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宮澤順成家文書

3014007 宮澤順成家文書【　資料群： 】

法令

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

1

1-1 安永２・１２ 1773 信州安曇郡長尾組拾七箇村御請書
（飛騨国大原騒動ニ伴フ請書）

長尾組拾七箇村　村
役人　惣代
藩役所

縦帳 宮澤氏番号　　５２（一），コピー済

1-2 文化６・１２ 1809 御倹約被仰出候新御条目 大庄屋
中萱村役元

横帳 宮澤氏番号　　２０（二），コピー済

1-3 天保１５・６ 1844 差上申一札之事
（御条目請書）（二点）

一日市場村惣百姓　
村役人
藩役人

紙 宮澤氏番号　２１２（一），コピー済

1-4 万延元・９ 1860 博奕、止宿ノ法度ト過料金ノ通達ニ付
請書（控）

上中萱村判頭　村役
人

横帳 宮澤氏番号　　８４（二），コピー済

1-5 年代不詳・
１１

― 倹約ノ条々
（郡所よりの通達ニ付大庄屋通達）

大庄屋　丸山円重郎 紙 旧番号　１－８　，宮澤氏番号　１２４
（一），コピー済，文政４年（１８２１）カ
巳１１月

1-6 年代不詳・
３

― 倹約ケ条
（倹約条目ニ付請書案文カ）

長尾組村々役人 丸山 紙 旧番号　１－９　，宮澤氏番号　１４７
（一），コピー済，文政９年（１８２６）カ
戌３月

1-7 年代不詳・
１０・２

― 藩よりの村役人出頭命令廻状 大庄屋　山口彦兵衛
楡村、及木村、田々
井村　役人

紙 旧番号　１－１０　，宮澤氏番号　７６
（一），コピー済

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 寛政７・３ 1795 長尾組指出帳
（天明七年未三月書印置）

中萱村役人 縦帳 宮澤氏番号　２（二），コピー済

3-2 年代不詳 ― 信州松本城主七万石之節　分限帳
享保年中よ里
（写ノ年ハ不明）

縦帳 宮澤氏番号　４（二），享保９年
（１７２４）カ，コピー済

3-3 寛延３・１２ 1750 判鑑
（間園左衛門判鑑）

紙 宮澤氏番号　３１（一），コピー済

3-4 弘化３・１０ 1846 文禄年中より割元組手代大庄屋控
（文禄二年二月より弘化三年三月迄）

横帳 宮澤氏番号　２１６（一），コピー済
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宮澤順成家文書

幕政・藩政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

3

3-5 嘉永２・８ 1849 老中よりの御達書（写）
（外国船渡来ニ付老中よりの御達書
写）

松平和泉守　阿部伊
勢守　御達

縦帳 宮澤氏番号　２３１（一），コピー済

3-6 文久元・４ 1861 長尾組上中萱村御賞詞人別取調
書上帳

上中萱村役人 大庄屋 横帳 宮澤氏番号　９３（二），コピー済

3-7 文久元・９ 1861 長尾組上中萱村献金書上帳 上中萱村役人 大庄屋 横帳 宮澤氏番号　９５（二），コピー済

3-8 年代不詳・
１２

― 覚
（追掛郷夫金預り証）

庄屋（小倉村）丸山彦
十郎

上中萱村御役人中 紙 旧番号　３－１１　，宮澤氏番号　２７９
（一），万延元年（１８６０）カ庚申１２
月，コピー済

3-9 年代不詳 ― 藩役人より出頭命令書
（四点）

藩役人　小沢弘蔵　
市川善平　藤本与助
　栗田豊蔵

上中萱村庄屋中 紙 旧番号　３－１２　，宮澤氏番号　３０５
（一），慶安３年（１６５０）～明治３年
（１８７０）カ，コピー済

3-10 年代不詳 ― 諸役人支度継籾庄屋給
恒例才覚返済籾

上中萱村 紙 旧番号　３－１３　，宮澤氏番号　６０１
（一），コピー済

3-11 年代不詳 ― 定郷夫賃金
（賃金翌日より三月分迄四十五日分）

定郷夫　福次郎 紙 旧番号　３－１４　，宮澤氏番号　６１１
（一），コピー済

3-12 年代不詳 ― 定郷夫への仕添ニ付要請
（三点）

世話方　高山沖次郎
下中萱村庄屋

紙 旧番号　３－１５　，宮澤氏番号　６１２
（一），戌年，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 天明元・６ 1781 諸帳面請取覚
（庄屋引継書面請取証）

上中萱村庄や　奥右
衛門
先庄屋　茂平太

紙 宮澤氏番号　６５（一），コピー済

4-2 文化１２・１ 1815 御用留書帳 下中萱村庄屋　治郎
左衛門

横帳 宮澤氏番号　２４（二），解読

4-3 文化１４・２ 1817 乍恐奉願口上之覚
（茂兵衛近年病身故組頭役辞任願）
（下書）

願主　中萱村組頭　
茂兵衛

紙 宮澤氏番号　１１８（一），コピー済

4-4 弘化３・８ 1846 御用書留帳 組頭　茂平太 横帳 宮澤氏番号　４７（二），解読

4-5 弘化３・１２ 1846 午暮夫銭割元帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　４９，５０（二），コピー済

4-6 安政７・２ 1860 安政七上章涒灘
諸入用扣帳

上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　８０（二），コピー済　涒
灘（トンタン）は十二支申の別名
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宮澤順成家文書

村政

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

4

4-7 安政７・２ 1860 乍恐奉願口上之覚
（上中萱村庄屋跡役ニ付願書）

村方惣代　五人組頭
惣代

村役人　組頭　長百
姓

紙 宮澤氏番号　２７１（一），コピー済

4-8 万延元・７ 1860 乍恐奉歓願口上之覚
（上中萱村庄屋近年無キ為、設置願）

中萱村願主惣代　嘉
忠治外

中萱村庄屋　植原弥
三右衛門

紙 宮澤氏番号　２７７（一），コピー済

4-9 万延元・
１２

1860 申大口三ケ村当村割元帳 中萱村　上分 横帳 宮澤氏番号　８９（二），コピー済

4-10 文久２・１ 1862 戌ノ年内諸入用控帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　９８（二），コピー済

4-11 文久３・１ 1863 亥諸入用毛代雜用扣帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１０７（二），コピー済

4-12 文久４・１ 1864 子年内諸入用雑用控帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１１４（二），コピー済

4-13 慶応３・７ 1867 長尾組上中萱村明細人別書上帳 上中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１３６（二），コピー済

4-14 慶応３・１１ 1867 長尾組上中萱村産物取調書上帳 庄屋　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　１４０（二），コピー済

4-15 慶応３・１２ 1867 卯両村割帳
（上中萱村　下中萱村　割帳）

横帳 宮澤氏番号　１４６（二），コピー済

4-16 慶応４・３ 1868 辰ノ夫銭割元扣帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１５２（二），コピー済

4-17 慶応４・９ 1868 組内首吏控
（長尾組各村ノ役人一覧）

宮澤本　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　３１６（一），横帳小，コ
ピー済

4-18 慶応４ 1868 辰夫銭帳 長尾組上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１５３（二），コピー済

4-19 年代不詳 ― 上中萱村分
（村入用割符取集め方依頼書）

中萱村（越庄屋）中野
市次郎

上中萱与頭　宮澤廣
三郎

紙 旧番号　４－３８　，宮澤氏番号　２８６
（一），文久３年（１８６３）カ，コピー済

4-20 年代不詳 ― 諸用件覚書
（八点）

組内諸係 中萱村役人 紙 旧番号　４－３９　，宮澤氏番号　６１４
（一），近世末カ，コピー済

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-1 享保１２・９ 1727 中萱村高分ケ目録 中萱村　村役人 上下中萱大庄屋　藩
役人

縦帳 宮澤氏番号　９（一），コピー済

5-2 享保１２・
１１

1727 未年免相定之事 藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１０（一），コピー済
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宮澤順成家文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-3 享保１３・
１１

1728 中萱村享保十三年免状
（前半欠損）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１１（一），コピー済

5-4 享保１４・
１１

1729 中萱村享保十四年免状
（前半欠損）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１２（一），コピー済

5-5 享保１８・
１１

1733 中萱村享保十八年免状
（前半欠損）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１３（一），コピー済

5-6 享保１９・
１１

1734 寅年免相定之事
（中萱村享保十九年免状）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１４（一），コピー済

5-7 享保１９・
１２

1734 永代ニゆずり渡し申下田之事 清四郎 茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１６（一），コピー済

5-8 享保２０・
１１

1735 中萱村享保二十年免状
（前半欠損）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　１７（一），コピー済

5-9 延享３・９ 1746 寅御年貢上納通 田多井村庄屋　儀右
衛門

横帳 宮澤氏番号　５（二），コピー済

5-10 寛延３・１１ 1750 午年免相定之事
（中萱村寛延三年免状）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　３０（一），コピー済

5-11 宝暦９・１２ 1759 中萱村分ケ附高辻并小物成諸色帳 中萱村　役人 縦帳 宮澤氏番号　７（二），コピー済

5-12 明和４・１１ 1767 亥年免相定之事
（中萱村明和四年免状）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　４３（一），コピー済

5-13 明和６・１１ 1769 丑年免相定之事
（中萱村明和六年免状）

藩役人 中萱村 紙 宮澤氏番号　４７（一），コピー済

5-14 天明元・５ 1781 当村御年貢不足面附帳 中萱村　役人 大庄屋　百瀬七野右
衛門

横帳 宮澤氏番号　１１（二），コピー済

5-15 天明元・６
～３・７

1781 年貢納入過不足人別書上
（１１ニ関連）

中萱村　役人 大庄屋　百瀬七野右
衛門

横帳 宮澤氏番号　１２（二），天明元年
（１７８１）６月～３年（１７８３）７月，コ
ピー済

5-16 寛政９・９ 1797 巳御年貢上納払通 藩役人 上中萱村庄屋　孫右
衛門

横帳 宮澤氏番号　１７（二），コピー済

5-17 年代不詳 ― 未御役金之通
（及木村）

及木村 山口彦兵衛 紙 宮澤氏番号　８４（一），寛政１１年
（１７９９）カ，コピー済

5-18 文化４～慶
応２

1807 御年貢通
御役金通

中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１９（二），文化４年
（１８０７）～慶応２年（１８６６），コピー

5-19 文政２・８ 1819 上中萱村御検見内見帳
（当卯御畝引願高之覚）

中萱村　役人 大庄屋　丸山圓十郎 横帳 宮澤氏番号　２９（二），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

5-20 文政８・１２ 1825 差上申一札之事
（御年貢諸上納物通帳拝見間違無キ
旨一札）

上中萱村惣百姓　入
作

大庄屋 紙 宮澤氏番号　１３８（一），コピー済

5-21 文政１１ 1828 文政十一子御差紙覚
子御蔵勘定

上中萱村 紙 宮澤氏番号　３４（二），コピー済

5-22 天保６・９ 1835 長尾組中萱村未中稲石高作高書上
控
（御畝引願）

中萱村　役人 大庄屋　畝引奉行 横帳 宮澤氏番号　３８（二），コピー済

5-23 弘化２・１ 1845 上中萱村御年貢諸上納通
（弘化二年ヨリ安政五年ノ記録）

植原弥惣右衛門 横帳 宮澤氏番号　４６（二），コピー済

5-24 嘉永２～万
延元

1849 御免相定之写書上
（名主ノ名称が存続中、庄屋、名主、
組頭廃止は明治五年四月）

安曇郡中萱村　役人 元松本県　御用御取
扱所

縦帳 宮澤氏番号　５５（二），嘉永２年
（１８４９）～万延元（１８６０），コピー済

5-25 嘉永３・１１ 1850 長尾組中萱村田畑当流改帳 藩役人 横帳 宮澤氏番号　５７（二），コピー済

5-26 嘉永４・９ 1851 長尾組中萱村田畑当流書上帳　扣 中萱村　役人 藩役人 横帳 宮澤氏番号　５９（二），コピー済

5-27 年代不詳 ― 覚
（上中萱村総高ノ各場所への附払指
示）

払庄屋　平林儀右衛
門

上中萱村与頭　廣三
郎

紙 宮澤氏番号　２７３（一），安政～万延
カ，コピー済

5-28 万延２・２ 1861 請合申証文之事
（沖右衛門滞納ノ上納金并
夫銭を上納スル旨ノ請合証文）

上中萱村沖右衛門方
逗留人　ひな

同村御役人中 紙 宮澤氏番号　２８０（一），コピー済

5-29 文久元・
１１

1861 御年貢御蔵前庭帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　９６（二），コピー済

5-30 文久３・１ 1863 上納藁代巳年ヨリ戌年迄取替勘定帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１０８（二），コピー済

5-31 文久３・１０ 1863 御年貢御蔵前庭帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１１３（二），コピー済

5-32 文久３・１１ 1863 亥年免相定之事
（中萱村文久三年免状）（写）

藩役人 中萱村役人 紙 宮澤氏番号　２８５（一），コピー済

5-33 文久４・２ 1864 奉願口上之覚
（商札下付願）

願主　中萱村　大三
郎

大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　２９０（一），コピー済

5-34 文久４・２ 1864 奉願口上之覚
（商札下付願）

願主　中萱村　吉之
助

大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　２９１（一），コピー済

5-35 元治元・１ 1864 御年貢諸□□（控帳か）
（元治元年三月ヨリ明治十二年ニ至）

（柏原　山田徳弥ノ物
カ）

横帳 宮澤氏番号　１１７（二），横帳小，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

5-36 元治元・４ 1864 奉願口上之覚
（商札下付願）
（２９０文言不備ニ付再提出カ）

願主　中萱村　大三
郎

大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　２９２（一），コピー済

5-37 元治元・４ 1864 奉願口上之覚
（商札下付願）
（２９１文言不備ニ付再提出カ）

願主　中萱村　吉之
助

大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　２９３（一），コピー済

5-38 元治元・４ 1864 奉願口上之覚
（商札下付願）

願主　中萱村　増蔵 大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　２９４（一），コピー済

5-39 元治元・７ 1864 御役金不足人別書拔帳 （中萱村カ） 横帳 宮澤氏番号　１２１（二），コピー済

5-40 元治元・
１０

1864 指出申一札之事
（籾二拾俵ヲ御蔵元へ上納スル証文）

中萱村　作り主　牧太 同村長百姓　植原嘉
右衛門

紙 宮澤氏番号　２９５（一），コピー済

5-41 慶応３・１０ 1867 御年貢御蔵庭帳 上中萱村　役元 藩役人 横帳 宮澤氏番号　１３７（二），コピー済

5-42 慶応３・１０ 1867 御年貢籾附払通 上中萱村　役人 払庄屋 横帳 宮澤氏番号　１３８（二），横帳小，コ
ピー済

5-43 慶応３・１０ 1867 卯附払通写
（１３８ノ写）

上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１３９（二），横帳小，コ
ピー済

5-44 年代不詳 ― 橋場付届籾ノ調査結果ノ連絡 中堀村　庄屋 上中萱村庄屋　宮澤
茂平太

紙 宮澤氏番号　３０６（一），慶応３年
（１８６７）～明治３年（１８７０）カ，コピー
済

5-45 慶応３・１２ 1867 卯御廻米金納米納割賦取立帳 上中萱村　役場 横帳 宮澤氏番号　１４２（二），コピー済

5-46 慶応３・１２ 1867 黒大豆斗人別書拔帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１４３（二），コピー済

5-47 慶応４・閏
４

1868 覚
（橋場御番所御払籾請取証）

橋場御番所書番　寄
藤新八郎

上中萱村庄屋中 紙 宮澤氏番号　１５７（二），コピー済

5-48 慶応４・９ 1868 長尾組中萱村田畑当流書上帳 中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１５９（二），コピー済

5-49 年代不詳 ― 酉御役金之通
（文化十年、天保八年、嘉永二年、文
久一年ノ何レノ物カ）

丸山杢右衛門 上中萱村役人 紙 旧番号　５－７１　，宮澤氏番号　６０４
（一），酉年，コピー済

5-50 年代不詳 ― 戌之御役金之通 丸山杢右衛門 上中萱村役人 紙 旧番号　５－７２　，宮澤氏番号　６０５
（一），戌年，コピー済

5-51 年代不詳 ― 覚
（籾受領書）
（二点）

上野組焼山村庄屋
松本本町岩岡屋

上中萱村庄屋 紙 旧番号　５－７３　，宮澤氏番号　６０６
（一），コピー済
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宮澤順成家文書

租税

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

5

5-52 年代不詳 ― 年貢用捨高指示票
（九点）

中萱村 紙 旧番号　５－７４　，宮澤氏番号　６０９
（一），子丑辰午未酉戌亥年，コピー
済

5-53 年代不詳 ― 年貢用捨高指示票（六点）
（内、未一点ハ極難者へ）

借籾高指示票（極難者へ）

上中萱村 紙 旧番号　５－７５　，宮澤氏番号　６１０
（一），夘未申亥丑年，コピー済

5-54 年代不詳 ― 上中萱村へ納籾付届票
（入作年貢カ）
（六十二点）

下中萱村中堀新田村
住吉村

上中萱村 紙 旧番号　５－７６　，宮澤氏番号　６１６
（一），午未申酉戌年，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 慶安４・３ 1651 慶安御水帳　写 西川小兵衛
松原平太夫
中西孫左衛門

縦帳 宮澤氏番号　１（二），コピー済

6-2 慶安４・４ 1651 慶安四年御下ケ札 藩役人
（氏名欠損）

紙 宮澤氏番号　２（一），コピー済

6-3 宝永５・５ 1708 畔切斗代上り新切中萱田畑水帳（控） 中萱村　役人
藩役人

縦帳 宮澤氏番号　３（二），コピー済

6-4 安永４ 1775 持高反別扣帳
（文政八酉年改メなほし）

茂平太 横帳 宮澤氏番号　１０（二），安永４年（４月
カ），コピー済

6-5 天明元・８ 1781 持高反別分籾扣帳 宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　１３（二），コピー済

6-6 寛政１１・２ 1799 乍恐奉願口上之覚
（田尻村甚五右衛門忰
養子離縁ニ伴フ土地訴訟）

願主　田尻村　甚五
右衛門

中萱村役人 紙 宮澤氏番号　８０（一），コピー済

6-7 文化４・３ 1807 長尾組中萱村反別書上帳 中萱村　役人 藩役人 縦帳 宮澤氏番号　１８（二），コピー済

6-8 文化１０・７ 1813 中萱村畑田成り斗代増（写）
（明暦二年より文化十年迄ノ中萱村斗
代上りニ付）

中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２３（二），コピー済

6-9 文化１２ 1815 両中萱村高反別（写カ） 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２５（二），コピー済

6-10 文化１２ 1815 文化十二亥年両中萱村反別覚
（田方総高、総反別、分籾高等覚書）

中萱村 紙 宮澤氏番号　１１３（一），コピー済
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宮澤順成家文書

土地

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

6

6-11 文化１２ 1815 文化十二亥年両中萱村畑方反別覚
（畑方総反別、分籾高、田永引分、御
用捨分等覚書）

中萱村 紙 宮澤氏番号　１１４（一），コピー済

6-12 文化１４・７ 1817 長尾組田多井村七畦畑代上ケ人別
帳
役元扣

五人組頭 村役人 横帳 宮澤氏番号　２８（二），コピー済

6-13 文政１１・１ 1828 山林田畑持高帳 田多井村　嘉右衛門 横帳 宮澤氏番号　３３（二），横帳小，コ
ピー済

6-14 天保５・１１ 1834 信濃国安曇郡中萱村
新切切添斗代上御高入帳　上分

中萱村役人 藩役人 縦帳 宮澤氏番号　３７（二），コピー済

6-15 天保８ 1837 天保八丁酉年持高覚 茂平太分
徳之助分

紙 宮澤氏番号　１８９（一），コピー済

6-16 天保１４・３ 1843 長尾組中萱村田畑永引書上帳
上分控

中萱村役人 藩役人 縦帳 宮澤氏番号　４４（二），コピー済

6-17 嘉永２ 1849 信州安曇郡長尾組中萱村
新切切添斗代上り検地帳

藩役人 中萱村役人 縦帳 宮澤氏番号　５４（二），コピー済

6-18 安政２・２ 1855 安政二乙夘年二月御竿入ニ付
御田地調候扣

宮澤茂平衛　恭儉 横帳 宮澤氏番号　６７（二），コピー済

6-19 安政２・３ 1855 御検地中諸事控 中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　６８（二），コピー済

6-20 慶応元・７ 1865 名寄持畝調扣帳
（名寄帳）

宮澤廣三郎 横帳 宮澤氏番号　１２８（二），コピー済

6-21 慶応２・１１ 1866 長尾組中萱村新切切添斗代上新永
引御改帳　上中萱村写扣

中萱村役人 藩役人 縦帳 宮澤氏番号　１３１（二），コピー済

6-22 慶応３・２ 1867 奉願上口上之覚
（中萱村役人ノ不行跡ニ付上申方願
書）
（田畑名寄帳ニ付）

中萱村百姓共 御上様（大庄屋カ） 紙 宮澤氏番号　２９９（一），コピー済

6-23 年代不詳 ― 記
（中萱村除地、個所、石高反別書上）
（検地帳ハ藩ニ差出、手元ニ無シ）

（報告ノ控カ） 紙 旧番号　６－３０　，宮澤氏番号　７４
（一），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 元禄７・５ 1694 小倉村北山入会山論の裁許状 藩役人 入会村々 紙 宮澤氏番号　５（一），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

8-2 天明６・３ 1786 申合口上之覚
（上ノ原入会地ノ苅敷ニ付約束）

田多井村　五人与頭
村役人連名（宛所欠
損）

紙 宮澤氏番号　７０（一），コピー済

8-3 文化７・２ 1810 烏川山出入ニ付六ケ村申合セ 中萱村外　五ケ村役
人

紙 宮澤氏番号　８９（一），コピー済

8-4 文化７・１０ 1810 再論済口一札之事
（入会山ノ議定違反ニ付出入再済口ノ
一札）

入会村役人 取〇人庄屋 紙 宮澤氏番号　９１（一），コピー済

8-5 文化７・１０ 1810 再論済口一札之事
（入会山ノ議定違反ニ付出入再済口ノ
一札）
（９１ニ同じ）

紙 宮澤氏番号　９２（一），コピー済

8-6 文化７・１０ 1810 再論済口一札之事
（入会山ノ議定違反ニ付出入再済口ノ
一札）
（９１ニ同じ）

（〇人欠落） 紙 宮澤氏番号　９３（一），コピー済

8-7 文化１２・
１１

1815 済口証文一札之事
（十二ケ村入会堂原出入内済証文）
（文化八年出入起り文化十二年分地
ニテ決着）

小倉村外十一ケ村村
役人
取〇人

大庄屋 紙 宮澤氏番号　１１１（一），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 明和３～天
保１１

1766 年々の無尽掛金の記録
（七十四年間）

横帳 宮澤氏番号　９（二），明和３年
（１７６６）～天保１１（１８４０），コピー済

9-2 文化１２・
１２

1815 一札之事
（不作難渋ニ付無尽
当年ハ年延シ以後継続ノ議定一札）

田多井村　無尽　村
役人　一同

紙 宮澤氏番号　１１２（一），コピー済

9-3 文政元・
１２

1818 乍恐奉願口上之覚
（無尽掛金不足ニ付出訴）
（一部破損）

願人　中萱村　利左
衛門

村役人 紙 宮澤氏番号　１２０（一），コピー済

9-4 天保６・１２ 1835 新勘左衛門堰入用無尽帳 上中萱村　役人 縦帳 宮澤氏番号　４０（二），コピー済

9-5 弘化４・１１ 1847 二番　無尽掛返シ扣帳 上中萱村　宮澤茂平
太

横帳 宮澤氏番号　５２（二），横帳小，コ
ピー済

9-6 嘉永２・１ 1849 諸入用万事扣帳
（表紙一部破損）

中萱村　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　５３（二），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

9-7 嘉永３・１ 1850 諸入用万事扣帳 中萱村　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　５６（二），コピー済

9-8 嘉永４・１ 1851 諸入用万事扣帳 信州松本長尾組中萱
村　宮澤茂平太

横帳 宮澤氏番号　５８（二），コピー済

9-9 嘉永５・１ 1852 諸入用万事扣帳 中萱村　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　６０（二），コピー済

9-10 嘉永６・１ 1853 歳内緒日記控帳
（金銭出入外）

中萱村　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　６１（二），コピー済

9-11 嘉永７・１ 1854 諸入用万事扣帳 中萱村　宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　６３（二），コピー済

9-12 安政２・１ 1855 諸入用万事大宝恵帳 中萱村　宮澤茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　６６（二），コピー済

9-13 安政３・１ 1856 諸入用万事大宝恵帳 長尾組上中萱村　宮
澤茂兵衛恭倹

横帳 宮澤氏番号　７１（二），コピー済

9-14 安政４・１ 1857 諸入用万大宝恵 中萱邨　田中本 横帳 宮澤氏番号　７２（二），コピー済

9-15 安政５・１ 1858 無尽掛返控帳 宮澤茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　７５（二），横帳小，コ
ピー済

9-16 安政６・１ 1859 大福諸事比嘉栄（控） 中萱村　宮澤本衛 横帳 宮澤氏番号　７７（二），コピー済

9-17 安政７・１ 1860 大福諸事比嘉栄（控） 宮澤本衛 横帳 宮澤氏番号　７９（二），コピー済

9-18 万延２・１ 1861 大福諸事比嘉栄（控） 中萱村　宮澤本衛 横帳 宮澤氏番号　８７（二），コピー済

9-19 万延２・１ 1861 酉諸入用大宝恵 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　８８（二），コピー済

9-20 文久３・１ 1863 年内諸入用扣帳 中萱村　田中本 横帳 宮澤氏番号　１０６（二），コピー済

9-21 元治２・１ 1865 金銀出入帳 中萱村　宮澤本 横帳 宮澤氏番号　１２３（二），横帳小，コ
ピー済

9-22 慶応２・１ 1866 金銀出入帳 中萱村　宮澤本 横帳 宮澤氏番号　１２９（二），横帳小，コ
ピー済

9-23 慶応３・１ 1867 大福帳 中萱村　宮澤本 横帳 宮澤氏番号　１３４（二），横帳小，コ
ピー済

9-24 慶応４・１ 1868 大福帳 上中萱村　宮澤本 横帳 宮澤氏番号　１４７（二），横帳小，コ
ピー済

10/62 ページ 安曇野市　教育委員会



宮澤順成家文書

売買

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

10

10-1 享保３・１１ 1718 ゆすり渡申手形之事
（町わり屋敷永代譲り証文）

売主　中萱村　源七 当村　権四郎 紙 宮澤氏番号　６（一），コピー済

10-2 享保６・１２ 1721 ゆすり渡申下々畑之事 中萱村　甚兵衛 中萱村　茂七 紙 宮澤氏番号　７（一），コピー済

10-3 享保９・１２ 1724 ゆすり渡し申田地之事 ゆすり主　中萱村　八
之丞

中萱村　九兵衛 紙 宮澤氏番号　８（一），コピー済

10-4 享保１９・
１２

1734 永代譲渡申下田之事 下中萱村　清四郎 上中萱村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１５（一），コピー済

10-5 寛保２・１２ 1742 譲り渡申下々畑之事 下中かや村　武兵衛 上中萱村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２１（一），コピー済

10-6 寛保３・２ 1743 譲り渡シ下々畑之事 下中萱村　文右衛門 上中萱村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２２（一），コピー済

10-7 寛保３・１１ 1743 譲り渡申下々畑之事 下中萱村　文右衛門 上中萱村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２３（一），コピー済

10-8 延享２・１２ 1745 永代譲り渡シ申畑之事 譲り主　清右衛門 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２５（一），コピー済

10-9 延享２・１２ 1745 永代譲り渡シ申畑証文之事 譲り主　上中萱村　藤
右衛門

当村　茂七 紙 宮澤氏番号　２６（一），コピー済

10-10 延享３・１２ 1746 譲り渡シ申畑之事 下中萱村　文右衛門 上中かや村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２７（一），コピー済

10-11 延享４・１２ 1747 永代譲り渡申畑之事 上中萱村　武八 同村　嘉兵衛 紙 宮澤氏番号　２８（一），コピー済

10-12 延享５・２ 1748 永代譲り渡シ申田地之事 上中萱村　佐野右衛
門

当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２９（一），コピー済

10-13 宝暦元・
１２

1751 永代譲り渡し申畑之事 上中萱村　弥兵衛 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３２（一），コピー済

10-14 宝暦４・３ 1754 譲り渡シ申田地之事 上中萱村　松右衛門 茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３４（一），コピー済

10-15 宝暦６ 1756 永代譲り渡申手形之事
（新切屋敷半軒譲り渡）

上中萱村　忠助 茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３５（一），コピー済

10-16 宝暦６・１２ 1756 永代譲り渡シ申居屋敷之事
（居屋敷譲渡）

上中萱村　弥兵衛 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３６（一），コピー済

10-17 宝暦７・２ 1757 譲渡居□家財之事
（田畑家財不残養子祐蔵方へ譲渡ス
一札）

上中萱村　茂右衛門 薄町村　弥右衛門 紙 宮澤氏番号　３７（一），コピー済

10-18 宝暦７・１２ 1757 永代ニ譲り渡申田地之事 上中萱村　松右衛門 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３８（一），コピー済
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10-19 宝暦８・１２ 1758 永代譲り渡申畑之事 上中萱村　九兵衛 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　３９（一），コピー済

10-20 宝暦８・１２ 1758 永代譲り渡シ申屋敷之事 中萱村　松右衛門 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　４０（一），コピー済

10-21 宝暦９・１２ 1759 永代譲り渡シ申田之事
（田数三枚堰代）

上中かや村　佐右衛
門

当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　４１（一），コピー済

10-22 宝暦１０・
１２

1760 譲渡証文（新切屋敷）
（表題欠損）

上中萱村　嘉兵衛 下中萱村　市兵衛 紙 宮澤氏番号　４２（一），コピー済

10-23 明和４・１２ 1767 永代譲渡申田地之事 中萱村　佐野右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　４４（一），コピー済

10-24 明和６・２ 1769 永譲り渡シ申田畑之事 永譲り主　佐野右衛
門

当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　４６（一），コピー済

10-25 明和６・１２ 1769 一札之事
（居屋敷相返しニ付三升目譲渡ス証
文）

源右衛門 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　４８（一），コピー済

10-26 明和９・４ 1772 譲渡シ申證文事
（田地譲渡）

中萱村　五右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　４９（一），コピー済

10-27 安永３・２ 1774 覚
（田地譲り渡しの覚書）

松右衛門事　箕浦篠
右衛門

上中萱村　孫三郎 紙 宮澤氏番号　５３（一），コピー済

10-28 安永３・３ 1774 譲り渡シ申田地証文之事 上中萱村　松右衛門 同組同村　茂平太 紙 宮澤氏番号　５４（一），コピー済

10-29 安永３・１２ 1774 畑譲渡シ申手形之事 中萱村　五右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　５５（一），コピー済

10-30 安永５・１２ 1776 譲渡ス畑之事 中萱村　五右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　５６（一），コピー済

10-31 安永６・２ 1777 譲渡申田地証文之事 中萱村　権之丞 田尻村　甚五右衛門 紙 宮澤氏番号　５７（一），コピー済

10-32 安永６・１２ 1777 譲渡申畑之事 中萱村　竹内市郎兵
衛

当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　５８（一），コピー済

10-33 安永６・１２ 1777 譲渡申畑之事 中萱村　七野右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　５９（一），コピー済

10-34 安永６・１２ 1777 譲渡申居屋敷之事 当村　源右衛門 当村　茂平（兵衛カ） 紙 宮澤氏番号　６０（一），コピー済

10-35 安永７・４ 1778 永代ニ譲り渡シ申畑林之事
（寺海道沖畑）

重兵衛 当村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　６１（一），コピー済

10-36 安永７・１０ 1778 譲渡申畑之事 上中萱村　重右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６２（一），コピー済
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10-37 安永７・１１ 1778 永代譲り渡畑証文之事
（西原畑）

中萱村　七野右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６３（一），コピー済

10-38 安永９・９ 1780 一札之事
（東原の畑、松林売買ニ付訴訟内済
一札）

下中萱村　権三郎 上中萱村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６４（一），コピー済

10-39 天明元・７ 1781 永譲申田畑証文事
（家丁半軒も添て譲渡）

長五郎　与治郎 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６６（一），コピー済

10-40 天明２・２ 1782 譲渡申畑之事
（西原畑）

中萱村　重右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６７（一），コピー済

10-41 天明５・１１ 1785 譲り渡シ申田地之事 上中萱村　武七 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　６８（一），コピー済

10-42 天明６・２ 1786 譲渡ス畑之事
（下々畑委員会一畝歩ト林一箇所）

中萱村　文之丞 茂平太 紙 宮澤氏番号　６９（一），コピー済

10-43 天明６・１１ 1786 譲り渡シ申田地之事 重右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　７１（一），コピー済

10-44 天明７・１１ 1787 譲渡申畑之事 上中萱村　助右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　７２（一），コピー済

10-45 天明７・１１ 1787 永代譲り渡シ証文之事
（下原田地）

上中萱村　定治郎 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　７３（一），コピー済

10-46 寛政１１・
１２

1799 譲り渡し申畑之事 上中萱村　市正 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　８２（一），コピー済

10-47 文化４～６ 1807 及木村　田地譲渡並借金証文控
（及木村庄屋ノ役職上ノ控カ）

横帳 宮澤氏番号　８６（一），文化４年
（１８０７）～６年（１８０９），横帳小，コ
ピー済

10-48 文化６・１ 1809 譲渡申畑之事
（西原畑譲渡）

中萱村　茂右衛門 同村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　８８（一），コピー済

10-49 文化８・閏
２

1811 譲渡申畑之事
（東原畑外、軒半軒堰代付）

譲り主　茂兵衛
（宛名欠損）

紙 宮澤氏番号　９５（一），コピー済

10-50 文化８・１２ 1811 譲渡申田地之事 譲り主　直次郎 同村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　９６（一），コピー済

10-51 文化９・３ 1812 覚
（持地譲り渡し以後下作シ借金返済時
ニ田地返却願一札）

中萱村　要蔵 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　９７（一），コピー済

10-52 文政１１・３ 1828 譲渡申畑之事
（東原畑譲渡）

中萱村　茂右衛門 同村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４８（一），コピー済

10-53 文政１１・６ 1828 譲渡申田地之事
（屋敷添田地譲渡）

中萱村　佐五兵衛 同村　梅次郎 紙 宮澤氏番号　１４９（一），コピー済
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10-54 文政１１・
１０

1828 乍恐奉願口上之覚
（せりニ提出ノ代金不払ニ付訴訟）

願主　中萱村　要蔵
相手方　利左衛門

紙 宮澤氏番号　１５１（一），コピー済

10-55 天保５・８ 1834 譲り渡申畑林之事
（東原箱土井畑ノ譲渡証文）

願主　中萱村　平右
衛門

同村　茂平太 紙 宮澤氏番号　１８１（一），コピー済

10-56 天保７・３ 1836 譲渡申田地証文之事
（字屋敷添田地譲渡証文）

願り主　中萱村　助三
郎

茂平太 紙 宮澤氏番号　１８７（一），コピー済

10-57 天保１１・
１２

1840 譲渡申田地証文之事
（田畑譲渡証文）

願り主　中萱村　市兵
衛

当村　小兵衛 紙 宮澤氏番号　１９２（一），コピー済

10-58 年代不詳・
１２

― 覚
（大阪屋ノ売掛ト相済証文）

大阪屋　鍋次郎 中萱村　多田佐左衛
門

紙 宮澤氏番号　２２４（一），嘉永元年
（１８４８）カ申１２月，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 安永元・
１２

1772 借用申金子之事
（金子三両借用ニ付）

借主　中萱村　権之
丞
貸主　田尻村　甚五
右衛門

紙 宮澤氏番号　５０（一），コピー済

11-2 安永２・１２ 1773 借用金子証文之事
（金子四両、利息二割）
（表題一部欠損）

借主　上中萱村　重
右衛門
貸主　田尻村　甚五
右衛門

紙 宮澤氏番号　５１（一），コピー済

11-3 寛政７・１２ 1795 無主地籾子証文之事
（年貢差継米五拾俵ノ抵当証文）

当村　茂左衛門 茂平太 紙 宮澤氏番号　７５（一），コピー済

11-4 寛政９・１２ 1797 覚
（真光寺ヨリ宮澤茂平太外へ貸金返済
ノ証書）

真光寺 宮澤茂平太 紙 宮澤氏番号　７７（一），コピー済

11-5 寛政１０・
１２

1798 借用金子之事 当村　富太郎 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　７８（一），コピー済

11-6 年代不詳・
１２

― 御才覚金督促状 山口直三郎（彦兵衛
子カ）

及木村庄や　佐次兵
衛

紙 宮澤氏番号　８３（一），寛政１１年
（１７９９）カ未１２月，コピー済

11-7 文化５・７ 1808 差出申一札之事
（極難ニ付御預役所ヨリ金子借用証
文）
（一部破損）

中萱村　権三郎 中萱村役人 紙 宮澤氏番号　８７（一），コピー済

11-8 文化８・１ 1811 借用申一札之事
（金子借用一札）

上中萱村　忠右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　９４（一），コピー済
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11-9 年代不詳・
１２

― 覚
（庄屋提出ノ借金保証手形）

保証相手　喜十
中萱村庄屋　代右衛
門

紙 宮澤氏番号　１０９（一），文化１１年
（１８１４）カ戌１２月，コピー済

11-10 文化１３・６ 1816 済口証文之事
（鼡穴村太兵衛ト中萱村清次郎貸金
出入ニ付内済証文）

願方　鼠穴村　太兵
衛
相手方　中萱村　清
次郎

紙 宮澤氏番号　１１５（一），コピー済

11-11 文化１３・
１２

1816 借用申金子之事
（金二分借用）

上中萱村　直次郎 同村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１１６（一），コピー済

11-12 文政５・１２ 1822 借用申証文之事
（金子借用証文）

借主　中萱村　茂兵
衛

同村　為右衛門 紙 宮澤氏番号　１３４（一），コピー済

11-13 文政８・８ 1825 奉願口上之覚
（御通用金拝借願）

願主　中萱村　富十 大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　１３７（一），コピー済

11-14 天保２・１ 1831 御預り申金子之事
（金子借用証文）

藤太郎　茂平太 杉浦如意太郎　杉浦
金吾

紙 宮澤氏番号　１７４（一）　，コピー済

11-15 天保２・１０ 1831 覚
（御預ケ金拾五両ノ内五両ノ受領書）

杉浦如意太郎 宮沢茂平太 紙 宮澤氏番号　１７５（一），コピー済

11-16 天保３・６ 1832 差上申済口証文之事
（紋（文）蔵書入田地ノ年貢役銭出入
ノ済口証文）

願方　中萱村　紋蔵
相手方　利左衛門

大庄屋 紙 宮澤氏番号　１７６（一），コピー済

11-17 天保４・４ 1833 借用申金子之事
（金子借用ノ書入証文）

中萱村　徳之助 同村　恒左衛門 紙 宮澤氏番号　１７９（一），コピー済

11-18 年代不詳 ― 上中萱村献金名簿及
田多井村献金名簿

上中萱村　田多井村 紙 宮澤氏番号　４５（二），天保４年
（１８３３）～７年（１８３６）カ，コピー済

11-19 天保５・１２ 1834 借用申証文之事
（金子借用証文）（一部欠損）

借り主　茂平太 法国寺　祖関 紙 宮澤氏番号　１８３（一），コピー済

11-20 天保８・１０ 1837 永続金五カ年上納元帳 上中萱村　及木村　
役場

横帳 宮澤氏番号　４１（二），コピー済

11-21 天保１０・２ 1839 多田病気ニ付逗留諸雑用 道行者　多田佐左衛
門
宮沢茂平太　外四名

横帳 宮澤氏番号　４２（二），コピー済

11-22 天保１３・
１２

1842 預り申金子之事
（預り金返済ニ付一札）

中萱村　茂平太　安
蔵

小多田井村　兼吉 紙 宮澤氏番号　１９５（一），コピー済

11-23 弘化４・１２ 1847 借用申金子之事
（金五両借用証文）

中萱村　茂平太 及木村　藤重 紙 宮澤氏番号　２２１（一），コピー済

11-24 嘉永元・
１２

1848 借用申証文之事
（金拾両借用証文）

中萱村　茂平太　安
蔵

及木村　藤十 紙 宮澤氏番号　２２３（一），コピー済
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貸借

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

11

11-25 嘉永２・３ 1849 借用申証文之事
（金七両借用証文）
（表題一部破損）

中萱村　茂平太　安
蔵

同村　市野右衛門 紙 宮澤氏番号　２３０（一），コピー済

11-26 嘉永２・１２ 1849 乍恐奉願口上之覚
（他借シ貸シタ金ノ返済方訴訟）
（下書）

願主　茂平太 （宛名無シ） 紙 宮澤氏番号　２３４（一），コピー済

11-27 嘉永３・１ 1850 乍恐奉願口上之覚
（借主佐次兵衛ニ貸金五料ノ返済ヲ
願出タ訴状）（控カ）

願人　中萱村　茂平
太

村役人 紙 宮澤氏番号　２３５（一），コピー済

11-28 嘉永３・１ 1850 一札之事
（借金返済ニ付一札）
（２３５ト関連）

中萱村　佐次兵衛 宮澤茂平太 紙 宮澤氏番号　２３６（一），コピー済

11-29 嘉永３・１２ 1850 借用申証文之事
（金五両借用証文）

借り人　茂平太　安蔵 同村　法国寺 紙 宮澤氏番号　２３７（一），コピー済

11-30 嘉永４・５ 1851 借用申金子証文事
（金拾両借用証文）

中萱村　茂平太 同村　五左衛門 紙 宮澤氏番号　２４０（一），コピー済

11-31 嘉永４・５ 1851 借用申金子証文之事
（金五両借用証文）

中萱村　茂平太 同村　孝兵衛 紙 宮澤氏番号　２４１（一），コピー済

11-32 安政２・８ 1855 拝借仕証文之事
（藩ヨリノ借用証文）

拝借人　上中萱村役
人
加印請人　下中萱村
役人

表御勘定所 紙 宮澤氏番号　２４６（一），コピー済

11-33 安政２・１２ 1855 借用金子之事
（金拾両借用証文）

借主　茂兵衛　広三
郎

同村　九郎次 紙 宮澤氏番号　２４７（一），コピー済

11-34 安政５ 1858 御通用所拾ケ年無利足御才覚人別 中萱村　控 紙 宮澤氏番号　２５３（一），コピー済

11-35 文久３・４ 1863 後永続金上達人別書上帳 上中萱村　役人 大庄屋 横帳 宮澤氏番号　１１１（二），コピー済

11-36 文久３・１２ 1863 拝借仕ル証文之事
（金拾五両拝借証文）

借り主　廣三郎　本衛 真光寺　大方丈 紙 宮澤氏番号　２８７（一），コピー済

11-37 文久４・３ 1864 後永続金上達取立控帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１１６（二），コピー済

11-38 元治２・１ 1865 借用金子之事
（金拾両借用証文）

借用主　中萱村　七
左衛門

宮澤廣三郎 紙 宮澤氏番号　２９６（一），コピー済

11-39 元治２・２、
４

1865 急御才覚取立帳 上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１２５（二），元治２年２
月，４月，コピー済

11-40 慶応元・７ 1865 御才覚人別調印書上帳 上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１２７（二），コピー済
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貸借

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

11

11-41 慶応３・９ 1867 借用申金子之事
（金二拾両借用証文）

真光寺 宮澤茂平太 紙 宮澤氏番号　３０１（一），コピー済

11-42 慶応３・１１ 1867 借地仕証文之事
（中田九十一坪ヲ屋敷地ニ借用スル
ニ付証文）

借地人　中萱村　茂
八郎

當村　宮沢茂平太 紙 宮澤氏番号　３０３（一），コピー済

11-43 慶応３・１２ 1867 急御才覚人別割帳 上中萱村　役場 横帳 宮澤氏番号　１４５（二），コピー済

11-44 慶応４・２ 1868 覚
（金拾五両借用ノ仮領収書）

大庄屋　丸山圓十郎 宮澤茂平太 紙 宮澤氏番号　３１４（一），コピー済

11-45 慶応４・２ 1868 急御才覚割賦取立帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１５１（二），コピー済

11-46 慶応４ 1868 小倉御林入会ニ付
辰三月従御勘定所御才覚人別帳

上中萱村　役場 横帳 宮澤氏番号　１５４（二），コピー済

11-47 慶応４・３ 1868 御用金取立人別扣帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１５５（二），コピー済

11-48 慶応４・３ 1868 辰御才覚上達人別書上取立帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１５６（二），コピー済

11-49 年代不詳 ― 御才覚金ニ関スル覚書
（四点）

中萱村　村役人 紙 旧番号　１１－５８　，宮澤氏番号
　６１５（一），近世末カ，コピー済

11-50 年代不詳 ― 御用金人別 長尾組 紙 旧番号　１１－５９　，宮澤氏番号
　６１８（一），近世末カ，コピー済

質物

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

12

12-1 文化７・３ 1810 敷（質）地ニ相渡申田地之事 借り主　中萱村　清次
郎

鼠穴村　太平衛 紙 宮澤氏番号　９０（一），コピー済

12-2 文化１２・６ 1815 奉差上済口証文之事
（質流ノ畑ノ境出入ニ付内済証文）

願主　中萱村　佐五
兵衛
相手方　楡村　戸右
衛門

大庄屋 紙 宮澤氏番号　１１０（一），コピー済

12-3 文政９・１ 1826 質地ニ入置譲り渡シ申畑之事 田尻村　角左衛門 当村　重太郎 紙 宮澤氏番号　１４６（一），コピー済

12-4 文政１１・
１１

1828 乍恐奉願口上之覚
（質入田地請戻ニ付出入ノ口上書）

願主　中萱村　利左
衛門

大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　１５２（一），コピー済

12-5 文政１１・
１１

1828 乍恐奉願口上之覚
（質入田地請戻ニ付出入ノ口上書）
（１５２ト関連）

願主　中萱村　文蔵 村役人　大庄屋 紙 宮澤氏番号　１５３（一），コピー済
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質物

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

12

12-6 年代不詳 ― 差上申済口証文之事
（質流ノ田畑請戻ノ残金返済ニ付済口
証文一札）

（差出人　宛名　日付
無シ）
願方　岩原村　山口
与惣兵衛

紙 宮澤氏番号　１９１（一），天保初年
（１８３０）カ寅年，コピー済

12-7 天保４・４ 1833 取極証文之事
（田畑二件ノ質入証文）

中萱村　徳之助　茂
兵衛

当村　恒左衛門 紙 宮澤氏番号　１７８（一），コピー済

12-8 天保８・３ 1837 乍恐奉願口上之覚
（質入田地請戻ニ付訴訟）
（下書）

中萱村　為右衛門 中萱村役人 紙 宮澤氏番号　１８８（一），コピー済

12-9 嘉永４・４ 1851 質地流証文之事
（字扇田ノ田地質地流ニ付相渡証文）

中萱村　五左衛門 茂平太（村役人連印） 紙 宮澤氏番号　２３９（一），コピー済

12-10 安政６・１２ 1859 質入田地証文之事（控カ） 中萱村　与一右衛門 同村　源之助 紙 宮澤氏番号　２５５（一），コピー済

12-11 安政６・１２ 1859 質入田地証文之事（控カ） 中萱村　与一右衛門 同村　甚兵衛 紙 宮澤氏番号　２５６（一），コピー済

12-12 安政６・１２ 1859 質入畑地証文之事（控カ） 中萱村　権七郎 同村　豊吉 紙 宮澤氏番号　２５７（一），コピー済

12-13 安政６・１２ 1859 質入田地証文之事（控カ） 中萱村　弥五左衛門 同村　民弥 紙 宮澤氏番号　２５８（一），コピー済

12-14 安政６・１２ 1859 質入田地証文之事（控カ） 中萱村　多田佐左衛
門

下鳥羽村　辰吉 紙 宮澤氏番号　２５９（一），コピー済

12-15 安政６・１２ 1859 質入田地証文之事（控カ） 中萱村　弥五左衛門 同村　政七 紙 宮澤氏番号　２６０（一），コピー済

12-16 万延元・
１２

1860 質地証文書留帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　８６（二），コピー済

12-17 慶応３・１１ 1867 済口一札之事
（質流地ニ譲請田地ノ土手ノ立木、無
断ニテ伐取ニ付出入）

成相町村　水谷甚三
衛門
中萱村　竹内市郎兵
衛　外

御役人 紙 宮澤氏番号　３０２（一），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

17-1 文久元・５ 1861 加助郷差村別扣
（御預所今井村外七ケ村外村々　内　
長尾組ハ拾五ケ村）

上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　９４（二），コピー済
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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

17-2 文久元・
１０

1861 本山宿助郷取定覚
（和宮降嫁ニ付助郷覚書留）

上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　２８２（一），横帳小，コ
ピー済

運輸

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

18

18-1 年代不詳・
１１

― 覚
（金澤出ノ米一駄及其駄賃ノ受領書）

御米会所 及木村　利八 紙 宮澤氏番号　６２０（一），紙小，コピー
済，午１１月

戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-1 寛延４・２ 1751 信州安曇郡長尾組上中萱村
宗門御改五人組連判帳

庄屋　茂兵衛 縦帳 宮澤氏番号　６（二），コピー済

20-2 明和５・２ 1768 奉願口上之覚
（茂兵衛借家亀之助久離願）
（三点）

亀之助母　伯父 大庄屋　藩役人 紙 宮澤氏番号　４５（一），コピー済

20-3 文政３・１ 1820 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）（一部破損）

中萱村役人 野澤村役人 紙 宮澤氏番号　１２１（一），コピー済

20-4 文政３・１ 1820 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

法蔵寺 野沢村　庄屋 紙 宮澤氏番号　１２２（一），コピー済

20-5 文政５・１ 1822 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

一日市場村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１２５（一），コピー済

20-6 文政５・１ 1822 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

小田多井新田村　役
人

中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１２７（一），コピー済

20-7 文政５・１ 1822 寺送一札之事
（宗門寺送り一札）

浄心寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１２８（一），コピー済

20-8 文政５・１ 1822 不縁送一札之事 金松寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　１２９（一），コピー済

20-9 文政５・１ 1822 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

下長尾村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１３０（一），コピー済

20-10 文政５・１ 1822 寺送り一札之事
（一部破損）

真行寺 上中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１３１（一），コピー済

20-11 文政５・１ 1822 不縁送り一札之事 田尻村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１３２（一），コピー済

20-12 文政５・１ 1822 宗門送り一札之事
送り一札之事

伊勢町役人　宮村町
長松院

中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１３３（一），コピー済
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戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-13 文政１２・
１２

1829 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）

中萱村役人 長尾村　役人 紙 宮澤氏番号　１５４（一），コピー済

20-14 文政１２ 1829 覚
（寛延三年ヨリ文政十二年迄ノ戸口ニ
関スル覚書）

茂平衛 紙 宮澤氏番号　１５５（一），コピー済

20-15 文政１３・１ 1830 寺送り
（宗門寺送り一札）

法蔵寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　１５６（一），コピー済

20-16 文政１３・１ 1830 宗門送り一札
（宗門寺送り一札）

安楽寺 上中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１５７（一），コピー済

20-17 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

田多井村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１５８（一），コピー済

20-18 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

小田多井新田村　役
人

中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１５９（一），コピー済

20-19 文政１３・１ 1830 寺送り
（宗門寺送り一札）

法蔵寺 中萱村　役人中 紙 宮澤氏番号　１６０（一），コピー済

20-20 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

及木村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１６１（一），コピー済

20-21 文政１３・１ 1830 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

法国寺 当村（中萱村）御役人
中

紙 宮澤氏番号　１６２（一），コピー済

20-22 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

上長尾村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１６３（一），コピー済

20-23 文政１３・１ 1830 寺送り宗門一札之事
（宗門寺送り一札）

金松寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１６４（一），コピー済

20-24 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

楡村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１６５（一），コピー済

20-25 文政１３・１ 1830 不縁送り一札之事
（不縁ニ付村送り一札）

長尾村　役人 及木村　役人 紙 宮澤氏番号　１６６（一），コピー済

20-26 文政１３・１ 1830 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

専念寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　１６７（一），コピー済

20-27 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（宗門寺送り一札）

福寿院 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１６８（一），コピー済

20-28 文政１３・１ 1830 宗門送り一札之事
（不縁ニ付寺送り一札）

福寿院 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１６９（一），コピー済

20-29 文政１３・２ 1830 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

横沢村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１７０（一），コピー済

20-30 文政１３・２ 1830 不縁送り一札之事
（不縁ニ付村送り一札）

横沢村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１７１（一），コピー済
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戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-31 文政１３ 1830 寺送り
（宗門寺送り一札）

法蔵寺 中かや村御役人中 紙 宮澤氏番号　１７３（一），コピー済

20-32 天保５・２ 1834 長尾組中萱村五人組連判帳　控 中萱村役人 大庄屋　丸山杢右衛
門

縦帳 宮澤氏番号　３６（二），コピー済

20-33 天保７・１ 1836 宗門送り一札之事
寺送り一札之事

柏原村　役人

真福寺

中萱村　役人

中萱村御役人中

紙 宮澤氏番号　１８５（一），コピー済

20-34 天保７・１ 1836 宗門送り一札之事
（宗門村送り并寺送り一札）

蟻ケ崎村　役人

正鱗寺

中萱村　役人

中萱村御役人中

紙 宮澤氏番号　１８６（一），コピー済

20-35 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

住吉村　役人 及木村　役人 紙 宮澤氏番号　１９６（一），コピー済

20-36 天保１４・１ 1843 寺送一札
（宗門寺送り一札）

善福寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　１９７（一），コピー済

20-37 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

下堀金村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　１９８（一），コピー済

20-38 天保１４・１ 1843 宗門送り一札
（宗門寺送り一札）

安楽寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　１９９（一），コピー済

20-39 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

楡村　役人 及木村　役人 紙 宮澤氏番号　２００（一），コピー済

20-40 天保１４・１ 1843 寺請一札之事 法蔵寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　２０１（一），コピー済

20-41 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

下中萱村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２０２（一），コピー済

20-42 天保１４・１ 1843 宗門送り一札
（宗門寺送り一札）

安楽寺 上中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２０３（一），コピー済

20-43 天保１４・１ 1843 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

専念寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　２０４（一），コピー済

20-44 天保１４・１ 1843 寺請一札之事
（宗門寺送り一札）

法国寺 及木村御役人中 紙 宮澤氏番号　２０５（一），コピー済

20-45 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門寺送り一札）

安楽寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２０６（一），コピー済

20-46 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

柏原村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２０７（一），コピー済

20-47 天保１４・１ 1843 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

下中萱村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２０８（一），コピー済
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戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-48 天保１４・２ 1843 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

真光寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２１０（一），コピー済

20-49 天保１４・１ 1843 寺送一札之事
（宗門寺送り一札）

安養寺 真光寺 紙 宮澤氏番号　２１１（一），コピー済

20-50 嘉永２・１ 1849 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

田多井村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２２５（一），コピー済

20-51 嘉永２・１ 1849 寺請一札之事
（宗門寺送り一札）

浄心寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２２６（一），コピー済

20-52 嘉永２・１ 1849 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

吉野村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２２７（一），コピー済

20-53 嘉永２・１ 1849 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

法蔵寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２２８（一），コピー済

20-54 嘉永２・１ 1849 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）

長尾村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２２９（一），コピー済

20-55 安政５・１ 1858 寺送り一札
（宗門寺送り一札）

三溝村　安養寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２５１（一），コピー済

20-56 安政７・１ 1860 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

塔原村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２６１（一），コピー済

20-57 安政７・１ 1860 寺送り一札之事
（宗門寺送り一札）

塔原村　雲龍寺 真々部村　真光寺方
丈

紙 宮澤氏番号　２６２（一），コピー済

20-58 安政７・１ 1860 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）

下中萱村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２６３（一），コピー済

20-59 安政７・１ 1860 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

小倉村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２６４（一），コピー済

20-60 安政７・１ 1860 寺送一札之事
（宗門寺送り一札）

浄心寺 上中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２６５（一），コピー済

20-61 安政７・１ 1860 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）
宗門送り一札之事
（宗門寺送り一札）

二木村　役人

浄心寺

上中萱村　役人

上中萱村　役人中

紙 宮澤氏番号　２６６（一），コピー済

20-62 安政７・１ 1860 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

踏入村　役人 中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２６７（一），コピー済

20-63 安政７・２ 1860 宗門寺送り一札之事 法蔵寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２６８（一），コピー済

20-64 安政７・２ 1860 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）

下角影村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　２６９（一），コピー済
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戸口

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

20

20-65 安政７・２ 1860 長尾組中萱村五人組連判帳
上分扣

縦帳 宮澤氏番号　８１（二），コピー済

20-66 安政７・３ 1860 宗門送り一札之事
（宗門寺送り一札）

真々部村　真珠院 下中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２７２（一），コピー済

20-67 文久元・２ 1861 五人組連判帳（一部分）
（一部欠損）

縦帳 宮澤氏番号　９２（二），コピー済

20-68 文久２・２ 1862 長尾組中萱村五人組連判帳
（上分）

中萱村 縦帳 宮澤氏番号　１０１（二），コピー済

20-69 文久３・２ 1863 長尾組中萱村五人組連判帳　上分 中萱村　役人 大庄屋 縦帳 宮澤氏番号　１１０（二），コピー済

20-70 文久４・１ 1864 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）
（宗門寺送り一札）

氷室村　役人

真光寺

上中萱村　役人

上中萱村御役人中

紙 宮澤氏番号　２８９（一），コピー済

20-71 元治２・２ 1865 長尾組中萱村五人組連判帳　上分 中萱村　役人 大庄屋 縦帳 宮澤氏番号　１２４（二），コピー済

20-72 慶応３・１ 1867 宗門送章
（宗門寺送り一札）

馬越村（小県郡）東昌
寺

中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２９８（一），コピー済

20-73 慶応４・１ 1868 宗門送り一札之事
（宗門村送り并寺請一札）

岩岡村　役人

浄心寺

上中萱村　役人

上中萱村御役人中

紙 宮澤氏番号　３０８（一），コピー済

20-74 慶応４・１ 1868 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

北新村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　３０９（一），コピー済

20-75 慶応４・１ 1868 宗門送り一札之事
（宗門村送り并宗門寺送り一札）

会田町村　役人

廣田寺

中萱村　役人

中萱村御役人中

紙 宮澤氏番号　３１０（一），コピー済

20-76 慶応４・２ 1868 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

狐島村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　３１１（一），コピー済

20-77 慶応４・２ 1868 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

諏訪御領赤木村　役
人

上中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　３１２（一），コピー済

20-78 慶応４・２ 1868 不縁ニ付宗門送り一札之事 新田町村　役人 上中萱村　役人 紙 宮澤氏番号　３１３（一），コピー済

20-79 慶応４・２ 1868 長尾組中萱村五人組連判帳　上分 中萱村　役人 大庄屋 縦帳 宮澤氏番号　１４８（二），コピー済

20-80 年代不詳 ― 差上申済口仮規定之事
（養子不縁ニ付実家引取方仮規定）

浅間村　助右衛門 中萱村　市右衛門 紙 旧番号　２０－１２０　，宮澤氏番号
　６１３（一），コピー済
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農業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

21

21-1 宝暦１０～
万延元

1760 辰年ヨリ御□□取方之覚 上中萱村　茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　８（二），宝暦１０年
（１７６０）～万延元年（１８６０），コピー
済

小作

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

24

24-1 嘉永７・１０ 1854 田畑預控帳 中萱村　田中本
宮澤茂兵衛

横帳 宮澤氏番号　２４４（一），横帳小，コ
ピー済

24-2 安政３・１ 1856 田畑預控帳 上中萱　宮澤姓者也 横帳 宮澤氏番号　２４８（一），横帳小，コ
ピー済

24-3 安政４・１ 1857 田畑預控帳 中萱村　田中本
（宮澤茂兵衛）

横帳 宮澤氏番号　２５０（一），横帳小，コ
ピー済

24-4 安政５・１ 1858 田畑預入揚扣帳 中萱村　宮澤茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　２５２（一），横帳小，コ
ピー済

24-5 安政６・１ 1859 田畑入揚大宝恵
（入揚控帳）

中萱村　宮澤本衛 横帳 宮澤氏番号　２５４（一），横帳小，コ
ピー済

24-6 文久２・８ 1862 長尾組中萱村名寄取調
他村入作人別連判帳

入作人 村役人 横帳 宮澤氏番号　１０３（二），コピー済

24-7 文久３・１ 1863 田畑入揚扣帖 田中本
（宮澤茂兵衛）

横帳 宮澤氏番号　２８４（一），横帳小，コ
ピー済

24-8 元治元・
１１

1864 田畑入揚帳
（慶応二年ヨリ明治十三年迄ノ小作料
記録）

中萱村　宮澤本
宮澤茂實

横帳 宮澤氏番号　１２２（二），横帳小，コ
ピー済

林業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

27

27-1 宝暦３・２ 1753 一札之事
（持山持林持原ノ伐木禁止ニ付）

田々い村　五人組頭 村役人 紙 宮澤氏番号　３３（一），コピー済

27-2 安政７・２ 1860 乍恐奉願口上之覚
（安政元年ノ大地震ニヨリ類焼シタ郷
宿ノ材木代支払ニ付）

願人　中萱村　七左
衛門

村役人　大庄屋 紙 宮澤氏番号　２７０（一），コピー済

27-3 元治元・７ 1864 烏川岩原御渡場御備金人別調印帳 上中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１２０（二），コピー済

商業

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

34
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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 文久４・２ 1864 覚
（商店願書）

願主　中萱村　大三
郎

紙 宮澤氏番号　１１５（二），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 文化１０・５ 1813 乍恐奉願口上之覚
（東原箱土井ノ場所ノ上中萱下中萱
出入ノ願書）

願人　茂兵衛 大庄屋　藩 紙 宮澤氏番号　９９（一），コピー済

39-2 文化１０・５ 1813 乍恐奉願口上之覚
（東原出入ニ付願書）
（９９ノ下書）

願人　茂兵衛 大庄屋　藩 紙 宮澤氏番号　１００（一），コピー済

39-3 文化１０・５ 1813 差上申一札之事
（東原出入ニ付御役所裁定ノ結果、下
中萱不承知ノ一札）

中萱村　惣代 藩役人 紙 宮澤氏番号　１０１（一），コピー済

39-4 文化１０・６ 1813 奉願口上之覚
（東原出入ニ付上中萱庄屋
下中萱へ訴訟ノ一件）

上中萱村　役人 （宛名無シ） 紙 宮澤氏番号　１０２（一），コピー済

39-5 文化１０・６ 1813 乍恐奉願口上之覚
（東原堰ニ付上下中萱村出入）
（１０２ノ下書カ）

紙 宮澤氏番号　１０３（一），コピー済

39-6 文化１０・６ 1813 （乍恐奉願口上之覚）
（東原堰ニ付上下中萱村出入）
（１０２ノ草稿カ）

紙 宮澤氏番号　１０４（一），コピー済

39-7 文化１０・
１１

1813 差上申済口証文之事
（東原堰出入ニ付内済証文）

中萱村上分庄屋　左
次兵衛
下分庄屋　治郎左衛
門

大庄屋 紙 宮澤氏番号　１０５（一），コピー済

39-8 文化１０・
１１

1813 対談儀定之事
（障子海渡沖東原畑堰出入ニ付内済
決定ノ扣）

紙 宮澤氏番号　１０６（一），茂兵衛ノ手
記カ，コピー済

39-9 文化１０・
１１

1813 （東原畑堰出入ニ付下中萱村返答
書）

茂兵衛写置 紙 宮澤氏番号　１０７（一），コピー済

39-10 文政１３・８ 1830 乍恐奉願口上之覚
（勘左衛門堰堀替并ぬる堰延長堀立
願）

中萱　中堀　住吉　田
尻　
上堀　田多井　六ケ村
役人

藩役人 紙 宮澤氏番号　１７２（一），コピー済
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水利

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

36

39-11 年代不詳 ― 覚
（新勘左衛門堰未年ヨリ酉年迄三カ年
ノ間仮分合）

紙 宮澤氏番号　３９（二），天保６年
（１８３５）カ，コピー済

39-12 天保９・４ 1838 指出し申書付之事
（田へ畑堰堀立ノ願書）

中萱村　茂右衛門 当村　茂平太 紙 宮澤氏番号　１９０（一），コピー済

39-13 天保１３・
１２

1842 勘左衛門堰出入一件控帳
（天保五年新勘左衛門堰堀立ニ付上
中萱村ノ費用負担ノ出入経過書留）

上中萱村　組頭　茂
平太

横帳 宮澤氏番号　１９４（一），横帳小，コ
ピー済

39-14 弘化２ 1845 中堀新田村中萱堰へ加盟ニ際シ
両中萱村真々部村両島羽村トノ約定
ノ一札

紙 宮澤氏番号　２１４（一），コピー済

39-15 安政２・５ 1855 為取替規定一札之事
（堰分水出入済口為取替規定）

願方　中萱村　中堀
新田村真々部村
相手方　氷室村　七
日市場村

各組　大庄屋 紙 宮澤氏番号　２４５（一），コピー済

39-16 文久元・
１２

1861 酉大口四ケ村割并両村三ケ村割元帳 上中萱村　扣 横帳 宮澤氏番号　９７（二），コピー済

39-17 文久２・１２ 1862 戌ノ十二月大口入用四ケ村
并両村割元帳
（表紙一部破損）

上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１０４（二），コピー済

39-18 年代不詳 ― 覚
（俵、縄、ねこ等受領書）（三点）

真々部村　岩岡村 上中萱村役人 紙 旧番号　３９－２８　，宮澤氏番号
　６０２（一），コピー済

39-19 年代不詳・
４

― 早々御順達可被下候
（庄野堰御普請雨天出水ニ付延期）

堰役 井係村々役人 紙 旧番号　３９－２９　，宮澤氏番号
　６０８（一），コピー済

39-20 年代不詳 ― 諸請書（二十点）
諸勘定書（六点）
（堰関係カ）

上中萱村　役元 紙 旧番号　３９－３０　，宮澤氏番号
　６１９（一），近世末カ，コピー済

土建

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

37

40-1 文化９・８ 1812 物置普請入用覚帳
（附普請御見舞覚）

上中萱村　茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　２１（二），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 文化１４・１ 1817 済口証文之事
（祭礼踊ニ付乱暴村役人出訴内済）

中萱村　若キ者一同 立入人　楡村住吉村
庄屋

紙 宮澤氏番号　１１７（一），コピー済
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治安

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

38

41-2 文政１１・
１０

1828 内済済口一札之事
（小倉御林御払ノ木松葉ノ出入ニ付内
済一件）（詫状）

楡村惣代　七之丞外 中萱村役人 紙 宮澤氏番号　１５０（一），コピー済

41-3 万延元・６ 1860 差上申一札之事
（一日市場村穢多二人
中萱村役人衆へノ詫状）

一日市場村弥伝次　
又三郎

善道寺隠居　中萱村
役人

紙 宮澤氏番号　２７６（一），コピー済

41-4 年代不詳・
１０

― 中萱村中之杉ト申ス角力ノ取調方依
頼

高橋万代三郎 中萱村役人 紙 旧番号　４１－６　，宮澤氏番号　６１７
（一），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 寛永１０・７ 1633 熊野神社勧請年月日
（前文被損等ニヨリ書換）

熊野神社　神主　名
主

縦帳 宮澤氏番号　１（一），コピー済

43-2 寛文３・５ 1663 申渡一札之事
（熊野神社祭礼ニ付村方ト嘉助ノ論争
ニ対スル藩ノ裁許状）

藩役人
願方　村方一同
相手方　嘉助

紙 宮澤氏番号　４（一），コピー済

43-3 元文４・２ 1739 覚
（真光寺ヨリ居士、大姉号布施ノ領収
書）

真々部　真光寺 中萱村　宮沢茂七 紙 宮澤氏番号　１８（一），コピー済

43-4 寛政１１・２ 1799 覚
（木魚代寄附ノ受領書）

真光寺 宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　７９（一），コピー済

43-5 文化３・８ 1806 依御尋奉申上口上之覚
（熊野神社ノ宵祭ノ子供屋倉一件ニ
付）

団次郎 村役人 紙 宮澤氏番号　８５（一），コピー済

43-6 文化１０・３ 1813 奉願口上之覚
（郷湖中ノ御制札下付願）

法国寺外　中萱村役
人

大庄屋 紙 宮澤氏番号　９８（一），コピー済

43-7 文政８ 1825 営鋳地蔵尊支証 立山　教蔵坊 中萱村　宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１３９（一），コピー済

43-8 天保１４・１ 1843 寄進ノ礼状
（一金百疋也）

智学院 宮澤茂平太 紙 宮澤氏番号　２０９（一），コピー済

43-9 天保１５・
１２

1844 覚
（勧代金領収書）

真光寺 上中萱村　茂平太 紙 宮澤氏番号　２１３（一），コピー済

43-10 弘化４・４ 1847 証状
（仏餉銭受領書）

善光寺宝林院役人 中萱村役人 紙 宮澤氏番号　２１９（一），コピー済

43-11 嘉永元・
１０

1848 一札之事
（法国寺ノ郷湖結制ノ際ノ振舞ニ付詫
状）

寺世話人　法国寺 村役人 紙 宮澤氏番号　２２２（一），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

43-12 嘉永２・１２ 1849 御寄進之事
（金一両寄付ノ受領書）

保高村訴願所　智学
院

宮沢茂平太 紙 宮澤氏番号　２３２（一），コピー済

43-13 嘉永２・１２ 1849 受命申一札之事
（智学院地面代トシテ金一両寄付ノ受
領書）

保高村　世話人　矢
口平右衛門

宮沢茂平太 紙 宮澤氏番号　２３３（一），コピー済

43-14 嘉永４・１ 1851 覚
（金一両二分受領書）

真光寺 中萱村　茂平太　外
四名

紙 宮澤氏番号　２３８（一），コピー済

43-15 嘉永７・３ 1854 覚
（衆寮屋根替勧化ノ受納書）

真光寺 宮沢茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２４２（一），コピー済

43-16 嘉永７・３ 1854 真光寺奉加
（禅堂葺替奉加名簿）

上中萱村　世話人 紙 宮澤氏番号　２４３（一），コピー済

43-17 安政４・７ 1857 真光寺庫下奉加扣 上中萱村旦中 横帳 宮澤氏番号　７４（二），コピー済

43-18 年代不詳 ― 長尾組上中萱村献金書上帳 上中萱村役人 大庄屋 横帳 宮澤氏番号　８５（二），万延元年
（１８６０）カ，コピー済

43-19 年代不詳 ― 真光寺勧化帳
（子年ヨリ午年迄）

真光寺 上中萱村　御世話人
中

横帳 宮澤氏番号　１１８（二），元治元年
（１８６４）カ，コピー済

43-20 元治元・３ 1864 真光寺本堂奉加扣帳 上中萱村　中通組
世話人　宮澤廣三郎
　外四名

横帳 宮澤氏番号　１１９（二），コピー済

43-21 慶応４・４ 1868 伊勢御師様檀廻ニ付人足代毛代雑
用
割元帳并舞台蔵入用割元扣

長尾組上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１５８（二），コピー済

救恤

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

42

45-1 安政６・１２ 1859 未ノ御利下ケ割人別扣 上中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　７８（二），コピー済

45-2 安政６・１２ 1859 村囲金人別借附帳 上中萱村与頭　廣三
郎

横帳 宮澤氏番号　９０（二），コピー済

45-3 万延元・３ 1860 御用捨頂戴人別 上中萱村 横帳 宮澤氏番号　８３（二），コピー済

45-4 万延２・１ 1861 村囲金人別借附帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　９１（二），コピー済

45-5 文久２・１ 1862 村囲金人別借附帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　９９（二），コピー済
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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

45-6 文久２・３ 1862 御救金極難人別頂戴書上帳 長尾組上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１０２（二），コピー済

45-7 文久２・１２ 1862 御救金極難人別頂戴書上帳 長尾組上中萱村 横帳 宮澤氏番号　１０５（二），コピー済

45-8 慶応２・１２ 1866 囲金人別帳 上中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１３２（二），コピー済

45-9 慶応２・１２ 1866 御救人別調印帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１３３（二），コピー済

45-10 慶応３・１１ 1867 寄特人別献籾書上帳 上中萱村　役人 横帳 宮澤氏番号　１４１（二），コピー済

45-11 慶応３・１２ 1867 囲金人別帳 上中萱村　役元 横帳 宮澤氏番号　１４４（二），コピー済

45-12 慶応４・２ 1868 御救人別書上帳 上中萱村扣 横帳 宮澤氏番号　１４９（二），コピー済

45-13 慶応４・２ 1868 御救人別割賦書上帳 上中萱村役人 大庄屋 横帳 宮澤氏番号　１５０（二），コピー済

45-14 慶応４・４ 1868 覚
（組囲穀入籾受取証）
（七拾俵）

組囲穀蔵世話方　松
岡次郎右衛門

中萱村庄屋　多田佐
左衛門

紙 宮澤氏番号　３１５（一），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 天保４ 1833 奉公人請状之事
（忰法国寺ニテ一年季奉公ニ付請状）

助三郎　奉公人忰　
国三郎

同村　法国寺 紙 宮澤氏番号　１８０（一），コピー済

46-2 天保５・１２ 1834 奉公人請状之事 田尻村　金三郎
奉公人　留次郎

中萱村　茂平太 紙 宮澤氏番号　１８２（一），コピー済

46-3 天保１２・
１２

1841 奉公人請状之事 置主　中萱村　嘉重
郎
奉公人　徳弥

同村　茂平太 紙 宮澤氏番号　１９３（一），コピー済

46-4 弘化３・８、
嘉永４・４

1846 籾頂戴票
（四点）

組頭　茂平太 紙 宮澤氏番号　２１５（一），弘化３年
（１８４６）８月，嘉永４年（１８５１）４月，
コピー済

46-5 弘化３・８ 1846 長尾組中萱村小兵衛相尋帳 横帳 宮澤氏番号　４８（二），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

46-6 弘化３・１２ 1846 奉公人請状之事
（奉公人、置主、請人ノ請状）

置主　小倉村　彦五
郎
奉公人　村治郎
請人　新之丞

中萱村　茂平太 紙 宮澤氏番号　２１７（一），コピー済

46-7 弘化４・３ 1847 奉願口上之覚
（逗留許可願）

中萱村役人　大庄屋 御郡所 紙 宮澤氏番号　２１８（一），コピー済

46-8 弘化４・１２ 1847 奉公人請状之事
（北大妻ノ者茂平太方へ年季一年奉
公請書）

置主　北大妻村　兵
吉
奉公人　増蔵

中萱村　茂平太 紙 宮澤氏番号　２２０（一），コピー済

46-9 安政３・１ 1856 差出申一札之事
（伊那郡松島村百姓、茂兵衛借家へ
引越ニ付請人加判一札）

伊那郡松島村　本人
　良左衛門
請人　中萱村由緒　
佐左衛門

中萱村　茂兵衛 紙 宮澤氏番号　２４９（一），コピー済

46-10 万延元・７ 1860 口上覚
（由蔵出奔ニ付尋ね期間二年行方知
不ノ届）

（覚書カ） 紙 宮澤氏番号　２７８（一），コピー済

46-11 文久２・５ 1862 差出申一札之事
（妹里く雇レ先ノ中萱村ニテ病死ノ届）

両嶋村　円蔵（里く
兄）

中萱村役人 紙 宮澤氏番号　２８３（一），コピー済

46-12 年代不詳 ― 代官ヨリノ通知
（組頭役ノ上下、帯刀希望ニ付献金増
金ノ可否ニ付通知）

藩役人　市川善平 中萱村　長百姓 紙 宮澤氏番号　２９７（一），慶応２年
（１８６６）カ，コピー済

家

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

44

47-1 年代不詳・
１１

― 覚
（嘉助所持ノ多田家系譜ノ預り証文一
札）

藩役人 紙 宮澤氏番号　３　（一），寛文２年
（１６６２）カ１１月，コピー済

47-2 元文６・１ 1741 利左右衛門口上覚
（田尻村利左右衛門ノ財産分ケノ一
札）

中萱村　茂七　茂平き
も入

紙 宮澤氏番号　１９（一），コピー済

47-3 寛政１１・４ 1799 一札之事
（田尻村甚五右衛門忰不縁ニ付内済
ノ一札）

田尻村　甚五右衛門
　村役人

中萱村茂平太　茂左
衛門

紙 宮澤氏番号　８１（一），コピー済

47-4 文化１１・
１０

1814 差上申済口証文之事
（養子縁組不縁ニ付出訴ノ所内済証
文）

願方　小田多井新田
村　伴右衛門
相手方　中萱村　留
四郎

紙 宮澤氏番号　１０８（一），コピー済
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家

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

44

47-5 文化１４・７ 1817 済口内済証文之事
（兄弟不仲、分与出入、庄屋代右衛門
曖ニテ内済）

願主　中萱村　弟　太
兵衛　兄　利左衛門

曖人　代右衛門 紙 宮澤氏番号　１１９（一），コピー済

47-6 文政７・２ 1824 隠居扶持并ニ諸事之事
（五左衛門母隠居ニ付扶持方約定証
文）

中萱村　五左衛門外
　由緒一同

紙 宮澤氏番号　１３５（一），コピー済

47-7 文政７・１１ 1824 差出申証文之事
（分地ヲ受ケタ弟ヨリ一札）

中萱村　弟　桂蔵 村役人 紙 宮澤氏番号　１３６（一），コピー済

47-8 文政８ 1825 享保八年ヨリ文政八年迄宮澤家役丁
（四点）

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４０（一），コピー済

47-9 文政８ 1825 享保九年ヨリ文政八年迄宮澤家役丁
（三点）

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４１（一），コピー済

47-10 文政８ 1825 享保十一年ヨリ文政八年迄宮澤家役
丁
（三点）

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４２（一），コピー済

47-11 文政８ 1825 享保十一年ヨリ文政八年迄宮澤家役
丁
（二点）

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４３（一），コピー済

47-12 文政８ 1825 享保十一年ヨリ文政八年迄宮澤家役
丁
（二点）

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４４（一），コピー済

47-13 文政８ 1825 享保十二年ヨリ寛政十年迄宮澤家役
丁

宮澤茂兵衛 紙 宮澤氏番号　１４５（一），コピー済

47-14 天保４・４ 1833 田畑反畝仕分覚帳
（分家覚書）（二点）

中萱村　隠居　茂兵
衛　茂平太　徳之助

横帳 宮澤氏番号　１７７（一），コピー済

47-15 文久４・１ 1864 懐中録 宮澤本 横帳 宮澤氏番号　２８８（一），横帳小，コ
ピー済

47-16 慶応３・１２ 1867 差出申一札之事
（母隠居ニテ雑用金四拾両差遣スニ
付証文）（二点）

浅間村　津セ
中萱村　茂平太

潮山中村　弥兵衛 紙 宮澤氏番号　３０４（一），コピー済

47-17 年代不詳 ― 屋丁わけ含扣
（茂左衛門、茂七、茂平太ノ屋丁分
カ）

紙 旧番号　４７－２４　，宮澤氏番号
　２７４（一），万延～慶応カ，コピー済

47-18 年代不詳 ― 田尻村利左衛門名跡讓証状事
（財産分与ニ付）

田尻村　利左衛門
証拠人　中萱村　茂
平外

紙 旧番号　４７－２５　，宮澤氏番号　２０
（一），コピー済

47-19 年代不詳 ― 宮澤家系譜 その他 旧番号　４７－２６　，宮澤氏番号　番
外（二），巻，コピー済
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番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

44

飲食

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

45

48-1 年代不詳 ― 覚
（塩付届ケ受領証　塩受領証）
（六点）

塩役所 上中萱村役人 紙 宮澤氏番号　６０７（一），午申酉戌，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 天明３・１２
～寛政８・
９

1783 御祝儀申受候扣覚
（家族ノ出産祝、病気見舞等ノ受納
控）

茂平太
茂七

横帳 宮澤氏番号　１４（二），天明３年
（１７８３）２月～寛政８年（１７９６）９月，
コピー済

49-2 天明８～文
化５

1788 音信受納扣
（茂平太妻死去之時、外五件）

茂平太 横帳 宮澤氏番号　１５（二），天明８年
（１７８８）～文化５年（１８０８），コピー

49-3 寛政２・５ 1790 親死去之時御見舞帳 宮澤茂平太
茂左衛門　茂七

横帳 宮澤氏番号　１６（二），コピー済

49-4 文化９・９ 1812 音信請納帳
（平右衛門死去ノ時）

茂兵衛 横帳 宮澤氏番号　２２（二），コピー済

49-5 文化１２・５ 1815 徳之助ほうそう時御見舞被下控
（文政三年三月下がく時御祝儀受納
帳）

（宮澤茂平太カ） 横帳 宮澤氏番号　２６（二），コピー済

49-6 文化１３・
１０

1816 音信御見舞帳 茂兵衛母　貞安良節
大姉

横帳 宮澤氏番号　２７（二），コピー済

49-7 文政４・９ 1821 内済一札之事
（武右衛門基所ノ松木伐取ニ付訴訟
一件）

願方　七日市場村　
武右衛門
相手方　吉三郎

立入人中萱村楡村　
庄屋

横帳 宮澤氏番号　１２３（一），コピー済

49-8 文政６・１２ 1823 婚礼万事書留帳
婚礼祝儀受納帳

宮澤茂平太 横帳 宮澤氏番号　３０（二），コピー済

49-9 文政７・３ 1824 不幸時御見舞受納 柏原善右衛門 横帳 宮澤氏番号　３１（二），コピー済

49-10 文政７・１０ 1824 産着受納帳
（ちほへ）

宮澤茂平太娘 横帳 宮澤氏番号　３２（二），コピー済

49-11 文政１１・
１２

1828 婚礼祝儀受納帳 宮澤徳之助 横帳 宮澤氏番号　３５（二），コピー済

49-12 天保１２・２ 1841 婚礼祝儀受納帳 宮澤茂平太娘 横帳 宮澤氏番号　４３（二），コピー済
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番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

46

49-13 弘化４・５ 1847 音信受納帳 洞巌齢壽居士
俗名　宮澤茂兵衛
行年七拾五才

横帳 宮澤氏番号　５１（二），コピー済

49-14 嘉永６・２ 1853 音信受納帳 仙峯妙壽大姉
俗名　とき　行年七拾
三歳

横帳 宮澤氏番号　６２（二），コピー済

49-15 嘉永７・８ 1854 音信受納帳 壽屋明栄居士
俗名　茂平太
行年五拾弐歳

横帳 宮澤氏番号　６４（二），コピー済

49-16 嘉永７・１０ 1854 御役披露祝儀受納帳 長尾組上中萱村組頭
　廣三郎

横帳 宮澤氏番号　６５（二），コピー済

49-17 安政３・１１ 1856 引越家内入披露
（伊那郡松嶋村ヨリ良左衛門引越）

宮澤茂兵衛代 横帳 宮澤氏番号　６９（二），コピー済

49-18 安政３・１１ 1856 引越家内入披露
（伊那郡松嶋村ヨリ良左衛門引越）

宮澤茂平衛代 横帳 宮澤氏番号　７０（二），コピー済

49-19 安政４・２ 1857 独御礼蒙仰候節祝儀扣帳 組頭　廣三郎 横帳 宮澤氏番号　７３（二），コピー済

49-20 安政５・１１ 1858 婚礼祝儀受納帳 信府有明里中萱村　
宮澤廣三郎

横帳 宮澤氏番号　７６（二），コピー済

49-21 安政７・２ 1860 伊勢参宮下向餞別扣帳 宮澤本衛　藤原姓某 横帳 宮澤氏番号　８２（二），コピー済

49-22 万延元・６ 1860 差出申一札之事
（願海和尚逗留中中萱村観音堂ニテ
病死ニ付一札）

住吉村　生善寺 中萱村御役人中 紙 宮澤氏番号　２７５（一），コピー済

49-23 文久２・１ 1862 伊勢参宮餞別請納覚帳 宮澤廣三郎 横帳 宮澤氏番号　１００（二），コピー済

49-24 文久２・１ 1862 音信受納帳 瑞光祥陽清童女
宮澤本衛娘　おさつ

横帳 宮澤氏番号　１０９（二），コピー済

49-25 文久３・７ 1863 長尾組上中萱村博奕人別書上帳 上中萱村役人 御締方 横帳 宮澤氏番号　１１２（二），コピー済

49-26 慶応元・５ 1865 音信受納帳 玉影禪清童女
宮澤廣三郎娘　行年
三才

横帳 宮澤氏番号　１２６（二），コピー済

49-27 慶応２・５ 1866 病気見舞扣帳 宮澤氏母（さき） 横帳 宮澤氏番号　１３０（二），横帳小，コ
ピー済

49-28 慶応３・４ 1867 御上下帯刀御役披露請納帳 中萱村庄屋　宮澤廣
三郎

横帳 宮澤氏番号　１３５（二），コピー済
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番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考
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49-29 慶応３・６ 1867 差上申一札之事
（美濃国勘兵衛病死ニ付娘村役人へ
届出）

勘兵衛娘　とみ
中萱村　聟　木兵衛

中萱村役人 紙 宮澤氏番号　３００（一），コピー済

49-30 年代不詳 ― 道中日記全
（西国順礼参詣）

横帳 宮澤氏番号　６２１（一），寛政３年
（１７９１）カ，横帳小　　，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 天保６ 1835 年号表 長尾組中萱郷　清信 紙 宮澤氏番号　１８４（一），コピー済

50-2 慶応４～明
治３６

1868 暦
（二十一点）

未確定 宮澤氏番号　３０７（一），慶応４年
（１８６８）～明治３６年（１９０３），冊，コ
ピー済

50-3 年代不詳 ― 手習文及書簡範文ノ写 宮澤姓写之 縦帳 旧番号　５０－４　，宮澤氏番号　６２２
（一），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 年代不詳 ― 筑摩、安曇両郡中
松本藩統治ノ組村図
（自領及幕府領地共）

絵図・地図 宮澤氏番号　２４（一），寛保３年
（１７４３）１１月カ，コピー済

56-2 年代不詳 ― 家ノ宅地図面 絵図・地図 宮澤氏番号　６２３（一），近世末カ，コ
ピー済

56-3 年代不詳 ― 各所田畑略図
（茂平、茂實別田畑絵図）

絵図・地図 宮澤氏番号　６２４（一），近世末カ，コ
ピー済

その他

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

53

57-1 年代不詳・
３

― 覚
（要蔵ヨリ繁右衛門出訴ノ一件済方ノ
節毛代諸入用ノ覚書）
（出訴内容不明）

下中萱村 上中萱村 紙 宮澤氏番号　２８１（一），文久元年
（１８６１）カ酉３月，コピー済

分類未確定

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9999
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番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9999

Ａ-1 明治７・９ 1874 明治七年九月制定ノ村名 宮沢本所蔵 横帳 横帳小，コピー済

Ｂ-イ-1 明治６・４ 1873 記
（中萱村男女人数ノ報告）
（六歳～十五歳迄、十六歳～十九歳
迄）

中萱村役人 第九大区長　森本義
男

紙 コピー済

Ｂ-ハ-1 明治２・１ 1869 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

下鳥羽村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－８０＇，コピー済

Ｂ-ハ-2 明治２・１ 1869 宗門人別送一札之事
（宗門村送り一札）

松平大和守領分
上州勢多郡大胡町役
人

中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－８１＇，コピー済

Ｂ-ハ-3 明治２・１ 1869 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

南大妻村　役人 上中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－８２＇，コピー済

Ｂ-ハ-4 明治２・１ 1869 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

桐原村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－８３＇，コピー済

Ｂ-ハ-5 明治２・１ 1869 宗門送一札之事
（宗門村送り并宗門寺送り一札）

湯原村　役人

浄林寺

中萱村　役人

中萱村御役人中

紙 旧番号　２０＇－８４＇，コピー済

Ｂ-ハ-6 明治２・２ 1869 宗門請合一札之事
（寺請一札）

浄林寺 中萱村御役人中 紙 旧番号　２０＇－８５＇，コピー済

Ｂ-ハ-7 明治２・２ 1869 長尾組中萱村五人組連判帳　上分 中萱村　役人 大庄屋 縦帳 旧番号　２０＇－８６＇，コピー済

Ｂ-ハ-8 明治２・３ 1869 長尾組中萱村五人組連判帳　上分 中萱村　役人 大庄屋 縦帳 旧番号　２０＇－８７＇，コピー済

Ｂ-ハ-9 明治２・３ 1869 信州安曇郡長尾組中萱村
浄土宗　曹洞宗　臨済宗
宗門御改帳

中萱村　役人 大庄屋 縦帳 旧番号　２０＇－８８＇，コピー済

Ｂ-ハ-10 明治２・１２ 1869 不縁宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

塩尻御局御支配所
竹渕村　役人

中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－８９＇，コピー済

Ｂ-ハ-11 明治３・１ 1870 宗門送一札之事
（宗門村送り一札）

山家組大嵩崎新田村
　役人

中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９０＇，コピー済

Ｂ-ハ-12 明治３ 1870 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

住吉村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９１＇，コピー済

Ｂ-ハ-13 明治３ 1870 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

柏原村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９２＇，コピー済

Ｂ-ハ-14 明治３・１ 1870 宗門送り一札下書
（宗門村送り一札）

何組何村御役人御印 成相町村　役人 紙 旧番号　２０＇－９３＇，コピー済
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Ｂ-ハ-15 明治３・２ 1870 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

中堀新田村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９４＇，コピー済

Ｂ-ハ-16 明治３・２ 1870 宗旨請合一札之事
（宗門寺請一札）

善福寺 中萱村御役人中 紙 旧番号　２０＇－９５＇，コピー済

Ｂ-ハ-17 明治３・２ 1870 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

田尻村　役人 上中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９６＇，コピー済

Ｂ-ハ-18 明治３・２ 1870 宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

寺所村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－９７＇，コピー済

Ｂ-ハ-19 明治３・３ 1870 長尾組中萱村五人組連判帳　上分
（一部破損）

縦帳 旧番号　２０＇－９８＇，コピー済

Ｂ-ハ-20 明治３・３ 1870 信州安曇郡長尾組中萱村
浄土宗　曹洞宗　臨済宗
宗門御改帳　上分

縦帳 旧番号　２０＇－９９＇，コピー済

Ｂ-ハ-21 明治３・７ 1870 逗留請合一札之事
（飛騨国源蔵一家六人、上中萱村へ
逗留ニ付身元請合ノ一札）

飛騨国吉城郡古川　
役人

上中萱村役人 紙 旧番号　４６＇－１３＇，コピー済

Ｂ-ハ-22 明治３・１０ 1870 逗留請書之事
（逗留人ノ請書）（案書）

中萱村　役人 洗馬町村　役人 紙 旧番号　４６＇－１４＇，コピー済

Ｂ-ハ-23 明治３・１２ 1870 信濃国安曇郡中萱村戸籍 名主　宮澤茂平太支
配

松本藩御役所 縦帳 旧番号　２０＇－１００＇，コピー済

Ｂ-ハ-24 明治３・１２ 1870 信濃国安曇郡中萱村戸籍 名主　宮澤茂實支配 松本藩御役所 縦帳 旧番号　２０＇－１０１＇，コピー済

Ｂ-ハ-25 明治４・１ 1871 不縁宗門送り一札之事
（宗門村送り一札）

立足村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１０２＇，コピー済

Ｂ-ハ-26 明治４・１ 1871 宗門送り一札之事
（宗門村送り并宗門寺送り一札）

大野川村　役人

金松寺

中萱村　役人

同村御役人中

紙 旧番号　２０＇－１０３＇，コピー済

Ｂ-ハ-27 明治４・１ 1871 差上申済口証文之事
（中萱村宮沢豊吉ト吉野村旭市郎
出入ノ済口証文）

願人　中萱村　宮沢
豊吉
相手方　吉野村　熊
井与右衛門

松本藩御役所 縦帳 旧番号　４６＇－１５＇，コピー済

Ｂ-ハ-28 明治４・２ 1871 不縁人別送一札之事
（宗門人別村送り一札）
（人別御改帳初見）

塔原村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１０４＇，コピー済

Ｂ-ハ-29 明治４・３ 1871 人別送り之事
（人別送り証文）

矢原村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１０５＇，コピー済
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Ｂ-ハ-30 明治４・３ 1871 奉願口上之覚
（縁組許容方願書）
（３７２ト関連）

矢原村　役人 松本藩御役所 紙 旧番号　２０＇－１０６＇，コピー済

Ｂ-ハ-31 明治４・３ 1871 人別送り之事
（人別村送り証文）

矢原村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１０７＇，コピー済

Ｂ-ハ-32 明治４・３ 1871 奉願口上之覚
（人別送りニ付藩へ許容願）
（３７４ト関連）

矢原村　役人 松本藩御役所 紙 旧番号　２０＇－１０８＇，コピー済

Ｂ-ハ-33 明治４・３ 1871 奉願口上之覚
（縁組ニ付願書）
（３７５ト関連）

矢原村　役人 松本藩御役所 紙 旧番号　２０＇－１０９＇，コピー済

Ｂ-ハ-34 明治４・３ 1871 人別送り一札之事
（人別村送り証文）

二子村　名主 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１０＇，コピー済

Ｂ-ハ-35 明治４・７ 1871 寄留証
（駒吉寄留ニ付）（案書）

田沢村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１１＇，コピー済

Ｂ-ハ-36 明治４・７ 1871 洗馬町村ヨリ中萱村へ返答書
（寄留鑑札ノ送付依頼）

洗馬町村　戸長 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１２＇，コピー済

Ｂ-ハ-37 明治４・８ 1871 寄留届
（岡田町ヨリ案書）

各戸長　副戸長 筑摩郡第十五区戸長
　副戸長

紙 旧番号　２０＇－１１３＇，コピー済

Ｂ-ハ-38 明治４・８ 1871 送籍書
（養子送り願出ニ付
証印送付ノ版籍へ編入願）

上波田村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１４＇，コピー済

Ｂ-ハ-39 年代不詳 ― 戸籍法取扱ニ付要点説明書 松本藩御役所通達 縦帳 旧番号　２０＇－１１５＇，明治４年
（１８７１）カ，コピー済

Ｂ-ハ-40 明治５・１ 1872 七日市場村戸籍ノ一部
（此年編成ノ壬申戸籍ノ一部カ）

紙 旧番号　２０＇－１１６＇，見本カ，コ
ピー済

Ｂ-ハ-41 明治５・１ 1872 奉公人手形之事
（奉公人ノ請書）

請主　真々部村　有
賀熊太郎

中萱村　宮澤茂実 紙 旧番号　４６＇－１６＇，コピー済

Ｂ-ハ-42 明治５・２ 1872 送籍之事
（縁組ニ付送籍一札）

熊倉村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１７＇，コピー済

Ｂ-ハ-43 明治５・２ 1872 送籍書
（縁組ニ付送籍書）

庄内村　役人 中萱村　役人 紙 旧番号　２０＇－１１８＇，コピー済

Ｂ-ハ-44 明治５・４ 1872 安曇郡中萱郷六十五区番号録 名主　宮澤茂實 横帳 旧番号　２０＇－１１９＇，コピー済

Ｂ-ハ-45 年代不詳 ― 送籍証
（案書）

嵩下村役人 紙 旧番号　Ｂ－ハ－２，明治５年（１８７２）
カ，コピー済

Ｂ-ハ-46 明治５ 1872 送籍証
（不縁送籍案書）

田沢村役人 紙 旧番号　Ｂ－ハ－３，コピー済
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Ｂ-ハ-47 年代不詳 ― 送籍書
（案書）

小田多井新田村役人 県庁 紙 旧番号　Ｂ－ハ－４，明治５年（１８７２）
カ，コピー済

Ｂ-ハ-48 年代不詳 ― 送籍書
（案書）

真々部村役人 紙 旧番号　Ｂ－ハ－５，明治５年（１８７２）
カ，コピー済

Ｂ-ハ-49 明治２１・３ 1888 女戸主願
（宮澤久真太死亡ニ付母きせ戸主願）

宮澤きせ 南安曇郡長　小坂善
之助

紙 旧番号　Ｂ－ハ－６，コピー済

Ｂ-ハ-50 明治２４・２ 1891 出寄留届
（宮沢きせ養妹よう、宮沢三太方へ寄
留願）

宮沢きせ養妹　よう 紙 旧番号　Ｂ－ハ－７，コピー済

Ｂ-ハ-51 明治２９・２ 1896 証
（宮澤三太雇人中村とみニ付中村き
ぬヨリ三太宛）

中村きぬ 宮澤三太 紙 旧番号　Ｂ－ハ－８，コピー済

Ｂ-ハ-52 年代不詳 ― 宗門送り
（宗門送り案書）（十一点）

紙 旧番号　Ｂ－ハ－９，寅年，コピー済

Ｃ-イ-1 明治２・３ 1869 郡中制法（条々） 縦帳 旧番号　１＇－５＇，コピー済

Ｃ-イ-2 明治２・６ 1869 御殿様より御神酒頂戴并
料頂戴人別扣帳

上中萱村役人 横帳 旧番号　３＇－８＇，コピー済

Ｃ-イ-3 明治２・６ 1869 以書付申遣候
（民政局よりの呼出の通達）
（中萱村上分多田圓之助呼出し）

大庄屋　丸山圓十郎
中萱村役人

紙 旧番号　３＇－９＇，コピー済

Ｃ-イ-4 明治３・１２ 1870 上中萱村特待付与の人別報告書
（控）

上中萱村役人 藩 紙 旧番号　３＇－１０＇，コピー済

Ｃ-イ-5 明治４・９ 1871 戸籍規則式
（太政官布告ノ写）

安曇郡第廿九区中萱
村名主　戸長兼　宮
澤茂實

縦帳 旧番号　１＇－６＇，コピー済

Ｃ-イ-6 明治５・１ 1872 御用留帳
（布告書留帳）

名主　宮澤茂實 縦帳 旧番号　１＇－７＇，解読

Ｃ-イ-7 明治５ 1872 差出申請取之事
（今迄役場ニ預け置いた村方一同ノ印
形が各人へ渡されたその受領証）

村惣代　判頭 名主　組頭 紙 旧番号　Ｃ－イ－１，コピー済

Ｃ-イ-8 年代不詳・
６

― 中萱村副戸長呼出状 県庁役人　岩田勝間 中萱村副戸長　宮沢
茂実

紙 旧番号　Ｃ－イ－２，明治５年（１８７２）
カ６月，コピー済

Ｃ-イ-9 明治６・３ 1873 御廻状　中萱村
（各種税施行ニ付太政官布達并中萱
村村内宛廻状）

太政官　副戸長 その他 旧番号　Ｃ－イ－３，冊，コピー済
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Ｃ-イ-10 明治７・１０ 1874 御布告留 明盛村役場 横帳 旧番号　Ｃ－イ－４，解読

Ｃ-イ-11 明治１２・７ 1879 御布告
御布達

戸長役場 その他 旧番号　Ｃ－イ－５，冊小，コピー済

Ｃ-イ-12 明治１５・９
～１８・９

1882 久真太関係公文諸書
（布告　布達）
（九点）

紙 旧番号　Ｃ－イ－６，明治１５年
（１８８２）９月～１８年（１８８５）９月，コ
ピー済

Ｃ-イ-13 年代不詳・
５

― 掲示場作成督促状 明盛村戸長役場 中萱耕地惣代 紙 旧番号　Ｃ－イ－７，明治１８年
（１８８５）カ５月，コピー済

Ｃ-イ-14 明治３０・３ 1897 明盛村役場ヨリノ通知
（馬匹調査規則発布ニ付）

明盛村役場 第六区長　宮澤三太 紙 旧番号　Ｃ－イ－８，コピー済

Ｃ-イ-15 明治３０・
１２

1897 明盛村役場ヨリノ通知
（馬匹調査ノ提出ニ付）

明盛村役場 上中萱区長　宮澤三
太

紙 旧番号　Ｃ－イ－９，コピー済

Ｃ-イ-16 明治３１・
１１

1898 明盛村役場ヨリノ通知
（長野農工銀行設立及豊臣太閤廟建
築ニ付協議方）

明盛村役場
上中区長　宮澤三太

下中区長　小松平三
郎

紙 旧番号　Ｃ－イ－１０，コピー済

Ｃ-イ-17 年代不詳・
１１

― 明盛村役場ヨリノ通知
（太閤墳墓寄附ニ付報告依頼）

明盛村役場 中萱区長 紙 旧番号　Ｃ－イ－１１，明治３１年
（１８９８）カ１１月，コピー済

Ｃ-イ-18 明治３４・９ 1901 役場ヨリノ通知
（第三種講習生入学志願書類ニ付）

明盛村役場 宮澤かつゑ 紙 旧番号　Ｃ－イ－１２，コピー済

Ｃ-イ-19 明治３５・６ 1902 明盛村役場ヨリノ通知
（苗代田ニ害虫発生、駆除方督励ノ通
知）

明盛村役場 上中萱惣代 紙 旧番号　Ｃ－イ－１３，コピー済

Ｃ-イ-20 明治３５・６ 1902 明盛村役場ヨリノ通知
（小倉国有林委托林中ノ害虫駆除ニ
付）

明盛村役場 上中萱惣代 紙 旧番号　Ｃ－イ－１４，コピー済

Ｃ-イ-21 明治３５・
１０

1902 明盛村役場ヨリノ通知
（降霜防止ニ紫雲英上ニ藁散布禁止
ノ通知）

明盛村役場 上中萱惣代　宮沢三
太

紙 旧番号　Ｃ－イ－１５，コピー済

Ｃ-イ-22 明治３５・
１１

1902 明盛村代理村長ヨリ通達
（兵士送迎ノ際虚飾ノ廃止ニ付依命通
達）

明盛村代理村長　島
垣熹内

上中萱耕地惣代　宮
澤三太　曽山永次郎

紙 旧番号　Ｃ－イ－１６，コピー済

Ｃ-イ-23 明治３７・３ 1904 明盛村役場ヨリノ通知
（軍事国債券応募ニ付協議方）

明盛村助役　宮澤三
太

二木智恵吉 紙 旧番号　Ｃ－イ－１７，コピー済

Ｃ-イ-24 明治３９・７ 1906 収入役引継ニ付領収証并ニ現金受領
証

明盛村収入役　降旗
澄蔵

元収入役代理　宮澤
三太

紙 旧番号　Ｃ－イ－１８，コピー済

Ｃ-ロ-1 年代不詳・
４

― 定郷夫清助ノ仕添金ニ付世話方ヨリ
連絡

世話方　高山沖次郎 上中萱村役人中 紙 旧番号　Ｃ－ロ－１９，明治元年
（１８６８）カ申４月，コピー済
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Ｃ-ロ-2 年代不詳 ― 筑摩県庁役人一覧カ 紙 旧番号　Ｃ－ロ－２０，明治初年
（１８６８）カ，コピー済

Ｃ-ロ-3 年代不詳 ― 夜着ふとん村々ヨリ郷原宿へ付届ケノ
記録
（送状并受領書）（十二点）

長尾組村々 郷原宿御出役 紙 旧番号　１６＇－１＇，明治元年
（１８６８）カ，コピー済

Ｃ-ロ-4 明治２・１ 1869 急御用
（昨年郷原宿へ差出シタ夜具ふとんノ
紛失調ニ付）

大庄屋　丸山圓十郎 中堀　中萱庄屋 紙 旧番号　１６＇－２＇，コピー済

Ｃ-ロ-5 明治５・１ 1872 郷原毛代銘々出書拔 中萱村　役人 横帳 旧番号　１６＇－３＇，コピー済

Ｃ-ロ-6 明治７・１ 1874 宮澤茂平中萱学校世話役
依願免ノ辞令
（写）

筑摩県 宮澤茂平 紙 旧番号　Ｃ－ロ－２１，コピー済

Ｃ-ロ-7 明治２９・
１２～昭和
８・

1896 宮澤三太ノ公職ニ関わる諸通知書
（二十二点）
（外一点）

明盛村役場 宮澤三太 紙 旧番号　Ｃ－ロ－２２，明治２９年
（１８９６）１２月～昭和８年（１９３３）４
月，コピー済

Ｃ-ロ-8 明治４４・５ 1911 小学校教員免許状
（准教員）

長野県知事　大山綱
昌

宮澤源 紙 旧番号　Ｃ－ロ－２３，コピー済

Ｃ-ハ-1 明治４１・
１０

1908 覚書
（学校統合ニ付区内ノ紛糾ヲ改メ円満
ナ発展ヲ講ズル覚書）

小松慶太郎外十二名
立会人
山口弥市　宮澤三太

紙 旧番号　Ｃ－ハ－２４，コピー済

Ｃ-ホ-1 明治元・
１０

1868 御年貢御蔵庭帳 上中萱村　役人 藩役人 横帳 旧番号　５＇－４９＇，コピー済

Ｃ-ホ-2 明治元・
１０

1868 郷蔵御場帳
（１６０ノ下書）

上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－５０＇，コピー済

Ｃ-ホ-3 明治元・
１０

1868 御年貢附払之通 中萱村　役人 払庄屋　平林儀右衛
門

横帳 旧番号　５＇－５１＇，横帳小，コピー
済

Ｃ-ホ-4 明治元・
１１

1868 辰年免相定之事
（中萱村明治一年免状）（写）

藩役人 中萱村 紙 旧番号　５＇－５２＇，コピー済

Ｃ-ホ-5 明治元・
１２

1868 御廻米継籾割賦代金取立帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－５３＇，コピー済

Ｃ-ホ-6 明治元・
１２

1868 卯御年貢附払人馬賃料平均割賦取
立帳

上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－５４＇，コピー済

Ｃ-ホ-7 明治元・
１２

1868 囲金人別帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４５＇－１５＇，コピー済

Ｃ-ホ-8 年代不詳 ― 橋場納籾ノ件
（連絡書簡三点）

野沢　務臺及宮澤茂
平太

紙 旧番号　５＇－５５＇，明治元年
（１８６８）カ，コピー済
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Ｃ-ホ-9 明治２・６ 1869 辰御年貢六八拝借取立帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－５６＇，コピー済

Ｃ-ホ-10 明治２・１０ 1869 御蔵前庭帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－５７＇，コピー済

Ｃ-ホ-11 明治２・１０ 1869 長尾組中萱村田畑反別書上帳
（一部欠損）

（前欠損）竹内市郎兵
衛
宮沢茂平太
植原弥三衛門

縦帳 旧番号　６＇－２３＇，コピー済

Ｃ-ホ-12 明治２・１１ 1869 持高人別書拔帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　６＇－２４＇，コピー済

Ｃ-ホ-13 明治２・１１ 1869 御年貢附払之通 上中萱村庄屋 払庄屋　平林儀右衛
門

横帳 旧番号　５＇－５８＇，横帳小，コピー
済

Ｃ-ホ-14 明治２・１２ 1869 御年貢御蔵庭帳 上中萱村　役人 藩役人 横帳 旧番号　５＇－５９＇，コピー済

Ｃ-ホ-15 明治２・１２ 1869 囲金人別帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４５＇－１６＇，コピー済

Ｃ-ホ-16 明治３・８ 1870 万治二戌年より文政二卯年迄
田畑永引書拔

上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－６０＇，コピー済

Ｃ-ホ-17 明治３・９ 1870 長尾組中萱村田畑永引改帳 中萱村　役人 租税　御役所 縦帳 旧番号　５＇－６１＇，コピー済

Ｃ-ホ-18 明治３・１０ 1870 御年貢御蔵庭帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－６２＇，コピー済

Ｃ-ホ-19 明治３・閏
１０

1870 御年貢払通 上中萱村名主　宮沢
茂平太

年番　御惣代衆中 横帳 旧番号　５＇－６３＇，横帳小，コピー
済

Ｃ-ホ-20 明治３・１２ 1870 午籾代金納種貸金納書拔帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－６４＇，コピー済

Ｃ-ホ-21 明治４・１ 1871 御買入白大豆斗人別書出帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－６５＇，コピー済

Ｃ-ホ-22 明治４・３ 1871 午御年貢夫銭不足并取替人別書拔
帳

（上中萱村　役元カ） 横帳 旧番号　５＇－６６＇，コピー済

Ｃ-ホ-23 年代不詳・
２

― 覚
（屋丁籾高掛ノ受領証）

月番　等々力与八
中萱村名主　宮沢茂
平太

紙 旧番号　５＇－６７＇，明治４年
（１８７１）カ未２月，コピー済

Ｃ-ホ-24 明治４・３ 1871 御上納金通 安曇郡上中萱村 横帳 旧番号　５＇－６８＇，横帳小，コピー
済

Ｃ-ホ-25 明治４・４ 1871 信濃国安曇郡中萱村
除地物成取調書上帳

上中萱控 縦帳 旧番号　５＇－６９＇，コピー済
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Ｃ-ホ-26 明治４・９ 1871 救助指金利足上納取立帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４５＇－１７＇，コピー済

Ｃ-ホ-27 明治４・１０ 1871 郷御蔵庭帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　５＇－７０＇，コピー済

Ｃ-ホ-28 明治４・１２ 1871 村囲穀斗人別書拔帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４５＇－１８＇，コピー済

Ｃ-ホ-29 明治５・９ 1872 地券下調帳 宮沢茂実　扣 横帳 旧番号　６＇－２５＇，コピー済

Ｃ-ホ-30 明治５・９ 1872 地券調代金書拔帳
（宮沢利平所持分）

宮沢利平 横帳 旧番号　６＇－２６＇，コピー済

Ｃ-ホ-31 明治５・１０ 1872 安曇郡上中萱村各銘持高調帳 副戸長　宮澤茂實 横帳 旧番号　６＇－２７＇，コピー済

Ｃ-ホ-32 明治５・１０ 1872 地券下調帳
（宮沢茂實、茂平分）

宮沢茂實控 横帳 旧番号　６＇－２８＇，コピー済

Ｃ-ホ-33 年代不詳 ― 明治二、三、四年ノ村役人数、給料、
役引等ノ報告書（控カ）

上中萱村　役人 筑摩県　御役所 紙 旧番号　Ｃ－ホ－２５，明治５年
（１８７２）カ，コピー済

Ｃ-ホ-34 明治６・１ 1873 地券入費両村割賦帳
（朱書　私物不残書出帳）

上中萱村　役人 横帳 旧番号　６＇－２９＇，コピー済

Ｃ-ホ-35 年代不詳 ― 地引帳ノ控作成ニ付
（書簡）

栗田正能 上中萱村　宮澤茂實 紙 旧番号　Ｃ－ホ－２６，明治６年
（１８７３）～９年（１８７６）カ，コピー済

Ｃ-ホ-36 明治８・１ 1875 諸税上納通 中萱耕地　宮澤茂実 横帳 旧番号　Ｃ－ホ－２７，横帳小，コピー
済

Ｃ-ホ-37 明治９・４ 1876 売渡シ申田証書之記
（田四筆売渡証文）

宮沢覚平 宮沢茂平 紙 旧番号　Ｃ－ホ－２８，コピー済

Ｃ-ホ-38 明治１０～
４５

1877 柏原　山田家関係
（地券外　二十六点）

紙 旧番号　Ｃ－ホ－２９，明治１０年
（１８７７）～明治４５年（１９１２），コピー
済

Ｃ-ホ-39 明治１６・７ 1883 地券
（一木松墓地）

地主　宮澤きせ　外ニ
拾ニ名

紙 旧番号　Ｃ－ホ－３０，コピー済

Ｃ-ホ-40 明治１６ 1883 明治十六年　租税之通 明盛村戸長役場 宮澤久真太　宮澤象
栄

紙 旧番号　Ｃ－ホ－３１，コピー済

Ｃ-ホ-41 明治１８・３ 1885 田租第四期徴収簿 税金徴収掛 横帳 旧番号　Ｃ－ホ－３２，コピー済

Ｃ-ホ-42 明治２０・２ 1887 地券
（九点）

柏原村　宮澤三太 紙 旧番号　Ｃ－ホ－３３，コピー済

Ｃ-ホ-43 明治２１・５ 1888 地券
（十三点）

宮澤茂実～久真太～
きせ

紙 旧番号　Ｃ－ホ－３４，コピー済
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Ｃ-ホ-44 明治２１・７ 1888 地券
（田多井ノ地所）（四点）

宮澤久真太～きせ 紙 旧番号　Ｃ－ホ－３５，コピー済

Ｃ-ホ-45 明治２９・３ 1896 地所譲与証
（宮澤きせ、三太へ土地三筆譲与）
（明治二十九年登記済）

明盛村　宮澤きせ 同村　宮澤三太 紙 旧番号　Ｃ－ホ－３６，コピー済

Ｃ-ホ-46 明治３５・３ 1902 委任状
（土地貸渡しニ付地上権設定ノ出願委
任）

依頼者　倭村　中野
象太郎
委任者　小松豊太郎

紙 旧番号　Ｃ－ホ－３７，コピー済

Ｃ-ホ-47 明治３５・４ 1902 明治三十五年度明盛村予算書 明盛村代理村長　島
垣熹内

縦帳 旧番号　Ｃ－ホ－３８，コピー済

Ｃ-ホ-48 明治３７・５
～３７・１０

1904 農商務省ヨリ下戻された
一日市場、二木共有ノ神明林ニ付
二木村が一日市場へ権利譲渡シタ一
件
（六点）

紙 旧番号　Ｃ－ホ－３９，明治３７年
（１９０４）５月～１０月，コピー済

Ｃ-ホ-49 明治４３・２ 1910 譲渡シ証
（中萱区内土地切図二件ノ譲渡証）

野本三郎平 中萱区惣代 紙 旧番号　Ｃ－ホ－４０，コピー済

Ｃ-ホ-50 明治４４ 1911 小作証書
（田二筆）

（中途で反古になった
物か）

紙 旧番号　Ｃ－ホ－４１，コピー済

Ｃ-ホ-51 昭和９・１１ 1934 部落有林野統一協定書
（各部落ノ所有林野ヲ所属ノ村ニ寄付
スル協定）

各村長 紙 旧番号　Ｃ－ホ－４２，コピー済

Ｃ-ホ-52 昭和１０・３ 1935 権利歩合議決ノ件
（小倉村外四ケ村、北沢山林ノ権利歩
合ノ議決書）

北沢山林組合　管理
小倉村長　降幡数太
郎

未確定 旧番号　Ｃ－ホ－４３，冊，コピー済

Ｃ-ホ-53 年代不詳 ― 明盛村中萱区地調帳 横帳 旧番号　Ｃ－ホ－４４，明治１０年代
カ，コピー済

Ｃ-ホ-54 年代不詳 ― 各銘高反別代価寄分 横帳 旧番号　Ｃ－ホ－４５，明治初年
（１８６８）カ，コピー済

Ｃ-ホ-55 年代不詳 ― 地券作成ノ土地台帳カ
（二点）

縦帳 旧番号　Ｃ－ホ－４６，明治初年
（１８６８）カ，コピー済

Ｃ-ホ-56 年代不詳 ― 巳年上中萱村分及下中萱村分
不作年貢引ニ付

紙 旧番号　Ｃ－ホ－４７，巳年，コピー済

Ｃ-ホ-57 年代不詳 ― 辰御役金通 丸山圓十郎 上中萱村 紙 旧番号　Ｃ－ホ－４８，辰年，コピー済

Ｃ-ホ-58 年代不詳 ― 申之御役金通
亥御役金之通
巳御役金通

丸山杢右衛門 上中萱村 紙 旧番号　Ｃ－ホ－４９，申年，亥年，巳
年，コピー済

43/62 ページ 安曇野市　教育委員会



宮澤順成家文書

分類未確定

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9999

Ｃ-ホ-59 年代不詳 ― 覚
（年貢継、御蔵尻不足ノ覚等）

紙 旧番号　Ｃ－ホ－５０，コピー済

Ｃ-ヘ-1 明治７ 1874 規約書
（中萱耕地規約）

中萱耕地 縦帳 旧番号　Ｃ－ヘ－５１　，コピー済

Ｃ-リ-1 明治１２・
１０

1879 明盛村々会議事細則
（明治十二年、初ノ村会設置）

明盛村 縦帳 旧番号　Ｃ－リ－５２，コピー済

Ｃ-リ-2 明治１４・
１１

1881 明盛村村会成議案
（明治十四年度明盛村協議費予算）
（二点）

縦帳 旧番号　Ｃ－リ－５３，冊小，縦帳小，
コピー済

Ｃ-リ-3 年代不詳 ― 南安曇郡明盛村々会議案
（明治十五年度明盛村協議費予算
案）

明盛村々会 縦帳 旧番号　Ｃ－リ－５４，明治１５年
（１８８２）カ，コピー済

Ｃ-リ-4 明治１６ 1883 明治十六年度協議費支出予算議案 （明盛村々議会議案） 未確定 旧番号　Ｃ－リ－５５，冊小，コピー済

Ｃ-リ-5 年代不詳 ― 明盛村臨時村会議案
（地方営業税ノ各人賦課ニ付）

中萱　宮澤久真太 縦帳 旧番号　Ｃ－リ－５６，明治１６年
（１８８３）カ，縦帳小，コピー済

Ｃ-リ-6 明治２０・６ 1887 改印御届
（久真太実印認印）

明盛村　宮沢久真太 明盛村　温村戸長　
田多井勘司

紙 旧番号　Ｃ－リ－５７，コピー済

Ｃ-ヌ-1 明治元・
１０

1868 御用書留帳
（十月ヨリ明治二年正月廿一日迄）

上中萱村庄屋　宮沢
茂平太

横帳 旧番号　４＇－１９＇，解読

Ｃ-ヌ-2 明治元・
１２

1868 辰ノ両村割元帳 上中萱村 横帳 旧番号　４＇－２０＇，コピー済

Ｃ-ヌ-3 明治２・３ 1869 巳夫銭割賦取立帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４＇－２１＇，コピー済

Ｃ-ヌ-4 明治２・７ 1869 巳盆前両村割元帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４＇－２２＇，コピー済

Ｃ-ヌ-5 明治２・８ 1869 覚
（此年七月迄ノ上納、負担、入用ノ報
告控）

上中萱村　役人 大庄屋 紙 旧番号　４＇－２３＇，コピー済

Ｃ-ヌ-6 明治２・９ 1869 御用書留帳
（九月八日ヨリ午正月十日迄）

上中萱村庄屋　宮澤
茂平太

横帳 旧番号　４＇－２４＇，解読

Ｃ-ヌ-7 明治２・１２ 1869 巳ノ両村割元帳 下中萱分　上中萱分 横帳 旧番号　４＇－２５＇，コピー済

Ｃ-ヌ-8 明治３・１ 1870 御用書留帳
（一部破損）

名主　茂平太 横帳 旧番号　４＇－２６＇，解読

Ｃ-ヌ-9 明治３・２ 1870 午年内諸入用帳
（午年二月ヨリ九月迄）

上中萱村名主　茂平
太

横帳 旧番号　４＇－２７＇，コピー済
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Ｃ-ヌ-10 明治３・８ 1870 午両村割帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４＇－２８＇，コピー済

Ｃ-ヌ-11 明治３・閏
１０

1870 御籾上（出カ）入覚帳 仝町　川手屋 上中萱村　御役元 横帳 旧番号　４＇－２９＇，横帳小，コピー
済

Ｃ-ヌ-12 明治３・１２ 1870 午両村割元控帳 上中萱村 横帳 旧番号　４＇－３０＇，コピー済

Ｃ-ヌ-13 明治３・１２ 1870 午ノ暮夫銭割賦取立帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　４＇－３１＇，コピー済

Ｃ-ヌ-14 明治４・１ 1871 未ノ年内諸入用控 上中萱村名主　宮澤
茂平太

横帳 旧番号　４＇－３２＇，コピー済

Ｃ-ヌ-15 明治４・□ 1871 諸願書留帳 上中萱村名主　宮澤
茂平太

横帳 旧番号　４＇－３３＇，明治４年□（正
カ）月，コピー済

Ｃ-ヌ-16 明治４・８ 1871 信濃国安曇郡第廿九区中萱村家順
番号
五人組合仕分調控帳

名主　戸長　宮沢茂
實

横帳 旧番号　４＇－３４＇，コピー済

Ｃ-ヌ-17 明治５・１ 1872 壬申年内諸入用留帳 安曇郡上中萱村　役
元

横帳 旧番号　４＇－３５＇，コピー済

Ｃ-ヌ-18 明治５・１ 1872 中萱郷両村割扣 南中萱村 横帳 旧番号　４＇－３６＇，コピー済

Ｃ-ヌ-19 明治５・３ 1872 安曇郡上中萱辛未（明治四年）夫銭
帳
（明治四年夫銭帳閲覧ノ上惣百姓連
印）

村役人　惣百姓 筑摩県庁御役所 横帳 旧番号　４＇－３７＇，コピー済

Ｃ-ヌ-20 明治２９・４ 1896 諸雑費支払明細簿 中萱耕地　宮澤三太
控写

横帳 旧番号　Ｃ－ヌ－５８，コピー済

Ｃ-ヌ-21 明治２９・５ 1896 空俵徴収原簿 上中萱耕地及他村入
作分
中萱総代事務所

横帳 旧番号　Ｃ－ヌ－５９，コピー済

Ｃ-ヌ-22 年代不詳・
１０

― （大急御用）
（明十六日郷原宿出役ノ下命）

大庄屋　丸山圓十郎 上中萱村庄屋中
宮澤廣三郎

紙 旧番号　４＇－４０＇，明治元年
（１８６８）カ１０月，コピー済

Ｃ-ヌ-23 年代不詳・
２～３

― 御上納金通
（恒例御才覚金二件）
（御廻米駄賃金一件）

長尾組組頭　縫右衛
門

上中萱村名主　茂平
太

紙 旧番号　４＇－４１＇，明治３年
（１８７０）カ午２月～３月，コピー済

Ｃ-ヌ-24 年代不詳・
８

― 覚
（籾納入ノ領収書）

小田多井新田村　名
主　杢左衛門

上中萱村　茂平太 紙 旧番号　４＇－４２＇，明治３年
（１８７０）カ午８月，コピー済

Ｃ-ヌ-25 年代不詳・
１０

― 藩役人ヨリ出頭要請書
（上中萱村名主茂平太へ出張要請）

栗田豊蔵 上中萱村名主　茂平
太

紙 旧番号　４＇－４３＇，明治３年
（１８７０）カ庚午１０月，コピー済
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Ｃ-ル-1 年代不詳 ― 凡例
（庄屋執務凡例）

田中本　蔵書 横帳 旧番号　Ｃ－ル－６０，慶応３年
（１８６７）頃カ，横帳小，コピー済

Ｄ-イ-1 明治１６・７ 1883 作物売揚控 柏原村　山田　藤本
屋

横帳 柏原山田家ノ物カ，横帳小，コピー済

Ｄ-チ-1 明治４・７ 1871 奉願口上之覚
（馬士鑑札下附願）

中萱村　臼井政市 松本藩御役所 紙 旧番号　２６＇－１＇，コピー済

Ｅ-イ-1 明治８ 1875 官林帳
（熊野社、八坂社境内法国寺屋敷五
社境内ノ立木ニ付）

第九大区八小区明盛
村　事務所

横帳 コピー済

Ｅ-ロ-1 明治２５・５ 1892 規約書扣
（北澤山植林保護ノ規約）

九ケ村入会惣代 綴 旧番号　Ｅ－ロ－２，コピー済

Ｅ-ロ-2 大正６・２ 1917 烏川村岩原外廿三部落共有山林分
割関係書類
（分割ニ関スル協定書、分割実測図外
一点）

宮澤三太扣 綴 旧番号　Ｅ－ロ－３，大正６年（１９１７）
２月，７年（１９１８）６月，１０月，コピー
済

Ｅ-ロ-3 年代不詳 ― 森林保護組合規約
（北沢山林保護取締ニ付）

綴 旧番号　Ｅ－ロ－４，コピー済

Ｅ-ホ-1 明治元・
１２

1868 奉願口上之覚
（木挽職鑑札下付願）

願人　上中萱村　辰
蔵

大庄屋 紙 旧番号　２７＇－４＇，コピー済

Ｅ-ホ-2 明治２・３ 1869 岩原御渡場御備金御利下割賦帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　２７＇－５＇，コピー済

Ｈ-イ-1 明治４・１１ 1871 記
（諸鑑札取調報告書）
（水車、杣、店商、紺屋、馬士）

中萱村　名主 松本県御役所 紙 旧番号　３１＇－１＇，コピー済

Ｈ-イ-2 明治６・４ 1873 紺屋稼書上表
中萱村橋樋調下書

中萱村　副戸長　宮
澤茂實
戸長　植原縁

筑摩県権令 縦帳 旧番号　Ｈ－イ－１，コピー済

Ｈ-イ-3 明治６・４ 1873 報告書
（水車、楮、諸職業）（商業）
（二点）

中萱村役人 筑摩県権令 縦帳 旧番号　Ｈ－イ－２，コピー済

Ｈ-ロ-1 明治３９・４ 1906 物品売渡証
（黒塗御重二箱拾六円ニテ売渡証文）

二木村　中西平吉 明盛村　宮沢三太 紙 旧番号　Ｈ－ロ－３，コピー済

I-1 明治３１・１ 1898 株券
（金一円也　豊科活版所株券）

明盛村　宮澤三太 紙 コピー済

Ｊ-イ-1 明治２・８ 1869 借用金子証文之事
（金六百七拾五両三分借用証文）

本人　宮沢茂平太 真々部村菊之丞　清
太郎

紙 旧番号　１１＇－４９＇，コピー済
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Ｊ-イ-2 明治２・８ 1869 借用申金子証文之事
（金二百八両三分借用証文）

本人　宮沢茂平太 真々部村　茂助 紙 旧番号　１１＇－５０＇，コピー済

Ｊ-イ-3 明治２・８ 1869 質地証文カ
（前半欠損）

中萱村入作　本人　
一日市場村　三溝晴
之丞

宮沢茂平太 紙 旧番号　１２＇－１８＇，コピー済

Ｊ-イ-4 明治２・８ 1869 質地ニ相渡田地証文之事
（３３５ノ下書カ）
（物件ノ記述ハ相違有り）

中萱村入作　本人　
一日市場村　三溝晴
之丞

中萱村　宮沢茂平太 紙 旧番号　１２＇－１９＇，中萱村役人ノ
裏書有り，コピー済

Ｊ-イ-5 明治２ 1869 金六両一俵御才覚上達人別帳 上中萱村　役元 横帳 旧番号　１１＇－５１＇，コピー済

Ｊ-イ-6 明治３・１ 1870 御利下金頂戴人別書上帳 上中萱村　役人 横帳 旧番号　９＇－２８＇，コピー済

Ｊ-イ-7 明治３・１ 1870 借用申金子証文之事
（金百四拾五両借用証文）

中萱村　宮澤茂平太 同村　竹内市郎兵衛 紙 旧番号　１１＇－５２＇，コピー済

Ｊ-イ-8 年代不詳 ― 借用証
（金四拾四両借用証文）

植原嘉右衛門賃金 （宛名無シ） 紙 旧番号　１２＇－２０＇，明治３年
（１８７０）カ，紙小，コピー済

Ｊ-イ-9 明治４・１ 1871 差上申済口証文之事
（質入田地請戻ノ訴訟ニ付内済証文）

訴訟方　本村　丸山
十太郎
相手方　中萱村　胡
桃澤市左衛門

松本藩御役所 縦帳 旧番号　１２＇－２１＇，コピー済

Ｊ-イ-10 明治４・６ 1871 覚
（御林御才覚金ノ内御下ゲノ分受領
書）

名主　小穴愛二
名主　宮沢茂實

紙 旧番号　１１＇－５３＇，コピー済

Ｊ-イ-11 明治４・８ 1871 御利下金頂戴人別書上帳 上中萱村　役人 横帳 旧番号　１１＇－５４＇，コピー済

Ｊ-イ-12 明治４・１１ 1871 差上申済口証文之事
（中萱村胡桃澤市蔵ヨリ和泉町米田八
十八ヘノ金子出訴ニ付内済一件）

訴訟方中萱村　胡桃
沢市蔵
相手方　松本和泉町
　米田八十八

松本県御役所 縦帳 旧番号　１１＇－５５＇，コピー済

Ｊ-イ-13 明治４・１２ 1871 借用申金証文之事
（金百両借用証文）

中萱村　宮沢茂平太 同村　加科民弥 紙 旧番号　１１＇－５６＇，コピー済

Ｊ-イ-14 明治４・１２ 1871 御預金証文之事
（金百両預證文）

預主　中萱村　宮澤
茂平

小松豊太郎 紙 旧番号　１１＇－５７＇，コピー済

Ｊ-イ-15 明治５・１ 1872 田畑証印帳
（質地證文写）

上中萱村　名主　宮
澤茂實

横帳 旧番号　１２＇－２２＇，横帳小，コ
ピー済
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Ｊ-イ-16 明治５・３
～５・１０

1872 住吉村戸隠免質入後ノ出入ニ付
（神谷利永ト村当局）
（八点）

願人　神谷利永　村
惣代　神谷伝三　外
立入人
名主　宮澤茂實

紙 旧番号　１２＇－２３＇，明治５年
（１８７２）３月～１０月，コピー済

Ｊ-イ-17 明治６・１２ 1873 借用金証書
（金三拾円　借用証書）（円初見）

宮澤茂實 山野内幾く 紙 旧番号　Ｊ－イ－１，コピー済

Ｊ-イ-18 明治６・１２ 1873 預り金証書
（金拾七円五拾銭　借用証文）

宮澤茂実　外二名 加科豊蔵殿内　さよ 紙 旧番号　Ｊ－イ－２，コピー済

Ｊ-イ-19 明治６・１２ 1873 無尽ノ事 宮澤茂兵衛　外 紙 旧番号　Ｊ－イ－３，コピー済

Ｊ-イ-20 明治７・１ 1874 惣益無尽割取帳 横帳 旧番号　Ｊ－イ－４，コピー済

Ｊ-イ-21 明治８・１ 1875 学校元資金利積簿 伍長　宮沢久馬太 横帳 旧番号　Ｊ－イ－５，横帳小，コピー済

Ｊ-イ-22 明治８・１ 1875 学校元資金利積簿
（４２９ノ書直しカ）

伍長　宮澤久馬太 横帳 旧番号　Ｊ－イ－６，横帳小，コピー済

Ｊ-イ-23 明治８・２ 1875 質地証券書
（金百四円借用ノ質地証文）

野本甚吾 鈴木留次郎 紙 旧番号　Ｊ－イ－７，コピー済

Ｊ-イ-24 明治８・９ 1875 借用金証書
（金三百円借用証書）

植松利八郎 吉澤儀七 紙 旧番号　Ｊ－イ－８，コピー済

Ｊ-イ-25 明治９・４ 1876 記
（貸金残額確認証）

宮澤茂実 宮澤甚衛 紙 旧番号　Ｊ－イ－９，コピー済

Ｊ-イ-26 明治１０・
１２

1877 借用金証書
（金五円二拾五銭ノ内、残一円借用証
書）

小林七十七 宮澤茂実 紙 旧番号　Ｊ－イ－１０，コピー済

Ｊ-イ-27 明治１１・１ 1878 借用金書証
（金二拾四円借用証書）

明盛村　宮沢茂実 同村　塩原岸太 紙 旧番号　Ｊ－イ－１１，コピー済

Ｊ-イ-28 明治１１・４ 1878 借用金証書
（金拾五円借用証書）

宮澤茂実 白澤左門次 紙 旧番号　Ｊ－イ－１２，コピー済

Ｊ-イ-29 明治１１・４ 1878 借用金証書
（金拾五円借用証書）

明盛村　宮澤茂実 同村　小松岡衛 紙 旧番号　Ｊ－イ－１３，コピー済

Ｊ-イ-30 明治１２・９ 1879 借用金証書
（金二十円借用証書）

宮沢茂実 宮沢覚平 紙 旧番号　Ｊ－イ－１４，コピー済

Ｊ-イ-31 明治１３・
１０

1880 借用金之証
（金廿円借用証書）

宮沢久真太 宮沢弥平次 紙 旧番号　Ｊ－イ－１５，コピー済

Ｊ-イ-32 明治１３・９ 1880 借用書証之事
（金拾三円七十五銭借用証書）

明盛村　花山耕 同村　宮澤久真太 紙 旧番号　Ｊ－イ－１６，コピー済
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Ｊ-イ-33 明治１４・
新１０、旧８

1881 借用証書
（金五拾円借用証書）

宮澤久真太 曽山又吉 紙 旧番号　Ｊ－イ－１７，明治１４年新１０
月，旧８月，コピー済

Ｊ-イ-34 明治１５・
旧１

1882 借用金証書
（金五拾円借用証書）

宮澤久真太 曽山又吉 紙 旧番号　Ｊ－イ－１８，明治１５年旧１
月，コピー済

Ｊ-イ-35 明治１６・
旧１

1883 借用金証書
（金二十八円三十五銭借用証書）

花山耕 宮澤久真太 紙 旧番号　Ｊ－イ－１９，明治１６年旧１
月，コピー済

Ｊ-イ-36 明治１６・
１２

1883 借用金証書
（金五拾円借用証書）

宮澤久真太 曽山良吉 紙 旧番号　Ｊ－イ－２０，コピー済

Ｊ-イ-37 明治１８・４ 1885 金子請取証
（金五拾円請取証）

曽山又吉 宮澤久馬太 紙 旧番号　Ｊ－イ－２１，コピー済

Ｊ-イ-38 明治１８・６ 1885 借用金証書
（金三拾円借用証書）

宮澤久真太 加藤廣吉 紙 旧番号　Ｊ－イ－２２，コピー済

Ｊ-イ-39 明治１８・６ 1885 借用金証書
（金七拾弐円借用証書）

宮沢久真太 科布村　猿田代弥 紙 旧番号　Ｊ－イ－２３，コピー済

Ｊ-イ-40 明治１８・
旧６

1885 借用金書証
（金拾円借用証書）

宮澤久真太 藤岡房太郎 紙 旧番号　Ｊ－イ－２４，明治１８年旧６
月，コピー済

Ｊ-イ-41 明治１８・９ 1885 借用証書
（金七拾円借用証書）

植松利八郎 宮沢久真太 紙 旧番号　Ｊ－イ－２５，コピー済

Ｊ-イ-42 明治１８・９ 1885 借用金証書
（金拾三円借用証書）

宮澤久眞太 白澤沖江 紙 旧番号　Ｊ－イ－２６，コピー済

Ｊ-イ-43 明治１８・
１０

1885 借用金証書
（金二拾円借用証書）

宮澤久眞太 藤岡房太郎 紙 旧番号　Ｊ－イ－２７，コピー済

Ｊ-イ-44 明治１８・
１０

1885 質地証書
（金百二拾五円借用証書）

宮沢久眞太 臼井辰吉 紙 旧番号　Ｊ－イ－２８，コピー済

Ｊ-イ-45 明治１９・
旧１

1886 借用金証書
（金二拾円借用証書）

宮澤久眞太 宮澤ゑき 紙 旧番号　Ｊ－イ－２９，明治１９年旧１
月，コピー済

Ｊ-イ-46 明治１９・
旧７

1886 借用金証書
（金拾円借用証書）

宮澤久眞太 宮澤ゑき 紙 旧番号　Ｊ－イ－３０，明治１９年旧７
月，コピー済

Ｊ-イ-47 明治１９・８ 1886 借用金之証
（金一百円借用証書）

松本南深志町　植松
利八郎

明盛村　宮澤久眞太 紙 旧番号　Ｊ－イ－３１，コピー済

Ｊ-イ-48 明治２０・５ 1887 借用証書
（金四拾五円借用証書）

松本南深志　植松利
八郎

明盛村　宮澤久眞太 紙 旧番号　Ｊ－イ－３２，コピー済

Ｊ-イ-49 明治２１・１ 1888 借用金延期証
（金五拾円借用期限延期証書）

宮澤三太 岡村わき 紙 旧番号　Ｊ－イ－３３，コピー済
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Ｊ-イ-50 明治２２・２ 1889 借用金証書
（一金六拾五円　一金拾五円借用証
書）

嶌内村　高山覚平 明盛村　宮沢きせ 紙 旧番号　Ｊ－イ－３４，コピー済

Ｊ-イ-51 明治２３・１ 1890 年賦金証書
（元金五拾五円ノ返済証書）

植松利八郎　亀吉 宮沢利平 紙 旧番号　Ｊ－イ－３５，コピー済

Ｊ-イ-52 明治２３・１ 1890 年賦金証書
（元金五拾円ノ返済証書）

植松利八郎 猿田高市 紙 旧番号　Ｊ－イ－３６，コピー済

Ｊ-イ-53 明治２３・１ 1890 年賦金証書
（元金百円ノ返済証書）

植松利八郎　亀吉 宮沢三太 紙 旧番号　Ｊ－イ－３７，コピー済

Ｊ-イ-54 明治２５・７ 1892 借用金証書
（金拾円借用証書）

岡村秋次郎 宮沢きせ 紙 旧番号　Ｊ－イ－３８，コピー済

Ｊ-イ-55 明治２７・１ 1894 借用金証書
（金五拾円借用証書）

宮澤伝一郎 多田小市 紙 旧番号　Ｊ－イ－３９，コピー済

Ｊ-イ-56 明治２７・
１１

1894 借用金証書
（金百円借用証書）

中萱　宮澤三太 同村　降旗吉十 紙 旧番号　Ｊ－イ－４０，コピー済

Ｊ-イ-57 明治２８・
旧１

1895 借用金証
（金三拾円借用証書）

宮沢三太 野本辰造 紙 旧番号　Ｊ－イ－４１，明治２８年旧１
月，コピー済

Ｊ-イ-58 明治２８・３ 1895 借用金証
（金九拾円借用証書）

明盛村中萱　宮沢三
太

中萱　植原與次 紙 旧番号　Ｊ－イ－４２，コピー済

Ｊ-イ-59 明治２８・５ 1895 借用金証
（金四拾円借用証書）

明盛村中萱　宮沢三
太

同村及木　降旗作茂 紙 旧番号　Ｊ－イ－４３，コピー済

Ｊ-イ-60 明治２８・８ 1895 契約証
（宮澤伝一郎所有ノ田畑ヲ妻よしへ譲
渡スル約束ニテ母借金返済ニ付）

本人　明盛村中萱　
宮澤伝一郎

母上 紙 旧番号　Ｊ－イ－４４，コピー済

Ｊ-イ-61 明治３３・３
～昭和４・
３

1900 宮澤三太借金関係書
（借金額及借入先）
（十九点）

宮澤三太 紙 旧番号　Ｊ－イ－４５，明治３３年
（１９００）３月～昭和４年（１９２９）３月，
コピー済

Ｊ-イ-62 明治３３・９ 1900 無尽金領収証
（金七拾五円領収証）

取主　宮澤三太 御連中 紙 旧番号　Ｊ－イ－４６，コピー済

Ｊ-イ-63 明治３７・７
～４１

1904 無尽書類
（六点）

宮澤三太 紙 旧番号　Ｊ－イ－４７，明治３７年
（１９０４）７月～４１年（１９０８），コピー
済

Ｊ-イ-64 年代不詳 ― 質地ニ相渡田地證文之事
（後半欠損）

紙 旧番号　Ｊ－イ－４８，コピー済

Ｊ-イ-65 年代不詳・
４

― 覚
（一金二拾円領収証）

牛山七十 宮沢茂兵衛 紙 旧番号　Ｊ－イ－４９，コピー済

Ｊ-イ-66 年代不詳・
１

― 記
（貸金ノ記録通知）

降旗吉十 宮澤茂實 紙 旧番号　Ｊ－イ－５０，コピー済
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Ｊ-ロ-1 明治２・６ 1869 差上申一札之事
（朝廷発行ノ金札使用ニ付請書）

上中萱村　全村民連
署

村役人 縦帳 旧番号　９＇－２６＇，コピー済

Ｋ-ロ-1 年代不詳 ― 御囲穀拝借人別 紙 コピー済

Ｋ-ロ-2 年代不詳・
１１

― 覚
（御見廻ノ節、上一人ノ昼食用意ノ下
命書）

丸山杢右衛門 上中萱村役人 紙 酉１１月，コピー済

Ｋ-ロ-3 年代不詳 ― 覚
（上中萱村食料不足ニ付）

紙 コピー済

Ｋ-ハ-1 明治１８・
１１

1885 請負約定書及受負書 烏川村　有賀勝蔵 宮沢久真太 紙 旧番号　Ｋ－ハ－４，コピー済

Ｋ-ハ-2 明治１９・
旧１

1886 土蔵毀立之節手間扣 田中本 横帳 旧番号　Ｋ－ハ－５，明治１９年旧１
月，横帳小，コピー済

Ｋ-ハ-3 明治３５・７ 1902 借家証書
（松本町土井尻ニ二階造長屋一棟借
用証書）

借主　松本町（氏名無
し）
請人　宮澤三太

紙 旧番号　Ｋ－ハ－６，コピー済

Ｋ-ヘ-1 年代不詳・
１

― 覚
（領収書）

大坂や　新左衛門 中かや村　茂兵衛 紙 旧番号　Ｋ－ヘ－７，コピー済

Ｋ-ヘ-2 年代不詳 ― 勘定書
（十点）

商店 紙 旧番号　Ｋ－ヘ－８，午　酉年，コピー
済

Ｋ-ヘ-3 年代不詳・
１１

― 覚
（米付届ケノ受領証）（六点）

横内兵三郎 紙 旧番号　Ｋ－ヘ－９，午１１月，コピー
済

Ｋ-ヘ-4 年代不詳・
９

― 覚
（籾受取証）（三点）

大野與七 上中萱村役元 紙 旧番号　Ｋ－ヘ－１０，辰９月，コピー
済

Ｋ-ヘ-5 年代不詳 ― 覚
（籾受領書　馬手形）（七点）

長門屋　與七 上中萱村役元 紙 旧番号　Ｋ－ヘ－１１，コピー済

Ｋ-ト-1 明治２・１ 1869 大宝恵
（大福帳）

中萱村　宮澤本 横帳 旧番号　９＇－２５＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-2 明治３・１ 1870 大宝恵
（大福帳）

上中萱村　宮澤本 横帳 旧番号　９＇－２７＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-3 明治３・１ 1870 懐中日記全 中萱村　宮澤茂平太 横帳 旧番号　４７＇－１７＇，横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-4 明治３・３ 1870 諸容太宝恵 中萱郷　宮澤茂平太 横帳 旧番号　４７＇－１８＇，横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-5 明治３・６ 1870 差上申内済証文之事及証文之事
（家相続ニ付内済証文及相続人一
札）
（二点）（３０４ト関連）

願主　け美

角左衛門

角左衛門　戸部御役
所

村役人

縦帳 旧番号　４７＇－１９＇，コピー済

51/62 ページ 安曇野市　教育委員会



宮澤順成家文書

分類未確定

番号 年月日 西暦 資料名 出所 宛所 形態 備考

9999

Ｋ-ト-6 明治４・１ 1871 大福帳 宮澤本 横帳 旧番号　９＇－２９＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-7 明治４・１ 1871 懐中記録全 中萱村名主　宮澤茂
平太

横帳 旧番号　４７＇－２０＇，横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-8 明治４・１０ 1871 奉窺趣意書之事
（千賀良ヨリ団（圓カ）十へ出訴ニ付内
済ノ窺書）

中萱村差受（取曖カ）
役人
宮澤茂實

紙 旧番号　４７＇－２１＇，コピー済

Ｋ-ト-9 明治４・１０ 1871 奉差上済口証文之事
（多田千賀良ヨリ圓十忰良作ヘノ出訴
ニ付内済証文）

訴訟方　中萱村　多
田千賀良
相手方　多田圓十
村役人

松本県御役所 縦帳 旧番号　４７＇－２２＇，コピー済

Ｋ-ト-10 明治５・１ 1872 大宝恵
（大福帳）

上中萱村　宮澤本 横帳 旧番号　９＇－３０＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-11 明治５・１ 1872 懐中日記全 安曇郡中萱村　宮澤
茂實

横帳 旧番号　４７＇－２３＇，横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-12 明治５～
３６

1872 暦
（明治五年～明治三十六年）
（十点）

宮澤守茂 未確定 旧番号　５０＇－３＇，明治５年
（１８７２）～３６年（１９０３），冊，コピー
済

Ｋ-ト-13 明治６・１ 1873 大福日記帳 信濃国安曇郡中萱村
　宮澤本

横帳 旧番号　９＇－３１＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-14 明治６・２ 1873 現金通 松本通本町二丁目　
真々部屋五兵衛

横帳 旧番号　Ｋ－ト－１２，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-15 明治６・７ 1873 山田徳彌の判取帳カ
（表紙欠損）

筑摩県管轄　第十大
区内六小区　信濃国
安曇郡柏原村　山田
徳彌

横帳 旧番号　９＇－３２＇，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-16 明治８・１ 1875 諸事控簿 明盛村中萱耕地　宮
澤茂實

横帳 旧番号　Ｋ－ト－１３，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-17 明治９・４ 1876 払物代寄取調帳
外ニ　払方差引扣　借方共々扣

宮澤茂実 縦帳 旧番号　Ｋ－ト－１４，縦帳小，コピー
済

Ｋ-ト-18 明治９・４ 1876 払物代価帳 横帳 旧番号　Ｋ－ト－１５，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-19 明治９・７ 1876 富産覚
（買物控か）

横帳 旧番号　Ｋ－ト－１６，コピー済

Ｋ-ト-20 明治９ 1876 諸事控 第九大区八小区安曇
郡明盛村中萱耕地　
宮澤茂實

横帳 旧番号　Ｋ－ト－１７，横帳小，コピー
済
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Ｋ-ト-21 明治１０～
１１

1877 諸事控 第九大区八小区安曇
郡明盛村中萱耕地　
宮澤茂実

横帳 旧番号　Ｋ－ト－１８，明治１０年
（１８７７）～１１年（１８７８），横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-22 明治１２・４ 1879 約定書写
（田地分与ノ約定書）

亡　嘉端妻　いう （茂実宛カ） 縦帳 旧番号　Ｋ－ト－１９，コピー済

Ｋ-ト-23 明治１２～
１４

1879 諸事控 宮澤茂實 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２０，明治１２年
（１８７９）～１４年（１８８１），横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-24 明治１５～
１６

1882 諸事控 明盛村　宮澤久真太 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２１，明治１５年
（１８８２）～１６年（１８８３），横帳小，コ
ピー済

Ｋ-ト-25 明治１６・１
～

1883 大福日誌
（柏原山田家ノ物）

藤本屋 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２２，コピー済

Ｋ-ト-26 明治１７・１ 1884 諸事控
（金銭出納）

明盛村　宮澤久真太 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２３，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-27 明治１７・
１０

1884 現金買物通 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２４，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-28 明治１８・
１０

1885 土蔵再建之節諸入費并ニ白木附送り
駄数扣帳

田中本 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２５，コピー済

Ｋ-ト-29 明治１９・１ 1886 地所売渡証 野本十吉 宮澤久真太 紙 旧番号　Ｋ－ト－２６，コピー済

Ｋ-ト-30 明治２１・１ 1888 金銭出入簿 宮澤本 横帳 旧番号　Ｋ－ト－２７，コピー済

Ｋ-ト-31 明治２３・１ 1890 諸事日誌覚
（金銭出納）

中萱　田中堂　宮澤
本宅　宮澤賛太　常
扣

横帳 旧番号　Ｋ－ト－２８，コピー済

Ｋ-ト-32 明治２４・
１０

1891 諸算帳
（金銭出納）

山田きよ江　後見人　
宮澤三太

横帳 旧番号　Ｋ－ト－２９，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-33 明治２５・１ 1892 歳内会計簿 中がや　田中本　宮
澤三太控

横帳 旧番号　Ｋ－ト－３０，コピー済

Ｋ-ト-34 明治２５・４ 1892 耕地惣代日誌 中萱区　宮沢三太控 横帳 旧番号　Ｋ－ト－３１，コピー済

Ｋ-ト-35 明治２５・５ 1892 集会連名
（集会参加者并選出役職者名簿）

中萱耕地惣代 横帳 旧番号　Ｋ－ト－３２，コピー済

Ｋ-ト-36 明治２７・１ 1894 日記簿 中萱郷　宮澤宗家 横帳 旧番号　Ｋ－ト－３３，横帳小，コピー
済

Ｋ-ト-37 年代不詳 ― 未暮書出帳
（柏原　山田徳弥文書）

ふじ本や 横帳 旧番号　Ｋ－ト－３４，未年，コピー済
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Ｋ-ト-38 年代不詳 ― 茂平、茂実ノ財産分ケ書類カ 紙 旧番号　Ｋ－ト－３５，明治３年
（１８７０）カ，コピー済

Ｋ-ト-39 年代不詳 ― 郷宿勘定帳 上中萱　下中萱　各
冊

横帳 旧番号　Ｋ－ト－３６，申年，コピー済

Ｋ-ト-40 年代不詳 ― 約定書
（相続人ヲ兄利平二男吾一トスル一
件）

宮澤栄蔵 宮沢利平 紙 旧番号　Ｋ－ト－３７，明治１２年
（１８７９）以後カ，コピー済

Ｍ-ロ-1 明治元・
１２

1868 辰用水諸木毛代雜用四ケ村割賦帳
（堰普請関係）

上中萱村
（上中下中中堀真々
部カ）

横帳 旧番号　３９＇－１８＇，コピー済

Ｍ-ロ-2 明治元・
１２

1868 屋丁普請勤人足書拔帳
（温堰、十ケ堰普請控）

上中萱村　役元 横帳 旧番号　３９＇－１９＇，コピー済

Ｍ-ロ-3 明治２・２ 1869 上野組長尾組温堰条目論見帳
（控）

民政局　中澤権右衛
門

丸山圓十郎 横帳 旧番号　３９＇－２０＇，コピー済

Ｍ-ロ-4 明治２・１２ 1869 巳用水諸木毛代雑用四ケ村割賦帳
（真々部、上中、下中、中堀）

上中萱村 横帳 旧番号　３９＇－２４＇，コピー済

Ｍ-ロ-5 明治３・２ 1870 水防御普請金屋丁籾代高掛り割賦封
金差継取立帳

上中萱村 横帳 旧番号　３９＇－２５＇，コピー済

Ｍ-ロ-6 明治４・７ 1871 用水諸木並人足買入四ケ村割賦帳 横帳 旧番号　３９＇－２６＇，コピー済

Ｍ-ロ-7 明治４・１２ 1871 未用水諸木雜用四ケ村両村割賦帳 上中萱村 横帳 旧番号　３９＇－２７＇，コピー済

Ｍ-ロ-8 明治６・４ 1873 記
（中萱村中萱堰懸高反別報告書）

中萱村役人 筑摩縣権令 紙 旧番号　Ｍ－ロ－１，コピー済

Ｍ-ロ-9 明治１８・７ 1885 記
（中萱堰入費各村割）

横帳 旧番号　Ｍ－ロ－２，コピー済

Ｍ-ロ-10 明治２１・９ 1888 記
（中萱堰口石堤布設見舞金百四拾
円）

中萱堰井掛耕地 岩岡耕地 紙 旧番号　Ｍ－ロ－３，コピー済

Ｍ-ロ-11 明治２１・
１２

1888 請取証
（一円八拾六銭八厘上中萱耕地共有
金請取証）

宮澤織次 宮沢三太 紙 旧番号　Ｍ－ロ－４，コピー済

Ｍ-ロ-12 明治２９・３ 1896 横沢堰会計簿 （横沢堰役カ） 横帳 旧番号　Ｍ－ロ－５，横帳小，コピー
済

Ｍ-ロ-13 明治２９・６ 1896 空俵追加徴収簿
（上中萱耕地及他村ヨリ入作之分）

中萱総代事務所 横帳 旧番号　Ｍ－ロ－６，コピー済

Ｍ-ロ-14 明治２９・
１２

1896 空俵不納人員書拔簿
（中萱耕地及他村入作共）

（中萱総代事務所） 横帳 旧番号　Ｍ－ロ－７，コピー済
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Ｍ-ロ-15 明治２９ 1896 空俵不足書拔簿
（下中萱分）

（中萱村惣代） 横帳 旧番号　Ｍ－ロ－８，コピー済

Ｍ-ロ-16 明治３０・
１１

1897 明治二十九年度
後半期耕地用水費不納人明細簿

中萱総代事務所 横帳 旧番号　Ｍ－ロ－９，コピー済

Ｍ-ロ-17 年代不詳 ― 用水入費ニ付 惣代　務台与逸　
等々力与八

紙 旧番号　Ｍ－ロ－１０，明治初
（１８６８）年カ，コピー済

Ｍ-ロ-18 年代不詳 ― 水中防き方
（用具及人足数）

紙 旧番号　Ｍ－ロ－１２，コピー済

Ｍ-ロ-19 明治２・４ 1869 温堰除御普請諸木人足代割賦帳
（控）

長尾組大庄屋 村々役人 横帳 旧番号　３９＇－２１＇，コピー済

Ｍ-ロ-20 明治２・４ 1869 温堰除御普請人足并諸事扣 出役庄屋　宮澤茂平
太

横帳 旧番号　３９＇－２２＇，横帳小，コ
ピー済

Ｍ-ロ-21 明治２・４ 1869 請負証文之事
（温堰鳥足其外請負証）

下大妻村ノ者三名 両組役人 紙 旧番号　３９＇－２３＇，コピー済

Ｍ-ロ-22 年代不詳・
３

― 覚
（温堰除諸木代領収書）

實次 上中萱村　御役人中 紙 旧番号　Ｍ－ロ－１１，酉３月，コピー
済

Ｐ-ハ-1 明治２４・１ 1891 荷車貸営業願
（豊科駅内ニ於テ荷車貸営業願）

宮沢三太 長野縣知事　内海忠
勝

紙 コピー済

Ｑ-イ-1 明治２ 1869 上中萱村御祈祷御拔納人別帳 提家　山口熊之進 横帳 旧番号　４３＇－２２＇，コピー済

Ｑ-イ-2 明治４・１ 1871 乍恐奉願上口上之覚
（名主宮澤茂平太ノ神葬祭改転願）

願主　宮澤茂平太
（外村役人）

松本藩御役所 紙 旧番号　４３＇－２３＇，コピー済

Ｑ-イ-3 明治４・１ 1871 乍恐奉願口上之覚
（神葬祭免許願）（控カ）

願人　胡桃沢駒吉　
村役人

松本藩御役所 紙 旧番号　４３＇－２４＇，コピー済

Ｑ-イ-4 明治５・６ 1872 大祓ノ式次第
（教部省ヨリノ布達ト其下達）

教部省布達 紙 旧番号　４３＇－２５＇，コピー済

Ｑ-イ-5 明治３９ 1906 差出申一札ノ事
（墓地貸与ニ付感謝ノ一札）

中萱ノ住　良三 宮沢三太 紙 旧番号　Ｑ－イ－１，コピー済

Ｑ-ロ-1 明治１６ 1883 武水別神社　瑞垣再造勧化帳 中萱村　宮澤茂久太
　外

縦帳 旧番号　Ｑ－ロ－２，コピー済

Ｑ-ロ-2 明治１８・１ 1885 八幡宮玉垣新築連名簿 西中萱耕地　宮沢久
眞太

横帳 旧番号　Ｑ－ロ－３，コピー済

Ｑ-ロ-3 明治１９・９ 1886 八幡宮玉垣寄附連名簿 南安曇郡明盛村　中
萱耕地

縦帳 旧番号　Ｑ－ロ－４，コピー済

Ｑ-ロ-4 明治２０・
１１

1887 神宮大麻領布ノ通知 神宮教区　上田本部 宮沢久馬太 紙 旧番号　Ｑ－ロ－５，コピー済
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Ｑ-ロ-5 明治２６・２ 1893 請取証
（金三円五拾銭之内金一円受取証）

松本神道玉垣建設事
務所

宮澤三太 紙 旧番号　Ｑ－ロ－６，コピー済

Ｑ-ロ-6 明治２９・
１０

1896 祭典費出納簿 下中萱 横帳 旧番号　Ｑ－ロ－７，コピー済

Ｑ-ロ-7 明治３４・５ 1901 預り金証
（熊野神社寄附金預り証）

加藤土岐二郎 宮沢三太 紙 旧番号　Ｑ－ロ－８，コピー済

Ｑ-ロ-8 大正７・１ 1918 宮沢三太　源　信心関係書
（豊川閣御祈祷料、豊受大神御饌料、
仁王尊おみくじ　二点）
（四点）

紙 旧番号　Ｑ－ロ－９，コピー済

Ｑ-ロ-9 年代不詳 ― 神社関係費用記録 紙 旧番号　Ｑ－ロ－１０，コピー済

Ｑ-ハ-1 年代不詳・
４

― 通達　写
（廃寺ノ仏像、什器、建物等ノ処分ニ
付）（二点）

県庁役人 中萱村副戸長　宮沢
茂平太

紙 旧番号　Ｑ－ハ－１１，①綴　解読②
紙　明治５年（１８７２）カ４月

Ｑ-ハ-2 明治１７・９ 1884 証
（真光寺ヨリ建築講第一口御加入ノ礼
状）

真光寺 宮澤久真太 紙 旧番号　Ｑ－ハ－１２，コピー済

Ｑ-ハ-3 明治２０・４ 1887 記
（金八十五銭二厘富蔵山観音寺有志
金）

西條村
富藏山観音寺世話掛

宮澤久真太 紙 旧番号　Ｑ－ハ－１３，コピー済

Ｑ-ハ-4 明治３５・９ 1902 仁王尊保存金勧進帳 信濃国更級郡更府村
長勝寺
宮澤亀勇外　三十五
名

縦帳 旧番号　Ｑ－ハ－１４，コピー済

Ｑ-ハ-5 明治３５・
１０

1902 寄附金収納証
（金七円也本堂建築費之内へ寄附）

歓喜寺 宮澤三太 紙 旧番号　Ｑ－ハ－１５，コピー済

Ｑ-ハ-6 年代不詳・
７

― 覚
（真光寺寺納領収書　金一両）

真光寺 茂兵衛 紙 旧番号　Ｑ－ハ－１６，午７月，コピー
済

Ｑ-ハ-7 年代不詳 ― 真光寺本堂入用金不足割合帳
上中萱村分

横帳 旧番号　Ｑ－ハ－１７，コピー済

Ｑ-ニ-1 明治１７ 1884 皇太神宮初穂帳 中萱　宮沢利平外 横帳 旧番号　Ｑ－ニ－１８，コピー済

Ｒ-ロ-1 年代不詳 ― 乍恐奉願口上之覚
（小学校許容願）

植原縁方寄留　岩本
岬

中萱村役人 紙 明治６年（１８７３）カ，コピー済

Ｒ-ロ-2 明治３１・２ 1898 通知
（中萱学校証書授与式参列ニ付）

明盛村役場 宮澤三太 紙 コピー済

Ｒ-ロ-3 明治３１・３ 1898 卒業証書
（高等小学校四カ年卒業）

明盛組合高等小学校
長　真鍋静三郎

宮澤久す江 紙 コピー済
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Ｒ-ロ-4 明治４１・４ 1908 辞職届写
（温明盛学校組合会議員野本嘉七ノ
辞職願写）

野本嘉七 温明盛学校組合管理
村長　百瀬豊三郎

紙 コピー済

Ｒ-ロ-5 大正７・３ 1918 修業証書
（尋常小学校第四学年修業）

宮澤た賀 紙 コピー済

Ｒ-ロ-6 明治１６ 1883 明治十六年度教育協議費支出予算
（中萱学校予算）

紙 コピー済

Ｒ-ヌ-1 明治４０・８ 1907 愛国婦人会会員証
（二点）

宮澤むく
山田きよゑ

紙 旧番号　Ｒ－ヌ－７，コピー済

Ｒ-ヌ-2 大正２・９ 1913 愛国婦人会終身会員証 愛国婦人会長　阿部
篤子

宮澤むく 紙 旧番号　Ｒ－ヌ－８，コピー済

Ｓ-イ-1 明治４４・５ 1911 高齢者表彰ニ付表彰式ヘノ招待通知 明盛村長及連合衛生
組合長

宮澤きせ 紙 コピー済

Ｓ-イ-2 大正１５・３ 1926 中萱共同浴場組合出資証券 中萱共同浴場組合　
組合長　白澤義一

宮澤三太 紙 コピー済

Ｓ-ハ-1 年代不詳 ― 御見分之覚
（行路病死人御検分結果ノ記録一札）

紙 旧番号　Ｓ－ハ－３，案文カ，コピー
済

Ｓ-ホ-1 明治３０・
１０

1897 明盛村役場ヨリノ通達
（売薬鑑札ニ付）（二点）

明盛村役場 宮澤三太 紙 旧番号　Ｓ－ホ－４，コピー済

Ｓ-ホ-2 明治３５・
３、３６・７

1902 衛生共救合資会社締盟証書
（二点）

明盛村　宮澤つ勢
島内村　高山覚平

紙 旧番号　Ｓ－ホ－５，明治３５年
（１９０２）３月，３６年（１９０３）７月，コ
ピー済

Ｓ-ヘ-1 明治２９・
１０

1896 受納証
（金一円也訓盲院維持捐金）

訓盲院設立事務所　
斉藤恒徳

宮澤三太 紙 旧番号　Ｓ－ヘ－６，コピー済

Ｔ-イ-1 明治２４・８ 1891 徴兵検査結果
（甲種合格籤のがれ）

第一旅管徴兵署 宮沢三太 紙 コピー済

Ｔ-イ-2 明治２９・
１２

1896 役場ヨリノ通達
（宮澤寿内次除隊帰郷ニ付出迎え方）

明盛村役場 中萱耕地惣代 紙 コピー済

Ｔ-イ-3 明治３７ 1904 征露軍人優待会費義捐金名簿 明盛村役場 縦帳 コピー済

Ｔ-イ-4 明治３９・
１０

1906 義金申込書
（帝国義勇艦隊建設義金醵出申込
書）
（二十一点　二百八拾一円五十銭）

中萱分 紙 コピー済
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Ｔ-ハ-1 明治２０・４ 1887 紛失物御届
（久真太實印認印紛失届）
（下書カ）

宮沢久真太 松本警察署豊科分署
長

紙 旧番号　Ｔ－ハ－５，コピー済

Ｔ-ハ-2 明治２５ 1892 有害鳥獣威銃願
（案文）

長野県豊科警察署長
　戸田元一

紙 旧番号　Ｔ－ハ－６，コピー済

Ｔ-ハ-3 明治３９・４ 1906 臨時事件公債保証金受領名簿 宮澤扣 横帳 旧番号　Ｔ－ハ－７，コピー済

Ｔ-ニ-1 明治３・３ 1870 差出申一札之事
（盗品返戻内済ノ双方ノ一札）
（二点）

中萱村　せき　為右衛
門

村役人 紙 旧番号　４１＇－４＇，コピー済

Ｔ-ニ-2 明治５・８ 1872 内済一札之事
（番役、紛失物詮儀ノ際、村方ヲ尋ネ
廻リシ一件ニ付村方ヨリ出訴内済）

願人　中萱村　藤岡
初太郎外
相手方　福本正一

村役人 紙 旧番号　４１＇－５＇，コピー済

Ｔ-ニ-3 明治６・４ 1873 内済一札之事
（貸金返済方願出ニ付一札）

願人　中萱村　竹内
馨
返答人　丑山七十

村役人 紙 旧番号　Ｔ－ニ－８，コピー済

Ｔ-ニ-4 明治６・１１ 1873 茂実入獄中ノ諸雑用
（茂實ノ入獄費用ニ付受領書并請求
書）
（村方分）（二点）

筑摩県庁 中萱村役元 紙 旧番号　Ｔ－ニ－９，コピー済

Ｔ-ニ-5 明治６・１１ 1873 入獄御免見受納帳 副戸長　宮沢茂実 横帳 旧番号　Ｔ－ニ－１０，横帳小，コピー
済

Ｔ-ニ-6  

明治２４・１
 ～１０

1891 訴訟書類
（宮沢三太ト植松利八郎ノ宅地ニ関ス
ル訴訟）
（十三点）

松本仲町　植松利八
郎
明盛村　宮沢三太

紙 旧番号　Ｔ－ニ－１１，明治２４年１月
～１０月，コピー済

Ｔ-ニ-7 明治３９・
１１

1906 説諭願
（通路妨害ニ付之ヲ排除致スベク説諭
願）

明盛村　飯沼覚江 明盛村長　百瀬豊三
郎

紙 旧番号　Ｔ－ニ－１２，コピー済

Ｖ-イ-1 明治７・２ 1874 為取替証文之事
（墓所取替ニ付）

小林良平 宮澤茂平 紙 コピー済

Ｖ-イ-2 明治１０・２ 1877 婚礼祝儀受納帳 宮沢九間太 横帳 コピー済

Ｖ-イ-3 明治１０・６ 1877 音信受納帳
（梅操院華巌光薫居士）

宮沢茂平当時神葬祭
行歳四十七歳

横帳 コピー済
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Ｖ-イ-4 明治１３・１ 1880 皇太神宮金毘羅山見舞受納簿
（辰正月廿三日出立）

南安曇郡明盛村　宮
沢九間太　象江　伝
一郎

横帳 コピー済

Ｖ-イ-5 明治１５・
１１

1882 帯祝之節祝儀受納帳 田中本 横帳 コピー済

Ｖ-イ-6 明治１６・３ 1883 七夜宮参祝儀受納帳 宮沢久真太長女　宮
沢久壽栄

横帳 コピー済

Ｖ-イ-7 明治１６・
１０

1883 諸君より病気見舞受納帳 宮沢茂実 横帳 コピー済

Ｖ-イ-8 明治１６・
１１

1883 祝儀受納簿 宮沢象栄 横帳 コピー済

Ｖ-イ-9 明治１６・
１２

1883 香奠（香典）授納帳
（当時神葬祭）

宮澤茂実
（宮澤久真太代）

横帳 コピー済　　奠は典

Ｖ-イ-10 明治１８・７ 1885 音信受納帳
（当時神葬祭　宮澤象栄音信）

宮澤まつよ 横帳 コピー済

Ｖ-イ-11 明治１８・８ 1885 手踴（手踊）興行奉納願
（熊野神社例祭ニ付）

氏子総代 松本警察署　豊科分
署長

紙 コピー済　踴は踊

Ｖ-イ-12 明治１９・１ 1886 土蔵再建之節祝儀受納簿 田中本
宮澤久真太代建立

横帳 コピー済

Ｖ-イ-13 明治１９・３ 1886 婚姻祝儀受納帳 宮沢象栄 横帳 コピー済

Ｖ-イ-14 明治１９・４ 1886 祝儀献立扣簿 宮沢象栄 横帳 コピー済

Ｖ-イ-15 明治２０・
１２

1887 婚礼祝儀受納帳 宮澤傅一 横帳 コピー済

Ｖ-イ-16 明治２１・１ 1888 養子証書
（養子縁組ノ証書）

養父　宮澤茂久太 養子兄　宮澤久真太 紙 コピー済

Ｖ-イ-17 明治２１・１ 1888 祝儀献立扣簿 宮沢本 横帳 コピー済

Ｖ-イ-18 明治２１・１ 1888 音信受納帳 俗名　宮澤久眞太
行年　廿七年十一ケ
月

横帳 コピー済

Ｖ-イ-19 明治２１・４ 1888 音信受納帳 宮沢わさ　行年五拾
歳
宮沢三太母

横帳 コピー済

Ｖ-イ-20 明治２３・３ 1890 病気見舞受納帳 宮澤茂平太妻　猿田
さき
（宮澤三太祖母）

横帳 コピー済
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Ｖ-イ-21 明治２５・６ 1892 結婚諸入費控簿
（明治二拾六年結婚式執行）

宮沢三太 横帳 コピー済

Ｖ-イ-22 明治２５・９ 1892 手志女由納披露并祝儀受納帳
（六月一日手志め都合ニ依里同年九
月披露ス）

宮沢三太 横帳 コピー済

Ｖ-イ-23 明治２５・
１２

1892 音信受納牒
（十二月廿六日出棺）

猿田佐支子刀自葬儀 横帳 コピー済

Ｖ-イ-24 明治２６・１ 1893 祝儀献立控帳 田中本
宮沢三太

横帳 コピー済

Ｖ-イ-25 明治２７・１ 1894 七夜宮参祝儀受納簿 宮澤三太長女 横帳 コピー済

Ｖ-イ-26 明治２８・
１２

1895 帯結祝儀受納帳 宮澤三太長女　ひさ
也

横帳 コピー済

Ｖ-イ-27 明治２９・
１２

1896 祭典費不納人名明細帳 上中萱惣代中 横帳 コピー済

Ｖ-イ-28 明治３０・１ 1897 誕生祝儀受納帳
（附帯結祝儀）

宮澤源（明治二十九
年誕生）

横帳 コピー済

Ｖ-イ-29 明治３１・８ 1898 蚕室上棟式祝儀受納帳 田中本
宮澤三太

横帳 コピー済

Ｖ-イ-30 明治３２・
１２

1899 宮澤久真太主人十三年祭
宮澤茂實老翁十七年祭
玉串料受納控

田中本
宮澤三太　守茂代

横帳 コピー済

Ｖ-イ-31 明治３７・１ 1904 祝儀買物覚
（久真太長女久寿恵熊倉高木家へ縁
付カ）

宮澤宗家 横帳 コピー済

Ｖ-イ-32 大正元・９
～昭和３・
１１

1912 猿田たかみ関係書
（親族会関係）
（三点）

未成年者　猿田たか
み
後見人　上原豊
監督人　宮澤織次

紙 大正元年（１９１２）９月～昭和３年
（１９２８）１１月，コピー済

Ｖ-イ-33 年代不詳・
６

― 縁談ニ付結納日取打合せの書簡 横沢三右衛門 小松甚左衛門 紙 コピー済

Ｖ-イ-34 年代不詳・
１０

― 記
（柏原ノ葬儀関係出納帳）

横帳 山田徳弥ノ葬儀カ，横帳小，コピー済

Ｖ-ロ-1 年代不詳 ― 相撲会合定之事 紙 旧番号　Ｖ－ロ－３５，コピー済

Ｖ-チ-1 明治３３・１ 1900 明治三十三年当用日記 宮澤守茂 縦帳 旧番号　Ｖ－チ－３６，コピー済

Ｖ-リ-1 明治１３・４ 1880 太郎大神講名簿
（三点）

上中萱村世話人　宮
沢久真太

縦帳 旧番号　Ｖ－リ－３７，コピー済
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Ｖ-リ-2 明治２２・８
～３７・９

1889 神道御嶽教
国津神　天津神　告知（御左志津）控

宮澤三太 横帳 旧番号　Ｖ－リ－３８，明治２２年
（１８８９）８月～３７年（１９０４）９月，横
帳小，コピー済

Ｖ-リ-3 明治３５ 1902 明治三十五年壬寅歳方位即鑑 方鋻仁信会発行 未確定 旧番号　Ｖ－リ－３９，冊小，コピー済

Ｖ-リ-4 明治３７～
４４・８

1904 信仰、方位関係
（十点）

宮沢三太 紙 旧番号　Ｖ－リ－４０，明治３７年
（１９０４）～４４年（１９１１）８月，コピー
済

Ｘ-1 年代不詳 ― 家相図
（多田道弥実見図面）

宮澤本 紙 明治３０年（１８９７）～４０年（１９０７）
カ，コピー済

Ｙ-1 年代不詳・
７

― 戌辰之役従軍ノ多田圓之助ヨリ
庄屋宮澤茂平太宛陣中便り
（訳文有り）

多田圓之助 宮澤茂平太 紙 旧番号　１９＇－１＇，明治元年
（１８６８）カ７月，コピー済

Ｙ-2 年代不詳 ― 私信 七日市場村　等々力
与八

上中萱村　宮沢茂実 紙 旧番号　Ｙ－１，明治５年（１８７２）～７
年（１８７４）カ，コピー済

Ｙ-3 年代不詳 ― 私信 七日市場村　等々力
与八

副戸長　宮澤茂実 紙 旧番号　Ｙ－２，明治５年（１８７２）～７
年（１８７４）カ，コピー済

Ｙ-4 明治６・１ 1873 懐中日記全 中萱村副戸長　宮澤
茂實

横帳 旧番号　Ｙ－３，横帳小，コピー済

Ｙ-5 明治９・４ 1876 払物見舞受納帳 宮沢茂実 横帳 旧番号　Ｙ－４，コピー済

Ｙ-6 明治１０・１
～

1877 諸事吉凶控 宮澤家 横帳 旧番号　Ｙ－５，横帳小，コピー済

Ｙ-7 明治１０・３ 1877 記
（白米八斗一升請取証）

穂高学校 宮澤象江 紙 旧番号　Ｙ－６，コピー済

Ｙ-8 年代不詳 ― 私信
（新年祝詞）

東京在住　野本十蔵 宮澤茂実 紙 旧番号　Ｙ－７，明治１６年（１８８３）以
前カ，コピー済

Ｙ-9 明治２２・１ 1889 西川順記神職拝命ニ付粗茶進呈ノ招
待状

西川順記 宮澤三太 紙 旧番号　Ｙ－８，コピー済

Ｙ-10 明治２２～
２５

1889 私信
（九点）

宮沢三太
高山吉作　角平

紙 旧番号　Ｙ－９，明治２２年（１８８９）～
２５年（１８９２），コピー済

Ｙ-11 明治３６～
４０

1903 書簡提出者ノ不備指摘ニ対スル訂正
方

須藤吉忠 明盛村助役（宮澤三
太）

紙 旧番号　Ｙ－１０，明治３６年（１９０３）
～４０年（１９０７），コピー済

Ｙ-12 明治４２～
昭和１５

1909 私書簡
（二十九点）

宮沢三太 紙 旧番号　Ｙ－１１，明治４２年（１９０９）
～昭和１５年（１９４０），コピー済

Ｙ-13 昭和３・２
～６０・９

1928 私信
（五点）

宮澤国丸
（宮澤三太二男）

紙 旧番号　Ｙ－１２，昭和３年（１９２８）２
月～６０年（１９８５）９月，コピー済
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Ｙ-14 昭和５・５ 1930 立憲政友会公認候補　植原悦二郎　
立候挨拶及貞享義民霊廟建設ニ付
土地寄贈依頼手紙
（下書カ）

宮澤三太 室蘭　多田光次郎 紙 旧番号　Ｙ－１３，コピー済

Ｙ-15 年代不詳 ― 家康、家久、兼位之和歌
（三点）

紙 旧番号　Ｙ－１４，コピー済

Ｙ-16 年代不詳・
９

― 進物状 九條 水野出羽守 紙 旧番号　Ｙ－１５，コピー済

Ｙ-17 年代不詳・
８

― 進物状 本多下総守 森川内膳正 紙 旧番号　Ｙ－１６，コピー済

Ｙ-18 年代不詳・
１１

― 進物状 松平大和守 戸田土佐守 紙 旧番号　Ｙ－１７，コピー済

Ｙ-19 年代不詳 ― 大名ノ御国替等ノ写 紙 旧番号　Ｙ－１８，コピー済

Ｙ-20 年代不詳・
２

― 覚
（金五十疋領収書）

宇治土公 紙 旧番号　Ｙ－１９，申２月，コピー済

Ｙ-21 年代不詳・
１１

― 書簡 横沢三右衛門 多田佐二兵衛 紙 旧番号　Ｙ－２０，コピー済

Ｙ-22 年代不詳 ― 記念品贈呈目録 紙 旧番号　Ｙ－２１，コピー済

Ｙ-23 年代不詳 ― 御遺状御宝入百ケ条
（東照宮於久能山御自筆ノ御条目）

縦帳 旧番号　Ｙ－２２，他見無用，コピー済
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