
番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人

42 当巳御年貢勘定目録帳(安政4年12 安政 5.1. 名主

月) 甚五右衛門

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

メELコ

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

43 当酉御年貢勘定目録帳(文久元年12 文久 2.1. 名主

月) 甚五右衛門

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

メEL3 

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

44 当成御年貢勘定目録帳(文久2年12 // 3. 1. 名主

月) 甚五右衛門

瀬谷村

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6

メEコ~ 

内田米104俵2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

45-1 当亥御年貢勘定目録帳(文久3年12 // 4. 1. 名主

月) 岩崎甚五右衛門

瀬谷村 組頭平治郎

(一、田畑米合131債 3斗 6升 6 百姓代安左衛門

A ロ

内田米104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

45-2 当亥御年貢勘定目録帳(文久3年12 // 4. 1. 名主

月〉 岩崎甚五右衛門

瀬谷村 組頭平治郎

(一、田畑米合131俵 3斗 6升 6 百姓代安左衛門

ぷE』3 

内田米 104俵 2斗 6合

畑米27俵 1斗 6升)

46 (年貢納勘定帳)(前後欠)

田畑米合116俵 3斗 7升 7合 2タ

4才

横 帳 〔横帳の部〕

1 I寛文五年名寄帳(文政四年四月写) I寛文 5.9. I大貫市兵衛

弥左衛門外22人と 2寺分

田畑惣合 37町9反 6畝16歩
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-御地頭所

御役人衆中

-御地頭所

御役人衆中

-御地頭所

御役人衆中

-御地頭所

御役人中

-御地頭所

御役人中

-瀬谷村名主

甚左衛門

年貢勘定目録・横帳

形態 数量

冊

〆/

// 

// 

// 

// 



横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

2 長左衛門分田畑書上 寛文 5.9. 横

田三口合 1町6反 5畝25歩

本畑三口合 1町5反 2畝20歩

新畑三口合 1町7反 8畝 3歩

3 相州鎌倉郡瀬谷村田畑反別〆高改帳 11 5. 9. 大貫市兵衛 -瀬谷村名主 〆〆

(覧文五年改、文政四年写〉 甚左衛門

24軒と 2寺分

外に 「当時七軒成」として 7名の

名前のみ記す

4 御林門山反別帳 元禄12.11 相州上、瀬谷村 11 

半右衛門外39人の持分 名主甚五右衛門

御林開利兵 衛 外 6人の持分

5 田書分之長(帳) 1/ 13. 9. 1 上瀬谷村 ノノ

上田合 1町1反 3畝25歩 岩崎甚五右衛門

中田合2町1反 8畝11歩

下回合6町5反 4畝 2歩

6 御年貢通帳相州瀬谷村 11 14. 6. 長田喜左衛門内 // 

6月14日 安室武右衛門

大麦 1石 2斗

同日

小麦4斗外

7 御年貫通帳 宝永1.6. 瀬谷村名主 -長田喜左衛門様内 〆ノ 1 

6月17日 甚五右衛門 安室武大夫

大麦 1石 2斗

同日

小麦4斗外

8 田方道引帳 事保1.9. 相州上瀬谷村 ノノ

新道上久右衛門 名主長左衛門

上回 7畝22歩

内 1畝歩引他

9 諸御年貢請取之通 元文 1.8. 東条沖右衛門 -瀬谷村名主 〆/

6月16日 長左衛門

金 2分請取

外小麦、米、餅米、真綿、畑金、

米代金など

10 百石分田畑小前割付帳 延享 3.4. 瀬谷村名主 ノ〆

次郎左衛門 岩崎長左衛門

上回 1反 1畝13歩

中田 2反 1畝13歩外57人 2

寺分

11 御年貢米永小物成通帳 宝暦 4.6. 砂村政右衛門 -瀬谷村名主 11 

宝暦4 (成)年より明和 3(成〉 宅右衛門

年までの受取記録

タロ年より印鑑改まる
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横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

12 御年貢井小物成上納帳 明和 3.7. 長田喜左衛門内 -瀬谷村名主 横

明和 3 (成)年より安永 7 (成) 砂村政右衛門 宅右衛門

年までの上納記録

夏成金、真綿、餅米、米、胡麻、

茶など

13 相州鎌倉郡瀬谷村人別改帳 11 4.12. 長田喜左衛門 -会田伊衛門様手代 〆/

高 l石 8斗 6升 6合平左衛門42 知行所 鎮目和助外 1名

才など60軒227人、馬18足 名主宅右衛門

外 3名

14 当御年貢田畑割付帳 11 6.11 瀬谷村 11 

二郎左衛門 5俵 2斗 7升 6合 7 名主宅右衛門

タ

内御用捨引 2斗 5升 9合5夕引

残 5俵 1升 7合 2夕外

15 高百石田畑反別名寄帳 11 8. 6. 瀬谷村 〆〆

村内 51軒 1寺分 名主宅右衛門

連名 2

16 御年貫井小物成上納請取帳 安永 8.6. 長田喜左衛門内 -瀬谷村名主 〆/

安永8 (亥〉年より天明元(丑) 砂村政右衛門 宅右衛門

年までの記録

夏成金、真綿、嬬米、胡麻、茶

17 戸塚三町高井助郷高帳 天明 4. 上飯田村 11 

(天明四年辰ノ改、嘉永三成正月 半右衛門

写置者也)

3町高高2.326石 7升

外に4斗 5升見取高入外

18 (村入用勘定帳)(表紙欠) 11 8. 11 

百姓80人ほどの年貢額と徴収の実

態の記録

真綿代、小行人足、 給米、 出米

「天明八年申二月取」の記載

19 御年貢諸役仁 コ (欠) 寛政 9.2. 11 

巳年諸役出銭覚

戸塚役覚

20 新田冬成御年貢取立帳 文政10.11. 瀬谷村 11 

一、101文金右衛門 宅右衛門

29文拝借金外

21 平金割入用帳 11 11.12. 11 

かき代、肴代、年玉、二子中宿

22 米市御年貢取立帳 11 13.11. 11 

一、米2俵与惣右衛門

一、米2俵杢右衛門
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横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

23-1 (金銀割賦帳)(前欠) 天保 5.12. 横

一、 5匁 利助

一、金 1分 1朱常右衛門外

23-2 (金銀割賦帳)(表紙欠) // 

一、金3朱下セヤ平左衛門

一、金3朱杢右衛門外

24 田方道引帳 1/ 7. 9. 瀬谷村 〆ノ

新道上久右衛門 宅右衛門

一、上田 7畝22歩

内 2畝15歩引 など113ケ所延113

人

25 天保七申年御暮方月割上納調帳 // 7.12. // 

正月一 1両 2分奥御雑用

外、すミ代、薪代、酒、伊勢初穂

など

26 天保九成年質地帳 11 9. 2. 名主宅右衛門 /1 

天保9 (成)年より弘化 4 (未〉

年までの入質記録

27 御用当番四給賄日記帳(宅右衛門担) 1/ 10.11. 上瀬谷村 〆/

天保10(亥)年11月より弘化元 宅右衛門

(辰)年4月までの記録

泊り、継人足、廻状次立(継立)、

徒人足など

28 八幡宮太鼓(鼓)勧化覚帳(後欠) 1/ 10.11. /1 

亥11月12日始上瀬谷

一、 金 1朱取市右衛門など寄付

金の記録

29 天保十亥年正月御用金高割控(後欠) 1/ 11. 6. 名主宅右衛門 // 

天保10亥年正月上納

一、元金12両也

一、利金3両 2分と銀6匁

元利〆金5両と銀6匁など徴収金

の控

30 喜捨財預帳 1/ 12. 3. 善昌寺 -広瀬杢兵衛 // 

=口〆 3貫36文 好誉

内 1貫42文は諸入用引

31 当丑御年貢改帳 1/ 12.12. 名主宅右衛門 // 

次郎左衛門

一、米3俵 3斗 2升 6合 9タ

5升 5合夏成

1俵斗米など年貢書上げ

32 瀬谷村新畑御水帳 写 が 14. 8. 長左衛門組 // 

畑に番号あり 1番から134番

番号のないもの 3ケ所
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歳用永取、大割永取、村入用など

43 I新田夏成御年貢取立帳 I // 4. 6. 

44 I申年諸掛割合請取覚帳五貫分 I // 5. 1. 

御用金外

45 I申ノ割合覚帳 I // 5. 2朔 |名主甚五右衛門

一、金2両2分 2朱仲間増給金

此銭 17貫324文外

46 I若殿様御用金割附帳 |嘉永 1.5.22 

番号| 資 料名

33 I新田反別小前帳取調相

百姓別に真綿代、反金米、せき人

足など負担

34 I天保十四年小前一筆限写帳 I // 14. 8. 

関保右衛門代官所相模国鎌倉郡

瀬谷村新田

享保19年検地

年代

天保14.8. 

35 I新田反別小前帳取調如 I // 14. 8. 

畑に番号あり 1番から134番

番号のないもの 3ケ所

36 I御用金利分割渡シ拍 I // 14. 8. 

天保14(却)年、金20両

辰年金10両

未年金5両

37 I諸入用割合覚帳 I // 15. 2. 

御中間まし金、定使給、 山永、保

土ヶ谷役金など

38 I田方道引帳 I // 15.10. 

新道上久右衛門

一、上田 7畝22歩

内10歩引 外

39 I御用金利足覚帳 I // 15.12. 

40 I田方引米帳 |弘化 2.9. 

角右衛門

一、上田 2畝15歩引

此米 l斗4升 5合 7タ外

41 I当巳ノ御年貢改帳

次郎左衛門

// 2.11. 

一、米 3俵 3斗 2升6合 9タ

内 3升 4合 2タ夏成外

42 I諸入用覚帳 // 3. 4. 

金7両 2分を 5月28日上納

甚五右衛門ら43名に割付

47 I御用金高割請取帳

百姓8人分

// 1.11. 

差 出人 ・ 請 取人

瀬谷村長左衛門組

名主宅右衛門

帥「野

名主宅右衛門

外2名

// I 1 

瀬谷村長左衛門組

名主宅右衛門

// I 1 

名主甚五右衛門

// I 1 

名主宅右衛門

名主宅右衛門

// I 1 

1/ I 1 

/1 

ノ'1

// 

名主甚五右衛門 // 

// 

// 

名主甚五右衛門 // 
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横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

48 御用金利足割渡帳 嘉永1.12. 名主甚五右衛門 横

高割タp年30両

辰年10両

未年5両

49 酉ノ年諸割合覚帳 が 2.1. 名主宅右衛門 // 

仲間増金、定使給金、 山永など

50 若殿様御用金高割覚帳 11 2. 5. 名主甚五右衛門 〆ノ

元金14両

内金 8両 2月上納

内金6両 3月上納外

51 御用金利分割渡シ帳 11 2. 名主甚五右衛門 11 

高割夕日年20両辰 年10両

未年5両

酉年8両元利御下ケ

(不明)10両元利共

酉 6両元利共下ケ

52 御新田小前百姓持高帳 11 4. 2. 名主甚五右衛門 11 

下瀬谷の直右衛門(高 l石5斗 4

升)等48名の高

〆高32石8斗 6合

当村4給合高 852石6斗 8斗

53 西御丸御普請ニ付御用金井戸塚宿代 11 6. 7. 11 

助賃銀取立帳

一、永4貫710文 戸 塚 宿 代 助 役

賃金

此銭30銭144文

54 諸入用仕舞勘定相 11 7.12. 名主甚五右衛門 ノノ

(御地頭所への御年玉、串柿代、

御用人へ年玉、定継わらじ代、廷

代など)

55 大山類焼ニ付御師長太夫見舞勧化帳 安政 2.1.26 岩崎甚五右衛門 11 

(上瀬谷の佐五右衛門など20人か

らの寄付金2両 2分 2朱但し春

夏両度に集める)

56 百姓日雇賃銭渡相帳 11 2. 1. // 

麦っき、米つき

(裏表紙下薗買賃之覚帳)

57 株場見分帳 11 2. 2. 11 

地番 1--83まで面積と長さ、巾を

記す。

外に「細谷儀右衛門免」の如く、

農民の名付す

- 138一



横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

58 石橋入用覚 安政 3.8. 瀬谷村相沢 横

石代、石屋江祝義、はしけ賃、石

揚ちん

59 当午御年貢先納元利差引勘定帳 11 5.11. 名主甚五右衛門 11 

12月10日受取次郎左衛門

一金 2両2分ト878文外

60 未御伝馬界役金井定例割合帳 11 6. 2. 上瀬谷村 〆/

(御仲間増金、小物成、戸塚宿役 名主甚五右衛門

金を百姓ごとに割付

定例春割、仕埋金の上納項目)

61 当未年田方内見帳 // 6. 9.24 名主甚五右衛門 〆〆

字新道上

一、下回 2畝28歩内2畝歩引

久右衛門 田の等級面積御用捨引

など記録

62 霊夢悉現天女説 11 6.11. 5 竜谷山雲林寺 1/ 

金光明最勝王経に説かれている金 隠居口経

勝陀羅の呪は諸仏の父母師君で、

この呪を唱えれば十種の利益あり

63 当申御年貢御用捨引勘定帳 万延1.1. 名主甚五右衛門 // 

次郎左衛門

一、 米 1石 7斗4升 6合 6夕、内

米 1斗 2升 5合 5夕御用捨引など

年貢高、御用捨引後の年貢高を金

銭で示す

64 大山不動御免勧化連銘取立帳 文久1'.7. 瀬谷村上分 // 

一、300文倉之助 甚五右衛門

内 200文請取残り100文

25名からの寄付金6月と 7月の分

納

65 当酉御年貢改帳 // 1. 1. 名主甚五右衛門 // 

次郎左衛門

米 1石 5斗 2升 6合 9タ

同2斗 l升 9合 7タ

〆米 1石 7斗4升 6合 6夕など87

人の百姓と 2寺分及び寺の小作人

3人分

66 (旗本江戸城中役向控)(表題なし) (文久 1.)酉 ノノ

旗本の人事異動の申渡しの記録

「当酉年」

67 新田御年貢夏秋皆、済請取帳 文久 2.7. // 

裏面に 「覚」 あり、 大工、木挽の

手間賃など
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横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

68 当成年回方阜損場控蝦 文久 2.11 名主甚五右衛門 横

下谷戸宝蔵寺

一、中田 5畝 6歩、 5升 7合7タ

外22ケ所の田地所在地、等級、

面積記録

69 当成御年貢金請取帳井先納差引相 11 2.11. 名主甚五右衛門 11 

升米請取(現物納)親米、取米

延 9人分

金銭で受取 57人 2寺分

70 御鷹割井御改革四給平均仕舞勘定拍 11 2.12. 5 名主五右衛門 〆ノ

帳

御地頭所様年玉、御串柿代、御用

人へ年玉、定継わらじ銭など

71 奉公人給金相渡柏 11 3. 2. 11 

一、金四両彦左衛門次男岩吉の

奉公相定金 1年分、ただし渡し金

3両 1分、残りは預る外

72 御変革ニ付御屋敷様役人井夫人詰割 11 3. 3.17 〆〆

合帳

4月17日より21日迄

5月 3日より13日迄 16日分金 1

両久三郎外

73 鎮守八幡宮神楽殿普請諸懸帳 11 3. 8. 11 

八幡宮神楽殿勧化帳

八幡宮神楽殿御普請入用拍 3冊

綴

74 亥田方内見帳 11 3.10. 6 上分 1/ 

2枚目の表紙に「万延元年十月田 名主甚五右衛門

方道引帳」とある

75 御鷹井御伝馬其外四給割合之f日 ノノ 3.12.29 名主甚五右衛門 11 

倉右衛門

一、 13貫25文内正人足15勤メ、此

分 7貫500文引、残而5貫525文取

外12人分

76 御鷹割合井御伝馬四給平均割合帳 11 3.12. 1/ 

一、 462文倉右衛門外15人の

百姓分

77 御年貢井諸役銭請取之通 11 4. 2. 5 組主甚五右衛門 〆ノ

文久 4(子)年より明治3(午)

年まで(明治3年 3月10日付で名

主政五郎から(岩崎)一平殿に受

取の印あり)
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横帳

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

78 「人馬出役控帳J(表紙欠) 横

五〆目五郎兵衛銘

(4月10日人足2人、 4月28日人足

2人、 5月 7日昼8ツ時頃)など

79-1 (百姓一人別持高書上)(表紙欠) 11 

(元久次郎一、高4石 8斗 5

升 6合外、.分地杢右衛門一、

3石4斗 6升 6合他に2葉あり延

67人の百姓分)

79-2 「田畑名寄帳J(表紙欠) 11 

(平兵衛分倉右衛門持、上畑・

下畑、〆高 1石2斗2升 1合 3夕〉

80 成年勘定帳 明治 6.12. 岩崎一平 ノ〆

深谷村半左衛門

午4月稗5斗俵1俵、春麦 1俵

外

81 道中諸入用記帳 11 8. 1.16 神奈川県17大区 11 

瀬谷から金比羅に詣り、京都に至 6小区瀬谷村

るまでの中喰代、人力車代、宿泊 岩崎宅右衛門

代、わらじ代、酒代などの記録

82 飯糧請取控 11 8. 5. 善昌寺納所 11 

明治8年 5月から12月までの記録

最後部に 「鎚成J名印鑑あり

83 蔵普審諸掛り記帳 11 10. 8. 神奈川県17大区6小区 〆ノ

土蔵代金31円50銭 相模国鎌倉郡瀬谷郁

酒代、材木代、石代、大工・左官 戸主岩崎一平

手間賃

84 善昌寺畑金取立帳 11 11". 7. 11 

(明治11寅年7月畑金半納分請取

控、覚、金2分 2朱広瀬五郎

兵衛)など

85 高勘定帳 11 12. 7. 11 

岩崎常右衛門らへの貸金の取立

善昌寺関係の出費

本山諸入周知

86 堰人足覚帳 11 13. 4.14 11 

4月13日からの人足数

4月21日

す、醤油、酒、豆腐、米代など

87 寄附金連名 11 22. 8. 中屋敷 11 

広瀬増五郎ら28名の寄附金 氏子中

〆金1円49銭
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横帳・状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

88 金銀出入日記控簿 明治25.1. 瀬谷村 横

寺院へ年玉、椛代、するめ代、菓 岩崎一平

子代など

89 金銀出入日記簿 11 26. 1. 瀬谷村 〆ノ

万屋福蔵より年玉、寺への年玉、 岩崎一平

新奉会代、菓子代など

90 金銀出入日記簿 11 28. 1. 瀬谷村 11 

皿10枚18銭、入歯料70銭、ごむま 岩崎一平

り代、炭代など

91-1 (名寄帳)(表紙欠〉 11 

八郎兵衛外、約50名の団地の等級、

面積

91-2 (新田仮別小前取調拍)(表紙欠) 11 

新田に一筆毎 1番から132番まで

の田地について所在地、面積、百

姓名記す

92 (断簡五葉) 11 

名寄帳(権兵衛、惣右衛門ら)

表紙(番外)

年貢取立帳(次郎右衛門〉

金銀出入覚

御蔵米受取(与左衛門、政五郎〉

状 {状 の 部 〕

相極申証文一札之事 冗様13.4.15 上瀬谷村地主 -久右衛門 状

(田地永代相渡し候につき) 与惣兵衛 外 1名

断簡同封

2 指上申一札之事 宝永 5.3. 小前連印 -名主・年寄中 11 2 

(砂積りのため金子5両被下置候

につき〉

3 以口上書ヲ御願申候事 正徳 4.3.26 瀬谷新田村 -長田隼人様領内 11 

(本村の永荒地開発願) 願人 御役人衆中

名主武左衛門

外 2名

4 相定申証文之事 1/ 4. 6.26 上瀬谷村 -瀬谷新田村 11 

(御知行所内荒地開発につき) 萩右衛門 武左衛門

外 3名

5 指上申証文之事 1/ 4. 相州瀬谷村 -名主 11 

(荒地開発につき) 地主惣右衛門 年寄

外 6名

6 覚 享保 2.10. 稲垣和泉守内 11 l 

(江戸川立慶橋、中之橋、大橋、 山本彦大夫

三ケ所、修覆入目惣高書上) 外 3名

- 142一



状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 覚 享保 2.12.10 日野小左衛門 -瀬谷村 状

(新田開発冥加金差上申候請取之 手代 名主

写〉 大合幸右衛門 長左衛門

8 覚 11 15. 2.19 日野小左衛門 . (瀬谷村) 〆ノ

(日野小左衛門様冥加金請取之写) 長左衛門

9 覚 // 15. 2.19 日野小左衛門 (瀬谷村) 〆〆

(瀬谷野新田地代金請取) 名主

長左衛門

10 覚 宝暦 9.12. 善昌寺 -名主 // 

(寿徳院殿、御仏供料として玄米受 懲誉 岩崎宅右衛門

納につき)

11 覚 // 9.12. 善昌寺 -名主 // 

(寿徳院殿、御仏供料受納につき) 感誉 岩崎宅右衛門

12 新田皐損畑方小前帳(明和7年 8月 明和 7.8. // 

瀬谷村新団長左衛門組)

(表紙のみ)

13 覚 // 9.11. 慈光山 -光明寺 // 

(阿弥陀堂寺領内に鉄砲所持之者無 善昌寺 御役者中

御座候につき御届)

14 乍恐以書付奉願上候 文化 5.9. 下瀬谷村 -御地頭所 // 

(杢右衛門より相給組頭善右衛門へ 名主 御役人衆中

相懸り候出入御懸合願) 八右衛門

15 証文 文政10.7. 長田亀吉内 -瀬谷村 〆ノ

(玄関、書院外座舗向普請の御入用 大館九十郎 百姓

不足調達につき) 清兵衛

16 譲渡申一札之事 天保 3:2. 鶴間村 -宅右衛門 // 

(開中畑譲渡につき) 譲渡主

豊八外3名

17 (村方困窮につき歎願書)(前欠) // 14.11. 石川大膳知行所 -上 // 

(地頭所役人源左衛門、村方江難題 相州高座郡翠川

申掛候件ニ付訴状下書〉 新田村4ケ村惣代

組頭長蔵

18 文政度御用金五口勘定覚 // 15. 2. 瀬谷村 -地頭所 // 

組頭助次郎 役人衆中

19 申渡覚 弘化 2.2. 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

馬喰町貸付金拝借 難波収輔 名主・組頭・百姓中

元利共毎年12月10日限村方より上

納可被致候外包紙あり

20 覚 // 2.10. 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

(違作のため田方三分引七分上納に 難波収輔 名主・組頭・惣百姓

っき)包紙

21 乍恐書付奉申上候 // 3. 3. 7 瀬谷村百姓代 -地頭所 〆/

(先納金御用捨願) 伝右衛門外 御人中

組頭3名
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

22 覚 弘化 4.12.10 御貸付掛 -瀬谷村 状

(未年元利金請取元金20両、利息 国又桂助

16両、計36両) 外 3名

23 奉差上預書一札之事 嘉永 2.10.17 瀬谷村 -地頭所 // 1 

(組頭手次郎宅の資賊が入り万一本 名主甚五右衛門御出役

捨置いて行った。その万を村役人 外4名 難波収蔵

へ預り置かれた件について)

24 乍恐以書付歎願候 // 6.12. 年寄源右衛門 -関東取締之役 // 

(瀬谷村の一郎左衛門の召遣の者よ 太田源助

り品物を買った3人の百姓の取調

べを御下りおきいただきたい)

25 覚 安政 2.3.15 木村彦左衛門 -小和田圧五郎 // 

(御普請金請取、 御善請金500両

口百五十両也〉

26 入置申一札之事 // 2. 3. 当人清兵衛 -地親 // 2 

(家相続・嫁もらいに附し、着類・ 地親又右衛門 甚五右衛門

家作が地親の甚五右衛門の目障り ー証人八右衛門

であるというので怒られたのでお

わび状 ※他の一通は下書き)

27 覚 // 2. 6. 名主甚五右衛門・平左衛門 // 

(空地、御見捨場 (10両)買収につ 外名主3名

き代金 (1朱)は四給村入用)

28 差上申御請状之事 /1 4. 3.10 瀬谷村 -地頭所 ノノ

(鈴と申す女を御茶間奉公ニ出すに 請人・名主 役人中

ついての身元保証) 甚五右衛門

人主・百姓

才三郎

29 堰普請受取申連印一札之事 /1 5. 2. 堰請合人 -堰本名主 〆〆

(堰大破損のため我等3人にて普請 作右衛門 甚五右衛門

仕候、手間代金3両) 外2名 外役人衆中

30 覚 11 6.12.10 御貸付掛 (瀬谷村) // 2 
未年分元利金請取 国文桂助外2名

未年分利金 1両 1分の請願

元金9両 2分、利金6両83文 3歩、

15両 3文部分3厘

31 覚(申歳分、元利金請取〉 万延 1.12.10 御貸附掛 -瀬谷村 11 

当申年 国又桂助

一、元金9両2分 外2名

利金8両 2分永50文

合金18両永50文外

32 差入申詫一札之事 文久 1.4 瀬谷野新田 -瀬谷村四給 〆/

中原往還にて荷物相対にて継送り 佐吉外2名 役人衆中

候件

酒井隠岐守へ出訴
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

33 乍恐以書付御訴訟奉申上候 文久 1.4 瀬谷村 -奉行所 状

中原往還相対駄賃の件について、 訴訟人

瀬谷野新田継立場の佐吉の不正を 甚五右衛門

訴えた書状

34 乍恐書付ヲ以奉願上候 // 3. 4.14 瀬谷村 -地頭所 // 

新規御用金御免願 甚吾右衛門 役人中

35 聾遺跡証文之事 // 3.11. 瀬谷村 -上飯田村 // 

養父徳左衛門 半右衛門

外7名

36 覚(名主交代につき村方諸帳面請取) // 4. 1.29 当名主平治郎 -元名主 // 

組頭惣代五郎兵衛 甚五右衛門

37 申渡 1. 1.) 地頭所 -甚五右衛門名代 // 

(役義不行届につき名主御免申達〉 嶋田隆輔 組頭五郎兵衛

38 申達 (// 1. 3.晦) 地頭所 -瀬谷村名主 // 

(甚五右衛門手鎖宿預け申達) 嶋田隆輔 平治郎

39 差上申御請書之事 1. 4.21) 瀬谷村 // 

父、甚五右衛門、私へ家督被御付 甚五右衛門枠逸平

候につき 外4名

40 申渡 // 1. 4. 地頭所 -瀬谷村 〆〆 2 

(甚五右衛門、隠居申渡外一件) 嶋田隆輔 名代組頭

八右衛門

41 以書付奉願上候 // 1.12. 元地主 -四給、名主中 // 

堰懸り金入金願 甚五右衛門

42-1 乍恐書付ヲ以奉願上候 // 2. 2. 瀬谷村元名主 -上 〆ノ

甚五右衛門

42-2 乍恐書付ヲ以奉願上候 慶応 2.7.28 長田兵衛地頭所 // 

小前より御地頭所へ御年玉献上方 瀬谷村、甚五右衛門

不行届につき、名主役取上一件に

っき

43 申渡

(其方親不届有之につき其方へ中村 -百姓逸平 // 

堰と相唱候普請申渡) 2.12 

44 申渡 1.) 地頭役場 -瀬谷村 〆ノ

(親、甚五右衛門村預け仏参、対面 5.12 嶋田隆輔 百姓一平

御免申渡) 外 l名

45 差入申一札之事 // 1. 7. 御本山光明寺 -善昌寺世話人中 // 

(善昌寺が世話人に無断で伐木致し 役寺正覚寺

た件)

46 覚 名主平治郎 -逸平 // 

(嘉永元年から文久元年まで地頭所 12.18 

証文受取)

47 書付ヲ以申上候(下書) // 

堰扶持米の儀
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

48 差上申済口証文之事 慶応 2.8.20 清右衛門 -長田兵庫様 状

(妻てる、清右衛門妻ちかに手庇お 外11名 役人中

わせ候一件につき)

49 月牌一札之事 11 2. 願人上瀬谷 -善昌寺 1/ 

永代田向料寄付につき 森佐五佐衛門

外2名

50 入置申頼一札之事 1/ 3. 3. 瀬谷村 -瀬谷村 1/ 

(老母てる、隣家清右衛門へ不法仕 親類惣代 宅右衛門

候一件につき、親類より願書) 武左衛門

外 1名

51 対談書之事 明治3'.4. 2 元名主 -甚五右衛門 〆〆

(去ル辰年分年貢之義、我等立会過 平次郎 外 1名

不足勘定相立候ニ付) 名主

政五郎

52 為取替申一札之事 1/ 3.12. 瀬谷村 -吉右衛門外 1名 1/ 

居屋敷買請之際、行違につき 質地買主

清右衛門外3名

53 記 1/ 5. 5.20 神奈川県 -岩崎一平 1/ 

(冥加金請取) 福井大属

外2名

54 差出申願一札之事 1/ 6. 3. 慈光山 -岩崎一平 〆/

(善昌寺持地之中第六天神社木を講 善昌寺

中之者共押掠候一件につき) 鈴木礎成

55 奉公人証書之事 1/ 12. 3.27 高座郡栗原村 -瀬谷村 1/ 

平吉を雇傭する際の証文 人主渋谷熊次郎岩崎一平

(給金17円、御仕着として、夏単物、

冬袷の代金 1円75銭などの約定を

記す〉

56 回達 1/ 18. 8.29 瀬谷村外二ケ村 -中村竹村家御中 1/ 

(本年国民軍相当者及び明年徴兵者 戸長役場

を来る 9月 1日までに戸主が役場

に届出ること)

57 入置申詫書証 // 20.12. 本人・侍治郎 -岩崎一平 1/ 

(貴殿所有の山林へ子供入込、伐 他行ニ付

木ニ付詫書〉 本人代

鈴木五郎兵衛

外4名

58 聾謹文之事 // 21. 1.15 南多摩郡鶴間村 -瀬谷村 // 

岩崎一平弟、保政が渋谷泰仙方へ 渋谷泰仙外2名岩崎一平

聾養子入りするにあたっての証文

(※包紙、褒状あり)

59 瀬谷田地債書上 // 22.10. 1/ 

六丁丙一等金58円35銭8厘、 1

円45銭 9厘この外6件を記す
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

60 衆議院議員選挙投票立会人指定につ 明治27.8.27 瀬谷村長 -岩崎一平 状

き通知状 守屋平輔

61 桑苗売渡之証 11 30.12.29 瀬谷村長 -岩崎一平 // 

桑苗売渡人

岩本八五郎

62 就学猶予願 /1 34. 5. 2 岩崎鹿蔵 -瀬谷村長 11 

63-1 (借用証文類安政~明治20年代) 安政 2.9. 畑借主 11 

入置申畑借用一札之事 米重郎

(畑 1反5畝) 藤左衛門

63-2 借用申金子証文之事 万延1.11.6 -甚五右衛門 ノノ

(金 5両也〉

63-3 借用申金子証文之事 明治 6.12. -岩崎一平 11 

(金2両 2分也)

63-4 証 11 8.11.15 -岩崎一平 11 

(金4円也)

63-5 借用申金子証文之事 11 8.11.29 -岩崎一平 11 

(金6円也)

63-6 借用申金子之証 〆〆 9.3.24 -小島政五郎 〆/

(金10円也〉

63-7 借用申金子証 11 9. 4.30 -瀬谷村 11 

(金5円也〉 岩崎一平

63-8 売渡申証文之事 11 9. 8.21 瀬谷区売元 -高座郡深見村 11 

(黒馬10才也、金20円也) 岩崎常太郎 小林利左衛門

63-9 借用申金子之証 11 10. 7.15 -岩崎一平 11 

(金4円也)

63-10 添書借用証 11 11: 2. -岩崎一平 1/ 

(金11円25銭也)

63-11 借用申金子之証 11 13. 6. -瀬谷村 11 

(金12円50銭也) 岩崎一平

63-12 借用金証 11 14. 3. -岩崎一平 11 

(金50円也〉

63-13 入置申議定一札之事 11 14. 9. 瀬谷村 -岩崎一平 /1 

(3等畑 4畝10歩、5等畑 9 入主

畝 7歩、 5等畑 3反 1畝15歩、 大塚源太郎

6等畑 3畝27歩) 外 1名

63-14 金子上借証 11 14.10. -岩崎一平 11 

(金21円也)

63-15 入置申添書之事 11 14.11.11 -岩崎一平 11 

(金23円83銭 3厘)

63-16 立木売渡証 11 14.12.12 瀬谷村 -岩崎一平 11 

(立木代金42円也) 借主

小嶋勝五郎

63-17 借用金之証 11 16. 3.30 -同郡十日市場村 11 

(金24円25銭也) 加藤繁次郎
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

63-18 入置申禁酒之証 明治16.4. 5 禁酒主 -親類 状

瀬谷村 岩崎甚五右衛門

岩崎 外親類中

立合人 1名

63-19 抵当ヲ以金円借用証 /1 16. 8.25 -同村 /1 

(金10円也) 前回九十郎

63-20 質地之証 /1 16.12. 3 -岩崎一平 〆〆

(畑 4反 3畝16歩、此質地代金60

円也瀬谷村戸長小島吉次郎の奥

印あり)

63-21 借用金之証 /1 17.10.25 -岩崎一平 /1 

(金13円75銭也〉

63-22 上借金之証 // 18. 1.23 -岩崎一平 // 

(金6円也)

63-23 借用申金子之証 // 19.10.25 -岩崎一平 ノ〆

(金5円68銭也抵当宅地券状1枚〉

63-24 借用申金子之証 /1 19.10.25 -岩崎一平 // 

(金12円80銭也)

63-25 入置申一札之証 /1 19. 3. 瀬谷村 -岩崎一平 // 

( 1ヶ年間8円也で奉公する約定書〉 石井三平

63-26 地所売渡ノ証 /1 20. 1.29 瀬谷村 -岩崎一平 // 

(畑4畝10歩外3件の売り渡し 売渡し人

売渡代金95円也) 大塚源太郎

63-27 地所売渡之証 /1 20. 1.24 売渡し人 -岩崎一平 /1 

(畑3畝 5歩と畑 1反29歩、此代 瀬谷村

金90円也) 嶋森勝五郎

※戸長平本七郎兵衛の公証印あり

63-28 借用申金円也 /1 26. 2. 5 -岩崎一平 // 

(金10円也)

63-29 金借用之証 /1 26.11. 6 -岩崎一平 // 

(金20円也〉

63-30 馬代金借用之証 /1 27. 3.16 -岩崎一平 // 

(金15円也)

63-31 借用申金円ノ証 /1 28.11.30 -岩崎一平 /1 

(金5円也)

63-32 預金之証 /1 29. 6.27 -岩崎一平 /1 

(金180円也)

63-33 借用証 /1 37. 6. 3 -小島政五郎 〆〆

(金30円也)

64 回達 ( // ) // 

(当今、天然痘流行しているので

種痘実施〉

11月1日、 8目、 15日瀬谷村戸

長役場で実施
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状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

65 領収証 (明治) 武州町田 綴

武州町田、福田屋外10件 福田屋外

66 覚(金子請取 6両2朱と 2匁5分) 子.4.22 上野屋惣兵衛 -甚五右衛門 状

67 (辰年八月十三日景山様より宰相様 辰.8.13 // 

御文面之写)

(寺院堂舎再建は町人百姓の負担

となるにつき) • 

68 申渡 (未) 4.27 長田岩五郎内 -瀬谷村 〆〆

(御役替えのため、金2朱と玄米 難波治兵衛 名主・組頭・惣百姓

2斗を若宮八幡に献納して、神楽

を興行するので百姓等は参詣する

ように仰出された)色紙あり

69 申渡 (未) 4.27 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

(御役替えにつき、村方惣百姓に 難波治兵衛 名主・組頭・惣百姓

酒料金200疋下さる)色紙あり

70-1 覚 (未)12.11. 長田岩五郎内 -瀬谷村 〆〆

( 1御屋敷替の節、名主・組頭計 (申) 1.12. 難波治兵衛 甚五右衛門外4人

5名が御用金(5両)差出したこ 名主組頭中

とに満足である旨の覚

2御匡敷替ニ際し、百姓5人とも

に御手伝金を命じた)色紙あり

70-2 覚 (未)12.24. 長田兵庫内 -名主 〆〆

(栄寿院様御本葬に際し村方通行 難波治兵衛 甚五右衛門外4人

取締りよろしきニ付、酒料伐金100

疋を下される)

71 廻状(久世大和守様よりの書付写2 (申) 4.11. 長田兵庫内 -相州 〆/

通差遣し候につき) 難波治兵衛 葛原村

高田村

瀬谷村

72 覚 (酉) 7.18. 長田岩五郎内 -瀬谷村 // 

(若殿様が御部屋使大御番を仰付 難波収蔵 名主・組頭・惣百姓

られた祝に御酒料として瀬谷村役

人・惣百姓に金2分を下された)

包紙あり

73 (申渡之覚と盗難品(万)の目録) 10.25 長田岩五郎内 -瀬谷村 /1 

(年次郎宅へ入った盗賊が捨てて 難波収蔵 名主甚五右衛門

いった万を地頭所江取上る旨の達

し覚と盗難品(万)の目録)包紙

あり

74 申渡し覚 (亥).11.25 長田亀吉内 -名主 11 

(当亥御年貢米 1両につき 1石 大舘九十郎 宅右衛門

2斗の相場を以て金納)包紙あり

-149一



状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

75 当亥年御年貢納辻先納割合(前欠〉 (亥) • 1.14 長田岩五郎内 -瀬谷村 状

田畑米 131石3斗 6升 6合 (内米 難波収蔵 名主・与頭

15石1斗3升 3合諸村引)

此代金57両 1分と銭351文外ニ

永銀7両3分と銭766文

76-1 (百姓清三郎外5人江戸出府申渡) (亥) • 6. 9 長田兵庫内 11 

嶋田隆輔

76-2 (御地頭所様より拝領の品目録〉 11 

(持、脇差、紋付小袖、掛軸(雪

舟筆)、盃洗箱入、唐草の御提ケ

物、前川焼、扇子等を)

77 書状 4.17 梶田一巴 -岩崎庄左衛門 11 

(新聞、返納の一件、俳句七首を

添える)

78 俳句 11 

79 書状 瀬谷村 11 

(与之助不始末につき詫状) 岩崎御主君様

早川三左衛門

80 書状 2. 9 中分名主 -上分名主 11 

(株場取極之議定相破もの有之に 儀右衛門 甚五右衛門

っき御相談申上げたき旨)

81 覚 11. 8 長田隼人内 -名主 11 

(去酉極月御類焼の節、小屋がけ 角田五大夫 長左衛門

のため人足、百姓へ扶持米被下

候につき)

82 書簡 (明治)26.10.29 徳増源太郎 -鎌倉郡 11 

(神奈川勝青年曾常議員依頼〉 瀬谷村

(※封筒あり) 岩崎一平

83 阿夫利神社本社拝殿再建図 11 

84 和州初瀬寺よりー里下追分住 ノノ

三{傑小鍛治宗近未孫

宇陀鍛治本園次の札

85 駿河閣安倍郡志旦口山 (文化10.12) 〆ノ

浅間惣社再建図

86 坂東四番相州鎌倉長谷寺 11 

十一面観音像(護符)

87 包紙 11 

(御供物)

88 祝詞 11 

身首貴太被(みそぎのおはらい)

89 加持土砂(護符) 11 

90 俳句十首 瀬谷寄山 -p塚吉田町 11 

御催主中

91 灸の効能を述べる歌三首 1 浪華亭梅業 11 
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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

92 和歌 4首 状 4 

(元良親王、春道列樹、相模、大

中臣能宣朝臣の歌)

(※瑞裏書あり、長田姓 1) 

93 包紙 11 

(祝儀〉

94 回状(前欠〉 亥 2.18 玉川道御用先 11 

(雑木之類不残附ム、都市水行、 中村八大夫手代

差陣不相成様) 加藤慎五郎

95 勢州松阪ヨリーリ、下大軒市場住 11 

菊一文字、藤原因光の札

「本家本菊一文字」

96 包紙二枚 11 2 

岩崎様外

97 略神拝次第 11 

外に国々一之宮神名記(五畿内、

東海道、東山道)

98 近江八景之図 ノ/

江州志賀郡勢田橋西植村氏板

99 京都名所方角略図 ノ〆

京三条大はし東つめ南が八御定宿

びぜんや藤五郎

100 断簡 10件 11 10 

101 謹(領収証) (明治)17.11. 大山町 -瀬谷村 11 

(金 1円97銭8厘) 大堂再建協会 森佐五右衛門

102 仮免定写 ノノ

田米弐百弐拾四石七斗七合本途

畑米五拾三升畑米

回米六斗七升七合新田米

103 包装のみ(新田割附面状〉 ノ〆

「松魚節Jの記載あり

104 以書付ヲ奉申上候 11 

御一新にて村々除地改めに付

105 (石碑供養につき参加依頼) 〆ノ

上瀬谷村岩崎甚五右衛門

外五ケ村五名宛へ

106 (代金九両分の受取り) 7.26 村子川村 -田蔵 11 

清兵衛

状追加

→マ百姓三人博実ニ付宥免一件連印) I天保 4.2.11 I甚五兵衛伴 ・四給

(前欠) I I助次郎外28名 村役人
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

2 (稲荷大明神瀬谷村甚五右衛門敷地 安政 4.2. 1 神砥官統領 -願主 状

江奉勧選ノ事〉 神祇伯王殿 岩崎甚五右衛門

公文所

3 詮(施餓鬼修行料) 明治12.1. 6 天照山 -岩崎一平 ノ〆 3 

執事 外2名

4-1 状(大山阿夫利神社敬慎講本社) 11 12.10. 大山阿夫利神社 -岩崎一平 11 

瀬谷村岩崎一平 敬慎講本社

幹事タルへキ事

4-2 卒業証書岩崎トリ 11 14. 3.24 神奈川県鎌倉郡 -岩崎トリ 11 

(高等修業年限二箇年小学校ノ 瀬谷村立尋常

教科書ヲ卒業した) 高等瀬谷小学校長

梅沢登喜三

4-3 証(小学初等第一級卒業) 11 16. 3. 神奈川県相模国 -岩崎なか /ノ

神奈川県平民一平長女岩崎な 鎌倉郡公立小学

可 瀬谷小学校

4-4 状(鎌倉郡農会会員名簿ニ登録ス) 11 29. 9.21 鎌倉郡農会長 -岩崎一平 11 

岩崎一平 白根鼎三

4-5 状(日本赤十字社正社員ニ列ス) 11 29.10. 9 日本赤十字社長 -岩崎一平 11 

岩崎一平 佐野常民

4-6 謝状 /1 31. 3. 豊国会会長 -岩崎一平 11 

(豊大閤墳墓修理及三百年祭ニ金 侯爵里

弐円寄附) (黒田長成)

4-7 学習証書 /1 32. 3.25 瀬谷村立 -岩崎茂平 1/ 

神奈川県平民、尋常小学校、第二 尋常高等

学年部 岩 崎 茂 平 瀬谷小学校

4-8 学習証書 /1 33. 3.25 瀬谷小学校 -岩崎茂平 1/ 

神奈川県平民、尋常小学校、第三

学年部岩崎茂平

4-9 状 11 33.12.27 日本赤十字社長 -岩崎吉造 11 

(日本赤十字社正社員ニ列ス) 佐野常民

岩崎吉造氏 外1名

4-10 講習証 /1 34. 2.10 神奈川県鎌倉郡 . 左u王a山，Ia可!i.::口と1、止a 1/ 

(蚕業講習会課程修得〉 農会長

瀬谷村、岩崎吉識 荒木義諦

4-11 卒業証書 11 34. 3.24 瀬谷小学校長 -岩崎茂平 11 

(尋常小学校修業年限四箇年ノ卒 中丸助蔵

業)

神奈川県平民、岩崎吉造長男岩崎

茂平

4-12 学習証書岩崎茂平 /1 35. 3.26 瀬谷小学校 -岩崎茂平 /1 

(高等修業年限四箇年小学校第

一、二学年ノ学級ニ於テ一箇年間

ノ課業ヲ学習)
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

4-13 賞状 明治36.3.20 愛国婦人会長 -岩崎ナカ子 状

(愛国婦人会通常役員に列す)岩 岩倉久子

崎ナカ子氏 外 1名

4-14 修業証書岩崎茂平 /1 36. 3.24 尋常高等瀬谷 -岩崎茂平 /1 

(高等修業年限四箇年小学校第 小学校

二学年ノ課程)

4-15 通知 // 36.10. 愛国婦人会 -岩崎ナカ子 // 

(愛国婦人会神奈川県支部発会式 神奈川県支部

開催通知) 幹事長

日時 11月8日午後2時 周布貞子

場所橘樹郡大師河原村平間寺

4-16 学習証書岩崎茂平 // 37. 3.25 尋常高等 -岩崎茂平 // 

(高等小学校第三、四学年ノ学級 瀬谷小学校

ニ於て三箇年間ノ課程)

4-17 学習証書岩崎ト リ // 37. 3.25 瀬谷小学校 -岩崎ト リ 〆〆

(尋常小学校一、二、三、四学年、

学級ニ於テ壱年間ノ課程ヲ学習)

4-18 卒業証岩崎茂平 ノ〆 38.3.27 瀬谷小学校 -岩崎茂平 ノノ

(高等修業年限四箇年小学校ノ 訓導兼小学校長

教科ヲ卒業〉 中丸助議

4-19 修業証書神奈川県平民岩崎トリ // 38. 3.24 尋常高等 -岩崎トリ // 

(尋常小学校第二学年ノ課程) 瀬谷小学校

4-20 賞状(一ヶ年精勤) // 39. 3.25 瀬谷小学校長 -岩崎トリ // 

尋常科第三学年岩崎ト リ 中丸助識

4-21 学習証書神奈川県平民岩崎キク // 39. 3.25 瀬谷小学校校長 -岩崎キク // 

(尋常小学校第一学年ノ学級ニ於 中丸助戴

テ一箇年間ノ課程ヲ学習)

4-22 学習証書神 奈川県平民岩崎ト リ // 39. 3.25 瀬谷小学校校長 -岩崎トリ ノノ

(尋常小学校第三、四学年ノ学級 中丸助戴

ニ於テ三箇年間ノ課程ヲ学習)

4-23 賞状 // 40. 3.26 瀬谷小学校 -岩崎トリ 〆/

尋常科第四学年岩崎トリ(本学 中丸助戴

年間精勤)

4-24 卒業証書岩崎トリ // 40. 3.26 瀬谷小学校長 -岩崎トリ 〆ノ

(尋常小学校ノ教科ヲ卒業) 中丸助蔵

4-25 修業証書岩寄キク // 40. 3.26 瀬谷小学校校長 -岩寄キク 〆〆

(尋常小学校第二学年ノ課程) 中丸助戴

4-26 卒業証書神 奈川県平民岩崎茂平 // 41. 3.20 神奈川県郡立 -岩崎茂平 〆〆

中部農業学校長

成田軍平

4-27 修業証書岩崎ト リ // 41. 3.26 瀬谷小学校校長 -岩崎トリ // 

(高等修業年限四箇年小学校第 中丸助蔵

一学年ノ課程)
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差 出 人・請取人 形態 数量

4-28 学習証書岩崎善作 明治41.3.26 瀬谷小学校附設 -岩崎善作 状

(明治41年学習) 農業補習学校長

中丸助戴

4-29 賞状 1/ 41. 3.26 瀬谷小学校 -岩崎キク 11 

(一学年間精勤)尋常科第=学年

岩崎キク

4-30 学習証書岩崎キク が 41.3.26 瀬谷小学校 -岩寄キク 1/ 

(尋常小学校第二、四学年ノ学級 校長

ニ於テ三箇年間ノ課程) 中丸助戴

4-31 感謝状 1/ 41.12.28 陸軍騎兵大佐 -岩寄一平 1/ 

(軍馬記念碑建設金寄贈)金壱円 梅崎信量

4-32 卒業証書 が 42.3.26 瀬谷小学校 -岩崎ト リ 1/ 

(尋常小学校ノ教科ヲ卒業)岩崎 中丸助蔵

トリ

4-33 修業証書岩崎キク 1/ 42. 3.26 瀬谷小学校校長 -岩崎キク // 

(尋常小学校第四学年ノ課程ヲ修業) 中丸助戴

4-34 学習証書岩 崎 トリ 1/ 43. 3.25 瀬谷小学校校長 -岩崎トリ ノ/

(高等修業年限二箇年小学校第一、 梅津登喜三

二学年学級ニ於テ一箇年ノ課業ノ

学習)

4-35 修業証書岩崎キク 1/ 43. 3.25 瀬谷小学校校長 -岩崎キク 11 

(尋常小学校第五学年ノ課程) 梅津登喜三

4-36 卒業証 1/ 44. 3.24 瀬谷小学校長 -岩崎キク /1 

(尋常小学校ノ教科ヲ卒業)岩崎 梅津登喜三

キク

4-37 証 大正 2.2.24 鎌倉郡立 -岩崎ト リ /1 

家庭農産製造調理養鶏養豚鎌倉 農事講習所長

郡瀬谷村 武原数代

(瀬谷村農会開設本所別科第 1期

講習ニ於テ前期ノ科目ヲ修得)岩

崎ト リ

4-38 賞状瀬谷村岩崎茂平 昭和 8.3.23 鎌倉郡 -岩崎茂平 11 

(於鎌倉郡瀬谷村区園芸品評会里 瀬谷村農会長

芋弐等賞) 平本兼次

4-39 祝調 が 8. 瀬谷村 -岩崎千代子 H 

(結婚につき)岩崎千代子様 女子青年会

4-40 賞状岩崎茂 平 1/ 9. 3.15 鎌倉郡 -岩崎茂平 // 

(瀬谷村農会堆肥増産品評会ニ於 農会長

て壱等賞) 小串清一

4-41 賞状 1/ 9. 3.18 瀬谷村農会長 -岩崎茂平 11 

水稲苗代立毛鎌倉郡瀬谷村 平本兼次

岩崎茂平

(於鎌倉郡瀬谷村竹村農事改良組

合出荷組合連合品評会参等賞)
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状追加

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

5 奉公人請状之事 明治14.3.24 武州北豊嶋郡 -瀬谷村 状

一給金16円也 下根利馬村 岩崎一平

人主吉岡清右衛門外 岩崎重兵衛

6 記 明治17.1.18 瀬谷村 -岩崎一平 /1 

(備荒儲畜資本金受取〉 戸長役場

一金弐円 4銭但し元金拾七円利

子

7 明治廿年ノ調査(瀬谷町の土地調査) 11 20 /1 2 

地目、反別地価、地租

田78町 7反26歩外

合計956町 3反 8畝 9歩

8 旦州修善寺温泉場全図(銅版画) 11 26. 6. 東京浅草精行社 /1 

9-1 衆議院議員議席番号 11 8. 1.11 発行人織田岩吉 /1 

宿泊便覧

9-2 報知新聞明治29年10月12日号外 11 29.10.12 発行報知社 /1 

(政綱の宣言)

9-3 衆議院議員選挙結果 11 11 

(県下候補者得点郡別表)

9-4 衆議院議員選挙結果 11 11 

(君陪日各候補者得点表)

10-1 横指第81号 11 30. 3.13 横浜郵便電信局長・瀬谷村上瀬谷 11 

(郵便切手責下免許謹ノ下付〉 海上胤範 岩崎一平

10-2 藤第137号 11 30. 7.27 東京税務管理局長・瀬谷村岩崎一平 11 

(証券印紙売捌之件) 大塚貢

10-3 郵便切手・収入印紙売下免許之謹 11 32. 4.24 逓信省 -瀬谷村岩崎一平 11 

10-4 横指第178号 11 32: 4.24 横浜郵便電信局長・瀬谷村郵便切手 11 

(収入印紙売下免許鐙ノ下付) 竹下康之 売下人岩崎一平

10-5 戸郵第92号(通知〉 ( 11 )33.12.21 戸塚郵便局 -区内各切手 ノノ

(歳末・歳始売下ゲ切手はがき類 売下所御中

請求につき)

10-6 雑誌「東光り」 11 35. 7. 1 冊

東京市浅草区山之宿町東光社

10-7 特殊取扱ニ関スlレ郵便料金一覧表 横浜郵便電信局 状

10-8 葉書(暑中見舞文〉 11 

11 領収証 11 37. 4.26 愛国婦人会神奈川 ・岩崎ナカ 11 

(愛国婦人会) 支部鎌倉郡幹事

曽根類子

12 通知 〆1 37. 9.22 鎌倉郡 /1 

(鎌倉郡農友会秋季総集会開催 農友会

9月29日午後 1時於戸塚町鎌倉倶

楽部)

13 領収証 11 37 日本赤十字社 -岩崎一平 11 2 

(赤十字明治37年第 1期分年醸金 神奈川支部 岩崎吉造

一金壱円) 鎌倉郡委員部委員
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状追加・年貢割付状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

平本政次郎

14 辞令 明治 8.1.20 戸塚警察署長警部・瀬谷消防組 状

(第五部小頭ヲ命ス) 芦川信行 消防手岩崎茂平

15 交雑種春輩飼育参考表 // 13. 3.25 郡是製綿 // 

株式会社編発行

16 相州和田鯖宮薬師両所奉額句合外俳 催主亀石船遊 // 5 

句集 外 綴

17 西国順礼井大和巡 リ細見図 -はな屋市兵衛 状

18 御札 // 

(雨降山、秋葉山、高野山、藤津

山)外 3件

19 ちらし 2枚 平野屋佐吉 // 2 

(蒸気金比羅出船所) やまと屋弥三郎

20 鎌倉郡教育会総会与行次第 // 

(11月6日午前9時神奈川県測候

所長朝倉慶吉演説外)

21 大山不動尊大堂 // 

正面之図、横面之図

22 竹村下村字在郷軍人(名簿) ノノ

23 書簡(封筒のみ) 相模国 -瀬谷字上瀬谷 // 

戸塚郵便局 岩崎一平

24 (封筒のみ) 相模国 -瀬谷切手売下所 // 

戸塚郵便局 岩崎一平

年貢割付状

巳御年貢可納割付之事 フじ文 2.10. 斎藤喜六郎 -瀬谷村新田 状

一、高35石 9斗5升4合一反別12 名主・組頭・惣百姓

町4反歩畑方一取合永 3貫267

文 4分

内永248文(当巳より増永)(瀬谷

村新田)

外、永604文(株銭)など、納合

米 9升 4合永3貫871文 8分

2 未御年貢可納割付之事 // 4.10. 斎藤喜六郎 -瀬谷村新田 // 

一、高35石 9斗 5升4合 (反別12 名主・組頭・惣百姓

町4反歩)取合永3貫537文 6分

外に株銭 (604文 4分)御伝馬宿

入用(米2升 2合)、六尺給(米

7升 2合〉納合(米9升4合〉永

(4貫142文)右納方次第(荏納・

大豆納・米納・金納)
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年貢割付状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

3 酉御年貢可納割付之事 寛保1.10. 斎藤喜六郎 -瀬谷村新田 状

一、高35石9斗 5升4合(反別12 名主・組頭・惣百姓

町4反歩畑方)同所新田検見取

高 1石6升 2合

外に株銭、御伝馬宿入用、六尺給

米 9升 6合、永 4貫353文 1分

納方次第

4 午年可納割付之事 寛延 3.10. 辻六郎左衛門 -瀬谷村新田 /〆 1 

一、高35石9斗 5升4合(反別12 名主・組頭・惣百姓

町4反歩)畑方、同所新田

一、高 1石6升 2合(同所新田)

外

株銭、御伝馬宿入用、六尺給、御

蔵前入用あり

納合米9升 6合、永5貫5百53

文4分納方次第

5 申御年貢可納割付之事 宝暦 2.11. 岩出伊右衛門 -瀬谷村 11 

一、高35石9斗 5升4合(反別12 名主・惣百姓

町4反歩)畑方(瀬谷村新田)

一、 高 1石6升 2合(同所新田)

外

株銭、御伝馬宿入用、六尺給、御

蔵前入用

納合(米9升 6合)永(5貫65文

4分)

6 (酉御年貢可納割付之事)(前欠) // 3.10. 岩出伊右衛門 . (瀬谷村) // 

納合、永 5貫467文6分右者当 名主・百姓

酉ヨリ丑まで5ヶ年定免御取箇

11月限急度皆済すべき者也

7 寅御年貢可納割付之事 // 4.10. 岩出伊右衛門 -瀬谷村 // 

一、高35石9斗 5升4合(反別12 名主・百姓

町4反歩、畑方)

一、高 1石6升 2合(同所新田)

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給・

御蔵前入用

納合(米9升 6合 ) 永 (5貫467

文6分)

8 (年貢割付)(前欠) // 9.11. (伊奈半左衛門)・名主・百姓 // 

納合永5貫468文1分

9 巳歳御年貢可納割付之事 宝暦11.11.5 (伊奈半左衛門)・名主 ・百姓 // 

一、高35石9斗(5)升 (4)合

永 4買 (428)文1分

一、高 1石6升 2合(同所新田)

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給・
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年貢割付状

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

御蔵前入用

納合永5貫468文 1分

10 (年貢割付)(前欠) 宝暦12 (伊奈半左衛門)・名主・百姓 状

一、永 (84)文株銭一反別12町8

畝22歩の外に御伝馬宿入用 ・六尺

給・御蔵前入用あり

納合米9升 7合永5貫467文 l

分

11 (未御年貢可納割付之事)(前欠〉 1/ 13.11. 5 (伊奈半左衛門)・名主・百姓 // 

12 酉歳御年貢可納割付之事 明和 2.11.5 (伊奈半左衛門)・名主・百姓 ノ/

一、高35石 9斗 5升 4合 (反別12

町4反歩)一永 4貫428文 1分

一、高 1石 6升 2合(同所新田)ー

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給

米・御蔵前入用

納合永5貫468文 l分

13 成歳御年貢可納割付之事 ノノ 3.11. 5 備前 (瀬谷村新田) // 

一、高35石 9斗 5升 4合(未ヨリ 名主

亥まで5ヶ年定免〉

一、高1石 6升 2合(同所新田)一

亥検地申改テ高入、外ニ株銭・御

伝馬宿入用・六尺給・御蔵前入用

あり

納合米9升 7合、永 5貫468文 1

分

14 丑歳御年貢可納割付之事 11 6.10. 久保田十左衛門 -瀬谷村 ノノ

一、高35石 9斗 5升 4合一永 4貫 名主・組頭・惣百姓

428文 1分(瀬谷村新田)

一、高1石 6升 2合(同所新田)ー

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給

米・御蔵前入用あり

納合米9升 6合、永 5貫467文 6

分

15 (酉御年貢可納割付之事)(前欠) 安永 6.10. 江川太郎左衛門 -名主・組頭・惣百姓 // 

納合米9升 6合、永(5 )貫467

文 6分

16 却御年貢可納割付之事 天明 3.11. 江川太郎左衛門 -名主 ・組頭・惣百姓 11 

一、高35石 9斗 5升 4合(反別12

町4石歩)一瀬谷村新田

一、高 1石 6升 2合一同所新田

(下ニ畑5反 3畝 3歩)

外ニ株銭 ・御伝馬宿入用・六尺給

米・御蔵前入用

納合米9升6合、永4貫618文 1分
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年貢割付状

番号 資 料 名 年 代 差 出 人・請取人 形態 数量

17 未御年貢可納割付之事 天明 7.10 江川太郎左衛門 -名主・組頭 状

一、高35石 9斗 5升4合(反別12 惣百姓

町4石歩)

一、高 1石6升 2合外ニ株銭・

御伝馬宿入用・六尺給米・御蔵前

入用

納合米9升 6合、永4貫467文 7

分

18 申御年貢可納割付之事 11 8.10. 江川太郎左衛門 -名主・組頭 11 

一、高35石 9斗 5升 4合(反別12 惣百姓

町4石歩)一瀬谷村新田

一、高 l石 6升 2合(同所新聞)

外ニ株銭・御伝馬宿入用 ・六尺給

米・御蔵前入用

納合米口、永5貫467文 7分

19 子御年貢可納割付之事 覧政 4.11. 大賞次右衛門 -名主・組頭 ノノ

一、高35石 9斗 5升4合(反別12 惣百姓

町4石歩)一瀬谷村新田

一、高 1石 6升 2合(下々畑5反

3畝 3分)

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給

米・御蔵前入用

納合米 9升 6合、永 5貫467文 7

分

20 却年割付之事(包紙あり) 文化 4.10. 長田喜左衛門内 -瀬谷村 11 

一、高100石(反別19町9反 9畝 江見友左衛門 名主・年寄

9歩)一 (田方9町8反6畝8歩、 惣百姓

畑方10町1反 3畝 1歩)田畑〆米

46石 1斗 7升、本口永 5貫482文

外ニ内山開・林開の銀12貫982文、

山永300文、納合米131俵 3斗 6升

6合、永5貫782文(5両 3分銭

200文〉銀12貫982文(1両3分 2

朱、銭46文〉

21 (未御年貢割付之事)(前欠) 文政 6.10. 大貫次右衛門 -名主・年寄 ノノ

文政六未年十月 大貫次右衛門 惣百姓

右村・名主・年寄・惣百姓

22 申御年貢可納割付之事 11 7.11. 中村八太夫 -名主・年寄 〆〆

一、高35石 9斗 5升 4合、皆畑一 惣百姓

瀬谷村新団長左衛門組

一、高 1石 6升 2合(下々畑5反

3畝 3分)組合4貫529文 1分

外ニ株銭・御伝馬御役用・六尺給

米・御蔵前入用
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年貢割付状

番号 資 料 名 年 代 差 出人 ・請取人 形態 数量

納合米9升 4合、永 5貫467文 7

分

23 (タH御年貢可納割付之事)(前欠) 天保14.11. 関保右衛門 -名主 ・組頭 状

一、高35石9斗 5升 4合、皆畑 惣百姓

瀬谷村新田

一、高 1石6升 2合取合永4貫

529文 1分

外ニ株銭・御伝馬宿入用・六尺給

米・御蔵前入用

納合米9升 6合、永 5貫467文 7

分

24 巳御年貢可納割付之事 弘化 2.10. 築山蔵左衛門 -名主・組頭 11 

一、高35石9斗 5升4合、皆畑 惣百姓

瀬谷村新田

一、高 1石6升 2合(同所新田)

取永合 4貫529文 1分

外ニ株銭・御伝馬宿入用・ 六尺給

米・御蔵前入用

納合米 9升 6合、永 5貫467文 7

分

25 卯御年貢可納割付之事 綴

一、高114石6斗 2升 8合(反別

19町 9反 9畝 9歩一内田方 9町8

反 6畝 6歩、畑方10町 1反 3畝 1

歩)

回給29石7斗O升O合、畑米合12

石1斗 3升 4合 7夕2才

本口永合8貫565文 3分

26 タH年御年貢可納割付之事(後欠) 状

一、高35石9斗 5升 4合瀬谷村

新田

此反別畑12町4反歩

右町歩訳中下畑2町 1反 4畝24

歩、下畑6町8反 5畝24歩、砂畑

27 辰歳御年貢可納割付之事 (後欠) 11 

一、高35石9斗 5升4合

反別畑12町4反歩

28 辰御年貢可納割付之事 (後欠〉 ノ/

一、高35石9斗 5升4合 (邦ヨリ

未迄 5ヶ年定免〉

29 当未御年貢可納割付之事 (後欠) 11 

一、高35石9斗 5升4合一此取永

4貫428文 2分

一、高 1石6升 2合
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年貢割付帳・年貢皆済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

30 未年御年貢可納割付之事(中欠・後 状

欠)

一、高35石9斗 5升4合一瀬谷村

新田

31 午御年貢可納割付之事(後欠) ノ〆

納合米9升 6合、永5貫467文

7分

32 成御貢可納割付之事(後欠) 11 

一、高35石9斗 5升4合一反別12

町4反歩

此訳中下 畑2町 1反4畝24歩、

下畑 6町8反 5畝24歩

33 亥御貢可納割付之事(後欠) 11 

一、高35石9斗 5升4合一反別12

町4反歩畑方

34 (年貢割付)(前後欠) 1.〆

株場永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵前入用

35 (年貢割付)(前後欠) 〆〆

一、高 1石6升 2合一永100文 9

分

株場永、御伝馬宿入用、六時節任、

御蔵前入用

36 (年貢割状)(前後欠) ノノ

一、高 1石6升 2合一永100文 9

分一御所新田

取合氷4貫529文、株銭、御伝馬

宿入用、六尺給米、御蔵前入用

37 (年貢割付状)(前後欠〉 ノ〆

一、(高35石9斗 5升 4合〉一反

別の内訳

一、高 1石6升 2合一永100文 9

分

年貢皆済目録

辰御年貢皆済目録(前欠) 冗文 2.3. 斎藤喜六郎 -右村 状

一、永108文 7分12永一、永89 名主・組頭

文 9分御蔵前入用 惣百姓

納合永4貫68文4分外永3文 2

分

2 申御年貢皆済目録(後欠) 覧保 1. 斎藤喜六郎 11 

高35石9斗5升4合瀬谷村新田

永 4貰331文 5分本途小物成
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年貢皆済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

外ニ荏3升 6合納合氷4貫口文

7分

3 丑御年貢米金皆済目録 明和 7.6. 1 久保田十左衛門 -名主・与頭 状

高37石1升 6合瀬谷村新田 惣百姓

永 4貫529文本途、永846文 l分小

物成

永161文 3分口永、米 2升 2合御

伝馬宿入用、米7升4合六尺給

永92文 5分御蔵前入用外、納合氷

5貫948文 7分

4 (年貢皆済目録)(前欠) 11 8. 8. 久保田十左衛門 // 

一、米7升 4合六尺給前一、永

92文 5分御蔵前入用ー荏 3升 7

メELヨ

一、大豆7升4合納合氷 6貫40

文 7分

5 (年貢皆済目録)(前欠) 1/ 9. 3. 久保田十左衛門 -瀬谷村新田 // 

一、永161文 3分(口永)一、米 名主・組頭

2升 2合・此代永24文 9分(御伝 惣百姓

馬宿入用〉

一、米7升4合(此代永98文 1分一

六尺給米)

一、大豆7升 4合(此代永171文

4分)(買物)納合永6貫18文

6 (申御年貢皆済目録)(前欠) 安永 6.3. 久保田十左衛門 -瀬谷村 // 

一、永846文 1分(小物成〉一、 名主・与頭

永161文 3分 (口永〉 惣百姓

一、米2升2合(此tt永28文3分一

御伝馬宿入用)その外六尺給米、

御蔵前入用

荏、大旦など納合永 5貫886文

1分外永4文 9分

7 成御年貢皆、済目録 寛政 2.3. 江川太郎左衛門 -名主・与頭 // 

相州鎌倉郡瀬谷村新田 惣百姓

一、高37石1升 6合一、永4貫

529文 1分 (本途) 一、永846文

1分(小物成)

一、永161文 3分(口永) 外御

伝馬宿入用、六尺給米、御蔵前入

用等

8 (亥御年貢皆済目録)(前欠) が 4.2. 1 江川太郎左衛門 -名主・組頭 ノ/

一、永4貫529文 1分(本途〉一、 惣百姓

永846文 l分(小物成)

六尺給米

-162-



年貢皆、済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

9 子御年貢皆済目録 寛政 5.1 大貫次右衛門 -名主 ・組頭 状

瀬谷村新団長左衛門定掛 惣百姓

高37石 l升 6合一、永 4貫529

文 1分(本途) 一、永846文 1

分(小物成)

一、永161文 3分(口永) 外御

伝馬宿入用、六尺給米、御蔵前入

用

大豆、荏、稗納合荏 3升 9合、

稗 1斗 1升 8合、永 5貫767文

外ニ永 4文 9分

10 寅御年貢皆済目録 11 7. 大貫次右衛門 -名主 ・年寄 11 

瀬谷村新田長左衛門組 百姓代

高37石 1升 6合 一、 永 4貫529

文 1分(本途)以下同じ

11 成御年貢皆済目録 享保 3.2. 大貫次右衛門 -名主・年寄 11 

瀬谷村新団長左衛門定掛 百姓代

高37石 l升 6合 一、永 4貫529

文 1分(本途) 一、永846文 1

分(小物成)

外に口永、御伝馬宿入用、六時合、

御蔵前入用、稗、大豆

菜種 納 合永 5貫895文 3分外

に永4文 8分

12 亥御年貢皆済目録 11 3. 2. 大貫次右衛門 -名主 ・年寄 ノノ

高37石 1升 6合本途、小物成、 百姓代

口永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵前入用、稗 1斗 1升 3合(此

永35文 2分)、大旦7升 4合 (64

文 5分〉

菜種3升 7合 (55文 3分)、納合

永 5貫 895文 3分外に永4文 8

分

13 丑御年貢皆済目録 文化 3.2. 大貫次右衛門 -名主 ・年寄 11 

高37石 1升 6合本途、小物成、 百姓代

12永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵前入用、大豆7升 4合(代永

75文)一石代、菜種3升 7合 (60

文)ー買納、納合5貫842文 8分

14 巳御年貢皆、済目録 11 (11) 2. 大貫次右衛門 -名主 ・年寄 11 

高37石 1升 6合、本途、 小物成、 百姓代

12永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵前入用、大豆7升 4合 (68文

4分)、菜種3升 7合 (62文 9分〉
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年貢皆、済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

納合永5貫853文 5分外永4文

8分(大豆永代渡14文8分、菜種

永中渡7文4分)

15 酉御年貢皆済目録 文化11.2. 大貫次右衛門 -名主、年寄 状

瀬谷村新田長左衛門組 百姓代

高37石 1升 6合、永 4貫529文 l

分(本途)、永846文l分(小物成)

口永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵米入用、大旦、(石代)、菜種

(買納)

16 (丑御年貢皆済目録)(前欠) /1 15. 2. 大貫次右衛門 -名主・年寄 /1 

長左衛門組 百姓代

一、永4貫529文 1分(本途)、小

物成、口永、御伝馬宿入用、六尺

給米、御蔵前入用、大旦〈石代)

菜種(買納) 納合氷5貫859文

外永4文8分

17 寅御年貢皆済目録 文政 2.2. 大貫次右衛門 -名主・年寄 H 

瀬谷村新田 百姓代

高37石 1升 6合、本途、小物成、

12永、御伝馬宿入用、 六尺給米、

大旦(石代〉、菜種(買納) 納

合 5貫839文5分外永4文9分

18 巳御年貢皆済目録 /1 5. 2. 大貫次右衛門 -名主・年寄 /1 

瀬谷村新団長左衛門 百姓代

高37石 1升 6合、本途~菜種まで

閉じ

納合 5貫88口文6分

19 午御年貢皆、済目録 11 6.12. 大貫次右衛門 〆ノ

瀬谷村新団長左衛門

高37石 1升 6合、永 4貫529文 1

分(本途〉、永846文 l分 (小物成)

※いたみがひどく て開けない

20 酉御年貢皆済目録 /1 9. 1. 中村八太夫 -名主・年寄 11 

瀬谷村新田長左衛門組 惣百姓

高37石 1升 6合、永 4貫529文 1

分(本途)、永846文 l分(小物成)

口永、御伝馬宿入用、六尺給米、

御蔵前入用、大豆(石代)、菜種

(正納)、早損御救拝借返納 260文、

国役184文5分

納合菜種3升 9合(此代65文)

永6貰229文 1分
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年貢皆済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

21 寅御年貢皆済目録 天保 2.1. 中村八太夫 -名主・年寄 状

瀬谷村新田 百姓代

高37石1升6合、永 4貫589文 1

分(本途)、永 846文 1分(小物

成)

口永~菜種同じ国役184文 5分

納合菜種3升9合(此代65文)

永 5貫979文 2分

22 酉御年貢皆済目録 11 9. 1. 中村八太夫 -名主・年寄 11 1 

瀬谷村新田 百姓代

高37石1升6合、永 4貫529文 1

分(本途)、永846文 1分(小物成)

口永~菜種閉じ 国役金 (184文

5分)

納合菜種3升9合永6貫58文

5分外ニ永5文

23 卯御年貢皆済目録 11 14. 1. 関保右衛門 -名主・組頭 11 

瀬谷村新田 惣百姓

高37石1升6合、永4貫529文 1

分、永846文 l分(小物成〉

口永~菜種まで同じ 国役金184

文 5分

納合菜種3升9合(代永65文)、

永 5貫986文 8分

24 寅御年貢皆済目録 11 15. 1. 関保右衛門 -名主・組頭 11 

瀬谷村新田 惣百姓

高37石1升6合、永 4貫529文 1

分(本途)、永.846文 l分(小物成)

口永~口役金まで同じ

納合菜 種3升9合(此代62文口

分)、永6貫11文 3分

25 巳御年貢皆済目録 弘化 3.1. 築山茂左衛門 -名主 ・組頭 11 

高37石1升6合、永 4貫529文 1 百姓代

分(本途)、永 846文 1分(小物

成)

口永~口役金まで同じ

納合菜 種3升9合(代永86文7

分)、永6貫37文外ニ5文

26 未御年貢皆済目録(後欠) 11 

瀬谷村新田

高37石1升6合、永4貫529文 1

分(本途)、永 846文 1分(小物

成)

永161文 3分口永、米 2升 2合
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年貢皆済目録

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

(代永25文)御伝馬宿入用(後欠)

27 成御年貢皆、済目録(後欠) 状

瀬谷村新田

高37石 1升 6合、永4貫529文 l

分(本途)、永846文 1分(小物成〉

口永御伝馬宿入用六尺給米、

大豆 7升 4合(石代)

(以下後欠)

28 成御年貢皆済目録(後欠) // 

瀬谷村新田

高37石 1升 6合、永 4貰529文 1

分(本途)

29 成御年貢皆、済目録(後欠) 〆/

高37石 1升 6合、永 4貫529文

(本途)、永 846文 1分(小物成)

米 7升 4合(六尺給) 米 2升 2

合(御伝馬宿入用)

永92文 5分(御蔵前入用) 以下

欠

30 亥御年貢皆済目録(後欠) // 

瀬谷村新田

高37石 1升6合(以下欠)

31 (年貢皆済目録)(前欠・後欠〉 // 

納合米9升 6合永4貫353文

1分

永 7文 4分(荏内)、永14文 8分

(大豆納)

- 166ー


