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柴野武夫家文書

3007001 柴野武夫家文書【　資料群： 】

幕政・藩政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

3

3-1 元冶元・１ 1864 九州薩摩領加児嶋城嶋津家中知行
附

信濃国安曇郡長尾村
　柴野九内右衛門　
持
元治元年正月　求是

横帳 コピー済

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4

4-1 安政３・１ 1856 懐中日記 横帳 横帳小，解読

4-2 安政４・１１ 1857 巳雜用之通 和泉屋　久兵衛 下長尾村出入　御惣
代中

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

4-3 安政５・１０ 1858 御領分村々庄屋組頭山廻り名前附 横帳 横帳小，コピー済

4-4 慶応３・９ 1867 下長尾村人別上中下三段位ヲ立入札
書上

村役人立会之内　柴
野九内右衛門　見立
入札扣

御出役　市川善平 横帳 コピー済

4-5 年代不詳 ― 是ヨリ別帳也（日記録） 横帳 解読

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-1 安永７・９ 1778 戌年御年貢諸上納物受取通 二木村　庄屋　覚兵
衛

横帳 二木村，横帳小，コピー済

5-2 安永８・１０ 1779 亥年ヨリ御年貢諸勘定帳 下長尾村　賎右衛門 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

5-3 安永８・１０ 1779 亥年御年貢并諸上納物通 下長尾村　入百姓　
賎右衛門

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

5-4 安永８～寛
政４

1779 下長尾村御高御役金御役元御通勘
定帳
（天明三卯年ヨリ九内右衛門ト成ル）

横帳 下長尾村，コピー済，安永８年
（１７７９）～寛政４年（１７９２）

5-5 安永９・１０ 1780 子ノ御年貢諸役金通 庄屋　覚兵衛 横帳 二木村，横帳小，コピー済

5-6 天明元・
１０

1781 丑ノ御年貢并諸役金請取通 二木村　磯右衛門 横帳 二木村，横帳小，コピー済
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柴野武夫家文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-7 天明元・
１０

1781 丑御年貢諸御役金通 二木村　長兵衛　 横帳 二木村，横帳小，コピー済

5-8 天明２～寛
政３

1782 二木村御高御役金御役元御通勘定
帳

下長尾村　賎右衛門 横帳 下長尾村，コピー済，天明２年
（１７８２）～寛政３年（１７９１）

5-9 寛政４～享
和２

1792 二木村御高諸役金御通勘定帳 下長尾村　賎右衛門 横帳 下長尾村，コピー済，寛政４年
（１７９２）～享和２年（１８０２）

5-10 寛政５～享
和２

1793 下長尾村御高御役金御役元御通勘
定帳

長尾組下長尾村　九
内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，寛政５年
（１７９３）～享和２年（１８０２）

5-11 享和３～文
化９

1803 二木村御高諸役金役元御通勘定帳 下長尾村　九内右衛
門

横帳 下長尾村，コピー済，享和３年
（１８０３）～文化９年（１８１２）

5-12 享和３～文
化９

1803 下長尾村御役元御高御役金御通勘
定帳

信州松本長尾村　九
内右衛門

横帳 長尾村，コピー済，享和３年（１８０３）
～文化９年（１８１２）

5-13 文化元～
文政５

1804 楡村御高諸役金役元御通勘定帳 賎右衛門
九内右衛門

横帳 楡村，コピー済，文化元年（１８０４）～
文政５年（１８２２）

5-14 文化１０～
文政５

1813 二木村御高御役金役元御通勘定帳 下長尾村　九内右衛
門

横帳 下長尾村，コピー済，文化１０年
（１８１３）～文政５年（１８２２）

5-15 文化１０～
文政５

1813 下長尾村御高御役金御役元御通勘
定帳

九内右衛門 横帳 下長尾村，コピー済，文化１０年
（１８１３）～文政５年（１８２２）

5-16 文政６～天
保３

1823 楡村御高御役金勘定御通 九内右衛門 横帳 楡村，コピー済，文政６年（１８２３）～
天保３年（１８３２）

5-17 文政６～天
保３

1823 二木村御高御役金勘定帳 二木御役元 九内右衛門 横帳 二木村，コピー済，文政６年（１８２３）
～天保３年（１８３２）

5-18 文政６～天
保３

1823 下長尾村御高御役金御役元御通勘
定帳　　　　　　　　

長尾組下長尾村　九
内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，文政６年
（１８２３）～天保３年（１８３２）

5-19 文政１３～
嘉永５

1830 年貢不足書出帳 下長尾村　柴野九内
右衛門代

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済，文政
１３年（１８３０）～嘉永５年（１８５２）

5-20 天保３～明
治２

1832 上和羅（藁）駄賃帳 長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門組

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済，天保３
年（１８３２）～明治２年（１８６９）

5-21 年代不詳 ― あくハら　九さハら覚帳 組十 横帳 横帳小，コピー済

5-22 天保４～
１３

1833 二木村御高御役元御通 二木村入作下長尾村
　九内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，天保４年
（１８３３）～１３年（１８４２）

5-23 天保４～
１３

1833 楡村御高御役金御役元勘定通 楡村入作下長尾村　
九内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，天保４年
（１８３３）～１３年（１８４２）

5-24 天保４～
１３

1833 下長尾村御高御役金御役元勘定通 下長尾村　九内右衛
門

横帳 下長尾村，コピー済，天保４年
（１８３３）～１３年（１８４２）

5-25 天保６・５ 1835 村地畑田成ニ致出入ニ付郷宿休宿之
覚

長尾組下長尾村　役
人

横帳 下長尾村，コピー済
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租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-26 天保９・８ 1838 御田地預主年貢差引書出し年貢不足
改帳

下長尾村　柴野九内
右衛門

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

5-27 天保１１～
弘化３

1840 田畑預方年貢帳 横帳 コピー済，天保１１年（１８４０）～弘化３
年（１８４６）

5-28 天保１４～
嘉永６

1843 楡村御高御役金御役元勘定通 楡村入作下長尾村　
柴野九内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，天保１４年
（１８４３）～嘉永６年（１８５３）

5-29 天保１４～
嘉永６

1843 下長尾村御高御役金御役元勘定通 下長尾村　柴野九内
右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，天保１４年
（１８４３）～嘉永６年（１８５３）

5-30 天保１４～
嘉永６

1843 二木村御高御役金勘定通 二木村入作下長尾村
　柴野九内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，天保１４年
（１８４３）～嘉永６年（１８５３）

5-31 弘化４～嘉
永４

1847 田畑預方年貢帳 長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門

横帳 下長尾村，コピー済，弘化４年
（１８４７）～嘉永４年（１８５１）

5-32 嘉永７～文
久３

1854 長尾村御高御上納御役金勘定帳 柴野九内右衛門 横帳 下長尾村，コピー済，嘉永７年
（１８５４）～文久３年（１８６３）

5-33 安政元～
文久３

1854 御高通
楡村御役元暮勘定皆済通

庄屋　小穴愛右衛門 柴野九内右衛門 横帳 楡村，コピー済，嘉永７年（１８５４）～
文久３年（１８６３）

5-34 安政２・１２ 1855 御冥加献上書留帳 柴野氏 横帳 下長尾村，コピー済

5-35 万延元・
１２

1860 組合　塩運上取立 柴野九内右衛門 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

5-36 文久４～明
治７

1864 二木村御高租税上納并役元勘定帳 柴野綱衛 横帳 二木村，コピー済，文久４年（１８６４）
～明治７年（１８７４）

5-37 元治元～
明治７

1864 長尾村御上納御役金之通 柴野綱衛 横帳 下長尾村，コピー済，文久４年
（１８６４）～明治７年（１８７４）

5-38 元治元～
明治７

1864 楡村御高通役金勘定帳 柴野綱衛 横帳 下長尾村，コピー済，元治元年
（１８６４）～明治７年（１８７４）

5-39 元治元 1864
　

子御年貢之御通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾，横帳小，コピー済

5-40 慶応元 1865 丑ノ御年貢御役金之通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾，横帳小，コピー済

5-41 慶応２ 1866 寅之御年貢諸上納通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾，横帳小，コピー済

5-42 慶応３ 1867 卯御年貢御役金之通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾，横帳小，コピー済

5-43 年代不詳 ― 年貢諸役金 下長尾村入作　九内
右衛門

横帳 下長尾村，コピー済

5-44 年代不詳 ― 寅ノ御役金御通 下長尾村　九内治 横帳 下長尾村，コピー済
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租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-45 年代不詳 ― 年貢諸役金之通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾村，コピー済

5-46 年代不詳 ― 下長尾村検見内見扣
二木村御畝引内見扣

下長尾村　九内右衛
門扣

横帳 下長尾村，コピー済

5-47 年代不詳 ― 金銭出入帳カ 横帳 コピー済

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6

6-1 寛文３・１１ 1663 長尾与二木本村分御竿改御下ケ札
（一部破損）

儀右衛門　平左衛門
（惣十郎扣）

紙 コピー済

6-2 天明４・３ 1784 御水帳扣 下長尾村　柴野氏 縦帳 下長尾村，コピー済

6-3 天保４・３ 1833 御水帳扣 長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門一勝

縦帳 下長尾村，コピー済

6-4 文化４・９ 1807 御水帳扣 下長尾村　柴野氏 縦帳 下長尾村，コピー済

6-5 安政２・３ 1855 御水帳扣 長尾組二木村　入作
　柴野九内右衛門

縦帳 下長尾村，コピー済

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6 出入3

Ｔ-ニ-1 明治３・９ 1870 乍恐奉差上返答書之覚（上総屋敷開
発出入ニ付返答書）

安曇郡長尾村　墓主
惣代　小文治　外

村役人 縦帳 旧番号　７３，コピー済

Ｔ-ニ-2 明治３・９ 1870 差上申済口證文之事（長尾村上総屋
敷開発ニ付墓持人と村百姓の訴訟済
口証文）

安曇郡長尾村　訴訴
方惣代　佐兵衛　外
相手方惣代　小文次
　外

松本藩聽詔　御役所 縦帳 旧番号　７４，コピー済

入会

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

8

8-1 安永３・４ 1774 長尾東原御裁許状　写 下長尾村　柴野九内
右衛門写控

横帳 下長尾村，解読

8-2 安永６年～
慶応年中

1777 上之原拾壱ケ村入会買取境塚之覚
并地券調書上帳

下長尾村役人 上長尾村（柴野扣） 横帳 下長尾村，コピー済
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入会

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

8

8-3 安政６・４ 1777 差上申一札之事（下長尾村東入会原
と上の原替地ニ付一札）（写）

下長尾村外二ケ村役
人

藩役人 紙 下長尾村外，解読

8-4 嘉永５ 1852 懐中録
八王子森出入ニ付問答留書之覚　

柴野九内右衛門 横帳 下長尾村，横帳小，解読

8-5 安政２・９ 1855 乍恐奉願口上之覚（上ノ原永引地、東
原と替地一件）

長尾組上長尾村　願
主惣代　村役人　

大庄屋 横帳 上長尾村，解読

8-6 安政４・１ 1857 上の原永引地東原と替地一件
勤日記覚

柴野九内右衛門　扣 横帳 下長尾村，解読

8-7 万延元・
１０

1860 東原出入日記帳 下長尾村惣代 横帳 下長尾村，コピー済

8-8 文久２ 1862 東原上の原永引一件ニ付取替 下長尾村　柴野九内
右衛門

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

8-9 年代不詳 ― 南原割坪之覚 紙 コピー済

8-10 年代不詳 ― 上の原　東原替地出入ニ付 紙 コピー済

8-11 年代不詳 ― 東原堰ヨリ北之方坪 紙 コピー済

8-12 年代不詳 ― 堰ヨリ北之方林坪 紙 コピー済

8-13 年代不詳 ― 上の原
（坪数）

紙 コピー済

8-14 年代不詳 ― 堰ヨリ北の方平坪之覚 紙 コピー済

金融

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9

9-1 文政７・２ 1824 無尽連判帳 發記　駒次郎 縦帳 コピー済

9-2 天保７・１ 1836 金子覚帳 柴野長三郎 横帳 コピー済

9-3 天保８・１ 1837 懐中萬歳扣帳 長尾組下長尾村　柴
野栄太郎為久

横帳 横帳小，コピー済

9-4 天保１１・３ 1840
　

九内治借用相調差引勘定出入覚帳 九内治　栄太郎差引
孫四郎立会

横帳 コピー済

9-5 安政６・６ 1859 惣益積金仕法帳 会主　世話人 縦帳 コピー済

9-6 安政６・６ 1859 双益積金勘定帳 會主　世話人 横帳 コピー済

9-7 文久元・６ 1861 無尽帳 發記　山口熊之進 縦帳 コピー済
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金融

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9

9-8 年代不詳 ― 萬歳帳（金銭出入帳） 横帳 横帳小，コピー済

9-9 年代不詳 ― 金銭出入帳
（表紙欠損）

下長尾村　柴野氏 横帳 横帳小，コピー済

9-10 年代不詳 ― 覚（金銭出納覚） 紙 コピー済

9-11 年代不詳 ― 取方人別書抜 紙 コピー済

9-12 年代不詳 ― 割合金出分書抜 紙 コピー済

売買

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

10

10-1 天保６・３ 1835 屋敷替譲渡申証文一札之事 屋敷替譲り主　受人　
立会

本家　九内右衛門 紙 解読

10-2 文久元 1861 田畑原林譲渡判頭加印扣帳 五人与頭　柴野九内
右衛門

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

貸借

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

11

11-1 文化１０ 1813 借用申証文之事（金子借用） 耳塚村　民右衛門
　　　　　　　　　

長尾村　勝之助 紙 長尾村，コピー済

11-2 文政７・２ 1824 借用割府（符）覚帳 組合中　本人　駒次
郎

横帳 コピー済

11-3 文政８・１２ 1825 借用申金子之事 借用主　請人 五人組かしら 紙 コピー済

11-4 天保１３・４ 1842 覚（永続金） 藩役人 下長尾村　九内右衛
門

紙 下長尾村，コピー済

11-5 嘉永７・閏
７

1854 借用一札之事（金拾両也） 浄心寺内　鳳誉 貸主　五人 紙 コピー済

11-6 安政４・４ 1857 御預申金子之事 小松団右衛門 柴野九内右衛門 紙 コピー済

11-7 文久３ 1863 後永続金上納通 柴野九内右衛門 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

助郷

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

17
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助郷

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

17

17-1 慶応４・１０ 1868 官軍方北越ヨリ御登ニ付岡田宿江介
（助）郷人足面附帳

長尾組下長尾村　人
馬并ニ人足引纏小セ
話役　柴野九内右衛
門

横帳 下長尾村，コピー済

戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-1 天保１４・１ 1843 組合宗門人別帳 長尾組下長尾村　五
人組頭　九内右衛門

横帳 下長尾村，写真・解読

20-2 弘化４・１ 1847
　

組合宗門人別帳 長尾組下長尾村　五
人組頭　柴野九内右
衛門　

横帳 下長尾村，解読

20-3 弘化５・１ 1848
　

組合宗門人別帳 長尾組下長尾村　五
人組判頭役　柴野九
内右衛門　

横帳 下長尾村，横帳小，解読

20-4 嘉永６・１ 1853 組合宗門人別帳
（表紙破損）

長尾組下長尾村　五
人組判頭　柴野九内
右衛門　

横帳 下長尾村，コピー済

20-5 安政７・閏
３

1860 申宗門人別帳　　　　　　　　　　 判頭役　柴野九内右
衛門　

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

20-6 文久元 1861 宗門銭之覚 五人与頭判頭　柴野
九内右衛門　

紙 下長尾村，コピー済

20-7 文久２ 1862 宗門銭取立帳 五人組判頭　柴野九
内右衛門　

横帳 下長尾村，コピー済

20-8 文久３・４ 1863 組合宗門人別扣帳 長尾組下長尾村　判
頭役　柴野九内右衛
門　

横帳 下長尾村，コピー済

20-9 文久４・１ 1864 文久四甲子年　宗門銭并ニ塩運上取
立帳

柴野九内右衛門　 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

20-10 元治２・３ 1865 元治二乙丑年　宗門銭并ニ塩運上取
立帳

柴野九内右衛門　 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

20-11 慶２・３ 1866 慶應二丙寅年　宗門銭并ニ塩運上取
立帳

柴野九内右衛門　 横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

20-12 慶応３・４ 1867 卯宗門人別改帳 判頭役　柴野九内
右ェ門　

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

20-13 慶応４ 1868 組合辰ノ宗門人別家数印形改連判帳 柴野九内右衛門　 横帳 下長尾村，コピー済
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商業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

34

35-1 天保１２・２ 1841 在方油屋仲間相定候事
（御直段方御役所様江被召出侯油屋
人別書記帳）

横帳 コピー済

35-2 安政４・９ 1857 差出申一札之事
（油屋仲間加入金不足之分差支ニ
付）

上野組下大妻村　油
屋傳次郎　　
在油屋年番

長尾村　柴野九内右
衛門　

紙 コピー済

水利

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

36

39-1 天保４・５ 1833 温堰残水出入口上書扣 下長尾村惣代　九内
右衛門

横帳 下長尾村，解読

39-2 安政２・９ 1855 上澤堰一件諸入用扣　 惣代　下長尾村　柴
野九内右衛門　縫右
衛門　外

横帳 下長尾村，解読

39-3 安政３・６ 1856 上澤堰一件諸事入用帳　 惣代　五名 横帳 下長尾村，コピー済

水利

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

36 堰普請目論見・仕様2

Ｍ-ロ-1 明治２・６ 1869 長尾堰満水除新堀凡積り書
（表紙一部破損）

長尾組長尾村 横帳 旧番号　５０，コピー済

Ｍ-ロ-2 明治２・６ 1869 長尾堰満水除新堀凡積り書 長尾組長尾村　 横帳 旧番号　５１，コピー済

治安

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

38

41-1 文政８・５ 1825 認申一札之事（荷物持来ル詫状） 本人　兼太郎 下長尾村　九内右衛
門

紙 紙，コピー済

41-2 年代不詳 ― 慶安二年検地甚三郎の下ケ札
盗取られたるニ付後年ノ為書置候事

柴野九内右衛門 紙 下長尾村，コピー済

宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-1 文政１３・３ 1830 大々御神楽長尾組講積金勘定帳 講元 横帳 伊勢講関係，コピー済
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-2 天保７・３ 1836 永代常夜燈証文之事 御師　堤左太夫 信州松本長尾組長尾
村　柴野九内右衛門

紙 伊勢講関係，コピー済

43-3 天保８～ 1837 伊勢太々御神楽講中連名帳 長尾組　成相組　嶋
立組　高出組　上野
組　松川組　和田組　
松本町

縦帳 伊勢講関係，コピー済

43-4 天保８ 1837 伊勢永代大々御神楽講中連名帳
（太々御神楽起源の前書のみ）

（名簿記載なし） 縦帳 伊勢講関係，コピー済

43-5 天保８～
１０

1837 伊勢永代大々御神楽講中連名帳
（表題消失）

長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済，天保８年
（１８３７）～１０年（１８３９）

43-6 天保９、
１３、１５

1838 伊勢永代大々御神楽講中連名帳 講元　長尾組下長尾
村　柴野九内右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済，天保９年
（１８３８）、１３年（１８４２）、１５年
（１８４４）

43-7 天保１１・１ 1840 伊勢永代大々御神楽積金勘定帳 信州松本長尾村　講
元　柴野九内右衛門

堤左太夫　御旦中 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-8 天保１１・８ 1840 永代大々御神楽長元講鏡札引渡番
附帳

信濃国安曇郡長尾組
下長尾村　願主　柴
野九内右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-9 天保１１～
明治３

1840 伊勢永代大々講証文（十四点） 柴野九内右衛門 紙 伊勢講関係，コピー済，天保１１年
（１８４０）～明治３年（１８７０）

43-10 天保１３・１ 1842 永代大々御神楽料勘定帳 長元講 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-11 天保１３～
嘉永３

1842 一万度御祓配納覚帳 講元　柴野九内右衛
門

横帳 伊勢講関係，コピー済，天保１３年
（１８４２）～嘉永３年（１８５０）

43-12 天保１４ 1843 卯春利足勘定帳 講元 堤左太夫 紙 伊勢講関係，コピー済

43-13 天保１５ 1844 御祓様配納覚帳
伊勢大々講連中

下長尾村　柴野九内
右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-14 天保１５・１ 1844 永代大々講金卯利足勘定并ニ元金よ
セ帳

講元　柴野九内右衛
門　

御師　堤左太夫
山口源太夫　御旦中

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-15 弘化２・２ 1845 辰年元金并ニ利足巳春勘定帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-16 弘化２・６ 1845 巳御神楽御祈祷配納 永代太々御神楽 長元講連中 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-17 弘化３・３ 1846 巳年元金預り并ニ巳年利足集メ午春
勘定帳

横帳 伊勢講関係，コピー済
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-18 弘化３・７ 1846 丙午年一万度配納日記 講元　柴野九内右衛
門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-19 弘化４・１ 1847 伊勢大々講未春勘定帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-20 弘化４・３ 1847 永代講請文之事 伊勢御師　堤織部太
夫
名代勤人　并木助太
夫

信州長尾組下長尾村
　御世話人　柴野九
内右衛門

紙 伊勢講関係，コピー済

43-21 弘化４ 1847 未御神楽御祈祷配納帳 講元　柴野九内右衛
門

長元講連中 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-22 弘化５・１ 1848 申春利足勘定帳 長尾村　講元　柴野
九内右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-23 弘化５・１ 1848 未ノ利足勘定帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-24 嘉永元・２ 1848 申御神楽御祈祷配納帳 講元　柴野九内右衛
門

長元講連中 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-25 嘉永２・１ 1849 酉春御神楽料并ニ利足勘定帳 講元　柴野九内右衛
門　　　　　　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-26 嘉永２・閏
４

1849 酉御神楽御祈祷配納帳 講元　　　　　　 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-27 嘉永３ 1850 永代々御神楽
嘉永三庚戌年配札日記

柴野九内右衛門
　　　　　　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-28 嘉永４ 1851 嘉永四亥御祈祷配納 柴野九内右衛門
　　　　　　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-29 嘉永５・７ 1852 子御祈祷配納扣帳 講元　柴野九内右衛
門　　　　　　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-30 嘉永５ 1852 講中連名 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-31 嘉永６・８ 1853 丑年御祈祷配納帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-32 嘉永７ 1854 嘉永七甲寅年配納帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-33 安政２ 1855 永代太々神楽安政二卯年御祈祷配
納帳

講元　柴野九内右衛
門　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-34 安政３ 1856 辰年御祈祷配納帳 講元　柴野九内右衛
門　

横帳 伊勢講関係，コピー済
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-35 安政４ 1857 一万度配納帳 講元　柴野九内右衛
門　

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-36 安政５ 1858 御祈祷御祓配納帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-37 文久元・４ 1861 御祈祷御祓配納帳 講元 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-38 文久２ 1862 御祈祷配納帳 講元 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-39 文久３・７ 1863 一万度御祓配納覚帳 講元　柴野九内右衛
門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-40 元治元 1864 御祓様配納帳 講元　柴野九内右衛
門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-41 元治２・４ 1865 御祓様配納帳 長尾むら　講元　柴野
九内右衛門

横帳 伊勢講関係，コピー済

43-42 元治２・１ 1865 預り申金子之事
（永代大々講積金預証）

成相組下鳥羽村　講
中惣代セ話人　惣兵
衛

長尾村講元　柴野九
内右衛門

紙 伊勢講関係，コピー済

43-43 年代不詳 ― 永代伊勢大々御神楽講中連名帳 長尾組　松川組　保
高組　成相組　上野
組　和田組　嶋立組　
高出組　上諏訪　松
本町

縦帳 伊勢講関係，コピー済

43-44 年代不詳 ― 伊勢太々御神楽講中連名帳 長尾組　松川組　保
高組

縦帳 伊勢講関係，コピー済

43-45 年代不詳 ― 永代大々御神楽長元講鑑札引渡帳 横帳 伊勢講関係，コピー済

43-46 年代不詳 ― 大々御神楽一万度御祓 紙 伊勢講関係，コピー済

43-47 年代不詳 ― 柴野氏宛　伊勢御師よりの詞
（神風の伊勢の宮居を真こころにたふ
とむ人の家はさかえむ）

紙 伊勢講関係，コピー済

43-48 文政９・２ 1826 信濃国一宮上之社　御神楽殿再建并
永代大々講　寄附連名帖

松本町　信濃国内寺
院及藩内各組　松代
藩一部

縦帳 諏訪講関係，コピー済
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-49 天保３・１０ 1832 諏方（訪）本宮　御神楽殿再建并永代
大々講　講中連名帳

長尾組　松川組　上
野組　保高組　成相
組　川手組　麻績組　
今井組　嶋立組
安曇郡長尾組下長尾
村　世話人　柴野九
内右衛門　

横帳 諏訪講関係，コピー済

43-50 天保６・３ 1835 諏方（訪）上社　御神楽殿再建御寄附
金請取書

安曇郡長尾組下長尾
村　柴野九内右衛門

紙 諏訪講関係，コピー済

43-51 年代不詳・
８

― 覚（諏訪上之御社永代大々御講金請
取証）

世話人 松本中長尾村　十人
御講中

紙 諏訪講関係，コピー済，寅８月

43-52 年代不詳 ― 信濃一宮下諏方（訪）社　唐銅華表
（鳥居）御寄附記

縦帳 諏訪講関係，コピー済

43-53 年代不詳 ― 諏訪大明神御本地 縦帳 冊，諏訪講関係，コピー済

43-54 文化７～
１２

1810 覚（善光寺敷石再興奉納覚）
（五点）

善光寺鋪石会所 長尾村　九内右衛門 紙 コピー済，文化７年（１８１０）～１２年
（１８１５）

43-55 文政８ 1825 営鑄地蔵尊支証 立山　教藏坊 信州下長尾村　柴野
九内右衛門

紙 コピー済

43-56 年代不詳 ― 御書物之覚（長光院平福寺出入ニ付
出人足覚）

紙 コピー済，文政９年（１８２６）カ

43-57 文政１０・５ 1827 天恩　地徳　国政　三恩拝礼講旨記 信陽峯社大宮司　藤
原朝臣頼央謹言

縦帳 冊，コピー済

43-58 嘉永２・３ 1849 寄附手形一札之事 浄心寺　十七世玉ヨ 下長尾　柴野九内右
衛門

紙 コピー済

43-59 嘉永３・１２ 1850 新什物玉ヨ寿山代 浄心寺　　 横帳 コピー済

43-60 嘉永３・１２ 1850 浄心寺　新什物玉ヨ寿山代 柴野九内右衛門　写
置

横帳 コピー済

43-61 嘉永３ 1850 浄心寺一件記録帳 檀中 横帳 コピー済

43-62 嘉永５ 1852 諸願成就御祈祷証 紙 コピー済

43-63 嘉永６・２ 1853 正一位白山大権現之神璽奉遷 公文所
願主　柴野九内右衛
門

神祇官統領神祇伯王 紙 コピーのコピー

43-64 嘉永６・３ 1853 正一位白山大権現為成給　正遷宮入
用扣

下長尾村　柴野宮内
右衛門　為久

横帳 コピーのコピー
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-65 安政３ 1856 平福寺堀廻し一件諸入用割元帳
（外　議定一点）

下長尾村　惣代 横帳 下長尾村，コピー済

43-66 安政４・４ 1857 差出申一札之事（無縁堂釈迦掛物江
手指、詫証文）

長尾村　本人　詫人 柴野九内右衛門　御
組合中

紙 長尾村，コピー済

43-67 安政５・２ 1858 浄心寺晋山諸事扣 横帳 コピー済

43-68 安政５・２ 1858 浄心寺晋山ニ付諸事扣 横帳 コピー済

43-69 文久２・７ 1862 覚（再建ニ付寄進） 長徳寺　宥観 下長尾村　柴野九内
右衛門

紙 コピー済

43-70 文久４・３ 1864 御宮御林祭礼御免ニ付上金月寄セ請
取帳

柴野九内右衛門 組合中 横帳 横帳小，コピー済

43-71 年代不詳・
１

― 覚（万燈料神納） 秋葉寺　役寮 信州松本長尾村　柴
野九内右衛門

紙 紙小，コピー済，慶應３年（１８６７）カ１
月

43-72 天保～慶
応３

1867 神社仏閣御初穂奉納金帳 柴野氏 横帳 横帳小，コピー済，天保～慶応３年
（１８６７）

43-73 文化１４・２ 1817 覚（永代護摩供料証） 古厩村　明王院 長尾村　柴野九内右
衛門

紙 コピー済

43-74 文久３・９ 1863 月（牌）請取証文 高野山櫻池院 柴野九内右衛門 紙 コピー済

43-75 嘉永６・３ 1853 覚（伊勢神宮永代大々神楽金受領
書）

柴野九内右衛門 紙 コピー済

43-76 年代不詳 ― 伊勢神宮御神楽執行等ニ付
（私信　五点）

堤左太夫 柴野九内右衛門 紙 コピー済

43-77 年代不詳・
１２

― 大々講金利足（申年より卯年迄） 覚之右衛門 長尾　九内右衛門 紙 コピー済，卯１２月

43-78 年代不詳・
８

― 覚（諏訪上社永代太々講金受取証） 世話人 長尾村　柴野九内右
衛門

紙 コピー済，寅８月

43-79 年代不詳・
８

― 諏方（訪）本宮下社御寄附覚
（二枚）

秋宮御神楽殿再建世
話人

下長尾村　柴野九内
右衛門

紙 コピー済，未８月

43-80 年代不詳 ― 証状（当山念仏講喜捨受取証） 信州善光寺御堂　会
所

長尾村　九内右衛門 紙 コピー済

43-81 年代不詳・
１２

― 覚（浄心寺乗物寄附受取証） 中沢権右衛門 下長尾村庄屋　次郎
右衛門

紙 コピー済，戌１２月

43-82 年代不詳 ― 仁王像　仁王堂　再建勧化帳 西牧山真光寺 横帳 コピー済

43-83 年代不詳 ― 覚（仁王堂再建勧化受領書） 上の真光寺 長尾村　柴野九内右
衛門

紙 紙小，コピー済
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宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

40

43-84 年代不詳・
４

― 覚（神楽殿再建寄附受領書） 御神楽殿　世話人 安曇郡長尾村　柴野
九内右衛門

紙 コピー済，丙申年４月

43-85 年代不詳・
１２

― 覚（多賀大社永代寿命講金受取証） 多賀大社観音院　役
者

柴野九内右衛門 紙 コピー済，卯１２月

43-86 年代不詳 ― 覚（千人講料受取書）
（六点）

三州豊川　妙厳寺 長尾村　九内右衛門 紙 コピー済

43-87 年代不詳・
１２

― 御初尾（穂）金受取証 秋葉寺　役寮 信州長尾村　柴野九
内右衛門

紙 コピー済，卯１２月

43-88 年代不詳 ― 南無地藏願王尊願文 紙 コピー済

43-89 年代不詳 ― 諸国分限帳（去ル辰歳日光御社参ニ
付諸国分限書上）

横帳 横帳小，コピー済

43-90 年代不詳 ― 大般若経祈祷宝牘 浄心寺 紙 コピー済

43-91 年代不詳 ― 御題目（南無阿弥陀仏） 浄心寺 紙 コピー済

43-92 年代不詳 ― 伝法許可 大阿闍梨法印　宗凰 紙 コピー済

43-93 年代不詳 ― 神領葬祭略式 縦帳 冊，コピー済

43-94 年代不詳 ― 高王観音経 上林氏印施 和綴じ 旧番号　４３－９５，冊，コピー済

43-95 年代不詳 ― 天照大神岩戸出図 戸隠山神前 紙 旧番号　４３－９６，コピー済

身分

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

43

46-1～3 文政年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（三点）

紙 コピー済

46-4～28 天保年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（二十五点）

紙 コピー済

46-29～
34

弘化年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（六点）

紙 コピー済

46-35～
40

嘉永年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（六点）

紙 コピー済

46-41～
48

安政年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（八点）

紙 コピー済

46-49～
50

萬延年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（二点）

紙 コピー済

46-51～
52

元治年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（二点）

紙 コピー済

Ｂ-ハ-4 明治年間 ― 請状一札之事（奉公人請状）
（八点）

紙 旧番号　４６－５３～４６－６０，コピー
済
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身分

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

43

家

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

44

47-1 文政６・１ 1823 懐中集重宝 長尾組下長尾村　柴
野栄太郎

横帳 下長尾村，横帳小，コピー済

47-2 文久３・１ 1863 万日記覚帳 長尾郷　伊勢屋小七
郎

横帳 旧番号　５０－１１，横帳小，コピー済

47-3 元治元・４ 1864 養子証文之事 御預所　田澤村　良
左衛門
上長尾村　媒人　万
蔵

長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門

紙 旧番号　４７－２，コピー済

47-4 年代不詳・
３

― 証状（私信） 柴野九内右衛門 紙 旧番号　４７－３，コピー済

47-5 年代不詳 ― 家ノ方角絵図 紙 旧番号　４７－４，コピー済

習俗

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

46

49-1 文化１０・
１０

1813 音信受納帳 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-2 文政９・１１ 1826 音信受納帳 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-3 天保８・９ 1837 音信受納帳 栄太郎娘 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-4 天保１０・１ 1839 音信受納帳 九内右衛門一勝死去 横帳 横帳小，冠婚葬祭，コピー済

49-5 安政２・２ 1855 音信受納帳 綱吉忰　俗名　卯市
郎
光譽浄幻善童子

横帳 横帳小，冠婚葬祭，コピー済

49-6 万延元・５ 1860 音信受納帳 柴野九内右衛門娘
了山大然比丘尼

横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-7 万延元・５ 1860 了山大然死去ニ付諸事扣 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-8 天保９・５ 1838 疱瘡見舞受納覚 柴野栄太郎伜 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-9 文政１１・２ 1828 婚禮祝義（儀）見舞牒 柴野栄太郎源為久 横帳 冠婚葬祭，コピー済
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習俗

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

46

49-10 嘉永４・１２ 1851 婚礼諸事扣 柴野綱吉
柴野崎治

横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-11 慶応４・７ 1868 御役披露祝儀受納帳（作世話役披露
カ）

柴野綱治郎 横帳 冠婚葬祭，コピー済

49-12 文化２・７ 1805 南山諸名所附　全
（此通り参詣いたし候）

縦帳 名所・道中記，コピー済

49-13 天保１３・８ 1842 三峯山　秩父巡拝　御笑草道中記　
道行往来
（壱人り旅之道連れ）

信州松本安曇郡長尾
組下長尾村　住人

横帳 横帳小，名所・道中記，コピー済

49-14 天保１３・８ 1842 三峯山　秩父巡拝　道中記録
（野沢村　下長尾村代参也）

信州松本安曇郡下長
尾村　九内右衛門

横帳 横帳小，名所・道中記，コピー済

49-15 嘉永２・１ 1849 秋葉山小川路通　鳳来寺峯薬師　豊
川稲荷大明神　伊勢道中記

横帳 横帳小，名所・道中記

49-16 慶応４・４ 1868 伊勢道中日記覚帳 信州松本在　柴野九
内右衛門并小七郎

横帳 横帳小，名所・道中記

49-17 年代不詳 ― 神社仏閣真心講
（旅宿案内）

いせ小俣宮川二丁目
　小林十兵衛
いせ川はた　大西金
五郎

横帳 冊小，名所・道中記，コピー済

49-18 年代不詳 ― 道中　金銭出入帳 横帳 横帳小，名所・道中記，コピー済

49-19 年代不詳 ― こんひら并みやしま船路道中記案内 船問屋　つりや伊七
郎

紙 名所・道中記，コピー済

49-20 年代不詳 ― 道中獨案内　定宿附 大阪　河内屋四郎兵
衛

横帳 冊小，名所・道中記，コピー済

49-21 年代不詳 ― 西国順礼道中　金毘羅道中　飛と里
案内

つりや伊七郎 横帳 冊小，名所・道中記，コピー済

49-22 年代不詳 ― 仲吉講定休宿帳
（道中案内）

勢州新茶屋
講元　秋田屋浅右衛
門

横帳 冊小，名所・道中記，コピー済

学芸

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

47

50-1 明和３ 1766 神儒仏近道狂歌物語　上
并俗一休狂歌別段　中
一休蜷川狂歌問答　下

和綴じ 冊，コピー済
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学芸

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

47

50-2 寛政１２・１ 1800 庭訓往来 江戸日本橋　須原屋
茂兵衛合
仙臺國分町　木屋治
右衛門刻

和綴じ 冊，コピー済

50-3 文政２・閏
４

1819 社倉勸諭（連中にて大蔵を建置、人を
救う良法）

縦帳 解読付

50-4 文政２・８ 1819 聖祖大道玄元皇帝之垂訓　太上感応
篇并霊験　全

村澤德風謹書写之 和綴じ 冊，コピー済

50-5 文政５・１２ 1822 昴流　竪方平図抄　全
（測量指南本）

小野貫記甫邦
　　　　　　　　　　　

柴野永太郎 縦帳 コピー済

50-6 文政５　　 1822 養蚕全書 信州松島駅　樋口雄
貞述
長尾村　柴野九内右
衛門永文

縦帳 コピー済

50-7 文政７ 1824 天元指南（測量指南本）
（一部破損）

小野貫記甫邦
門人　柴野榮太郎

縦帳 冊，コピー済

50-8 文政７・１１ 1824 天元式指南　二
（測量指南本）　

小野貫記甫邦
門人　柴野榮太郎為
久

縦帳 冊，コピー済

50-9 文政９・９ 1826 宇壽（薄）雪物語 柴野氏持之 和綴じ 冊，コピー済

50-10 安政３・５ 1856 万宝商売往来 地本問屋錦森堂　森
屋治兵衛板

和綴じ 冊小，コピー済

50-11 年代不詳 ― 文芸書カ 和綴じ 旧番号　５０－１２，冊，コピー済

50-12 年代不詳 ― 芝居台本 信州松本長尾　穀屋 和綴じ 旧番号　５０－１３，冊，コピー済

50-13 年代不詳 ― 木石居煎茶訣　巻之上下
（茶具図解）

百信先生　口授
門人　藍光　河村澄　
筆受

和綴じ 旧番号　５０－１４，冊，コピー済

医術

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

48

51-1 天保１２・１ 1841 薬伝法覚帳
（先祖ヨリ一子相伝也）

長尾組下長尾村　柴
野九内右衛門　

横帳 横帳小，コピー済

51-2 年代不詳 ― 薬妙法書覚帳 横帳 横帳小，コピー済
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通史

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

49

52-1 年代不詳 ― 安曇筑摩両郡開基 縦帳 旧番号　４３－９４，冊，コピー済

絵図

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

52

56-1 宝暦３ 1753 東原三ケ村入会之原三ケ村取替絵図
写

絵図・地図 コピー済

56-2 天保４・１１ 1833 上ノ原図（長尾組下長尾村此分七人
引受）

絵図・地図 コピー済

56-3 天保４ 1833 上の原分地絵図
諸書附（地割）

絵図・地図 コピー済

56-4 天保４ 1833 上ノ原絵図 絵図・地図 コピー済

56-5 安政７・閏
３

1860 立田道西　上下長尾　野沢　三ケ村入
会出入場所

此絵図持主
役元　柴野九内右衛
門　佐源治

絵図・地図 コピー済

56-6 文久２・９ 1862 無縁堂持地畑絵図面 柴野九内右衛門　改
置

絵図・地図 コピー済

56-7 年代不詳 ― 東原　上の原永引論所一件絵図 絵図・地図 コピー済

56-8 年代不詳 ― 上の原文化度割地　村入会見取絵図
（親九内右衛門見取絵図也）

絵図・地図 コピー済

56-9 年代不詳 ― 東原銘々持堰ヨリ北分林田共委細間
数書
（八王子開墾図面）

絵図・地図 コピー済

56-10 年代不詳 ― 九内右衛門附近持地絵図 絵図・地図 コピー済

56-11 年代不詳 ― 九内右衛門持地絵図 絵図・地図 コピー済

56-12 年代不詳 ― 長尾地内持地絵図 絵図・地図 コピー済

56-13 年代不詳 ― 長尾地内持地絵図 絵図・地図 コピー済

56-14 年代不詳 ― 絵図（下長尾村カ） 絵図・地図 コピー済

56-15 年代不詳 ― 長尾村絵図 絵図・地図 コピー済

56-16 年代不詳 ― 元禄年中上野三ケ村分長尾三ケ村分
入会原初テ争論ニ而幅崎御分地ニ成
候時絵図写

絵図・地図 繒圖見取侭ニ写，コピー済

56-17 年代不詳 ― 両長尾村　野沢村　見取三ケ村絵図
面（裏書）

絵図・地図 入用もの改候（裏書），コピー済
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絵図

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

52

56-18 年代不詳 ― 八王子附近絵図 絵図・地図 コピー済

56-19 年代不詳 ― 長尾村絵図（八王子森南部） 絵図・地図 コピー済

56-20 年代不詳 ― 上総屋敷開拓割図 長尾組長尾村　持主
　柴野九内右衛門
組合割控　

絵図・地図 コピー済

56-21 年代不詳 ― 泉光寺田横屋敷坪数絵図 絵図・地図 コピー済

56-22 年代不詳 ― 孫四郎屋敷絵図 絵図・地図 コピー済

集落

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

100

Ｃ-ホ-12 明治７・４ 1874 絞油税受取
（二枚）

長尾村　柴野徳衛 筑摩縣廰 紙 旧番号　１９，コピー済

Ｃ-ホ-14 明治２１・５ 1888 開墾願（東原） 温村　地主　柴野森
一郎

長野縣知事 紙 旧番号　２１，コピー済

政治

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

102 法規1

Ｃ-イ-3 明治１３・
１０

1880 布告集誌　第拾号 松本北深志町二百廿
九番地　愛民社發兌

冊子 旧番号　６，冊小，コピー済

政治

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

102 町会・村会・区会9

Ｃ-リ-1 明治１２ 1879 温村々会議案　甲第壹号
（明治十二年度協議費ヲ以支辨スヘ
キ経費豫算及賦深法）

縦帳 旧番号　２３，縦帳小，コピー済

Ｃ-リ-2 年代不詳 ― 乙第一號議案　温村々会議事規則 冊子 旧番号　２４，冊小，コピー済，明治
１２年（１８７９）カ

Ｃ-リ-3 明治１４ 1881 温村々会議案　甲第壱号
（明治十四年度協議費ヲ以支辨スヘ
キ経費豫算及賦深法）

縦帳 旧番号　２５，縦帳小，コピー済

Ｃ-リ-4 明治１５・７ 1882 温村々会議案　甲第壹号
（諸営業税）

柴野綱衛 縦帳 旧番号　２６，縦帳小，コピー済

Ｃ-リ-5 明治１５・８ 1882 温村臨時村会議案　甲第弐號 柴野綱衛 縦帳 旧番号　２７，縦帳小，コピー済
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政治

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

102 町会・村会・区会9

Ｃ-リ-6 明治１５ 1882 温村々会議案　甲第壹号
（明治十五年度協議費ヲ以テ支弁ス
ヘキ経費予算及賦深法）

縦帳 旧番号　２８，縦帳小，コピー済

Ｃ-リ-7 明治１６ 1883 温村明治十六年度　営業税雑種税中
臨時会議案

冊子 旧番号　２９，冊小，コピー済
九月十一日會、十二日休會、十三日
閉會

Ｃ-リ-8 明治１６ 1883 明治十六年度戸長役場経費ノ内　協
議費支出予算議案
南安曇郡温村議事細則

冊子 旧番号　３０，冊小，コピー済

農業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

103

Ｃ-イ-2 明治１３・２ 1880 興産社仮社則　植物園試験名目 豊科村　興産社創立
事務取扱假設所

冊子 旧番号　５，合冊，コピー済

農業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

103 小作12

Ｃ-ホ-13 明治１０～
１３

1877 耕地小作証（明治十年二点、明治十
一年十一点、明治十二年六点、明治
十三年二点、年次不詳一点、計二十
二点）

紙 旧番号　２０，コピー済，明治１０年
（１８７７）～１３年（１８８０）

生活

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

110 生活全般7

Ｋ-ト-8 明治２８～
昭和５

1895 大宝恵　（寄附・初穂・納金等）
（一部破損）　　　　　　　　　

温村　柴野 横帳 旧番号　４７，横帳小，コピー済，明治
２８年（１８９５）～昭和５年（１９３０）

宗教

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

115 宗派1

Ｑ-イ-10 明治４ 1871 永代大々御祈祷配納帳 長元講講元　柴野九
内右衛門

横帳 旧番号　６０，コピー済

Ｑ-イ-11 明治７・２ 1874 御用書留帳 神風講社副取締　柴
野綱太

横帳 旧番号　６１，コピー済
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文化・教育

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

116 義務教育2

Ｒ-ロ-1 明治１６・
１２

1883 南安曇郡第廿六番学区会議案
（明治十七年度学資協議費予算）

縦帳 旧番号　７０，コピー済

Ｒ-ロ-2 年代不詳 ― 南安曇郡第廿六番学区会細則 縦帳 旧番号　７１，縦帳小，コピー済，明治
１６年（１８８３）カ

Ｒ-ロ-3 年代不詳 ― 南安曇郡第廿六番学区会議案 縦帳 旧番号　７２，縦帳小，コピー済，明治
１６年（１８８３）カ

治安・国防

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

118 軍事1

Ｃ-ロ-1 明治元・
１０

1868 官軍方御帰京ニ付岡田宿へ介郷日
記帳

下長尾村　柴野九内
右衛門

横帳 旧番号　７，コピー済

絵図

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

122

Ｘ-1 年代不詳 ― 絵図（上総屋敷及墓所出入絵図） 紙 旧番号　７６，コピー済

Ｘ-2 年代不詳 ― 絵図（上総屋敷及墓所出入絵図） 紙 旧番号　７７，コピー済
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