
冊

冊 〔冊の部〕

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

寛文4辰御縄以来御年貢請取控 寛文 4.-- 牧野村 • 横

文化 9. 与頭市郎兵衛

2 津久井領一統免増御免願写 享保 7.10. 葉山嶋村 -御奉行所様 冊

外26村村方三役

3 林株山帳 延車 2.7. 牧野村 11 

大川原組

4 大川原村百姓持秩持山林書上帳 // 2. 8. 〆〆

5 自己慎定書(祭礼、若者仲間、火事等 寛延1.9. 横

心得請書)

6 甲州道中与瀬宿外三ケ宿助郷寸沢嵐村 天明 4.5. 冊

外6ケ村宿方助郷御{漏出入御裁許状写

7 吉原遊女町規定八十二ケ条之内 寛政 8.1. // 

8 差上申済口証文之事(加助郷出入〉 文化14.7. 小原宿外 3宿 -道中奉行所 // 

青根村外

9 差上申済口証文之事写 11 14. 7. 小原宿外 3宿 -道中奉行所 〆ノ

青根村外

10 甲州道中四ケ宿一件神野川通鏑木御 文政27.11. // 

極印御請証文 小船組治郎右衛門紛失 天保 3.

物一件済口証文 // 2.11. 

11 甲州道中小原宿外三ケ宿より定加両助 文政 7.11. 名主惣代 -江川太郎左衛門 // 1 

郷一件写

12 拝見書請取帳(売掛滞出入) 天保 4.11. -吉野宿名主重郎右衛門 〆ノ 2 

代口惣右衛門

13 拝見書請取帳(売掛滞出入) // 4.11. 日連村 -吉野宿 〆〆

清八外 重郎右衛門代惣

右衛門

14 甲州道中御伝馬一件ニ付村柄為御見分 // 12.12. 4 青根村 -評定所出役 // 

青根村へ御出役之節差上候書面之拍 組頭新兵衛外 論所町田庖三郎

御手付中川亮平

15 年貢請取手形 嘉永、安政、 綴 4 

慶応

16 築場一件 嘉永 2.5. 寸沢嵐村 -江川太郎左衛門 冊

名主角兵衛外 御役所

17 牧野村内綱子口御固場人足帳 横 2 

御国場等名主宅夫人足手伝人足覚帳

18 牧野村内綱子口御固場諸入用帳 // 2. 9. 11 

19 悪党狩諸入用御下ケ金内払之覚帳 // 2.12. 11 

20 無宿狩一件ニ付御固申諸雑費払方帳 // 3. 3. // 

(無宿狩諸入用)

21 御改革御取締筋小前連印帳 安政 2.3. 牧野村 -組頭市郎兵衛 冊

大川原組 大川原組久兵衛外

22 牧野山蓮乗院党鐘銘鑑(海防の為諸国 // 3. 1. 牧野村 -寺社御奉行所 11 

鐘御取上ケ御触ニ付) 名主五郎助外 2



冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

23 御触書井村方非常心得書 文久 3.12目 牧野村 . 冊 1 

大川原組

24 東海道大磯宿より増助郷差村御免除之 元治 2.2. 牧野村 -道中奉行所 11 

儀道中御奉行書様江出願致シ候願書井 組頭市郎兵衛外

村高書上帳

25 現金米穀之通 慶応 2.1. 下寿かや -青根村 小横

松木屋貞助 市郎兵衛

26 東海道小田原宿当分余荷勤一件写 1/ 2. 2. 津久井郡 . 冊

村々

27 小田原宿御免除一件願書如 1/ 2. 7. ノノ

28 郡内領難渋出入御尊判之写 // 3. 4. 甲州郡留郡 -御奉行所様 11 

上野原村外28ケ村

29 道志川一件御尊判願之写 ノノ 3. 4. 11 

(鮎漁ニ付)

30 道志川口一件願書井差口 11 3. 4. 三ケ木村外4ケ村惣代 ・町奉行所様 11 

(鮎漁ニ付寸沢嵐村との出入〉 十右衛門

31 済口証文為取替(道志川鮎漁之儀ニ付 // 3. 5. 三ケ木村外4ケ村 ・御評定所 11 

寸沢嵐村角兵衛との済口) 惣代三ケ木村

十右衛門

32 県内御物成相場歎願書井追願書写 11 3.12. 津久井県組合 -湯村文市外4 11 

村々

33 農兵御取立演舌書 /1 4. 2. 11 

34 乍恐以書付奉歎願候 11 4. 4. 牧野村 -民政御裁判所 1/ 

(牧野村清吉吟味願) 組頭八十助

35 七月朔日 日雇勘定相 11 4. 横

36 牧野村内綱子 酉 10. 牧野村 -山崎金五右衛門 11 

御国場へ猟師筒持人足差上 名主五郎外 5

37 雄名録(天然、理心流氏名書上〉 丑 11. 念流 冊

上州樋口一郎兵衛

38 往古より道志川御上鮎御取扱向 欠 11 

牧野村拍

39 後北条分限帳 欠 11 

40 他密独英限(相州津久井県牧野村大川 11 

原組井上氏一役用懐中留)

(幕末の記事多し、水損不開)

41 乍恐以書附奉申上候(御一新ニ付養蚕 牧野村八十助 . 冊

業出精云々) 津久井屋新三郎方にて

42 綱子口御箇御人数井人足飯数取調書上 嘉永 2.10. 横

帳拍

43 秋山口御園御出役井人足飯数諸色取調 11 又野村 -大井村 // 

帳 奥牧野村

44 秋山口助郷人足御園御人数認数書上帳 11 大井村、又野村 . ノ〆

45 (官軍東征聞書) 冊

46 武家秘冊青標紙後編 11 
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冊 ・土地

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

47 御金礼拝借願書拝借金札御請書引当証文 明治 2.2. 牧野村 冊

48 相州津久井県牧野村一県材木取調書上 // 2. 2. 牧野村訴訟人 -御役所 横

帳 八十助

49 上知御払下願 ノ〆 9.9.25 牧野村 -神奈川県令 冊 1 

神原氏豊 野村靖

50 神奈川庁改正事務井上八十助 11 13. 8.20 小横

51 身代限財産取調書 11 15. 4. 青根村 -牧野村 綴

長田六右衛門 井上八十助

52 諸税相納簿 11 15. 納入 . 冊

井上市郎兵衛

53 雑石貸附日誌 11 16. 11 

54 村費支出予算 津久井郡牧野村 . /1 

明治17年 7月より18年 6月迄

55 糸繭万仕入井出入覚帳 11 19. 9. 横

56 類焼見舞簿 11 20.12. 1 11 

57 婚礼受納 11 20. 9. 井上市郎兵衛 . 11 

58 畑作得通 ・小作金通帳 11 26.-27. 牧野村 -佐々木八郎左衛門 小横 2 

井上八十助

代井田文作

59 質地証出添申借用証書下書 青根村 -長竹村 綴

井上市郎兵衛 奈良権兵衛

60 地券渡方回状 申 9. 足柄県庁 冊

土 地

相州津久井之内牧野村 慶長 9.4.10 冊

御地詰帳(写)

2 (大河原村長右衛門地寄帳) 寛保 3.12. 横

3 荒畑附山境改残地相談割帳 延享 1.8. 2 // 

大河原村

4 山畑地押山指引割帳大河原村 〆/ 1. 8. 2 11 

5 小前名寄如帳牧野村・ 大河原組 文化 2.11. 11 

6 市郎兵衛名寄 〆1 2.12. 11 

7 大河原市郎兵衛地寄帳 文政 4.1. 11 

8-1 大河原伝七地寄帳 天保10. 11 

8-2 寛文四辰御縄大川原四郎右衛門地寄帳 安政 2. 11 

9 (名寄帳) 欠 11 

10 (境改ニ付畑検地帳写)(後欠) 11 11 

11 山検地帳(前後欠) 〆ノ 冊

12 林株山持主極帳大川原林帳 // /1 

13 (岩崩地書上)(前後欠) 〆ノ 11 

14 田畑名寄帳大川原村市郎兵衛 明治 2.3. 横

15 田畑名寄帳大川原村伝右衛門 11 2. 3. 11 

16 田畑名寄帳大川原村伝七郎 11 2. 3. 1/ 
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土地・山論

番号

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

山

2 

3 

4 

5 

6 

7 

資 料 名

大河原井上市郎兵衛地寄帳

改正地引等級取調簿

牧野郁通番

田畑山林等級簿牧野村篠原組

田畑山林等級簿牧野村篠原組

田畑改正反別寄附簿牧野村

宅地其他等級部分書上簿

名前引直シ願

畑畔反引帳

畑畔引方

田畔溝取調簿 川上組

地所売買地券名前御書換願

牧野村

地所分裂券状御取換願四件

地券番数表牧野村

畑畦畔取調簿小舟組

畑畦畔取調簿綱子組

上牧馬反別引方

反別引方十日簿

畦畔取調帳大久和組・中尾組

地価等級取調簿字小舟組

田畑書上大鐘組

圭A
関nn

相対証文林帳

青根山論所ノ件ノ雑録(享保年内より

の出入等記録)

山論御見分御旅宿中諸雑用取調帳

牧野村日蓮村論所始末書写(山境論所

一件)

地所争論控訴答書擦証之内青根村組内

授証文之内

青根村入会一条往古ヨ リ古証類写相

乍恐書付奉申上候(青根村百姓と難渋

出入差紙頂戴ニ付)

年 代 差 出 人 ・請取人 形態 数量

明治 5. 横

// 9.11. // 1 
// 10. 1. // 

// 10. 2. ノノ l 

// 10. 2. // 1 
// 10. 2 // 

// 10. 3. -県令 冊

野村靖

// 11. 3.19 地租改正取調掛総 ・神奈川県 // 

代人和智孫十郎外 地租改正掛

// 11. 5 横

// 11. 5. ノ〆

// 11. 6 // 2 
// 13. 8. 戸長 -神奈川県令 ノ/

神原五郎助 野村靖

// 13. 8 鈴木新左衛門外 -神奈川県令 1/ 

野村靖

// 14. 9.17 戸長代理 -神奈川県 1/ 

井上八十郎 地租改正掛

欠年 // 1 
// // 

// /1 

〆ノ // 

// // 1 
/ノ // 

// ノ〆

享保15.4. 9 横

小横

弘化 3. 横

安政 3.12. 冊

文久1.4. 青根村荒井組百姓 ・当役名主 綴

代六左衛門外 六郎兵衛

慶安 3.3.-- 牧野村 . 〆/

享保 5.8.-- 井上八十助

辰.10.7. 大久保加賀守領分 ・民政 冊

相州津久井県牧野御裁判所

村組頭八十助
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山論

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

8 根小屋村保兵衛より引合一件写 (青野 慶応1.9.13 青根原村弥右衛門・山本儀助

原村半次郎・牧野村栄次郎所行不宣ニ 青山村作兵衛 堀部万之助

付被召捕ニ付御下ケ願)

9 民政裁判所江差上候ーツ書(立木代払 11 4. 8. 牧野村 -民政 冊

代井諸入用代金不払ニ付訴) 八十助 御裁判所

10 御届ケ書ー礼(青根村外右衛門立木伐 // 4. 8. 青根村 // 

払代不払ニ付始末書) 名主六郎兵衛外2

11 深川猿江町松五郎出訴願書如 // 4.10. 松五郎 -市政 // 

(牧野村外右衛門持山立木伐払代金之 御裁判所

儀ニ付〉

12 願書下書(青根村外右衛門と江戸、深川 // 4. 8. // 2 

金子請吉との伐払ニ付訴訟)

13 東京会計官御訴訟詔所牧野村一件 (立 明治 2.4.24 牧野村 -会計官 // 2 

木伐払代金ニ付訴訟) 訴訟人組頭八十助御訴訟所

14 済口証文(山林伐採出入) // 2. 7. 小田原藩支配所 -民部省 // 

相州津久井県牧野聴訴司

村組頭八十助外 3 御役所

15 乍恐以書付馳込御願申上候 // 2. // 

(山木伐採出入)

16 青根山地所争論訴訟費額計算 // 9.--17 // 

17 差上申ー礼之事(享保11.5牧野村、 // 9. 牧野村 -神奈川県令 // 

青根村山論、裁判提出写) 神原市郎右衛門外 野村靖

18 地所争論之訴(事保11--明治10の写) // 10. 5. 1 綴

19 地所争論控訴相 // 10.-- 牧野村 冊

// 17. 2. 6 村用掛

井上八十助

20 官民有区別調書青根村 // 12. 1. 神奈川県令 // 

野村靖

21 青根山論控訴状写 // 12. 3.20 // 

22 青根山入会願書 // 12. 3.29 /ノ

23 委任状牧野郎 // 12. 2. // 2 

(牧野、青根両村共有地争論)

24 地所争論控訴答書 // 12. 7.20 山田恭造 -東京上等御裁判所 // 

判事中定協

25 地所争論控訴答事証拠 // 12. 7.20 山田恭造 -東京上等御裁判所 // 

判事中定協

26 地所争論裁判所呼出状 // 12. 3.27 // 

27 被告要領書 // 13.11.19 青根村総代人 -東京上等裁判所 // 

柳川新兵衛代言人判事塩坪恭良

山田恭造

28-1 被告要領書、証拠物写 // 13.11.19 青根村総代人 -東京上等裁判所 〆/ 3 

柳川新兵衛代言人判事撞坪恭良

山田恭造
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山論・酒造

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

28-2 証拠物写(山林書抜帳) 明治13.12. 青根村総代人 -東京上等裁判所 冊

柳川新兵衛代言人判事 塩坪恭良

山田恭造

29 証拠物之写 が 14.1.22 牧野村 -東京上等裁判所 // 

原告井上八十助外 1 塩川判事

30 東京横浜相訴日誌 1/ 17. 1. // 

31 地所争論ノ訴裁判執行願(被告青根村) が 17.4. 7 原告人 -横浜始審裁判所長 // 

田中晋 長谷川

32 地所争論一件 1/ 17. 4.26 柳川村新兵衛代言人 1/ 

山田恭造

酒造

通 安政 3.4. 横

天保 6.6. 

2 酒造株井諸道具引取帳 明治 2. 牧野村 // 

市郎兵衛

3 壬申清酒醸造高書上帳 // 6. 1.30 稼人 -足柄権大属 冊

柳川七右衛門 大庭永章

4 清酒造高書上 /1 7. 5. 稼人 -足柄権大属 /1 

柳川七右衛門 大庭永章

5 清酒高書上井上市郎兵衛 /1 8. 4. 足柄県令 ノノ

6 酒類醸成届之達 /1 9.12.20 神奈川県小田原市支庁 ノ/

7 (酒造石数 桶数取調ニ付〉 〆ノ 10.3. /1 

8 明治十一年十月一日/一期醸造石数御 // 11.........，12. 横

届書拍へ明治十二年三月焼酎御鑑札願

拍へ

9 明治十二年卯庖卸帳 // 

10 酒造営業御届 /1 14. 井上市郎兵衛 -津久井郡長 ノノ

吉野十郎

11 明治15年 9月30日庖卸 ノノ 15. 9 /1 

12 明治16年 9月庖卸帳 /1 

13 明治17年 9月酒造庖卸帳 ノ〆

14 明治18年酒造庖卸帳 // 

15 明治19年 9月庖卸如帳 ノノ

16 明治20年 9月庖卸帳 11 

17 明治21年 9月酒造庖卸簿 // 

18 明治22年10月酒造庖卸簿 // 

19 明治24年 9月酒造庖卸 // 

20 明治27年 9月庖卸帳 1/ 

21 通帳 11 28. 5. 青山村関 -井上八十助 // 

武村O助

22 酒類仕込帳 11 38.........，39. 牧野 ノノ

井上基一
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酒造・大冊・絵図 ・状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

23 酒造営業人組合規則主意 (明治) 横

欠

24 酒造高書上 (明治) 井上市郎兵衛 . 11 

欠

大冊

相模国愛甲郡青根村御検地帳写 寛文 4.9. 牧野村 . 大冊

五郎助外

2 鉄砲書上帳 天保13.1. 牧野村 -郡御奉行所 〆〆

名主五郎助外2

3 当辰、田畑作立毛料地切書上帳 11 15. 牧野村 . 11 

4 古今諸記録此書新古合帳ニ付前後混 11 

雑雄為不疑べからず其慮ニ年暦ニ引合

せ考者也

5 神原家系図 慶応 3.7. 神原五郎 . 11 

6 地価計量字限井合寄 牧野村 . 11 

絵 図

相州津久井領立会絵図(明治写) 享保 5.6. 舗

2 相模国愛甲郡津久井県惣絵図面 宝暦10.9. 村役人立会 . ノ/

3 篠原組と日連村論所絵図 安政 3.3.20 ノ/ 3 

4 相州津久井領立会絵図 11 

牧野村・青根村

5 字川上組ぼふの丸大木之前見取廉絵図 11 3 

6 論所続凡国郡境心得計り の控絵図 11 

7 素絵図面相取 (村役人立会相定申境引) 11 

状 全般 〔状の部〕

1 乍恐以口上書を申上候御事 享保 5.2. 牧野村 状

(牧野村一学威勢強キニ付〉 一学

2 乍恐以口上書奉願上候 (青根・牧野村 11 6. 4. 牧野村名主 -御奉行所 11 

山出入) 金平外10

3 差上申証文之事(御用金御貸付ニ付) 天明 4.1. 牧野村拝借入 -伊奈半左衛門様 11 

名主久右衛門 御役所

4 当村両山御林代選差出之儀並願申一札 文化1.12.20 百姓代 11 

之事 惣百姓

5 前欠 (酒狂口論) 11 8. 1.23 道志久保組 -御役所 11 

訴願人百姓菊之丞

6 乍恐以書付奉願上候 11 8. 1.11 道志村 ノ/

(道志村与頭利右衛門村榔ニ付) 兼之丞
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 取替儀定証文之事 文化 8.4. 津久井県青根 . 状

(青栂・牧野・青野原三ケ村入会稼ニ 牧野青野原

付〉 三村役人外 2

8 前欠 文政 4.5. 4 当御支配所 -江川太郎左衛門 11 

(百姓平蔵病気ニ付帳外吉五郎跡式ニ 津久井県上中ノ沢村 御役所

致度〉 百姓平蔵外13

9 取替儀定証文 文化13. 大河原四郎右衛門・五郎左衛門 11 2 

(隠居屋建築ニ付畑借儀定)

10 差出申一札之事 天保 4.1. 青柳村 -村役人衆中 1/ 

(神野川山にて附葦拝狩猟ニ付) 東ノ組当人右衛門

外 2

11 取替儀式一札之事(用水使用ニ付) 11 6.11. 道志村久保組 -津久井県牧野村 11 

地主 市郎兵衛

12 一札之事 ノノ年中 11 

(天保年中御料私領村高御改)

13 乍恐以書付御訴訟奉申上候 11 8. 9. 江川太郎左衛門 -大久保仙丸様 11 1 

(年貢引方不正ニ付訴訟) 御代官所青野原村御役人中様

訴証人伊条衛門ほかl名

14 (御用鮎築漁ニ付)前欠 ノノ 11. 9. 大久保仙丸領分 -江川太郎左衛門 11 

青野原村外五村 御手代

山田頼介

15 (須賀村治部右衛門船難破積荷物流失 11 11. 3. 1/ 

ニ付〉

16 乍恐以書付奉願上候 11 12.12. 相州津久井県 -町田庄二郎 1/ 

(助御免除ニ付) 青根村組頭 中川亮平

新兵衛外5

17 乍恐以書付御難奉申上候卸事 11 12. 8. 牧野村名主 1/ 

(鳥屋村 ・牧野村の者共不坪ニ付他行 五郎助外4名

行留ニ付)

18 差出申済口謹文之事 11 12. 2. 小船組 -御役元 /ノ

居屋敷境石垣築立ニ付 願人主之丞外 9名

19 乍恐以書面奉申上候御事 13. 4. 牧野村藤左衛門・菊地源左衛門 11 

与頭役跡役ニ付反答書 外 1名

20 乍恐以書付奉願上候御事 牧野村 -御奉行所様 11 

(宗旨替ニ付) 蓮乗院

21 一札 天保14.4. 青之原村 -村方 /1 

(組頭弥右衛門方ニ而酒酔之上打榔ニ 勝太郎 御役人中様

付)

22 御百姓相続難渋出入 弘化 2.4. 牧野村 -山崎金五右衛門 11 

名主五郎助 外 2名

23 差出申済口証文之事 11 2. 3. 青根村 -同村相手 ノ/

(屋敷地譲渡後訴訟ニ付) 訴訟人八郎兵衛 伝左衛門

沖右衛門
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

24 乍恐以書付奉願上候御事 弘化 3.4. 青根村与頭 -寺社 状

(行倒乞食一件) p右衛門、勘弥 御奉行所

25 熟談内済詮文之事 11 3. 4. 牧野村 . // 

(跡式身持悪敷ニ付) 当人九郎右衛門

外6人

26 差出申一札之事 11 3. 5.25 道志村川原畑組 -青根村 11 

(不法の行為l定び一札) 百姓由三郎 荒井七右衛門

27 駿州須走外七村との国境論裁許状と請 11 4. 7. 2 牧大和外12名 . 11 

書

28 局取替申儀定一札之事 11 4.11. 足柄上郡 . /1 

(平野村外三ケ村与世附村井須走村外 世附村外五ケ村

十ケ村国境論所一件)

29 当牧野村字篠原組御高之内地押素絵図 ノノ 5. 1.25 牧野村役員 . 11 

面

30 差出申一札之事 嘉永 1.8. 牧野村引請当人 -秋山安寺沢 11 

煤ケ谷村出稼の女変心出稼不履行ニ付 与頭市郎兵衛 世話人

外一名 市兵衛外3人

31 差出申儀定一札之事 11 1.11. 津久井郡牧野村 -青根村組頭 11 

新田開発ニ付用水使用、年貢納入等ニ 甚右衛門外 5名 新元兵衛外 3名

付

32 乍恐以書付奉願上候(糸買入ーイ牛ニ付) 11 3. 8. (津久井県牧野村)・御役所 11 

願人五郎左衛門

33 入置申一札之事(後妻実子これなきに ノノ 4.10. 青根村 -てふ /1 

っき養老金拾両与えおく者也) 新兵衛外 同人兄長野村

儀兵衛

34 入置申一札之事 (信州松本馬医市五郎 11 5.12.28 津久井県鳥屋村 -岡県同村 // 

当村にて打伏すにつき) 岩五郎(瓜印) 御役人中

35 乍恐以始末書奉申上候 11 6. 6 大久保加賀守領分 ・江川太郎左衛門 1/ 

(青根村外三ケ村入会山の儀につき〉 青根村与頭 内手代

新兵衛外 3ケ村 粛藤左馬之助

8名 清水左馬之助

36 人別送り一札之事 安政 3.3. 相州愛甲郡 -津久井県青根村 11 

(当村百姓仙蔵娘ふみ、其村方八郎兵 上七沢村 名主市郎兵衛

衛方へ養女に遣わすにつき) 名主吉右衛門

37 覚(養子相続金五拾両の請取) 11 3. 5. 9 大久わ -大川原 11 

預り主五郎助外 1 市郎兵衛

38 乍恐以書付奉願上候 11 4. 5. 当御領分 -嶋村又市 〆ノ

(日連村持山との境論) 牧野村訴訟人 外4名

組頭市郎兵衛

外8ケ村12名

39 送一札之事 11 5. 2. 越後国頚城郡 -相州津久井県 〆ノ

(新兵衛方に養子に差遣わすにつき) 上土底組九戸浜村青根村

庄屋彦次郎 村役衆中
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

40 差上申一札之事 安政 5.12. {犬馬旧組 -蓮乗院様 状

(枠辰二郎、村内娘ゆくと欠落につき) 当人 御願下ケ人

藤右衛門外4 市郎兵衛

41 前欠(質地出入) /1 5. 4. 村役人与頭 -篠原組 // 

市郎兵衛 藤左衛門

42 差出申一札之事 11 5. 7. 青根村上青根組 -牧野村大川原組 // 1 
(酒呑口論におよび打榔致し手底を負 源左衛門 組頭市郎兵衛

せ候始末につき) 外組頭9名

43 取替申謹文之事(水車壱輪但し春場挽 11 6. 9. 宮ケ瀬村 -牧野村大川原 // 

場両様諸道具共年季五ヶ年借用) 水車主惣五郎外 1 市郎兵衛

稼人源兵衛

44 乍恐以書付奉歎願候 慶応1.5.13 (11ケ村惣代 -御目付所 // 

(青根村外拾ケ村大磯宿助郷免除願) 牧野村

市郎兵衛外2)

45 差出申一札之事 11 1. 9.19 中荻野村 -牧野村 // 

(聾養子不縁ニ付) 百姓庄兵衛外2 組頭市郎兵衛

46 覚(御進発につき大磯宿人馬割、助郷) 11 1.10. 3 東海道大磯宿 -青根村外11ケ村 // 

問屋 惣代鳥屋村名主

八郎右衛門外村々

47 乍恐以書付奉願上候御事 1.11.18 下長竹村 -嶋村又市外4名 ノノ

(米価近年引続き高値につき年貢上納 名主治左衛門

に差支え、公儀張紙の米直後は米三拾 外15ケ村16名

五石につき金七拾三両替)

48 差出申一札之事 1/ 2.10. 青根村、牧野村、・ /1 

(神ノ川神平菅平切橋釜立山之儀往古 青野原村百姓惣

ヨリ小百姓の稼山出入) 運中御人惣運中

49 差出申上ケ書一札之事(山神講、日待 1/ 2.12. 牧野村馬木組 . /1 

講打寄の節酒酔けんか) 当人市左衛外5

50 奉拝借御金之事 2.10. 牧野村名主五郎助代・嶋村又市 /1 

(金弐百両御趣段金の内から借用利足 組頭市郎兵衛 外 4名

支払は会ごとに上納、元金は当閣の節 外 2名

差引く)

51 奉差上御願下済口謹文之事 が 2.3.19 日連村組頭惣代 -御手代 11 

(皆済入用井茶代等上納金不正につき 代兼訴訟人 天野嘉右衛門

訴訟取下願) 文左衛門 外 l名

外 3ケ村9名

52 御約定書之事 // 3.10. 青根村 -江戸深川 11 

(買取候山材木の儀につき) 山主外右衛門外 1 八王子清吉

53 差上申一札之事 // 3.11. 青根村名主 -天野嘉右衛門 H 

(荒地ニ桑木植付候につき冥加金差上 六郎兵衛外3名

申度〉

54 為取替議定之事 ノ1 3.5. 青野原五ケ村 . /1 

(道志川等五川鮎漁につき) 惣代三ケ木村名主

十右衛門外8名
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

54-2 売渡申築場証文之事 慶応 3.8. 牧野村川請負人 -寸沢嵐村 状

(字伏馬田下万年橋ヨリ菅井下瀧之前 市郎兵衛 五川大請負人

迄代金築漁ニ限リ売渡す) 角兵衛

55 差出申拝見謹文之事 11 4. 9.19 青根村名主 -牧野村 11 

(難渋出入につきて民政裁判所の差紙 六郎兵衛外2名 八十助

拝見返答書持参の件通知)

56 上ケ書一札之事 11 4. 2. 牧野村 -名主 11 。11上組ぼふの丸大木の前の儀持主ま 川上組 五郎助

ぎらわしきにつき取調) 地主太郎右衛門

外 9名

57 京都口札之事 11 4.正. 11 

(将軍慶喜大政奉還の事云々)

58 小作受負証書 明治 7.5. 牧野村大鐘組 -同村大川原組 11 

(字日影、下々畑弐拾歩三ヶ年季) 佐藤嘉左衛門外 1 井上八十助

59 代人許可願(戸籍分籍願〉 11 23. 6.19 牧野村 11 

井上基一外 1

60 前欠 成 8. 青根村 -江川太郎左衛門 11 

(酒酔口論) 四郎兵衛外十名 手代

山田佐四郎

61 記(新貨幣発行につき新旧両貨比較) 未 12. 大政官 11 2 

62 口演(金子借用願) 巳.4. 7 時蔵 -大川原 〆〆

松本屋御主人様

63 乍恐以書付奉申上候 巳11.19 吉野宿名主 -江川太郎左衛門様 11 

(吉野宿名主重郎右衛門芦垣村和兵衛 重郎右衛門他 御役所

外 9人江売掛出入〉 召仕惣右衛門

外 1名

64 上ケ書一札の事 ノノ

(地所境狂出入付済口絵図)後欠

65 差上申済口証文之事 天保 7.7 牧野村百姓 -小田原御役所 11 

(抱娘炭小屋ニ囲相戻さず…) 九郎左衛門 大柴甚助

外 8名 外 2名

66 乍恐以書付願上候御事 11 

(神野川山入会稼ニ付願書下書)

67 (甲州都留郡平野村と相州足柄上郡世 11 

附村外 7ケ村国境論裁許之事)

68 (御進発ニ付大磯宿助郷) 〆〆

前後欠

69 熟談内済証文之事 津久井県 . 11 

(鎮守明神御神体いたずらに付) 牧野村

70 (大久和書付) -牧野大久和一学殿 11 

(繭代金借用・酒代金借用 ・国役金立

替等の綴〉

71 取替申議定一札之事 〆〆

(葬礼通行路ニ付〉
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状・状追加

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・請取人 形態 数量

72 (道志川上納鮎ニ付) 慶応 4.9. 江川太郎左衛門 -相州津久井県 状

御役所 長竹村外9村

73 (漆取立銭、 宗門人別書抜、持参指示、 正.26 大久和名主 -綱子大河原 1/ 

春割出銭、名倉橋勧化、高割出銭、家 組頭中

月IJ割)

74 乍恐以書付奉願上候 11 

(大久保加賀守領分津久井県村々絹紬

売出につき願書)

75 寛文7未聞2月長吏弾左衛門与座頭出 寛文 7.2.18 鎌倉住人藤原朝臣・ 1/ 

入ニ付而頼朝公之御時於鎌倉御定法之 矢野弾左衛門

御印頂戴仕ル所之一巻を指出スニ付定 頼口

76 桑質証文之事 (桑四駄代金弐両、年季 嘉永 5.12 七郎左衛門外 1 . (上野田源右衛門〉 /ノ

ニケ月(丑の 3月中)付書添証文(市

郎兵衛宛))

77 桑質証文之事 (桑四駄切、金弐分、通 万延1.11目 道志村月夜野 -あらい倉 ノノ 1 

用金、年季、三ヶ月(酉三月迄)) 善兵衛外 1 市郎兵衛

78 相渡申質地証文之事 明治 2.11. 牧野村大河原組 -同村 1/ 1 

(字やぷびら、桑原ーケ所、道上下山 伝七外2 八十助

共不残代金7両 2分年季など返済次第)

79 入置申質物証文之事 11 2極月 上野田組 -東野組 11 

(金 1両 (適用金)、桑 2駄伐、年季 伝左衛門外 l 勝蔵

6ヶ月)

80 桑質証文之事 (桑ー駄切代金 1両 3分 11 4極 上青根組 -大川原 11 

(適用金)年季3ヶ月) 万右衛門外2 市郎兵衛

81 (井上八十助の第百十番小学学習舎授 11 7. 6.24 (足柄県) -牧野村 11 

業方雇差免状〉 庶務課 副戸長

(方形朱印) 井上八十助

状追 加

譲り状之事(遺跡) 明和 4.8. 大川原伝右衛門 -大川原市左ヱ門 状 1 

外 2名

2 (道志村利右衛門 1件に付)御届 文化 8.正.3 菅井組 -大貫次右衛門役所 〆ノ

七兵衛外 1

3 (鳥屋村茂左衛門女房こん庄次郎と密 文政 4.5. 9 当御支配所相州 -江川太郎左衛門様

通)前欠 津久井県上中沢村御役所

名主兵蔵外13名

4 一札之事 1/ 4.12. 青根村字新井組 -同組与頭新兵衛 11 

(酒造用水之儀等に故障なきに付) 百姓代六左衛門

外14

5 医3御 訴訟奉軍3 天保 4.10. 津久井県吉野宿 -江川太郎左衛門 11 1 

酒ほかく売掛け兼貸金出入訴状) 名主重郎右衛門 役所

相州津久井県小淵村庄右衛門事組頭五 煩ニ付代召仕

兵衛外 訴訟人惣右衛門
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・ 請 取 人 形態|数量 |

6 覚(残金請取) 天保 7.9.29 上ノ原村 -大河原村 状

松本屋甚助 市郎兵衛

7 (包紙 2) // 8. 3. 11 2 

質地証文入組中組中上青根村

天保8年証文入青根村上青根村

伝右衛門

8 (新規の鮎漁禁止に付請書)(前欠) 11 11. 9. 青野原村名主 -江川太郎左衛門 11 

五兵衛外 手代山田頼介

9 (組頭役就任願)前欠 1/ 13. 3. 津久井県牧野村 . 11 

組頭茂左衛門

10 覚(荒井酒造蔵井諸道具代金拾両の請 /1 13.12. 日連村 -牧野村 11 

取) 三右衛門外1 五郎助・市郎兵衛

11 御勘定所 // 13. 大久保加賀守領分・ // 

(酒造株四石三石、但元米掛米椛共) 津久井県牧野村

名主五郎助

12 (若殿様初入部の冥加御入用金言上に // 13. 〆ノ

付お礼として真岡木綿下さる)

13 一札 1/ 15. 2. 御酒屋伝左衛門 -青根村 〆/

(根小屋村百性喜右衛門取持酒造稼高 弥兵衛 七右衛門

譲渡ニ付)

14 譲渡申証文之事 弘化 2.12. 牧野村護主名主 -同村 1/ 

(酒造蔵建家壱軒と諸道具一式) 五郎助外 市郎兵衛

15 差出申儀定一札之事 /1 5. 2. 牧野村 . // 

(村方用水引水に付儀定)下部破損

16 (内済証文)(前欠) // 5. 2. 牧野村篠原組 -同村名主 1，〆

地所入畑主 五郎助

六右衛門外6名

17 (熟談内済証文) 嘉永 2.2. 牧野村奥牧野組 -同村名主 // 

前欠(源重郎儀兵衛女房と不時有之に 訴訟人儀兵衛外 五郎助

付)

18 覚(見口金受取) 11 2.11. 東野組当人 -大川原組 // 

五左衛門外2名 彦左衛門

19 (貸金返済と印鑑取戻し願い) /1 3. 7. 大久保加賀守領分 ・谷村御役所 /1 

(前欠〉 牧野村訴訟人

百姓五郎左衛門外

20 (天保13寅9月御入部ニ付御冥加金献 /1 3.11. 1/ 

上)

21 寅年御物成可納割付之事(中欠) 11 7.11.18 黒柳久兵衛 -牧野村 11 

竹内藤左衛門

22 覚(中畑六升蒔、久五郎分等書上) 安政 2. 11 

23 対談一札之事 1/ 6. 6. 青根村当人 -弥右衛門 1/ 

(勘左衛門女房おかへ親子二人手当金 勘左衛門外 儀左衛門

拾五両お渡し〉
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

24 覚(金五拾両非常手当金として受取) (慶応 1) 八十太郎 -名主ー学 状

丑1.

25 (熟談内済証文)(前欠) 慶応 2.10. 青根村役人惣代 11 

(青野原村・青根村・牧野村三ケ村入 名主六郎兵衛外

会とききめ)

26 覚(市郎兵衛文政 1年一慶応3年迄50 11 3. 6.28 名主 -牧野村与頭 11 

ケ年の与頭勤め免除し、向後組頭格と 五郎助 市郎兵衛

する旨申達)

郡奉行山本修理の組頭格中渡の書付貼

り継ぐ

27 (篠原村藤左衛門と妻の墨手判九姶弐才) 11 4. 11 

28 覚(諸品入費等書上) 1/ 4. 3. 11 3 
29 触書(旧幕府勘定奉行を民政裁判所と (明治元〉 民政裁判所 -津久井日連村 11 

呼唱する〉 辰.6.29 外17ケ村

組合村々役人

30 入置申一札之事 慶応 4.9. 牧野村下請負人 -五川御請負人 ノ/

(村方井青根村等木割筏運上拙者方へ 組頭八十助 寸沢嵐村名主

請取り避退いたすべき旨) 角兵衛

31 覚(御代辰年分半金受取) 11 4. 9. |寸沢嵐| 11 

角兵衛 -八十助

32 覚(水車庖料受取) 辰.6.16 宮ケ瀬村 -牧野村 11 

宗五郎 市郎兵衛

33 (書状)(成申箱根戦争実況報告) (明治1) (小田原藩士か) 11 

官軍に参加五月19日七夕ツ~六ツ 6.20 山本司馬吉 -井上三郎兵衛

夜五ツ半関所攻防

幕軍300程 五月26日九ツ""'27日朝

山崎早雲寺三枚橋

34 覚(御物成皆済書〉 明治1.11. 牧野村 1/ 

市郎兵衛

35 覚(下々畑48筆書上) 当番 -松本倉 11 

36 覚(御林御下知木代金拾両受取) 1/ 2. 1.17 篠原組組頭惣代 -市郎兵衛 1/ 

元右衛門外

37 (夫源兵衛宮ケ瀬村にて水車稼いたし 11 2. 6. 鳥屋村 -同組合 ノ/

病死後借金返済の件御訴訟〉 源兵衛後家

38 覚〈非常手当金受取) 11 2. 8. 大保保五郎助 -大川原八十助 ノノ

39 差上申一札之事 11 3. 7. 青根村荒井組人 -平丸長国寺 11 

(私厄介入妻病死に付寺送り状行き違 主当人善右衛門外

い1件詫状)

40 記(用立金請取証) 11 6. 7.25 与瀬宿 -マキノ大河原 11 

坂本口平 井上市郎兵衛

41 記(発酉租税皆済証〉 11 7. 5. 青根村戸表 -井上市郎兵衛 11 

山口六郎兵衛

42 布達(明治六年第212号をもって云々 11 8. 2.27 司法卿 11 

(諸謹書類及ヒ公私文書等ハ…) 大木喬任
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

43 記(清酒売上税等受取) 明治 8.10.6 甘利金兵衛 . 状

44 (九年分清酒造営業税受取〉 11 9.10.28 神奈川県十四等 . 11 

出仕若森文高

45 製酒高願(生酒丸拾石、明治8年--9 11 8.11. 酒造稼人 -足柄県令 11 

年迄) 井上市郎兵衛外 1 相木忠俊

46 (地租改正ニ付地位取調致ニ付) 11 10. 3.25 村用掛補助 -神奈川県令 11 

神原市郎右衛門 野村靖

外 4名

47 原籍証 11 10. 5. 7 群馬県管下 -神奈川県管下 11 

(上野国群馬郡山子田村の=俣半治郎 第 2大区4小区 第23大区6小区

の原籍証〉 群馬郡山子田村正津久井郡正副戸長

副戸長

48 (納税通知書) (明治10年か) 第23大区5小区 -井上市郎兵衛 11 

10年分清酒醸造税残高一金53円37銭 戸長役場印

4厘

49 仮差押決定 明治11.6.10 横浜区裁判所 11 

(不動産を仮に差押さえる旨の裁判所 判事遠山績太郎

の決定通知別紙物件)

50 山林等級連合表 11 11. 9.25 大23大区6小区 . 11 

(牧野村外11ケ村の山村原野の等級編 相模国津久井郡

成表) 地主御用掛

51 回章し酒類醸造の儀ニ付来Jレ9日午前 11 11.11. 6 五小区扱所 -井上市郎兵衛 11 

9時御出頭くださ いという回状 外 5名

52 記(白米等代金書上) 11 13. 1. 7 井上様 11 

53 記(上酒柳・中酒柳代金明細) 11 13. 8.11 荒井松本倉 -上ノ田お見せ 〆/

井上市郎兵衛 杉本小兵衛

54 (東京上等裁判所判決書の表紙) 11 13. 9. 6 横浜戸部町 11 

1丁目

代言人田中晋

55 (陳情書〉 下書 11 13.11.17 青根村議員 . ノノ

(津久井郡各駅村連合金の開設に当た 山口隆、永井

り青根村の同会への編入を有志議員よ

り願い出たもの)

56 請取証 (金8円) 1/ 14. 8. 8 愛甲郡宮ケ瀬村 -青根村 11 

佐藤伝五郎 井上市郎兵衛

57 地券誤謬訂正願 (雛形) 11 14. 牧野村何々集 -津久井郡長 11 

吉野十郎

58 営業御届 (職工杜民) 11 14.11. 山本磁吉外 2 -津久井郡長 11 

吉野十郎

59 書添申ー礼之事 11 14.--29. 綴

質地相渡之証外

60 営業届(酒造) 11 14.11.28 井上八十助外 1 -津久井郡長 状

吉野十郎
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

61 親睦清明社創立願 明治15.7.17 鈴木彦右衛門 -神奈川県令 状

外 1 沖守固

62 記(大黄藤黄請取) 11 18. 5.27 津久井郡牧野村 -八王子 11 

佐藤 小西彦兵衛

63 (封談金 ・日待入用酒代金書上〉 11 18...........19. 〆〆

64 入還証 11 19.11.24 埼玉県下入間郡 -大河原村 11 

(蚕種引込に付掃立後は責任なく ) 小杉村小林周吉 日上喜市

65 記(諸入費書上) 11 15. 9.13 11 

66 神奈川県指令林第2459号 昭和15.10.8 神奈川県知事 -津久井郡牧野村 11 

保安村立木伐採の許可書 松村光磨 10657井上駿次

67 (病気療養代金たてかえ願)封筒共 11 20.12.19 原田善左衛門 -青根 11 

井上基

68 領収書(金弐円七拾六銭〉封筒共 11 21. 2.28 横浜始審裁判所 -井上市郎兵衛 ノ/

八王子支庁書記 代人井上八十助

磯部徳届

69 (鑑札井領収謹受理したらその旨報告 11 22.10.15 青根村役場 -井上八十助 11 

書を出すこと)

70 約定証(炭山買取ニ付) 11 25.10.11 青根村 -牧ノ村

高足粂助 井上基一

71 記(金五拾円受取)封筒共 明治26.9. 4 中田ヤ森蔵代理 -井上八十助 状

佐藤重郎兵衛

72 謹約書(清酒 ・焼酎・宅地・畑外) 11 30. 酒類製造主 -東京税務管理分を 綴

裏書「登記済」の朱書あり 井上量一 大塚貢

73 租税ニ関スル指令 11 30. 1.18 東京税務管理局長 ・津久井郡牧野村 状 3 

(中清保証物提供之件ノ認可状) 11 30. 2.15 大塚貢 酒類製造主

11 30. 5. 3 井上良一

74 (酒類製造方法変更承認指令〉 11 31.12. 8 横浜税務管理局長・牧野村10657番 ノノ

司税官 イ号

斎藤重高 井上基一

75 (登記済証) 11 32. 6.16 井上進 -井上様 ノノ

76 仮請取証墓石代(金参拾円〉 11 42. 7.22 串川村市場 -井上基一 11 

石工小島勝

77 卒業証書 11 43. 3.24 牧野村立尋常牧野 ・神原駿次 11 

小学校長川端武弘

78 契約之証(抵当地の小作契約〉 11 1.12.30 津久井郡青根村 -同郡牧野村 11 

地主佐藤武助 井上ワヰ

小作人山口文造 管理者井上基一

79 (利子不足金受取) 11 6.10. 4 牧野村佐原太市郎・井上基一 〆〆

80 弔辞(特別社員井上基一氏の逝去にあ 11 6.10.17 日本赤十字社長 . 〆〆

たり) 候爵

徳川家達

81 (青根村上青根耕地整理組合員納代金 11 8. 3. 7 会計掛 11 2 
領収証) 井上友太郎
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・請取人 形態 数量

82 土地表示登記申請書 昭和 9.3. 1 申請人 -横浜区裁判所 綴

(家督相続による表示変更牧野村字中 津久井郡牧野村 与瀬出張所

尾の土地外山林 3ケ所) 井上駿次

83 津久井町青根字地番 ・地目・地積 ( 11 13--23) 11 

賃貸価格 ・買収年月白書上

84 (約束手形期日過ぎに付通知) 11 20. 2.26 山梨県北都昭郡 -井上駿治 状

上野原町

山梨中央銀行

上野原支庖

85 命名(井上信太郎〉 11 43. 7. 11 

86 当事者目録 (昭和) 東京市牛込区 -神奈川県津久井郡 11 1 

(一金1443円83銭也の賃貸関係につい 市ヶ谷河田町 牧野村債務者

て当時者聞の取り替し証文) 債権者井上保口郎井上知章

87 言己 1. 6 大久保(和)戸長 ・綱子 11 

(初出会開催通知) 大川原副戸長

88 証(金拾円受取)封筒共 申.1.26 青の原村 -青根村 11 

尾崎八郎左衛門 井上市郎兵衛

89 (関東取締出役松本麟治郎酒造改めに 卯.末下刻 鳥屋村 -若柳村、牧野村、 11 

っき、酒造仕入帳其外諸事差支えなき 正.29 名主天野三郎助 青根村、

ようにとの回状)封書付 村々名主中

90 (瓶一件去状お預かりに付) 2. 5 このま -東ノ 11 

永井三郎右衛門 井上伊佐衛門

91 覚(小田原拾王会講掛金受取) 2. 6 大久和名主 -大川原組 11 

92 手紙(金借用依頼) (江戸期) 道志村川原組 -大川原 11 1 

2.15 杉本市郎兵衛

93 口上 (私弟奉行致すにつき) 2.17 牧野村 -青根村 11 

六郎左衛門 梅本倉御主人

94 覚(廻状受取継送り状) 卯.2.27 長文伝右衛門 -大河原市郎兵衛 11 l 

95 記(白本代金 ・香質 ・駄賃などの覚受 酉 3-- 11 

領書か請求書か不詳)後欠 6 

96 書簡(小遣い無心 ・酒造鑑札書替の件 . 3. 3 井上八十助 -御尊父様 11 

など)(前欠)

97 覚(金30両受取) 寅 3.4 千木良村 伴治郎 ・井上市郎兵衛 11 

98 (任幸便得御意候・・.) (江戸期) 八十輔 -御親父様 〆〆

99 (害状〉 巳.3. 9 片町伊勢屋 -大河原 11 

(篠原縁談につき、品買整え、勘定書 西村甚兵衛 井上市郎兵衛

送届けの件返翰追伸雑穀出切に付差廻

し方〉

100 (小田原宿勤人馬助郷について) 3.12 四郎兵衛 -井上市郎兵衛 11 

101 手紙(近況報告とあいさつ) 3.15 東京府より -牧野村御親父様 11 

井上八十助

102 手紙(小田原御役所御趣段講等の掛ケ (江戸期) 大久和 -大川原 11 

金ご用意下されたし) 3.15 名主五郎助 井上市郎兵衛
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

103 覚(御物成勘定銭) 未 3.18 青根村 -牧野村 状

市郎兵衛 市郎兵衛

104 口上 (部屋住として宗門帳取扱い申す (江戸期) 小田原かのや -牧野中尾 // 

ベく〉 3.19 仁吉郎 佐藤文五郎

105 (書状)(地租改正事務遅延の事山済 3.23 口八十助 -井上御老父 // 1 
事件論所引分付等で帰村できず苦労云々)

106 (書状)(事務処理のため父休役願を 3.26 小田原かのや -青根酒倉 // 

すること) 四市右衛門 松本屋市郎兵衛

107 書簡(酒の無心) 3.26 神原のぶ -井上駿次 // 

108 覚(金拾八円整え候に付) 4. 1 上野田 -な らい松本屋 // 

ゐのうん 八十助

109 口上(蓮乗院石仏一件当方にて処理い (江戸期〉 小田原狩野屋 -青根村荒井 // 

たす事)封筒共 4. 2 仁吉郎 松本屋市郎兵衛

110 (金子借用のお願い) 4. 5 佐藤泰順 -荒井 // 

松本倉市郎兵衛

111 覚(金子受取) 午.4. 7 名倉 -青根村 // 

栄三郎 市郎兵衛

112 (年賦金の皆済願い) (明治期) 与瀬宿 -大河原 // 

4. 9 坂本寛平 井上一郎兵衛

113 記(上酒壱駄書上〉 4.14 長野村 -井上市郎兵衛 // 

高城角太郎

堤勝平

114 (書状)(樽口口二百一枚送状) 4.15 八王子八幡宿 -津久井青根村 // 

和泉や弁吉 松本市郎兵衛

115 覚(金壱両余受取〉 巳.4.17 七軒本屋佐兵衛 -青根村 // 1 

松本市郎兵衛

116 (病気完治について) 4.20 牧野村中尾組 -荒井松本倉 // 

佐藤 井上尊大人

117 (書状)(志の原山日雇勘定金拾両ー 4.24 荒川方 -大河原 ノノ

時立替願) 杉三右衛門 井上市郎兵衛

118 覚(甲府御勘定様お通りに付関野宿ま 4.25 大久和 -村々年寄中 // 

で人馬徴発)

119 覚(宗門帳入用請取〉 4.25 大久八 -大河原 // 

名主 組頭中

120 (金子請取証文の件について〉 〈江戸期) 大河原 -大久保 // 

4.28 市郎兵衛 神原御主人様

121 覚(くりわん等代金受取) 5. 7 大久わ -大川原村 // 

松本屋 利兵衛

122 (山論入費出金の件につき) 5. 7 大くわ -大川原村 H 

神原市郎右衛門 井上八十助

123 (今般神仏混清之儀につき御沙汰書) 5.14 東海道総督府 -阿夫利神社 // 

参謀 司宮中

124 覚(仕入金等書上) 5.18 // 
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

125 覚(繭代金等借用書上) 辰.5. 7 荒井酒倉 -大久和 状

市郎兵衛 五郎助

126 記(金子借用) 6. 7 大川原 -松本倉 11 

井上八十助

127 口上(御用立金を此者にお渡し願い) 6.22 糸屋 -松木屋 11 

御主人

128 記(清酒醸造税五分通受取証〉 成.7. 1 中野村 -青根村 11 

甘利金兵衛 柳川七右衛門

129 書状(繭相場一八王子市糸相場少々変 7. 1 北多摩郡上有田 -青根村荒井 11 1 

値につき連絡) 中島太右衛門 井上酒造

130 覚(穀代内金受取) 午.7. 2 栄三郎 -青根酒や /1 

松本市左衛門

131 覚(大麦代金受取) 卯.7. 3 片町 -井上市郎兵衛 ノノ

西村甚兵衛

132 (繭相場少々下落、生糸は変化なし) 7. 4 山口 -大かわら /1 

井上

133 覚(御謝供金三両受納) 7.14 日連 -大河原 11 

前田雨仲 市郎兵衛

134 覚(大麦拾七俵等受取〉 辰 7.16 西村 -青根 11 

松本市郎兵衛

135 書状(金拝借願) 子.7.21 下すすがや -青根荒井 11 

松本貞助 井上市郎兵衛

136 (t也券取調入用金の件について) 酉 7.22 大久わ -綱子、 11 

戸長 大河原副戸長

137 おほへ (本金等金子書上) 卯.7.29 兼右衛門 -大河原 11 

平左衛門

138 覚(拾八貫三百八拾三文) 丑.7. このま -大河原 11 

紺屋七右衛門 利兵衛

139 覚(品物お渡し書) 8. 5 杉本勝蔵 -松本倉 ノノ

140 (金五十銭貸渡し〉 8. 5 平右衛門 -松本屋 11 

141 覚(金壱分弐朱の借用) 8. 6 高村与右衛門 . 11 

142 覚(御届書送付につき) 丑.8. 8 相州小田原 -天野八郎兵衛 11 

小西次郎左衛門

143 口演 (畑一条につき談判いたしたく候〉 8.10 大くわ -大河原 11 

神原市郎左衛門 井上市郎兵衛

144 覚(小麦代金受取覚) 寅.8.14 伊勢原 -西村 ノ/

20 橘p尾弥太郎 甚兵衛

145 (御祝儀の儀来る廿八日にて御承知下 8.25 吉野宿 -大河原 /1 

されたく ) 五助 井上市郎兵衛

146 書状(山林売買の件につき〉 8.28 沖久井郡新ニ郎宿・大河原 〆/

井上八十郎 井上市郎兵衛外 1

147 借用申金子之事(四両文字金字このま 午 8. 音廉 -大河原 ノ/

籾七升蒔) 重蔵外 2 井上市郎兵衛外 1
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

148 記(酒醸造税納入告知書) 9.12 青根村 -牧野村大河原 状

村用掛り 井上市郎兵衛外 1

149 覚(壱斗六升、稲毛白米弐拾俵の内金 9.28 太井村 -牧野村 11 

弐拾両の請取) 高岡彦三郎 井上市郎兵衛外 l

150 行政官布告書(僧分の復飾願) 9. 行政官 . 11 

151 請取之事(年賦金受取) 子 9. おんく八 -大川原 〆〆

紺屋三郎兵衛 市郎兵衛

152 上野原御関所出張 辰.10.8 御用取扱 -大河原組 〆/

近傍取締合鑑 神原五郎

153 (金子差送りの催促状) 10.10 ますかや -木居 // 

三左衛門 松木屋市郎兵衛

154 覚(年貢 ・伝馬金等請取) 未.10.11 大久和 -大河原 // 

名主 組頭件

155 覚(金弐分の受取) 10.13 このま -大川原 // 

こんや 市郎兵衛

156 触書(江戸を東京と改称し皇居と定め (明治元号〉 会計官民政所 -関東村々在々

政務をとることに付) 辰.10.24

-157 手紙(人民御親他掛り として御大向の 10.26 桧本町4丁目 -井上市郎兵衛 // 

山内先生の件について) 石井八十助

158 覚(清酒百五拾八石弐斗五升の税金三 申.10.28 中野村 -青根村 // 

十七両請取) 甘利金兵衛 柳川十左衛門

159 (作料代金壱両余〉 (江戸期) 中屋才藤友益 -荒井 // 

井上市郎兵衛外

160 (市郎兵衛分御拝借金等書上) 11. 3 // 

161 (失火に付お見舞) (江戸期) // 

11. 8 

162 書状(婚礼のため酒二俵無心〉 11. 8 小布比 -新井松本倉 // 

佐藤所左衛門 市郎兵衛

163 記(免許税、売上税の受取) (明治期) 中野村 -青根村 // 

11.23 甘利金兵衛 柳川七右衛門

164 覚(青根村分桑苗拝借金受取〉 亥.11.27 ろへ野田村与頭 -牧野村与頭 // 

四郎兵衛 市郎兵衛

165 覚(御貸付金受取) 11.29 野崎快蔵 -青根村 // 

名主中

166 覚(御貸物方割済之分受取) 11.29 牧野又兵衛 -青根村 〆ノ

名主中

167 記(金四両受取) 申.11.29 青根村 -牧野村 // 

山口六郎兵衛 井上八十助

168 手紙(登記の件、佐藤伯父の病院閉鎖 11.30 井上豊 -井上基一 // 

等)

169 覚(甲州米売渡証) 辰.12.2 与左衛門 -荒井松本倉 // 

市郎兵衛

170 書状(依頼の俵物四駄到着通知) 寅.12.5 山本宗五郎 -井上市郎兵衛 〆ノ
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

171 達(神原五郎、参謀方林玖十郎と同道 12. 5 上野原御関所 -関野宿、名倉村 状

にて東部軍務官まで召しつれ候) 牧野村役人中

172 記(免許鑑札税 ・売上税受取証) 成.12.8 中野村 -井上市郎兵衛 // 

甘利金兵衛

173 書状(先日小田原にて村々夫役金取立 12. 8 鳥屋村八郎兵衛 -井上市郎兵衛 11 

慰労の酒代いただき) 甘利金兵衛

174 覚(小田原宿例銭、元済金等請取) 酉.12.11 鈴木謙八 -青根村 1/ 

組頭方

175 害状(米売渡状) 12.12 上荻野八郎兵衛 -青根村 1/ 

松本市郎兵衛

176 年賦金一札之事(五カ年賦) 成.12.13 下谷 -青根 11 

惣蔵後家 市郎兵衛

177 覚(漆代受取り) 亥.12.16 紺屋=郎右衛門 -大川原村 〆ノ

常吉郎

178 覚(金五十両等受取) 12.18 大久わ -荒井 // 

神原一学 井上市郎兵衛

179 (酒造米注文について) (江戸期) 青根酒造 // 

12.18 松本市郎兵衛

180 覚(金拾六両余受取) 丑.12.21 斎藤平次郎 -青根村 ノノ

井上市郎兵衛

181 覚(金拾両請取) 12.21 冨岡代 -松本 1/ 

金右衛門

182 覚(金弐両受取) 12.22 長蔵院 -井上市郎兵衛 // 

183 口上(米荷物差送り) 未.12.23 上ヲキノ -あらい // 

野嶋 松本市郎平

184 (請求書)(前欠) 12.14 青の原 -松本倉 // 

磯五郎 市郎兵衛

185 覚(金子受取) (江戸期) 梶野 -松本倉 // 

12.15 市郎兵衛

186 覚(金拾九両余受取〉 亥.12.25 津久井根小屋 -青野村 1/ 

彦三郎 市郎兵衛

187 覚(下駄運上の受取) 辰 12.25 江川太郎左衛門 -牧野村 // 

手代山田佐四郎 名主

188 覚(金子受取) 12.28 長蔵院 -大川原村 1/ 

井上市郎兵衛

189 覚(入金記帳のこと) 12.28 大川原本庖 -あらい 1/ 

松本倉

190 記(上米代金受取) 辰.12.29 相州伊勢原上町 -青栂村 1/ 

玉屋七右衛門 松本様

191 覚(味噌・正油等受取) 辰 12. 田端ヤ -荒井 // 2 

八兵衛 伊勢之丞

192 覚(皆済金等書上) 午 12. // l 

193 覚(年貢金受取) 子.12 このま -大河原 〆/

紺屋七右衛門 利兵衛
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

194 覚(染代受取) 丑 12. このま -大河原 状

紺屋七右衛門 利兵衛

195 覚(拾九貫弐百六十文) 寅 12. このま -大河原 11 

紺屋七右衛門 利兵衛

196 (大河原源七・庄左衛門一件、小田原 5 大くわ名主 -純子、大河原 11 

出立まで内済のこと) 組頭中

197 (かの屋宅右衛門養子の儀) (江戸期)11 -牧野村 11 

市郎兵衛

198 (金弐円、油ー升等受取) 15 )1旧、山十分庖 . 1/ 

199 覚(米四俵等代金請取) 18 -松本市郎兵衛 11 

200 (神野川筋鮎漁取締儀定下書)(前欠) (江戸期〉 1/ 

201 為取替申ー礼 (江戸期) 綴

(道志川外四ケ川上納鮎漁と川欠訴訟

一件)

202 (御用鮎上納の節底鮎見届けに付) (青野原村外弐ケ村〉 状

(村方において、淀遠網の鮎漁渡世あ

り)後欠

203 (神野J11々 儀は一体先規より百姓入会 ノ/

山之沢節通リニ付〉前後欠

204 (手さぐり供釣と唱候漁業取締りに付〉 欠 /1 

(前後欠〉

205 差上申一札之事 欠 11 

釜立山は、往古より稼山に付勝手

に切荒さないよう取極めて欲しい

2 壱木致す時は入会村々に相談の上

206 差上一札之事 1/ 

(相州富浦村峯組宝福寺碧例、同村勘

助右衛門外八人取計一件につき)

207 乍恐以書付奉願上候

(後進発ニ付人馬助郷依頼の件)後欠

208 津久井県日連村市太郎同人弟辰次郎不 11 

届に付

(過料申渡さるに付差上申誼文、過料は

3日の内に中村八太夫様吋目納すベし)

209 (賄立替金済ニ付対談書一札)(前欠〉 八郎兵衛外 -東海道大磯宿問屋 11 

定右衛門孫平

210 村方議定一札之事 (江戸期) ノノ

(五霊大権現社内の杉木売却し、修覆

いたすことに付〉

211 東と西支配とりきめ一札 (江戸期) 牧野村字伏馬田組・ /1 

当人組頭

久左衛門外

212 (神祇官廻村出役名前書上〉 11 

213 (大河原組内の神社名書上) 〆〆
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

214 (惣代人より印形依頼願) 神原五郎助 -大川原 状

井上八十助

215 覚(金拾五両受取) 勝蔵 11 

216 覚(金子受取書上) 11 

217 質流詮文之事(字釜立、下々畑) 日連村 -牧野村善兵衛 11 

助三郎外 2 外 1

218 証(、酒代金差上につき) 東野 -松本倉 11 1 

こんや井上武兵衛御中様

219 酒造樽改勘定覚 11 

220 覚(酒造株代金受取) 日連村 -大河原 11 

三右衛門 市郎兵衛

221 (清酒税金鑑札持参ニ付) 神奈川県第25大区・井上様 〆ノ

5小区村用掛

222 記(焼酎壱斗代金請取上野田山口六郎 上野 -な ら 11 1 

兵衛殿分) 井上 松本支配人

223 酒造株高書上(二百六十五石半絶助之 東京府南多摩郡 . 11 

丞外32軒) 思方村上思方字

高留2174番地

尾崎知三⑪

224 委任状 11 

(権限を代理人に委任する但し代理人

名は空欄収入印紙貼付)

225 借用申ー礼之事(山材木の川下ケ諸入 相州津久井県 -江戸深川御屋敷 11 1 

用につき) 青根村利ニ右衛門 金子清吉内松五郎

外 3

226 勤務日表(覚書)日付12月9日より 17 11 

日まで蓮乗院

227 覚(御一新ニ付各大名の処置書上) 11 

228 覚(麦・粟代金七拾八両三分ト七百五 11 

十三文)

229 新代学(共本乱未治孝否楽共楽利其 11 

利天子春撤外)

230 覚(鑑札の請取〉 斎二郎 -青根村 11 

七右衛門

231 愛宕山教学院印鑑 11 

232 御鑑札井請取謹書入袋 袋

233 証書引譲之証 状

234 (地所五ケ所書上〉 11 

235 井上家系図下書 11 

236 口演 11 

237 (諸入用書上) 11 

238 広告(外科医開業ニ付)後欠 11 

239 牧野村番附(四十七軒記名と八十ニ軒 11 1 

記名)
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状追加、大川原切図・全図・地引絵図等

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

240 (五郎左衛門・ 庄右衛門の巳午未年貢 状

利足分)

241 覚(村入用、御国役等書上) 大河原 11 

242 (卯皆済金ニ両之分ト弐百七拾八文、 青根村作子 -伝七郎 11 

伝七分、五左衛門分〉書付 市郎兵衛

243 覚(高掛り百七文の受取) 11 

244 覚(当巳御物成書上) (江戸期) 11 

245 (本途物成・御蔵米入用等書上) ( 11 ) 11 

246 覚(金子書上) ( 11 ) 助右衛門 -松本屋様 11 

247 (組合村青山会所等より拝借金書上) 11 

248 (井上八十助外金銭書上) 11 

249 覚金子受取書 青野原 -松本倉 11 

磯五郎 市郎兵衛

250 (金子書上) 磯五郎 -市郎兵衛 〆ノ

251 覚(代金書上) (江戸期) 11 

252 (一人別割当て書上〉前欠 /〆

253 (この者へ金子っかわし下されたく) 菅井 -荒井松本倉 11 

高崎七右衛門

254 (村送り一札之事)右端部破損(葦効 相州津久井郡 -甲州都留郡 11 

能書裏面への下書) 牧野村役人 あらた村御名主中

(牧野村与頭五兵衛伴麿蔵の養子縁組) 組頭八郎右衛門

255 (山林反別及び立木種類書上) 11 

256 覚(小作料書上げ) /〆

257 (畑方一人別諸費用割付) 11 

裏面「神農感応丸主治J(木版)正徳

四年

258 (大麦注文書上)北野法橋玄三調合 荒井 11 

(裏「神農感応丸主治」正徳四年木版)

259 包紙 11 

大川原切図・全図・地引絵図等

切図 舗

(場所、 10.500)

2 切図 11 

(場所、10.515--10.519) 

(その外欠損)

3 切図 11 

(場所、10.523--10.544)

(欠損箇所、 10.540と10.541)

4 切図 11 

(場所、 10.551--10.626) 

(欠損箇所、10.571--10.585外)
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大川原切図・全図・地引絵図等・酒造

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

5 切図 舗

(場所、10.879---10.917)

6 切図 // 1 

(場所、 10.918---10.946 大久保〉

(欠損箇所、 10.947---10.948)

7 切図 // 

(場所、 10.949---11.059)

8 切図 〆ノ

(場所、 11.060---11.096)

(欠損箇所、 11.086---11.087 11.089 

---11.090) 

9 切図 (場所、 110.97---11.296 凡例記 /ノ 1 

載)

(欠損箇所、 11.088---11.195 11.204 

---11.208) 

(欠損箇所、 11.214---11.216)

10 切図 (場所、 11.297---11.474) // 

11 切図 (場所、 11.475---11.497) // 

12 切図(場所、11.498---11.540) // 

13 切図(場所、 11.541) // 

14 切図 (場所、 11.542---11.543) // 

(欠損箇所、 11.544---11.547)

15 切図 (場所、 11.548---11.559) /ノ

(欠損箇所、 11.560以下)

16 切図 (場所、 11.572) // 

(欠損箇所、 11.572外)

17 切図残片(場所不明) // 

18 藤野町牧野大川原全図 // 

(明治期の地引絵図か)

19 牧野村大川原地引絵図 // 

20 切図下書 き ノノ

21 切図裏打ち紙 // 1 

酒 造

借用申金子之事(酒造仕入金差詰まり) 天保13.12. 大河原 -志の原 状

借主市郎兵衛 善右衛門

2 乍恐以書付御訴訟申上候 (酒売掛出入) // 4.10. 吉野宿名 -御奉行所 ノ/

主重郎右衛門煩付

代名主惣右衛門

3 乍恐以書付御届奉申上候御事 // 14.12. 青根村 -山崎金五右衛門 // 2 

(酒造出稼禁令ニ付私地内酒造引払) 組 頭 新 兵 衛 外2
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酒造

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

4 継添一札之事 天保15.2. 青栂村荒井組 -同村酒造稼人 状

(御趣意ニ付酒造出稼不相成ニ付一札) 新兵衛外16人 七右衛門親類

市兵衛

5 譲渡申酒造米高御鑑札証文之事 11 15. 8. 青山村譲人名主 -牧野村 11 

斉三郎外2 市郎兵衛

6 差出シ申一札之事(七郎右衛門退転ニ // 15. 2. 青根村 -同村酒造稼人 // 

付起返り 〉 新兵衛外14名 七右衛門親類

市兵衛

7 添証文之事 // 15. 8. 青山村名主 -牧野村 // 

(青野原村酒造家井諸道具引梯ニ付) 斉三郎外2名 市郎兵衛

8 借用申年賦金証文之事 弘化 2.9. 牧野村大河原組 -同村名主 // 

(青根村酒造蔵井諸道具其外諸帳面貸 借用市郎兵衛 五郎助

方一式引取金として書面之金子借用)

9 覚 (ー金ニ両也、酒造蔵引払) // 3. 3. 青野原村組頭 -牧野村 // 

又左衛門 市郎兵衛

10 譲渡申一札之事 〈酒造蔵引代金二十両 嘉永 3. 青根村荒井譲主 -同村酒造稼人 // 

渡) 新兵衛外2名 七右衛門親類

市兵衛

11 覚(庖支配ニ付譲渡酒造小道具四拾三 慶応 4.7. 煤ヶ谷村 -牧野村 // 

品書上) 酒造支配人 市郎兵衛

貞助外2名

12 (煤ケ谷村酒造蔵一件書付酒造冥加書 明治 2.""'3. 煤ケ谷村稼人 -同村 ノ/ 6 
上その他) 三左衛門 権右衛門

13 入置申一札之事 // 3. 8. 煤ケ谷村稼人 -青根村 // 

(酒造渡世私方へお任せニ付〉 三左衛門 松木屋市郎兵衛

14 借用申証書 // 10.10. 青根村寄留酒造人 ・鳥屋村 〆ノ

(酒造資本トシテ金五拾円〉 借主 菅小四郎左衛門

井上市郎兵衛

15 製酒高願(生酒九拾石) // 10.10. 酒造稼人 -神奈川県令 ノノ

井上市郎兵衛 野村靖

16 相渡申酒造屋敷地面証書 // 11.10. 9 青根村地主 -牧野村 ノノ

柳川新兵衛外2名 井上八十助

17 玄米醸造高書上(雛形) // 11.10.23 津久井郡鳥屋村 -神奈川県令 ノノ

営業人 野村靖

菅上四郎左衛門

外 1名

18 回章第百弐拾八号 // 11.10.17 神奈川県令 -正副区戸長 // 

(酒類請費及び煙草税監査ト シテ大蔵 野村靖

省官員本県出張相成不日管内巡視)

19 焼酎蒸溜御検査願 // 12. 5.11 相模国津久井郡 -津久井郡長 // 

青根村酒造営業人 ニ樹十右衛門

井上市郎兵衛
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酒造・証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・ 請取人 形態 数量

20 新酒醸成御届書 明治11.12.15 第二三大区五小区 ・神奈川県令 状

相模国津久井郡 野村靖

青根村清酒営業人

井上市郎兵衛

21 清酒醸造高一期見込書上 11 12.10. 8 相模国津久井郡 -神奈川県令 11 

青根村酒造営業人野村靖

井上市郎兵衛

外 1名

22 覚 (繭代金、酒代金借金とその利金 巳.4.28 荒井松本倉 -大久和 ノノ

書上〉 市郎兵衛 御主人様

証文

手形之事(薪木切り売り致に付) 寛文 7.2.13 おくわ -大川原村 状

(大久和)村 市郎兵衛

三郎右衛門外13人

2 手形之事(御年貢代金借用) 延宝 8.2.20 上之田売主 -大川原村 11 

伝左衛門外2名 市郎兵衛

3 手形之事(金壱両壱分借用) 元禄13.3 借り主大河原村 -市郎左衛門 11 

次右衛門外

4 手形之事(金弐両二分借用) ノノ 15. 2.17 上之田主 -大川原村 11 

与五右衛門外 3名 市郎左衛門

5 預り申畑山之事 事保10. .20 青根おんくわ村 -大河原村 11 

(桐之おねより半分西畑山共預かり寛 龍口院外 l

永二十年未ノ年より壱斗ニ人足弐人ツ

ツニ而預 リ来Jレ〉

6 相定申詮文之事 享和元. 地主上ノ田村 -大川原村 11 

(私等地所、車、屋敷を弐拾ヶ年季と 藤右衛門外 1 一郎左衛門

して相渡す代金壱分(両 ?)年季明け おんが新兵衛

後は返却のこと)

7 質地証文之事 文化 3.極. 大川原 -米五郎 11 

(質物は小之間中段大麦壱斗弐升蒔金 権重郎外 2

弐両)

8 相渡シ申質地謹文之事 11 7. 5. 月夜野村 -音久和村 11 

(久保、大麦壱斗弐蒔、土木共金弐両 忠兵衛外 2 久助

分拾ケ年季)

9 質流地謹文事 文政 2.4. 綱子村 -大川原村 11 

(なしの木下々畑壱反四畝拾四歩金壱 吉兵衛外2 長右衛門

両江戸金)

10 請取り(用立金) 11 3. 2.16 道じ組 -大川原組 ノノ

長右衛門 利兵衛

11 相渡申質地謹文之事 天保 2.4. 牧野大河原組 -音廉村 〆ノ

(字石神川横山壱ケ所金子壱両十ケ 伝七外 2 善兵衛

年季)
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証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 差出し申謹文之事 天保 2.7. 7 青根上ノ田組 -大河原村 状

(私持地車屋敷・平家拾ヶ年季貸置く) かり主 市郎兵衛外車組中

伝左衛門外 1

13 質流謹文之事 11 4.12 牧野村綱子組 -大川原組 ノノ

(字天神後、 山畑弐畝拾弐歩代金壱 吉兵衛外2 久兵衛

両壱分)

14 借用申手形事 11 6. 2 大川原 -伝七 11 

(金壱両壱分弐朱四百文) 四郎右衛門外2

15 (質地証文、字久保畑六升蒔、壱両= 11 7. 3. 月夜野 -青根松本 11 

分弐朱) 源右衛門 市郎兵衛

水損による不開

16 相渡申質地謹文之事 11 7. 9. 都留郡道志村 -相州津久井青根村 〆/

(井戸道上、大麦六升蒔代金壱両壱分 久保組 松本倉市郎兵衛

一年季〉 源右衛門外 2

17 永代譲渡申讃文之事(字天神の上山畑) 11 7.霜.4 綱子組 -大河原村 11 

七郎右衛門外 3 市郎兵衛

18 永代譲渡申謹文之事 11 7.12 青根村 -大川原村 11 

(字このま、下々回、金五両) 孫左衛門外 2 市郎兵衛

19 預り置申金子之事 ノノ 8.正. 牧野村大河原組 -吉野宿 11 

(金丸両文字金) 預り主市郎兵衛 常助

20 相渡申質地謹文之事 11 9. 2 青根上野田村 -大川原 ノノ

(下々回、金三両、拾ヶ年季) 仲右衛門外2 利兵衛

21 相渡質地謹文之事 11 9. 8 道志村月夜の -村 11 

(字原、大麦四升蒔代金壱両有合 畑主文之丞外 2 七郎左衛門

次第返金)付書添謹文

22 借用申連判金謹文之事 11 10.11 牧野村大河原組 -青根村音廉組 11 

組頭市郎兵衛 三郎右衛門

23 相渡申質地謹文之事 11 10.極. 道志村月夜野 -青根村音廉 11 

(字久保、金壱両三分弐朱弐百六十 源右衛門外2 佐吉

文質物大麦六升蒔有合次第返金)

24 書添申一札之事 11 11. 9. 借主 -太郎右衛門 11 

(夫喰代として金子借用) 五兵衛外

25 相渡申質地謹文事 11 12. 4. 大川原 -同村 11 

(とふ四十沢道上芝山金子弐分〉 才右衛門外2 市郎兵衛

26 売渡謹文之事 11 13. 8.25 日連村 -牧野村 11 

(青根荒井にて酒造蔵壱軒外諸道具金 三右衛門外 l 五郎助・市郎兵衛

弐拾弐両)

27 相渡申質地謹文之事 11 14.正. 青根村 -牧野村大川原 11 1 

(字麦口口、下畑六畝九歩代金四両弐 清重郎外2 市郎兵衛

朱 九ヶ年季〉

28 借用申金子謹文之事 11 14. 8. 郡内道志竹之本 -相州津久井荒井 11 

(金弐分適用金) 文成外 1 松本市郎兵衛

29 借用申金子証文之事 11 15. 1. 牧野村大河原組 -同村同組 〆ノ

借主庄右衛門外 五郎左衛門
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証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

30 借用申金子謹文之事 天保15.3. 牧野村借主 -吉野宿 状

(金壱両壱分弐朱通用金来る八月迄) 五郎左衛門外 2 常助

31 差出し申地替謹文之事 弘化 3.2. 牧野村大川原組 -同村同組 // 

(字家の前中畑壱畝歩・外字このま下 三郎左衛門外3 市郎兵衛

田壱畝九歩)

32 相渡申質地議文之事 // 3.12. 菅井組 -大川原村 // 

(字くりはら山壱ケ所文字金弐分 伊右衛門外 2 市郎兵衛

一ヶ年季)

33 相渡申質地謹文之事 // 3.11. 青根村上野田組 -牧野村大川原組 // 

(上青梅水久保中畑一畝弐拾歩十ケ 彦右衛門外2 市郎兵衛

年季)

34 永代譲渡申証文之事 嘉永 4.2. 牧野村大川原組 -市郎兵衛 // 

譲主伝七郎外4名

35 貸渡申7l<車謹文之事(水車壱輪拾ケ // 4. 3. 宮ケ瀬村貸主 -牧野村 〆/

年季、五拾両) 惣五郎外 1 市郎兵衛

宮ケ瀬村水車謹文惣五郎

36 永代譲渡申証文之事 // 5.11. 牧野村大河原組 -同村同組 // 

譲り主伝七郎 市郎兵衛

外 4名

37 永代譲渡申謹文之事 // 6.12. 牧野村大河原組 -同村同組 ノノ

(字長かわりめ上畑四畝歩金拾両壱 伝七郎外 3 市郎兵衛

分)

38 相渡申質地証文之事 安政 2.8. 牧野村大川原組 -同村同組 // 

質主四郎右衛門 市郎兵衛

39 相渡申質地証文之事 // 2. 8. 牧野村大川原組 -市郎兵衛 // 

質入主拓衛門

外 2名

40 相渡申質地請文之事 // 3.正. 牧野村大河原組 -青根村上野田組 // 

(字堂所、下々畑壱畝五両三分) 伝七郎外 2 八郎兵衛

41 小作誼文之事 // 3.正. 東ノ組 -大川原組 // 

(字、長割、半割、小作代壱両壱朱、 小兵衛外 1 市郎兵衛

字道合、小作代壱分三朱、字さこみ小

作 代壱 分五ヶ年季)

42 添書謹文之事 // 3. 6. 東野組 -あらい倉 // 

(金子出来次第謹文壱本宛なりとも返 三郎兵衛外 1 市郎兵衛

却)

43 永代譲渡申謹文之事 // 3. 7. 牧野村菅井組 -同村大川原組 〆ノ

(字姫松山壱ケ所、代金弐両壱分弐朱) 地主五兵衛外3 市郎兵衛

44 永代譲渡申謹文之事 // 3. 7. 牧野村菅井組 -同村大川原組 // 

(字姫松山壱ケ所、代金八両) 市郎右衛門外3名市郎兵衛

45 質流謹文之事 // 3. 7. 牧野村菅井組 -同村大川原組 // 

(字上さんかわた下平、道下、道上、 市郎右衛門外 3名市郎兵衛

の下々畑壱反三畝廿歩代金弐両三分)
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証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

46 借用申金子謹文之事 安政 3.12. 青根村東組 -牧野村大川原 状

(金三分通用金桑木六駄八置) 九郎右衛門外7 市郎兵衛

47 永代譲渡申山地代金謹文之事 /1 4. 4. 牧野村荒井組 -大河原組 〆ノ 1 
(夫食賄金二差詰りに付) 甚五右衛門外2 市郎兵衛

48 借用申詮文之事 /1 4.11. 東野組 -大川原組 // 

金壱両通用金字馬渡り高大麦八升蒔 源之丞外2 市郎兵衛

49 借用申金子割済護文之事 ノ1 4.12. 青根村上野田組 -牧野大川原 // 

金三両適用金、字上ノ田原中畑四畝歩 八左衛門外 1 市郎兵衛

ニケ年季

50 借用申給金前金謹文之事 /1 4.12. 青根村平丸組 -牧野村大川原組 // 

金六両通用金、引当、家屋敷一ヶ年季 富次郎外3 市郎兵衛

51 永代譲渡山地代金謹文之事 /1 5. 2 牧野大川原 -市郎兵衛 // 

字神川山壱ケ所代金八両弐分 四郎右衛門外3

52 永代譲渡申謹文之事 /1 6. 4. 牧野村菅井組 -同村大川原組 /1 

字姫松山壱ケ所字瀧の前山壱ケ所代 市郎右衛門外2 市郎兵衛

金四両三分

53 永代譲渡申謹文之事 /1 7. 3. 綱子組 -大川原組 J/ 

(字日影田) 六郎兵衛外2 市郎兵衛

54 相渡申質地謹文之事 /1 7. 3. 牧野村綱子 -同村大川原組 J/ 

字はち、 下々畑大麦弐斗蒔 金子壱両 六郎兵衛外2 市郎兵衛

十ヶ年季

55 書添申謹文之事 万延1.6. 牧野大川原村 -同村 // 

字西かいと壱反口畝廿歩下畑大麦九 五郎左衛門 市郎兵衛

升蒔字中ぞね字宮久保代金八両骨 子、

当年十一月迄に返済

56 小作謹文之事 11 1. 7. 青根村 -市郎兵衛 // 

字井向立、下々畑弐畝拾四歩、この件 角右衛門外 1

目壱斗六升蒔上木共

57 相渡之申質地謹文之事 11 1.12. 綱子村 -大河原村 /1 1 

字釜平、新日影、下畑、下々畑、代金 六郎兵衛外 2 市郎兵衛

四両弐分三朱、拾ヶ年季 つな ご六郎

兵衛証文

58 相渡申質地謹文之事 11 2. 2. 上青根組 -牧野大川原村 ，υ 

字名麦間どた、下々畑壱畝拾歩 金壱 角蔵外 2 市郎兵衛

両三分ー朱十ヶ年季

59 御年貢請負井ニ小作謹文之事 文久 1.8. 道志村久保組 -牧野村大川原組 // 

字名はしり口、見付畑拾弐歩高売升縄 月夜の 市郎兵衛

請長右衛門代金弐分弐朱十ヶ年季 源右衛門外 2

60 相渡申質地謹文之事 11 1. 9. 道志村月夜野組 -牧野村大川原組 /1 

字ゑんば見付畑拾弐歩高売升大麦七升 善之丞外2 市郎兵衛

蒔土木共代金壱両壱分十ヶ年季

61 相渡申質地謹文之事 1/ 2. 3. 青根村東野組 -牧野村大川原組 ノノ

(字長又、上田六畝廿四歩、金六両年 三郎左衛門外2 市郎兵衛

季返済次第〉
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証文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

62 永代譲渡申質済地謹文之事 文久12. 牧野村大河原組 -同村 状

字井戸道、下々畑、字竹のは口口段川 才右衛門外2 市郎兵衛

原桑原三拾ヶ年質地に入置くが此度譲

渡

63 借用申議文之事 11 3. 8. 青根村東野 -大川原 11 1 

金壱両壱分通用金字長亦下々回弐畝 喜右衛門外 2 市郎兵衛

拾五歩利金壱割五分

64 相渡申質地謹文之事 慶応 4.2. 牧野大川原組 -同村 〆/

字長割目、中畑、 六畝五歩(名寄帳伝 伝七外 2 彦左衛門

七)代金拾弐両弐分三朱十ヶ年季

65 相渡申質地謹文之事 明治 2.10. 牧野大川原組 -同村 11 

字片りこ山壱ケ所、代金七両十二朱年 伝七外2 彦左衛門

季返済次第

66 相渡申質地謹文之事 11 2.11. 牧野大川原組 -同村 11 

字でぐち山壱ケ所代金一両弐分年季返 伝七外 2 八十助

済次第

67 相渡申質地謹文之事 11 2.11. 牧野大川原組 -同村 11 

(字堂所、大麦五升蒔、金子六両) 伝七外2 八十輔

68 相渡申質地謹文之事 11 2.12. 牧野大川原組 -同村 11 

(字細入、下々畑三畝歩桑共代金拾両 伝七外2 彦左衛門

弐分十ヶ年季)

69 相渡申質地謹文之事 11 2.12. 牧野大河原 -彦左衛門 11 

(山壱所代金三両) 伝七外 1

70 相渡申質地謹文之事 11 3. 3. 牧野大河原 -彦左衛門

(上畑六畝弐拾三歩、代金拾九両三朱) 伝馬外2

71 永代譲渡申証書之事 11 12. 1.21 牧野村菅井 -大川原組 11 

(字上ノ原、持山、金、四百五十銭) 高崎倉之助外 l 井上八十助

72 地所売渡之証 11 15. 3. 5 売渡人青根村 -牧野村 〆/ 1 

永井孫左之助 井上八十助

73 売渡之証(畑壱歩) 〆〆 15.4.22 津久井郡牧野村 -牧野村 ノ/

畑売主 井上八十助

倉田与惣左衛門外

74 地所売渡之証 11 16. 5.13 売渡人牧野村 -井上八十助 11 

高崎百太郎外

75 地所売渡之証 11 17. 2. 7 地所売主青根村 -井上八十助 11 

山口吾右衛門外

76 売渡証(団地〉字菅之沢 11 17. 5.11 高崎仙右衛門 -井上八十助 11 

外 1

77 地所売渡証(山林 ・字石神) 11 17.11.15 中島忠三郎 -牧野村戸長 11 

外 1 神原市郎右衛門

78 売渡之証(字小瀧沢山林) 11 17.11.20 高崎源吉外 1 -井上基一 11 

79 売渡証(山林〉 11 18.12.12 牧野村 -井上八十助 11 

井上伝七外 1
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証文、年貢請取

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

80 地券確認願(山林) 明治18.12.12 井上八十助外 1 -津久井郡長 状 3 

吉野十郎

81 地所売渡之謹(字小瀧沢山林) 11 19. 1.12 牧野村 -井上八十助 11 

高崎源吉外 l

82 地所売渡之証 11 19. 3. 売渡人牧野村 -井上八十助 11 

佐々木友次郎外

83 桑売渡し謹 11 26.12.17 青根村 . 11 

関戸つや外 1

84 土地売渡証 11 34. 3.23 青野原村売主 -小俣 11 

松本道太郎

年貢請取

明暦冗年末御年貢内分け 明暦 1. 状

(久兵衛等六名の年貢金書上)

2 巳之畠方御成ケ之事(請取) 寛文 5.12.15 名主 -大河原 11 

金 3分永59文納、外永46文紬代ニ引 甚五兵衛 市郎兵衛

3 午御年貢請取事 11 6.12.11 名主 -大河原 11 

永830文 畑方 石此札一枚ニて皆済 甚五兵衛 市郎兵衛

也

4 申ノ御年貢請取事 11 8.12.13 名主 -大河原 〆〆

永716文 5分畑方此札 l枚ニ而皆 甚五兵衛 市郎兵衛

済也

5 酉之年畠方御成ケ請取事 11 9.12. 2 甚五兵衛 -大河原 // 

永848文 外紬(酒?)代引此札 1枚 市郎兵衛

ニ而皆済以上

6 成畑方御年貢請取事 /1 10.12. 五郎兵衛 -大河原 1/ 

永898文 5分 畑、外紬代引 此札 1 市郎兵衛

枚ニ而皆済

7 亥畠方御年貢請取事 /1 11.12. 2 五郎兵衛 -大河原 〆/

永891文 7分外紬代引此札 1枚ニ 市郎兵衛

而皆済也

8 子ノ畑方御年貢請取事 /1 12.12. 3 五郎兵衛 -大河原 ノノ

永826文 5分外紬代引此札 l枚ニ 市郎兵衛

市皆済也

9 寅畠方御年貢請取事 延宝 2.11.27 五郎兵衛 -大河原 // 

永838文外紬代引此札 1枚ニ而皆 市郎兵衛

済也

10 知畑方御年貢請取事 /1 3.12. 5 五郎兵衛 -大河原 // 

永992文 9分外紬代引此札 l枚ニ 市郎兵衛

而皆済也

11 辰畑方御年貢請取事 /1 4.11.26 五郎兵衛 -大河原 ノノ

永902文 6分 此札 1枚ニ而皆、済也 市郎兵衛
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