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藤森家（藤野屋）文書

2004005 藤森家（藤野屋）文書【　資料群： 】

法令

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

1

ル-11 明治２・６ 1869 金札通用御触書村中一同御請印形
差上写控

組頭　勘四郎　同　藤
森与之丞
庄屋　藤森武兵衛　
同　藤森與兵衛

藤森善一郎 横帳 画像Ａ２，明治新政府発行の金札を
めぐる諸問題への対応と罪規定
村内８５人連印
一部破損

幕政・藩政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

3 御用金2

モ-14 慶応３・１１ 1867 成相組新田町村寄（奇）特人別書上
帳扣

与頭　藤森与之丞　
藤森与兵衛

横帳 画像Ａ３，奇特者２５人の人別を示
す。最高１５俵

モ-13 明治２・９ 1869 成相組新田町村寄（奇）特人別書上
帳控

庄屋　藤森武之丞　
藤森与兵衛
外与頭２名

藤森善一郎 横帳 画像Ａ４，籾４８俵、奇特者２０人の名
を記す。外に村別・冥加籾人別を記
す。

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 願書・書上帳等3

ヒ-2 文化１４・３ 1817 成相組新田町村持高人別書上帳扣 成相組新田町村
与頭　久左衛門
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ１，後部に覚として馬数・家数・
寺・寺家記載
「文化十五戊寅年高秡差覚」と題する
紙２丁添付

イ-28 文政３・４ 1820 成相組新田町村持高人別書上帳 庄屋　与兵衛
同断　新之丞

横帳 画像Ｂ８，後部に馬数・家数・寺・寺家
が記載

ヒ-6 文政１２・３ 1829 成相組飯田村小海渡村
人別持高書上帳扣

成相組飯田村　庄屋
　藤森与兵衛　組頭　
七郎兵衛
成相組小海渡村　庄
屋　藤森与兵衛　組
頭　茂源治

横帳 画像Ｂ３２，飯田村と小海渡村の人別
の持高を記載
飯田村６０５石３斗６升６合３勺
小海渡村６３石７斗４升２合
別帳として人別の持馬・家数・堂数を
記載

イ-26 天保２・３ 1831 成相組新田町村人別持高書上帳 庄屋　 横帳 画像Ｂ１６，後部に馬数・家数・寺数書
上帳が綴じられている。
扣

イ-25-1 天保４・３ 1833 成相組新田町村人別持高書上帳 庄屋　 横帳 画像Ｂ１８，控　一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 願書・書上帳等3

イ-25-2 天保４・３ 1833 （同）成相組新田町村　馬数・家数・寺
数書上帳

成相組新田町村
庄屋　藤森与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ１８，後部に天保四巳年三月、
髙抜差之覚あり。

ト-2 天保５・３ 1834 成相組新田町村人別持高書上帳扣 成相組新田町村
庄屋　藤森与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ３３，各戸の持高・馬数

マ-17 嘉永５・３ 1852 成相組新田町人別持高書上帳扣 成相組新田町村
庄屋　藤森与兵衛
与頭　与之丞

横帳 画像Ｂ３４，末尾に人別持高抜差之覚
一部虫食い

マ-18 嘉永５・３ 1852 （同）成相組新田村馬数家数寺数書
上帳

成相組新田町村
庄屋　藤森与兵衛
与頭　与之丞

横帳 画像Ｂ３５，馬１７疋　家数７４軒
寺数２ケ寺　寺家６軒
末尾に人別持高抜差之覚

ヒ-19 安政３・３ 1856 鍵役面附覺帳 新田町村　役元 横帳 画像Ｂ６０，鍵役計８８人
小世話役、周市郎・茂兵衛・藤森武兵
衛・八郎右衛門の４人

ヒ-24 明治３・２・
２５

1870 （同）御出役様御休泊毛書上帳 成相組新田町村
組頭　与之丞
名主　與兵衛

戸部御役所 横帳 画像Ｂ９５，藩の出役が新田町村に休
泊した記録

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

マ-20 明治元・
１２

1868 辰暮差引勘定帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｂ２４，村入用人別割
一部虫食い

マ-21-1 明治元・
１２

1868 （同）辰暮夫銭帳 横帳 画像Ｂ２５，高掛りとその村人別割

マ-21-2 明治元・２ 1868 （同）辰御支度帳寫并組割控 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｂ２６，御役人泊毛代等　一部虫
食い

マ-22 明治元・
１２

1868 （同）辰暮處々拂方調帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｂ２７，村入用と人別割
一部破損

マ-23 明治元・
１２

1868 （同）辰暮屋丁懸割帳 横帳 画像Ｂ６４，屋丁割とその人別割
一部虫食い

マ-24 明治元・
１２

1868 （同）辰暮熊倉村道請譜人足代・助郷
人足賃銀鍵割帳

横帳 画像Ｂ２８，鍵割とその人別割
一部虫食い

マ-25 慶応４・７ 1868 （同）辰年余内・十ケ堰勘左衛門堰人
足代・小宮高松水防人足代・助郷・瀬
筋直シ割差引勘定帳

庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｂ２９，人別に、余内割・屋丁割等
分担額記載
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

マ-30 慶応４・７ 1868 （同）辰年御仲間餘内・瀬筋直シ・助
郷・組割割賦帳

横帳 画像Ｂ３０，余内割とその人別・屋丁割

モ-35 文化１０・
１２

1813 （文化十癸酉年十二月割高屋丁・屋
丁斗・高斗）

横帳 画像Ｂ４１

イ-13 文化１１・１ 1814 戌年屋丁勤改帳 成相組新田町村
庄屋　新之丞

横帳 画像Ｂ３６，末尾に屋丁勤の定あり。
一部虫食い

モ-26 文化１２ 1815 亥春御中間余内割帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｂ４２，余内割・屋丁割により、人
別負担を示し、拠出の確認

ス-13 文化１３ 1816 子春御中間余内割帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｂ６９，余内割（中間の俸給負担）
等・屋丁割等の人別帳

イ-29-(1) 年代不詳 ― 子宗門筆工割覚 庄屋　藤森与兵衛 綴 画像Ｂ１１，天保に入ると筆工割并舞
台引賃割となる。一部虫食い。文化
１３年（１８１６）カ

イ-29-(2) 年代不詳 ― （同）丑宗門筆工割 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い，文化１４年
（１８１７）カ

イ-29-(3) 年代不詳 ― （同）寅宗門筆工割 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い，文政元年
（１８１８）カ

イ-29-(4) 年代不詳 ― （同）夘宗門筆工割 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い，文政２年
（１８１９）カ

イ-29-(5) 年代不詳 ― （同）辰宗門筆工割 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い，文政３年
（１８２０）カ

イ-29-(6) 文政４・８ 1821 （同）巳年宗門帳筆工并舞臺引賃割 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-(7) 文政５・８ 1822 （同）午年宗門帳筆工并舞臺引賃割 新田町村 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-(8) 文政６・８ 1823 （同）未年宗門筆工并舞臺挽賃割 新田町村　役元 綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-(9) 文政８・８ 1825 （同）酉年宗門筆工并舞臺挽賃割 新田町村庄屋
与兵衛

綴 画像Ｂ１１

イ-29-
(10)

文政１０・９ 1827 （同）亥宗門筆工并舞臺挽賃割 新田町村庄屋
与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-
(11)

文政１２・８ 1829 （同）丑宗門筆工割帳 新田町村庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-
(12)

天保２・１２ 1831 （同）夘宗門筆工割帳 新田町村庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-
(13)

天保４・１０ 1833 （同）巳宗門筆工割并舞臺引賃割帳 庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

イ-29-
(14)

天保５・１２ 1834 （同）午年舞臺引賃・塩運上人別割帳 新田町村庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-
(15)

天保６・１０ 1835 （同）未年宗門筆工・舞臺引賃人別割
帳

新田町村庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

イ-29-
(16)

天保７・１０ 1836 （同）申年宗門□□・舞臺引□□別割
帳

新田町村庄屋
藤森与兵衛

綴 画像Ｂ１１，一部虫食い

マ-13 文化１４・８ 1817 丑春御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ２，余内割・屋丁割とその人別
割

ト-8 文政元・７ 1818 寅春御中間余内割帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｂ５，余内割・屋丁割とその人別
割

タ-4 文政元・
１２

1818 寅暮所々拂方書上帳
（新田町村支払い帳）

新田町村 横帳 画像Ｂ７０，紙破損読取不能
銭４３１文、勘五郎、菓子・宮本紙等

マ-14 文政２・８ 1819 卯春御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ７，余内割・屋丁割とその人別
割

マ-15 文政３・１０ 1820 辰春御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ１０，余内割・屋丁割とその人別
割

ヒ-4 文政４・９ 1821 巳春御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ４３，余内割・屋丁割について
記載
、後半は人別の割当を記す。
一部虫食い

ル-16 文政５・８ 1822 午春御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ４５，余内割・屋丁割を記載し、
後半は人別割を記す。
一部虫食い

シ-2 文政６・８ 1823 未御中間余内割帳 新田町村　役元 横帳 画像Ｂ４６，余内割・屋丁割を記載し、
次いで人別割を記す。

イ-22 文政８・８ 1825 酉御中間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ１３，余内割とその人別割

イ-27 文政８・１１ 1825 御検見入用割帳 新田町村
庄屋　與兵衛

横帳 画像Ｂ１４，文政８年の御検見費用の
内訳と人別
一部破損

ヒ-5 文政１０・９ 1827 亥御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ４４，余内割・屋丁割について
記載、後半は人別の割当を記す。

ル-17 文政１１・
１２

1828 子暮諸役銭割帳 小海渡村 横帳 画像Ｂ１５，当暮に村入用を人別に割
付
一部破損
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

ス-12 文政１２・
１０

1829 丑御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ４７，余内割・屋丁割を記載し、
次いで人別割を記す。

マ-2 天保２・１１ 1831 卯年御支度帳写 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ４９，役人の宿泊費・昼食代等
の支出
宿泊場所（庄屋与兵衛・新之丞・飯田
村）ごとに記載

マ-1 天保２・１２ 1831 卯御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ５０，余内・組割・夏小役等、屋
丁・人別割当

ト-9 天保２・１２ 1831 卯年余内割・御米代金・大豆金・麦割
諸木・附拂平均・外塩運上宗門筆工
取立勘定差引帳

庄屋　藤森与平衛 横帳 画像Ｂ１７，一部破損

ヒ-8 天保４・１０ 1833 巳御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ５１，余内・組割・夏小役等、屋
丁・人別割当

シ-4 天保４・１１ 1833 御検見入用仕訳書上帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ７１，一部破損
諸入用の書上

マ-3 天保５・１２ 1834 午御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛外
与組・五人組頭１２名

横帳 画像Ｂ１９，余内割・屋丁割とその人別
割
一部虫食い

ヒ-35 天保５・１２ 1834 （余内割等の取立差引勘定帳） 横帳 画像Ｂ５３，表紙等のページ欠損
余内割・附拂平均・勘左衛門堰寄夫
割・御廻米代・大豆金等の人別割当

マ-5 天保６・９ 1835 未御検見諸入用割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ２１，諸入用割賦帳

マ-4 天保６・１０ 1835 未御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ２０，余内割・屋丁割とその人別
割
一部虫食い

ス-10 天保７・８ 1836 申年御検見諸入用控 新田町村庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ２２，御検見諸入用人別割

マ-6 天保７・１０ 1836 申御仲間余内割帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛外
与頭・五人組頭１２名

横帳 画像Ｂ２３，余内割とその人別割
一部虫食い

タ-24 天保９・１２ 1838 戌暮割高屋丁・屋丁計・高計書訳帳 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｂ５５，高屋丁・屋丁計・高計記号
で区別
一部破損

タ-25 天保９・１２ 1838 戌暮割差出人別・引受雇人別・馬持
割返し判頭給取調勘定帳

庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｂ７２，全面破損
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

ヒ-11 天保９・１２ 1838 戌暮割人別取立帳
水車屋運上・楮役割

庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｂ５４，夫銭并年中入用割・屋丁
割人別と楮役屋敷割（４軒５人）・水車
運上（２軒）
一部破損

シ-8 天保１０・３ 1839 亥年余内外六件差引勘定帳 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｂ５６，全面虫食い
手にすると破片落下

マ-11 弘化２・１１ 1845 天保十六年
巳夫銭帳扣
（弘化二年十一月御検見御引方調
覚）

成相組新田町村 横帳 画像Ｂ５８，人別に田の等級・面積・耕
作者・分籾の記載

ヒ-13 弘化２ 1845 天保十六年巳夫銭帳控 成相組新田町村 横帳 画像Ｂ５７，余内割・屋丁割・巳暮高
割・御検見入用割等、人別割

モ-29 嘉永７・１ 1854 村入用取替帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｂ５９，村入用の人別取替記録

ス-14 文久３ 1863 夫銭帳扣 成相組新田町村 横帳 画像Ｂ６１，余内割・屋丁割等の諸掛り
内訳とその取立人別帳
一部虫食い

タ-20 慶応２・１２ 1866 御検見入用調割帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｂ６２，〆１貫７４５匁１分３厘
御検見入用金人別割

ス-15 慶応３・１２ 1867 國役金人別割帳 庄屋　□□□□ 横帳 画像Ｂ６３，幕府から課せられた国役
金の人別帳
一部虫食い

ス-16 文化１２・
１１

1815 （同）国役金人別帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ７３，一部虫食い

ス-17 文化１３・
１１

1816 （同）国役金人別帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ７４，一部虫食い

ス-18 文化１４・
１１

1817 （同）国役金人別帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ７５，一部虫食い

ス-19 文政元・
１１

1818 （同）国役金人別帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ７６，一部虫食い

ス-20 文政２・１２ 1819 （同）国役金人別割帳 庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ７７，一部虫食い

ス-21 文政３・１２ 1820 （同）国役金人別割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ７８，一部虫食い

ス-22 文政４・１１ 1821 （同）国役金人別割帳 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｂ７９，一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 村入用4

ス-23 文政５・１１ 1822 （同）国役金人別割帳 新田町村
庄屋　新之丞
同　与兵衛

横帳 画像Ｂ８０

ス-24 文政６・１１ 1823 （同）国役金人別割帳（申年新之丞方
にて割）

新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ８１

ス-25 文政８・１１ 1825 （同）国役金人別割帳
（申年ハ新之丞方にて割、戌年ハ同
人方にて割）

新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ８２，一部虫食い

ス-26 文政１０・
１２

1827 （同）亥国役金人別割帳　塩運上割末
ニ有
（戌年ハ新之丞方にて割）

新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ８３

シ-19 明治５・１ 1872 諸勘定差引□ 名主　藤森□ 横帳 画像Ｂ８４，虫食い　全面破損

タ-26 年代不詳 ― （夫銭帳カ） 横帳 画像Ｂ３１，表裏表紙なし。人別に記
載

ス-39 年代不詳 ― （村が負担する諸経費の人別割帳） 横帳 画像Ｂ８５，表紙なく虫食い
破損ひどし。

ス-40 年代不詳 ― （村入用金覚）
（夫銭帳の一部カ）

紙 画像Ｂ８６，三ケ村堰砂掘入用・病死
入用他の村掛り費用の記録
破損ひどし。

ヒ-34 年代不詳 ― （金銭の出入帳カ） 横帳 画像Ｂ８７，表紙ページ欠損
虫食い

ル-27 天保９・８ 1838 （同）戌年御検見諸入用控 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ９４，入用惣〆金にして７両１分
と３２３文

ル-39 年代不詳 ― （村入用書上帳及び割賦帳） 横帳 画像Ｅ５５，表紙破損

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 御用留・雑事記等5

ス-33 文化１１・１ 1814 御用留書帳　正月 新田町
庄屋　新之丞

横帳 画像Ｂ３７，正月～４月までの御用留
書
千國御番所交代・川除御普請・戸田
麟平様叔母上の訃報外

ス-34 文化１１・４ 1814 （同）御用留書帳　四月 庄屋　新之丞 横帳 画像Ｂ３８，４月～９月までの御用留書
公事訴訟に伴う注意事項・桑苗盗伐
等・鉄炮等での殺生・用水堰横掘人
足割外
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 御用留・雑事記等5

ス-35 文化１１・９ 1814 （同）御用留書帳　九月 新田町村 横帳 画像Ｂ３９，９月～１０月までの御用留
書
松平銀之助様誕生につき字名差合・
朝鮮人来聘に付御入用金・戌納籾拂
之事外
一部虫食い

ス-36 文化１１・
１０

1814 （同）御用留書帳　十月 横帳 画像Ｂ４０，１０月～１２月までの御用
留書
達姫君様誕生につき達の字差合の
件・下平瀬村川除出人足割・戌納籾
拂之事・御献上雉子不足の件外

マ-31 文化１５ 1818 御用留書帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｂ３，姫様誕生、都（クニ）姫と命
名したに付、「都」字使用遠慮のこと等

ヒ-3 文政３ 1820 御用留書帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｂ９，松本藩主戸田家に男子「松
平恒之丞」誕生。同名の人は改めるよ
うにとの通達。桑苗木１，９５０本頂戴
一部虫食い

イ-20 文政６・１ 1823 御用留書簿 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｂ１２，３月、勘左衛門堰・拾ケ村
新堰御普請
一部破損

ヒ-37 年代不詳 ― （廻状等の写） 横帳 画像Ｂ４，虫損のため、綴から外れる。
御用留の一部カ。文政６年（１８２３）カ

モ-32 天保２・１ 1831 御用留書帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｂ４８，天保３年の分も後に加わ
る。
米穀高値ニ付・隠鉄砲の件等

シ-17 天保５・５ 1834 御用留書帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｂ５２，刻莨出荷物改目付
拾ケ村新堰夏割、その他郡所からの
通達文等
一部虫食い

イ-31 年代不詳 ― （御用書留帳） 藤森善兵衛 横帳 画像Ｂ８８，表題欠損　綴り破損，天保
１０年（１８３９）カ

ト-13 弘化２ 1845 御用書留書帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｂ８９，千国番所交替等
虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4 御用留・雑事記等5

ル-24-1 明治３・１ 1870 御用留書帳（二冊之内□□） 名主　與兵衛 横帳 画像Ｂ９０，御一新に伴い太政官・民
部省・戸部署等からの通達
赤ラベル貝梅４の貼布あり。
全面虫食い

ル-24-2 明治３・７ 1870 （同）御用留書帳 横帳 画像Ｂ９１，新貨幣発行・南京米の安
値移入等世相の混迷を窺わせるもの
が多い。一部破損

ル-29 年代不詳 ― （明治４年御用書留帳カ） 横帳 画像Ｂ９２，拾ケ堰規定證文をはじめ、
各堰（矢原・新田）の維持管理関連文
書、及び御一新に伴う各種通達の控
等、内容は多彩
表紙欠落，明治４年（１８７１）カ

シ-20 年代不詳 ― （御用留カ） 横帳 画像Ｂ９３，虫食い　全面破損

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢(年貢免状の交付)1-1

ヒ-1 天明６・１１ 1786 成相組新田町村午中稲畝引帳 松井嘉内
高橋右藤太
箕浦杦右衛門
山本政六

横帳 画像Ｃ１，田一筆ごとの地字・反別・耕
作者・引方を記載
一部虫食い

ル-4 寛政３・９ 1791 中稲畝引内見帳 成相組成相町
組頭　市郎右衛門
庄屋　与兵衛
百姓代　茂兵衛

横半 画像Ｃ２，一筆ごとの地字・面積・耕作
者・引方を記載

マ-34 文政８・□ 1825 成相組新田町村
酉中稲畝引改帳

横帳 画像Ｃ３，１冊分が揃っているかは不
明。何らかの目的で分冊されていたも
のを綴穴の位置より復元
一部虫食い

ル-9 文政１２・
１１

1829 丑大豆金納并斗人別割帳 飯田村小海渡村
越庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ４，飯田村２２石９斗６升５合
小海渡村１石６斗２升７合を正計・金
納別に割付けた。

タ-7 文政１３・
１１

1830 寅御年貢諸色割元帳 飯田村小海渡村
越庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ５，見取高・当流高、山手・水
役、屋丁籾差出等人別
全面虫食い

シ-5 天保４・１１ 1833 成相組新田町村中稲畝引帳 近藤茂右衛門外３名 横帳 画像Ｃ６，虫食い
分籾合１１７石６斗４升８合

タ-9 天保６・１１ 1835 御検見御引人別仕訳帳 新田町村庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７，御畝引分籾人別持仕訳の
覚
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢(年貢免状の交付)1-1

タ-10 天保７・１１ 1836 申御畝引人別分籾仕訳帳　 新田町村庄屋
藤森与兵衛

大庄屋
藤森善大夫
御畝引役人外

横帳 画像Ｃ８，虫食い
畝引　年貢の減免を面積を減ずること
によって行う

ル-25 年代不詳 ― 覚（天保九年下鳥羽村不作に付代官
一行が検分に来た折の記録三文書を
一綴にしてある）

横帳 画像Ｃ９，代官廻村時における村内の
役割分担の覚，天保９年（１８３８）カ

ル-26 天保４・１１ 1833 （同）奉願口上之覚 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ１０，当該年の田方不作検見願
書上帳の控

ヒ-22 慶応元・
１２

1865 丑大豆斗割帳 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｃ１１，黒大豆２７俵２斗７升２合
この外２７俵２斗７升２合分は金納、人
別に割当

ヒ-23 明治２・１２ 1869 （同）巳御年貢籾大豆御納帳 成相組新田町村
長百姓　藤森新之丞
　組頭　勘四郎　藤森
与之丞
庄屋　藤森武兵衛　
藤森與兵衛

堀江織右衛門
津村與市太夫
横田孫太夫

横帳 画像Ｃ１２，納籾６０２俵８合７勺
黒大豆１６俵１斗２升７合

ヒ-25 明治元・
１２

1868 （同）辰大豆計并金納人別帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ１３，黒大豆２７俵２斗４升５合
金納３貫１５７匁２分７厘を人別に割当

ヒ-27 慶応３・１１ 1867 （同）卯大豆斗并金納人別割帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ１５，黒大豆２７俵２斗４升５合
金納３貫３１５匁８分９厘

ヒ-28 慶応３・１ 1867 （同）寅正大豆斗割賦帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ１６，黒大豆２２俵２斗１升１合　
金納
黒大豆２２俵２斗１升１合　正大豆納

ス-11 慶応２・１１ 1866 御検見分籾仕訳帳 藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ１７，人別ごとの分籾高内訳書

ヒ-29 慶応２ 1866 御検見願高反別調帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ８９

ル-28 年代不詳 ― （損毛書上帳の一部カ） 横帳 画像Ｃ１８，堰そへ上田５畝３分十郎
治
内２畝９分引、等のように書上げた帳
面の一部

モ-20 文政１３・
１０

1830 （同）寅寄納人別割帳 飯田村小海渡村
越庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ２５，寄納する人別と籾量

モ-19 文政１３・
１１

1830 （同）寅大豆金納並斗人別割帳 飯田村小海渡村
越庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ２６，両村の大豆金納人別割
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢(年貢免状の交付)1-1

モ-21 文政１３・
１１

1830 （同）寅福籾斗人別割帳 飯田村越庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ２７，計２０俵の福籾を出す人別

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢(年貢の収納)1-2

ヒ-26 慶応３・１０ 1867 （同）卯御廻米人別割帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ１４，米６１俵を籾と銀で人別に
割当

イ-11 寛政３・１１ 1791 成相組新田町村亥勘定帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｃ１９，新田町村年貢の個人別徴
収割当帳
虫食い

ル-10 文化１１・
１１

1814 御廻米割帳 新田町村 横帳 画像Ｃ２０，この年の御廻米を高割に
して、納入高を記録した。
虫食い

ス-5 文化１３・
１１

1816 新田町村御年貢勘定帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｃ２１，各人別ごとの年貢の内
訳、各々？つき
全面虫食い

イ-24 文政１０・
１０

1827 亥御廻米割人別帳 飯田村・小海渡村
越庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｃ２２，御廻米の米納及び金納の
人別割帳

ル-8 文政１２・
１１

1829 丑御年貢諸色割元帳 飯田村小海渡村
越庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ２３，飯田・小海渡両村の定免
諸物成の個人別割付帳

モ-18 文政１３・
１０

1830 寅御廻米人別割帳 飯田村小海渡村
越庄屋
藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ２４，廻米金納の人別割

マ-32 天保６・１１ 1835 御年貢高□ 新□□□
庄屋　藤森□□□

横帳 画像Ｃ２９，年貢・諸役金等の人別割
全面破損、取扱注意

ト-10 天保７・１１ 1836 申御年貢高立帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ３０，年貢・諸役金等の人別割
一部虫食い

ヒ-9 天保７・１１ 1836 申御年貢勘定帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ３１，人別の年貢の皆済・未進
等の状況を記載
「作喰并種貸拜借人別之覚」「六八月
限拜借人別」「籾買拂人別」「賣籾覚」
を収録
一部虫食い

マ-8 天保１３・
１０

1842 寅御年貢勘定帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ３２，個人別年貢納入記録
末尾に不足人別内訳が、新田町村庄
屋藤森与兵衛より成相町村庄屋丸山
市之助宛覚書
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢(年貢の収納)1-2

モ-27 天保１３・
１０

1842 寅御年貢高立帳 藤森善太夫 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ３３，各人の年貢内訳を記載

イ-12 天保１４・
１０

1843 卯御年貢高立帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ３４，年貢収納の全般事項を記
入
持高・井代・種貸元利等

ス-6 天保１４・
１０

1843 卯御年貢勘定帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ３５，各人別ごとの年貢勘定内
訳

マ-10 天保１５・
１０

1844 辰御年貢勘定帳 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｃ３６，個人別年貢納入記録

シ-13 弘化２・１０ 1845 巳御年貢高立帳 新□□□
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ３７，虫食いのため頁を開けな
い。

ル-14 弘化３ 1846 午御年貢高立帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ４１，納籾合４４６石２斗４升４合
７勺を口籾・井代・夜廻り・屋舗懸り別
に個人割
虫食い

イ-10 嘉永４ 1851 亥御年貢勘定帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ３８，年貢の個人別徴収割当帳
虫食い

タ-15 嘉永６ 1853 丑御年貢勘定帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

藤森善太夫（大庄屋） 横帳 画像Ｃ３９，差上申一札之事
小前御取立帳辻江御引合小百姓入
作之者迄拝見の上連印

シ-15 明治３ 1870 午御年貢高立帳
午御年貢勘定帳

新田町村 横帳 画像Ｃ４０，貝梅２の付箋が付いてい
る。２冊を１冊にしてある。虫食い

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢（年貢の皆済)1-3

ル-6 文化９・９ 1812 申御年貢上納拂通 高橋隆蔵 新田町村
庄屋　新之丞

横帳 画像Ｃ４２，払い順に納入高と払い先
を記載した年貢皆済状
〆６９１俵４斗８升３合２勺

タ-1 文化１０・９ 1813 酉御年貢上納拂通 高橋隆蔵 新田町村
庄屋　新之丞

横帳 画像Ｃ４３，籾６７３俵７升の拂通
虫食い

タ-2 文化１１・９ 1814 戌御年貢上納拂通 高橋隆蔵 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｃ４４，籾６７３俵７升

ト-12 文化１２・９ 1815 亥御年貢上納拂通 新田町村
庄屋　与兵衛

紙 画像Ｃ４５，横帳の表紙のみ
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢（年貢の皆済)1-3

イ-2 文政４・９ 1821 巳御年貢上納拂通 安江郡左衛門 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ４６，成相新田町村の年貢上納
払通
虫食い

ト-3 文政５・９ 1822 午御年貢上納拂通 新田町村
庄屋　與兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ４７，７８７俵５合
虫食い

ル-18 文政６・９ 1823 未御年貢上納払通 安江郡左衛門 新田町村
庄屋　與兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ４８，〆７８７俵５升６合

モ-22 文政７・９ 1824 申御年貢上納拂通 安江郡左衛門 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ４９，年貢上納先を記載

モ-23 文政８・９ 1825 酉御年貢上納拂通 安江郡左衛門 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ５０，年貢の上納先を記載

ス-4 文政９・９ 1826 戌御年貢上納拂通 安江郡左衛門 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ５１，７８７俵５升６合

タ-6 文政１１・９ 1828 亥御年貢上納拂通 払先　安江郡左衛門 成相組新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ５２，籾７７０俵４斗８升７合

モ-24 文政１３・９ 1830 寅御年貢上納払通 中村弥午左衛門 新田町村
庄屋　藤森与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｃ５３，年貢の上納先を記載

シ-3 天保３・９ 1832 辰御年貢上納拂通 新田町村
庄屋　藤森与兵衛外
１名

篠田武右衛門外１名 横帳 画像Ｃ５４，〆８０３俵２升２合
虫食い

ヒ-7 天保４・９ 1833 巳御年貢上納拂通 篠田武右衛門外１名 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ５５，年貢の納入場所を記載

イ-3 天保５・９ 1834 午御年貢上納拂通 久野又太夫 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ５６，新田町村の年貢上納払通
帳

シ-6 天保６・９ 1835 未御年貢上納拂通 久野又太夫 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ５７，虫食い
拂〆６５７俵５合
〆皆済

イ-33 天保６・１１ 1835 差上申一札之事
（皆済目録請状）

藤森与兵衛 藤森善太夫 紙 画像Ｃ５８，３枚、年貢高
横帳の一部分
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢（年貢の皆済)1-3

マ-7 天保７・９ 1836 申御年貢上納払通 久野又太夫 庄屋　藤森与兵衛越
庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森儀兵衛

横帳 画像Ｃ５９，籾５１２俵４斗５升４合７勺
外上納先記載

ス-2 天保８・９ 1837 酉御年貢上納拂通 久野又太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６０，７８４俵３斗６升６合７勺

ヒ-12 天保１１・９ 1840 子御年貢上納払通 高橋土岐左衛門 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６１，年貢の納入状況・納入場
所を記載

イ-4 天保１２・９ 1841 丑御年貢上納払通 高橋七岐左衛門 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６２，新田町村の年貢上納払通

タ-12 天保１２・９ 1841 丑御年貢上納払通 高橋土岐左衛門 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６３，籾８６３俵５升６合７勺
一部虫食い

ス-1 天保１３・９ 1842 寅御年貢上納払通 松田五兵太夫 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６４，８６３俵５升６合７勺

シ-9 天保１３・９ 1842 寅御年貢上納拂通 松田五兵太夫 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６５，籾８６３俵５升６合７勺
一部虫食い

イ-5 天保１４・９ 1843 卯御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６６，新田町村の年貢上納払通

モ-3 天保１４・９ 1843 卯御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６７，年貢籾の上納先を記載

ト-6 天保１５・９ 1844 辰御年貢上納拂通 ？多村熊太夫 越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ６８，上納先を記載

ル-2 天保１５・９ 1844 辰御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ６９，〆籾８６６俵３斗３升３合７
勺

ヒ-14 弘化２・９ 1845 巳御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７０，年貢の納入状況・納入場
所を記載

シ-11 弘化２・９ 1845 巳御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
外１名

横帳 画像Ｃ７１，虫食い
籾２口〆７０６俵２斗３升６合７勺
雑黒大豆４３俵２斗４升４合

ヒ-15 弘化３・９ 1846 午御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７２，年貢の納入状況・納入場
所を記載
一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 本年貢（年貢の皆済)1-3

シ-14 弘化３・９ 1846 午御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７３，籾８６６俵２斗３升７勺
一部虫食い

ス-3 弘化４・９ 1847 未御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村
越庄屋　丸山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７４，８６６俵２斗３升７勺

モ-5 嘉永元・９ 1848 申御年貢上納拂通 喜多村熊太夫 新田町村越庄屋　丸
山七之丞
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７５，年貢籾の上納先を記載
虫食い

ヒ-36 嘉永５・１１ 1852 差上申一札之事（御年貢等諸上納物
の人別皆済帳と惣百姓連印の拝見証
文）

新田町村惣百姓 庄屋・組頭
大庄屋

横帳 画像Ｃ２８，年貢関係書類を拝見した
旨の証文

ル-3 嘉永６・９ 1853 丑御年貢上納払通 松野清右衛門 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ７６，〆籾８８１俵１斗４升３合７
勺

イ-6 嘉永７・９ 1854 寅御年貢上納拂通 松野清右衛門 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ７７，新田町村郷倉より上納さ
れた年貢米の通帳
虫食い

ル-41 年代不詳 ― （年貢上納払通の一部） 河田三郎左衛門 紙 画像Ｃ７８，横帳の一部分

イ-32 年代不詳 ― □年貢□（上）納払通 庄屋　与兵衛
　　　新之丞

横帳 画像Ｃ７９，虫食い甚大

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 諸役(小物成・小役)2-1

マ-12 文化１３・
１２

1816 麻荷附拂帳 新田町村
庄屋　與兵衛

横帳 画像Ｃ８０，本文冒頭に「文化１３・１２・
２１ニ改」とあり。翌年４月１５日まで連
続拂出中断して８月２３日再開。１０月
２１日まで合計９４２駄。末尾に取扱者
ごとに集計あり。一部虫食い

ス-31 文化１４・
１２

1817 麻荷附拂帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｃ８１，麻の附拂先・駄数（庭銭）・
運送者の記録

タ-3 文政元・
１２

1818 麻荷附拂帳 庄屋　与兵衛 横帳 画像Ｃ８２，麻荷１駄儀右衛門外
麻荷物受取支払い

シ-1 文政２・１２ 1819 卯暮割差引帳 新田町村
庄屋　与兵衛外１名

横帳 画像Ｃ８３，新之丞外９１人
一部虫食い

ル-7 嘉永２・１ 1849 麻荷物請拂調帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ８４，全面虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 諸役(小物成・小役)2-1

ス-32 嘉永３・１ 1850 麻荷物請拂調帳 新田町村
庄屋　藤森與兵衛

横帳 画像Ｃ８５，附拂先・駄数・運送者の記
録

マ-19 慶応２・１ 1866 麻荷附拂□ □屋　藤森与□□ 横帳 画像Ｃ８６，附拂先・駄数・運送者の記
録
虫食い

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5 諸役(運上・冥加)2-2

タ-8 文政１３・
１１

1830 寅塩運上人別割帳 飯田村・小海渡村
越庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｃ８７，飯田村７組、小海渡村１組
一部破損

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6 検地1

ス-27 安政２・９ 1855 當組本村地改ニ付畝歩書抜覚 藤森教 横半 画像Ｄ１，人名ごとの田の等級・面積と
その分籾高と代金が記載されている。
とじ紐破損

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6 新切検地等2

ル-1 文化１０・７ 1813 中堀宮下・中堀宮上　原割地人別帳 新田町村
庄屋　新之丞

横帳 画像Ｄ２，宮原における地番・等級・面
積・耕作者の移動等
虫食い

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6 地券等4

タ-22 年代不詳 ― （藤森馥太郎所有田地表・七十一筆） 持主
藤森馥太郎

縦帳 画像Ｄ３，明治以降の土地台帳
個人持の写し　罫紙　明治元年
（１８６８）カ以降

金融

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9

ス-37 嘉永３・１ 1850 金錢出入帳　新田町村 藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ１，全面虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

金融

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9

ト-1 元治元・９ 1868 大福帳 藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ２，虫食い

ヒ-20 慶応元・１ 1865 金銭出入帳 藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ３，奉公人日雇人への給金・駄
賃の外、目薬・まげ物等日用品購入
のために支出。収入は酒代が多い。
貸方・切手の覚・日雇についても記載
虫食い

ヒ-21 慶応元・
１２・大晦
日

1865 （慶応元年大晦日の金銭の清算） 横帳 画像Ｅ４，表紙欠損　作成者不明
慶応元年の大晦日に清算した金銭の
出納の記録

ル-23 明治１０・４ 1877 金銭出納簿 横帳 画像Ｅ５，藤森家の家計簿かと思わ
れ、與兵衛筆記とある。
一部虫食い

マ-33 年代不詳 ― 金銭出入帳 藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ６，破損著しく本文調査不可，
丑正月

売買

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

10

モ-1-1 文化１１ 1814 御拝借塩割渡シ帳 世話役勘五郎 横帳 画像Ｅ７

モ-1-2 文化１２・６ 1815 （同）亥歳塩金取集帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ８，一部虫食い

モ-1-3 文化１２・
１１

1815 （同）御拝借塩割渡シ控帳 勘五郎 横帳 画像Ｅ９，一部虫食い

モ-1-4 文化１３・６ 1816 （同）子塩金取集帳 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ１０

モ-1-5 文化１３ 1816 （同）御拝借塩割渡控帳 横帳 画像Ｅ１１

モ-1-6 文化１４・６ 1817 （同）丑塩金取集帳 成相組新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ１２

モ-1-7 文化１４・
１０

1817 （同）御拝借塩割渡帳 勘五郎 横帳 画像Ｅ１３，一部虫食い

モ-1-8 文政２・１０ 1819 （同）御拝借塩割渡帳 横帳 画像Ｅ１４

モ-1-9 文政３・１０ 1820 （同）御拝借塩割渡シ帳 横帳 画像Ｅ１５，一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

売買

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

10

モ-1-10 文政５・１１ 1822 （同）午拝借塩割賦帳 新田町村　役元 横帳 画像Ｅ１６

モ-1-11 文政７・１０ 1824 （同）御拝借塩割渡シ帳 横帳 画像Ｅ１７

モ-1-12 文政９・１１ 1826 （同）御拝借塩割渡シ帳 横帳 画像Ｅ１８

モ-1-13 文政１１・
１０

1828 （同）子御拝借塩割渡帳 横帳 画像Ｅ１９

モ-1-14 文政１３・
１０

1830 （同）御拝借塩割渡帳 塩役　勘四郎 横帳 画像Ｅ２０

モ-1-15 天保３・１１ 1832 （同）辰年拝借塩割賦帳 新田町村　役元 横帳 画像Ｅ２１

モ-1-16 天保４ 1833 （同）御拝借塩割渡シ帳 横帳 画像Ｅ２２，一部虫食い

イ-7 天保６・１０ 1835 御拝借塩割渡し帳 横帳 画像Ｅ２３，人別の受取量・代金

ヒ-10 天保７・１０ 1836 御拜借塩割渡し連印帳 横帳 画像Ｅ２４，一部虫食い

ル-20 天保８・１１ 1837 御拝借塩割渡シ連判帳 横帳 画像Ｅ２５

イ-15 天保９・１０ 1838 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ２６

イ-16 天保１０・
１１

1839 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ２７

イ-17 天保１１・
１１

1840 御拝借塩割渡連印帳 横帳 画像Ｅ２８

イ-18 天保１２・
１０

1841 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ２９

イ-19 天保１３・
１１

1842 御拝借塩割渡し扣帳 横帳 画像Ｅ３０

ト-11 天保１４ 1843 御拝借塩割渡シ扣帳 横帳 画像Ｅ３１

シ-10 天保１５・
１０

1844 御拝借塩割渡し連印帳 横帳 画像Ｅ３２

ス-9 弘化２・１１ 1845 御拜借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ａ１
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藤森家（藤野屋）文書

売買

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

10

ヒ-16 弘化３・１０ 1846 御拜借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ３３

ト-5 弘化４・
１１・４

1847 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ３４

モ-2 嘉永元・
１１

1848 御拝借塩割渡し連印帳 横帳 画像Ｅ３５

ル-19 嘉永２・
１０・２２

1849 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ３６

タ-13 嘉永３・１１ 1850 御拝借塩割（渡）シ連印帳 横帳 画像Ｅ３７

タ-14 嘉永４・１１ 1851 御拝借塩割渡シ連印帳 横帳 画像Ｅ３８

ト-4 嘉永５・１０ 1852 御拝借塩割渡し帳 横帳 画像Ｅ３９

ヒ-17 嘉永６・
１１・５

1853 御拜借塩割渡シ□□□（連印帳カ） 横帳 画像Ｅ４０，一部虫食い

シ-12 安政２・１０ 1855 御拝借塩割渡し扣帳 横帳 画像Ｅ４１

貸借

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

11

ル-22 元治２・１ 1865 大福帳（金銭貸借帳カ） 藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ４２，一部虫食い

質物

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

12

タ-18 安政６・３ 1859 田畑譲渡シ加判
御宗門去来控帳

新田町村庄屋
八郎右衛門

横帳 画像Ｅ４３，田畑譲渡、全て質流地
虫食い

助郷

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

17

マ-29 慶応４・７ 1868 （同）辰年木曽助郷人足代割帳 横帳 画像Ｂ６８，木曽・諏訪助郷の人足・馬
の費用７貫２４５文の人別割

モ-28 文政１２・９ 1829 助郷一件贄川宿控 各村庄屋 立石清八郎
小野貢左衛門

横帳 画像Ｅ４４，贄川宿の助郷一件の経緯
の記録
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藤森家（藤野屋）文書

助郷

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

17

イ-1 嘉永４・７ 1851 助郷川西村々入用割差引帳 庄屋　丸山市之助控 横帳 画像Ｅ４５，助郷にかかった費用割
一部虫食い

モ-33 明治元・
１０

1868 □（村カ）井宿助郷人足勤 成相組新田町
小世話役　勘四郎
　　　　　忠兵衛

横帳 画像Ｅ４６，勤めの態様・村入用覚・金
子取替覚が記されている。

ル-31 年代不詳 ― 岡田宿助郷平均割 御役元 横帳 画像Ｅ４７，助郷費用の内訳
新田町村の負担分等

戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

マ-16 文政６・１ 1823 去来願書増減簿 新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ５６，虫食い損傷
加判願書及び人員増減に関する書留
帳

モ-30 弘化２・１ 1845 去来願書増減帳（加判留控） 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｅ５７，前半は婚姻関係、後半は
質地関係一切の届を記録

イ-23 明治２・１ 1869 去来願書増減帳（加判留控） 藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ５８，送り手形や人口増減等の
記録

小作

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

24

ル-15 元治元・９ 1868 年貢受取帳 藤森與兵衛 横半 画像Ｅ５９，当該年に藤森家の小作人
から納入された年貢の記録帳

畜産

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

26

モ-31 天保５・８・
３

1834 午年御毛附駒御改年番ニ付諸事扣 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｅ６０，御改役人献立接待等
一部虫食い

マ-9 天保１４・
８・３

1843 御毛附駒御改年番諸事扣 新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｅ６１，御改役人献立接待等
一部虫食い

ヒ-31 弘化３・８・
３

1846 御毛附駒御改年番諸事控 庄屋　藤森與兵衛 横帳 画像Ｅ６２，郡所の写と、御馬役人らを
接待した際の献立材料等の諸入用

イ-9 嘉永５・８・
３

1852 御毛附駒御改年番諸事控 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ６３，新田町村年番に関わる毛
附駒改の覚
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藤森家（藤野屋）文書

畜産

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

26

イ-8 安政２・８・
３

1855 御毛附駒御改年番諸事控 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ６４，新田町村年番に関わる毛
附駒改の覚
一部虫食い

林業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

27

タ-21 明治３８・
２・２３

1905 第弐号白木附込帳
（白木寸法・本数を人別に記載）

横帳 画像Ｅ６６，（白木）あら皮を除き、白く
削ったままで何も塗ってない木

醸造

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

31

ス-42 享保１３～
１７

1728 （申～子年酒勘定之覚） 横帳 画像Ｅ６７，酒造高・代金等
全面虫食い，享保１３年（１８２７）～１７
年（１７３２）

ス-38 文久元・９ 1861 □代受取帳（酒代受取帳カ） 横帳 画像Ｅ６８，一部虫食い

ト-14 明治４・１０ 1871 □□（醸酒カ）仕入帳 藤森與平 横帳 画像Ｅ６９，全面虫食い
明治４年１１月～同６年１２月の間にお
ける酒醸造に関わる諸記録帳。酒造
米渡記・米拵之覚・玄米附駄数記等

商業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

34

イ-21 文久３ 1863 （諸品の取扱い記録） 横帳 画像Ｅ７０，表紙が欠けている。
全面虫食い

水利

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

36 堰普請入用4

マ-26 慶応４・７ 1868 （同）辰年家丁差出川除金割帳 横帳 画像Ｂ６５，人別割記載

マ-27 慶応４・７ 1868 （同）辰年小宮高松水防人足代鍵割
人別帳

横帳 画像Ｂ６６，水防人足代の鍵割とその
人別割

マ-28 慶応４・７ 1868 （同）辰年十ケ堰勘左衛門堰人足代
割帳

横帳 画像Ｂ６７，堰普請人足賃銀６貫９１２
文の人別割と屋丁割
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藤森家（藤野屋）文書

水利

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

36 堰普請入用4

ル-13 文化１４・２ 1817 子春新堰寄普并入用割 新田町村庄屋
与兵衛

横帳 画像Ｅ７１，当該年の新堰寄普請の出
人足所要費用

ス-8 文政元・
１１

1818 丑春狐嶌村寄請普請并金利御普請　
寅十一月寄夫扶持籾割

新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ７２，扶持籾割・高別・人別で〆
１石５斗３升９合
一部虫食い

タ-5 文政２・８ 1819 青木花見村・青木新田村・嶌新田村
三ケ村組合寄夫割

新田町村 横帳 画像Ｂ６，人足１０６人・世話役７人宿
取、
〆１７貫７７９文の人別割
一部虫食い

ト-7 文政３・１２ 1820 當組下平瀬村寄夫割 新田町村
庄屋　与兵衛
同　新之丞

横帳 画像Ｅ７３，勤人足并伝馬人足割

ル-12 文政６・１１ 1823 午年御普請
長尾組・上野組　組合寄夫扶持籾割
帳

新田町村役元 横帳 画像Ｅ７４，広域負担分について、屋
丁割・高割によって個人分を割付

モ-25 文政８・８ 1825 池田組青木花見村・両新田村　組合
寄夫御普請割

新田町村
庄屋　与兵衛

横帳 画像Ｅ７５，勤人足数・各人の負担額・
受入記録等記している。

シ-7 天保６・１０ 1835 未三月勘左衛門堰寄普極人足賃割
帳

新田町村
庄屋　藤森与兵衛

横帳 画像Ｅ７６

ス-7 天保６・１２ 1835 小宮村・高松村　寄夫極御普請割帳 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ７７，人員９７０人分を銀１貫
３５８匁で佐忠次外２人に渡した分の
割帳

ヒ-30 明治元・
１２

1868 堰下普請人足代
辰暮他村高割帳

新田町村　役元 横帳 画像Ｅ７８，入作高による。

土建

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

37

ル-37 明治４・９ 1871 （同）矢原堰諸入用書抜控 横帳 画像Ｅ４８，資材代金・人足賃の書上

ル-38 明治５・３ 1872 （同）吉野村　成相町村　新田町村　
組合堰砂掘下目論帳

横帳 画像Ｅ４９，工事場所・材料下書帳

タ-23 年代不詳 ― （建築工事材料書上帳） 藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ７９

治安

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

38
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藤森家（藤野屋）文書

治安

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

38

イ-14 明治５・１・
２４

1872 明治弐巳年八月騒動之節
御出張様御休泊御用之品書上帳

新田町村
名主　藤森與兵衛外
組頭

横帳 画像Ｅ８０，明治２年８月勃発した会田
騒動

宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

ル-32 明治３・３ 1870 （同）社木拔伐歩附組合割賦差引帳 新田町村役元 横帳 画像Ｅ５０，伐木の木代・出面等

ル-33 年代不詳 ― （同）宮入用書拔 横帳 画像Ｅ５１，当該年の神社費用の内
訳，明治３年（１８７０）カ

ル-34 明治４ 1871 （同）宮諸入用・社木賣代勘定帳 年番惣代 横帳 画像Ｅ５２，神社祭事・修覆等の費用
明細

ル-35 年代不詳 ― （同）役銭不足人別 横帳 画像Ｅ５３，村諸入用人別書上

ル-36 年代不詳 ― （同）舞台木取代積り 綴 画像Ｅ５４，舞台製作用材の下調書出

ヒ-32 明治５・６ 1872 伊？神宮司廰ヨリ太麻御受
初穂納人別帳

戸長・副戸長 横帳 画像Ｅ８１，伊勢神宮に初穂料を納め
た人のリスト　「藤森壽平」の名がみえ
る。一部虫食い

凶災

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

41

ヒ-18 安政２・１１ 1855 成相組新田町村類焼書上帳 成相組新田町村
組頭　与之丞
庄屋　藤森与兵衛

河野友六
松田土佐之助
安江名右衛門

横帳 画像Ｅ８２，１１月２５日成相町村太郎
右衛門方より出火。新田町村の類焼
の覚書。板家・雪隠等の建物の外、
籾・藍玉・葉莨等の損失も記録

救恤

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

42

ル-30 安政２ 1855 （十一月二十五日の火災につき御救
米三百三十一俵が支給され、その人
別割控）

横帳 画像Ｅ８３

モ-6 明治３・８ 1870 成相組新田町村極難人別御救籾割
渡帳

横帳 画像Ｅ８４，一部虫食い
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救恤

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

42

モ-7 明治３・８ 1870 （内）御拝借籾貸附割賦帳 横帳 画像Ｅ８５，拝借籾１６俵。滞った節の
責任を明確に示している。８月と６月の
分がある。
一部虫食い

モ-8 明治３・４ 1870 （内）成相組新田町村難澁人別割帳 横帳 画像Ｅ８６，玄米４石を３９人へ渡し、
受取印あり。一部虫食い

モ-9 明治３・１ 1870 （内）成相組新田町村極難人別御救
籾割賦書上帳

組頭　与之丞
名主　與兵衛

御役所 横帳 画像Ｅ８７，１６人への救籾の割賦と高
を記載
一部虫食い

モ-10 明治３・１ 1870 （内）成相組新田町村極難人別書上
帳

組頭　与之丞
名主　與兵衛

横帳 画像Ｅ８８，３２俵の受取人別４５人と、
その高を記載

モ-11 明治２・９ 1869 （内）成相組新田町村極難人別書上
帳扣

新田町村
庄屋　藤森武兵衛
同　藤森与兵衛
与頭２名

藤森善一郎 横帳 画像Ｅ８９，１６石５斗を３１人に分ける
べく書上
一部虫食い

モ-12 慶応３・５ 1867 （内）御救頂戴御囲穀拝借人別帳 新田町村
与頭　藤森与之丞
庄屋　藤森與兵衛

藤森善兵衛 横帳 画像Ｅ９０，２５俵の拝借人別と弁納責
任を持つ判頭名を記載
一部虫食い

モ-15 慶応３・１２ 1867 （内）成相組新田町村御救頂戴人別
書上帳扣

与頭　藤森与之丞
庄屋　藤森与兵衛

藤森善兵衛 横帳 画像Ｅ９１，籾３５俵を３４人へ割渡しと
本人の受領印
一部虫食い

モ-16 慶応３・５ 1867 （内）御囲穀拝借人別帳 庄屋　藤森与兵衛 横帳 画像Ｅ９２，籾２５俵の拝借。２７人の返
籾については判頭が責任を持つとあ
る。極難者への冥加１２俵、割渡し
一部虫食い

モ-17 慶応２・８ 1866 （内）御囲穀拝借人別帳 拝借人 庄屋　藤森与兵衛
与頭　藤森与之丞

横帳 画像Ｅ９３，籾１７俵拝借。返籾は必ず
すると連印
一部虫食い

習俗

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

46

イ-30 文政１１・６ 1828 役附埜（野）帳（葬儀の役付・御布施・
香典等の記録）

藤森家 横帳 画像Ｅ９４，全面虫食い

タ-16 安政４・９・
３

1857 音信物受納録
（誠信院實譽籌山慶雲善居士）

藤森忠右衛門實父
俗名藤森与兵衛教

横帳 画像Ｅ９５，藤森与兵衛葬儀の時の音
信受納帳　一部虫食い
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藤森家（藤野屋）文書

習俗

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

46

タ-17 安政４・９・
３

1857 役附并埜葬式諸礼及心得方色々書
留帳

藤森忠右衛門實父 横帳 画像Ｅ９６，安政４丁巳年９月３日出棺
法名号慶雲居士　俗名藤森教
野葬式の役目と人について
一部虫食い

タ-19 文久２・１２ 1862 過料銭取立人別帳 新田町村
庄屋　八郎右衛門
与頭　与之丞

横帳 画像Ｅ９７，藤森武兵衛外３人の過料
銭取立外１件
一部虫食い

ル-5 文久３・７ 1863 博奕過料銭取立人別帳 新田町村
庄屋　八郎右衛門
組頭　與之丞

御取締方
御役所

横帳 画像Ｅ９８，賽賭博を行った１３人と関
係者が過料に処せられた記録

ル-21 文久３・１２ 1863 博奕過料銭取立人別帳 新田町村
庄屋　八郎右衛門
組頭　与之丞

御取締方
御役所

横帳 画像Ｅ９９，博奕に関わった者から罰
金を取立てた人別帳
虫食い多し。

ス-28 文久３・１２ 1863 （過料銭貸附人別帳） 横帳 画像Ｅ１００，三度の過料銭の分を５組
の人々へ各５貫文ずつ〆２７０貫文の
貸附
虫食い多し。

ス-29 明治３・４ 1870 博奕過料取調覚 判頭　勘兵衛外８名 名主　藤森與平 横帳 画像Ｅ１０１，博奕の手合・親・組合の
人別ごとに過料金を記したもの
一部虫食い

ス-30-1 慶応２・２・
１２

1866 （同）博奕過料銭取立人別帳 新田町村
庄屋　藤森与兵衛
与頭　藤森与之丞

御取締方
御役所

横帳 画像Ｅ１０２，７月２１日夜に喜右衛門
後家きよ宅での博奕についての取調
の結果とその過料
一部破損

ス-30-2 慶応元・
１２

1865 （同）博奕過料錢取立人別帳 新田町村
与頭　藤森与之丞
庄屋　藤森与兵衛

御取締方
御役所

横帳 画像Ｅ１０３，去丑十二月四日に右門
次宅での博奕についての取調の結果
とその過料
一部破損
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