
東京都世田谷区下馬一丁目

鈴木裕一氏所蔵文書

(旧武蔵国久良岐郡野島浦名主文書ほか)





冊の部

冊の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

浦方猟場出入目安並返答書之写控 延宝 5.8. 冊

2 武州久良岐郡野嶋浦百姓と総州因集 元様14.5 p(回)備前外 9 舗

郡富津村漁猟論之事(絵図付)

3 積多町離弾左衛門系図書(万延元年 享保 8.7. 冊

九月野嶋村鈴木文治郎写)

4 五人組帳 宝暦 7.3. 久良岐郡富岡村 -志村多宮役所 11 

組頭八右衛門

外 6

5 京極備中守足軽尼崎幸右衛娘の事 11 12. 6. 11 

大坂淀屋三郎右衛門一件のこと

6 宗旨人別五人組帳 安永 2.3. 野嶋浦名主 11 

金左衛門外2

7 野嶋浦人別控 寛政10. 11 1 I 

8 日記念仏縁起 文化11. 富岡村 11 

柳下作蔵

9 神奈川駅西向寺取締場触書写 11 12. 2. 野嶋浦名主 -武州神奈川西向寺 11 

四郎兵衛 御役僧中

10 算法指南集(写本) 11 12. 9. 富岡清津 11 1 

11 宗門人別五人組改帳 11 13. 3. 野嶋浦名主 11 1 

四郎兵衛外 1

12 浦賀御番所通手形川船御役所下書 11 15. 3. 名主吉兵衛 11 1 

13 (渡船差留一件惣代頼一札) 文政 2.10. 西町権左衛門 -村々名主衆並惣代 11 

外87

14 (野嶋浦より本通を除く旅人乗船ー 11 2.10.......... 庄兵衛忠右衛門 〆ノ

件に付訴書並に返答書)

15 宗門人別五人組改帳 11 5. 2. 野嶋浦名主 11 

吉兵衛外2

16 公儀御定法(写本)(文政五年一月 11 5. 〆〆

写す)

17 尾州様鯛網差障書付写 11 8......... 9 11 

18 (新規造船届書写) 11 8.........天保10. ノノ

19 積金連中組合帳 11 9. 2. 会主吉兵衛 11 

同世話人

20 頼母子積金講割返帳 11 9. 2. 会本吉兵衛せわ人 11 

21 積金証文帳 11 9. 2. 会主吉兵衛世話人 11 

22 (桂網御免願につき惣代頼入一札) 11 9.11. 久良岐郡13ケ浦 -吉兵衛 〆〆

野毛浦名主孫兵衛

外11

23 組合村取締方其外共連印書付 11 10. 9. 権左衛門外16 -御村御役人衆中 11 

24 組合村々儀定為取替連印一札 11 10. 9. 久良岐郡町屋村 -関東向取締御出役 ノ/

外12ケ村村役人 山田茂左衛門手附

39 吉田左五郎外3
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冊の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

25 宗門人別五人組改帳 文政11.2. 野嶋浦名主 冊

吉兵衛

26 五人組議定帳 // 12. 五人組頭 -組頭幾治郎外 2 // 

権左衛門外17

27 五人組連印一札 // 13. 2. // 

28 頼母子講落闇連印帳 /1 13. 7. // 

29 浦方御用留 /1 13.11. 野嶋浦 // 

名主吉兵衛

30 卯御年延借用請印帳 天保 2.12. 野嶋浦百姓 // 

名主吉兵衛

31 相州大山寺諸伽藍修復五箇年講仕法 /1 3. 8. 大山寺別当所役人 // 

帳 奥村三郎太夫外6

32 活鯛御値段帳 /1 5. 本材木町 // 

活鯛所

33 関東御取締御出役様より御触書写 /1 7. 8. 野嶋浦名主吉兵衛 // 

村々江控

34 (紛失物吟味ーイ牛に付村方議定書) /1 8. 5. 野嶋浦惣百姓 -村御役人 〆〆

連印新兵衛外87

35 (・活鯛御用につき申渡請書) 11 8. 8.25 浜方取締役 11 

四人惣代兼

公郷村名主

-圧兵衛外 1

36 大塩平八郎市中へ捨置書置 11 8. 某 -摂河泉播村々 // 

庄屋年寄共小前

百姓共

37 (大塩の乱関係者人相書) 11 8. // 

38 国々御巡見に付御達書

御地頭所より御廻達之写 11 9. 2. 名主吉兵衛 /1 

39 (商渡世向取調につき触書〉 (/1  9.) 6.10 関東向取締出役 ノ/

40 (商渡世取調書上帳) (/1  9.) 8. 野嶋浦名主 -御取締御出役 〆/

吉兵衛外3

41 三崎魚荷物規定控 天保10.9. 相州三浦郡走水村・治郎左衛門 〆〆

名主武左衛門

外 4

42 壱ケ年口銭並諸雑用見積 1/ 10. 9. f〆

43 算術之法 万延1.6. // 

44 高算術之法 11 1. 6. 富岡村柳下氏書 /1 

45 太政官より御触書写 慶応 4.4. // 

46 運賃改正歎願 明治12.9. 横浜区御国産 -横浜区荷主 綴

波止場付

八幡屋七五郎

外12

47 (運送問屋、運送船夫総代人の聞に 11 12. 9. 相州ニ浦郡浦郷村外 11 

結ぼれた約定の件総括委員委任証〉 小山重左衛門外24
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冊の部

番号 資 料 名 年 代 差 出 人・請取人 形態 数量

48 運送問屋船船総代人確定証 明治12.10. 鈴木庄之助外 綴

49 運送問屋船舶総代人確定証 11 12.10. 横浜区御国産波止場付 冊

高木七五郎外18

50 船仲間申合規則証 /1 13.10. 横浜両波止場 綴

廻漕船仲間

東京府下回浦

山田屋総代

伊東半右衛門

外16

51 (運送荷物往復船運賃値増ニ付約定 /1 13.10. 船仲間総代 -東京運送 11 

証)

52 船売渡証 11 17. 6. 6 久良岐郡三分村 -野嶋浦 11 

船売渡人 鈴木文吉

小泉蔵右衛門

外 1

53 借用金証書 ー金百円也 11 17. 6. 6 借用人 -三分村 11 

鈴木文吉外2 小泉蔵右衛門

54 借用金証書ー金弐百円也 /1 17. 6. 6 借用本人 -三分村 11 

鈴木文吉外 2 小泉蔵右衛門

55 金沢湯屋仲間壱同規約書 ( 11 35.) 金沢村字洲崎 冊 1 

安田与兵衛外6

56 煙草買受帳 11 37. 7".._， 久良岐郡金沢村野嶋 11 

38. 1. 3 小売人鈴木吉之助

57 無線電信工場互助会々則 (大正 3.10.) 11 

58-1 (成田講関係書類) 大正 8.5. (成田講〉発起人 11 

成田山人名簿

58-2 成田山新栄講社 (規約及名簿) 昭和 6.3. 1".._， 野島発起人 11 

維時昭和六年三月再起 13. 2. 

58-3 成田山新栄講社 11 12. 5 野島世話人 11 

維時昭和十二年五月起

58-4 成田山延命院再建寄附芳名簿 大正10.5.26 横浜市宮崎町野毛山 11 

成田延命院

58-5 昭和九年度成田山護摩札名札入小長 昭和 9.3.14 成田山新栄講 -成田山新勝寺執事 綴 1 

日出願氏名 世話人

久保寺佐吉

外 9

58-6 昭和十一年度成田山護摩札名札入小 11 11. 3. 成田山新栄講 -成田山新勝寺執事 11 2 
長日出願者氏名 (一部下書 ?) 世話人

久保寺佐吉外 9

58-7 昭和十年度参拝諸入費控 11 10 状

(成田山新栄講関係書類)

58-8 昭和十一年度参拝諸入費払 /1 11. 3.13 /1 

(成田山新栄講関係書類)

58-9 成田山護摩札小長日出願者氏名 /1 10. 3 久保寺佐吉外8 -成田山新勝寺執事 綴
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冊の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

58-10 成田山護摩札名札入小長日出願者 状

綴

58-11 (成田山新栄講中氏名書上洲之崎・ 状

東之部〉

58-12 (成田山新栄講各地域毎の掛金合計 ノ/

額控〉

58-13 成田山延命院再建寄附金調 11 2 

58-14 成田山延命院再建寄附 9. // 3 

西町分・洲崎分

58-15 仮領収書(金四拾円) 大正14.3. 1 横浜新栄講 -野島講中 // 

58-16 (高反別名寄帳) 横

58-17 感謝状 // 10.12. 状

58-18 成田講書類入袋及記録用紙(未記入〉 // 

59 漁業権ノ設定登録回復申請書副本 // 13. 5 野嶋漁業組合 -神奈川県知事 冊

理事川島広吉 安河内麻吉

60 漁業復興ニ関スル補助申請 // 13. 9.16 野島漁業組合 -久良岐郡長 綴

理事川島広吉 民門文蔵

61 禁漁区域の一部解禁の義ニ付請願 // 13. 9. 横須賀漁業組合 -横須賀鎮守府 // 

理事組合長 司令長官

森田熊吉外3 堀内三郎

62 (大正十三年度神奈川県久良岐郡金 // 14.12.21 金沢村長 /1 

沢村歳入出決算議案) 金子賢次郎

63 名札入小長日連名左記 // 15. 3.15 野島講世話人 // 

鈴木吉之助外 1

64 横浜市農会役職員総代農事督員名簿 昭和 2.2.10 冊

65 昭和二年事務報告(うしろに財政明 // 3. 2.29 久良岐郡金沢町長 綴

細表付き) 松本房治

66 (米作者広急資金融通ニ関ス/レ仲等 // 3. 3.24 11 

議案〉

67 (昭和二年度神奈川県久良岐郡金沢 // 3. 3.24 // 

町歳入出追加更正予算等議案)

68 (金沢町議会議案綴) // 3. 4.21 金沢町長 ノ/

松本房治

69 鶴岡八幡宮奉賛会趣音書 // 3. 4.21 冊

70 選挙委員選任届 // 3. 5.28 選挙事務長 -日下警察署長 綴

相原広吉 伊藤邦憲

71 久良岐郡教育会規則 // 3. 6.15 ノノ

72 昭和三年度神奈川県久良岐郡金沢町 // 3. 9. 7 金沢町長 // 

歳入出追加更正予算 松本房治

73 昭和二年度神奈川県久良岐郡金沢町 // 3.10. 8 金沢町長 11 

歳入出決算 松本房治

74 昭和三年事務報告 // 4. 2.28 金沢町長 // 

松本房治

75 株主氏名表 // 4. 5.31 湘南電気鉄道株式会社 冊
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冊の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

76 昭和四年上期第七回事務報告書 昭和 4.6.10 湘南電気鉄道株式会社 冊

取締役社長

代表取締役

野村龍太郎

77 工事請負契約書 /〆 5. 久良岐郡金沢町野島 綴

甲者久保寺甚太郎外 1

乙者石井春吉

78 (昭和五年度本組合経費収支変更予 (// 5.) // 

算書等綴)

79 動員学徒名簿 // 20. 7. 大賀茂班 // 

80 野島漁業組合漁業別利用状況表等綴 // 

81 積金仕様帳 会主 吉兵衛外 2 冊

82 (幕府法度写) ノノ

83 (田畑・回・宅地・反別・地価書上 綴

証)

84 諸相場算 冊

85 野島漁業組合漁業別利用状況表 綴

86 野島・洲崎漁業組合漁業別利用状況 // 

等綴

87 第四回全国漁業組合大会・漁業組合 冊

中央創立総会報告

88-1 明治廿九年度後半期分納税領収証 明治29.10.28 金沢村収入役 -鈴木吉之助 状

戸数割・営業 ・雑種 佐野安左衛門

88-2 金沢町議会議案書 // 3. 2.29 金沢町長 綴

第四号第五号第十九号第廿二 松本房治

τEコ7 

89 津島太々御神楽御入講御名前帳 // 3 津島神主内神役人 冊

90-1 金沢保勝会々則 綴

90-2 昭和三年度久良岐郡金沢保勝会収入 // 3. // 

支出予算

90-3 金沢保勝会収支計算報告 // 3. 4.30 金沢保勝会 状

91 (栗石運搬航)同盟組合規約 清水丸 綴 1 

宇野熊蔵外3

92 横浜ヨ リ東京日本橋大橋最寄運賃 /1 

93 (運賃値増ニ付船持惣代依任約定証〉 // 

94 海軍共済組合の説明 海軍省艦政局 冊

95 (歳出入予算決算書) 綴

96 (家屋持主書上) // 

97 (俳句集〉 状

98 (句合〉 冊

状

99 穐風・算野句合 // 

100 とくきむ(月並句合) 11 

101 (草万一振のし袋) 青木清吉外8 -鈴木海軍少尉 1折
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横帳の部

横帳の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

坪屋鋪上中下畑冗取帳 宝暦12.11. 横

2 本瑞院香輿帳 文化 1.8. 5 鈴木吉兵衛 // 

3 算法指南集巻之ー 11 12. 9. 清津柳下伴蔵 11 

算道手引草

4 丑御極印通手形引替入用取立之帳 11 14. 8. 野島浦名主 〆〆

四郎兵衛

5 村入用立替控 文政 3.1. 野島浦名主 11 

吉兵衛

6 智光妙瑠信女番実帳 11 3.10.25 11 

7 押送拾九般、五大力拾壱般御極印打 11 4. 2. 久良岐郡野島浦 11 

船改 名主吉兵衛

8 上己祝儀覚 11 4. 3. 鈴木 11 

9 道中日記帳 11 4. 3. 久良岐郡金沢野島浦 〆/

鈴木吉兵衛

10 伊勢道中日記帳 11 5. 1. 11 

11 香費帳到清妙地信女 11 5. 4. 4 鈴木圧右衛門 11 

12 御年貢請取帳 11 8. 1. 野島浦 11 

13 御極印手形引替入用取立帳 11 8. 8. 野島、浦 11 

名主吉兵衛

14 万之通 11 11.12. 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 

15 万之通 1/ 12. 1. 内田惣吉 -酒屋吉兵衛 11 1 

16 積金掛金之通 11 12.11.25 会主新七外2 -吉兵衛 ノ/

17 御年貢金請取帳 天保 2.12. 野島浦 -御地頭所 11 

名主吉兵衛 御役人衆中

18 御年延金日掛通 11 3.1. 名主吉兵衛 -七間組 11 

伝吉外2

19 椛之通 11 3. 8. 椛屋佐左衛門 -野じま酒屋吉兵衛 11 

20 積金請取通 11 3.11. 会主源助世話人 -野島吉兵衛 11 

21 二番積金取立控帳 が 5.8.20 会主吉兵衛世話人 11 

22 三月済連判金貸付帳 11 5.12 ノ〆

23 内連判借附之帳 11 5.12. 名主吉兵衛 〆〆

24 給金貸附帳 11 8. 1. 2 鈴木文治郎 // 1 

25 当座帳分書出帳 1/ 8. 7. 新希場 -野島 // 

飯塚屋総三郎 鈴木文治郎

26 積金講手控 11 9.12. // 

27 諸入用帳 (香典帳) が 10. 2. 8 鈴木文治郎 11 

本事院了達月合清信士(酒屋吉兵衛)

28 香実帳本事院了達月合清信士 1/ 10. 2. 8 鈴木庄右衛門 // 

(鈴木吉兵衛)

29 婚礼祝儀並諸入用控 が 10.3. 鈴木文治郎 11 

30 婚礼祝儀帳 /〆 10.11. 鈴木文治郎 11 

31 勘定帳 (水揚勘定帳) が 11.12. 鈴木文治郎 11 
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横帳の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

32 文恭院様莞御ニ付御役替御遺物大概 天保12.3. 横

之写(米屋一件裁許あり〉

33 葺替祝儀並入用之控 11 14. 1 酒屋吉兵衛 〆〆

34 番実帳 11 14. 7.20 鈴木文治郎 11 

本理院妙要日言信女 (76才)

35 諸入用之帳 11 14. 7.20 鈴木文治郎 ‘ 11 

本理院妙要日言信女 (76才)

36 大福帳 11 15. 1. 11 

37 勘定帳 弘化 2.12. 活鯛屋 -野島文治郎 11 

38 五人組御改帳(前文) 11 2. 久良岐郡野島浦 -御代官御役所 11 

名主・組頭 ・百姓代

39 万手控 文久 4.2. 寿々木吉兵衛 11 

40 香実諸色控 明治 2.10.23 鈴木吉兵衛 11 

皆成院冬光信士(日恵)行年76才

41 地券之証写 11 5.10. 神奈川権令 -野嶋浦 11 

大江卓 鈴木文治郎

42 香襲並諸入用控 11 6. 2.17 鈴木吉兵衛 11 

春光院妙持信女(俗名梅)行年74才

43 仕入覚之控 11 16. 1. 鈴木文吉 11 

44 御手本 11 17. 1. 野島村 11 

鈴木吉之助

源氏義

45 成田山月集之控 11 17. 5. 講中 11 

46 婚礼祝儀並ニ諸入用帳 11 20. 4.24 鈴木文吉 11 

47 大福帳 11 23. 1. 鈴木文吉 11 

48 諸控(建造物、道橋、修繕等見積) 11 24.12. 高島方鈴木 11 

49 通 11 25. 1. 長谷川八上 -久良岐郡金沢州 11 

野島

鈴木文吉

50 万口操日記 11 26. 1. 11 

51 鈴木喜介家屋建築諸入費明細帳 11 27. 1. 11 

52 掛貸日記 11 27. 1. 酒屋庖 11 

担当者吉之介

53 掛貸日記 11 27. 1. 酒吉庖 11 

担当者吉之介

54 金銭出納帳 11 29. 1. 酒吉庖 11 

55 諸品仕入帳 11 30. 1. 酒吉庖 11 

56 商業売上日記 11 30. 1. 酒吉庖 〆〆

鈴木吉之介

57 諸荷物之通 11 30. 1. 田川商庖 -鈴木吉之助 11 

58 当座帳 ( 11 33.) 11 

59 金銭出納帳 11 35. 1. 1 酒吉号 11 

鈴木吉之助
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横帳の部、状の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

60 松之湯収入及支払出納帳 明治35.5. 4 持主 横

鈴木吉之助

61 金銀出納帳 11 37. 1. 酒吉号 ノノ

鈴木吉之助

62 明治ニ十八年売日記 ( 11 38. 1.) 酒吉号 11 

鈴木吉之助

63 金銀出入帳 ( 11 39. 1.) 酒吉号 11 

鈴木吉之助

64 宮参拝之控 大正15.2.28 鈴木寿美子 11 

65 居宅新築工事控 昭和 2.3.15 鈴木吉之助外 1 11 

66 上棟式祝出納控 11 2. 5.15 普請主 ノノ

鈴木吉之助

同彦兵衛

67 申年御年貢不納(年貢不納書上) 11 

68 覚(諸入用書上覚) 酉 3.-- 11 

成1.

69 (村入用船掛金書上覚) 12. 綴

70 諸品通帳 -鈴木吉之助 横

71 (金子貸付勘定帳) 11 

72 (押送船・伍太力船・船主書上帳〉 11 

73 大福帳 酒屋吉兵衛 11 

状の部

差上申鉄砲謹文之事 覧政 2.1. 久良岐郡富岡村 -御地頭所役人衆 状

徳左衛門外 1

2 御尊判拝見証文之事 文化 5.12.8 11 

(評定所出頭之義ニ付拝見証文〉

3 乍恐以書付を奉願上候 天保 2.6. 荒川三郎兵衛 -倉橋惣左衛門様

(掛|崎村組頭徳左衛門退役一件内済 知行所 -御内御役人衆中 11 

証文) 武州久良岐郡柴村

名主助左衛門

煩ニ付代表

仙蔵外 1

4 乍恐書付を以奉願上候 /1 2. 6. 御知行所 -倉橋惣左衛門様 11 

(村方若者打こわしニ付詑証文) 武州久良岐郡 御内御役人衆中

野島浦名主

吉兵衛外 1

5 乍恐以書付ケ奉願上候 名主吉兵衛外 1 -御頭所役人衆 11 

(野嶋村百姓一同困窮につき御救願〉

6 神奈川表御取締ニ付見張所番人飯米 (万延 2.) 11 

其外塩噌薪代御手当金御下渡御受印

幌
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状の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 覚(触書・廻状等受取覚) 巳 9.29 六浦名主 -野嶋浦御名主中 状 1 

武左衛門

8 覚(触書・廻状等受取覚) 巳 4.24 名主 -野嶋浦名主中 ノノ

武左衛門

9 覚(触書・回状等受取覚) 巳12.24 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

10 覚(触書・回状等受取覚) 巳12.25 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

11 覚(触書・廻状等受取覚) 巴.3.27 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

12 覚(触書・廻状等受取覚) 巳10.22 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

13 覚(触書・廻状等受取覚) 辰.10.13 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

14 覚(触書・廻状等受取覚) 辰.8.16 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

15 覚(触書・廻状等受取覚) 辰.4.16 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

16 覚(触書受取覚) 巳.11.6 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

17 覚(触書・廻状等受取覚〉 寅 7.1 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

18 覚(触書・廻状等受取覚) 辰 8.4 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

19 覚(触書・廻状等受取覚) 卯.3.21 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

20 覚(触書・廻状等受取覚) 卯.7. 5 六浦名主 -野嶋浦御当役衆中 〆/

武左衛門

21 覚(触書・廻状等受取覚) 巳.4. 1 六浦名主 -野嶋浦御名主中 〆〆

武左衛門

22 覚(触書・廻状等受取覚) 亥.9. 3 六浦名主 -のしま浦御番役中 11 

武左衛門

23 覚(触書・廻状等受取覚) 巳.7.16 六浦名主 -野嶋浦御名主中 11 

武左衛門

24 覚(廻状・書状受取覚) 巳 2.22 六浦名主 -野嶋浦名主中 11 

武左衛門

25 覚(触書受取並順達覚) 未.9. 5 六浦名主 -野嶋浦御当役中 11 

武左衛門

26 (御輿再興仕様帳につき書状) 2.22 スサキ作左衛門 -のしま吉兵衛 11 

27 覚(触書・廻状等受取覚) 2.23 スサキ作左衛門 -きしま吉兵衛 11 

28 覚(触書・廻状等受取覚) 巳.10.7 佐左衛門 -吉兵衛 11 

29 覚(触書・廻状等受取覚) 巴.9.17 スサキ作左衛門 -のしま吉兵衛 11 

30 覚(触書 ・廻状等受取覚) 巳.11.2 作左衛門 -吉兵衛 11 

31 覚(触書 ・廻状等受取覚) 巴.8. 5 スサキ作左衛門 -のしま吉兵衛 11 
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状の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

32 覚(触書 ・廻状等受取覚) 巳10.16 作左衛門 -吉兵衛 状

33 覚(触書 ・廻状等受取覚) 辰.10.15 洲崎村作左衛門 -野嶋浦吉兵衛 11 

34 覚 (触書 ・廻状等受取覚) 辰.11.2 洲崎村作左衛門 -野嶋浦吉兵衛 // 

35 覚 (触書 ・廻状等受取覚) 辰.6.12 スサキ作左衛門 -野嶋吉兵衛 // 

36 覚 (触書 ・廻状等受取覚) 辰.11.2 スサキ作左衛門 -のしま浦吉兵衛 // 

37 覚(触書 ・廻状等受取覚) 辰.8. 4 洲崎村名主 -野嶋浦御名主中 // 

作左衛門

38 覚 (触書・廻状等受取覚) 卯.1. 4 洲崎名主 -野嶋浦名主中 // 

(作左衛門)

39 覚 (触書 ・廻状等受取覚) 卯.7.27 洲崎村名主 -野嶋浦名主中 // 

作左衛門

40 覚(触書 ・廻状等受取覚)(前半部 卯.7. 4. 洲崎村名主 -野嶋浦御名主中 // 

分不開〉 仁右衛門

41 (御用向廻状到来につき通知) 12.11 永嶋嘉十郎 -鈴木吉兵衛 // 

42 (死骸漂着通知につき礼状〉 4.10 宇野武左衛門 -鈴木文次郎 // 

43 (御出ノ件ニ付礼状)(包紙あり) 1.28 走水村より -鈴木文次郎 // 

宇野武左衛門

44-1 依頼状 10. 2 走水村 -野嶋浦 // 

(此手紙を泥亀まで届けて欲 しい) 宇野武左衛門 鈴木吉兵衛

44-2 依頼状 10. 7 走水村 -鈴木吉兵衛 // 

(大津村渡船へ積出メ粕を泥亀まで 宇野武左衛門

届けて欲 しい)

44-3 依頼状 10.24 宇野武左衛門 -鈴木吉兵衛 11 

(神奈川浦方参会に前 日より来てほ

しい掛金の件もあるので此書状ニ通

継立のこと)

44-4 依頼状 11.10 走水村 -野嶋浦 // 

(此ー封を小柴村まで継送り下され 宇野武左衛門 鈴木吉兵衛

度)

45 (金主方掛合出府ニ付書状)(包紙 8.24 宇野武左衛門 -鈴木文治郎 ノノ

あり)

46 (漂着見掛通達ニ付廻状〉 丑.10.14 走水村名主 -野嶋浦名主 // 

武左衛門

47 覚 (訴書受取証文) 9. 5 倉橋甚輔 -名主吉兵衛 // 

48 不漁につき願聞済並鱗魚献上につき 12. 9 倉橋甚輔 -野嶋浦 // 

書状 名主吉兵衛

49 覚(手紙等受取証文) 9. 5 倉橋甚輔 -野嶋浦 // 

名主吉兵衛

50 (金主方懸合一件につき書状) 12. 3 倉橋甚輔 -野嶋浦 H 1 

名主吉兵衛

51 覚(触書 ・廻状等受取覚)(上部欠 小柴村 -野嶋浦 11 

損) 名主介左衛門 御名主吉兵衛

52 (浦方廻状作成につき通知) 9. 9 小柴村 -名主吉兵衛外 1 11 

介左衛門外 1
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状の部

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

53 覚(触書・廻状等受取覚) 巳.9.27 小柴村 -野嶋浦 状

名主介左衛門 御名主中

54 覚(触書・廻状等受取覚) 4.23 徳右衛門 -吉兵衛 11 

55 覚(触書・廻状等受取覚) 辰 9.12 洲崎村 -のしま 11 

名主代徳右衛門 名主吉兵衛

56 覚(触書・廻状等受取覚) 成.11.4 洲崎村 11 

名主代平七

57 覚(触書並請印帳受取継送り状) 成10.28 洲崎村 -野嶋御名主中 11 

名主代平七

58 口上(寄合通知〉 10.11 町屋村役人 -野嶋浦役人 11 

59 口上(浦賀奉行通行につき達) 辰.3.24 町屋村役人 -野嶋浦名主 11 

60 口上(八州取締出役出立御用渡舟に 卯.4.15 町屋村役人 -野嶋浦名主 11 

っき達) 吉兵衛

61 口上(御用状継達依頼状) 4. 7 倉橋惣=郎内 -のしま吉兵衛 11 

岡田逸平

62 廻状(新金引替につき廻状) 巳 6. 岡田逸平外2 -上大岡村外5ケ村 11 

63 御尋につき返答書(下部分欠) 村役人口 -当組合惣代 11 

64 御尋書(浪人合力禁止につき御触書) 9. 村役人 11 

65 (野嶋浦名主吉兵衛呼出状) 丑.4.19 11 

66 (北条家印判状写、使者廻漕につき) 成寅.3.17 松田 -金沢 11 

(北条家朱印状写しか?) 伊藤新左衛門

67 一札之事(溺死人引取につき一札〉 丑.10.14 兼作 -長浦役人 11 

68 御答判拝見証之事 巳.6. 6 太右衛門外 2 -甚助 11 

(筒井和泉守並三奉行連印ノ御答判)

69 先触(要用につき人馬指出先触) 午.8.12 水戸殿菩堤所 -宿々村々問屋 11 

(包紙あり) 下総平賀本土寺 役人中

宿院江戸市ヶ谷 品川宿以下

修行寺 四宿ーケ村

70 (松平対馬守侍従就任につき書状) 松平土佐守 〆/

71 (大御所様出棺につき商停止通達) 2.15 (御用活鯛所) -鈴木文次郎 11 

圧三郎

72 (御改革取締方につき手紙継達依頼 2.27 永嶋庄兵衛 -鈴木吉兵衛 ノ/

状)

73 覚(先触受取覚) 4.14 横須賀村 -野嶋浦御名主中 11 

地頭四郎右衛門

74 (瀬戸の件出府につき通知) 6. 1 スサキ惣五郎 -のしま吉兵衛 11 

75 口上(小組合寄合開催通知) 6. 2 泥亀新田 -野嶋浦役人 11 

名主嘉十郎

76 (小組合寄合開催につき廻状) 6. 2 野嶋浦 -洲崎村外 11 

名主吉兵衛 2ケ村役人

77 (大坂着船につき書状) 7.23 -松平右近将監 11 

外 2

78-1 口演(品物御届依頼状) 9. 4 江戸より -野嶋浦 11 

六浦上行寺 鈴木吉兵衛
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状の部、村政

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

78-2 口演(品物一つ相届キ申) 9.10 上行寺 -野しま酒屋吉兵衛 状

79 (掘田孫太郎役替につき祝状) 9.25 本多主膳正 -堀田頼母 // 

80 (船継立につき御用状) 浦か御番所 -野嶋村 // 

中村左右助 名主吉兵衛

81 (流人御用船御触遅刻につき廻状〉 // 2 

82 (出頭令書) 甲州屋新兵衛 -伊勢屋彦七 // 

83 御照会願(岡本宇兵衛呼出につき照 久良岐郡野嶋浦 // 

会願〉 鈴木喜助

84 御目通につき出会通知 スサキ仁右衛門 -野嶋役人衆 〆〆

85 差入申一札之事 6. 権治郎 -日向村 // 

(j酒狂につき詫書) 与左衛門

86 (御台場御普請心違いにつき詫書〉 // 

(後欠)

87 差上申鉄砲証文之事(後欠) 〆'/

88 (難船流寄人探索につき廻状)(後 // 

欠)

89 一札之事 // 

(旅人乗船賃銭相究めにつき一札〉

90 覚(小越一件入用覚一括) // 7 

91 (飛騨南方御材木運送につき川辺・ // 

海辺付村村法度)

92 関八州御取締寄場村方 // 

93 (組合村名主書上)(前欠) 〆ノ

94 (受取書差上につき覚) // 2 

95 (芝金杉より木更津迄村々書上) 〆/

96 覚(差目承知につき覚) // 

97 (禁裏作事出来御遷幸につき書状) 松平兵部大輔 // 

98 口上(御咽一条之儀につき通知) 4. 6 神奈川浦庄兵衛 -野嶋浦名主 // 

吉兵衛外 1

99 覚(江戸表白米廻送につき通達) 丑.6.13 すさき村惣五郎 -野嶋村名主吉兵衛 // 

村政

憐々(浦方提〉 覧文閏 7.2.18 奉行 状

2 覚(賊難騒一件につき村々議定連判 安永 7.4. 武州良岐領村々 // 

覚)

3 差出し申一札之事 文政 2.11. 当人惣右衛門 -村御口様 // 

(惣右衛門理不尽につき詫証文) 外4 御役人衆中

4 差上申一札之事 が 3.8. 3 野嶋口 -当村役人 // 

(女房不儀一件詫証文))(下欠)

5 差入申一札之事 天保 7.11. 五人組頭 -村役人 // 

(年貢金借用につき連印一札) 権左衛門外18

6 御触書之事 が 7.11. 百姓代太郎右衛門・村役人 // 2 

(困民騒動取鎮方御触書につき請書) 外87
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村政

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

7 差上申一札之事 天保 7.12 小前惣代吉五郎 -御役人衆中 状

(小前一同困窮から騒動を起したー 外31

件詫証文〉

8 (騒動詫証文) // 7. 組頭 // 

9 (ニ月暴風時難破物等取扱につき書 明治14.3. 7 荏原郡羽田猟師町・久良木・三浦郡 〆ノ

状) 外一村浦役人 村々浦役場

兼戸長

酒匂仙右衛門

10 (金沢村交誼会決算報告〉 大正 9.--12. // 10 

(大正九年のものは前欠)

11 (総会開催につき案内状) // 11. 5.12 金沢村交誼会 // 

会長松平弘

12 震災催災者並震災地人口調査要綱 (大正12.) 〆/

13 大正十四年度一般経費収支決算 大正15.1. 総代鈴木福蔵外 2 // 

14 (鎮守稲荷神社財産金額並字内共有 昭和 2.1. 区長佐藤卯之助外2 // 

財産金額明細表)

15 大正十五年度一般経費収支決算 // 2. 1. 区長佐藤卯之助外2 〆/

16 (倶楽部寄付金支出明細書) // 2. 1. 区長佐藤卯之助外2 // 

17 (町会 ・協議会開催通知状一括〉 // 2.--3. 金沢町長 -町会議員 // 6 

鈴木吉之助

18 (昭和三年度鎮守稲荷神社財産並字 // 3. 1. 区長竹中清次郎外3 // 

内共有財産金額明細表)

19 (活動写真開催につき通知状) // 3. 2.14 金沢町長 -鈴木吉之助 // 

20 (吏員退隠料条例改正につき通知状) // 3. 4.30 金沢町長 // 

松本房治

21 (吏員退職及死亡給与金条例改正に // 3. 4.30 金沢町長 // 

っき通知状〉 松本房治

22 視察費計算書 // 3. 4. 下回視察団会計係 綴

23 伝染病患者発生通知 // 3. 5. 1 金沢町長 -町会議員 状

24 (富岡尋常高等小学校々医渡辺嫡ー // 3. 6.16 金沢町長 // 

退職につき慰労金贈与議案)

25 (児童学芸会開催につき案内状) // 3. 7.25 富岡尋常高等 -鈴木吉之助 // 

小学校校長

鶴見浜良外 1

26 (警察署祝賀会等寄付金立替につき // 3. 7. 金沢町長松本 -鈴木吉之助 // 

送金依頼状〉

27 (昭和塾敷地買収議案) // 3. 9. 7 金沢町長 // 

松本房治

28 (金・沢尋常高等小学校校医上村勇夫 // 3. 9. 7 金沢町長 // 

死亡につき贈与金通知状) 松本房治

29 (富岡青年訓練所備品寄付受取につ // 3. 9. 7 金沢町長 ノノ

き通知) 松本房治

30 (倶楽部寄付金回収並未収金額報告 // 4. 1. 区長 // 

書) 竹中清次郎外2
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村政、 戸口、土地、年貢

番号 資 料 名

31 (庄左衛門一件につき書状)

32 覚(海賊一件謝礼金受取覚)

33 (会合不参につき引物届状)

34 (小船賃銭受取書状〉

35 (出府ねぎらい、書状維送りにつき

書状〉

36 (青年訓練所査閲につき案内状〉

37 覚 (村々舟入用勘定覚)

戸口

奉公人請状之事

2 入置申一札之事

(藤吉引取につき請証文〉

3 履歴書

4 戸籍抄本

土地

11五券
(田畑反別書上につき通知)

年貢

覚(御年貢請取証文)

2 午御上納金目録

(御年貢 ・役金皆済目録〉

3 御割付写

(包紙あり)

4 覚 (御年礼入用覚)

5 覚(当春割合金勘定覚)

6 覚(割合金上納証文)

7 おぼゑ (御年貢・御役金請取証文)

年 代 差出 人 ・ 請 取人

丑 7. 浦之郷 -野嶋浦

田中源右衛門 鈴木吉兵衛

申.4.20 横須賀村名主 -野嶋浦名主中

永島卯兵衛

1.10 (洲崎)作左衛門・吉兵衛

5.16 小柴孫蔵外 l

6. 2 

10.24 金沢青年訓練所

土匡正造

文化10.2. 永井村

当人伊八外 1

文政 5.2. 十傑村引取人

金蔵外 1

大正 6.8. 佐賀県士族工手

松尾正

昭和25.3.23 金沢区長

渡辺義雄

明治13. I神奈川県

2.11 I洲崎村

新五兵衛

(文化 5.) 寺前村

壬.6. 3 名主沢右衛門

天保 5.12. 野嶋浦

名主吉兵衛

// 6.12. 洲崎村

名主新五兵衛

外 3

// 7. 1.18 

(天保 9.)

閏.4. 5 

(天保 9.) 野嶋浦

閏 4.7 名主吉兵衛

子 12. 名主吉兵衛
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-野嶋浦名主吉兵衛

-鈴木吉之助

-野嶋浦

酒屋吉兵衛

-野嶋村

御役人衆中

-野嶋町

鈴木

-鈴木文吉

・の しま

吉兵衛

-のしま

文治郎

-御地頭所

御役人衆中

-野嶋浦御役人

-倉橋甚輔

-仁左衛門

形態 数量

状 5 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

状

// 

// 

// 

状

// 

// 

// 

// 

// 

// 



年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

8 覚(年延金借用証文) 卯.12. 名主吉兵衛 -幾次郎 状

9 覚(御年貢・諸入用請取証文) 未 11. 名主吉兵衛 -円明院分 11 

10 覚(御年貢・利足請取証文) 未 12. 名主吉兵衛 -与八 11 

11 覚(御年貢・御役金請取証文) 成 12 名主吉兵衛 -聡兵衛 11 

12 覚(御年貢 ・御役金請取証文) 成 12. 名主吉兵衛 -林松 ノ/

13 覚(舟役・庖役・村入用等請取証文) 成.12. 名主吉兵衛 -文治郎 11 

14 覚(御年貢・御役金請取証文) 成.12. 名主吉兵衛 -七左衛門 11 

15 覚(御年貢・御役金請取証文) 成.12. 名主吉兵衛 -仁平次 11 

16 覚(御年貢・御役金請取証文) (成).12. 名主吉兵衛 -弥惣左衛門 // 

17 覚(御年貢・御役金請取証文) (成).12. 名主吉兵衛 -兵右衛門 // 

18 覚(御年貢・諸入用受取証文) (子).12.24 寺前村 -のしま 〆〆

名主沢右衛門 文治郎

19 覚(御年貢・諸入用受取証文) 丑.12.26 寺前村 -のしま 11 

名主沢右衛門 文治郎

20 覚(御年貢初納請取証文) (卯).6.25 寺前村 -のしま 11 

名主沢右衛門 文治郎

21 覚(御年貢受取証文) 卯.12.23 名主沢右衛門 -のしま文治郎 11 

22 覚(御年貢受取証文) 辰.12.26 寺前村 -野島文治郎 ノノ

名主沢右衛門

23 覚(御年貢並諸入用請取証文) 巳12.28 寺前村 -のしま文治郎 11 

名主沢右衛門

24 覚(御年貢並諸入用請取証文) (巳).12.31 寺前村 -野嶋文治郎 // 

名主沢右衛門

25 覚(御年貢並諸入用請取証文) 午.12.28 寺前村 -野嶋文治郎 // 

名主沢右衛門

26 覚(御年貢並諸入用請取証文) (未).12. 寺前村 -野嶋文治郎 11 

名主沢右衛門

27 覚(御年貢受取証文) 未.12. 寺前村 -のしま文治郎 // 

名主沢右衛門

28 覚(夏成御年貢受取証文〉 (未〉 寺前村 -のしま文治郎 11 

名主沢右衛門

29 覚(御年貢入用受請証文)(上欠) 辰.12.23 寺前村 -のしま文治郎 11 1 

名主沢右衛門

30 覚(御年貢請取証文) 子.6.18 寺前村 -文二郎 // 1 

名主喜右衛門

31 覚(御年貢受取証文) 子.12.21 寺前村 -文二郎 // 

名主喜右衛門

32 覚(御年貢諸入用請取証文) 子 12. 寺前村 -野嶋浦 // 1 

名主喜右衛門 文治郎

33 覚(御年貢諸入用請取証文) (丑).12. 寺前村 -野嶋浦文治郎 // 

組頭喜右衛門

34 覚(畑方御年貢受取証文) 申.12.17 寺前村 -文二郎 11 

名主喜右衛門
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年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

35 覚(御年貢並諸入用請取証文) (申).12. 寺前村 -野嶋浦 状

名主喜右衛門 文治郎

36 覚(御年貢受取証文) 酉.12.29 寺前村 -文二郎 1/ 

名主喜右衛門

37 覚(御年貢受取証文) 成.12.21 寺前村 -文二郎 11 

名主喜右衛門

38 覚(御年貢並諸入用請取証文〉 成 12. 寺前村 -野島文治郎 11 

名主喜右衛門

39 覚 (年貢受取証文) 亥.12.25 寺前村 -文二郎 11 

名主喜右衛門

40 覚(御年貢・諸入用請取証文)(後 (丑).12. 寺前村 1/ 

欠)

41 覚(御年貢受取証文) 子.12.20 作左衛門 -のしま文治郎 11 

42 覚(御年貢受取証文) 子12. 作左衛門 -のしま文治郎 11 

43 覚(御年貢受取証文) 丑.12.22 スサキ -のしま文治郎 11 

作左衛門

44 覚(御年貢受取証文) 丑.12.27 作左衛門 -のしま 11 

藤五郎

文治郎

45 覚(御年貢並利子受取証文) (寅).7.13 スサキ -のしま文治郎 11 

作左衛門

46 覚(御年貢受取証文) 卯.12. 作左衛門 -のしま文次郎 11 

47 覚(御年貢受取証文) 卯.12. 作左衛門 -のしま文治郎 〆'1

他 1名

48 覚(御年貢受取証文) 巳.7.12. 作左衛門 -のしま文次郎 11 

49 覚(御年責皆、済証文) 巳.12.18. 作左衛門 -のしま文次郎 11 

50 覚(御年貢請取証文) 巳.12.21 スサキ -のしま藤五郎 11 

作左衛門

51 覚(御年貢請取証文) 巳.12.21 スサキ -文次郎 11 

作左衛門

52 覚(御年貢請取証文) 午.12.23 作左衛門 -藤五郎 11 

53 覚(御年貢請取証文) 午.12.23 スサキ -文次郎 11 

作左衛門

54 覚(御年貢請取証文) (午).12. 作左衛門 -のしま文次郎 11 

55 覚(御年貢 ・御役金請取証文) 〈未).12. 作左衛門 -のしま文次郎 11 

56 覚(御年貢並諸入用請取証文) 申.12.20 州崎名主代 -野島文次郎 11 

作左衛門

57 覚(御年貢請取証文) 酉.12.21 州崎名主代 -野島文次郎 11 

作左衛門

58 覚(年貢受取証文) 成.12.16 スサキ名主代 -野文次郎 11 1 

作左衛門

59 覚(御年貢請取証文) 亥.12.23 スサキ名主代 -のしま文次郎 ノノ

作左衛門
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年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人 ・請取人 形態 数量

60 覚(御年貢・利足・台わり請取証文) 辰.7. 洲崎村取立役 -のしま文次郎 状

徳右衛門

61 覚(御年貢・入用受取証文〉 巳.7. スサキ取立

徳右衛門 -のしま文次郎 11 

62 覚(御年貢受取証文) 巳.12. 州崎名主 -のしま文次郎 〆〆

徳右衛門

63 覚(御年貢・諸入用受取証文) 成.12. 日す -のしま文治良 11 

名主徳右衛門

64 覚(御年貢・入用受取証文) 成.12.22 洲崎邑 -野嶋浦 11 

幸右衛門 文次郎

65 覚(御年貢・入用受取証文) 亥 12. 洲崎村 -野嶋浦 // 

名主幸右衛門 文次郎

66 覚(足役金受取証文) 丑.12.30 洲崎村 -野嶋浦 // 

惣五郎 名主吉右衛門

67 覚(御年貢・諸入用受取証文) gp .12.19 す取立役 -のじま次郎 // 

元次郎

68 覚(御年貢受取証文) 未 12. 洲崎名主 -野嶋文次郎 // 

名主代甚兵衛

69 覚(諸入用受取証文) (申).12. 洲崎村 -野嶋文治 // 

名主重右衛門

70 覚(御年貢・御役金受取証文) 申 12.21 名主四郎兵衛 -吉兵衛 // 

71 覚(役金・増金等請取証文) 酉 12. 名主四郎兵衛 -吉衛門 // 

72 (御年貢・入用請取証文)(前欠) 酉 12. 名主 -文治郎 /1 

久保寺四郎兵衛 11 

73 覚(御年貢受取証文) 成 12. 名主四郎兵衛 吉兵衛

74 覚(御年貢受取証文) (寅).12 名主代平七 -野島文治郎 11 

75 覚(御年貢受取証文) 成 12 名主代平七 -野島文治郎 11 

76 覚(御年貢受取証文) 成 12. 名主代平七 -野島太郎兵衛 /1 

77 覚(御年貢受取証文) (酉).12.30 名主代幸次郎 -野文次郎 11 

78 覚(御年貢受取証文) (未).12.15 名主代幸次郎 -のじま文治郎 // 

79 覚(御年貢並諸入用請取証文) (寅).12.22 取立役 -のじま文治郎 /ノ

元次郎

80 覚(御年貢受取証文) 午.12.24 // 

81 覚(御年貢・御役請取証文)(後欠) 未.12.23 // 

82 覚(御年貢 ・入用請取証文)(後欠) // 

83 丑御上納金勘定目録 丑 12. 野嶋浦 -御地頭所 11 

名主吉兵衛 御役人衆

84 丑御上納金勘定目録 丑 12 野嶋浦 -地頭所役人衆 /1 

名主吉兵衛

85 丑御上納金勘定目録 (丑). 11 

86 寅御上納金勘定目録 寅 12. 野島村 -御地頭所 11 

名主吉兵衛 御役人衆

87 寅御上納金勘定目録 (寅). 11 

88 卯御上納金勘定目録 (卯). // 
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年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

89 卯御上納金勘定目録 卯.12. 野島村 -御地頭所 状

名主吉兵衛 御役人

90 卯御年貢金勘定目録 (卯). -上大岡村 1/ 

安兵衛外 l

91 巴御上納金勘定目録 巳.12. 野嶋浦 -御地頭所 11 

(年貢・役金皆済目録) 名主吉兵衛 御役人衆

92 午御上納金目録 午 12. 野嶋浦 -御地頭所 1/ 

(午年貢・役金皆、済目録〉 名主吉兵衛 御役人衆

93 成御上納金勘定目録 成.12. 野島村 -御地頭所 1/ 

名主吉兵衛 御役人衆

94 覚。"々 国役金・手紙・廻状請取証 丑.11.16 倉橋甚輔 -野鳥浦 1/ 

文) 名主吉兵衛

95 覚。11々 国役金・貸金出入差紙請取 卯.10.10 倉橋甚輔 -野嶋浦 1/ 

証文〉 名主吉兵衛

96 覚(長屋御普請金上納につき覚書) 辰1. 倉橋甚輔外 1 -野嶋浦 1/ 

名主吉兵衛

97 覚(夫金請取証文) 辰.3. 2 倉橋甚輔 -野嶋浦 1/ 

名主吉兵衛

98 覚(歩金上納証文) (巳).2.28 野嶋 -倉橋甚輔 1/ 

名主吉兵衛 11 

99 覚。11々 国役金請取証文〉 未.10.26 倉橋甚輔 -野嶋浦

名主吉兵衛

100 覚。11々 御普請国役金請取覚) 申.10.21 倉橋甚輔 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

101 (川々御普請国役金請取につき書状) 申.10.21 倉橋甚輔 -野嶋浦 1/ 

名主吉兵衛

102 覚。11々 御普請金受取証文) 成.10.26 倉橋甚輔 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

103 覚(夫金請取証文) (午).3. 9 倉橋甚輔 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

104 覚(小鯛・鱗等請取証文〉 .12. 2 倉橋甚輔 -野嶋浦 1/ 

名主吉兵衛

105 畑方並夫金先納につき御用状 2. 4 岡田逸平 -谷津村外3ヶ村 1/ 

役人

106 (養子一件入用金上納につき御用状) . 7.28 岡田逸平 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

107 (御用向金借請につき御用状〉 . 8. 7 岡田逸平 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

108 覚(入用金請取覚) . 5.17 野嶋村役人 -横浜村役人 11 1 
109 (御用貢勘定につき通知〉 7.12 野嶋 -紋吉 11 

名主吉兵衛

110 (歩金上納につき通知) . 2.28 のじま吉兵衛 -野谷村 11 

名主源介
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年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

111 覚(囚人入用請取覚〉 丑.12.30 名主松本源助 -野嶋浦 状

名主吉兵衛

112 覚(二口割合金勘定覚) 丑.6.27 町屋村 -野嶋浦 11 

名主松本源助 名主吉兵衛

113 (田方先納金につき御用状) .12. 9 名主松本源助 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

114 (金子御渡し依頼状) 閏.11.4 (松本)源助 -吉兵衛 11 

115 (御屋敷夫金につき通知) . 2.28 源助 -吉兵衛 11 

116 覚(御屋舗様御普請金請取覚〉 辰.4.26 上大岡村 -野嶋浦 11 

名主安兵衛 名主吉兵衛

117 (御屋敷様御頼金上納の件につき書 子.12.13 上大岡村 -谷津村外 3ヶ村 11 

状) 名主安兵衛 名主

118 覚(足役金請取覚〉 辰.12.30 洲崎村 -のしま吉兵衛 〆〆

作左衛門

119 覚(往来足役金請取覚) 文政 1.12.30 洲崎村 -野嶋村 11 

作左衛門 吉兵衛

120 覚(足役金請取覚) B.12.30 取立 -野嶋浦 11 

徳右衛門 名主吉兵衛

121 覚(足役金請取覚) 辰.12.30 洲崎村 -野嶋浦 11 

取立徳右衛門 吉兵衛

122 覚(村割金勘定覚) 丑.12.22 すさき村 -野嶋 11 

惣五郎 名主吉兵衛

123 覚(平野屋割金請取覚) . 7.27 洲崎村

新五兵衛 -野嶋浦 11 

名主吉兵衛

124 口上(差上金受取につき書状〉 . 5.29 洲崎村 -野嶋浦 〆/ l 

名主仁右衛門 名主吉兵衛

125 (皆済目録・残金差出につき通知) 12.11 スサキ -のしま吉兵衛 11 

作左衛門

126 (金子差送り依頼状〉 .12.12 浦賀御番所 -名主吉兵衛 11 

中村左右助 11 

127 覚 (巳暮割入用勘定覚) 午.12.1 忠右衛門 役人衆

128 覚 (御年始銭・水夫・割合金請取覚) 巳.1.21 谷津村 -野島村 11 

庄右衛門 吉兵衛

129 覚(取締料請取覚〉 天保 5.1.24 西向寺納所 -野嶋浦役人 11 

130 (営業税領収書) 明治37.11.25 金沢村収入役 -鈴木吉之助 11 

石井岩吉

131 均年御年貢不納 11 

132 覚 (連判金請取覚) 寅 5.28 野嶋屋 -野嶋浦 11 

与兵衛 名主吉兵衛外 1

133 覚 長嶋屋 -名主吉兵衛外 1 11 3 
亥八月 =十目覚 与兵衛

九月二十七日覚

134 覚 (連判金勘定覚) 亥 12. 名主吉兵衛 -孫右衛門 11 



年貢

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

135 覚(連判金勘定覚) 寅.5.29 西かや -吉兵衛 状

幾二郎

136 覚(金銀請取覚) 午.3.27 大岡村 -野嶋村 // 

名主安兵衛 名主吉兵衛

137 (税金関係書類) /1 5 

138 覚(金子受取覚) 申.2. スサキ -のしま文次郎 /1 

作左衛門

139 覚(八州入用等差引勘定覚〉 // 2 

140 覚(八州御取締入用請取覚) .12.26 町屋 -野嶋浦 /1 

松本源介 吉兵衛

141 覚(八州高割金請取覚〉 辰.12.27 町屋源介 -野嶋浦 // 

吉兵衛

142 (組合金書上覚) // 2 

143 (御役金・浦口銭・舟役等書上) 〆〆 2 

144-1 覚(入用覚〉 (天保 7.) /1 

4.19 

144-2 覚(入用覚) (// 7.) 倉田良助 -金沢 3ヶ村 // 

4.20 御組合

144-3 覚(入用覚) (/1  8.) /1 1 

12. 3 

144-4 覚 (入用覚) (// 8.) くらた良介 -金沢御組 // 

12. 4 御役人中

144-5 覚(入用覚) (/1  8.) 倉田良介 -金沢御組 3ヶ村 // 

12. 5 御役人衆中

144-6 覚(入用並割合勘定覚) 天保 9.8. 5 // 

144-7 覚(入用覚) /1 9. 8. 11 

144-8 覚(入用並村々割当勘定覚) . 7. 1 町屋源介 -野嶋浦 // 

吉兵衛

144-9 覚(入用並割合勘定覚) 吉兵衛 -名主兵七 // 

144-10 (預り金返還につき書状) 町家源介 -野嶋浦 // 

吉兵衛

144-11 覚(金沢三ヶ村組合入用覚) /1 3 

145 (伝十郎組等組合金子書上覚) // 

146 覚(本郷村出分につき覚〉 . 5.13 本牧本郷村 -野嶋村 // 

名主久兵衛 名主吉兵衛

147 覚(米代・路用代受取) スサキ村 -のじま浦 /1 

名主新五兵衛 名主吉兵衛

148 覚(代金勘定覚) 松本源介 -野嶋浦 〆ノ

吉兵衛

149 覚(うとん粉代割合覚) 松本源介 -野嶋浦 // 

吉兵衛外 1
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諸産業

諸産業

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

一札之事 寛政 2.8. 和泉匡甚左衛門持・兵右衛門 状

(新般造作金取極に付一札) 三平外57

2 差上申済口証文之事 1/ 11目11. 上総国周准郡 -評定所 11 

(新規大網職争論一件) 篠部村外27ヶ村

3 議定証文之事 文化 4.4 部州野嶋村 1/ 

(新規こき桂網訴訟一件に付議定証 名主

文〉 弥惣兵衛外20

4 一札之事 1/ 8. 3. 横須賀村 -金沢野嶋 1/ 

(押送り船借用に付一札) 当人 金左衛門

弥五兵衛外 1

5 預り一札之事 1/ 11. 2. 預り主 -野嶋村 1/ 

(押送り船極印預りに付一札) 横須賀村 金左衛門

弥左衛門外 1

6 乍恐以書附奉願上候 1/ 15. 4. 野嶋浦 -御地頭所 1/ 

(荒地場所塩浜に仕立に付願書) 願人 御役人衆中

幾治郎外 3

7 一札之事 11 15. 4. 村当人 -村役人衆中 1/ 

(荒地の場所塩浜仕立に付差出一札) 幾治郎外 1 同御百姓中

8 一札之事 文政 2.2. 江戸新肴場中嶋屋 ・野嶋浦 1/ 

(押送り船借用に付一札) 借主忠次郎外 1 吉兵衛

9 入置申一札之事 1/ 2.12.13 野嶋浦宿 -野嶋浦 1/ 

(伍太万船破船に付受取証文) 伝右衛門外3 御役人中

10 入置申一札之事 1/ 2.12. -野嶋浦 1/ 

(伍太万船破船に付一札) 御名主中

11 浦状之事 1/ 5. 2.14 野嶋浦 -仙台石巻 ノノ

(茶船難破に付江戸へ廻米引請証文) 組頭 船主

幾治郎外 1 清五郎外2

12 引取申一札之事 1/ 5. 2.14 仙台石巻清徳丸 -野嶋浦 ノノ

(五郎吉船漂流に付引取証文) 五郎吉外 1 御村役人中

13 覚(舟役金書上覚) 1/ 5. 7. 1/ 

14 入置申一札之事 H 閏 7.8. 長浦村 -野嶋浦 1/ 

(押送船借用に付一札) 借主 吉兵衛

清六外 1

15 御訴奉申上候 1/ 8. 2. 稲葉奥之進領方 -川船御役所 1/ 

(久良岐郡洲崎村清左衛門所持之船 上総国望院郡

新規造立に付訴状) 木更津村

大工半蔵

16 入置申一札之事 1/ 9. 7. 7 横須賀村字塩入村・野嶋村 〆〆

(押送り船借用に付一札) 借主 吉兵衛

庄兵衛外 1
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

17 入置申一札之事 文政 9.7. -野嶋村 状

(伍太万船借用に付一札) 名主

吉兵衛

18 (鯛網相始メ浦々飢a守イ牛に付一札) 1/ 9.11. 松平大和守領分 -中村八太夫 11 

(前欠) 相州三浦郡 役所

走水村外37ヶ村

惣代走水村名主

武左衛門外4

19 入置申一札之事 1/ 10.11. 長浦村 -野嶋浦 11 

(押送り船借用に付一札) 借主 吉兵衛

長五郎外 1

20 取引一札之事 1/ 11. 1. 武州森村 -野嶋村 〆〆

(漂流手操船引取証文) 船 主 甚 兵 衛 役人衆

21 入置申一札之事 1/ 11. 9. 武衆久良岐郡

(押送り船借用に付一札) 宝木村 -野嶋浦 11 

借 主 重 蔵 外 l 吉兵衛

22 御訴奉申上候 天保 6.1. 松平大和守領分 -川船御役所 11 

(野嶋浦兵右衛門持船新規造立に付 三浦郡日向村

訴状) 船大工政右衛門

23 差上申打替御極印証文之事 1/ 6. 2. 倉橋惣左衛門知行所・ 川船御役所 11 

(船新規造立に付極印打替証文〉 武州久良岐郡洲崎

村之内野嶋浦

船主弥平治外 1

24 (活鯛仕入請取締方に付達)(下欠) 1/ 7. 4.10 本材木町弐丁目 1/ 

吉太郎外3

25 為取替申規定之事 /ノ 7.9. 武左衛門外 3 -喜三郎外 1 11 

(三崎浦口銭滞納に付為替証文〉

26 拝借仕御金之事 1/ 7. 9. 松平大和守領分 -御貸附所 11 

(浜々 漁業嫁方手当金差支に付借金 相州三浦郡走水村

証文〉 拝借入

名主武左衛門

外 3ヶ町村6

27 為替替申規定之事 /1 7. 9. 当人 -武左衛門外 3 11 

(新肴場庖引受に付為取替議定書) 喜三郎外 1

28 請取申活鯛御前金之事 /1 8. 1. 11 

29 請取申活鯛御前金之事 /1 8. 1. 倉橋惣左衛門 -御用活鯛納入 ノ〆

知行所野嶋浦 惣三郎

漁師代

太郎左衛門外4

30 入置申謹文之事 /1 8. 1. 三浦郡舟こし -野嶋 ノノ

(五太万船借用証文)(包紙あり〉 借主 新七外 1

清兵衛外 1
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番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

31 差入申一札之事 天保 9.7. 2 笹毛 -野嶋浦御せわ 状

(船下陸揚之儀・口論ーイ牛肉済証文) 善右衛門 圧左衛門外 l

32 差入申山林反男IJ井船数書之事 11 10. 9. 走水村

(助成金借入ニ付引当差出証文〉 組頭 -御助成金 // 

吉右衛門外4 御貸附所

33 一、 以書付奉願上候(助成金拝借願) // 10. 9. 走水村拝借入 -御助成金 // 

一、入置申一札之事 // 10. 9. 名主武左衛門外4 御貸附所 // 

(新肴場飯塚屋庖取扱につき取極ー 庄兵衛 武左衛門外4

札〉 源兵衛

34 入置申一札之事 // 10. 9. 荷主 -圧兵衛外 1 // 

(新肴場飯塚屋庖につき荷主一同取 武左衛門外4

決仕法〉

35 入置申一札之事 // 10. 9. 走水村 -小四郎 // 1 

(七組肴問屋株式引請につき一札〉 名主

武左衛門外4

36 月番申合議定之事 // 10. 9 宇野武左衛門外4 // 1 

(荷主五人 月番取締ニ付議定書)

37 為取替申浜方取締仲間議定之事 1/ 10.11. 活鯛屋惣一郎 -野嶋浦 /1 

(隠荷物手売ニ付議定取替証〉 庖支配人 文次郎

仁右衛門外3

38 乍恐以書付奉願上候 (嘉永 1.) /〆

(御用活鯛励金→靭今味ニ付済方願) 申.2. 

(後欠)

39 乍恐以寄付奉願上候 野嶋浦百姓代 -奉行所 // 

(活鯛御助金一件吟味中病気につき 申.7.28 新四郎外 1

出府猶予願)

40 乍恐以書付奉願上候 野嶋浦百姓代 -奉行所 // 

(活鯛助成金一件ニ付出府日延願) 申.7.28 新四郎外 1

41 乍恐以書付奉申上候 野嶋村百姓 -御奉行所 // 

(活鯛御助成金拝借ニ付訴状) 申.8. 7 文次郎差添人

百姓代新四郎外 l

42 乍恐以書付奉願上候 嘉永 1.10.9 浦賀御奉行支配所 // 

(活鯛助成金拝借返納日延願) 三崎町

組頭喜三郎外8

43 乍恐以書付奉願上候 (嘉永1.) 活鯛御助成金取扱人 // 

(活鯛助成金拝借返納日延願) 申.10.23 活鯛屋敷庄助地借

治郎左衛門煩ニ付

枠藤三郎外在方連名

44 乍恐以書付奉願上候 御領分武州久良岐郡・御留守居様 /1 

(活鯛御助成金一件取極ニ付御届) 申.10.25 野島村 御役所

百姓文次郎外7

45 為取替申議定之事 嘉永 1.10. 松平大和守領分 // 

(活鯛御助成金一件ニ付取智議定書) 走水村名主

武左衛門外 1
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番号 資 料 名 年 代 差 出 人 ・ 請 取 人 形態 数量

46 乍恐以書付奉申上候 嘉永1.11.26 浦賀浦 -御奉行所 状

(活鯛御助成金返済ニ付一札) 地頭

伝苦労外2

47 差上申御受書之事 (嘉永1.) 〆/

(活鯛御助成金拝借割合ニ付受書〉 申.11.30

48 一札之事 嘉永1.12. 本材木町三丁目 -御助成金 11 

(野嶋浦御用活鯛納方御助成金返納 九兵衛庖 御貸附所

引受ニ付一札) 藤七

49 乍恐以書付奉申上候 弘化 4.12.4 松平大和守領分 -奉行所 // 

(御用活鯛御助成金一件につき勘定 走水村

取調願〉 名主武左衛門代

七兵衛外4

50 乍恐以書付奉申上候 (弘化 4.) 野嶋浦百姓 -活鯛御助成金 // 

(活鯛御助成金一件ニ付吟味願) (12) .12 文次郎外4 取扱所御番所

51 乍恐以書付奉申上候 弘化 4.12.16 松平大和守領分 -御奉行所 // 

(活鯛御助成金ニ付始末書) 相州三浦郡走水村

名主武左衛門

52 乍恐以書付奉申上候 (弘化 4.) 御領分野嶋浦 -御留守居様 ノノ

(活鯛御助成金一件取調中帰村につ 未.12.24 百姓 御役所

き届出〉 文次郎外8

53 入置申一札之事 安政 2.口.13 船主 -野嶋浦 // 

(破船引附請取ニ付一札)(虫損甚 八郎右衛門外 3 名主

し)

54 返り一札之事 万延1.閏 3 神奈川猟師町 -武州久良岐郡 // 

(南品川猟師町皆止一件ニ付返りー 猟師代 拾三 ヶ浦

礼) 藤右衛門外4 役人衆

55 (船乗依頼状)(葉書〉 (明治20.) 横浜 -金沢野嶋浦 // 

8.25 岡本卯兵衛 船頭

木川八五郎

56 (海藻貝類採取鑑札) 大正14.10.24 久良岐郡役所 -久良岐郡金沢村 木札

-野嶋173

-鈴木吉之助

57 昭和三年分営業純益金額申告書(漁 (昭和 4.) 久良岐郡金沢町 状 l 

商) 3.13 野島

木川保之助

58 昭和四年度野島漁業組合事業報告 昭和 5.2.11 久良岐郡金沢町 綴

野島漁業組合

組合長理事

木川和吉

59 東京湾要塞地帯内水路開撃作業願 が 7.9. 7 久良岐郡金沢町 -横須賀鎮守府 11 

野島漁業組合 司令長官

理事組合長 海軍大将

久保寺佐吉 山本英輔
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番号 資 料 名 年 代 差 出 人・請取人 形態 数量

60 (第五正一丸訴訟落着に付遺族伝達 昭和 9.9.11 橋本平男 状

依頼状)

61 陳情書 11 野島業業組合 〆/

(海苔養殖業困難に付願書) 組合員

石渡常吉外7

62 野島漁業組合漁業利用状況表 (昭和) 綴 2 

63 野島業業組合 ( 11 ) 11 

最近三ヶ年間ノ経費決算高各年別表

64 野島漁業組合 ( 11 ) 状 4 

最近五ヶ年間ノ総漁獲金高

65 (第六正一丸設計関係書類) ( 11 ) ノノ 12 

66 (!鮮鯛送り方に付通知) 8.15 飯塚屋 -のじま /1 

利右衛門 文次郎

67 (活鯛売買につき書状〉 8.27 活鯛屋

利右衛門 -のじま

-文次郎 11 

68 (活鯛調達につき書状) . 8.28 利右衛門 -のしま /1 2 

伊之助外 1

69 (紛失鯛取調に付通知)(包紙あり) . 9. 3 飯塚主人 -のしま // 

文次郎

70 (鯛預りの儀打合に付書状) 9.21 利右衛門 -のしま // 

文次郎

71 (活鯛之義に付書状)(包紙あり) . 9.25 飯塚七右衛門 -鈴木文次郎 // 

72 (鯛御用につき書状)(包紙あり) 2.24 (江戸端活鯛取扱所)・鈴木文次郎 /1 

槌屋又吉

73 (御用鯛調達につき通知) . 4.27 〆〆

74 (御用活鯛調達につき通知) . 6.17 鈴木文次郎 -永嶋庄兵衛 11 2 

75 (活鯛調達につき書状) 8.25 11 

76 (一件入用金差出につき書状) . 4.23 小柴 -名主吉兵衛 〆/

名主介左衛門

77 (活鯛一件につき書状) 9. 8 小柴村 -野しま浦 11 

伝左衛門 文治郎

78 (御用活鯛盗難につき書状) 11. 2 小柴村 -名主吉兵衛 11 

仙蔵

79 (公方・右大将・御台様等鯛納入請 . 4.27 11 

書)

80-1 活鯛御本途直段 11 

80-2 覚(活鯛請取覚) . 8.29 久次郎 -のしま 11 

文次郎

80-3 覚(活鯛納入覚) 綴

80-4 覚(活鯛枚数・値段書上) .10. 6 四ツ谷 状

槌

80-5 覚(鯛・鮪等納入覚) .11.28 金左衛門 -御役人中 ノノ

80-6 覚(活鯛大きさ・枚数書上) 11 

- 117ー



諸産業

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量 l

80-7 覚(活鯛枚数書上) 状

81 (御用鯛値段取極に付通知) 1/ 

82 (西丸引移御入用鯛日延に付通知〉 . 3.25 源助 -文次郎外 1 1/ 

83 乍恐以書付奉願上候 11 

(活鯛一件訴訟入用金割賦に付議定

証文〉

84 (活鯛一件関係者名書上) 申.7.10 宿神田小柳町 1/ 2 

三丁目吉兵衛庖

与右衛門

85 (活鯛仕入御用元請取締に付御届) 本材木町二丁目 1/ 

吉太郎外3

86 乍恐以書付奉申上候 1/ 

(御用活鯛元仕入引請取締に付御届)

(後欠)

87 (鯛不漁、無心に付書状)(包紙あ . 3. 1 活鯛屋 -野嶋村 1/ 

り〉 豊作外 1 吉兵衛外 l

88 (鯛の儀に付書状) . 8.29 くりはま -文次郎 1/ 1 

弥右衛門

89 (鯛受取に付書状) . 8.29 1/ 

90 (大鯛大漁につき入用伺書)(前欠) . 4. 6 野嶋 -活鯛屋 11 

吉兵衛 仁兵衛

91 口上(鯛売払につき口上書〉 永嶋庄兵衛 -御用向 1/ 

鈴木吉兵衛

92 (鯛廻 1分取計願) . 9.18 三郎兵衛 -のしま村 11 

鈴木文次郎

93 覚(大鯛買入直段書上) 1/ 

94 (活鯛助成金借用証文)(前欠) 走り水村 -御助成金 11 

組頭 (御貸附所)

吉右衛門外4

95 乍恐以書付奉申上候)(活鯛助成金 11 

拝借皆済に付帰村届)

96 口上 . 2. 1 文次郎 -父親 1/ 2 

(新規押送り船建造につき改願状) (吉兵衛)

97 (三縄直段高値に付書状〉 . 2. 庄右衛門 11 

98 (船頭亀次郎掛合之儀に付書状) . 4. 6 活鯛屋 -のしま 11 

(包紙あり) 吉太郎庖 鈴木文次郎

99 口上(新般極印につき通知) . 4.10 洲崎村 -のしま 11 

新五兵衛 吉兵衛

100 (内川往来極印につき書状)(包紙 . 4. 9 江戸新場 -鈴木文治郎 11 

あり〉 (活鯛所)

永嶋庄太郎

101 (漁民逃去につき手配書) . 4.14 浜屋源吾 野嶋村 1/ 

吉兵衛外 1
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諸産業

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

102 (船手形とりおとしに付書状)(包 . 6.25 (野嶋) -野嶋浦 状

紙あり) 名主吉兵衛 鈴木文次郎

103 廻状 . 8. 3 野嶋浦 -小芝浦他 11 

(六人網停止に付廻状)(包紙あり) 名主吉兵衛外 1 11ヶ村名主中

104 (三崎一丈の件に付出府願)(包紙 . 8.22 永嶋屋忠七 -野嶋浦 11 

あり) 鈴木文次郎

105 (船頭衆返事の件に付書状) .10. 4 多国豊作 -久保寺伊之助 ノ〆

106 (fI中間取込の件につき書状) .10.16 新肴場行事 -鈴木吉兵衛 〆〆

浜廻り

金七

107 (伝左衛門船代一件につき書状〉 .10. 3 小柴村 -野しま浦 11 3 

--16 専蔵 庄右衛門

108 覚(揖柱等流残り諸道具受取覚〉 .12.13 八郎右衛門外 2 -御名主中 11 

109 (議定相直しにつき通知) .12 源兵衛 -文次郎 11 

110 (極印入用につき書状〉 丑.10.25 野嶋浦 -横須賀村 11 1 

名主吉兵衛 伊八

111 口演 午.1.28 野毛浦外3ヶ村 -吉兵衛 11 

(漁人共取替証文不承知につき通知)

112 覚(碇石、櫓等代金覚) 未.7.13 ろや -酒屋 11 

太郎右衛門 庄右衛門

113 (小猟船難船につき廻状) 酉.11.18 野嶋浦 -小柴村始り ノノ

名主吉兵衛 品川浦迄

右浦々名主衆

114 (沖合出買禁止取計願) 長浦 -活鯛屋 11 

重蔵外9 惣三郎外10

115 覚(魚漁入会運上金請取覚〉 亥~巳 浦郷村 -野嶋浦 11 5 

名主 名主

田中源右衛門

116 覚(魚漁入会運上金請取覚) 辰~申 浦郷村 -野嶋浦 11 12 

(天保 5年 6月の日附のものあり) 名主 役人衆

高橋幸八

117-1 贈状之事 辰.2.25 山本嘉兵衛代 -酒屋吉兵衛 11 

一、拾五両也 芦久保 勘兵衛

117-2 覚 11 

一、金一分ト五貫二三百位新芦久保

(新芦久保購入依頼)

118 覚(新規押送船極印につき覚) 野嶋 -浦賀 11 

名主

119 押送船仕立積り 11 

120 (打猟一件に付廻状写) 〆〆

121 (流残諸道具引渡に付廻状〉 11 

122 覚 (栂柱等流残り諸道具受取覚) 船主代印 -野嶋浦 〆〆 2 

八郎右衛門 御役人中

123 (五般組人名表) 〆〆
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諸産業、商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

124 (野嶋浦漁業一流渡世、農間商諸職 状

人別書上))

125 漁業許可願 // 3 

126 第一種区画漁業出願図 // 6 

商業・金融

相渡申畑証文之事 宝永 5.10. 平左衛門外 3 -口口郎 状

(虫損)

2 預り申金子之事 享保12.11.23 預り主 -文次郎 // 

万右衛門外 1

3 取替申内済証文之事 天明 8.8.19 久良岐郡町屋村 -冨岡村 // 

(薪売買に付口論内済証文) 甚七伴当人 名主中

太郎市外10

4 一礼之事(借金証文) 寛政 1.8 宝木村 -野嶋村 // 

船主 名主

五郎兵衛外 1 金左衛門

5 敷金相渡申畑証文之事 文化 5.10. 畑主平右衛門代 -吉兵衛 // 

戸右衛門外 1

6 借用申金子証〈文)(虫損甚し) // 9.12. 吉兵衛 1名 (虫損) // 1 

7 引請申年賦金証文之事 // 14. 3. 野嶋浦 -留(富)岡村 // 

借主 武左衛門

新右衛門外 1

8 引請申年賦金証文之事 // 14. 6. 野嶋浦 -富岡村 // 

借主 武左衛門

新右衛門外 l

9 借用申金子証文之事 文政 7.12. 野嶋浦 -ニ浦郡佐野村 // 

名主 永島友右衛門

吉兵衛外2

10 借用申金子証文之事 // 8.12. 野嶋浦百姓代 -引越村 // 

借主 内田惣吉

馬子右衛門外 2

11 借地証文之事 // 10. 1. 借主 -百姓代 // 

太郎右衛門外 1 太治兵衛外 l

12 質屋書状相 /1 10. 9. 1/ 

13 借用申金子証文之事 /1 11.12. 野嶋浦百姓代 -引越村 // 

借主 内田惣吉

太治兵衛外2

14 為取替ー礼之事 天保 3.2. 宝木浦 -野嶋浦 1/ 3 

(掛商内、相対貸禁止に付一札) 商人 役人衆

(下書2通あり) 八右衛門外 2

15 卯右衛門ー許之事 ノノ 5.12. 野嶋浦 -御役人中 // 3 

(卯右衛門借用金不済ニ付取極一札) 親類

喜右衛門外 8
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商業・金融

番号 資 料 名 年 代 差出人・請取人 形態 数量

16 借用申運判金証文之事 天保 5.12. 権左衛門外7 -御名主 状 3 

吉兵衛外 2

17 借用申運判金証文之事 11 6.12. 伝吉外6 -名主 11 

吉兵衛外2

18 借用申運判金証文之事 11 6.12. 五人組頭 -御名主 11 

伝四郎外3 吉兵衛外2

19 借用申金子証文之事 11 6.12. 野嶋浦 -長嶋屋 〆/

名主 与兵衛

吉兵衛外2

20 借用申連金証文之事 1/ 8.12. 五人組頭 -御名主 11 

伝四郎外4 吉兵衛外2

21 借用申金子証文之事 11 8.12. 野嶋浦名主 -西や /1 

吉兵衛外 2 幾治郎

22 借用申運判金証文之事 /1 8.12 権左衛門外8 -名主 // 

吉兵衛外 2

23 借用申金子証文之事 11 8.12. 野嶋村百姓代 -宝木村 11 

借主 小買

太平治外 3 七右衛門外 2

24 借用申金子証文之事(中欠) 11 8.12. 五人組衆 -名主 1/ 

伝吉外 6 吉兵衛外2

25 相渡シ申質地証文之事 11 9.12. 畑主 -太郎右衛門 ノノ

小兵衛外2

26 入置申ー礼之事(借金証文) 11 10. 9. 借主 -武左衛門外 3 // 

喜三郎外 1

27 入置申ー礼之事(借金証文) 弘化 4.7.14 村内正覚院 -酒屋 1/ 

世話人惣代

市次郎外2

28 拝借仕御金之事 嘉永 1.12. 野嶋浦拝借人 -御助成金 11 

文次郎外 1 御貸附所

29 借用金之内江質物之覚 〆〆 2.5. 借主 -活鯛屋藤七 11 

文次郎外2

30 借用申金子一本l之事(商売差支に付) 11 3. 5. 金沢野嶋浦 -和泉や 11 1 

酒匡吉兵衛 久兵衛

31 拝借金証文之事 11 4.11. 野嶋村 -龍華寺 11 

借主 御貸附所

太郎右衛門外 2

32 差入申一札之事 安政 5.12. 赤井村 -野嶋村 11 

(借用金返済年季に付一札) 借主 金左衛門

豊吉外2

32 一礼之事 11 6.10. 地主 -金三郎 11 

(貸地年季地代金に付一札) 吉兵衛外 2

34 有合質地相渡申畑証文之事 文久 3.2. 野嶋浦 -同村 11 

質地主 惣右衛門

文治郎外 2
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