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手文庫入文書 1

手文庫入文書 1

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

拝借金証文之事 (金五拾両午貸付五 安政 5.11. 相州三浦郡堀内村・水戸様御貸付所 状

ヶ年賦) 拝借入久左衛門

外 4

2 拝借金証文之事 (金五拾両午貸付五 11 5.11. 相州三浦郡堀内村・ 11 11 

ヶ年賦) 拝借人五郎右衛門

外 4

3 預申金子証文之事 (金三拾両天照山 文久 3.1. 預人 -舞仙 11 

無尽金) 葉山市郎右衛門外

4 借用申金子之事(金百両) 元治1.3. 相州三浦郡葉山郷 ・金沢 11 

堀内村 室崎屋藤兵衛

借主太七外

5 覚(金拾両預申候) 11 1. 3.20 葉山市郎右衛門 -岩崎仁右衛門 11 

6-1 拝借仕金子謹文之事(金弐百両) 11 1. 4. 堀田鴻之亙御預所・浄智寺御貸附方 11 

三浦郡堀内村 御役人衆中

拝借入太七、

清四郎外3

6-2 拝借仕金子謹文之事(金弐百両〉 11 1.10. 堀田相模守御預所・浄智寺様御貸附方 11 

三浦郡堀内村 御役人衆中

拝借入太七、

清四郎外3

6-3 拝借仕金子謹文之事 (金弐百両〉 11 1. 4. H . 11 11 

(2年の誤)

6-4 拝借金弐百両の返済月日につき書状 丑 10. 浄智寺・役人 -堀内村 11 

多七殿、清四郎殿

7 借用申金子之事(金弐百両品川沖御 元治1.11 葉山市郎右衛門 -高梨清四郎 11 

台場石伐入用に付〉

8 相渡申畑証文之事 (中畑四畝廿四歩) 慶応1.7. 堀内村畑主 -堀内村 〆〆

久左衛門外ー 市郎右衛門

9 対談一札之事(堀内村市郎右衛門極 11 1. 9.25 堀内村太七代兼 -鎌倉雪之下 11 

難渋に付借財) 一色村名主 大石平左衛門

鈴木市郎右衛門外

10 借用金証文之事 (金九拾両) 11 1.10. 借主小池伊勢介・堀内太七外2 11 1 

外

11 一札之事 (葉山市郎右衛門貸金代金 11 1.11.26 高瀬一成 -鈴木市郎右衛門 11 1 

受取り〉

12-1 覚(市郎右衛門・ 久左衛門両人ノ内 (安政 2) 相福寺せわ人 -葉山太七 11 

皆済分請取) 卯.7.10 

(東市郎右衛門 ;また本謹文下り不

申云々と書かれた紙片と結びヒモ有)

12-2 借用申一札之事(金子井大帆等借用 (元治 1) 大正丸惣代借主 -東 11 

仕候処、鰹漁不漁ニ付御日延願度段 子.6.12 久五郎外4 葉山市郎右衛門

一札)
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手文庫入文書 1

番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・請取人 形態 数量

12-3 差出申一札之事(拙者借財之儀ニ付〉 慶応1.8. 葉山市郎右衛門 状 1 

12-4 為取替申対談一札之事(市郎右衛門 // 1. 9. 鎌倉鶴岡 -堀内村 // 

御台場請負貸入金出入内済仕候ニ付 大石平左衛門 葉山太七

為取替申一札)

12-5 覚 (元利〆金拾壱両壱分之覚) (慶応 1) 相福寺世話人 -太七 // 

丑.10.10

12-6 差出申一札之事(永嶋庄輔与名主太 慶応 3.1. 大津村右書入扱人・堀内村 ノ〆

七江相掛リ候金談出入内済之件ニ付) 小川三郎左衛門外 1 葉山太七

12-7 乍恐添書ヲ以奉申上候(公郷村水嶋 // 4. 7. 堀内村 -精勇隊御探索方 // 

庄輔堀内村市郎右衛門金談之儀御尋 名主太七 岩本善之助

之儀ニ付)

12-8 舌代 (市郎右衛門跡償金之件等) // 

12-9 舌代(下書) // 

(市郎右衛門償金一時之御返済難出

来により)

12-10 (元利金弐百十式両三分銀三匁之内 // 

訳)

12-11 (金子百九拾両之内訳) // 

12-12 覚 (浄円院・岩瀬院等御渡候金子之 〆〆 1 

覚外)

12-13 (年賦金之覚) 〆〆

12-14 (年賦金之覚) // 

13-1 借用申金子之事(金五百両引当田 元治1.5. 三浦郡堀田村 -同郡鴨居村 // 

畑反別九反七畝但松木弐万五千本、 葉山市郎右衛門 勝七

杉大小壱万本込) 同左太郎

13-2 入置申一札之事(金五百両、金弐千 慶応 1. 鴨居村 -堀内村 〆/ 1 

両この内金八百両御下ケ金請求、残 勝七 五郎右衛門

は金百六拾両にて勘弁致すにつき) 久左衛門

キL
14-1 拝借金証文之事 (金百両華蔵院修復 元治 1.8. 三浦郡堀内村 -海蔵寺 // 

金として) 拝借入葉山太七

外 2名

14-2 覚(海蔵寺役寮金子受取覚〉 (元治 1) 海蔵寺役寮 -葉山太七 // 

子.11.24

15-1 拝借金証文之事 (金百両 子貸五ケ 元治1.11. 相州ニ浦郡堀内村 ・水戸様御貸付所 〆/

年賦〉 拝借入市左衛門外

15-2 拝借金証文之事(金百両 子貸五ケ // 1.11 相州三浦郡堀内村・水戸様御貸付所 // 

年賦) 拝借入左一郎外

15-3 謹書(市郎右衛門殿借用金 ・鎌倉二 慶応1.9. 鈴木市郎右衛門 -市郎左衛門御親類 // 

戸金拙者引受候納方之儀ニ付〉 衆中

15-4 覚(扇ケ谷御貸附所丑年分元利三拾 (慶応 1)丑.10. 扇ケ谷御貸附所 -堀内村 // 

三両之請求書)(請取印あり) 市左衛門

15-5 覚(扇ケ谷御貸附所丑年分元利=拾 (慶応 1) // -堀内村 〆/ l 

ニ両之請求書)(請取印あり) 丑.10. 左一郎
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手文庫入文書 1、手文庫入文書2

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

15-6 預リ申一札之事(堀内村市左衛門・ (慶応 1) 雪之下村 -堀内村 状

左一郎貸附金皆、済返納金預り手形) 丑.11.2 池田計作外 l 葉山太七

15-7 覚(市左衛門・左一郎五ヶ年賦皆、済 // 1 

ニ付)

16-1 借用申金子証文之事 元治1.11. 堀内村借主名主 -岩瀬主税 // 

(当子年御年貢上納に差しっかえ、 葉山市郎右衛門外

金五十両借用)

16-2 預申小作証文之事 // 1.11. 堀内村小作預主 -大石平左衛門 // 

(質地に渡した土地、場所柄悪く小 市郎右衛門外

作に預ける事)

16-3 質地相渡申田地証文之事 〆〆 1.11. 堀内村名主 . // /1 1 

(年貢上納にさしっかえ 1町6反余 市郎右衛門

を金200両にて借用)

16-4 奉拝借金子証文之事 // 1.12. /1 -浄円院様 // 

(質地引きあてに付、洞堂金拝借) // 御役人衆中

16-5 一札之事 慶応1.9.25 かまくら鶴岡 -鈴木市郎左衛門 // 

(貸金田地買受金等返済金出入一件) 大石平左衛門

16-6 一札之事 // 1. 9. 堀内村預主 -天照山 1/ 

(山内蓮乗院奥陸金62両余預リ証) 葉山太七 御役人

16-7 見高.>.4 ノノ 1.10. 1 鶴岡 -扱方 11 

(掛合い受け取り候190両余の証文 大石平左衛門 松岡六郎兵衛

一件)

17-1 請取申一札之事 11 2.12. 堀内村名主 -水嶋庄輔 11 

(御台場御普請請負貸金の内庄輔分 葉山太七外2

50両受取)

17-2 仮対談書之事 11 2.12 // -小川三郎左衛門 11 

(永嶋庄輔との出入につき金子貸渡

しに付)

17-3 差上申済口証文之事 11 3. 1. 公郷村願人 . 1/ 

(品川御台場普請、借財一件につき) 永嶋庄輔外4

手文庫入文書2

市郎右衛門家財取調井売渡帳 フじ治 2.10. 葉山太古 横 1 

2 品川沖御台場請負市郎右衛門損金借

財方附仕様帳 慶応 1.2. 葉山太七 11 

3 品川沖御台場請負市郎右衛門借財方 11 1. 2. 11 // 

附入用帳

4 市郎右衛門 田畑山林相 11 1. 8. 〆ノ // 

5 品川沖御台場請負市郎右衛門申立金 11 2. 8. // /1 

差引拍帳

6 (家財代金之覚) /1 

7 田畑改帳市郎右衛門 11 

8 田畑山持分之知市郎右衛門 // 
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手文庫入文書2、手文庫入文書3、手文庫入文書4

.番号| 資料名 | 年代 差出人・請取人

9 I田畑持高知市郎右衛門

手文庫入文書3

1-1 覚(金五両借用一札) 嘉永 3.10.26 東市右衛門 -清四郎 状 1 

1-2 覚(金拾五両借用につき) 11 6. 2.10 葉山豊四郎 -高梨清四郎 11 

2-1 借用申金子謹文之事 文久 3.11. 葉山市郎右衛門 -葉山太七 11 

(金三百両、この金子は品川沖御台

場石代の入用〉

2-2 入置申一札之事(金百両御台場入用) 元治1.8. 11 ノノ 11 

2-3 借用申金子謹文之事(金三百八拾式 1/ 1.11. 11 11 11 

両)

3 奉差上別紙謹文之事(金弐百両拝借 /ノ1.11. (切り取る) 11 

につき引当、建家・土蔵の造作を書

上げる〉

4 乍恐以書付奉願上候(御備金貸附之 /ノ 1.12. 道旅篭町弥ニ郎 -水戸様 11 

内金百両拝借につき) 地借茂右衛門外2 御貸附所

5 市郎右衛門借財片附掛り拍(鎌倉の 慶応1.2 葉山太七 11 

寺院返金覚、光明寺・蓮乗院無尽入

周知ほか)

6 覚(借財取調書) /ノ 1. 4. 葉山市郎右衛門 -堀内村 11 

御親類中

7 差出申一札之事(家道具井所持之回 // 1. 8. 11 . ノノ 11 

畑等不残御役人中井親類方江差出に

っき〉

8 覚(水戸金弐百両市郎右衛門引受分 11 1. 9. 堀内村 -一色村 // 

納入につき) 五郎右衛門外 1 鈴木市郎右衛門

9 相渡申畑山井屋敷設文之事 ノノ 1.10. 堀内村 ノ/

市郎右衛門外4

10 市郎右衛門小作御年貢米取立帳 11 1.11. 横

11 請取申一札之事(金百弐拾両御台場 扱人松岡六郎兵衛・葉山太七代 状

普請請負に関する一件につき) 小川三郎左衛門 太吉

12 覚(物置売払代金、船道具売払代金 11 

等の書上げ覚)

手文庫入文書4

1-1 差入申一札之事 (品川沖台場普請石 明治 5.3.29 綴

類納方御用代金一件返済方急度埼明

候儀、高瀬一栄殿宛一札)

1-2 差出申一札之事(御台場御普請金談 慶応 3.1. 11 

出入ニ付太七殿江御苦労相掛間敷旨

対談一札〉
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手文庫入文書4

番号 資 料 名 年 代 差 出人・ 請取人 形態 数量

2 相州三浦郡堀内村葉山太七江相掛候 明治 5.7.18 第五大区六小区 -神奈川県庁 冊

貸金滞出入訴状(品川沖御台場御普 浅草阿部川町

請御用ニ付) 借庖訴訟人

高瀬一策

3 上返答書如(品川御台場貸金滞出 11 5. 8. 4 相州二浦郡 -神奈川県庁 11 

入一件弁済方之儀ニ付) 堀内村

副戸長

葉山太七外ー

4 御日延願(高瀬一策より相掛候一件 // 5. 8. 7 浅草阿部川町 -神奈川県庁 状

ニ付掛合之儀来ル廿ニ日迄日延願) 訴訟人

高瀬一策外4名

5 差出申一札之事(今般願立一件御費 壬申(明治 5.) 高瀬一策 -葉山太七 // 

多ニ付御出張中之御入用御助成之件〉 8. 8 

6 上(品川台場→牛ニ付関係者召換願) 明治 5.8.24 堀内村副戸長 -神奈川 冊

f日 葉山太七外 1名 御裁判所

7 庁訟掛り竹川様江上lレ相 // 5. 9. 7 三浦郡堀内村 . // // 

(品川台場一件借財方ニ付請負人当 副戸長葉山太七外 1

人の家屋敷代金ヲ以弁済候様願書〉

8-1 上(庁訟掛リ竹川様江上/レ貸金出入 // 5. 9.24外 三浦郡堀内村 -神奈川県 綴

一件) 副戸長葉山太七外 御裁判所外

8-2 差出一札之事 (慶応二年公郷村永嶋 ノノ // . // // 

圧輔殿より相懸り候金子一件落着候

ニ付)

8-3 一札写(差札一札之事)(貸金出入 // // . // // 

落着之上、 今更難渋之趣申ニ付)

8-4 慶応二寅十二月与翌卯正月迄公郷村 // // . // ノノ

永嶋圧輔与堀内村葉山太七江相掛り

金談一件済口為取替写

8-5 慶応二寅十二月与翌卯正月迄公郷村 〆〆 // . 11 11 

永嶋庄輔与堀内村葉山太七江相掛り

金談一件済口之上扱人与太七江差出

書付写

付筆「小川氏松岡氏書付添書差出し

申候」

9 差上申済口設文之事(品川台場普請 壬申(明治 5.) 浅草阿部川町 -神奈川御裁判所 11 

石類仕入金返済出入之儀一時金とし 9.24 高瀬一策

て趣意金相渡し、残金は借用主見当

り次第同人より取立て)

10 差入申一札之事(御出張御入用御勘 明治 5.9.27 高瀬一策 -葉山太七 状

弁被下候ニ付)

11 覚(手前内々ニ而掛合候金子之覚) 11 5. 9. /1 

12 覚(住吉町万辰旅篭居金銭受取覚 ノノ 8.30 住吉町 -堀内様 11 

八月廿二 日より八月廿九日支払い分) 万屋源兵衛
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手文庫入文書4、手文庫入文書5

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

13 覚(金子預リ候党) 明治 9. 1 住吉町 -葉山様 状

万屋源兵衛

14 覚(住吉町万辰旅篭庖金銭受取覚 11 10. 2 1/ -堀内様 横

八月晦日より十月二日迄の支払い分)

手文庫入文書5

買請田地証文写(質地証文、小作証 フじ治 1.11. 三浦郡堀内村 (鶴岡社家) 冊

文〉 名主市郎右衛門大石平左衛門

2 証文写(拝借金証文、借用金子証文〉 // 2. 9.19 鎌倉鶴岡社家 // 1 

願人大石平左衛門

3 丑九月廿三日 留記(大津御預所か 慶応1.9. 11 -堀田相模守 // 

ら差紙〉 御預所御役所

4 御尊判写丑十二月十八日写(貸金 // 1.11.晦 本所相生町惣兵衛 ・御奉行所 // 

滞出入〉 同居平兵衛

5 乍恐以書付奉申上候 // 1.12. 堀内村百姓代太七・御預御役所 綴

(品川沖台場普請石方請負立替金滞 年寄高梨五郎右衛門

出入一件)

6 上(品川沖台場普請石方請負立替金 /ノ 1.12. // . 〆ノ 冊

滞出入一件)

7 (堀田相模守預所役所へ提出の公郷 綴

村庄兵衛品川台場普請の件につき返

答書上十日帳草案)

8 乍恐以書付奉申上候 // 1.12. 状 2 

(品川沖台場普請請負の貸金訴訟草

案〉

9 乍恐以書付奉申上候 // 1.12 堀内村百姓代太七 ・御預御役所 冊 1 

(品川沖台場普請請負の貸金訴訟願 年寄高梨五郎右衛門

下書〉

10 堀田相模守様御預所御役所上ノレ // 1.12. H . ノ/ // 

上(品川沖台場普請請負の件〉

11 乍恐以書付奉申上候 // 1.12. 状

(品川沖台場普請請負貸金出入和解 綴

願い草案)

12 真鶴村願書写丑十二月十二日写 // 1.12 真鶴村百姓藤兵衛外 ・堀田相模守様 冊

(品川沖台場普請の御下ケ金請払向 御役人衆中

きに付〉

13 乍恐以書付御届奉申上候 // 1.12. 三浦郡堀内村 -御預御役所 11 

(江戸本所相生町平兵衛堀内村貸金 百姓代太七外

出入の次第書)

14 上 // 2.12.24 11 . // // 

(市郎右衛門居宅 ・匡敷坪引渡方年

延願い〉
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手文庫入文書 5、手文庫入文書6、手文庫入文書7

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

15 奉拝借御金証文之事(利足金25両) 慶応1. .7l<p様 状

御貸付所

16 借用井小口之貸渡差引帳 11 横

17 上(・江戸本所相生町惣兵衛方同居平 11 2. 2. 6 堀内村百姓代 御預御役所 冊

兵衛よりの金談滞りにつき願い) 太七外

18 (本所相生町惣兵衛方同居平兵衛と 11 2. 2. 8 状 3 

の貸金滞出入下書〉

19 旦州真鶴井江戸本所金談願写帳 11 2. 2.17 堀内村役人惣代 -御奉行所 冊

年寄五郎右衛門

20 内願書相(真鶴村よりの訴状、宥免 11 2. 4. 永嶋庄輔 11 

願)

21 公郷村庄兵衛返答書上初帳 11 2. 5. 堀内村市郎右衛門太七外 11 

22 覚(真鶴村治八よりの貸金滞出入ー 5.15 状 2 

件) 綴

手文庫入文書6

覚(酒、肴、酢の物、中喰、御膳代 とら 5.8 大文字や -上 状

等〉 伝七

2 覚(酒、刺し身、御膳、そふめん、 8.21 大文字や -上 11 

からすみ代等) 伝七 御親類衆

3 覚(酒、肴、刺し身、御膳、そふめ 10.20 大文字や -上 11 

ん、からすみ、吸い物代等) 伝七 御親類衆

4 覚(酒、肴、そば代金等) 12.22 清兵衛 -上 11 

5 覚(酒、肴、なべ、お膳代等) 12.23 大文字や -上 11 

伝七

6 覚(酒、そば代等〉 25 清兵衛 -上 11 

手文庫入文書7

(光明寺納等の金子の覚前欠?) 状

2 覚(与治右衛門外作田反別書上井作 〆〆

米等預け覚)

3 覚(与治右衛門外作田反別書上井作 11 

米等預け覚〉

4 覚(弥惣右衛門外作田反別井作米書 〆〆

上覚〉

5 覚(弥惣右衛門外作田反別井作米書 〆〆

上覚)

6 覚(平八所持の畑地外、田畑反別代 11 

金の覚)

7 覚(借用金の内、根金井残金等書上 11 

覚)

-27一



手文庫入文書7、手文庫入文書8

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

8 覚(借用金の内、冗金井残金等書上 状

覚)

9 覚(借用金の内、元金井残金等の覚〉 11 

10 覚(金子返済方の覚〉 11 

11 覚(〆金弐千九百八拾八両の覚〉 11 

12 金子之覚(〆金三千百五両也) 11 

13 (田畑船具代入金の覚、〆金五百八 11 

拾七両式分也〉

14 覚 (畑地反別井引方の覚) 11 

15 覚(大石平左衛門儀に付、諸払井途 11 

中入用其外御役々様方へ謝礼等〆金

五百八拾八両余〉

16 覚(大石平左衛門儀に付、諸払井途 11 

中入用其外御役々様方へ謝礼等〆金

五百八拾八両余)

17 覚(勝七一件、其外江戸行諸入用等 11 

〆金四百弐拾八両余の覚)

18 覚(田畑井船具代入金〆金五百八拾 11 1 

七両弐分)

19 覚 (字宮ケ谷畑地小山の反別覚〉 11 

手文庫入文書 8(市郎右衛門関係書簡)

改春之御慶何方も御同意目出度申調 亥 1.吉 葉山市郎右衛門 -鈴木市郎左衛門 状

候、云々

(封筒有〉

2 改暦之御慶何方も御同意目出度申調 亥.1.吉 葉山市郎右衛門 -葉山太七 外 2 11 

候、云々

(封筒有)

3 一寸申あけ仕候、云々 11 

(おたけときぬや安五郎の件〉

4 飛脚を以ー翰拝呈仕候、云々 丑 3.23 葉山市郎兵衛 -葉山太七 11 

(質屋絹安とおたけ見合縁組之件)

5 初春之御寿何方もおなじ御事ニ、云々 江戸ニて -亀井戸 11 

(国元へ参り奉公いたしたき段) 葉山みつ 葉山おさつ

6 一管拝呈仕候、云々 丑.8.16 葉山市郎右衛門 -高瀬一策 〆/

(質入代金親類ニて相弁御渡可被下

候、伝々)

7 一寸申あけ仕候、云々 -葉山太吉 11 

(母ミの大病ニ相成ころりの様にて、

云々)

8 貴翰拝見仕候、云々 8.28 大石平左衛門 -松岡六郎兵衛 11 

(葉山氏一条ニ付、御談合日延一切

承認)
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手文庫入文書8、手文庫入文書9

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

9 幸便ニ付、一翰拝啓仕候、五々 市郎右衛門 -葉太七外 状

(近況の報告、封筒有)

10 貴翰添拝見仕候、云々 丑 3.5 葉山市郎兵衛 -葉山太七 11 

(御上御拝借金の件)

11 飛礼拝呈仕候、云々 丑 7.1 市郎右衛門 -葉山源兵衛 11 

(帰村の船便にて勘之介口論喧嘩致

し候に付)

12 御書面被下置添拝見仕候、云々 丑.5.10 市郎右衛門 -太七外 〆/

(母病気見舞いのため早速帰国可致

に付)

手文庫入文書9

尊翰被成下難有拝読仕候、五々 丑.6.28 市郎右衛門 -葉山太七 状 1 

(当月中罷出候ハパ、不都合の儀も

なし)

2 一番呈上致候、云々 市郎右衛門 -葉山太七 11 

(金沢口扇ケ谷口今日より掛合始候

に付)

3 幸便を以ー翰呈上仕候、云々 子.12.20 葉山市郎右衛門 -葉山太七 11 2 

(当月迄延候金談之儀先方より催促

有之ニ付)

4 覚(葉山氏より御預り申質物利息金 丑.10.23 高輪車町家主粂倉庖 ・鈴木市郎右衛門 11 

式両) 高瀬一策

5 一管拝呈候、云々 丑.4.12 市郎右衛門 -葉太七 11 

(近況の報告)

6 一管拝呈仕候、云々(昨年の御年貢 6. 3 11 

取立帳不見当ニ付、大切の手紙と書

かれた包み紙有〉

7 一管拝呈仕候、云々 11.21 葉山市郎右衛門 -葉山太七 11 1 

(出張願並びに田畑売渡証文の件〉

8 尊翰拝見仕候、云々 丑.5. 6 葉山市郎右衛門 -葉太七 11 

(当節手付金等も無之ニ付、お助け

被下度)

9 一筆啓上仕候、云々 丑.5.23 市郎右衛門 -親類中 11 

(家財団畑を以片付け候事を先祖老

人に詫び)

10 以手紙申上候、 云々 11.11 池田 -葉山太七 11 

(水戸様上納金之儀に付、金子預り

置候〉

11 (金子工面委細承知之件) 10. 9 小池 -葉山太七 11 

12 覚(元利〆金弐両壱分三百文受取覚) 寅.10.10 相福寺せわ人 -葉山太七 11 

13 其村方太七拝借金、云々 酉.12.22 鶴岡役所外 -堀内村役人中 11 

(村役人召喚に付き)
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手文庫入文書 9、手文庫入文書10、桐木製手文庫入文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

14 (鶴岡納金才覚行届兼候ニ付、急場 12.11 小池いせ介 -一色様 状

御無心願)

15 (貸付金の件に付き、加判の者出頭 丑.12.14 鶴岡役所 . (堀内村)名主 11 

の事、控) 葉山市郎左衛門

16 以書中奉申上候、云々 21 小池いせ介 -葉山太七 11 

(鶴岡納金皆済に関し、証文持参の

件〉

17 以書中乍略儀啓上仕候、云々(鶴岡 12.21 小池いせ介 -一色様 H 2 

納金才覚行届兼候に付)附、覚(年

賦元利金請求〉

18 太七儀一切拝借之覚無御座篤と取調 11 

申上、云々

(鶴岡御役人衆中への返事)

手文庫入文書10

覚(元利共請取候金子七両の覚、証 午.5.23 一色村 -堀内村 状

文は見当り次第お返し申す) 市郎左衛門 太七

2 覚(寛政九年四月十日、借用金五両 -世話人 〆〆 1 

返済致し候処、七両の請取参候に付 市郎左衛門

き)

3 (結び紙「五両受取る所、市郎左衛 11 

門機七両の受取有之候」と記載)

桐木製手文庫入文書

村持株山反別相 「二千百九十一番ヨ 天保 4.10. 相州三浦郡堀内村 綴

リ二千百九十三番迄J(表紙押紙)

2 松平大膳太夫様御預所江差出明細書 嘉永 7.5 相模国三浦郡堀内村・御預所 御役所 冊

上帳 名主市右衛門外6

3 亥御年貢皆済目録堀内村 元治1.3. 大室庫三郎 -右村 名主外2 状

4 子御年貢皆済目録堀内村 /1 2. 3. 大室庫三郎 -右村 名主、年寄 1/ 

付築「慶応三卯年八月下ル堀田相模 惣百姓

守御預所」

5 借地謹文之事 慶応 3.1. 堀内村地借主 -同村役人衆中 1/ 

地所、堀合土手附、凡拾五分(歩) 嘉兵衛外 2

程(六月、 九月に金二朱ツ〉納金、

先年波荒にて屋敷地流失のため住所

差支候につき)

6 借地謹文之事 1/ 3. 1. 堀内村 地借主 -御役人衆中 11 

地所、堀合士手附、凡三歩程金一 助八外 2

朱、屋敷地流失のため住所差支候に

っき
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桐木製手文庫入文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 有合利足証文之事 明治1.11. 堀内村畑主 -同村太七 状

嘉永元年九月の書替 七郎右衛門外

8 辰御年貢米代納取立帳 11 1.12.吉 堀内村 横

9 辰御年貢皆、済目録(堀内村) ノノ 2. 1. 井関斎右衛門 -右村名主外2 状 1 

10 巳御年貢米取立帳 11 2.11. 堀内村 横

11 浦借用金控 〆I 3. 3. 11 

12 午歳大割帳 11 3.閏10.26 11 l 

御運上金割合(夫銭覚、棟増、棟減、

船減)

13 午御収納割附之事(相州三浦郡堀内 11 3.10.26 井関斎右衛門 -右村名主外 2 状

村)

14 明治三庚午年 11 3.11. 相模国三浦郡堀内村・神奈川件御役所 冊 1 

相模国三浦郡堀内村明細帳 名主

高梨五郎右衛門外 5

15 午御年貢米代取立帳 11 3.12. 堀内村 横

16 相州三浦郡堀内村拾弐ケ神社社地取 11 3. 三浦郡堀内村神主守尾六助 冊

調書 名主高梨五郎右衛門

17 午御収納皆済目録(堀内村〉 11 4.10. 井関斎右衛門 -右村名主外2 状

18 午年御年貢相場違取立帳 11 4.10.朔 堀内村 横

堀内村

19 未歳大割帳 11 4.11. 三ケ浦 11 

御運上金割合夫銭之覚

20 堀内村社寺上地上納書上 11 4. ノノ

21 未御収納皆、済目録(相州三浦郡堀内 11 5. 1. 神奈川県令 -右村名主組頭 冊

村社寺分除く皆、済目録) 陸奥宗光 百姓

22 未御収納皆済目録(キ目州ニ浦郡堀内 11 5. 1. 神奈川県令 -右村名主組頭 11 

村森戸神社ほか社寺分の皆済目録) 陸奥宗光 百姓代

23 諸運上物書上 11 5. 6. 4 相州三浦郡堀内村・神奈川県御庁 綴

山永、株山永、 船役、浜役、磯飽抱 役人惣代元名主

等 鈴木八郎左衛門

24 濁酒醤油造込書上 11 5. 9. 堀内村 冊

25 上知分 申田方御見内見帳 11 5. 9. 副戸長葉山太七、・神奈川県御役所 綴

相福寺、長徳寺、森戸神社、 字川尻 高梨清四郎

の新田 4件ー綴りにする 百姓代水留久左

26 相模国三浦郡堀内村高反別其外取調 が 5.10 百姓代水留久左衛門 ・神奈川件権令 大江車 冊 2 

書上帳 副p長葉山太七

同高梨清四郎

27 壬申租税割附 /ノ 5.10. 神奈川県権令大江車・右村戸長 副戸長 11 

相模国三浦郡堀内村社寺上知、元 百姓

朱印外

28 畑永増税請書上帳 11 5.11. 戸長 綴

相模=浦郡堀内村 葉山太七外 3
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桐木製手文庫入文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

29 (堀内村龍正院の本山、住職、住 明治 5.11. 状

居者数、境内の調書、住職文教壬申

四十九才)

30 記(堀内村諸帳簿明細、引継目録) // // // 

年貢小割帳等十九件記載

31 記(堀内村諸帳簿明細、引継目録) 横

名寄帳等五十四件記載

32 以書付奉申上候 /1 6. 2. 1 堀内村副戸長 -神奈川県権令 綴

(宿村送りの久蔵、帰籍願いに付御 小峯長右衛門 大江卓

訴え)

33 徴兵印鑑写井与荷其外入用帳 /1 3. 堀内村 冊

34 達書(料理茶屋、西洋料理茶屋、旅 /1 3. 神奈川県参事 11 

篭屋等八軒へ課税に付) 高木久成

35 書面帰農願之通関届候事 〆/ 4. 9 龍性院 -神奈川県権参事

岩村文教 山東直砥

36 醤油造御改書上写、絞油器械書上 11 6. 4.30 堀内村副戸長 -神奈川県

葉山太七 渡瀬信衆

高梨清四郎

上山口村戸長

富塚八郎右衛門

37 (堀内村に郵便局開設につき郵便御 // 6. 4. 堀内村役人 -神奈川県 状

用取扱人の身元保証引受願)

38 差上申御受書之事 /1 5.27 ......... 高井甚太郎 -前島駅逓頭

(郵便取扱所御開ニ付受証文) 11 6. 葉山太七

39 御願書 11 6. 5. 相州三浦郡 -神奈川県 綴

(字塩入の新下畑敷地検査願) 堀内村副戸長 中山権少属外 1

葉山太七外 1

40 壬申租税目録 11 6. 5. 神奈川県権令 -p長 11 

(相川、|三浦郡堀内村、社寺分を除く ) 大江卓 副戸長

百姓

41 高内永引反別取調小前帳 11 6. 5. 右村小前惣代 冊

第拾五区六番組堀内村 小峯弥右衛門

袋あり 「酉年五月永引反別取調小前 外 3

帳」

42 御用書請取帳第壱番堀内村 11 6. 5.........11. 第壱番 横

(触書、宿割廻状等諸帳面の受取留 堀内村

書〉

43 再御日延願(貸金滞一件に付〉 11 6. 6. 1 実父 -拾五大区 冊

小峯治郎兵衛 御会所

44 五拾石以上船書上(堀内村) 11 6. 6. 2 副戸長 -第拾五大区 綴

付、五拾石以上船免許状願 葉山太七 御会所

(鏡栄丸鈴木三郎助船積石百拾

七石神腐丸加藤友八船積石

八拾六石)
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桐木製手文庫入文書

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

45 (キ目州ニ浦郡桜山村歩兵鈴木芯太郎 明治 6.6.13 桜山村戸長 -神奈川県権令 綴

外ー名陸軍省へ入営御届書) 一柳藤左衛門 大江卓

46 田畑荒地取調書立第十五区六番組 11 6. 6. 村小前惣代 冊

堀内村(十五区会所へ出ス) 水留久左衛門

47 無檀無住寺院取調書上 11 6. 6. 村副戸長 -横須賀会所 11 

第拾五区六番組 相模国三浦郡掘内 葉山太七

村(横須賀会所へ弐冊差出如〉 同

高梨清四郎

48 辛未年八拾八歳以上書上 11 6. 6. 村戸長 -第拾六区 11 

高梨清四郎 御会所

問、葉山太七

49 御届書(首村におゐて本年中満十七 11 6. 6 堀内村副戸長 -第十五区

才に相成候もの御届書) 葉山太七

50 (堀内村内病気等の者取調書上) 11 6. 7. 富IJp長 綴

高梨清四郎

51 (堀内村の二十一名の家督相続人取 6. 7. 副戸長 冊

調書上) 高梨清四郎

52 記(茶漬屋・旅篭屋渡世売り上げ明 11 6. 7. 茶漬屋、角田庄右衛門 ・神奈川県権令 綴

細書上げ) 旅篭屋、池田甚四郎外 大江車

53 御届書(医師水留昇仙の略歴) 11 6. 7. 堀内村 -神奈川県権令

(大坂の緒方洪庵に従う) 水留昇仙外 大江車

54 地券取調村入費書上如 11 6. 8. 小前惣代、水留久左衛門 ノノ

副戸長高梨清四郎、葉山太七

55 (第十五大区六番組補理有知小学舎 11 6. 8. 堀内村、百姓代 -学区取締

支出入内訳) 水留久左衛門

副戸長、葉山太七、同高梨清四郎

56 補理有知小学舎教員履歴御届 11 6. 8. 鈴木 固 -第十五区

学区取締

57 高内永引反別取調小前帳 11 6. 8. 村小前惣代 冊

第拾五区六番組堀内村 小峯弥右衛門外 3

58 小峯伝左衛門弟源太郎 11 6. 8.27 横浜戸部 -堀内村 状

記(送籍証書の請取〉封筒あり 戸長 正副戸長御中

多門正八

59 以書付御届申上候 11 6. 9. 6 第拾五区六番組 -第拾五区 11 

(朱書)r会所へ差出し之写J 相州三浦郡 区長御中

(年寄錦嶋三太夫門弟、森戸神明社 堀内村氏子惣代

祭礼の節、相撲奉納につき興行届) 水留久左衛門外2

60 以書付御届申上候 11 6. 9. 6 (堀内村) 11 

朱書 「会所へ差出しの写」 副戸長

(矢部五兵衛逮部課四等之附属任命 高梨清四郎

につき届) 葉山太七
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桐木製手文庫入文書

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

61 箇所取調書上 明治 6.11. 堀内村副p長 -神奈川県権令 状

(森戸川、溜井、道路、橋) 高梨清四郎 大江卓

葉山太七

62 記(検見人足賃銭、検見御出役の昼 // 6. 横 2 

食等の費用、村別検見町歩調)

63 明治六年検見入費 // 6. 

64 美酉租税目録(堀内村) // 7. 5. 神奈川県令 -p長、副戸長 冊

反別六拾壱町式反七畝廿五歩(社寺 中嶋信行 百姓

分除)

65 甲成租税割附(堀内村)一、村分 ノノ 7.10. // . // // 2 

66 甲成租税割附(堀内村)二、社寺元 ノ〆 7.10 // . // 

朱印地分

67 道普請木口人足拍 // 9. 4. 堀内村 横

68 道普請人足帳 ノノ 9. 5 六小区堀内村 // 

69 道普請木口人足割合取立帳 // 9.11. // // 1 

70 戸籍願増減簿 // 11. 3 堀内村 // 

71 地償調日頭 (地価調査人数六拾五人 ノノ 4. 7. 

の日当〉

四月七日~十八日迄、五月四日~六

日迄管内等級付

72 荒地取調書上(堀内村内) ノ/ 7. 戸長 綴

葉山太七外 2

73 社倉金請取通 H 来.8. 7 神奈川県少属 状

(村方如、納入高梨五郎右衛門、出

港先伊藤氏分請取書可差出事ニ御廻

章一色村へ遣し候ニ付村方柏御座候

明治六酉、四月十六日夜)

74 御届書(当日廿三日の強風雨につき /1 9.26 第十五区六番組 -第拾五区 1/ 

被害調査報告) 戸長 会所御中

高梨清四郎

75 日壱文井定便給取立帳 ノノ 9. 月番 横

(酉第九月分拾月六日集〆銭七拾 葉山太七

壱貰百四拾文)

76 (三浦郡金谷村大明寺石渡日妙より /1 10.12 借主 -大明寺 t姦
の御訴訟に付御裁許これあり) 小峯栄次郎外5 御役僧中

77 記(出雲大社の御神札五枚神納) /1 10.25 伊田力蔵手代 -堀内村 状

坂本栄吉 戸長中

78 記(毎月一日小前会議、三日村用掛 明治初 // 

学舎世話役、五日戸長学区取締集議・

会議の開催、十五日道路修繕につい

ての規約)

79 六番組会所へ差出ス拍 (明治初年) 三浦郡堀内村 綴

(無住無檀寺院廃寺に付取り調べ書) 村用掛リ

加藤友八外 3
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 |

80 (山反別増税願しゅ (明治初) 戸長 -神奈川県、御出役 綴

高梨清四郎 大田権少属

小原権大属

81 年貢米、作徳米明細書上 (下書) 三浦郡 // 

堀内村

82 。11堀敷八畝拾式歩の土地を実地調 状

査の上別紙書面作成につき、その書

面の張紙)

(文面)i元禄十三検地二冊村差出

明細帳壱冊を以突合済場所検査済」

() 11堀敷八畝拾弐歩之義実地新下調

ニ市弐分可相成処)

「此浜紙御出役様江上ケ帳を拝見写

取、此分村方ニ而不用候共宣敷」

83 大福帳 明治19.11.吉 横浜区吉田町2丁目 横

葉山孫右衛門

絵図

相州ニ浦郡堀之内村絵図 (彩色) 安永 2.4. 名主市郎右衛門 舗

高四百石式斗三升九合堀之内村 外 6

名主市郎右衛門、組頭右衛門、組

頭久左衛門

浜名主八郎右衛門、 浜名主 七左

衛門、組頭久左衛門、組頭四郎

左衛門、堀之内村

2 相州三浦郡堀内村絵図 寛政 4.12 堀内村名主 // 

高四百石弐斗ニ升九合古高、新高 市右衛門外 5

共名主市右衛門、組頭久左衛

門、組頭五郎右衛門、浜名主七

左衛門、組頭治郎兵衛、組頭杢

右衛門

3 村絵図(相州三浦郡堀内村〉 天保 7.11 相州三浦郡堀内村・江川太郎左衛門手代 // 

名主市右衛門外 3 森田文平山田頼助

4 森戸明神社に至る川普請絵図 11 12. 9 三浦郡堀内村名主・御普請方御役所 // 

葉山市郎右衛門外 3

5 森戸明神社に至る川の絵図面 // 

6 相模国三浦郡葉山御堀内村拾六丁 嘉永 2.12 井伊掃部頭領分御 11 

(森戸大明神社神領、神主屋敷、海 朱印地相模国三浦郡

浜絵図) 葉山郷堀内村森戸大明神 ・寺社

神主 守屋刑部 御奉行所

7 堀内村居宅絵図面 1/ 6. 6.29 井伊掃部御頭御知行所 ・御普請役大嶋 fノ

相州=浦郡堀内村 東一郎外 3

名主市郎右衛門外4
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絵図、田謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

8 村絵図(掘内村田畑山道川海色別絵 嘉永 6.11. 相模国ニ浦郡堀内村名主市右衛門 舗

図) 外 6

9 村絵図(堀内村田畑山道川海色別絵 慶応 3.6. 相模国一浦郡堀内村 // 

図) 名主太七外7

10 堀内村絵図(彩色) 江戸期 // 

(寺院、神社を記載〉

11 葉山宅地家屋図(百分ーノ図〉 明治36.10.10 藤沢大富町 ノ/ 1 

麻生全助

国語文 (掛硯引出最下段)

田畑書分帳 宝暦 7.6.25 堀内村 -太七 横

包紙「田畑永々譲謹文本家市郎右衛 半治郎外4

門事半治郎

(ヒモに 「不残帳面相在」とある)

2-1 譲渡申田之事(牛ケ谷中田弐畝五歩、 明和 3.12.10 堀内村 -太七 状

祝金壱両壱分文字金) 田主忠右衛門

包紙「代金壱両壱分、村忠右衛門分」 外 4

2-2 譲渡申田之事(牛ケ谷中田七畝二十 安永 4.11.1 堀内村 -同村 〆ノ

九歩、祝金七両一歩分文字金) 田主助右衛門 太七

包紙「七両壱分本謹文」 外 4

2-3 譲渡申田之事(たいの田下回、代金 寛政1.11.18 堀内村、田主 -太七 ノノ

弐両三分弐朱、文字金) 九郎右衛門外 5

包紙「金弐両三分弐朱、九郎右衛門

分」

3 譲渡申田之事(向葉山田上回、前葉 安永 2.9.11 堀内村 -同村 // 

山田中田、金五両三分文字金) 田主太兵衛 太七

包紙「譲謹文壱通東太兵衛」 外 5

4 譲渡申田之事(中田弐畝拾三歩、代 // 3. 5.16 堀内村 -同村 // 

金弐両弐分) 回主圧右衛門 太七

包紙「譲謹文云々」 外 5

5 譲渡申田之事(小森、弐畝廿弐分歩 // 3.12.19 堀内村 -同村 // 

代金壱両三分二朱) 田主圧右衛門 太七

包紙「譲謹文云々」 外 4

6 譲渡申田之事(小森、上田壱畝廿弐 // 4. 4. 2 堀内村 -同村 // 

歩、代金壱両壱分) 田主清六外4 太七

包紙 「本名与惣兵衛分、小森、上田

云々譲謹文」

7 譲渡申田之事(大かたせ、中田、三 11 5. 5.20 堀ノ内 -同村 // 

畝歩、代金式両弐分式朱) 田主惣兵衛外4 太七

包紙 「金弐両弐分譲」

8 譲渡申回之事(向葉山田上回壱反三 ノ1 6. 2. 5 堀之内村 -同村 // 

畝九歩、金三両) 田主市郎右衛門太七

包紙「譲謹文壱通名主市郎右衛門」 外 2
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番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取 人 形態 数量

9 譲渡申田之事(中図式畝拾弐歩代金 安永 6.5.18 堀之内村 -同村 状

弐両〉 田主助右衛門 太七

包紙 「譲大片セ云々」 外 7

10 譲渡申田井畑山之事 天明 2.2.20 堀之内村 -同村 11 

(すたれたの回、壱反七畝廿六歩、 譲主圧右衛門 太七

下々畑悪下々畑下松山、江戸御極也、 外4

代金拾三両弐分)

包装 「譲謹文代金拾三弐分」

11 譲渡申田之事(向葉山田、上回壱反 11 6. 3.12 堀之内村田主 -同村 11 

四畝廿六歩、代金拾七両弐分但、江 市郎右衛門外 2 太七

戸極也)

包紙 「謹文壱通、名主市郎右衛門J
12 譲渡申田之事(本名回数3枚、大か 11 8. 7.21 堀内村田主 -同村 11 

わせ中田四畝廿八歩金五両也文字金) 又右衛門外 l 太七

包紙「大片セ中田四畝廿八歩文右衛

門」

「譲度金5両也」

13 譲渡申田之事(中田弐畝廿四歩、 代 11 8.10. 堀内村田主 -同村 ノノ

金ニ両二分) 市郎右衛門 太七

包紙 「字大かた瀬中田弐畝廿四歩譲

謹文」

14 譲渡申田之事(本名作田、 上回七畝 11 8.12.19 堀内村田主 -同村 11 

ハト、金八雨、税金) 伝四郎外5 太七

包紙 「譲謹文手形牛ケ谷伝四郎分J
15 譲渡申田之事(葉山田、とろノ下、 寛政1.6. 堀之内村 -太七 11 

あら回、カに回、 代金拾八両壱歩) 地主 市郎右衛門

包紙 「譲謹証文之通地主市郎右衛門

外 3

16 差出申一札(田壱ケ所、母扶持米の 11 1. 7. 川越兄 -堀内 11 1 

うち形身と して譲請けるにつき) 十兵衛外 3 太七

17 譲渡申田之事(五畝十五歩代金五両 11 13. 1.29 堀内村田主 -同村 11 

也〉 森右衛門外5 太七

包紙 「譲田謹文」

18 譲渡申田畑之事(小森上回、中畑、 享和 2.10. 堀内村 -同村 11 

祝金拾壱両二分二朱文字金) 旧畑主伝右衛門・太七

包紙 「小森上田六畝拾二歩、中畑三 外4

畝廿二歩伝右衛門分」

19 有合利足相渡申回之事(中田式畝五 文化 5.3. 堀内村田主 -同村 11 

歩代金弐両) 太七外 1 弥左衛門

包紙 「田謹文壱通慶応三卯年二月

成金弐両有合売置請戻しJJ
20 流地ニ相渡申田之事 (宮ケ谷、 下回、 文政12.5. 堀内村田主 -同村 11 

下々田、代金七両弐分、文字金) 長左衛門外4 太七

包紙 「譲田除縁山謹文」
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

21 流地二相渡申田之事(小前沢、下回、 文政13.3. 堀内村田主 -同村 状

代金拾四両弐歩) 七十郎外 2 太七

包紙「小前沢山田共譲謹文J
22 相渡申謹文之事(中田、下回、 弘化 3.10. 堀内村田山主 -同村 // 

山代金五拾三両お活用金拾ケ年季) 甚左衛門外4 太七

2 覚〈戸根山、除縁山三ケ所〉

包紙 「譲山田謹文」

23 有合利足ニ相渡田讃文之事(上田四 安政 6.9. 堀内村田主 -同村 // 

畝廿八歩代金七両弐分) 五郎右衛門外 1 太七

「明治5年正月の裏書に都合金弐拾

弐両方ニ而流ニ相渡申候と高梨五郎

右衛門の署名あり」

包紙 「字作田上回謹文流地巻」

24 売渡申田詮文之事 (田ニ谷下回四畝 文久 2.11. 堀内村田主 -同村 // 

六歩代金四拾八両) 甚四郎外4 太七

包紙 「田譲謹文」

25 譲ニ相渡申回語文之事(中田拾式歩、 慶応 4.4. 堀内村田主 -同村 // 

代金壱両式分弐朱) 四郎右衛門 太七

包紙 「譲謹文 村内四郎右衛門中

田拾弐歩謹人忠右衛門」

26-1 年季一年季ニ相渡ニ相渡申田畑謹文 // 1. 9. 堀内村 -堀内村 // 2 

之事 (本書) 市郎右衛門外4 葉山市郎右衛門外2

(年貢上納代金百七拾両、弐拾ヶ年

季)

26-2 添書之事(太七が田畑之受渡し預り 一色村 -堀内村

置につき)(添書) 鈴木市郎左衛門外 l・葉山太吉

包紙「葉山田謹文添書ともJ
27 年季ニ相渡申回謹文之事 明治 3.4. 一色村田主 -堀内村 ノ/

(年貢上納代金八拾両拾五ヶ年季〉 貞之助外 1 久左衛門

付筆「明治元年之頃葉山市郎右衛門

ヨリ一色 (村)貞之助水留久左衛門

へ売渡年季明候ニ付拙者(太七)請

戻置候也」

28 有合相渡申団地謹文之事(上田七畝 // 4. 2. 山野根村 -堀内村 // 

歩代金弐拾壱両、 字仲町) 地主 葉山太七

包紙「田謹文壱通」 菊地吉左衛門外 l

29 譲リ渡申田之事(むかいはやま田五 // 4. 3.11 堀内村田主 -同村 // 

畝拾弐歩、代金四両弐分) 権右衛門外4 太七

包紙「譲謹文云々」

30 譲ニ相渡申回設文之事(字戸根山の // 4. 4. 堀内村田主 -同村 // 1 

田年貢上納代金として五拾弐両) 角田善右衛門外 1 葉山太七

包紙 「戸根山田譲謹文」
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田設文

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

31 地所売渡証、地所登記済証御下附願 明治23.9.27 上山口 -葉山太七 状 2 

包紙「上山口団地四畝九歩上山口 守屋喜代松

栗坪守屋喜代松」

32 地所売渡し証(田七畝廿五歩、代金 // 24.11.18 広田国蔵 -葉山太七 // 

壱百七円也)

包紙「田地永譲云々」

33 証(金弐百参拾七円売渡証書面の受 // 45. 2. 4 大久保右衛門 -葉山太七 // 

取)

34 三ヶ年季相渡畑地之謹(代金五拾円) // 16. 7.12 堀内村畑主 -本村 // 

葉山太七外 l 小峯三郎兵衛

35 地所売渡証(字戸根山 田地代金二 // 25.12.14 角田栄吉 -葉山太七 // 

百三拾円)

36 地所売渡之証(田地、代金弐百弐拾 // 26. 5. 9 葉山村上山口906 ・葉山太七 〆ノ

五円) 沼田平左衛門

37 預り証(金弐百円) // 30. 6. 2 葉山太一 -吉川新治郎 // 

38 地所売渡之証、土地売渡増金受領証 // 42.10.12 有馬村中河内 -葉山太七 // 

団地、代金弐百円 遊作歌次郎

39 所有権売渡之謹(団地、代金六拾五 // 43. 1.11 有馬村中河内 . // // 

円) 佐藤銀之助

40 領収証(金四拾円、売渡増金) // 43. 1.31 // . // // 

41-1 土地売渡之証(田地代金参百円) // 44. 3.31 高座郡座間村 -葉山太七 // 

栗原大矢善太郎

41-2 売増金領収証(金壱百円) // 44. 3.31 高座郡座間村 -葉山太七 〆/

栗原大矢善太郎

42-1 土地売渡之証 // 44.12.15 有馬村中河内 -葉山太七 // 1 

佐藤徳次郎

42-2 売増金受領証 // 44.12.15 有馬村中河内 -葉山太七 // 

佐藤徳次郎

42-3 登録義務者の人違いなき事の保証書 // 44.12.15 有馬村中河内 -葉山太七 // 

佐藤徳次郎

43-1 土地売渡証(田地、代金百弐拾円) // 45. 3. 9 有馬村中河内 -葉山太七 綴

佐藤銀之助

43-2 増金受領証(金壱百六拾円) // 45. 3. 9 有馬村中河内 -葉山太七 状

佐藤銀之助

43-3 証(登録税、代書料の受取) // 45. 3. 9 有馬村中河内 -葉山太七 // 

佐藤銀之助

44 土地売渡之証(字北耕地田参畝壱歩 大正1.12.23 高座郡有馬村 -葉山太七 〆/ 2 

外代金四拾円) 中河内宮崎繁蔵

付、記(金壱円六拾銭の受取)
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畑謹文

畑証文(掛硯引出最下段 1) 

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

有合相渡申畑之事 (1牛ケ谷関上下々 宝暦 6.8.21 堀内村 -同村 状

畑添書とも」と記された包紙共〉 市郎右衛門外 -九郎右衛門

(牛谷関上下々畑二筆分)

(1不残畑証文」とくくられた東〉

2 永々取替申屋鋪井ニ畑之事

(屋敷替地手形との包紙有り〉 11 7. 9. 三ケ浦地主 -堀内村 11 

(亀井戸の屋敷 ・下畑と根岸の上畑 八郎右衛門外 太七

替地ニ付)

(1不残畑証文」とくくられた東〉

3 譲渡申田畑之事(包紙有り) 明和 4.5.23 堀内村 -同村 11 

(田畑屋敷〆五口譲渡申候) 田畑主藤七郎 太七

(1不残畑証文」とくくられた東〉

4 譲渡申畑之事 11 5.10. 5 堀ノ内村畑主 -同村 ，ペソ

(中畑七畝十五歩、 代金九両余) 小左衛門外 太七

5 譲渡申畑井之事(ねぎし山畑証文と 11 6. 3. 堀ノ内村 -同村 11 

の包紙有り)(ねぎし下畑井下々松 畑主甚左衛門外太七

山の分〉

6 譲渡申畑之事(一札と記された包紙 1/ 9.11.21 堀内村 -同村 11 

有り〉 佐平治外 太七

(本名の畑地、 弐筆分)

(1不残畑証文」とくくられた束〉

7 譲渡申畑之事(包紙有〉 安永 2.9. 4 堀内村畑主 -同村 11 

(岡本、ひがし)11はた、ひがし畑ニ 市郎右衛門外 太七

ケ所、畑地譲渡申候)

8 譲渡申畑地之事(包紙有) 1/ 7. 3.16 堀内村畑主 -同村 11 

(ひがし一宮之下中畑四畝) 市郎右衛門外 太七

(1不残畑証文」とくくられた東)

9 譲渡申畑之事(包紙有) 天明 7.10.20 堀内村畑主 -同村 11 

(屋敷添ニテ中畑弐畝拾七分〉 八郎左衛門外 太七

(1不残畑証文」とくくられた束)

10 譲渡申畑之事(包紙有り) 1/ 7.10. 堀内村畑主 -同村 ノ〆

(本名前畑地二筆分) 又右衛門外 太七

(1不残畑証文Jとくくられた束)

11 取替申畑之事 (1屋鋪取替証文」と 11 8. 5. 堀内村畑主 -同村 ノノ

の包紙あり) 清四郎外 太七殿

(ねぎしの下畑との取替)

(1不残畑証文」とくくられた東)

12 有合利分相渡申畑之事(包紙有) 寛政 2.5. 堀内村 -同村 11 

(下々畑三畝廿弐分之分)(1不残畑 園右衛門 -太七

証文」とくくられた東)

13 有合利足ニ相渡申畑之事 享和 2.10.7 堀内村畑主 -同村 太七 11 

(上畑一畝二歩、代金二両二朱) 伝左衛門外
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畑護文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

14 流地相渡申畑之事(包紙有り) 文政12.11. 堀内村畑主 -同村 状

(字ーノ 谷下々畑壱畝歩之分) 七郎右衛門外 -太七

(，不残畑証文」とくくられた東)

15 流地相渡申畑之事(，譲証文」 との 天保 3.1. 堀内村真名瀬 -同村 ノ〆

包紙有り) 畑主治兵衛外

(質地請戻手段無之ニ付下畑三畝廿

七歩之分)

(，不残畑証文」とくくられた束)

16 相渡申田畑之事(，譲畑山証文」 と 11 11.10. 堀内村 -同村 太七 11 

記された包紙あり〉 田畑主八郎左衛門外

(十ヶ年季ニ市相渡申候)

(，不残畑証文」とくくられた束)

17 相渡申証文之事 嘉永 2.3. 堀内村 -太七 11 

(上畑三畝、中畑四畝、代金七両) 畑主 助治右衛門外

封共

18 相渡申畑之事〈包紙有り) 安政 2.12. 堀内村 -同村 11 

(字小藤沢の下々野壱畝廿四歩〉 畑主 五郎右衛門太七

(，不残畑証文」 とくくられた東)

19 年季売渡畑証文之事 11 6. 9. 堀内村畑主 -同村 太七 11 2 

(字五反畑井中丸流証文弐通の包紙 五郎右衛門

共)

(，不残畑証文」とくくられた東)

20 畑年季証文之事(悪下々畑井山地拾 万延1.10. 堀内村畑主 -同村太七 11 

ヶ年季之分、明治二年の書添証文井 次郎左衛門外

包紙共)

(，不残畑証文」とくくられた東)

21 売渡申畑証文之事(包紙有り) 文久 1.11. 堀内村畑主 -同村 太七 〆ノ

(下畑弐畝廿歩を拾ヶ年季ニ而) 甚右衛門

(，不残畑証文」とくく られた束)

22 年季ニ相渡申畑証文之事(上畑七畝 慶応 1.9. 堀内村畑主 -同村 久右衛門 〆/ 2 
廿九歩、下畑九畝歩)代金八拾両 市郎右衛門外4

封共

23 年季ニ相渡申畑証文之事(中畑壱反 11 1. 9. 堀内村畑主 -同村太左衛門 11 

弐畝三歩、代金三拾両) 市郎右衛門外

24 年季ニ相渡申畑証文之事(有合証文 11 1.10. 堀内村畑主 -同村 太七 11 

との包紙有り) 市郎右衛門外

(宮ケ谷下畑〆六口の分)、(，不残

畑証文」とくくられた東)

25 流地ニ相渡申畑証文之事(，丸山助 11 2. 6. 堀内村畑主 . 11 11 

左衛門畑地分 ・丸山畑ニ而譲証文」

と記された包紙有り)

(，不残畑証文」とくくられた束)

26 年季ニ相渡申畑証文之事(中畑五畝 11 4. 4. 堀内村畑主 . 11 11 2 
廿一歩、 代金拾三両弐分)封共 (角田)新左衛門外
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畑謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

27 一札之事 成.2.20 組合 -同村 太七 状

(扶持米御渡しニ付)封共 五平次、藤七

28 年季ニ相渡申畑証文之事(包紙有り) 明治 2.8. 堀内村畑主 . 11 ノ/

(本名屋敷添上畑等拾ケ年季ニ売渡) 市右衛門外

Cf不残畑証文」とくくられた東)

29 有合ニ相渡申畑之事(改流地証文 /1 2. 8. 三ケ浦 . // 11 

(朱書)包紙共〉 畑主 五右衛門外

(三ケ岡中畑三畝廿五歩の分)

Cf不残畑証文」とくくられた東〉

30 有合ニ相渡申畑証文之事(改流地証 11 2. 8. 堀内村漬 . 11 11 

文(朱書)包紙の中に) 畑主 五右衛門外

(佐ケ岡中畑三畝廿八歩の分)

Cf不残畑証文Jとくくられた束)

31 譲ニ相渡申畑証文之事 Cf根岸畑証 /1 2. 9. 堀内村浜 . 11 11 

文」との包紙有り〉 畑主栄治郎外

(質地請戻手段も無之ニ付宮の前・

根岸の畑地分)

Cf不残畑証文」とくくられた束)

32 有合ニ相渡し申畑証文之事 11 2.11. 三ケ浦南町畑主 . 11 11 

(根岸畑の一畝拾五歩、代金拾八両) 七左衛門外

封共

33 譲ニ相渡申畑証文之事 11 3. 1. 堀内村畑主 . 11 11 2 

(二之谷下々畑廿四歩、代金二両弐 佐平治外

分)封共

34 譲ニ相渡申田畑証文之事(包紙有り) 11 3. 5. 堀内村 . 11 11 

(字すだれ・田中の畑地ニ筆分) 田畑主 善右衛門外

Cf不残畑証文」とくくられた束)

35 添書之事 Cf牛ケ谷関上下々畑添書 1/ 4. 5. 堀内村畑主 . 1/ // 

とも」と記された包紙の中に有り) 葉山市郎右衛門外

(牛ケ谷ニ雨下々畑二筆分、宝暦六

年別紙古証文添書)

Cf不残畑証文」とくくられた束〉

36 譲ニ相渡畑証文之事(包紙有り) 11 4. 6. 一色村 . 11 11 

(質地請戻手段無之ニ付)Cf不残畑 長谷川平右衛門外

証文」とくくられた束)

37 流ニ相渡申畑証文之事 Cf譲証券」 1/ 5.11. 堀内村売り主 . 11 /1 

との包紙有) 葉山彦治郎外

(字番場長徳寺分下畑)Cf不残畑証

文」とくくられた東)

38 譲ニ相渡申仮書之事 が 8.11. 六小区堀内村畑主・ // 1/ 3 

字牛ケ谷畑壱畝十歩代金三円 角田佐右衛門外

39 永譲渡之証(家作の覚につき〉 1/ 12. 6. 3 堀内村 -葉山太七 〆〆 2 

(建物諸道具井畑譲証書の包紙有り) 海野平造外

「不残畑証文」と くくられた東
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畑謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

40 永譲畑地之証(包紙有り) 明治.13.10.25 堀内村畑主 -葉山太七 状

(式等畑壱反ニ畝三歩の分)(，不残 小菅助右衛門外

畑証文」とくくられた束)

41 地所売渡証 11 17. 6. 9 三浦郡堀内村 . 11 綴

(字葉山畑、宅地) 売渡人

葉山八郎左衛門外

42 地所売渡証 11 17.12. 三浦郡堀内村 -買請人 状

(字葉山畑八畝壱歩地価金拾六円余〉 売主葉山彦治郎外 葉山太七

43 三ヶ年季相渡地所之証 11 17.12. 三浦郡堀内村 -同村 〆/

(畑壱反九畝廿丸渉、 tt金八拾五円〉 畑主葉山太七外中村助右衛門

封共

44 地所売渡証 11 17.12. 堀内村売主 -戸長 11 

(字葉山の畑地七畝廿歩の分)(，不 矢島仁右衛門外 -伊藤春義

残畑証文」とくくられた東)

45 地所売渡証 (明治17.) 三浦郡堀内村 -買請人 11 

(字五ツ合畑壱反九畝余、地価金四 売主矢部善兵衛外 葉山太七

拾七円余)

46 畑地売渡之証 11 18. 6. 6 三浦郡堀内村 -同村 /〆

(畑壱畝拾七歩、代金四拾円) 売渡人 葉山一義

八坂長右衛門外

47 地所売渡証 11 18. 7. 三浦郡堀内村 -葉山太七 11 2 

(宅地弐畝壱歩、代金七拾円)封共 地主水留三十郎外

48 畑地売渡証 11 18.12.26 堀内村売渡人 . 11 11 

(畑壱反三畝十六歩、地価金一拾弐 水留太左衛門外

円余)封共

49 地所質入ノ証書 11 20. 4.10 一色村地主 -堀内村 11 

(一色村字平松之畑地、 三ヶ年季) 鈴木頼学外 1 葉山太七

包紙有り

(，不残畑証文Jとくくられた束)

50 地所売渡之証、地所登記済下付願 11 22. 1.24 三浦郡堀内村 -岡村 11 2 

(掘内村宅地、畑、代金七拾七円) 葉山源兵衛 葉山太七

封共

51 登記第七拾号建物売渡之証(建物 11 22. 5.31 甲 -乙 11 2 

平面図共) 大野長兵衛外 葉山太七

(木造板葺二階家井土蔵)(，不残畑

証文Jとくくられた東)

52 地所売渡ノ証 11 22.12. 2 三浦郡葉山村堀内・岡村 ノ/ 2 

(字葉山、山村、畑、代金六拾円) 角田清吉外 葉山太七

53 地所売渡ノ証 11 24.11.25 葉山村堀内 -同村 11 2 
(畑三筆、代金九拾円)封共 売渡人葉山丑松外 葉山太七

54 地所売渡之証書(包紙有り) 11 25.10.13 堀内売渡人 -堀内 ノノ

(字森戸畑地壱反弐拾六歩の分) 守屋定七 葉山太七

(，不残畑証文」とくくられた東)

-43-



畑謹文・山謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

55 地所建物売渡之証 明治26.2.16 堀内303 -堀内 綴

(字五ツ合三百三番目等宅地、畑地、 売渡人加藤六郎兵衛外 葉山太七

建物等)

Ci不残畑証文」とくくられた東〉

56 地所売渡之証 11 26. 6.24 三浦郡葉山村堀内・葉山太七 状 2 

(宅地廿五歩、畑七畝五歩、代金四 売主高梨権七外

拾円)封共

57 地所売渡之証書 11 26.10.26 堀内 -堀内 綴

(葉山、森戸地内の畑地井薮地) 葉山丑松外 葉山太七

Ci不残畑証文」とくくられた東〉

58 地所売渡証 11 29. 1.20 掲内売主 -同村 11 

〈字葉山堀内七百壱番イ号等の田畑) 矢部久太郎 -葉山太七

Ci不残畑証文」とくくられた束〉

59 土地売増金受取証 // 42.12.20 高座郡有馬村 ー ・三浦郡葉山村 状 2 

(畑壱反弐畝参歩外、売増金弐百三 上河内 -葉山太七 綴

拾五円) 窪田源蔵

60 売増金受領収証 大正 5.2.19 高座郡有馬村 -同村 /1 

(宅地参百弐拾四坪外、百三拾円〉 上河内 葉山太七

宮崎鎌三郎

山証文(掛硯最下段II)

相譲リ渡し申山之事 明和 3.2.20 堀内村山主 -同村太七 状

(萱四畝、代金弐分弐朱)封共 藤七外

2 譲渡申山井ニ畑之事 安永 6.9. 5 堀内村山井畑主 . 〆〆 11 2 

(畑、回、山七ケ所、代金拾五両〉 市郎左衛門外

封共

3 譲渡申山之事 11 7. 4. 堀内村山主 . 〆〆 11 

(中松山ニ畝、代金壱両弐朱)封共 弥惣右衛門外

4 譲渡申山之事 覧政1.6. 5 堀内村山主 . // 11 

(下松山五畝、代金五両弐朱)封共 佐兵衛外

5 譲渡申山之事 文化 5.3. 堀内村山主 . 11 11 

(山壱反八畝、代金六両壱分)封共 与四郎外

6 流地相渡申山之事 文政12.3. 堀内村山主 -堀内村太七 11 

(山壱ケ所、代金四両弐分)封共 伝左衛門他

7 流地相渡申畑之事 11 12. 5. 堀内村畑主 . 11 11 

(畑、 山、二ケ所代金六両弐分)封 小左衛門外

共

8 流地相改申畑之事 11 12. 3. 堀内村畑主 . 11 11 

(下々畑二ケ所、山弐ケ所、代金八 七十郎外

拾両)封共

9 流地相渡申畑証文之事 天保 2.6. 一色村地主 . 11 11 

(下々畑拾五歩、代金三両)封共 郷左衛門外
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山謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 i

10 流地相渡申山之事 天保 3.1. 堀内村山主 -堀内村太七 状

(山五畝拾九歩、代金五両壱分〉封 清右衛門外

共

11 流地相渡申山証文之事 // 4. 1. 一色村地主 . fノ 〆〆

(上山二ケ所、代金六両余) 郷右衛門外

12 有合ニ相渡申山証文之事 // 8. 5. 一色村地主 . // ノ/

(上山六畝、代金五両)封共 新右衛門外

13 流地相渡申山之事 // 9. 6. 堀内村山主 . ，ペ~ 〆〆

(山壱ケ所、代金六両弐分〉封共 佐平治外

14 流地相渡申山之事 // 11. 2. 堀内村山主 . // ノノ

(山壱ケ所、代金拾弐両三分)封共 善助外

15 入置申一札之事 // 11. 2. 山主 . // 11 

(小山二ケ所、代金二分余)封共 佐右衛門外

16 相渡申証文之事 // 11. 2. 堀内村山主 . // 11 

(山壱ケ所、代金壱両)封共 金左衛門外

17 相渡申山証文之事 // 11. 8. 堀内村山主 . // // 

(山壱ケ所、代金四両) 清右衛門外

18 流地相渡申山之事 // 11. 8. 堀内村山主 . // // 

(山二ケ所、代金八両弐分)封共 徳右衛門外

19 流地売渡申証文之事 // 11.12. 山主 . // 11 

(丸山壱ケ所、代金六両〉封共 太郎左衛門外

20 流ニ相渡申山証文之事 // 14. 2 一色村地主 . // 〆/

(山ニケ所、代金七両弐分)封共 郷左衛門外

21 流ニ相渡申山証文之事 // 14. 3 一色村地主 . // // 

(上山五畝、代金三両)封共 弥右衛門外

22 流ニ相渡申山証文之事 弘化 2.4. 一色村山主 . // ノノ

(上山壱反五畝、代金拾ニ両)封共 勘右衛門外

23 流ニ相渡申証文之事 // 2.10. 地主堀内村 . // // 

佐平治外

24 相渡申山証文之事 // 3.10. 堀内村浜山主 . // ノノ

(山三畝拾五歩、代金五両三分) 徳右衛門外

25 流ニ相渡申証文の事 嘉永 2.4. 一色村地主 . // // 

(田畑二ケ所、代金壱両弐分)封共 新右衛門外

26 相渡申証文之事 // 2. 7. 堀内村山主 . // 〆〆

(山壱ケ所、代金三両余)封共 縫右衛門外

27 流ニ相渡申山証文之事 // 4. 6. 一色村地山 . // // 

(山ニケ所、代金四両壱分)封共 持主堀内村佐平次外

28 売渡申一札之事 // 5. 4. 堀内村 . // // 

(杉木弐両弐分)封なし 沼市左衛門

29 有合年季証文事 // 6. 9. 堀内村山主 . // // 

(山八畝歩、代金七両)封共 光徳寺外

30 年季ニ相渡申山証文之事 安政 6.2. 一色村之地堀内村・ // // 

(山壱反歩、代金四両)封共 持主 十右衛門外
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山謹文

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

31 年賦相渡山証文之事 安政 6.9. 堀内村山主 -同村太七 状

(五拾ケ年賦山壱反七畝、代金弐拾 善右衛門外

六両)封共

32 入置申一札之事 11 6. 9. 秋谷村徳右衛門 -堀内村太七外 // 2 

(山境争論、山木伐木一件)封共 円乗院檀方

33 年賦売渡申山証文之事 万延 1.2. 堀内村山主 -同村太七 11 

(山壱ケ所、代金弐拾五両)封共 新左衛門外

34 年季畑井山証文之事封共 11 1. 2. 堀内村畑井山主 . 1/ 11 

吉右衛門外

35 年賦山証文之事 11 1.10. 堀内村山主 . ノ〆 // 

(山拾五歩、代金弐分)封共 次郎左衛門外

36 山証文之事 ノ/ 1.10. 堀内村地主 . 〆〆 // 

(山拾歩、代金弐両弐分)封共 九兵衛外

37 年季ニ相渡申山証文之事 慶応1. 堀内村判頭惣代 . 1/ 〆〆

(山二ケ所、代金八両〉封共 与右衛門外

38 一札之事 (江戸期)巳.9. 堀内村借主 . 1/ // 

(金子請取)封共 惣兵衛

39 譲ニ相渡申山証文之事 明治 3.5. 堀内村山主 . // // 

(中松山七畝、代金弐拾七両)封共 太兵衛外

40 譲渡申山証文之事 // 5.10. 堀内村売主 -葉山太七 1/ 

(四畝拾五歩、代金拾式円) 小峯弥左衛門外

41 譲相渡畑山証文之事 // 6. 2. 堀内村譲主 . // 〆〆

(下々畑廿五歩、中松山五畝、代金 高居甚太郎外

弐姶両余)封共

42 三ヶ年季相渡地所之証 // 9.11. 9 堀内村山地主 -同村 // 2 

(山廿五歩、代金弐円五十銭)添状 角田善右衛門外 葉山太七

共

43 三ヶ年季相渡地所之証 // 10. 1.29 堀内村山地主 -同村 // 3 

(山弐反歩、代金三拾四円)封共 小峯幸正外 葉山太七

44 三ヶ年季相渡地所之証 // 10. 2.20 堀内村山地主 -同村 // 2 

(山二ケ所、代金四円五拾銭)添状 新倉佐兵衛外 葉山太七

共

45 三ヶ年季相渡山林之証 // 12. 2.20 堀内村山林主 -葉山太七 // 

(山林三ケ所、代金弐拾六円五十銭) 高井銀次郎外

封共

46 地所売渡ノ証 〆ノ 20.6.28 三浦郡堀内村 -同村 // 4 

(字平松、字真各瀬山二ケ所) 鈴木嘉七郎 葉山太七

47 地所売渡ノ証 // 20.11.29 三浦郡堀内村 -同村 // 4 

(山林八畝十歩、代金八円) 売渡人 葉山太七

角田佐右衛門外
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山謹文、登記

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

48 地所売渡証 明治23.4.24 三浦郡中西浦村秋谷・葉山村堀内 綴

(二ノ谷打坪谷山林永地) 高山半右衛門 葉山太七

49 地所売渡之証 11 24.11.25 三浦郡葉山村下山口 ・堀内 状

(山式反式拾畝、代金百円)封共 渋谷松五郎 葉山太七

50 地所売渡証 11 26. 4.24 三浦郡葉山村堀内・葉山村堀内 綴

(山林拾八歩、代金八拾銭) 守屋恒基 葉山太七

51 地所売渡ノ証 11 26. 7. 6 三浦郡葉山村堀内 ・葉山太七 状 2 

(山林弐ケ所、代金弐拾円)封共 高梨権七

52 地所売渡ノ証 11 26. 7.17 三浦郡葉山村堀内・ 葉山太七 11 

(山林弐ケ所、代金五拾六円)封共 売渡人

新倉治郎右衛門

53 売渡証 11 34. 9.14 横浜市根岸町 -堀内村 11 2 

(山林二ケ所、代金百五拾円) 売主 葉山太七

大久保佐右衛門

54 売渡証 大正 3.6. 3 二浦郡葉山村一色・堀内村 状 l 2 

(山林二ケ所、代金弐百五拾円) 売主守谷清蔵 葉山太七 綴 1

55 売渡証 11 15.12.24 コ浦郡葉山村堀内 ・堀内 状 l 2 

(山林拾三歩、代金五円) 売主角田市蔵 葉山太七 綴 1

登記(掛硯引出最下段ill)

(亀井戸川敷及県道付替ニ因/レ登記) 昭和 2.10.10 葉山町役場 -葉山太七 綴

封共 土地係

2 建物登記済証下付願 明治30.1.29 三浦郡葉山村堀内 ・横須賀区裁判所 11 1 I 

(三浦郡横須賀町若松壱番、一棟) 八百九十二番地

葉山太七相続人

葉山太一

3 土地台帳謄本(畑二筆) 11 33. 6.27 横須賀税務署長 -葉山村堀内 11 

税務属中筋栄二郎 葉山太七

4 土地分割ニ付登記申請書 11 40. 3.20 所有者葉山村堀内・横須賀区裁判所 11 

葉山太七

5 土地更正登記申請書 11 40. 5. 所有者葉山村堀内・横須賀区裁判所 ノノ

葉山太七

6 保証書(抵当権抹消登記) 11 41. 3.12 保証人葉山村堀内 ・葉山太七 11 

大倉浜吉外

7 土地更正登記申請書 大正 3.3.14 申請人葉山村堀内 ・横須賀区裁判所 11 1 

葉山太七

8 土地表示ノ更正登記申請書 11 5. 3. 3 三浦郡葉山村堀内・横須賀区裁判所 1/ 

892 

申請人葉山太七

9 領収証(山林七反余金参百弐拾五 11 5.10.13 葉山村一色 -葉山太七 状

円也) 行谷泰之助

10 土地表示ノ変更登記申請書 11 5.11.13 申請人葉山村堀内・横須賀区裁判所 綴

葉山太七
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登記、文二

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

11 土地表示ノ更正登記申請書 大正 8.4. 7 申請人葉山村堀内 ・横須賀区裁判所 綴

葉山太七

12 地目変換届 (畑を宅地に変換〉封共 11 11. 6. 葉山太七 -横須賀税務署長 11 

13 土地分筆登記申請書 11 15. 9.18 葉山村堀内892 -横須賀区裁判所 11 

葉山太七外 国分出張所

14 道路敷地登記ニ関スル件 昭和 3.3. 1 葉山町役場 -葉山太七 11 

15 (委任状)(埼玉県入間郡〉メモ 横須賀稲岡町 状

大倉土木組出張所

佐藤小九郎

16 土地変更登記申請書 明治42.12.13 葉山太七代理人 -横須賀区裁判所 綴

(土地分割ニ付変更登記) 葉山村上山口1859

鈴木幸治郎

17 土地更正登記申請書 11 42.12.13 葉山太七代理人 -横須賀区裁判所 ノ〆

(畦畔脱落発見記入登記) 葉山村上山口1859

鈴木幸治郎

18 売渡設(金七拾九円)田弐畝五歩 11 45. 2.14 横浜市根町 -葉山村掘内 11 

2357 892 

大久保佐左衛門 -葉山太七

19 土地合筆届(地図付) 大正 8.4.17 葉山太七 -横須賀税務署長 11 

(堀内五百五十四、五五五) 入間野武雄

20 土地表示ノ更正登記申請書 昭和 2.5. 5 葉山太七代理人 -横須賀区裁判所 1/ 

(土地表示ノ更正登記〉 横須賀市深田町

川瀬銀弥

21 (葉山町長登記済謹返却書)、(本町 11 2. 5. 6 町長 -葉山太七 状

小学校敷地買収による嘱記登記申請 鈴木幸治郎

手続完了につき)

文二(掛硯引出最下段)

土地所有権保存登記申請書 大正14.3.19 葉山町堀内520 -横須賀区裁判所 綴

(物件、宅地、畑) 葉山勝次家督

相続人葉山文二

2 文二土地権利書在中(袋) 袋

3 売渡謹 昭和12.2.24 有馬村社家272 -葉山町堀ノ内520 綴

(有馬村社家に在る田畑、金七百八 金子歌治 葉山文二

拾壱円〉

4 設 11 12. 2.24 横浜市裁判所 -葉山文二 状

(土地売買書類代金受取) 国分出張所

司法書司

中里駒吉
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右側引出しO、右側引出し一、引出し二

掛硯(右側引出 し0)

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

地券(字五ツ合、字森戸、字葉山) 明治12.6.10 神奈川県 -持主鈴木紋九郎 状 8 

葉山平吉

水留太左衛門

2 為取換請取証(地券状共領収いたす) 11 20. 1 三浦郡堀内村 -葉山平吉 // 2 

葉山市左衛門 佐藤由右衛門

同源兵衛

3 遺産相続地所登記済ノ証下付願 // 26. 4.24 ニ浦郡葉山村堀内・横須賀区裁判所 綴

葉山平次郎

葉山太七

4 (浦郷御陣屋より頂戴の青指五貫、 酉 ひも 5 

ひも五本)

掛硯右側引出しー

地所売渡ノ証 明治21.3.22 三浦郡堀内村 -同村 状 3 

矢部仁左衛門 葉山太七

2 約定之証(貴殿所有の土地私に売渡 // 21. 3.31 堀内村 -同村 // 

し、五年後に買戻す約定のこと) 葉山太七 矢部仁左衛門

3 約定書証(宅地三畝余ヲ以テ九拾八 // 21. 4. 3 堀内村 -同村 // 

円借用〉 矢部仁左衛門 葉山太七

4 宅地借請証封筒共 // 21. 4. 3 堀内村 -同村 // 

矢部仁左衛門 葉山源兵衛

掛硯 引出しニ

寛延ニ午年八月十三日 堀内村葉山 寛延 3.8.13 堀内村 -堀内村 横

次八方江永々相譲り田畑山相帳 親市右衛門 葉山次八

2 寛延三年八月十三日 堀内村葉山次 // 3. 8.13 堀内村 -堀内村 // 

八方江永々相譲り田畑山帳 親市右衛門 葉山次八

3 田畑小作帳 天明 4.1. 相州三浦郡堀内村 〆/

葉山太七

4 田畑小作帳 // 4. 1. // 

5 田畑反別高覚帳 文化 2.10.26 相州三浦郡堀内村 // 

葉山太七

6 浦賀普請控覚帳 嘉永 2.10.改 葉山太七 -東浦賀 // 

巳嘉永二年酉十月改 山口屋嘉七

7 田畑山林石高控帳 // 7. 1.改 堀内村 ノノ

(嘉永七年正月改めから慶応三年ま 葉山太七

で書き継ぐ)

8 田畑山林覚拍帳 慶応1.8.改 /〆

(名主割帳写置)

9 覚(掛現箪笥代金の請取書) 申.8.22 日本橋金六町 -松田屋様 状

箪笥の図寸法入りを記載する 住吉屋利助
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年代

朝廷方に対する徳川幕府方の奥州で |慶応 4

の守衛配置大名名簿

引出し三

差上申一札之事 市郎右衛門跡式田 宝暦 7.4.25 

畑高弐拾八石八斗弐升五合の内、五

石を給付につき請書

2 一札之事(故郷へ帰国に付、離檀許 寛延 7.11.

可証〉

3 月牌謹文之事 (金子壱両慈岳瑞雲信 文政 8.10.

士の月牌料として受納につき〉

4 口上(善四郎殿質物の義勘定の後は、 (江戸期).5. 6 

私がお借り申したく願い)

5 覚(金子預り) (〆ノ)

6 (一色村分小物成書上) ( /1 ) 

7 (田畑高反別取調書上) ( 1/ ) 

8 (田畑上・中・下別面積取調書上)

9 (森戸分高取調書上)

10 (左七外四名反別地価書上四貫四

百弐四文、壱反に付四百五十文)

11 信牌

引出し四

一札 (御分力金七両請取) 天明 7.9. 

包紙ウハ書「分力金也一札 市郎右

衛門殿方へ」

2 譲状之事(太七の遺産分与の書置) 文化 2.6.16 

包紙ウハ書「不用謹文譲置一札事

文治方 ・直吉分」

3 譲状之事(太七の遺産分与の書置) // 2. 8.15 

包紙ウハ書「不用讃文譲置一札事

政吉文吉 千吉」

4 定(質物の利足等の規定) 文政 1.8. 

(利足、金壱両に付式百文、百文に

付四文の取引き)

5 覚付置(長井勘七の船松輪沖にて難 天保 4.9. 7 

船致すにつき金百八拾両等積荷物書

覚)

6-1 不用誼文(三崎台大坂屋宇兵衛家賃

謹文預り置、四点の文書の包紙〉

6-2 借宅請一札之事(借家契約書ニ請書 /1 11. 3.吉

一ヶ月家賃弐朱)

-50一

差出人・請取人

ニ浦郡堀内村 -浦郷御役所 状

半次郎弟太七外6

武州比企郡高板本宿 ・重兵衛 ノノ 1 

常安寺 金次郎

哲相院 -家主 文吉 1/ 

組合宝樹院

すすき八兵衛 -葉山太七 1/ 

11 

1/ 

横 7枚
1/ 

/1 2 

状

個

葉山彦六⑮ -同苗 状

太七

太七@ -文治 11 

直吉

太七⑮ -政吉 ・文吉 ・千吉 ノ〆

甚太郎 1/ 

権七

太七

〆ノ

〆ノ

陰陽師 -大坂屋 // 

借主 山田近江外l 宇兵衛



引出し四

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

6-3 借宅請一札之事(借家契約書、請状 天保11.3. 桶屋 -大坂屋 状

一ヶ月に付銭五百文) 借主 仙之助外 l 字兵衛

6-4 借宅請一札之事(借家契約書、請状 11 11. 3.吉 大矢部村 -大坂屋 11 

一ヶ月家賃五百文) 借主斧右衛門外 1 字兵衛

6-5 覚(亥年の年貢、諸入用代請取) (天保11) 東岡村 -大阪屋宇兵衛 11 

子.3.18 

7 覚(領主大和守への書上げ、米 ・雑 11 14. 9.17 葉山太七 11 

穀 ・反物 ・水油等々)

8-1 譲渡覚ノ拍(商売元手金五拾両等) 嘉永 6.5. 太七 (一色村内増吉) 11 1 

包紙 「裏書右之者共三人ながら夫々

跡ニ而追々セハ致置実ニ大金ニ相成

居」

8-2 規定謹文(増吉別家致すにつき、玄 安政 6.1. 堀内村 -増吉 〆ノ

米 ・水油・ 薪炭外等々援助の約定〉 譲り主太七外 l

8-3 規定謹文之事(増吉一色にて別家致 11 6. 1. 葉山太七 (増吉) 〆/

すにつき、玄米 ・水油 ・薪炭外等々 一色村親類

援助の約定書下書) 鈴木市郎右衛門

8-4 入置申一札之事(別宅致すにつき、 慶応 4.4. 羽山増吉外 1 -葉山太七 11 

田畑の分地と金六拾両の受取り、質

地に入れる時は相談の上でやる)

8-5 田畑井金子譲謹文之事(田畑と金六 11 4. 4. 堀内村 (増吉) 11 

拾両を譲与)本書は太七の相文 田畑主太七外3

9-1 奉差上拝借金議文之事(小坪村丸木 嘉永 4.11. 小坪村丸木舟六拾四般 ・堀内村 〆〆

船六拾四般渡世方に差支えるにつき 惣代四郎右衛門葉山太七外 3

金三百両の借用の件) 外6

9-2 乍恐以書付奉申上候(小坪村丸木船 11 4.11. 堀内村 ノノ

難渋による拝借金三百両の返済保障 太七

書〉 清四郎外 1

10 乍恐以書付御願奉申上候(丸木船漁 11 6.12. 相州三浦郡堀内村 ・御預所 冊

業難渋出入につき御救として金三百 拝借入葉山市右衛門 御奉行様

両拝借願い) 外5ケ村10

11 一札為念書印置(衆中の印形を名主 安政 4.5.21 太七 状

へ預置く)

12 一札之事(単物壱ツ枠のために差入 11 6. 7.29 大津村諏訪谷 -堀内村 11 

れる) 市郎右衛門 八郎左衛門組合中

13-1 申渡(百姓代太七、堀内村名主に任 (慶応)2. 8. 7 -堀内村 11 

命) 百姓代太七

13-2 (堀内村名主太七を人足差配役に任 慶応 2.8. 7 〆〆

命)

14 申渡(堀内村百姓太七・清四郎の二 11 

人、去々申年稀の違作、救値により

賞与を受ける)

15 覚(金三両の請取〉 酉.9. 葉山 市郎右衛門・ 太七清四郎外 2 11 

- 51ー



引出し四、左下から 2段目

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

16 離別之事(我等が心に叶わず〉ニ行 3.12. 久五郎(瓜印) -乃よ 状

半

包紙 「のよ離別状」

17 一札之事(左一郎養子縁組不熟につ 子 11. 葉山市郎右衛門 -葉山太七 〆〆

き離縁〉 幸正(花押)

18 離縁状之事(離縁致す) 明治 5.5. 八右衛門 -おさい // 1 

左下から 2段目 無番号

葉山家由緒書(武内宿禰末孫武内茂 嘉永 状

左衛門尉より嘉永年中まで)

2 証(3ヶ年季の約定改め明治25年 3 明治18.4.25 上山口郁地主 -葉山太七 // 

月に用地お返しならるべく) 平井染吉外 1

3 約定書(貴殿姉おミ よ殿拙者妻に貰 1/ 18.10.30 鹿児島県姶良郡 -堀内村 11 

受たく〉 木田村士族 葉山勝次

横山源太郎

4 約定書(畑地買請候に付) 1/ 18.11. 堀内郁葉山太七・角田新左衛門 /1 

5 約定書(土地作物実り兼候ニ付畑山 1/ 19. 5. 7 堀内村 -葉山太七 /ノ

林成の約定) 小峯紋十郎

6 売渡申証 1/ 20. 4 堀内村本人 . 1/ 1/ 

(貴殿畑続きの小土手畦ヲ金壱円ニ 葉山源蔵外 1

而売渡す)

7 地所戻シ書拍(畑地売戻しに関する が 22.12. 堀之内 -堀之内 11 

念書〉 葉山太七 角田清吉

8 下、質約定証(流期限十ヶ月) 1/ 23. 2. 3 鈴木みね助外 1 -葉山太七 // 1 
9 宅地付立木代金請取証写 が 23.12.29 堀之内 . 〆/ /ノ

(未納分の代金五円請取) 水留=十郎外 1

10 約定書(衣類〆十八品質物に相預ケ 1/ 23.12.29 堀内高井与兵衛 ・ H // 

候)

11 約定証書(立木を含んだ山林の売渡 1/ 24. 8.25 渋谷松五郎 -葉山太七 // 

し)

12 仮約定書(船越新田地内貴殿所持の が 24.11.28 船越八幡尊之助 ・二噴供一郎 〆ノ

家屋売却に付、是迄借用致候我等日

限迄に引払い)

13 郵便はがき(拙者参上仕り兼候のお 1/ 26. 5.16 葉山村山固定吉 ・葉山太七 // 

詫びと金85円調達した事の報告)

14 (本年非常の早損にて作方減少候も、 (明治26.) 〆ノ . // 〆〆

稲カリ取次第相納め候に付)(封有 9.28 

り)

15 地所質渡為取替証(宅地45坪を貸地 // 28. 2. 1 堀内 -葉山太七 /1 

料壱坪ニ付壱ヶ月金7厘で、向30ケ 高梨清左衛門

年契約〉

16 葉山郵便局新築請負証(金350円) // 28. 2.20 矢部久太郎 -葉山太七 ノノ

- 52ー


