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岩崎克夫氏所蔵文書





資料名

1 I名寄帳(前欠)

茶畑元五郎兵衛分地彦兵衛

一、開中畑壱畝廿六歩外

2 I (名寄帳(前後欠)) I不詳

下之町元久次郎 二郎右衛門外

一、上田 1反 2畝24歩

(二郎右衛門の外49人)

3 I (畑名寄帳(前欠)) I不詳

元庄三分

一、下回 2畝19歩

一、開下畑 1畝(欠)

一、開下畑 1反 1畝29歩、外

4 I (名寄帳(断筒、下書か)) 不詳

元又右衛門

一、下回8畝18歩

一、本上畑 6畝 2歩

一、本中畑2畝12歩

一、新中畑4反4歩

一、新下畑 1反外6畝11歩、外

5 I (畑、名寄帳)

下之町元久次郎、次郎右衛門

一、上田 1反2畝24歩外

6 I瀬谷村小帳写し |寛文 5.9. 

不詳

回、三口合9町8反 6畝 8歩

本畑三口合10町(1反 3畝)7歩

新畑三口合15町7反 7畝11歩

新開合 1町2反歩

田畑惣合36町9反 6畝16歩

7 I相州瀬谷村芝野出入願書如帳 |享保 9.9--

(乍恐以書付御願申上候瀬谷村芝野 I 10. 8 

新発御願

外 6件の文書十日帳)

8 I芝野新発小割帳写 I 11 11. 6. 

与惣右衛門

一、 4畝18歩外

(※岩崎一平書写、江戸末期、明治

初期の筆写分〉

9 I新発土地大割帳 I 11 11. 6. 

返り新発大割惣高 12町2反 5畝

歩

家並 6町6反25歩

高割 6町6反22歩

差出人・請取人

瀬谷村

名主

長左衛門

上瀬谷村

名主長左衛門

名主長左衛門外

年寄3 組頭5

-前沢藤重郎手代 l 

小高唯右衛門外 1

冊

形態数量

冊 I1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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号

冊
「
番 資料名 年代 形態 |数量

10 1嘗村新回開発再願願書之写 |享保16.8 

相州鎌倉郡瀬谷司

乍恐書付を以奉願上候

高辻620右、此訳、田方 69町4反

5畝21歩

畑方 56町9反5畝27歩

新畑 168町7反26歩余

111瀬谷村新田氷雨損反別改帳

平地 1町1反 2畝歩

内大麦8反 3畝24歩皆損

小麦2反 8畝10歩外

12 1相模国鎌倉郡瀬谷村新田検地野帳

11 19. 8. 

11 

下 千 池 壱番

内割 4畝18歩

一、畑長21間 1尺8寸

横 4間4尺 8寸杢兵衛

此畝3畝12歩

13 I相州鎌倉郡瀬谷新田三組 |宝暦 6.5 

相模国鎌倉郡内瀬谷村

一、高174石 1斗 3升 7合

14 I新田荒地反別 1 11 8. 3. 

相州鎌倉郡瀬谷村新田、長左衛門組

高37石1升 6合

此反12町 9反 3畝 3歩外

15 1新田荒地反別 1 11 8. 3. 

相州鎌倉郡瀬谷村新田、長左衛門組

高37石1升 6合

此反別12町9反 3畝 3歩外

内2町9反 3畝 3歩外荒地

16 I五人組帳 1 // 8. 9. 

差上申一札之事(諸法臨聾守する旨)

外に(宗門改、年貢納入の令達。衣

服の禁令廻状)

17 I御鷹御定法書 1 // 10. 9. 

惣百姓連判帳

(享保6年 7月申渡の捉飼場村方の

心得外〉

18 1御廻章 |明和 5.2. 9 

(切庇等で重さが感じた貨幣を流通

させるにあたり、基準を示す。)

19 I相州鎌倉郡瀬谷村三給 1 // 5. 4. 

石盛無之ニ付本多采女知行所

石盛を以仕出候書付

一、高110石外高長田輿五郎知行

差出人・請取人

瀬谷村名主 ・日野小左衛門様 |冊 I 1 

七右衛門外 御役所

同村名主3

年寄4、百姓代4

名主長左衛門外・斉藤善六郎様

年寄3 百姓代 1 御役所

-伊奈半左衛門様

御役所

相州鎌倉郡瀬谷村

名主宅右衛門

伊奈半左衛門役所

御鷹師

深津左門外、同心3

久保田十左衛門役所 ・(戸塚宿村々) I // 

瀬谷村 ・会田伊右衛門手代 l

長田喜左衛門知行所 鎮目和助

名主宅右衛門外名主2 前沢藤重郎手代

四給惣代 1 小高唯右衛門

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 

2 
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

所外

20 御触書ニ付惣百姓御請印形帳 明和 6.1. 瀬谷村 冊

(村内に入りこんだ浪人体の者召捕 名主宅右衛門

にあたっての申渡、およびこの申渡

に対する請書)

21 新田阜損小前帳 // 7. 8. 瀬谷村新田 -久保田十左衛門様 ノノ

相州鎌倉郡瀬谷野新田杢右衛門 名主宅右衛門 御役所

一、中下畑 3畝12歩取廿壱分外 外年寄2 百姓代l

22 助郷出入済口謹文写帳 // 7. 8. // 

23-1 触書(日光社参ニ付) 安永 5. 相模国三浦郡 〆〆

(来四月日光就、安政四未十二月 鎌倉郡村々

老中田沼主殿外4名上)

(伊奈半左衛門へ通達)

(外に上の通達による融書など4通

を綴る。)

23-2 日光御社参御ケ係書請印帳 // 5. 1. 相模国鎌倉郡 -伊奈半左衛門様 // 

(差上申一札之事) 四拾四ケ村触改 御役所

(日光就御社参寄人馬出役村口触改 深谷村名主久五郎

申請ケ条書)

(外に 2通を綴る)

24 相模国鎌倉郡瀬谷村人別御改メ下書 // 9. 5. 相州瀬谷村 -長田喜左衛門様御内 // 

一、 家 主 年55才実子名主宅右 名主宅右衛門外 砂村政右衛門

衛門 年寄2・組頭6

(外家族 5人)

この外、 58軒を記す。

男人142人、女人135人右人277人

25 口上書 // 9.11. 政五郎 -名主宅右衛門 // 

(丑年(明和6年)より成年(安永 (代助郷惣代) 外名主2

7年)岩瀬村代助郷を改めた時、諸 御三分御組頭衆

費を立替ているので返済を求めてき

旨の口上書

26 正選宮参勤装束料勧縁帖 天明 8.9. 一之刃神主 〆ノ

正選宮の職役を勤めるにあたり、装 正四位上度会神主

束料等の助成を願いたき旨の趣意書 貞賀識

27 御法度惣百姓請書之事 寛政元 2. 年寄市郎右衛門外4 -名主長左衛門 〆ノ

差出し申候請書之事 組頭3・百姓51

髪結、衣服等に関する禁令を、召使、

下人に至るまで厳守させる旨の請書

28 高反別反取永書上帳 // 3. 6. 長田磐太郎知行所・江川太郎左衛門様 〆ノ

相州鎌倉郡瀬谷村新田、長左衛門組 持添新田 御役所

高37石1升8合 名主長左衛門外2

此反別12町9反 3畝 3歩
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号

冊
戸
番 資料名 年代 差出人・請取人

29 I芝居諸入用覚帳 |寛政 4.8. I名主岩崎宅右衛門

一、 金 1分ト700文 源左衛門ニ而 I I世話人平本左門外4

附だいこ代(買物代償〉

30 I首申畑米割附改帳 |文化 9.1.吉田|瀬谷村

一、上畑8畝 6歩源左衛門 I I名主八左衛門

此取米 l斗 7合 7勺

二、中畑 2反27歩

此取米 2斗 2升 6合 9勺

二日米 3斗 3升4合6勺外

31 I御傍目

一、農業に精を可出事

この外17条を記す

32 I相改五人組帳

文政 2.2. I瀬谷村 ・長田喜左衛門様

名主・年寄・百姓代 御役所

11 2. 2.吉日|名主八右衛門

諸法度を遵守する旨の5ケ条

33 I目録帳(村入用明細) I 11 4.12. 

一、米30俵買米

一、米 1俵 2斗もち米外

34 I御水帳 I 11 5. 

文政五壬午年平左衛門組久治郎

分

一、上田合3反27歩

一、中田合5反 8畝 2歩

一、下回合8畝15歩

田三口合9反 7畝14歩外

35 I御水帳 I 11 5. 

文政五壬午年甚五兵衛組元四郎

左衛門

一、下回 1反6畝 1歩亦兵衛

36 I五人組御改帳 I 11 8. 6. 

法度を遵守する旨 5ケ条

37 I質地帳 I 11 9.12. 

文政九成年八月

一、上畑6畝口 1歩市右衛門

一、上畑 2畝歩

高5斗 8升 1合、代金4両

当成年より未年迄十ヶ年外

38 I五人組御改帳 I 11 9. 

法度を遵守する旨 5ケ条

39 I組合取締規定書 I 11 10.11. 

文政十亥年十一月、上瀬谷村

差上申一札之事(無宿人の召捕、取

締についての請書)

(この外 2通、計3通の綴)

瀬谷村

年番平右衛門

名主宅右衛門外 ・御地頭所

年寄3・百姓惣代4 御用人衆

名主宅右衛門外・御地頭所

年寄4・百姓惣代4 御用人衆

形態|数量

冊 I1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 1 
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

40 (先納金冗利害上)の綴 文政10.12.- 冊

文政十年亥年十二月、差上候先納金 天保14.12.

拾両

一、金拾両

此利足金弐両、但拾五両二壱分ノ利

足

(以後天保14年まで)

41 農間商い渡世之議ニ付被御渡御請証 文政10. 11 

文

差上申一札之事文(雛形)

(奉行所に命じられて農間商業への

調査について〉

(この外 2通の綴)

42 上瀬谷村提 11 10. -関東向御取締御出役 11 

御札ニ付奉申上候書付(農間質尾渡 山田茂左衛門様御手附

世について) 吉田左五郎外3

(この外2通、いずれも雛形の綴〉

43 村々之内若もの仲間唱候儀ニ付被御 11 11. 6. 戸塚宿外 -関東御取締御出役 11 

渡御請証文 38ケ村 山田茂左衛門機御手附

(若もの仲間を取締り、奉行所の御 武藤信左衛門外 2

沙汰を守らせる旨の請書)

44 御請書之事 11 13.11. 名主宅右衛門外 11 1 

文政十三年寅年十一月瀬谷村 組頭4・百姓79連印

亥年御触の四拾ケ僚を守る旨の請書

45 御年貢前納月割金請取帳 天保 4.2. 長田亀吉内 11 

覚 二月四日 安達郡兵衛

一、金壱分壱朱 難波善兵衛

銀三百弐拾四文受取外

46 御触書写 (11  5. 5) ノノ

47 村高書上相 (11  5.) 長田岩五郎知行所 11 

一、高百石 名主甚五右衛門外

内、田高54石 1斗8合 組頭 1・百姓代 1

此取米35石 8斗 8升 6合

畑高45石 8斗 8升 9合

此取米9石4斗 6升 5合外

48 高改書上帳 11 5. 5. -山本大膳様御手代 ノノ

相模国鎌倉郡瀬谷村 川野啓助

御朱印、宝蔵寺、後藤佐渡守知行所 堀口与四郎

名主与惣右衛門支配下

高628石 3斗

内、高8石 2斗

内、高500石外
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

49 売米麦雑石高書付 天保 5.5. 鎌倉郡瀬谷村 -山本大膳様御手代 冊

一、雑穀20俵但シ 5斗入 四給惣代 川野啓助

以下略 名主六郎左衛門堀口与四郎

50 被御渡御請詮文写 11 7. 8. 長田岩五郎知行所 ・関東御取締 ノノ

差上申御請謹文之事 相州鎌倉郡瀬谷村御出役

米価引上を見込んで、、米穀囲持の倹 名主宅右衛門

があることが御聴に及び仰渡された 外4名

8ケ条を御請する旨)

51 長田岩五郎様 /1 8. 3. 11 

毎月賄金通(天保八酉年三月~巳三

日(引化二年)

酉ノ三月朔日

一、金弐両弐朱外

52 古文字引古 文 字 /1 9.12.20 11 

一之部、上、下、旦、 外

53 御取締筋、被仰渡候御請証文写 /1 11.10. 相模国鎌倉郡 -関東御取締 ノノ

差上申御請書之事 戸塚宿組合 御出役

(御取締筋之儀は、文政十年御改革 戸塚宿外 関保左衛門様

の仰渡候、其後は申渡の通り守り申 =拾八ケ村 御手代

べきこと外4カ条) 中村仁左衛門

外11名

54 御手長講催仕奉 /1 12. 8. 上セヤ 11 

一、金 3両 3分也講金高外 宅右衛門外19名

55 御触書写 11 13. 8.22 寺西直次郎外7名 ・三浦郡外8郡 11 

御鷹餌鳥請負人手先殺生人への宿貸 御領私領

について、その外4ケ条 名主・組頭・百姓代

56 御触書之事 11 14. 5 相州鎌倉郡 11 

(町屋の家作の著修を禁じ、当 6月 瀬谷村

を限りに質素の家作に改めるべき旨

外〉

57 農間商渡世向名前書上帳 /1 14. 5. (百姓42名連印 -関東御取締御出役 11 

-差上申御請書之事(雛形)諸商い 名主・組頭あて) 中山誠一郎外10名
取締る旨の奉行所御沙汰の請書

-差上申御請書之事湯金などの渡

世、 60日を限りに取締るとの御沙汰

の請書

58 相模国鎌倉郡之内村高帳 /1 14. 9. 瀬谷村 -御地頭所 11 

相州鎌倉郡之内 名主宅右衛門 御役人衆

高百石瀬 谷村 外4名

内、 小物成高無御座候

酉年(天保8)，....，丑年(天保12)の

記録
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

59 難題申掛出入 天保14.11.30 ①訴訟人 -御奉行所 冊

①乍恐以書付奉願上候 12.20 吉右衛門

白山宮祭礼における村方との争いに ②瀬谷村名主 -御奉行所

ついての訴状 儀右衛門外4

②乍恐以書付奉申上候

上の訴状に対する村方の言分を述べ

る。

60 (表紙欠〉 11 15. 2. 7 訴訟人 -御番所 11 

天保14年、白山宮祭礼における争い 吉左衛門外2

は双方掛合の上、内済とすること。 瀬谷村名主

その外、争いの和解について 与惣右衛門外5

61 御用金井先納金利足調帳 11 15. 1.30 瀬谷村 -長田岩五郎内 11 

一、金21両 1分 2朱 名主宅右衛門 難波収輔

残 1貫290文

申二月相納候御用金10両之利足

申二月より卯十二月迄20年分外

62 御用金井先納金元利調帳 11 15. 2. 6 名主宅右衛門 -長田岩之郎内 11 

文政七申年二月差上候御用金 難波収輔

一、元金10両也、但25両ニ 1分之定

文政八酉年此利金 1両と677文

(以下略)

63 取極議定一札帳 11 15. 2. 名主宅右衛門外 11 

去卯十一月(天保14年)の訴訟に関 組頭4・百姓42

して村方一向、 相談の上の取極四カ

条

64 (表書なし)御用金井先納金元利書 11 15. 2. 瀬谷村 -御地頭所 ノノ

出 名主宅右衛門 御役人衆

文政七申年三月差上候御用金 組頭助次郎

一、元金10両也、但シ25両ニ 1分之

定

文政七申ノ 2月より11月此利金 1両

と677文

(以下略)

65 知行所村高書付 11 15.12. 大御番 -御貸附方 11 

一、高700石 九鬼式部少輔組 御役所

内高182石5斗、相模国高座郡葛原 長田岩五郎

村

外に相模 2ケ村、下野5ケ村の村高

を記す。

66 御貸附金借用謹文 ノノ 15.12. 大御番 -御貸附方 11 

御貸附金借用謹文之事 九鬼式部少輔組 御役所

当辰十二月よ り来寅十二月迄拾ケ年 長田岩五郎

賦、低利足年壱割年々十二月十日限

り元利返済
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

一、金弐百両也(以下略)

67 嘗巴年より来lレ亥年迄 弘化 2.10. 長田岩五郎内 -相州葛原村 冊 2 

七ヶ年之間御倹約取締方之儀ニ付申 難波収輔 名主・組頭・百姓代

渡

-七ヶ年間御倹約の仰付

-村役人の心得二ケ条

-寺院への支出半減

68 申渡書ニ付写 11 3. 1. 長田岩五郎内 -相州葛原村 11 

一、当午年御収納見積荒増被調 難波収輔 名主・組頭・惣百姓

一、田畑米合179俵 1斗 3升 9合 4

勺3才、前々納通

(以下略)

69 諸宗門百姓人別改帳 11 3. 2. 名主宅右衛門 -長田岩五郎内 11 

(善昌寺、妙光寺、西福寺、宝蔵寺、 外組頭4 難波収蔵

長天寺、徳善寺の6カ寺。惣百姓243

人を記す。)

70 内規定書 11 3. 3. 4 .平右衛門外41名 -名主宅右衛門 11 

差上申規定之事 組頭

(先納金御用捨を願い、小前一統連

印し、規定一札差出す旨〉

71 村高地頭姓名井隣村里数書上 嘉永1.9. 周防守知行所 -戸塚宿組合 11 

一、高300石後藤周防守知行所 名主 平助 惣代中

瀬谷村 岩五郎知行所

一、高110石本多筑前守知行所 名主五右衛門

瀬谷村 外名主2名

一、高110石長田鎌之助知行所

瀬谷村

一、高100石長田岩五郎知行所

瀬谷村

隣村里数、深見村、上和田外6村へ

の里数

72 田畑高反別覚 11 2. 9. 岩五郎知行所 11 

覧政5年 9月改嘉永2年 9月写 瀬谷村名主

上回 1町1反 3畝25歩 甚五右衛門

中田 2町1反 8畝11歩

下回 6町4反29歩

此高 62石 4斗 6升 9合

畑合 10町1反 3畝 1歩

此高 52石 9斗 8升 3合

畑高〆 115石 4斗 5升 2合

外に開畑、林閥、内山開あり

73 覚(請取証) 11 3.12.10 御貸付掛 -長田岩五郎知行所 状

当成年分元金10両、利金10両 合金 国又桂助外 3名 瀬谷村

30両
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番号 資料名 年代

右之通請取候以上

叫 |為取替規定一札 |嘉永 4.8 

(若宮八幡の祭礼を当年は11月15日

とし、来年より 9月と定める。神前

より外で、賑やかなことはしないこと

を取りきめる。)

75 I五人組御改メ帳 I 1/ 5. 3. 

一、御法度を守り、御制禁にそむか

ないこと

一、博突 ・勝負事はしない事

一、他所よりの牢人を抱えおかない

こと

一、鉄砲を持って来る者があれば早

速申上げる

一、百姓が潰れないようにし、もし

跡が絶えたら委細申上げて指図

に従う

76 I大{弗御殿開運妙見宮万人講 I 11 5. 9. 

(表紙のみで中には記載なし〉

77 I反取帳 I 1/ 6. 3. 

瀬谷村長左衛門組

①享保20年御高入(酉年~当丑年迄

5ヶ年定免)高35石9斗5升4合

反別12町4反一此内訳あり

②寛保元年御高入(酉年~当丑年迄

5ヶ年定免)高 1石6升8合

下々畑 5反 3畝 3歩永合5貫66文

3分 2厘

市 |反取帳 I ( 1/ 6年)

瀬谷村長左衛門組

高37石l升 6合(比例別12町9反 3

畝 3歩)

内訳、中下畑 2町1反 4畝24歩

(石盛4)

下畑 6町8反 5畝24歩(石盛3) 

下々畑 3町 7反 4畝 6歩

砂畑 1石8畝 9歩

株場12町 8反22歩

79 I御水帳之写

五〆目 甚五兵衛組

1/ 7. 

下回 1反 6畝28歩、上畑、中畑、

新中畑、新下畑、新下畑以上亦兵衛

(元四郎左衛門)、以下に才三郎、角

兵衛、平三郎、甚五兵衛は元四郎左

差出人・請取人

中屋舗、中村、上瀬谷・組頭儀右衛門

五貫目の氏子81人

立入人善昌寺、

妙光寺外10人

瀬谷村 ・御地頭所様

名主甚五右衛門御用人衆中

組頭4人

百姓代3人

妙法院御家来

内田文吾

名主甚五右衛門 ・斎藤嘉兵衛様

年寄平次郎 御役所

百姓代安右衛門

瀬谷村持添新田

名主甚五右衛門

年寄平治郎

百姓代安右衛門

五貫目甚五兵衛組

冊
ー「

形態 |数量

冊

// I 1 

1/ 

ノノ

// 

/1 
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

衛門分地

元五郎兵衛分地を平兵衛、市郎右衛

門、佐五左衛門、市郎兵衛が耕作す

るなどの所有移転を記載

80 株場割取議定書連印帳 安政 2.6. 名主甚五右衛門 冊

株場に作付は決してしないこと 外組頭・小前合計57名

2 薪木を植付ても下草は入会であ

るから刈取ること

3 木蔭引の 6間の外、 10間の内は

松杉冬木を植えてはいけない

4 株場を入質してはいけない

81 当辰田方荒地書上帳 11 3. 6. 名主甚五右衛門・長田岩五郎様 1/ 

一、中田 1反16歩(此納米5斗 5 御役人衆

合 4タ8才〉仕付荒、字長谷戸

一、下回 1町1反 1畝16歩 (此納

米 4石2斗 6合 3夕)仕付荒、字明

光寺山下

中下畑〆 2町5反 7畝17歩(米25俵

2斗 9升 4合 6夕 6才〉原因は水が

無いこと

82 当辰田方干損荒地書上帳 11 3.11. 組頭平次郎 -御地頭所様 11 

瀬谷村 御役人中

一、中田 1反16歩(此納米5斗 5

合 4夕 8才)

一、中田 8畝(此納米ハ3斗 8斗

4合)

一、下回 1町l反 1畝16歩 (4石

2斗 6合 3夕)

一、中田 3反 3畝 2歩

中下回合納米延25俵2斗 4升 4合 6

タ6才

83 月割先納金割付 11 5. 1. 11 

正月分金8両 2分 2朱一内葛原村5

両 3分、瀬谷村 2両 3分 2朱

2月分金9両 3分、 3月分12両、4

月分13両 2分 2朱

以下12月まで〆金151両 2分 1朱

(葛原100両 2分 3朱、瀬谷50両 3分

2朱〉

84 御公借金御預り割付拍帳 11 6. 5. 名主甚五右衛門 11 

(地頭所から借りていた95両は30両 組頭平治郎

に付 l歩の利をつけて返金する。御 百姓代安右衛門

女郎様の縁談の時に20両は上納した

ので、残り75両は 7人が10両づ、つ、
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

1人が5両急度お返しします。)

85 女子手習状 (をんなてならいじゃう) 文久 1.3.22 岩崎甚五右衛門子 冊

(女手習教訓書ー今、このめでたき 一平

御代に生れて、ものをかねば常ニ不

自由なるのみにあらず、人と交りて

見おとされ笑はるる事あれば口惜し

きものぞかし…)

86 取究議定連印帳 // 1. 7. 名主甚五右衛門 // 

一、田畑作物や竹木の盗みは、過料 政五郎

5貫文、内 2貫500は訴え出た者に 百姓利助外78名

与え、残りは村の入用にする 計81名

一、夜中に作物を運び出さない

一、ばくち、かけ事の取締り

87 取極メ議定連印一札之事 // 1.11.1 名主甚五右衛門 // 

一、近来田畑作物や山林竹木荒しが

あるので、四給一同相談の上取きめ

た一札

①作物、新木は日暮以後は持運ばな

し、こと

②山林の生木は伐採しないこと ι

枯枝も刃物で伐採しないこと。過怠

料銭5貫文とする

88 実語教大全 (筆写本) // 1.11. 1 岩崎一平 // 

山高故不貴、以有樹為貴 15才書

「筆もかさきたりぬいだり初しぐれ」

の句あり

89 東海道附替御達ニ付周囲村深谷村よ // 3. 5. 用田村孫右衛門

り廻状井御触書之写 深谷村彦左衛門

①御触書ー海岸防禦のため東海道の

附替えがあるので、普請等は見合せ

るように

②回状一これを機会ニ中原位置廻り

になるように差出したが、各々様の

御賢慮をうかがうため相談したい

90 諸向写- i差上申御請証文之事」 // 3. 4--10 戸塚宿会所 // 

「助御無談打切之事」外

(一橋様、中納言様、上洛に付助郷

村へ御手当金の下し置きに付、金28

両也、定加助御惣高20989名ニ割)

91 地頭性(姓)氏村高書上帳(ー) // 3. 8. 長田兵庫知行所 -御掛り // 

(村高 892石8斗 1升7合、御朱印 瀬谷村四拾惣代 御役人

地宝蔵寺、妙光寺、善昌寺、 名主甚五右衛門

引而高 881石6斗 9升 1合一内訳 年寄、百姓代

竹垣ニ右衛門外4名の知行所あり)
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92 I家数人別牛馬員数書上帳(ニ)瀬谷 |文久 3.8 

村

(家数266軒(内訳略)、寺院7ケ寺

人別男女1，506人(男女別15才以

上、 6才以下の別あり)牛O疋、馬

35疋)

93 I田畑質地直(値)段書上帳瀬谷村 I11 3. 8. 

上田 1反歩ニ付金15両

中田 1反歩ニ付金13両

下回 1反歩ニ付金12両

下々田無し

上畑 5両、中畑4雨、下畑3両、

下々畑なし

94 I須磨浦古 跡 記 全 (刊行物) I /1 4. 2再版

行平月見松、行平きねうち松、磯馴、 I(延享3正月開版)

松風村雨鏡の井村雨堂、長田社、諏

訪社・・・須磨寺~熊谷平山

95 I為取替議定之事 |明治 3.4. 2 I甚五右衛門外8名

号

冊
戸
番 資料名 年 代

(金32両 2分也一この金は先納分の

御下げ金並びに無尽の落札で元地頭

所の頼母子の掛金としたものだが此

度示談の上双方へ割渡し、 9名の者

が満会迄掛続ける。)

96 I薬師加来井十二神諸色連名帳 (奉加 I/1 11. 7. 

金書上〉

〆金4円86銭 5厘一広瀬利助外53名

薬師惣渡し金7円

差引 2円13銭 5厘不足

97 I共有地人名簿瀬谷村 I 11 13. 2. 

字竹村墓地2畝10歩持主善昌寺

岩崎一平外10名善昌寺の書上が付

いている

98 I諸廻状写簿

差出人・請取人

長田兵庫知行所 ・御掛り

瀬谷村四拾惣代 御役人

名主甚五右衛門

年寄、百姓代

11 - 〆/

瀬谷村 ・神奈川県会

戸長小嶋来助 野靖

11 14. 2. 3 I岩崎一平

(2月 2日--7月 5日戸長役場等

から村議員あての廻状、戸長退職に

つき後任をきめる会議への出席依頼

外5件〉

99 I回達瀬谷村 I 11 14. 7. 9 I瀬谷村

一、流行病予防の件 I 10 I戸長役場

一、道路上樹木の枝伐採の件

一、郵便にて書状送付の件外

-竹村御中

100 I達示 I 11 19. 8. 4 I瀬谷村組合

(他人ノ桑ヲ盗取事ヲ堅ク禁止) I I戸長役場

-岩崎常右衛門

外33名

形態|数量

冊 I1 

1/ 

ノノ

11 

11 

11 

11 

/1 I 1 
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番号 資料名 年代

101 I瀬谷学校開校式寄附収支明細 |明治23.11.1 

収入地租額別 94人合計65円15銭

支出村人弁当 100人分15円

外、花火人弁当など

102 I丁部田方特別修正地価一筆限表瀬 |明治期

谷村

字名、地番、等級、反別、旧地価、

地租、修地価、地租所有者名

合計 273筆高橋兵右衛門外41名

103 I (検地帳、前後欠)

中田 5間X6間 1畝 仁 ゴ

同所中田 8問x3間 24歩同人

外

104 I (検地帳、前後欠)

下回 27間5尺X3間 2畝2口歩

拾郎左衛門外

105 I (検地帳、前後欠)

下回 24間X6間2尺 5畝 6歩

同分間人外

106 I長田喜八衛門知行所御年貢取箇之事

(石盛と単位年貢高書上)

一、上田反に米5斗 1升

盛11外ニ延口外

107 I荒地書上(前欠〉

谷戸

一、下回 3畝2歩あれ杢右衛門

下回 1畝 歩 あ れ 同 人 外

108 I村高米永書上長相州鎌倉郡瀬谷村

一、高 892石8斗 1升 7合

御朱印内高8石3斗宝蔵寺組外

109 I (畑反別書上、前後欠)

一、中、下畑 4町12歩稗2分

藤右衛門

酉 4.

外60名の百姓分

110 I (荒地反別番上前後欠)

(べったら塚 1町5反8畝27歩

内、大麦 1町3反4畝12歩小麦

2反 4畝15歩皆損)

111 I (元名主勤役中における所業の個条

申立て下書)

(年貢取立方の疑惑の件について

知行所より御下ケ渡があったが未精

算の件外)

差出人・請取人

瀬谷村役場 ・岩崎一平

後藤金弥知行所 ・大木猪平太

名主政五郎 中川亮平外

外3名

瀬谷村

元長田兵庫

上知百姓

惣代百姓

甚五右衛門

冊
「
旦
星

一l
L

数

一]

開

一横

11 I 1 

冊

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 



号

冊
「
番 資料名 年代

112 I (株場狼久保長谷戸前後外切シ郷)

(反別合79町2畝12歩

内反別 9町3反 8畝23歩狼久保

但シ 12 4歩之割〉

113 I中原往還人馬継立巨細書上

(乍恐以書付奉申上候)

相州中原往還継立村々ノ儀ハ寛文11

年中武州相州両国4ケ村継場宿ニ被

仰付

114 I乍恐以書付奉願上候

(相州中原往還の瀬谷村外一村、往

還付役人取りきめについての願)

115 I御請一札之事

(御改革40ケ条の趣有難くキ目心得、

違失無く忘却不仕相守り申すべく)

116 I党錨書上帳瀬谷村 | 辰 2

一党錨 1口 瀬谷山徳善寺

一半鐘 1口勢至堂外

117 I松平周防守様御達御書付写 | 辰 5

葛原村、瀬谷村、高田村

(疫病流行にあたり事保18年の御薬

法書付の写を村々へ〉

118 I御書付写8通(太田備後守様、間部 |安政 6.5 

下総守様御渡候)

一、世上通用之為弐朱銀吹立の件

一、小判壱分判吹立の件

一、外国交易に係る金銀通用の件

外)

119 I善昌寺御家根替諸入用覚

一、金 2分 1朱茅25駄代

4.16 

一、 548文 竹二八代

一、 500文麦わら200代外

120 I御演古書写

(土井大炊頭様御演古書

旗本御家人が蔵宿から借りた借入金

の返済の件

御入用高を来辰年より去寅年の半減

とする件外)

121 I関東講御定宿判取帳(印刷物) I明治

①東京~名古屋--(伊勢神宮)--京

都~大阪

②伊勢~奈良~高野山~大阪

宿泊所と名所案内

卯12.

差出人・請取人

相州大住郡

用田村役人惣代

外2ケ村

形態|数量

冊 I1 

後藤金弥知行所 ・島崎勇三郎 I // I 1 

相州鎌倉郡

瀬谷村名主

政五郎外5名

次郎左衛門 ・名主 (宅右衛門) I // I 1 

外28名

後藤金弥知行所 I // I 1 

名主政五郎外 5名

相州 I // I 1 

葛原村

瀬谷村

高田村

甚五右衛門 -五郎兵衛外 3名

// I 1 

// I 1 

// I 1 

// I 2 

- 114ー
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冊

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

122 柴世講休泊印取(大阪~東京間の宿 発酉(明治6年) 京都三条大橋東 冊 2 

屋案内)(印刷物) 備蒔

朝日講定宿附 武州品川安田屋弥助

(東海道、伊勢道、吉野高野道、中 外3人

仙道、甲州道、 善光寺道、日光道、

宿屋案内〉

123 花の台 (句集〉 穐月亭山石 /〆

(すずめらも祝ひたや今日のはる)

(若草の色増りをり海はげし)

124 中国筋所と名前附 秋月亭 -ゆ多賀先生 11 

美作国~周防国の旅行で宿屋・御休

処の記録

125 書簡集(手習本〉 石見守中原一源左衛門尉 11 

(正月 6日 石見守中原から源左衛 弾正忠三善一大監物

門尉への返信)

( 2月23日 弾正忠一善から大監物

への私信〉

126 手本謹身往来 11 

(抑教之有増者人々可有心得事、先

以四海波静治目出度) 嘉永 3. 正賢斎寿栄 11 

127 (亀鏡文、慈覚大師暗(蹟)公述

(参同葬石頭和尚造)

(宝鏡ニ昧・永平高祖日課看経)

曹洞宗関係の回向文や歎備の筆写本

128 御家商責往来 晋松堂先生書 11 

(凡商売持扱文字員数取遣之日記謹 京都富世堂刊

文、注文請取質入ほか)

129 (筆写本) 11 

(謹弓伽陀文「弥陀早業之因在之」

-敬請口論( )法王引接素懐在之

130 拾玉続智恵海全(筆写本) 相州鎌倉郡 /ノ

|慨ノ 一一l 上飯田村義求

産ノ吉凶ヲ知ル法

病人乃生死ヲ知/レ算法

131 夏季農道具読口 (句集) 催主 11 5 

(他句集) 上瀬谷真泉

132 国定小学地理附図 日本之部鎌美 普通教育研究会編纂 表紙

堂発行 (表紙のみ)

133 (絵本) 不詳 冊 2 

(江戸期)

- 115ー



冊追加

冊追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

倭漢合運指掌図元 元文 冊

元文改正新増

日本国帝王略紀、第 1神武~今上

皇帝(桜町)

日本国将軍略記、頼朝~吉宗公

2 倭漢合運指掌図利 元文 // 

元文改正新増

大日本帝王年代目録中巻

垂仁帝54年~桓武帝延暦24年

下段に後漢光武帝~唐(順宗)

3 御地頭所向先納金 安政 3. 名主甚五右衛門・金主政五郎 // 

(借用金通帳、元金 2両、元金

2貫400文辰二月より大月迄利銀

36文〆元利金合3両也外)

3 消息往来 // 7. 3. 写岩崎氏 // 

(習字手本)

4 乍恐奉申上候 高延1.3. 6 横漬住居 // 

(横浜商人越前屋藤右衛門の上申 越前屋

書 開国の後、外国人により日本 藤右衛門

の利が奪われることへの危機感を

述べる。)

5 古文孝経春台先生訓匙 // 1.11. 嵩山房 // 

開宗明誼章第一~喪親章第二十二 小林新兵衛梓

6 西署浄方員心大姉 一周忌香典帳 文久 3.6. // 

この外12名の香典を記す。

付、買物の覚

7 瀬谷村元名主平治郎不審之儀吟味願 明治 3. 惣代百姓 // 

不審の儀、 4箇条を記す。 甚五右衛門

一、去る辰年の年貢取立が不同で

あり疑惑をもたれた。

この外3カ条

8 金銀入出晴雨寓日記帳 // 9. 1. 1-- 横

1月 1日-10月15日 この間の金

銭出入と天候を記録。

9 小皐読本 巻之二 // 9. 5. 神奈川県御用 冊

文部省刊行 小学書捧

虚言、怠惰の戒めなど主として道 金港堂版

徳に関する内容。

10 小皐読本巻之四 // 9. 5. 神奈川県御用製本所 // 

文部省刊行 金港堂

地球、月蝕、太陽、 空気、気圧、

水圧など天文、物理の基礎知識。
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冊追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

11 小撃生徒心得 明治11.6. 5 出版人 冊 1 

第一保皐文の目的 辻岡文助

以下、第二十二憐まで

12 御本山寺請諸入費外仕送り金之覚帳 /1 12. 7. 9 横

一、金37銭下除伊勢屋

一、金30銭八幡門前丸屋四人仲

食

一、金10円 也本山他金以下略

13 神奈川県 11 12.10.23 神奈川県学務課編纂 冊 1 
小皐生徒心得 出版人石川治兵衛

第一保皐文の目的

以下、第十七僚まで

14-1 古今紀要 = /1 14 晩翠楼識版 11 

校刻

後小松天皇明徳三年12月~後桃

圏天皇、明和八年

14-2 古今紀要四 /1 14. 6.11 分板出版人 /1 

校刻 川島楳坪

光格天皇天明三年七月~明治十ニ

年十二月

15 共恵種善社規則同広吉 /1 15. 6. 武蔵国南多摩郡下 ノ〆

規則 9カ条 小山田村大泉寺中

内規11則を記す 共恵種善社

16 記(荷駄送りの記録〉 /1 15.12. 山之内村 -上瀬(谷)村 横

荷の届先、岩瀬村、大船村今泉村 石屋高二郎 岩崎市平

荷の内容は不明

8月 1日--12月 3日まで21回

17 公子行 /1 17. 1. 1 岩崎なか 冊

明治十七年元旦試基

岩崎ナカ女

18 廿四孝 /1 23.10.20 編輯印刷兼発行人 /1 

廿四孝の故事を平易に記す 牧金之助

絵入

19 金銀出入日記簿 /1 21. 1. 瀬谷村 横

1月 1日出金3銭寺一年玉外 岩崎一平

20 盟国曾趣意書 /1 30. 7.15 豊田会会長 冊

演説会長 侯爵黒田長成 黒田長成

外に趣意書・規約など 外評議員139名
21 株式会社神奈川鯨農工銀行定款 /1 30.12. 神奈川県農工銀行 /1 

第一章総則、第二章資本金及株式

以下第八章雑則まで78条

22 農事試験成蹟第十四報 /1 37.10. 5 神奈川県 11 

冬作試験、水田耕作試験など 農事試験場
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冊追加

番号 | 資料名

23 I神奈川県系農曾報 第六十七号

稚謹共同飼育組合の目的など

年 代 | 差出人・請取人

明治43.11.11 I編輯兼発行者

神奈川県系農曾

形態数量

冊 1

24 I小作帳 I ( // ) 
一、畑三斗蒔小作人岩崎常右

衛門

此小作金40銭外

25 I讃史ー班第一巻 I // 10. 1. 

三皇王帝~後漢末までの中国略史

26 I小事孝鏡巻之二 I /1 14. 8. 

第一章線論、第二章尊敬、第三章

従順

孝道を説く修身教科書

27 I初等小皐修身初歩巻之三 I /1 14. 8. 

修徳、言語、接物の三章

28 I小撃博物小解一、動物之部 I 1/ 14.11. 

有脊動物、第一綱、晴乳類~第四

綱魚類

無脊動物、第一綱、多節類~第三

綱射形類

29 I小皐讃本首巻 I /1 15.11. 

首巻甲競伊呂波図、片仮名、

その他

乙競小皐生徒心得讃本

30 I小事博物小解二、植物之部 I /1 16. 3. 

総論

有花植物

無花植物

31 I小皐博物小解字解 I /1 16. 3. 

博物小解の中の難解語句の語義を

解説したもの

32 I和漢修身訓巻三 I 11 18. 1.26 

第一章三綱(君臣、父子、夫婦)

~第八章勤倹

33 I排操教範全 I /1 30. 8.25 

陸軍軍人訓練のための体操教本

34 I最新錨物界教科書(中学校教科書) I /1 38. 4. 6 

第一章鏑物界~第二十五章鍍物と

人類との関係

35 I尋常小皐校新定董帖 I // 43. 4.25 

第三皐年児童用

図画教科書

横 I1 

文部省 冊

出版

文事社

// I 1 

出版人

東京府平民

山中市兵衛

編輯兼発行人

東京府士族

亀川明和

1/ I 1 

編輯兼出版

文事社

// I 1 

編輯兼発行人

東京府士族

亀川明和

ノ/

編輯兼発行人

新潟県士族

渡遺登

編輯出版人

東京府士族

光風社長

亀谷行

陸軍省御用図書出版所

発行者兼印刷人

相津富蔵

三省堂書庖

ノノ

1/ 

ノ/

ノノ

文部省 11 
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冊追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

風景、静物、動物の写生など

36 尋 常 小 事 書キ方手本 明治43.5. 文部省 冊 2 

第三撃年用上・甲種

第三皐年用下・甲種

37 尋常小撃讃本巻六 ( // 43. 5.) 文部省 // 

第一、日本~第二十五、かぞへ歌

38 尋常小事讃本巻六 大正 4.3.10 文部省 // 

第一、日本~第二十五、かぞへ歌

39 尋常小畢修身書 // 5. 3.25 文部省 // 

複式編制畢校、第三・四事年児童

用甲

第一、かうかう~第二十四、よい

日本人

40 (算術の教科書、あるいは問題集) // 

加減乗除の基本問題と応用問題

(※偶数ページ右上に「尋三」と

記す。)

41 尋常小撃讃本巻五 文部省 // 

第一、あまのいはと~第二十五、

ひよどりごえのさかおとし

(※79ページ以降欠損)

42 ノート(作文ノ ー トか) (表紙に岩崎重口の記名) // 1 

鹿瀬武夫、外13編の作文

大半は小学読本所載の文によった

もの

43 米産地統計概要 // 12: 8. 神奈川県系 // 1 

調査員への注意事項、調査の方法 統計調査課

など

(※生産統計調査の手号1)

44 昭和十九年年次勤労統計調査概要 昭和19. 内閣統計局 // 

調査の主旨、調査票の記入心得な

ど

(※調査の手ヲ1)

45 株切々賀場覚帳 // 

一、 2畝歩下分喜平治

一、同断中分=左衛門

一 、 同 断長兵衛外

46 婚趨往来 // 

結納、婚礼の形式、心得を記す

47 常夏草子巻之ー // 

東都、曲亭馬琴編演

第一歎息乃まき

島田荘二時主が黄金穫たること
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冊追加

写司 資料名

481 (金銭出納帳前欠)

廿五日、天気音

出金弐銭唐紙代外

49 I教王護国寺由緒略記

東寺の由来記

(外に弘法大師画像10枚)

50 I桃家春帳(俳句集)

白魚のとらぬは水にもどるべし

孤月外

51 I三河後風土記第一(写本)

目録

新田、足利両家の起り之事

有親、親氏上州出国井三河へ移給

分事

親氏領井松平家相続

52 I歳出経常費

科目(役場費、会議費、教育費、

衛生費〉

前年度予算額768円692厘

本年度予算額1039円750厘

53 I寛政用文章(寛政用文集)

匡成案文

初春之部

年始之状外

54 I庭訓往来講釈

年代

覧政 4.

嘉永 6.

(庭訓往来の難解語句に注釈を加

えたもの)

55 I新編消息往来 |明治12.8.29 

書簡文例、用語の模範を示す。

56 I通俗公私用文(文例集) I 1/ 17.10.20 

年甫を賀する文、同返事外

通計五十章

57 I文集

(実語教、童子教、商売往来、大日

本図童、偏冠外)

58 I (手習本前欠)

鉄勉、鎗、長万以下略

59 I文林節用筆海往来

この外に

玉海節用字林蔵

文林節用筆海大全を収める

差出人・請取人 量
-
i

数
一
1
J

隣
一
横

冊

(岩崎一平写之)

1/ I 1 

江戸

神田弁慶橋通

一書障

近江屋新八

1/ I 1 

1/ I 1 

小林義則編

文事社刊

編輯人

宮本興晃

ノノ

1/ 

1/ 

1/ I 2 
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年貢割付帳

年貢割付帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

(巳、御年貢割付)(前欠) 正徳 3.10. 長田隼人内 -瀬谷村 冊

一、下回 6町5反 4畝 2歩一此取 角田五太夫 名主・年寄・惣百姓

米19石 3斗 1升 7夕、外に上田下

畑、下畑、新刊田の面積と高あり、

永銀都合金10両 1分、録52文

2 午御年貢可納割付之事(後欠) 11 4.10. 長田隼人内 11 

高百石反別19町9反 9畝 9歩一砂 角田五太夫

場引・検見引あり、此取米 3石 8

斗 7升 4合

永録合金10両 3分、銀777文(両

3貫200文替)

3 丑御年貢可納割付之事(虫喰ニ付写) 事保 8.10. 斎藤喜六郎 -名主、年号 11 

反別11町3反 1畝24歩(此訳 畑 惣百姓

11町l反 3畝15分、此耳詠 1貫670

文、砂畑 1反 8畝 9分ー此取永15

文)

外ニ畑 1町6反 1畝 9分 (村持)、

永613文(去子改株銭)甚五右衛

門写

4 亥御年貢割付写(延享元年写) 覧保 3.10. 斎藤善六郎 -瀬谷村 11 

一、高35石 9斗 5升 4合(反別12 名主 ・組頭・惣百姓

町4反歩一畑方永3貫537文 6分)

一、検見淑 高 1石 6升2合(下々

畑反別 5反 3畝 3歩永90文 3分

取合永3貫627文 9歩外ニ米 9

升 6合、永4貫353文 1歩

5 御割附写書上帳 (享保20年の高入) 明和 7.3. 瀬谷村新田 -久保田十左衛門様 11 

一、高35石 9斗 5升 4合(此反別 名主宅右衛門 御役所

12町4反歩 畑方取永3貫19文 4 組頭 与惣兵衛

分) 百姓代市左衛門

一、永604文 4分子改株銭此

反別12町8畝22歩

一、元文 2年より増永元文3年

定免吟味ニ付増永

6 当御年貢可納割附帳 文政 4.10. 長固定右衛門内 -瀬谷村 11 

一、高100石此納(回米104俵 2斗 大舘九十郎 名主 ・年寄・惣百姓

6合、畑米27俵 1斗 6升)

阜の御用捨など計71俵 l斗 7升 1

合 6夕 9才あり、差引田米33俵 3

升 4合 3タ1才

一、畑本口永5貫 782文

一、新畑銀12貫982文 〆テ此納

米60俵 1斗 9升 4合 3夕 1才
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年貢割付帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 当御年貢可納割附帳 文政 8.10目 長田亀吉内 -瀬谷村 冊

一、高100石(回米104俵2斗 6合、 大舘九十郎 名主・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引、御用捨引を引

いて、差引、田米72俵 3斗 5升5

合 2タ4才

一、畑本口永合5貫78口文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米100俵 1斗 1升 5合 2夕4才

8 当御年貢可納割附帳 11 9.10. 長田亀吉内 -瀬谷村 11 

一、高100石(田米 104俵 2斗 6 大舘九十郎 名主・年寄・惣百姓

合、畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引、仕付荒御用捨

の計田米11俵 2斗 8升8合4タ

6才

一、畑本口永合5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米120俵 7升 7合 5夕4才

9 当御年貢可納割附帳 11 11.10 長田亀吉内 -瀬谷村名主 ノノ 1 

一、高100石(回米104俵2斗 6合、 大舘九十郎 年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、差引田米

102俵 2斗 1升 7合 2タ4才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米129俵 3斗 7升 7合 2夕4才

10 当御年貢可納割附帳 11 12.10. 長田亀吉内 -瀬谷村名主 11 

一、高100石(田米104俵 2斗6合、 大舘九十郎 年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

回成畑引、過納引あり、差引田米

102俵 2斗 1升 7合 2夕4才

一、畑本永合5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米129俵 3斗 7升 7合2夕4才

11 当御年貢可納割附帳 11 13.10. 長田亀吉内 -瀬谷村名主 〆/

一、高100石(回米104俵2斗6合、 大舘九十郎 年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、差引回米

102俵 2斗 1升 7合2夕4才

一、畑本口永合5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米129俵 3斗 7升 2タ4才
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年貢割付帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 当御年貢可納割附帳 天保 2.10. 長田亀吉内 -瀬谷村名主 冊

一、高100石 (回米104俵 2斗6合、 大舘九十郎 年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

回成畑引、過納引あり、差引田米

102俵 2斗 1升 7合 2夕4才

一、 畑本口永合 5貫782文

一、新畑錯12貫982文 〆テ此納

米129俵 3斗 7升 7合 2タ4才

13 当巳御年貢可納割附 // 4.10. 長田亀吉内 -瀬谷村 // 

一、高100石(回米104俵 2斗 6合、 難波善兵衛 名主・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

回成畑引、過納引、大風雨ニ付不

作御用捨 差引田米82俵 1升 3合

8タ

一、畑本口永5貫782文

一、新畑銀12貫982文差引〆テ

米109俵 1斗 7升 3合 8タ

14 当午御年貢割附 // 5.11. 長田亀吉内 -瀬谷村 // 1 

一、高100石(回米104俵 2斗 6合、 難波善兵衛 名主 ・年寄 ・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、差引回米

102俵 2斗 1升 7合 2夕4才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ米

129俵 3斗 7升 7合 2夕4才、金

7両 2分 3朱と銭204文

15 当未御年貢可納割附 // 6.11. 長田亀吉内 -瀬谷村 // 1 

一、高100石(回米104俵 2斗 6合、 難波善兵衛 名主 ・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引、不気候ニ付御

用捨引あり、 差引回米89俵 2斗 1

升 7合 2タ4才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑銀合12貫982文 〆テ此

納米116俵 3斗 7升 7合 2タ4才、

金 7両 2分 3朱と銭204文

16 当申御年貢可納割附 // 7.11. 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

一、高100石(回米104俵 2斗 6合、 難波善兵衛 名主・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、冷夏・大

風にて御用捨引、差引田米51俵 1

斗 8合 6夕2才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑録合12貫982文 〆テ此
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年貢割付帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

納米78俵2斗 6升8合 6夕2才、

金7両 2分3朱ト銭204文

17 当酉御年貢可納割附 天保 8.11. 長田岩五郎内 -瀬谷村 冊

一、高100石(回米 104俵 2斗 6 難波善兵衛 名主・年寄・惣百姓

合、畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、差引田米

102俵 2斗 1升 7合 2タ4才

一、畑本口永5貰782文

一、新畑録合12貫982文 〆テ此

納米129債3斗 7升 7合 2夕4才、

金 7両2分3朱ト銭204文

18 当成御年貢可納割附 ノ〆 9.12. 長田岩五郎内 -瀬谷村 H 

一、高100石(田米104俵2斗6合、 難波善兵衛 名主・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

回成畑引、過納引、不気候違作ニ

付御用捨、差引回米87俵2斗 1升

7合 2夕4才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑錯合12貫982文 〆テ此

納米114俵 1斗 7升 7合 2タ4才、

金 7両2分3朱ト銭14文

19 当亥御年貢可納割附 11 10.11. 長田岩五郎内 -瀬谷村 ノノ

一、高100石(回米104俵2斗 6合、 難波善兵衛 名主・年寄・惣百姓

畑米27俵 1斗 6升)

田成畑引、過納引、差引田米102

俵 2斗 1升7合 2夕4才

一、畑本口永5貫782文

一、新畑録合12貫982文差引此

納米129俵3斗 7升 7合 2タ4才、

金 7両2分2朱ト銭260文

20 申御年貢可納割附之事(後欠) (申〉 ノ〆

一、高100石 (田方 9町8反 9畝

9歩、畑方10町1反 3畝 1歩)

上田中田、下回別ニ面積取米高、

砂場引、検見引あり一回米合26石

5斗 8升 6タ5才

上畑・中畑・下畑一畑米11石4斗

9升 6タ5才、新畑の永7貫 422

文 7分3厘

21 年貢割附事(表紙欠) 11 

一、田畑米合131俵 3斗 6升 6合

(回米 104俵 2斗 6合、畑米27俵

1斗 6升)

田成畑引、過納引あり、差引田畑
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年貢割付帳・年貢皆済目録帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

米129俵 3斗7升 7合 2夕4才

米代銀代〆テ金81両293文

22 申御年貢割附面 (表紙欠) -瀬谷村 冊

申年~子年まで4年分の回方・畑 名主・年寄・惣百姓

方の石高、引方

(申年〉高100石(米高131俵4升

8合 3夕、引方合計122俵 7升 7

合 1夕、残8俵 3斗 7升 7合 1タ

畑方金高8両2分388文、引方 6

両2分506文残1両3分886文

年貢皆済 目録帳

成御年貢皆済目録帳 享保 4.5朔日 長田隼人内 -相州瀬谷村 冊

上瀬谷村名主長左衛門 角田五大夫 名主長左衛門

(一、御蔵入米高132俵延而 2斗

2升 9タ外)

2 御年貢勘定皆済目録(酉年より寅年 宝暦 9.12. 長田岩五郎内 -相州瀬谷村 11 

まで6ヶ年分)(前欠) 砂村政右衛門 名主宅右衛門

(寅、御年貢割付高米高131俵 4

升 9合 3夕内米3俵当不作ニ付

御用捨引 残市米128俵 4升 9合

3タ〉

3 当酉御年貢皆済目録帳(嘉永2年12 嘉永 3.正月 名主 -御地頭所 11 

月) 甚五右衛門 御役人衆中

相州瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

-e 
内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升

4 当亥御年貢皆済目録帳(嘉永4年12 11 5.正月 名主 -御地頭所 // 

月〉 甚五右衛門 御役人衆中

相州瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

メE3』

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

5 当卯御年貢皆済目録帳(安政2年12 安政 3.正月 名主 -御地頭所 // 

月) 甚五右衛門 御役人衆中

相州瀬谷村

(田畑米合131俵 3斗 6升6合

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗6升)
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年貢皆、済目録帳・年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

6 当申御年貢皆、済目録帳 (万延冗年12 万延 2.正月 名主 -御地頭所 冊

月〉 甚五右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(田畑米合131債 3斗 6升 6合

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

7 (御蔵入米、御蔵入畑金取立明細〉 享保 8.10. 長田隼人内 -相州瀬谷村 11 

(表紙欠〉 角田五大夫 名主長左衛門

(御蔵入米高133俵 2斗 6升 3合)

年貢勘定目録

来ノ御年貢御勘定目録帳 (享保13年 享保13.9. 長田喜左衛門内 -相州瀬谷村 冊

9月〉 加藤伊右衛門 名主長左衛門

瀬谷村

(御蔵入米高 117俵延而 6升 2合

8タ

小物成引方

米 6俵 6斗人足小行外〉

2 成亥両年御勘定目録帳 (延享元年 6 延享 1.6. 瀬谷村 -長田喜左衛門様内 // 

月) 長左衛門 東条丈右衛門

瀬谷村

(成ノ米高129俵延而 1斗 7升

内米18俵 田畑不作皆無ニ付当御

引被下候

残111俵 1斗 7升御蔵入)

3 当成御年貢内目録帳 (宝暦 4年極月 宝暦 4.12.10 名主 -長田喜左衛門様内 // 

10日〉 宅右衛門 砂村政右衛門

瀬谷村

(御蔵入米高130俵 3斗 8升 8合

内米 3俵 当成ノ年不作御用捨引

残而127俵 3斗 8升 8合)

4 卯御年貢内目録帳(宝暦 9年12月) // 9.12. 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

瀬谷村 砂村政右衛門 名主 宅右衛門

(当御年貢御割付面

米126俵 4斗 6合 4夕)

5 卯御年貢内目録帳(宝暦9年12月) // 9.12. 名主 -長田岩五郎様内 // 1 

瀬谷村 宅右衛門 砂村政右衛門

(当御年貢御割付面

米126俵 4斗 6合 4タ)

6 辰御年貢内目録帳(宝暦10年12月) // 10.12.20 瀬谷村 -長田岩五郎様内 〆/

瀬谷村 名主宅右衛門 砂村政右衛門

(米111俵 9升 9合 7夕御蔵入

引方
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

金 3両此米11俵 l斗4升夏成外)

7 巳御年貢内目録帳(宝暦11年12月) 宝暦11.12. 瀬谷村 -長田岩五郎様内 冊

瀬谷村 名主宅右衛門 砂村政右衛門

(当御割付面米110俵 1斗 1升 4

合 内米9俵不作ニ付当御用捨引

残市米101俵 1斗 1升 4合御蔵入)

8 午御年貢勘定目録帳(宝暦12年12月) 11 12.12. 瀬谷村 -長田岩五郎内 11 

瀬谷村 名主宅右衛門 砂村政右衛門

(米高131俵 4升 6合 4タ

内10俵御用捨引

内 1俵御用捨引

残而120俵 4升 6合 4夕)

9 当午ノ御年貢内目録帳(安永 3年12 安永 3.12.23 瀬谷村 11 

月23日) 名主宅右衛門

瀬谷村

(当御年貢目録之事一米高116俵

1斗 1升御蔵入)

10 申御年貢内目録(安永5年12月) 11 5.12. 11 

(申御年貢目録之事一米高131俵

3斗 5升 5合 2夕)

11 当巳御年貢勘定目録帳(文政4年12 文政 4.12. 瀬谷村 -御地頭所 11 

月) 年寄宅右衛門 御役人中

瀬谷村 月番名主藤兵衛

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

ぷEbコ、

前々納辻

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升〉

12 当午御年貢勘定目録帳(文政5年12

月〉 11 5.12. 瀬谷村 -御地頭所 11 

瀬谷村 年寄藤兵衛 御役人中

(一、 田畑米合131俵 3斗 6升 6 月番名主

メELヨ 宅右衛門

前々納辻

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

13 当午御年貢勘定目録帳(控) (文政 11 5.12. 名主 -御地頭所 〆〆

5年12月〉 宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

バEコh 

内田米104俵 2斗6合

畑米27俵 1斗 6升)
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

14 当酉御年貢勘定目録帳(文政8年12 文政 8.12. 瀬谷村 -御地頭所 冊

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗6升 6

メEL3 

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升)

15-1 当成御年貢勘定目録帳(文政9年12 11 9.12. 瀬谷村 -御地頭所 // 

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

ぷEコ』

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升)

15-2 当成御年貢勘定目録帳(文政9年12 // 9.12. 〆〆

月〉

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗6升 6

合前々納辻)

(ひかえ)

16 当亥御年貢勘定目録帳(文政10年12 // 10.12. 相州瀬谷村 -御地頭所 // 

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗6升 6

メロλ 

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升)

17-1 当子御年貢勘定目録帳(文政11年12 // 11.12. 相州瀬谷村 -御地頭所 // 

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131債 3斗6升 6

g. 
前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升但4斗入) 1/ 11.12. 11 

17-2 当子御年貢勘定目録帳(文政11年12

月〉

瀬谷村

(ひかえ)
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

18 当丑御年貢勘定目録帳(文政12年12 文政12.12. 相州瀬谷村 -御地頭所 冊

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

ぷ口』

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 l斗6升但4斗入)

19 当寅御年貢勘定目録帳(天保元年12 天保元.12. 相州瀬谷村 -御地頭所 〆/

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

~コ
前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵 l斗 6升但シ4斗入)

20 当卯御年貢勘定目録帳(天保2年12 // 2.12. 相州瀬谷村 -御地頭所 // 

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

メELZ 

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入) // 2.12. 相州瀬谷村 // 

21 当卯御年貢勘定目録帳(天保2年12 名主宅右衛門

月〉

瀬谷村

(ひかえ)

22 当辰御年貢勘定目録帳(天保3年12 // 4. 1.11 相州瀬谷村 -御地頭所 〆〆 1 I 

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

iコL 

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入)

23 当巳御年貢勘定目録帳(天保4年12 // 5. 1.13 相州瀬谷村 -御地頭所 ノ〆

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

えEコ入

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27債 1斗 6升但シ4斗入)
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

24 当午御年貢勘定目録帳(天保 5年12 天保 6.1.10 相州瀬谷村 -御地頭所 冊

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

えEコ入

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入〉

25 当申御年貢勘定目録帳(天保7年12 11 8. 1.10 相州瀬谷村 -御地頭所 11 

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

ムEヨ

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入)

26 当酉御年貢勘定目録帳(天保8年12 11 8.12. 11 

月〉

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

~コ
前々納辻

内回米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入〉

27 当成御年貢勘定目録帳(天保9年12 11 10. 1. 相州瀬谷村 -御地頭所 〆〆

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131債 3斗 6升 6
メEb3、

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 l斗 6升但シ4斗入〉

28 当成御年貢勘定目録帳(天保9年12 11 10. 1. 11 

月〉

瀬谷村

(ひかえ)

29 当亥御年貢勘定目録帳(天保10年12 11 11. 1. 9 瀬谷村 -御地頭所 ノノ

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

三Eヨ入

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入〉
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

30 当子御年貢勘定目録帳(天保11年12 天保12.1. 瀬谷村 -御地頭所 冊

月) 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

~ 
前々納辻

内田米 104俵2斗6合

畑米27俵 1斗6升但シ4斗入)

31 当丑御年貢勘定目録帳(天保12年12 // 13. 1. 瀬谷村 -御地頭所 // 

月〉 名主宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗6升 6

メELコ

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵 1斗6升但シ4斗入)

32 当寅御年貢勘定目録帳(天保13年12 // 14. 1. 名主 -御地頭所 // 

月) 宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6
メc入

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升但シ4斗入)

33 当矧御年貢勘定目録帳(天保14年12 // 15. 1. 名主 -御地頭所 // 

月) 宅右衛門 御役人中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

~ヨ
前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升但シ4斗入)

34 タH御年貢勘定目録帳(前欠) // 15. 1. 名主 -御地頭所 // 

(永合 5貫791文7厘但シ去巳 宅右衛門

年より右近分9文7分増外)

35 当辰御年貢勘定目録帳(天保15年12 弘化 2.1. 名主 -御地頭所 // 

月) 宅右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗6升 6

ぷEL3 

前々納辻

内田米104俵2斗6合

畑米27俵1斗6升但シ4斗入)
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年貢勘定目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

36 当巳御年貢勘定目録帳(弘化2年12 弘化 2.12. 名主 -御地頭所 冊

月) 宅右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

ぷEL3 

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入)

37 当午御年貢勘定目録帳(弘化3年12 11 3.12. 名主 -御地頭所 11 

月) 宅右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

ぷELヨ

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升 但 シ4斗入)

38 当未御年貢勘定目録帳(弘化 4年12 11 4.12. 名主 -御地頭所 ノ〆

月〉 甚五右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

必Eヨλ 

前々納辻

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升但シ4斗入)

39 当申御年貢勘定目録帳(嘉永元年12 嘉永 2.5. 名主 -御地頭所 ノ〆

月〉 甚五右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131債 3斗 6升 6

メEL3 

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

40 (勘定目録帳表紙欠) 11 4. 1. 名主 -御地頭所 11 

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6 甚五右衛門 御役人衆中

三E弘3、

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵1斗 6升)

41 当寅御年貢勘定目録帳(安政元年12 安政 2.1. 名主 -御地頭所 11 

月〉 甚五右衛門 御役人衆中

瀬谷村

(一、田畑米合131俵3斗 6升 6

-e 
内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)
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