約人山田文六→長野県下
　高井郡酒造組合長関申七郎殿

酒類納税二関スル連帯契約書（山田金四郎、製造見込1
　局268石余）　右酒類製造主連帯契約人山田金四郎、連
　帯契約人山田荘左衛門、連帯契約人山田文六→長野県下
　高井郡酒造組合長関申七郎殿

納税保証書（製造主水内村塩入治右衛門、清酒1000石
　余、焼酎3石余）　山田荘左衛門　印鑑印紙墨消、欄
　外に「第一六号」

納税保証書（製造主水内村塩入治右衛門、増造石41石
　余）　山田荘左衛門→長野税務署長税務官中村尚銅殿
　印鑑・印紙墨消、欄外に「一七」

納税保証書（製造主水内村塩入治右衛門、清酒1000石
　余、焼酎1石余）　山田荘左衛門　印鑑・印紙墨消、欄
　夕玉に　「一ノ～」

納税保証書（製造主水内村塩入治右衛門、清酒764石
　余）　山田荘左衛門　印鑑印紙墨消、欄外にr一九」

納税保証書（製造主水内村塩入治右衛門分、清酒19石
　余）　山田荘左衛門→長野税務署長税務官中村尚銅殿
　印鑑・印紙墨消、欄外に「二〇」

明治30年

明治33年10月

明治34年9月

明治34年

明治36年10月21日

明治37年2月27日

明治37年10月1日

明治38年10月1日

明治39年3月31日

1通

1通

1通

1通

赤罫紙・1通

赤罫紙・1通

青罫紙・1通

赤罫紙・1通

赤罫紙・1通

326－2

F
3
2
6

－3

326－4

326－5

326－6

326－7

326－8

326－9

326－10

その他

借用申酒造蔵井諸道具証文之事　高井郡戸狩村借家人三
　代吉、同人親相蔵、同所請人竹次郎、同郡篠井村請人庄

嘉永4年亥3月 竪継紙・1通 268

助→同郡東江部村庄左衛門殿

蔵法度井とうし（杜氏）可嗜作法書覚帳 横長半・1冊 116

水車

（職人受領名改・水車運上改の廻状、写）　大野佐左衛
　門中野御役所

乍恐書付ヲ以奉申上候御事（古来より庄左衛門水車無
　運上の旨、控）　東江部村名主理右衛門、組頭文左衛
　門、同庄吉、百姓代文右衛門、水車持主庄左衛門→大野

（明和3）戌12月20日

明和3年戌12月

横切継紙・1通

竪継紙・1通

265－15

265－1
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諸経営／水車

佐左衛門様中野御役所　亥正月付村役人・庄左衛門連名の
相応の運上を支払う旨継添書

（中野役所水車運上改御書付、写） 明和7年寅12月 竪紙・1通 265－2

乍恐書付ヲ以奉申上侯（酒造専用水車につき運上御免 明和7年寅12月 竪継紙・1通 265－3

願、控）　高井郡東江部村名主理右衛門、組頭文左衛門、
同断庄吉、百姓代文右衛門、持主庄左衛門→臼井吉之丞
様中野御役所

乍恐書付ヲ以奉申上候御事（酒造専用水車につき運上 明和7年寅12月 竪紙・1通 265－6

御免願）　高井郡東江部村名主理右衛門、組頭文左衛門、
同断庄吉、百姓代文右衛門、持主庄左衛門→臼井吉之丞
様中野御役所

（中野役所での増永の継添書付作成に関する経緯書） 明和8年卯正月28日 竪切紙・1通 265－14

乍恐書付ヲ以奉申上候（水車運上上納願、控）　高井 明和8年卯正月 竪継紙・1通 265－9

郡東江部村名主理右衛門、与頭文左衛門、同庄吉、百姓
代文右衛門、車持主庄左衛門→臼井吉之丞様中野御役所

（水車運上関係書類一括） 寛政3年 こより一括・3通 267－8

（水車運上増永につき添状写、元締とのやりとりも 亥3月1日 切継紙・1通 267－8－1

記録）　東江部村車屋丑之助事庄左衛門、名主、組頭、
百姓代

乍恐以書付奉願上候（水車運上増永御免願、控） 寛政3年亥2月 竪紙・1通 267－8－2

高井郡東江部村名主吉太郎、与頭利七、同治助、百姓
代文右衛門、水車持主庄左衛門、中野御役所

差上申一札之事（切替増の運上永納請書）　信州高 寛政3亥年7月 竪紙・1通 267－8－3

井郡東江部村願人庄左衛門、百姓代文右衛門、与頭治
助、同利七、名主吉太郎→風祭求馬様中野御役所

（水車運上切替願書入包） 寛政13年2月 1包・2通 267－7

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永御免願）　高井
郡東江部村名主文六、与頭彦五郎、願人百姓代庄左衛

寛政13年酉2月 竪紙・1通 267－7－1

門→上野四郎三郎様御役所　端裏書「二月十二日如此
訴出候所増永無之候而者御伺難相済二付永壱文増永仕
書上可申旨被仰付候」

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永願）　高井郡東
江部村水車持主願人庄左衛門、名主文六、与頭彦五郎

寛政13年酉2月 竪継紙・1通 267－7－2

→上野四郎三郎様御役所　端裏書「被仰渡二付相直し
差上候控」

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永御免願）　高井郡
東江部村願人庄左衛門、名主文六、与頭文蔵→稲垣藤四
郎様御役所　端裏書「文化八未水車年季明二付差上候願

文化8年未閏2月 竪継紙・1通 267－6

書控」

（庄左衛門分酒造・水車冥加永書上） 文政2年卯7月 竪切紙・1通 266

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永御免願）　端裏書
　「文政三辰十月十七日水車切替二付願書奉差上候控書」

文政3年辰10月 竪紙・1通 267－4

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永願）　高井郡東江
部村水車持王願人百姓代庄左衛門、名主文右衛門、組頭
理右衛門→井上五郎左衛門様御役所　端裏書「此通り相

天保2年卯正月 竪継紙・1通 267－2

認持参致し候得共此書付ハ差上不申候」、差出人印墨消

乍恐以書附奉願上侯（水車運上増永御免願）　高井郡
東江部村水車持主願人百姓代庄左衛門、名主文右衛門、
組頭理右衛門→井上五郎左衛門様御役所　端裏書「天保

天保2年卯正月 竪継紙・1通 267－3

二卯正月廿四日切替願書差上候控」

乍恐以書附奉願上候（水車運上増永御免願）　高井郡 天保12年丑2月 竪継紙・1通 267－1
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諸経営／水車

東江部村水車持主願人百姓代庄左衛門、名主理右衛門、
組頭市右衛門→北條雄之助様御役所　端裏書「天保十二
丑二月朔日水車切替願書控、丑六月十五日御下知相済請
印稼人三役印也、稼人庄左衛門・亥輔・五右衛門三人二而
一分ツ・出金、御礼左之通り仕候、元〆様江百疋御掛り
江弐百疋也」

＊地代金請取一札（水車敷地、10年季金20円）　下高 明治19年2月21日 竪継紙・1通 446－2－1
井郡篠井村地主田中清吉、同受人田中慮助→山田荘左衛
門殿　446－2は紙帯一括

’　　ゆ　　　一』　　　古＊借家証文之事（水車1ケ所）　下高井郡篠井村借家人
　田中清吉、同受人田中慮助→山田荘左衛門殿

明治19年2月21日

（水車につき差紙廻状、写）　大野佐左衛門中野御役所2月14日
→高井郡吉田村、東江部村、間山村

（水車運上年季切替跡請願御下知につき稼人・村役人呼卯10月28日
　出廻状）　中野役所→片塩村、東江部村、新野村、問山
村、右村々役人　端裏書「卯十月廿九日御下知相済候段
被仰渡稼人井名主組頭百姓代御請印形御取被遊候、御掛

　り元〆飯田八郎様江御礼金百疋差上候」

乍恐書付ヲ以奉申上候御事（酒造専用水車につき運上
　御免願、写）

乍恐書付ヲ以奉申上候（酒造専用水車につき運上御免
　願、下書）

乍恐書付ヲ以奉申上候御事（酒造専用水車につき運上
　御免願）　全面墨消、端裏書rほぐ」

乍羅青付奉申上侯御事（酒造専用水車1こつき運上御

（水車運上御免願、下書）

乍恐口上書ヲ以御答申上奉候事（水車運上を賦課され
　るならば江戸表へ訴訟する旨、下書）

水車御運上（新規賦課の経緯書）

（水車運上御免願、部分）

（水車運上御免願、部分下書）

（亥正月継添印形取の旨書付）　　r本文酒造米高弐拾四
石」の付箋を挟込

竪継紙・1通

横切紙1通

切紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙・1通

竪紙弓通

竪紙・1通

竪紙・1通

切紙・1通

切紙・1通

446－2－2

265－17

267－5

265－4

265－5

265－7

265－8

265－10

265－11

265－12

265一葉3

265－16

265－18

貸家

借家証文之事（1年季、2両2分）　中野借家人弥作、松天保4年巳12月 竪紙・1通 274
川請人和吉、中野請人銀蔵→江部庄左衛門殿

借家証文之事（湯田中村分酒造売場・室屋借用）　湯 安政6未年7月 竪紙・1通 269
田中村借家人六右衛門、請人六兵衛→山田庄左衛門殿

田町忠助屋敷入揚差引帳　山田荘左衛門 明治7年2月ヨリ 横美半折・1冊 310

北信商社

社外差加金割戻差引帳　北信会社 明治4年未9月 半・1冊 403

一159一



諸経営／北信商社

　（差出金勘定書）　403－1～3は丁間挟込

　口演（商社事件につき会議招集）　元北信会社→中7月19日
　　の武七様、治兵衛様、佐左衛門様、松川百次郎様、平
　　六様

　（間長瀬村新田などの金子勘定書）

　　証券投資・銀行業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彰真社

切継紙・1通 403－1

横切継紙・1通 403－2

横切継紙・1通 403－3

彰真社定款　小林元辰、山田荘左衛門、倉石吉左衛門、小 明治20年4月1日 1冊 376－1

出八郎右衛門、牧新七、小坂善三、箕輪五助、中山彦輔

彰真社申合規則　小林元辰、山田荘左衛門、倉石吉左衛門、 明治20年4月1日 1冊 376－2

小出八郎右衛門、牧新七、小坂善三、箕輪五助、中山彦
輔

横浜正金銀行

第拾壱回半季実際考課状　横濱正金銀行破損、後欠 明治18年上半季 刊・1冊 465－4

第十四回半季実際考課状　横濱正金銀行 明治19年下半季 刊・1冊 465－5

横濱正金銀行定款　r別紙」挟込 明治20年7月30日制定 刊・1冊 465－3

第拾五回半季実際考課状　横濱正金銀行 明治20年上半季 刊・1冊 465－6

第拾六回半季報告　横濱正金銀行 明治20年下半季 刊・1冊 465－7

第拾七回半季報告　横濱正金銀行 明治21年上半季 刊・1冊 465－1

第拾八回半季報告　横濱正金銀行　r第五＋六号報告」明治21年下半季 刊・1冊 465－2

挟込

第拾九回半季報告　横濱正金銀行後部破損 明治22年上半季 刊・1冊 465－8

横浜生糸合名会社

生糸合名会社決算報告（第8～13回営業報告綴）
　浜生糸合名会社

横 明治34年7月ヨリ
治33～39）

（明 仮綴・1綴 385

長野農工銀行

上高井郡株主名簿写（長野農工銀行） 明治39年12月現在 仮綴・1冊 366

六十三銀行

株式会社六十三銀行本支店一覧表（支店別決算報告）
　株式会社六十三銀行→（山田荘左衛門殿）

明治31年9月～同35年3
月

42通 321

信濃銀行

（信濃銀行定時・臨時株主総会開催通知）　株式会社信
　濃銀行頭取山田荘左衛門→株主貴下　議案・財産目録・貸

明治41年1月6日 1通（4枚） 368
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