
佐野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
A1 五人組下書帳　足立郡佐野新田（後欠） 寛政5年3月 1793 支配 竪 1 佐154　202
A2 （御用留帳）（一部破損） 寛政7年12月 1795 支配 竪 1 佐156　1
A3 （御用留帳）（前後欠） 寛政8年1月 1796 支配 竪 1
A4 中村八太夫様御請書写シ　壱（雛型）佐野新

田（支配代官交代ニ付）
佐野新田賢治郎 文政4年2月 1821 支配 竪 1 佐164　9

A5 被仰渡御請印形帳（農業出精等触） 足立郡渕江領佐野新田名主勘蔵他
21名

伊奈半左衛門 文政8年4月3日 1825 支配 竪 1 佐165　10

A6 古鉄買渡世向御改革御請証文其外写シ（雛
型）

関東向取締出役山本大膳手代小池
三助他3名

天保4年6月 1833 支配 竪 1 佐288　367

A7 関東筋御普請向旧幣御改革被仰出ニ付立会百
姓并重世話人共請印帳

佐野新田地方惣代名主賢次郎他1
名

六ツ木村他13ヶ村名主 天保7年12月 1836 支配 竪 1 佐455　263

A8 御村々廻帳（金銀具停止並ビ廻米籾納請証 佐野新田名主賢次郎 大谷田村他12ヶ村名主、年寄 天保9年7月 1838 支配 竪 1 佐167　12・13
A9 御趣意被仰渡書拝見証文　佐野新田（年貢江

戸廻米割合増ニ而上納並び櫛かんざし等金銀
使用停止請証文）

佐野新田直七他19名 名主賢次郎同円蔵 天保9年7月 1838 支配 竪 1 佐168　14

A10 関東御取締御出役方より御触書写留（酒造取
締等）

佐野新田賢次郎控 天保9年8月 1838 支配 竪 1 佐169　15

A11 戌九月十一日戌下刻出ス出会触（酒造制限ニ 佐野新田惣代名主賢次郎他3名 大谷田村他18ヶ村名主 天保9年9月11日 1838 支配 竪 1 佐170　82
A12 重御触書拝見連印帳　佐野新田　辰沼新田

（風俗並ビ浪人取締ニ付）
足立郡佐野新田辰沼新田名主賢次
郎他33名

天保12年6月15日 1841 支配 竪 1 佐174　19

A13 御趣意被仰渡拝見連印帳　佐野新田　辰沼新
田（倹約令）

佐野新田賢次郎他33名 天保12年12月 1841 支配 竪 1 佐175　20

A14 御趣意御取締向被仰渡御請書連印　辰沼新田
佐野新田（質素倹約他取締）

辰沼新田佐野新田名主賢次郎他32
名

天保13年5月 1842 支配 竪 1 佐176　21

A15 御支配御代官様御趣意御教諭御触書拝見連印
帳　佐野新田　辰沼新田（関保右衛門ヨリ風
俗取締等ノ触書ニ付）

足立郡佐野新田辰沼新田名主賢次
郎他34名

天保13年7月 1842 支配 竪 1 佐177　22

A16 御趣意被仰渡拝見連印帳（歌舞伎役者抱入、
贋金拵、出家社人等差置ニ付取締請書）

佐野新田辰沼新田惣小前、役人 天保13年7月 1842 支配 竪 1 佐178　24

A17 御趣意御触書拝見連印帳　佐野新田　辰沼新
田（問屋株仲間差止ニ付）

関保右衛門役所 天保13年7月 1842 支配 竪 1 佐179　23

A18 御趣意御触書拝見連印帳　足立郡佐野新田
（奢侈禁止等改革ニ付）

足立郡佐野新田名主賢次郎他22名 天保13年8月 1842 支配 竪 1 佐180　25

A19 （御用留）（前後欠） （天保13年）寅 1842 支配 横 1
A20 五人組書上帳控 足立郡渕江領六ツ木村与根吉 弘化2年3月 1845 支配 竪 1 佐155　203
A21 米穀〆売糴買御請書　武州足立郡栗原村組合

佐野新田（米穀〆売糴買及び隠酒造禁止ニ
築山茂左衛門当分預所佐野新田名
主賢次郎他2名

関東取締出役瀬戸順一郎他4
名

弘化2年9月 1845 支配 竪 1 佐184　28

A22 御用留帳（壱番）佐野新田 安政2年1月 1855 支配 竪 1 佐157　2
A23 御用留帳　弐番　佐野新田 安政2年8月 1855 支配 竪 1 佐158  3
A24 御用留帳　三番　佐野新田 安政2年12月 1855 支配 竪 1 佐159　4
A25 酉弐番諸御用書物留帳　佐野新田 文久元年7月 1861 支配 竪 1 佐160　5
A26 浮浪之徒取締議定連印帳　足立郡佐野新田 名主賢次郎他28名 元治元年9月 1864 支配 竪 1 佐276　110
A27 諸御用留帳　佐野新田 元治2年1月（慶応 1865 支配 竪 1 佐161　6
A28 （諸御用留帳）（前欠） 慶応元年 1865 支配 竪 1 佐162　7
A29 博奕賭之勝負御触書請印帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習孝治郎他27名 佐々井半十郎役所 慶応3年9月 1867 支配 竪 1 佐185　30
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
A30 （御趣意被仰渡拝見帳）（米買占メ禁止及び

救恤督励ニ付請書）
足立郡本木村名主、年寄、百姓代 卯3月 支配 竪 1 佐182　27

A31 （御用留） 辰 支配 竪 1
A32 （御用留） 午 支配 竪 1
A33 御触書写（浪人者留置禁止等風儀取締並び菜

種買納方替ニ付）
大谷田村久蔵　佐野新田賢次郎 長右衛門新田他4ヶ村名主 亥5月7日 支配 竪 1 佐171　16

A34 （御奉書写他）（長州征伐ニ付） 諏訪因幡守忠誠他3名 阿部主計頭 8月13日 支配 竪 1
A35 条々（五人組帳前書ｶ） （年未詳） 支配 竪 1 佐188　33
A36 乍恐以書付奉申上候（裁許証文所持調ニ付返 （渕江領佐野新田外五ヶ村惣代） （年未詳） 支配 状 1
A37 （触書写）（五両判通用停止等） （年未詳） 支配 竪 1
A38 巳壱番諸御用留帳 明治2年1月 1869 支配 竪 1 佐163　8
A39 京都府下人民告論大意　二編 京都府 明治2年 1869 支配 竪 1 佐573
A40 （区務所関係綴）（副戸長以下辞職ニ付書類

取纏メ等）
（明治）10年 1877 支配 綴 1

A41 (1)東京府南足立郡会々議規則
(2)東京府南足立郡会傍聴人取締規則
(3)明治三十二年十月十八日臨時会南足立郡
会々議録
(4)明治三十三年一月二十二日開会通常会南
足立郡会議決書
⑤明治三十三年一月二十二日開会通常郡会南
足立郡会々議録

（年未詳） 支配 綴 1 佐287　34～36

B1 去卯年村入目書上帳　足立郡渕江領佐野新田 足立郡渕江領佐野新田 伊奈友之助役所 寛政8年3月 1796 村政 横 1 佐189　37
B2 廻状（名主代出役承認印願） 名主勘蔵 新八他20名 寛政9年1月 1797 村政 竪 1 佐264　39
B3 去巳年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主芳平他19名 伊奈友之助役所 寛政10年3月 1798 村政 横 1 佐191　40
B4 去申年諸役入目（書上帳　佐野新田）（下部

破損）
足立郡佐野新田芳平他19名 伊奈友之助役所 享和元年3月 1801 村政 横 1 佐194　43

B5 去ル酉年諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野 佐野新田名主由平他19名 伊奈友之助役所 享和2年3月 1802 村政 横 1 佐195　44
B6 去戌年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主芳平他19名 伊奈友之助役所 享和3年3月 1803 村政 横 1 佐196　45
B7 去ル丑年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主由平他20名 伊奈友之助役所 文化3年3月 1806 村政 横 1 佐197　46
B8 去ル卯年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主芳平他20名 伊奈友之助役所 文化5年3月 1808 村政 横 1 佐198　47
B9 去辰諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野新田 足立郡佐野新田名主芳平他22名 伊奈助右衛門役所 文化6年3月 1809 村政 横 1 佐199　48
B10 去ル巳年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主由平他21名 伊奈助右衛門役所 文化7年3月 1810 村政 横 1 佐200　49
B11 去酉年諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野新 佐野新田名主芳平他20名 小野田三郎右衛門役所 文化11年3月 1814 村政 横 1 佐201　50
B12 去丑年諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野新

田
足立郡佐野新田名主芳平他22名 小野田三郎右衛門役所 文化15年3月（文政元

年）
1818 村政 横 1 佐202　51

B13 （村入用帳）（前後欠） （文政2年7月11日ﾖ 1819 村政 竪 1
B14 去卯年諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野新 足立郡佐野新田名主勘蔵他20名 小野田三郎右衛門役所 文政3年3月 1820 村政 横 1 佐206　53
B15 去辰年諸役入目書上帳　足立郡渕江領佐野新 足立郡佐野新田名主勘蔵他20名 中村八太夫役所 文政4年3月 1821 村政 横 1 佐207　56
B16 去巳年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他20名 中村八太夫役所 文政5年3月 1822 村政 横 1 佐208　57
B17 去午年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡渕江領佐野新田名主勘蔵他

20名
中村八太夫役所 文政6年3月 1823 村政 横 1 佐209　58

B18 去未年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他20名 伊奈半左衛門役所 文政7年3月 1824 村政 横 1 佐210　59
B19 去申年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他21名 伊奈半左衛門役所 文政8年3月 1825 村政 横 1 佐211　60
B20 去酉年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他20名 伊奈半左衛門役所 文政9年3月 1826 村政 横 1 佐212　61
B21 去戌年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主円蔵他20名 伊奈半左衛門役所 文政10年3月 1827 村政 横 1 佐213　62
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
B22 去亥年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他19名 伊奈半左衛門役所 文政11年3月 1828 村政 横 1 佐214　65
B23 去子年諸役（入目書上帳　足立郡佐野新田）

（表紙他破損）
佐野新田名主勘蔵他20名 伊奈半左衛門役所 文政12年3月 1829 村政 横 1 佐215　66

B24 （諸賃銭割出留帳）（千住宿伝馬賃銭ニ付
等）

文政12年12月～
嘉永2年

1829～
1849

村政 竪 1 佐255　67

B25 去丑年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他20名 伊奈半左衛門役所 文政13年3月
（天保元年）

1830 村政 横 1 佐216　68

B26 手休議定連印帳 佐野新田直七他18名 役人 天保2年2月 1831 村政 竪 1 佐265　69
B27 去寅年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他21名 伊奈半左衛門役所 天保2年3月 1831 村政 横 1 佐217　71
B28 去卯年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主円蔵他20名 中村八太夫役所 天保3年3月 1832 村政 横 1 佐219　73
B29 去辰年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他20名 中村八太夫役所 天保4年3月 1833 村政 横 1 佐221　75
B30 去巳年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主円蔵他20名 中村八太夫役所 天保5年3月 1834 村政 横 1 佐223　77
B31 去午諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他20名 中村八太夫役所 天保6年3月 1835 村政 横 1 佐224　78
B32 去未年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田（後 天保7年3月 1836 村政 横 1 佐225　79
B33 村方凶作打続困窮ニ付村仕方替連印　佐野新 佐野新田直七他19名 名主 天保8年4月 1837 村政 竪 1 佐45 409
B34 去酉年諸役入目分銭書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他21名 中村八太夫役所 天保9年3月 1838 村政 横 1 佐226 81
B35 去亥年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他22名 中村八太夫役所 天保11年3月 1840 村政 横 1 佐227 84
B36 去子年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他23名 中村八太夫役所 天保12年3月 1841 村政 横 1 佐228 85
B37 去丑年諸役入目書上帳　（足立郡佐野新田）

（一部破損）
佐野新田名主賢次郎他24名 伊奈半左衛門、関保右衛門役

所
天保13年3月 1842 村政 横 1 佐230 86

B38 去寅年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田（後
半破損）

足立郡佐野新田百姓直七他 天保14年2月 1843 村政 横 1 佐232 88

B39 去辰年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他22名 築山茂左衛門役所 弘化2年3月 1845 村政 横 1 佐233 90
B40 去午御改革組合入用勘定帳　佐野新田 弘化4年11月 1847 村政 横 1 佐256 92
B41 去申年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他22名 築山茂左衛門役所 嘉永2年3月 1849 村政 横 1 佐234 93
B42 去戌年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他23名 青山録平役所 嘉永4年3月 1851 村政 横 1 佐235 94
B43 役入願証文　佐野新田（村役人交代願） 足立郡佐野新田年寄役入願人豊次

郎他
青山録平役所 嘉永4年3月 1851 村政 竪 1 佐266 95

B44 村方取締リ請印帳　佐野新田（若者共寄集リ
酒喰ニ付）（一部破損）

佐野新田百姓忠次郎他20名 村役人 嘉永5年6月 1852 村政 竪 1 佐267 96

B45 去子諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他27名 斎藤嘉兵衛役所 嘉永6年3月 1853 村政 横 1 佐236 97
B46 去卯年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他27名 斎藤嘉兵衛役所 安政3年3月 1856 村政 横 1 佐238 99
B47 村方年寄役入願書写　佐野新田 佐野新田年寄役入願人忠右衛門他

27名
小林藤之助役所 安政5年2月 1858 村政 竪 1 佐268 100

B48 去巳年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他28名 小林藤之助役所 安政5年3月 1858 村政 横 1 佐239 101
B49 去午年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他28名 小林藤之助役所 安政6年3月 1859 村政 横 1 佐241 103
B50 去未年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他28名 小林藤之助役所 安政7年3月（万延元

年）
1860 村政 横 1 佐243 104

B51 去申諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他27名 小林藤之助役所 文久元年3月 1861 村政 横 1 佐244 106
B52 去戌年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他27名 竹垣三右衛門役所 文久3年3月 1863 村政 横 1 佐246 108
B53 乍恐以書付御訴奉申上候（役所取扱米価貸附

金返納翌年迄延期願）
（佐野新田役人惣代年寄豊次郎） 木村董平 文久3年10月26日 1863 村政 状 1

B54 去亥年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他27名 木村董平役所 元治元年3月 1864 村政 横 1 佐247 109
B55 去子年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習孝治郎他27名 木村董平役所 元治2年3月（慶応元

年）
1865 村政 横 1 佐248 111

B56 去丑年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習孝次郎他27名 佐々井半十郎役所 慶応2年3月 1866 村政 横 1 佐249 112
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B57 村方農作取締方儀定帳　佐野新田 新蔵他27名 村役人 慶応2年8月17日 1866 村政 竪 1 佐269 113
B58 (1)小歩行当触帳　佐野新田

(2)往還継立帳　佐野新田
(3)明俵当触帳　当辰入用之事　佐野新田

(1)慶応4年1月(明治
元年）
(2)慶応4年1月(明治
元年）
(3)慶応3年1月

(1)186
8
(2)186
8
(3)186
7

村政 綴 1 佐329-1 329-2
330 114・398・
399

B59 去寅年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習孝次郎他27名 佐々井半十郎役所 慶応3年3月 1867 村政 横 1 佐250 115
B60 儀定書　八ヶ村落組合（下肥艀舟通舟・用悪

水利用ニ付儀定）
佐野新田名主孝次郎他9ヶ村27名 慶応3年4月 1867 村政 竪 1 佐277-1 116

B61 米雑穀過米其外下肥調組合境木戸入用割合帳
足立郡佐野新田

慶応3年11月 1867 村政 横 1 佐33 361

B62 去卯年諸役入目書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他27名 佐々井半十郎役所 慶応4年3月(明治元 1868 村政 横 1 佐251 117
B63 (1)（取極議定帳）（世間物騒ノ所警備ニ

付）
(2)（村方取極議定連印帳）（世間物騒ノ所
警備ニ付）

(1)新川東拾四ヶ村組合三判連印
(2)名主勘蔵他27名

辰4月16日 村政 綴 1 佐277-2 118・
119

B64 （廻状継送り） 北三谷村名主重兵衛 長右衛門新田他5ヶ村名主 1月12日 村政 状 1
B65 四拾弐ヶ村組合議定書（今般改革議定，農間

渡世書上）
中村八太夫支配所足立郡竹塚村寄
場大惣代名主河内勇蔵他2名

（年未詳） 村政 竪 1 佐300 63

B66 （村入用帳）（人足賃、酒代等書上） （年未詳） 村政 横 1 佐501
B67 （人足関係金村方割） （年未詳） 村政 小横 1
B68 （村入用帳） （年未詳） 村政 横 1
B69 （村入用書上帳）（前欠） （年未詳） 村政 横 1
B70 （村々会所勘定帳） （年未詳） 村政 横 1
B71 （村入用夫銭帳）（前欠） 足立郡佐野新田名主賢次郎他21名 中村八太夫役所 （年未詳） 村政 横 1
B72 小歩行当触帳　佐野新（田） 明治2年1月 1869 村政 横 1 佐331 400
B73 (1)御金札拝借証文　武州足立郡佐野新田

(2)御金札拝借証文控　武州足立郡佐野新田
(1)足立郡佐野新田名主勘蔵他4名
(2)足立郡佐野新田名主勘蔵他4名

(1)小菅県役所
(2)小菅県役所

(1)明治2年2月28日
(2)明治2年2月28日

1869 村政 綴 1 佐257 120

B74 差上申金札拝借証文之事（破損） 辰沼新田
佐野新田

小菅県役所 明治2年2月 1869 村政 綴 1

B75 御金札割合預リ之控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田拝借人新蔵他13名 明治2年3月2日 1869 村政 竪 1 佐258 121
B76 御金札拝（借）金割渡小前帳　足立郡佐野新 佐野新田名主勘蔵他2名 小菅県役所 明治2年12月 1869 村政 綴 1 佐259
B77 御金札拝借返納小前取立帳　佐野新田 明治3年12月8日 1870 村政 竪 1 佐260
B78 去未年諸役入目書上帳　足立郡第三区佐野新 佐野新田名主佐野勘蔵他21名 元小菅県役所 明治5年1月 1872 村政 横 1 佐252 126
B79 （去壬申年村諸入費取調書上帳） 第拾大区六小区佐野新田名主佐野

義孝他2名
東京府知事大久保一翁 明治6年3月 1873 村政 竪 1 佐253

B80 明治六七八諸入費書上控　第十大区六小区佐
野新田

佐野新田副戸長矢澤八十八 明治9年1月 1876 村政 竪 1 佐254 128

B81 改租出頭録 佐野新田村吏 明治11年4月 1878 村政 横 1 佐271 129
C1 諸商人御請書上帳控　武州足立郡佐野新田 名主芳平他5名 小野田三郎右衛門勘定所 文政2年7月 1819 村況 竪 1 佐298 356
C2 商売家御改ニ付書上帳控　佐野新田 名主勘蔵他3名 伊奈半左衛門役所 文政8年9月 1825 村況 竪 1 佐299 357
C3 小菅御囲内風聞糺書（小菅御囲内御詰籾紛失

一件並ビ御囲内田畑小作方風聞糺書）
足立郡佐野新田名主賢次郎 関東取締出役内藤賢一郎 天保8年12月 1837 村況 竪 1 佐273 548
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C4 (1)小菅御囲内御詰籾紛失一条并御囲内田畑

小作入付方風聞糺書
(2)（川俣用水路惣代役二名ノ風聞二付糺

(1)佐野新田名主賢次郎
(2)佐野新田名主賢次郎

(2)関東取締出役内藤賢一郎 酉12（天保8）
酉12

1837 村況 綴 1 佐273 548

C5 質屋名前書抜帳　竹ノ塚村外四拾壱ヶ村 佐野新田賢次郎控 天保9年8月 1838 村況 竪 1 佐290
C6 組合村々商売家名前書抜帳　竹ノ塚村外四拾

壱ヶ村
佐野新田賢次郎控 天保9年8月 1838 村況 竪 1 佐291 359

C7 御取調ニ付奉申上候（農間渡世書上） 竹ノ塚村寄場右四拾弐ヶ村組合大
惣代佐野新田名主賢次郎他5名

関東向取締出役山田茂左衛門
手附吉田左五郎他4名

天保9年12月 1838 村況 竪 2 佐293

C8 （濁酒造高書上帳） 天保9年12月 1838 村況 竪 2 佐294 368
C9 御糺ニ付奉申上候書付（農間質屋渡世書上） 竹ノ塚村寄場右四拾弐ヶ村組合大

惣代佐野新田名主賢次郎他5ヶ村
関東向取締出役山田茂左衛門
手附吉田左五郎他4名

天保9年12月 1838 村況 竪 1 佐295-1 369

C10 （農間渡世等御改書上帳）（辰沼新田、佐野
新田）

竹ノ塚村寄場右四拾弐ヶ村組合大
惣代佐野新田名主賢次郎他5名

関東向取締出役山田茂左衛門
手附吉田左五郎他4名

天保9年12月 1838 村況 竪 1 佐296 362

C11 乍恐以書付御訴奉申上候（座敷ノ品々紛失ニ 足立郡佐野新田名主賢次郎 中村八太夫役所 天保11年6月25日 1840 村況 状 1       555
C12 乍恐以書付奉願上候（普賢寺村和吉人別加入

一件内済願）
足立郡普賢寺村和吉他村役人3名 斎藤嘉兵衛役所 安政2年1月 1855 村況 状 1 佐151 200

C13 (1)村方米雑穀取調書抜帳　佐野新田
(2)覚（村方米雑穀取調書抜）
(3)米雑穀取調書上控
(4)覚（米雑穀取調書上控抜粋）

(3)足立郡佐野新田名主孝治郎 関東取締出役杉本隣治郎他1
名

(1)慶応3年3月2日
(2)4月
(3)慶応3年3月

1867 村況 (1)竪
(2)状
(3)竪
(4)状

1 佐32 365

C14 雑穀船積書上帳　栗原村組合佐野新田 栗原村大惣代名主弥三郎他1名 関東取締広瀬鐘平 慶応3年3月 1867 村況 竪 1 佐34 366
C15 島根村切畝歩一件御裁許書写（きょ質入地ニ

付）（破損）
足立郡島根村百姓惣左衛門後家き
よ他7名訴訟人

中村八太夫役所 子3月写 村況 竪 1 佐280 130

C16 （村明細帳）（前欠） 佐野新田名主賢次郎 築山茂左衛門役所 未 村況 竪 1
C17 内糺書上（武州比企郡北園村名主彦右衛門宅

水論ノ儀ニ付打毀ニ付）
比企郡野本村名主清助 関東向取締出役内藤賢一郎 酉6月19日 村況 竪 1 佐279 550

C18 （風聞ニ付糺書）（亀戸村名主良助他7ヶ村7
名御普請費用横領ノ風聞ニ付）

佐野新田賢次郎 取締出役吉田左五郎 酉7月 村況 竪 1 佐278 549

C19 覚（雑穀書上） （年未詳） 村況 状 1
D1 （五人組帳）（前欠） 寛政5年 1793 戸口 竪 1
D2 人別送一札之事 草加宿組原島村年番年寄平蔵 佐野村名主 弘化3年3月 1846 戸口 状 1 佐150 198
D3 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化3年3月 1846 戸口 竪 1 佐120 165
D4 宗門人別書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化4年3月 1847 戸口 竪 1 佐83
D5 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化5年3月（嘉永元

年）
1848 戸口 竪 1 佐84 131

D6 人別送之事 足立郡保木間村名主見習慶次郎 足立郡佐野新田賢次郎 嘉永元年3月
　　　・4月

1848 戸口 状 2 佐153 199

D7 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 青山録平役所 嘉永3年3月 1850 戸口 竪 1 佐86 133
D8 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 青山録平役所 嘉永3年2月 1850 戸口 竪 1 佐121 166
D9 控宗門人別御改書上帳　（一部破損） 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 青山録平役所 嘉永4年3月 1851 戸口 竪 1 佐87 134
D10 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 青山録平役所 嘉永4年2月 1851 戸口 竪 1 佐122 167
D11 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田（一部

破損）
足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 青（山録平）役所 嘉永5年3月 1852 戸口 竪 1 佐89 135

D12 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田（水損） 賢次郎他 嘉永5年2月 1852 戸口 竪 1 佐88 168
D13 宗門人別書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 斎藤嘉兵衛役所 嘉永6年3月 1853 戸口 竪 1 佐90 136
D14 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他2名 斎藤嘉兵衛役所 嘉永6年3月 1853 戸口 竪 1 佐123 169
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D15 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 斎藤嘉兵衛役所 嘉永7年3月（安政元

年）
1854 戸口 竪 1 佐91 137

D16 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政2年3月 1855 戸口 竪 1 佐92 138
D17 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政2年3月 1855 戸口 竪 1 佐124 170
D18 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田（一

冊水損）
足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政3年3月 1856 戸口 竪 2 佐93・94 139

D19 人別増減書上帳控　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政3年3月 1856 戸口 竪 1 佐125 171
D20 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政4年3月 1857 戸口 竪 1 佐95 140
D21 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 斎藤嘉兵衛役所 安政4年3月 1857 戸口 竪 1 佐126 172
D22 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 小林藤之助役所 安政5年3月 1858 戸口 竪 1 佐96 141
D23 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 小林藤之助役所 安政5年3月 1858 戸口 竪 1 佐127 173
D24 人別送リ請書之事 千住河原町年寄源四郎 名主市仁 安政6年2月20日 1859 戸口 状 1 佐152 201
D25 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 小林藤之助役所 安政7年3月（万延元

年）
1860 戸口 竪 1 佐128 174

D26 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他3名 小林藤之助役所 文久元年3月 1861 戸口 竪 1 佐129 175
D27 宗門人別御改書上帳控　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 小林藤之助役所 文久2年3月 1862 戸口 竪 1 佐97 142
D28 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他3名 小林藤之助役所 文久2年3月 1862 戸口 竪 1 佐130-1 176
D29 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 竹垣三右衛門役所 文久3年3月 1863 戸口 竪 1 佐98 143
D30 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他3名 竹垣三右衛門役所 文久3年3月 1863 戸口 竪 1 佐130-2 177
D31 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 木村董平役所 元治元年3月 1864 戸口 竪 1 佐99 144
D32 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他3名 木村董平役所 元治元年3月 1864 戸口 竪 1 佐131 178
D33 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 木村董平役所 元治2年3月（慶応元

年）
1865 戸口 竪 1 佐100 145

D34 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎他4名 木村董平役所 元治2年3月（慶応元
年）

1865 戸口 竪 1 佐132 179

D35 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 佐々井半十郎役所 慶応2年3月 1866 戸口 竪 1 佐101 146
D36 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他4名 佐々井半十郎役所 慶応3年3月 1867 戸口 竪 1 佐102 147
D37 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習孝次郎他3名 佐々井半十郎役所 慶応3年3月 1867 戸口 竪 1 佐133 180
D38 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他3名 佐々井半十郎役所 慶応4年3月（明治元

年）
1868 戸口 竪 1 佐103 148

D39 人別増減取（調）書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他3名 佐々井半十郎役所 慶応4年3月（明治元
年）

1868 戸口 竪 1 佐134 181

D40 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他3名 小菅県役所 明治2年3月 1869 戸口 竪 1 佐104 149
D41 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他3名 小菅県役所 明治2年3月 1869 戸口 竪 1 佐135 182
D42 宗門人別御改書上帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主勘蔵他3名 小菅県役所 明治3年3月 1870 戸口 竪 1 佐105 150
D43 人別増減取調書上帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主勘蔵他3名 小菅県役所 明治3年3月 1870 戸口 竪 1 佐136 183
E1 武蔵国足立郡佐野新田御検地御水帳写　弐冊

之内壱番
大関大助家来検地惣奉行興野権右
衛門他17名

元禄10年12月 1697 土地 竪 1 佐3 206

E2 (1)田方丑ノ御水長之写シ（佐野新田）
(2)畑方丑ノ御水帳之写（佐野新田）（破
損）

(1)大関大助家来検地惣奉行興野
権右衛門他17名
(2)大関大助家来検地惣奉行興野
権右衛門他17名

(1)元禄10年12月
(2)元禄10年12月

1697 土地 (1)竪
(2)竪

1
1
佐1・2 204・
205

E3 役高帳 足立郡佐野新田惣百姓 天保9年1月28日 1838 土地 竪 1 佐282 80
E4 田畑一筆限書上小前帳　武州足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 関保右衛門役所 天保14年8月 1843 土地 横 1 佐4 208
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
E5 (1)役高書出帳　佐野新田

(2)本高書抜帳　佐野新田
(3)役高書出帳　佐野新田

佐野新田名主 (1)慶応4年2月（明治
元年）
(2)慶応4年2月（明治
元年）
(3)明治7年2月25日

(1)186
8
(2)186
8
(3)187
4

土地 綴 1 佐283 127

E6 往還西畑萱野永辻反取書上　渕江領掃部宿橋
戸河原共（上部破損）

渕江領掃部宿名主新右衛門他3名 丑11月 土地 竪 1 佐427

E7 絵図□□書上帳　八条領後谷村 八条領後谷村名主杢左衛門 9月 土地 竪 1 佐426
E8 （堀田埋畑書抜覚） （年未詳） 土地 横 1
E9 佐野新田土地台帳 （年未詳） 土地 竪 1 佐5 211
E10 （反別地価書上） （年未詳） 土地 横 1
E11 記（反別地価書上） （年未詳） 土地 横 1
F1 当巳田方御検見内見小前反別毛揃書上帳　足

立郡佐野新田
文政4年9月 1821 年貢 横 1 佐6 212

F2 六ツ木村御割付写 中村八太夫 六ツ木村名主、年寄、百姓代 天保8年10月 1837 年貢 竪 1 佐21 226
F3 米永御年貢緒役請取通（成箇金等受取） 佐野新田賢治郎 天保10年12月9日～

嘉永3年5月
1839～
1850

年貢 小横 1 佐22 227

F4 寛政元酉年より天保十三寅年迄御定免破免御
検見書上帳　足立郡佐野新田

足立郡佐野新田賢次郎他2名 関保右衛門役所 天保14年1月 1843 年貢 竪 1 佐23 228

F5 御歳貢諸役請取通（成箇金等受取） 佐野 天保14年6月～
弘化3年12月

1843～
1846

年貢 小横 1 佐24

F6 東渕江領村々御趣意ニ付田畑免上被仰付御請
書之控

東渕江領拾四ヶ村外次郎左衛門新
田壱ヶ村三寄

関保右衛門手代石橋恒次郎他
1名

天保14年9月 1843 年貢 竪 1 佐181 26

F7 拝借金年賦返納川俣定納金并納免代金割賦帳 佐野新田名主賢次郎 大谷田村他15ヶ村名主 嘉永元年12月6日 1848 年貢 横 1 佐76 423
F8 米永御年貢請取通（成箇金等受取） 佐野新田賢次郎 嘉永3年8月～

万延元年12月
1850～
1860

年貢 小横 1 佐26 231

F9 卯歳三季御成箇諸物取立帳　佐野新田 安政2年6月 1855 年貢 竪 1 佐27 232
F10 当卯御年貢米小割帳　足立郡佐野新田 安政2年11月 1855 年貢 竪 1 佐28 233
F11 御定免年季明跡請願書写　佐野新田

(1)（年季明増米延期願）
(2)（下田増米ニ付）

(1)佐野新田名主見習市仁他2ヶ村
9名
(2)足立郡村々

(1)小林藤之助役所
(2)小林藤之助役所

(1)安政5年1月29日
(2)安政5年1月

(1)185
8
(2)185
8

年貢 竪 1 佐57 432

F12 当卯（御年貢斗立覚帳）（表紙破損） 安政□10月 年貢 小横 1 佐29 234
F13 当戌御年貢割合帳　佐野新田 文久2年11月5日 1862 年貢 竪 1 佐31 236
F14 当戌御年貢斗立覚帳　佐野新田 文久2年11月 1862 年貢 小横 1 佐30 235
F15 （諸役銭書上帳） （年未詳） 年貢 横 1
F16 （年貢小割帳）（前欠） （年未詳） 年貢 竪 1
F17 （年貢小割帳）（前欠） （年未詳） 年貢 横 1
F18 (1)当辰より丑迄拾ヶ年定免辰御年貢可納割

附　武蔵国足立郡佐野新田
(2)辰御年貢皆済目録　武州足立郡佐野新田

(1)河瀬外衛
(2)河外衛

(1)明治元年10月
(2)明治元年12月

(1)186
8
(2)186
8

年貢 綴 1 佐35 237・238

F19 辰御年貢皆済目録　武州足立郡佐野新田 河外衛 佐野新田名主、組頭、百姓代 明治元年12月 1868 年貢 状 1 佐36 239
F20 御年貢割元明細帳　第三区佐野新田（明治

4、5，6，7，8，9年ノ租税記載有）
明治4年11月 1871 年貢 竪 1 佐37 240
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
G1 当戌年大出水ニ付畑御見分控帳　足立郡さの 享和2年7月 1802 凶災・救 横 1 佐70 402
G2 貯穀一方之囲方被仰付御請書之写シ（廻状

有）
組合村々惣代佐野新田名主賢次郎
他13ヶ村名主、年寄

中村八太夫役所 天保9年5月 1838 凶災・救
恤

竪 1 佐47 411

G3 夫食代種籾代拝借丑より弐拾五ヶ年賦返納御
（請証文佐野新田）（下部破損）

足立郡佐野新田名主賢次郎他21名 中村八太夫役所 天保11年11月 1840 凶災・救
恤

竪 1 佐50 414

G4 当午出水御出役御旅宿覚帳　佐野新田 弘化3年6月 1846 凶災・救 横 1 佐71 417
G5 出水難渋人取調書上控帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主賢次郎 斎藤嘉兵衛手附進野延右衛門 弘化3年7月 1846 凶災・救 横 1 佐72 418
G6 急水留入用書抜帳 弘化3年8月 1846 凶災・救 横 1 佐73 419
G7 長右衛門新田切所急水留諸入用并水防諸入用 弘化3年10月 1846 凶災・救 横 1 佐74 420
G8 貯穀拝借御下願人数取調書上帳控　足立郡佐

野新田辰沼新田
足立郡佐野新田辰沼新田名主賢次
郎

築山茂左衛門役所 弘化3年11月 1846 凶災・救
恤

竪 1 佐52 416

G9 出水防長右衛門新田切所急水留中御役人内夫
助合帳

弘化3年12月 1846 凶災・救
恤

横 1 佐75 421

G10 急水留村々出金平均割合帳（長右衛門新田他
16ヶ村取集金書上）

（弘化3年） 1846 凶災・救
恤

横 1 佐502 308

G11 貯籾御下穀割渡小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化4年3月 1847 凶災・救 横 1 佐53 422
G12 貯籾御下穀詰戻小前帳　足立（郡）佐野（新

田）（下部破損）
佐野新田名主賢次郎他2名 青山録平役所 嘉永4年3月 1851 凶災・救

恤
横 1 佐54 424

G13 乍恐以書付御訴奉申上候（大地震ニ而潰家出
来申上）

佐野新田辰沼新田四人名代、佐野
新田四人名代年寄市仁

斎藤嘉兵衛役所 （安政2年）卯10月4
日

1855 凶災・救
恤

状 1 佐78-1

G14 乍恐以書付御訴奉申上候（大地震ニ而相果ニ
付申上）

佐野新田名主市仁他1名 斎藤嘉兵衛役所 （安政2年）卯10月4
日

1855 凶災・救
恤

状 1 佐78-2 425

G15 当卯違作之上地震ニ付難渋者江貯稗御下ヶ穀
割渡シ小前帳　足立郡佐野新田

足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 斎藤嘉兵衛役所 安政2年11月 1855 凶災・救
恤

横 1 佐79 426

G16 貯籾出穀小前帳　足立郡佐野新田 佐野新田名主見習市仁他2名 斎藤嘉兵衛役所 安政3年1月 1856 凶災・救 横 1 佐55 428
G17 貯穀書上帳控　佐野新田 足立郡佐野新田名主見習市仁 安政3年2月 1856 凶災・救 竪 1 佐56 429
G18 潰家書上帳　足立郡佐野新田　辰沼新田 足立郡佐野新田辰沼新田名主見習

市仁他4名
斎藤嘉兵衛役所 安政3年8月 1856 凶災・救

恤
竪 2 佐81 430

G19 貯穀出穀小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主見習市仁他2 小林藤之助役所 安政6年2月 1859 凶災・救 横 1 佐59 433
G20 乍恐書付奉願上候（大風雨出水ニ而廻米ノ儀

怔劣米ヲ以テ蔵納願）
佐野新田他15ヶ村村役人 小林藤之助役所 安政6年11月1日 1859 凶災・救

恤
状 1 佐77 436

G21 去未貯穀籾稗詰戻小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主市仁他2名 小林藤之助役所 万延元年5月 1860 凶災・救 横 1 佐62 438
G22 去申貯穀出穀小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 小林藤之助役所 万延2年2月（文久元

年）
1861 凶災・救

恤
横 1 佐65 441

G23 去申貯穀籾稗詰戻小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他2名 小林藤之助役所 文久元年3月 1861 凶災・救 横 1 佐63 439
G24 去子貯穀出穀小前帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主見習孝次郎他

2名
木村董平役所 元治2年4月（慶応元

年）
1865 凶災・救

恤
横 1 佐66 442

G25 窮民手当重百姓備米穀小前割合帳　足立郡佐
野新田

慶応3年3月 1867 凶災・救
恤

竪 1 佐68 443

G26 窮民手当重百姓ニ而備米穀小前割合帳（大谷
田村）

佐野新田写 慶応3年3月 1867 凶災・救
恤

竪 1 佐69 444

G27 窮民手当覚帳　佐野新田（慶応3年7月13日
分、慶応4年閏4月7日分）

慶応3年7月13日 1867 凶災・救
恤

竪 1 佐67 445

H1 糞直段引下方規定帳 佐野新田名主円蔵他20名 文政2年11月 1819 農業 竪 1 佐503 309
H2 下糞直段引下方御請証文并領々申合取極議定

帳写シ（新宿町参会ノ節）
改革四拾三ヶ村組合佐野新田大惣
代名主賢次郎

天保15年5月10日（弘
化元年）

1844 農業 竪 1 佐505 310
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
H3 下糞直下ヶ議定書　武州足立郡佐野新田(組

合議定連印ニ而関東取締出役差上控）
佐野新田名主賢次郎他21名 天保15年5月（弘化元

年）
1844 農業 竪 1 佐504 311

H4 下肥代金掛方書抜帳 佐野亀喜千他1名 弘化元年12月 1844 農業 横 1 佐516 312
H5 下肥定直段議定書　領々河岸々下肥定直段附

覚帳　東淵江領拾四ヶ村
領々大小惣代、下掃除仲買人 弘化2年3月 1845 農業 竪 1 佐507 314

H6 (1)下肥領々河岸々定直段取極帳
(2)（内匠新田他下肥値段取極）

領々村々大小惣代、下掃除仲買人 弘化2年3月 1845 農業 (1)竪
(2)状

2
1
佐508 316

H7 花又村助左衛門より下肥代金滞出入同引負出
入訴状写弐通

花又村年寄訴訟人助左衛門 築山茂左衛門役所 弘化2年9月25日 1845 農業 竪 1 佐511 321

H8 差上申下肥直下議定　佐野新田 栗原村組合佐野新田名主賢次郎他
20名

関東取締出役中村誠一郎 弘化2年9月 1845 農業 竪 1 佐506 315

H9 中平井村一件済口控　本所石原一件済口証文
之写シ(下肥値段引下ヶ方訴訟済口証文）

東西葛西領80ヶ村惣代訴訟人、南
本所石原町家主等相手

奉行所 弘化2年9月 1845 農業 竪 2 佐509・510
317・318

H10 西字喜田村一件済口証文写（下肥値段引下ヶ
議定違変）

葛飾郡29ヶ村下掃除人惣代訴訟
人、曲金村他5ヶ村相手

奉行所 弘化2年9月 1845 農業 竪 2 佐512・513
319・320

H11 午年下肥代金書抜帳 佐野 弘化3年7月 1846 農業 横 1 佐517 322
H12 下肥書抜覚帳(下肥代金） 嘉永3年12月 1850 農業 横 1 佐518 323
H13 下肥代金掛方書抜帳 佐野市仁 嘉永3年12月 1850 農業 横 1 佐519 324
H14 (1)下肥代金書抜帳

(2)下肥代金掛ヶ方書抜帳
(1)市仁
(2)佐野市仁

(1)安政3年7月
(2)安政3年12月

(1)185
6
(2)185
6

農業 綴 1 佐520 325

H15 覚（下糞代年次別書上） 安政3年8月ヨリ 1856 農業 横 1
H16 下肥代金掛ヶ方覚帳 佐野市仁 安政4年7月12月 1857 農業 横 1 佐521 326
H17 下糞代金書抜帳 佐野市仁 安政5年7月 1858 農業 横 1 佐522 327
H18 下肥代金掛ヶ方書抜覚帳 佐野市仁 安政6年7月 1859 農業 横 1 佐523 328
H19 当未年下肥代金掛ヶ方取立覚帳　佐野新田 安政6年12月 1859 農業 横 1 佐524 329
H20 下肥代金掛方覚帳 三五郎舟佐野勘蔵 万延元年7月 1860 農業 横 1 佐525 330
H21 (1)下肥代金掛方覚帳

(2)下肥代金掛ヶ方書抜帳
斧次郎舟佐野市仁 (1)万延元年7月

(2)万延元年12月
(1)186
0
(2)186
0

農業 (1)横
(2)横

1
1
佐526・527
331・332

H22 下肥代金書抜覚帳 豊次郎　市仁 万延元年12月 1860 農業 横 1 佐528 333
H23 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野新田勘蔵 文久元年7月・12月 1861 農業 横 2 佐529・530
H24 (1)芳五之船下糞船数控帳

(2)覚（代金書上）
(3)立金覚

佐野 (1)文久2年1月 1862 農業 綴 1 佐531 336

H25 下糞船数覚之帳 船人由五郎 文久2年1月 1862 農業 横 1 佐532 337
H26 (1)下糞代金掛方覚帳

(2)覚(支払覚）
佐野新田勘蔵 (1)文久2年7月 1862 農業 (1)横

(2)状
1
1
佐533 338

H27 下糞代金掛方覚帳 佐野新田康次郎 文久2年12月 1862 農業 横 1 佐534 339
H28 下糞船数覚帳 佐野康次郎 文久3年1月 1863 農業 横 1 佐535 340
H29 下糞代金掛方覚帳 佐野康次郎 文久3年7月　12月 1863 農業 横 2 佐536・537
H30 (1)下糞船数覚之帳

(2)覚(下糞代金書上）
佐野康治郎 (1)文久4年1月（元治

元年）
1864 農業 (1)横

(2)状
1
1
佐538 343

H31 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野新田康次郎　佐野孝次郎 元治元年7月　12月 1864 農業 横 2 佐539・540
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
H32 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野新田孝次郎 元治2年7月（慶応元

年）
1865 農業 横 1 佐541 346

H33 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野新田孝次郎 慶応元年12月 1865 農業 横 1 佐542 347
H34 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野孝次郎 慶応2年12月 1866 農業 横 1 佐543 348
H35 下掃除立金御取調書上帳控 佐野新田船持孝次郎他1名 慶応3年5月25日 1867 農業 横 1 佐515 350
H36 （下肥取締触書及ビ組合村々請書）（前欠） 慶応3年5月 1867 農業 綴 1 佐514 349
H37 下糞代金掛ヶ方覚帳 佐野孝次郎 慶応3年7月 1867 農業 横 1 佐544 351
H38 (1)下糞代金懸ヶ方覚帳

(2)（下糞船代金書上帳）
佐野義孝 (1)明治5年7月 1872 農業 (1)横

(2)横
1
1
佐545 352

H39 下糞船数盆後附立帳 明治5年12月 1872 農業 横 1 佐546 353
H40 覚（盆前勘定及ビ下糞相場附） 卯 農業 横 1
H41 覚（田船、船頭書上） 八条領木曾根村名主幸右衛門 亥11月21日 農業 状 1
H42 戌年壱ヶ年船数改帳（下肥船代金書上） （年未詳） 農業 横 1 佐547 355
J1 拝借金返納方規定証文写　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎他3名 小林藤之助役所 安政7年1月（万延元

年）
1860 商業・金

融
竪 1 佐61 437

J2 （金銭貸附書上帳） （年未詳） 商業・金 横 1
K1 綾瀬川土手弐ヶ所切割埋立積帳 伊奈半左衛門佐野弥内蔵他1名 延享2年3月 1745 水利･普請 竪 1 佐429 248
K2 渕江筋花又村綾瀬川土手掘割場所ニ伏候埋圦

切組大積帳
伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 延享2年4月 1745 水利･普請 竪 1 佐430

K3 渕江筋綾瀬川堤切割埋立御入用人足積帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 延享3年4月 1746 水利･普請 竪 1 佐431
K4 綾瀬川土手埋立并六町圦埋立人足仕上帳 佐野弥内蔵他1名 延享3年6月 1746 水利･普請 竪 1 佐432
K5 (1)渕江筋綾瀬川土手埋立并応樋イ御入用仕

上帳
(2)渕江筋綾瀬川土手埋立并六町埋立御入用
仕上帳

(1)伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵
他1名
(2)佐野弥内蔵他1名

(1)（若林平蔵） (1)延享3年6月
(2)延享3年6月

(1)174
6
(2)174
6

水利･普請 綴 1 佐433 249

K6 辰年上州（郡）馬郡岩鼻村切所用水御普請御
入用積帳

佐野弥内蔵 延享5年3月（寛延元
年）

1748 水利･普請 竪 1 佐434 250

K7 六郷領稲毛領地御普請出候日記（7月11日～9
月9日）

佐野弥内蔵 寛延3年7月 1750 水利･普請 横 1 佐436 246

K8 川崎領矢向沼落堀浚御普請諸色積帳 佐野弥内蔵 寛延3年10月 1750 水利･普請 竪 1 佐437 247
K9 稲毛領溝口村二子村圦樋并御林根伐日記（諸

証文写有）
佐野勘蔵 宝暦10年8月10日ﾖﾘ 1760 水利･普請 小横 1 佐438 251

K10 木銭石代請取帳 稲毛領溝口村名主庄右衛門他2名 佐野勘蔵 宝暦10年9月晦 1760 水利･普請 竪 1 佐439 252
K11 野州寒川郡村々圦樋五ヶ所御普請積帳 伊奈半左衛門勘定所 宝暦12年2月 1762 水利･普請 竪 1 佐440
K12 下野国寒川郡網戸村思川通川除并圦御普請御

用日記
佐野勘蔵 宝暦12年10月26日ﾖﾘ 1762 水利･普請 横 1 佐441

K13 神奈川川崎宿圦伏替御普請六郷領矢口村古市
場村川除日記

佐野勘蔵 宝暦13年5月12日ﾖﾘ 1763 水利･普請 小横 1 佐442 253

K14 武州多摩郡村々圦樋三ヶ所御普請積帳（下小
金井新田，廻田新田地内、下小金井村地内）
(一部破損）

伊奈備前守家来大河内与右衛門他
1名

明和3年1月 1766 水利･普請 竪 1 佐443

K15 内夫賄帳(用水圦御普請ニ付） 明和3年1月 1766 水利･普請 横 1 佐444
K16 内夫賄帳(悪水堀浚御普請ニ付） 佐野勘蔵 明和5年1月24日 1768 水利･普請 横 1 佐446
K17 六郷領御料私領寺社領村々組合用水路自普請 佐野勘蔵他1名 明和5年1月 1768 水利･普請 竪 1 佐445
K18 糀谷羽田海辺通リ并呑川辺御普請人足諸色組

合割合帳
六郷領町屋村名主瀬兵衛他12ヶ村
50名

安永5年1月 1776 水利･普請 横 1 佐447 255
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K19 葛西用水分水出入一件御裁許写　武州足立郡

佐野新田外拾五ヶ村
安永5年2月 1776 水利･普請 竪 1 佐272 256

K20 大井掛渡井日記 安永5年3月9日ﾖﾘ 1776 水利･普請 小横 1 佐485 294
K21 荏原郡北(大）森村東大森村羽田村御普請相

仕立候場所書上帳
六郷領北大森村名主源次郎他1ヶ
村3名

伊奈半左衛門内佐野勘蔵 安永5年3月 1776 水利･普請 竪 1 佐449 257

K22 内夫賄帳(御普請ニ付） 佐野勘蔵 安永5年4月4日 1776 水利･普請 横 1 佐448 254
K23 御普請組合村々議定連印帳写　佐野新田（渕

江領新川東西圦橋普請所ニ付）
渕江領東西30ヶ村、千住宿4ヶ
町、西葛西3ヶ村名主、年寄、百

文化10年3月 1813 水利･普請 竪 1 佐450 258

K24 御普請所一件議定帳　渕江領佐野新田（圦樋
土橋中川堤上置川除普請人足賃ニ付）

渕江領佐野新田直七他15名 村役人 文政4年8月 1821 水利･普請 竪 1 佐451 259

K25 御材木送リ状写シ書　佐野新田 樋橋切組方棟梁岡田次助 場所掛同役 文政12年3月14日 1829 水利･普請 竪 1 佐452 260
K26 葛西渕江用水路自普請浚仕様帳 渕江領惣代 天保7年2月 1836 水利･普請 竪 1 佐453 261
K27 川々御普請ニ付関東御取締御出役様方江御請

書之写シ（普請心得）
中村八太夫代官所佐野新田名主賢
次郎他15ヶ村村役人

関東向取締出役山田茂左衛門
手附吉田左五郎他3名

天保7年11月 1836 水利･普請 竪 1 佐454 262

K28 酉ノ春御入用御普請ニ付御掛様より御口達書 佐野新田賢次郎 天保7年12月 1836 水利･普請 竪 1 佐414 266
K29 酉御入用御普請仕立方村々議定連印　渕江領

新川東村々(普請心得）
佐野新田名主賢次郎他13ヶ村36名 天保8年1月 1837 水利･普請 竪 1 佐457 265

K30 当酉御普請人足賃銭（請取帳）（一部破損） 佐野新田村役人 天保8年3月 1837 水利･普請 竪 1 佐456 264
K31 御普請金請取帳　渕江領村々 渕江領佐野新田名主円蔵10ヶ村40 天保8年3月 1837 水利･普請 竪 1 佐458 267
K32 (1)当酉春御普請諸入用割合帳　渕江領村々

(2)覚（入用、人足賃銭書上）
天保8年4月3日 1837 水利･普請 (1)横

(2)状
1
1
佐461 269

K33 (1)当酉春樋橋川除御普請御入用金割渡帳
渕江領拾壱ヶ村
(2)（金銭村割）
(3)覚（諸色人足書上)
(4)覚（金銭受取）

(1)佐野新田賢次郎他10ヶ村39名
(4)久左衛門新田

(4)彦六 (1)天保8年4月3日
(4)酉5月4日

1837 水利･普請 (1)竪
(2)横
(3)状
(4)状

1
1
1
1

佐462 270

K34 葛西井筋淵江葛西弐ヶ領組合用水路浚御普請
仕揚帳写シ

天保8年4月 1837 水利･普請 横　 1 佐459 268

K35 葛西井筋淵江葛西弐ヶ領組合浚御普請仕揚帳 天保8年4月 1837 水利･普請 横　 1 佐460
K36 足立郡千住三町目土橋仕様帳写シ 天保10年9月 1839 水利･普請 竪 1 463 271
K37 （悪水浚理不尽一件ニ付済口証文并組合議定

連印）
足立郡六ッ木村他5ヶ村惣代蒲原
村名主次助他14名

中村八太夫役所 天保10年10月 1839 水利･普請 竪 1 佐274 83

K38 嘉兵衛新田土橋御普請出来形帳 足立郡渕江領嘉兵衛新田年寄新左
衛門他3名

天保11年3月 1840 水利･普請 竪 1 佐464 272

K39 葛西井筋瓦曽根村元圦下より亀有村関枠迄用
水自普請浚仕様帳　葛西渕江領

天保13年3月 1842 水利･普請 竪 1 佐465 273

K40 刈流御定杭御請書之写 松伏領惣代下内川村八郎右衛門他
8ヶ村12名

（川）役人 天保13年4月 1842 水利･普請 竪 1 佐466 274

K41 乍恐以書付奉願上候(大谷田村悪水吐圦樋他
御普請願）

足立郡佐野新田役人惣代名主賢次
郎他8名

関保右衛門役所 天保15年2月16日（弘
化元年）

1844 水利･普請 状　 1 佐467 275

K42 武州足立郡千住三町目地内字牛田圦御普請出
来形帳

足立郡千住三町目名主秋場市郎兵
衛他2ヶ村5名

築山茂左衛門役所 天保15年12月（弘化
元年）

1844 水利･普請 竪 1 佐469 277

K43 内匠新田花又村五兵衛新田三ヶ村当午春定式
樋橋御普請諸色人足割合帳

大谷田村地方年番名主松之助他1
名

六ッ木村他15ヶ村名主 弘化3年6月 1846 水利･普請 横　 1 佐470 278

K44 乍恐以書付奉申上候　口上ヲ以奉願上候(村
内字御鷹野土橋普請再願）

築山茂左衛門当分預所佐野新田名
主賢次郎

弘化3年6月 1846 水利･普請 状　　 2 佐418 528
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
K45 乍恐以書付奉願上候(村内字御鷹野土橋普請

証拠書類下ケ渡願）
足立郡佐野新田役人惣代名主賢次
郎

築山茂左衛門役所 弘化3年7月29日 1846 水利･普請 状　 1 佐417 529

K46 切所仮築人足并諸色控帳 弘化3年8月1日 1846 水利･普請 横　 1 佐471 279
K47 御金手形御控（御普請内備金請取手形） 斉藤嘉兵衛代官所葛飾郡小谷野村

名主喜右衛門他1名
築山茂左衛門役所 弘化3年8月 1846 水利･普請 竪 1 佐472 280

K48 諸払方口取控 長右衛門新田御普請所惣代 弘化3年8月 1846 水利･普請 横　 1 佐473 281
K49 切所御普請惣代諸費附込帳 弘化3年8月 1846 水利･普請 横　 1 佐474 282
K50 松麁朶代勘定帳 弘化3年9月 1846 水利･普請 横　 1 佐475 283
K51 出銭割合帳（新堤故障一件ニ付） 佐野新田名主賢次郎他1ヶ村1名 六ッ木村他16ヶ村名主 弘化3年12月21日 1846 水利･普請 横　 1 佐476 284
K52 （御普請ニ付差上申証文之事）（荒川等川除

御普請請証文及ビ普請仕様）
西葛西領村々三判、渕江領村々三
判

弘化3年12月 1846 水利･普請 竪 1

K53 御普請御金手形写 佐野新田名主賢次郎他2ヶ村2名 築山茂左衛門役所 弘化4年1月 1847 水利･普請 竪 1 佐477 285
K54 中川通樋橋川除御普請人足賃銭渡方覚帳　佐

野新田
弘化4年2月1日 1847 水利･普請 横　 1 佐478 286

K55 (1)御普請御金手形写　渕江領拾ヶ村
(2)御金御手形写(御普請残金請取手形）
(3)(御普請入用金請取手形)

(1)佐野新田名主賢次郎他2ヶ村2
名
(2)佐野新田名主賢次郎他2ヶ村2
名

(1)築山茂左衛門役所
(2)築山茂左衛門役所

(1)弘化4年3月
(2)弘化4年3月
(3)弘化4年3月

(1)184
7
(2)184
7
(3)184
7

水利･普請 (1)竪
(2)竪
(3)綴

1
1
1

佐479 287

K56 土橋御普請箇所附帳　足立郡佐野新田 足立郡佐野新田名主賢次郎 築山茂左衛門役所 弘化4年3月 1847 水利･普請 竪 1 佐480 288
K57 字中川圦同用水下ノ圦同上ノ橋際圦同上ノ土

橋同下土橋五ヶ所御入用御普請御仕様帳写シ
築山茂左衛門当分預リ所　武州足立郡佐野新

築山茂左衛門当分預所足立郡佐野
新田名主賢次郎他2名

御普請掛役人 弘化4年7月 1847 水利･普請 竪 1 佐483 290

K58 当未春御入用樋橋川除御普請勘定帳 佐野 弘化4年8月 1847 水利･普請 横　 1 佐481 291
K59 拝借金返納割合川俣定納金割合帳 佐野新田名主賢次郎 大谷田村他17ヶ村名主 弘化4年11月 1847 水利･普請 竪 1 佐482 292
K60 (1)御金御手形写（渕江領村々樋橋浚御普請

入用金手形請取）
(2)御金御手形写（渕江領村々樋橋浚御普請
入用残金手形請取）

(1)足立郡佐野新田名主賢次郎他2
名
(2)足立郡佐野新田名主賢次郎他2
名

(1)築山茂左衛門役所
(2)築山茂左衛門役所

(1)弘化4年
(2)弘化4年

1847 水利･普請 綴 1 佐484 293

K61 葛西井筋定式自普請諸色人足賃其外割合帳 地方惣代名主賢次郎他3名 北三谷村他15ヶ村名主 嘉永7年7月(安政元 1854 水利･普請 横　 1 佐486 295
K62 （佐野新田用水圦樋御普請見積書） （安政） 水利･普請 竪 1 佐490
K63 （佐野新田土橋御普請見積書) （安政） 水利･普請 竪 1 佐492 299
K64 （佐野新田土橋御普請見積書) （万延） 水利･普請 竪 1 佐487 296
K65 自普請人足小割帳　佐野新田 慶応4年1月（明治元

年）
1868 水利･普請 横　 1

K66 ［］衆江申談［］（圦樋普請請書） 杉浦五郎右衛門 御普請加勢奉行 寅9 水利･普請 竪 1
K67 （上州吾妻郡西峯須川村他2ヶ村用水並ビニ

川除自普請目論見帳）
辰1 水利･普請 竪 1 佐494 301

K68 去卯年御割賦通リニ而割合昨年之通リ川俣井
筋定納金割賦書

佐野新田名主賢次郎 嘉兵衛新田他15ヶ村村役人 辰12月12日 水利･普請 竪 1 佐468 276

K69 六郷領村々玉川通川除御普請積帳 午5 水利･普請 竪 1 佐495 302
K70 川除御普請仕様帳写シ 佐野 未2 水利･普請 小横 1 489 298
K71 圦樋橋川除御普請之儀［］申談帳（普請心 佐野勘蔵 戌10 水利･普請 竪 1 佐491 299
K72 乍恐以書付奉願上候（葛西井筋自普請等願

上）
渕江領西葛西領惣代柳川藤左衛門
他6名

三県役人 （年未詳） 水利･普請 竪 1 佐488 297
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佐野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
K73 武州荏原郡糀谷村羽田村海辺囲堤御普請積帳 伊奈半左衛門家来佐野勘蔵 （年未詳） 水利･普請 竪 1 佐493 300
K74 （五兵衛新田綾瀬川通圦樋普請見積書）（表

紙欠）
（年未詳） 水利･普請 竪 1 佐496 303

K75 （瓦曽根溜井石堰普請見積書） （年未詳） 水利･普請 竪 1 佐497 304
K76 （佐野新田中川通悪水吐圦樋御普請見積書） （年未詳） 水利･普請 竪 1 佐498 305
K77 （佐野新田堤越上置普請見積書） （年未詳） 水利･普請 竪 1 佐499 306
K78 （明俵費用、拝借金村々割付） （年未詳） 水利･普請 横 1 佐500
K79 （佐野新田他10ヶ村諸色代、人足賃銭書上） （年未詳） 水利･普請 横 1
K80 （五兵衛新田圦樋普請入用）（前後欠） （年未詳） 水利･普請 竪 1
K81 覚（普請人足村割書上） （年未詳） 水利･普請 横 1
K82 木割（松丸太寸法、本数書上）足立郡佐野新 （年未詳） 水利･普請 竪 1
K83 覚（普請諸品代、人足賃書上） （年未詳） 水利･普請 横 1
K84 （用水圦等普請人足賃、諸色代書上） （年未詳） 水利･普請 横 1
K85 （普請見積書） （年未詳） 水利･普請 竪 1
K86 （六ッ木村、佐野新田堤普請見積書） （年未詳） 水利･普請 竪 1
K87 （土手普請人足人数書上） （年未詳） 水利･普請 竪 1
K88 (1)頼一礼之事（利根川、中川筋浚御普請ニ

付）
(2)乍恐以書付願上候（中川筋模様替ニ付）

(1)領々惣代 (1)与右衛門他2名 （年未詳） 水利･普請 綴 1

M1 (道長横、坪数書上） 八条領大曽根村名主三郎左衛門他 佐野弥蔵 延享3年4月8日 1746 交通 竪 1
M2 請負役議定（伝馬役下金ニ付） 佐野新田役請負人伝蔵他11名 佐野新田勘蔵 寛政10年6月 1798 交通 竪 1 佐301 371
M3 御法会御用人馬継立議定帳 淵江領佐野新田芳平他21名 文化12年3月 1815 交通 竪 1 佐302 372
M4 千住宿御伝馬議定連印　足立郡佐野新田(人

馬継立ノ儀賃銭ヲ以テ勤メルニ付村議定）
村役人 文政2年1月 1819 交通 竪 1 佐303 373

M5 千住宿御伝馬継立方取締リ御受書村々儀定写
足立郡淵江領佐野新田　辰沼新田(千住宿役
人惣代ヨリ関東取締出役ヘ請書差上ニ付助郷
村々議定書）

足立郡淵江領北三谷村重兵衛他
17ヶ村

天保2年8月 1831 交通 竪 1 佐304 374

M6 千住宿助郷議定連印帳写シ 足立郡淵江領村々名主、年寄、百
姓代

天保4年11月 1833 交通 竪 1 佐305 375

M7 御伝馬勤方賃銭割合議定連印帳　東渕江領
拾ヶ村八条領四ヶ村

佐野新田名主円蔵他13ヶ村40名 年番惣代 天保7年2月 1836 交通 竪 1 佐306 376

M8 （天保7年道中取締リ関係文書綴） （天保7年） 1836 交通 綴 2 佐307 377
M9 頼証文(助郷免除願ニ付惣代頼証文） 佐野新田他13ヶ村名主、年寄、百

姓代
賢次郎他2名 天保11年11月 1840 交通 竪 1 佐315 385

M10 天保九戌年助郷人馬足入用書上帳　千住宿助
郷佐野新田

佐野新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐309 379

M11 天保十亥年助郷人馬足賄入用書上帳　千住宿
助郷佐野新田

佐野新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐311 381

M12 天保十一子年助郷人馬足賄入用書上帳　千住
宿助郷佐野新田

佐野新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他2名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐313 383

M13 天保十二丑年助郷人馬足賄入用書上帳　千住
宿助郷佐野新田

関保右衛門当分預所佐野新田名主
賢次郎他2名

沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐316 386

M14 助郷人馬足賄入用書上帳　千住宿助郷佐野新
田（天保8酉年千住宿始メニ而助郷御取調御
座候控）

関保右衛門当分預所佐野新田名主
賢次郎他2名

沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐318 388
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
M15 日光表御修(覆)御普請ニ付御伝馬勤人馬御手

当金頂戴小前（帳）佐野新（田）（下部破
天保13年8月5日 1842 交通 横 1 佐319 389

M16 日光御参詣御伝馬役勤方議定帳　佐野新田 佐野新田名主賢次郎他21名 天保14年3月 1843 交通 竪 1 佐320 390
M17 (1)惣代頼証文（日光正遷宮ノ為ノ草加宿助

郷休役ニ付惣代頼）
(2)覚（勘定書）

(1)草加宿加助郷之内足立郡大谷
田村他5ヶ村村役人

(1)草加宿加助郷之内佐野新
田名主賢次郎

(1)寛永4年5月
(2)　　5月4日

(1)1851交通 (1)竪
(2)状

1
1
佐322 391

M18 (1)乍恐以書付御歎願奉申上候（助郷役休役
願）

(1)佐野新田他30ヶ村小前、村役
人惣代元木村名主大蔵他1名

(1)道中奉行所 (1)寛永4年9月 (1)1851交通 (1)竪
(2)状

1
2
佐321 392

M19 千住宿御伝馬助郷勤方議定写シ 日光道中千住宿助郷135ヶ村名
主、年寄、百姓代他

佐野新田名主賢次郎他1名 寛永6年1月 1853 交通 竪 1 佐323 393

M20 御伝馬平等歎願書控 木村薫平代官所足立郡大谷田村外
拾弐ヶ村惣代

道中奉行 元治元年8月 1864 交通 竪 1 佐324 394

M21 (1)日光御法会人馬勤方差出シ写　佐野新田
(2)（千住宿助郷勤高議定証文調印ニ付廻

(2)佐野新田名主賢次郎他1名 (2)六津木村他17ヶ村名主 元治2年3月16日
（慶応元年）丑2月2

1865 交通 (1)竪
(2)状

1
1
佐325 395

M22 日光御法会正人馬勤中書抜帳　佐野新田 慶応元年3月24日～4
月晦

1865 交通 横 1 佐326 396

M23 千住宿助人馬勤之通　東渕江領佐野新田 慶応4年5月（明治元
年）

1868 交通 小横 1 佐327 397

M24 差出申一札之事（飯売女等宿取締13ヶ条） （年未詳） 交通 竪 1 佐187 32
M25 覚（組合村御伝馬勤高之訳） （年未詳） 交通 横 1 佐328
M26 （千住宿助郷村高等書上）（一部破損） （年未詳） 交通 竪 1
N1 正遷宮御寄進帳（伊勢神宮遷宮ニ付） 弘化4年9月 1847 寺社 竪 1 佐286 91
O1 目黒筋冬鳥諸御用日記并人（足）触出シ留メ

共（虫損）
佐野弥内蔵 寛保3年8月7日ﾖﾘ 1743 鷹場 横 1 佐334 448

O2 目黒筋冬鳥御場所拵人足諸色御入用積帳（破 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵 寛保3年8月 1743 鷹場 竪 1 佐333 447
O3 渕江谷古田筋村々冬鳥御場所拵人足積帳 伊奈半左衛門内宮川治助他2名 寛保3年9月 1743 鷹場 竪 1 佐335 449
O4 領家辺冬鳥御場所拵人足積帳 伊奈半左衛門内長谷川忠八他2名 寛保3年9月 1743 鷹場 竪 1 佐336 450
O5 沼田辺村々（冬鳥御場所拵人足積帳）（表紙

破損）
伊奈半左衛門内長谷川忠八他2名 寛保3年9月 1743 鷹場 竪 1

O6 御用人足壱人別帳 幸須玄筑知行所八条領青柳村名主
久右衛門

佐野弥内蔵他1名 寛保3年11月21日 1743 鷹場 横 1 佐338 452

O7 御用人足壱人別帳 塙宗悦知行所八条領青柳村名主弥
三兵衛

佐野弥内蔵他1名 寛保3年11月21日 1743 鷹場 横 1 佐339 453

O8 八条領伊草村人足名書帳　伊草村 八条領伊草村名主仲右衛門他1名 寛保3年11月 1743 鷹場 横 1 佐337 451
O9 舎人領筋冬鳥新御場所拵人足積帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵 (大竹源右衛門） 寛保3年12月 1743 鷹場 竪 1 佐340 454
O10 舎人領筋冬鳥新御場所拵人足仕上ヶ帳 伊奈半左衛門佐野弥内蔵他1名 (大竹源右衛門） 寛保3年12月 1743 鷹場 竪 1 佐341 455
O11 渕江沼田筋村々冬鳥御場所拵御入用築出仕 佐野弥内蔵他1名 (大竹源右衛門） 寛保3年12月 1743 鷹場 竪 1 佐342 456
O12 渕江筋冬鳥御場所拵御入用人足仕上ヶ帳 佐野弥内蔵他1名 (大竹源右衛門） 寛保3年12月 1743 鷹場 横 1 佐343 457
O13 亥冬鳥御場所拵日光道中西分書上帳　渕江領

竹塚村
渕江領竹塚村名主市右衛門他1名 寛保3年□ 1743 鷹場 竪 1 佐332 446

O14 去冬十二月廿三日御成之節御道拵人足(帳）
千住四丁目

千住四丁目名主五右衛門他1名 長谷川忠八他1名 寛保4年2月5日（延享
元年）

1744 鷹場 横 1 佐349 463

O15 正月四日御成ニ付御道拵人足書上　千住四町
目

千住四町目名主五右衛門他1名 長谷河忠八他1名 寛保4年2月5日（延享
元年）

1744 鷹場 横 1 佐350 464

O16 日光道中西方御場所拵書上帳　千住壱町目 千住壱町目名主八郎兵衛他1名 佐藤忠兵衛他1名 （延享元年）子2月16 1744 鷹場 竪 1 佐346 460
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
O17 冬鳥御場所拵立覚帳　掃部宿 掃部宿新左衛門 安川源治他1名 寛保4年2月21日（延

享元年）
1744 鷹場 竪 1 佐345 459

O18 御場所拵書上ヶ　渕江領橋戸河原町 橋戸、河原町名主伝蔵他1名 （延享元年）子2月 1744 鷹場 竪 1 佐344 458
O19 日光道中西方冬鳥御場所拵方書上ヶ帳　渕江

領千住弐町目
渕江領千住弐町目名主市右衛門他
2名

寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐347 461

O20 冬鳥御場所御道拵人足并道間数書上ヶ　千住
弐町目

渕江領千住弐町目名主市右衛門他
2名

寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐348 462

O21 亥年御場所拵書上帳　渕江領千住五町目 千住五町目名主七郎左衛門他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐351 465

O22 日光道中西之方御場所拵書上ヶ帳　渕江領興
野村

渕江領興野村名主久右衛門他2名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐352 466

O23 冬鳥御場所拵人足書上帳　渕江領梅田村 渕江領梅田村名主孫市他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐353 467

O24 日光道中西之方御場所拵書上帳　六月村 渕江領六月村名主五右衛門 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐354 468

O25 日光道中西之方御場所拵仕上帳　本木村 渕江領本木村名主兵七他1名 佐藤忠兵衛他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐355 469

O26 御場所拵書上帳　渕江領西新井村 西新井村名主才兵衛他1名 佐藤忠兵衛他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐356 470

O27 御道拵人足書上帳　渕江領西新井村 西新井名主新右衛門他1名 長谷川忠八他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐357 471

O28 去亥十二月御場所拵人足書上ヶ帳　舎人町 舎人領舎人町名主庄蔵他2名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐358 472

O29 冬鳥御場所拵書上ヶ帳　島根村 渕江領島根村名主孫七他1名 佐藤忠兵衛他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐359 473

O30 御道拵田さくり人足書上帳　舎人領古千谷村
（舎人、入谷、古千谷新御場所ノ分）

舎人領古千谷村名主兵右衛門他1
名

長谷川忠八他1名 寛保4年2月（延享元
年）

1744 鷹場 竪 1 佐360 474

O31 []追鳥御狩リ世話役勢子騎馬触留帳（破損） 元役土屋勘蔵他1名加勢5名 延享元年3月 1744 鷹場 横 1
O32 渕江筋冬鳥仕上相掛リ候日記 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵 延享元年5月 1744 鷹場 横 1 佐361 475
O33 御場所拵書上帳　舎人領古千谷村 舎人領古千谷村名主兵右衛門他1 佐野弥内蔵 延享元年5月 1744 鷹場 竪 1 佐362 476
O34 八条領冬鳥御場所拵人足積帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 延享元年8月 1744 鷹場 竪 1 佐363 477
O35 日光道中東之方御場所当人足触元帳　六月村 六月村平六 佐野弥内蔵他1名 延享元年12月20日 1744 鷹場 横 1 佐364 478
O36 谷塚筋毛長落白鳥御場所拵入用仕上帳（虫 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 延享元年12月 1744 鷹場 竪 1 佐365 479
O37 渕江領筋冬鳥御場拵御入用築出仕上 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他1 延享元年12月 1744 鷹場 竪 1 佐366 480
O38 八条領之内葛西用水西冬鳥御場所拵人足仕 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 延享元年12月 1744 鷹場 竪 1 佐367 481
O39 渕江筋白鳥冬鳥御場御用日記 佐野弥内蔵 延享2年1月1日 1745 鷹場 横 1 佐368 482
O40 丑ノ冬鳥白鳥御場所御用日記 佐野弥内蔵 延享2年12月4日ﾖﾘ 1745 鷹場 横 1 佐369 483
O41 渕江領花又竹塚保木間沼々番人足六月新田弥

左衛門勤方仕上帳
佐野弥内蔵他1名 延享3年2月 1746 鷹場 竪 2 佐370 484

O42 鷭御場所書上帳　八条領垳村 垳村名主淙五右衛門 佐野弥内蔵 延享3年4月20日 1746 鷹場 竪 1 佐372 486
O43 綾瀬川通リ溜井通リ鷭御場所御道筋拵書上帳

八条領浮塚村
八条領浮塚村名主与右衛門他1名 佐野弥内蔵他2名 延享3年4月 1746 鷹場 竪 1 佐371 485

O44 雑司ヶ谷筋雲雀御場所拵諸色御入用人足積帳 伊奈半左衛門内中野八六他1名 延享3年6月 1746 鷹場 竪 1 佐373 487
O45 六郷筋寅冬鳥御場日記 佐野弥内蔵 延享3年8月14日ﾖﾘ 1746 鷹場 小横 1 佐374 488
O46 冬鳥御場所拵ニ付申渡覚 六郷領矢口村他34ヶ村名主、年寄 佐野弥内蔵他1名 延享3年9月 1746 鷹場 竪 1 佐375 489
O47 目黒駒場原御用留日記 佐野弥内蔵 寛延2年9月15日 1749 鷹場 小横 1 佐377 491
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
O48 御用屋舗萱持送人足并諸色御入用積帳 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他1 （吉三郎） 寛延2年9月 1749 鷹場 竪 1 佐378 241
O49 上目黒村御用屋敷竹林之内萱苅人足仕上ヶ帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 （津田） 寛延2年9月 1749 鷹場 竪 1 佐379 242
O50 千駄ヶ谷村寂光寺後御伝諸色積帳 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他1 （久太郎） 寛延2年10月 1749 鷹場 竪 1 佐380 243
O51 駒ヶ原芝苅人足村分ヶ仕上帳 世田谷領野川村触次清左衛門 佐野弥内蔵他2名 寛延2年10月 1749 鷹場 横 1 佐381 244
O52 駒場御場所并御用屋敷色竹伐人足控帳 才料仙右衛門 寛延2年11月25日 1749 鷹場 横 1 佐376 490
O53 (1)千駄ヶ谷より代々木筋駒場原迄新規御道

拵人足仕上帳
(2)村わけ覚（千駄ヶ谷村他6ヶ村人足割当

(1)伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵
他4名
(2)三郎兵衛

(2)（二名、宛名不明） (1)寛延2年11月 1749 鷹場 (1)竪
(2)状

1
1
佐383 493

O54 駒ヶ原御場所草苅人足差当書上ヶ帳 馬込領才料長兵衛 寛延2年11月 1749 鷹場 横 1 佐384 494
O55 目黒筋駒場原御入用諸色仕上帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 寛延2年12月 1749 鷹場 綴 1 佐382 492
O56 麻布領巳年駒場原御成之節千駄ヶ谷より新御

道拵仕上ヶ
千駄ヶ谷村名主弥次右衛門他6名 寛延2年12月 1749 鷹場 横 1 佐385 495

O57 巳年駒場原御成之節道拵人足村分ヶ書上帳
麻布領

麻布領中豊沢村触次庄右衛門他1
名

寛延2年12月 1749 鷹場 横 1 佐387 497

O58 目黒筋冬鳥御場所拵人足仕上帳 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他1 （七左衛門） 寛延2年12月 1749 鷹場 竪 1 佐389 499
O59 目黒筋駒場原碑文谷広尾鶉御場所拵御入用仕 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他3 （鳥見方他） 寛延2年12月 1749 鷹場 竪 1 佐390 501
O60 目黒筋駒場原御場所拵人足仕上帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 寛延2年12月 1749 鷹場 綴 1 佐391 500・502
O61 巳年御用屋敷之内竹伐リ人足小目（録）帳 世田谷領粕谷村触次吉郎兵衛 佐野弥内蔵他1名 寛延2年12月 1749 鷹場 横 1 佐392 503
O62 (1)小目録（鶉番人足）

(2)巳年駒場原鶉御場所拵人足小目（録）帳
(1)世田谷領赤堤村忠蔵
(2)世田谷領粕谷村触次吉郎兵衛

(1)佐野弥内蔵他1名
(2)佐野弥内蔵他1名

(1)寛延2年12月
(2)寛延2年12月

(1)174
9
(2)174
9

鷹場 綴 1 (1)佐393・394
　　504・505

O63 小目録（目黒筋冬鳥御場所拵人足小目録、駒
場原御成之節新道拵人足小目録）

寛延2年12月 1749 鷹場 横 1

O64 石高書上帳（六郷領村々鷹用勤名高） 不入斗村触次弥右衛門 寛延3年1月 1750 鷹場 竪 1 佐435 245
O65 代々木村原宿村新御立場人足積リ帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵他1名 （鳥見方） 寛延3年2月 1750 鷹場 竪 1 佐395 507
O66 巳年駒ヶ原鶉御場所拵御用人足仕上ヶ小目録 世田谷領池沢村触次弥惣兵衛 佐野弥内蔵他2名 寛延3年5月 1750 鷹場 横 1 佐396 508
O67 巳秋駒場原草苅御用人足村訳ヶ帳　六郷領 不入斗村弥右衛門 寛延3年5月 1750 鷹場 横 1 佐397 509
O68 人足日〆帳（後欠） 佐野弥内蔵 寛延3年7月13日 1750 鷹場 横 1 佐398 510
O69 目黒筋冬鳥御場所拵御入用仕上帳 伊奈半左衛門家来佐野弥内蔵他1 （七左衛門） 寛延3年12月 1750 鷹場 竪 1 佐388 498
O70 志村巣鴨筋御場所日記留牒 佐野弥内蔵 寛延4年2月6日（宝暦

元年）～寛延4年6月
25日（宝暦元年）

1751 鷹場 横 1 佐399 511

O71 雑司ヶ谷筋雲雀御場所拵諸色御入用人足積帳 伊奈半左衛門内佐野弥内蔵 （鳥見方） 寛延4年6月（宝暦元
年）

1751 鷹場 竪 1 佐400 512

O72 目黒筋御場所御用日記　弐番 佐野弥内蔵 宝暦2年9月22日ﾖﾘ 1752 鷹場 横 1 佐401 513
O73 御鷹野御用下大崎村御旅宿賄帳 品川領下大崎村宿重郎右衛門他3 佐野弥内蔵 宝暦3年2月22日 1753 鷹場 横 1 佐402 514
O74 渕江筋白鳥御場積帳 佐野勘蔵他2名 宝暦7年9月 1757 鷹場 竪 1 佐403 515
O75 白鳥場人足仕上可致下帳 佐野勘蔵他2名 宝暦7年12月 1757 鷹場 竪 1 佐404 516
O76 去丑年渕江領新川西白鳥御場所拵人足村訳仕 佐野新田触次利右衛門 佐野勘蔵他1名 宝暦8年8月 1758 鷹場 横 1 佐405 517
O77 去丑ノ冬白鳥御場所拵御用人足仕上ヶ帳 六月村触次平六 宝暦8年8月 1758 鷹場 横 1 佐406 518
O78 目黒筋御場所御用日記　（一部破損） 佐野弥内蔵 宝暦□年7月23日ﾖﾘ 鷹場 横 1 佐407 519
O79 羽田村築切[]（村別人足書上）（表紙破損） 安永5年2月 1776 鷹場 横 1 佐408 520
O80 御鷹場御法度手形之事 小野田三郎右衛門当分預リ所渕江

領佐野新田名主芳平他2名
寛政9年8月8日 1797 鷹場 状 1 佐409 521

O81 御鷹場御法度御請書上帳控　渕江領拾四ヶ村 渕江領村々名主、年寄、百姓代 葛西掛リ鳥見 文政8年8月 1825 鷹場 竪 1 佐410 522
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
O82 宇喜田筋冬鳥御場所拵御入用并人足仕上帳 鳥見手附小笠原重吉 天保2年12月 1831 鷹場 竪 1 佐411 523
O83 御取締御請書帳　渕江領佐野新田　辰沼新田

（鷹場内々殺生人其外取締）
中村八太夫代官所渕江領佐野新田
名主賢次郎他4名

鷹場取締工藤小右衛門他1名 天保6年10月 1835 鷹場 竪 1 佐412 524

O84 八条筋冬鳥場所拵御人用并人足仕上帳 天保7年12月 1836 鷹場 竪 1 佐413 525
O85 御請書（新川東尾張御借場拵人足賃銭、勤方

請書）
渕江領新川東佐野新田他13ヶ村村
役人

本多金蔵、小笠原重平、小林
金助

天保11年9月 1840 鷹場 竪 1 佐172 17

O86 御請書（東渕江領尾州鷹野御借場拵人足等ノ
請書）

渕江領佐野新田他13ヶ村村役人 本多金蔵、小笠原重平、小林
金助

天保11年9月 1840 鷹場 竪 1 佐173 18

O87 尾州様御（借）場被仰出村々申合議定連印帳
（冬鳥飼付御用掛役人休泊、水夫助合出費割

渕江領新川東佐野新田他13ヶ村村
役人

天保11年9月 1840 鷹場 竪 1 佐415 526

O88 (1)東渕江筋冬鳥御場所拵御入用并人足仕上
帳
(2)東渕江筋冬鳥御場所拵御入用并人足仕立
帳

(2)鳥見手付小林金助他1名 (1)天保13年12月
(2)天保13年12月

(1)184
2
(2)184
2

鷹場 綴 1 佐416 527

O89 御場内御法度証文之外御受印帳　村々御請連
印帳

斎藤嘉兵衛代官所東渕江領佐野新
田名主賢次郎他2名他村

葛西掛リ鳥見 嘉永6年8月29日 1853 鷹場 竪 1 佐419 530

O90 御鷹野御用人足御扶持米小前帳　足立郡佐野 足立郡佐野新田名主見習市仁他2 鷹野役所 安政5年3月 1858 鷹場 横 1 佐421 532
O91 案書御鷹場御法度手形之事 佐々井半十郎代官所渕江領佐野新

田名主見習孝次郎他2名
大岩二之助他9名 慶応元年8月14日 1865 鷹場 竪 1 佐422 533

O92 当卯秋より来辰秋迄六ヶ所御場諸色御入用物
直段吟味仕奉伺候帳面

波多野忠蔵他1名 卯8月 鷹場 竪 1 佐428

O93 巳歳駒ヶ原御用人足日〆帳 下祖師ヶ谷村才料武右衛門 佐野弥内蔵他1名 巳11日 鷹場 横 1 佐424
O94 当巳秋駒場原出人足仕上帳　品川領 才料彦右衛門他1名 巳12月8日 鷹場 横 1 佐425
O95 巳歳駒ヶ原御場所御用人足村分ヶ仕上ヶ帳

馬込領
馬込領触次馬込村源太左衛門 巳12月 鷹場 横 1 佐386 496

O96 （駒ヶ原人足割帳） （年未詳） 鷹場 綴 1
O97 （御伝板入用并人足積帳）（前後欠） （年未詳） 鷹場 竪 1
X1 富士見十三州輿地全図 長門船越守愚撰 天保（13）壬寅 1842 地図・絵 図 1 佐560 536
X2 南足立郡六ッ木村之内佐野義孝所有地之図 明治12年1月 1879 地図・絵 図 1 佐559 543
X3 埼玉県管内全図 著者兼彫刻者大川通久発行者長島

為一郎他2名
明治28年10月5日 1895 地図・絵

図
図 1 佐562 545

X4 鎌倉絵図 鎌倉雪之下宝戒寺前家根屋四郎右
衛門板

（年未詳） 地図・絵
図

図 1 佐563 547

X5 広場耕地附上耕地（六ッ木村2） （年未詳） 地図・絵 図 1 佐554 538
X6 字貝瀬耕地（大谷田村2） （年未詳） 地図・絵 図 1 佐555 539
X7 字土腐耕地（佐野新田6冊ノ内4） （年未詳） 地図・絵 図 1 佐556 540
X8 字奥野耕地（佐野新田6冊ノ内6） （年未詳） 地図・絵 図 1 佐557 541
X9 明治天皇御年譜御大葬御式場参拝道案内 編集兼発行人東京市京橋区炭町土

佐熊蔵
大正元年9月5日 1912 地図・絵

図
図 1 佐564 546

Y1 元百家絶句　上 晋亭朝長昭徳臣集選 文化（13年）丙子 1816 その他 竪 1 佐567
Y2 いろは節用集大成 恵洲識 文化13年 1816 その他 小横 1
Y3 松風村雨磯馴松金糸腰簑 中川蔵板 文政元年6月 1818 その他 竪 1 佐568
Y4 水井見聞録（桜田門外ノ変ニ付） 説田 （万延元年）庚申3月 1860 その他 竪 1 佐570 535
Y5 武術英名録 真田範之介滋野直昌他1名 万延元年8月 1860 その他 小横 1 佐571
Y6 大浚（手習帳） 佐野[]他1名 文久2年 1862 その他 竪 1 佐572
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
Y7 中外新聞第十四号　（鎮撫使ﾖﾘﾉ布告等掲

載）
慶応4年4月19日（明
治元年）

1868 その他 竪 1 佐582

Y8 明治十二年太陽略本暦 東京大阪頒暦商社社長林立守 明治12年 1879 その他 竪 1 佐574
Y9 明治十四年略本暦 東京大阪頒暦商社社長林立守 明治14年 1881 その他 状 1 佐575
Y10 明治二十三年略暦 印刷兼発行者加藤辰次郎 明治22年11月8日 1889 その他 状 1 佐576
Y11 五疳之病数之事（破損） （年未詳） その他 小横 1 佐577
Y12 続新刀銘尽　巻之三　巻之四 （年未詳） その他 竪 1 佐578
Y13 続新刀銘尽　巻之五　巻之六 （年未詳） その他 竪 1 佐579
Y14 改算記大成　上　中　下（一部破損） （年未詳） その他 竪 1 佐581
Y15 類調物（諸品書上） （年未詳） その他 横 1
Z1 日記覚帳（日数、泊、米代、木銭書上） 佐野弥内蔵 延享元年5月ﾖﾘ 1744 私文書 小横 1 佐548 551
Z2 駄賃帳 伊奈半左衛門内佐野勘蔵 宝暦12年10月 1762 私文書 横 1 佐281 552
Z3 石代味噌代請取 佐野勘蔵 安永5年1月 1776 私文書 綴 1
Z4 (1)奉仕伊奈家由緒書

(2)奉仕伊奈家由緒書
(1)佐野正邦
(2)足立郡渕江領佐野新田佐野勘
蔵正苗

(2)文政7年6月 (2)1824私文書 (1)竪
(2)竪

1
1
(1)佐584・585
    553・560

Z5 佐野家仕来法度書 天保2年12月 1831 私文書 竪 1 佐583 554
Z6 道中覚[]（道中費用書上） 足立郡渕江領佐野新田八十八他3 嘉永元年7月4日 1848 私文書 小横 1 佐549 556
Z7 参詣道中日記控（成田山ﾖﾘ香取・鹿島ヲ経テ

日光山ヘ至ル迄ノ日記及小遣覚）
佐野市仁 嘉永5年閏2月22日 1852 私文書 小横 1 佐550 557

Z8 筑波山日光山日記帳（旅先ノ費用中心） 安政5年3月25日 1858 私文書 小横 1 佐551 558
Z9 当家上棟成就（佐野家家作ﾆ付大工書上） 文久2年2月12日 1862 私文書 竪 1
Z10 一札之事（商売元手金拝借ﾆ付） 本郷万吉他1名 孝次郎 慶応元年7月 1865 私文書 状 1
Z11 下総常陸日記（籾郷蔵詰計リ改メ日記） 佐野勘蔵 午6月16日 私文書 竪 1 佐552 559
Z12 （諸控帳）（職人手間賃、米搗等ﾆ付）（前 佐野 （年未詳） 私文書 横 1
Z13 （家事諸雑費書上帳）（前欠） （年未詳） 私文書 横 1
Z14 (1)居宅屋根差茅葺工控帳

(2)記（瓦代金領収証）
(1)第拾大区六小区佐野新田佐野
(2)瓦屋[]五郎

(2)佐野村上 (1)明治9年1月
(2)子1月19日

(1)1876私文書 (1)横
(2)状

1
1

Z15 染物通 赤岩大沼 佐野 明治9年2月 1876 私文書 小横 1
Z16 養蚕製茶入費帳 明治9年5月1日 1876 私文書 横 1       370
Z17 銃猟入費記 佐野 明治9年11月 1876 私文書 横 1
Z18 染物通 赤岩大沼 佐野 明治10年2月 1877 私文書 小横 1
Z19 (1)（祝儀控帳）

(2)覚（金子受取）
(2)内匠新田河内屋源七 (2)藤五郎 丑11月5日 私文書 (1)横

(2)状
1
1

Z20 諸道具目録（長持内諸道具書上、嫁入道具 申6月 私文書 横 1
Z21 （家事諸雑費書上帳） （年未詳） 私文書 横 1
Z22 （木曽道中六九次之内等） （年未詳） 私文書 3    枚
Z23 理科備忘録（理科ノ講義ノート） 佐野 （年未詳） 私文書 竪 1 佐580
辰A1 御触書御請証文控　足立郡辰沼新田（鉄砲所

持、金銀具取締）
足立郡辰沼新田名主賢次郎他12名 中村八太夫役所 天保9年5月 1838 支配 竪 1 佐166 11

辰A2 米穀〆売糴買御請書　武州足立郡栗原村組合
辰沼新田（米穀〆売糴買及ビ隠酒造禁止ニ付

築山茂左衛門当分預所辰沼新田佐
野新田兼帯名主賢治郎他2名

関東取締出役瀬戸順一郎他4
名

弘化2年9月 1845 支配 竪 1 佐183 29

辰A3 博奕賭之勝負御触書請印帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習孝
次郎他13名

佐々井半十郎役所 慶応3年9月 1867 支配 竪 1 佐186 31

辰B1 当辰年諸役入目帳　渕江領辰沼新田 名主伊左衛門他11名 伊奈友之助役所 寛政8年12月 1796 村政 横 1 佐190 38
辰B2 当午年諸役入目帳　渕江領辰沼新田 名主伊左衛門他11名 伊奈友之助役所 寛政10年12月 1798 村政 横 1 佐192 41

18



佐野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
辰B3 当未年諸役入目帳　渕江領辰沼新田 名主伊左衛門他11名 伊奈友之助役所 寛政11年12月 1799 村政 横 1 佐193 42
辰B4 去ル寅年諸役入目帳　武州足立郡渕江領辰沼 辰沼新田名主伊左衛門他11名 小野田三郎右衛門役所 文政2年3月 1819 村政 横 1 佐203 52
辰B5 去卯年諸役入目帳　武州足立郡渕江領辰沼新 辰沼新田名主伊左衛門他11名 小野田三郎右衛門役所 文政3年3月 1820 村政 横 1 佐204 54
辰B6 去ル辰年諸役入目帳　足立郡渕江領辰沼新田 足立郡辰沼新田名主伊左衛門他11 中村八太夫役所 文政4年3月 1821 村政 横 1 佐205 55
辰B7 去寅年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主

見習賢次郎他12名
伊奈半左衛門役所 天保2年3月 1831 村政 横 1 佐218 72

辰B8 去卯年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主見習賢次郎他
12名

中村八太夫役所 天保3年3月 1832 村政 横 1 佐220 74

辰B9 去辰年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田名主兼帯
賢次郎他12名

中村八太夫役所 天保4年3月 1833 村政 横 1 佐222 76

辰B10 去丑年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他12名 伊奈半左衛門関保右衛門役所 天保13年3月 1842 村政 横 1 佐229 87
辰B11 去寅年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田年寄賢次郎他13名 関保右衛門役所 天保14年2月 1843 村政 横 1 佐231 89
辰B12 辰沼新田次右衛門より同村善右衛門江相掛小

作滞并地所取放出入訴状并済口証文之写シ
足立郡辰沼新田訴訟人年寄次右衛
門相手善右衛門

築山茂左衛門役所 弘化2年4月 1845 村政 竪 1 佐275 313

辰B13 去丑年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主賢次郎
他15名

斉藤嘉兵衛役所 嘉永7年3月（安政元
年）

1854 村政 横 1 佐237 98

辰B14 去巳年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市
仁他13名

小林藤之助役所 安政5年3月 1858 村政 横 1 佐240 102

辰B15 去未年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田名主兼帯賢次郎
他14名

小林藤之助役所 安政7年3月（万延元
年）

1860 村政 横 1 佐242 105

辰B16 去酉年諸役入目書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田名主兼帯賢治郎
他13名

小林藤之助役所 文久2年3月 1862 村政 横 1 佐245 107

辰B17 御金札拝借証文控　武州足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
勘蔵他4名

小菅県役所 明治2年2月28日 1869 村政 竪 1 佐261 122

辰B18 (1)御金札預拝借証文一札　足立郡辰沼新田
(2)覚（金札小割ニ付）

明治2年3月 1869 村政 (1)竪
(2)状

1
1
佐262 123

辰B19 御金札拝（借）割渡小前帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主勘蔵他 小菅県役所 明治2年12月 1869 村政 綴 1 佐263 124
辰C1 関東御取締御出役方より商家御調ニ付書上帳

足立郡辰沼新田
辰沼新田佐野新田兼帯名主賢次郎
他3名

天保9年8月 1838 村況 竪 1 佐292 360

辰C2 商売家御改書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保12年12月 1841 村況 竪 1 佐297 363
辰D1 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主見習賢次郎他 中村八太夫役所 天保3年3月 1832 戸口 竪 1 佐106 151
辰D2 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保11年3月 1840 戸口 竪 1 佐107 152
辰D3 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 関保右衛門役所 天保15年2月（弘化元

年）
1844 戸口 竪 1 佐108 153

辰D4 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
賢次郎他2名

築山茂左衛門役所 弘化2年3月 1845 戸口 竪 1 佐109 154

辰D5 人別増減書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化3年3月 1846 戸口 竪 1 佐137 185
辰D6 家数人別増減書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 嘉永2年3月 1849 戸口 竪 1 佐138 186
辰D7 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主賢次郎

他2名
青山録平役所 嘉永3年3月 1850 戸口 竪 1 佐110 155

辰D8 戌年人別増減書上帳　足立郡辰沼新田（人別
帳ハ3月15日限リ増減帳ハ2月晦日限リ）

足立郡辰沼新田佐野新田名主兼帯
賢次郎他2名

青山録平役所 嘉永3年2月 1850 戸口 竪 1 佐139 187

辰D9 宗門人別御改書上帳控　辰沼新田 辰沼新田兼帯名主賢次郎他1名 青山録平役所 嘉永4年3月 1851 戸口 竪 1 佐111 156
辰D10 人別増減書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主

賢次郎他1名
青山録平役所 嘉永4年2月 1851 戸口 竪 1 佐140 188
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辰D11 宗門人別御改書上帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田兼帯佐野新田名主

賢次郎他1名
青山録平役所 嘉永5年3月 1852 戸口 竪 1 佐112 157

辰D12 人別増減書上帳控　足立郡辰沼新田 辰沼新田兼帯佐野新田名主賢次郎
他1名

青山録平役所 嘉永5年2月 1852 戸口 竪 1 佐141 189

辰D13 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田兼帯佐野新田名主
賢次郎他1名

斎藤嘉兵衛役所 嘉永6年3月 1853 戸口 竪 1 佐113 158

辰D14 人別増減取調書上帳控　足立郡辰沼新田 辰沼新田兼帯佐野新田名主賢次郎
他1名

斎藤嘉兵衛役所 嘉永6年3月 1853 戸口 竪 1 佐142 190

辰D15 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
賢次郎他3名

斎藤嘉兵衛役所 嘉永7年3月（安政元
年）

1854 戸口 竪 1 佐114 159

辰D16 人別増減書上帳控　足立郡辰沼新田 辰沼新田兼帯佐野新田名主賢次郎
他2名

斎藤嘉兵衛役所 嘉永7年3月（安政元
年）

1854 戸口 竪 1 佐143 191

辰D17 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
賢次郎他3名

斎藤嘉兵衛役所 安政2年3月 1855 戸口 竪 1 佐115 160

辰D18 人別増減書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田兼帯佐野新田名主賢次郎
他2名

斎藤嘉兵衛役所 安政2年3月 1855 戸口 竪 1 佐144 192

辰D19 人別増減書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市
仁他2名

斎藤嘉兵衛役所 安政3年3月 1856 戸口 竪 1 佐145 193

辰D20 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
見習市仁他2名

斎藤嘉兵衛役所 安政4年3月 1857 戸口 竪 1 佐116 161

辰D21 人別増減取調書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市
仁他2名

斎藤嘉兵衛役所 安政4年3月 1857 戸口 竪 1 佐146 194

辰D22 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
見習市仁他2名

小林藤之助役所 安政5年3月 1858 戸口 竪 1 佐117 162

辰D23 人別増減取調書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市
仁他2名

小林藤之助役所 安政5年3月 1858 戸口 竪 1 佐147 195

辰D24 宗門人別御改書上控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
見習市仁他2名

小林藤之助役所 安政6年3月 1859 戸口 竪 1 佐118 163

辰D25 人別増減取調書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市
仁他2名

小林藤之助役所 安政6年3月 1859 戸口 竪 1 佐148 196

辰D26 宗門人別御改書上帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
賢次郎他3名

小林藤之助役所 安政7年3月(万延元
年）

1860 戸口 竪 1 佐119 164

辰D27 人別増減取調書上帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主賢次郎
他3名

小林藤之助役所 安政7年3月(万延元
年）

1860 戸口 竪 1 佐149 197

辰F1 当丑御年貢米斗立帳　辰沼新田 文政12年5月27日 1829 年貢 横 1 佐7 213
辰F2 当寅御成箇其外上納物取立帳　辰沼新田 文政13年6月4日(天保

元年）
1830 年貢 横 1 佐8 214

辰F3 当卯御成箇永其外上納物取立帳　辰沼新田 天保2年6月1日 1831 年貢 横 1 佐10 216
辰F4 当卯御成箇永取立帳　足立郡（辰沼新田）

（一部破損）
天保2年6月 1831 年貢 横 1 佐9 215

辰F5 当卯籾米御年貢小前割合帳　辰沼新田 天保2年11月2日 1831 年貢 横 1 佐12 217
辰F6 当卯籾御年貢小前割合帳　辰沼新田 天保2年11月 1831 年貢 横 1 佐11 218
辰F7 当辰三季御成箇永取立（帳）辰沼（新田）

（一部破損）
天保3年6月 1832 年貢 横 1 佐13 219

辰F8 辰御年貢米籾斗立覚帳（一部破損） 天保3年11月15日 1832 年貢 横 1 佐16 222
辰F9 当辰御年貢米小割帳　辰沼新田 天保3年11月 1832 年貢 横 1 佐14 220
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辰F10 当辰籾御年貢小割帳　辰沼新田（一部破損） 天保3年11月 1832 年貢 横 1 佐15 221
辰F11 当巳御年貢仮割帳　辰沼新田 天保4年11月 1833 年貢 横 1 佐17 223
辰F12 当未御年貢米割合帳　辰沼新田 天保6年11月 1835 年貢 横 1 佐18 224
辰F13 （田方立毛内見帳）（前欠） 足立郡辰沼新田名主賢次郎他3名 中村八太夫役所 天保7年9月 1836 年貢 横 1
辰F14 （田方立毛内見帳）（前欠） 足立郡辰沼新田名主賢次郎他3名 中村八太夫役所 天保7年9月 1836 年貢 横 1
辰F15 酉御成箇永小前取立帳　辰沼新田 天保8年6月 1837 年貢 横 1
辰F16 当戌御年貢籾米小割帳　辰沼新田 天保9年10月25日 1838 年貢 横 1 佐19 225
辰F17 当亥御成箇御口永皆済割合帳　足立郡辰沼新 天保10年12月 1839 年貢 横 1 佐20 227
辰F18 当卯畑右御検見小前帳控（辰沼）新田 足立郡辰沼新田賢次郎他2名 天保14年8月20日 1843 年貢 横 1 佐25 230
辰F19 （立毛内見帳）（前後欠） （年未詳） 年貢 横 1
辰G1 売米麦雑穀囲穀河岸出シ高書付　武州足立郡

辰沼新田
中村八太夫支配所足立郡辰沼新田
名主賢次郎他2名

関東向取締出役山本大膳手代
河野啓助他1名

天保5年4月 1834 凶災･救恤 竪 1 佐289 358

辰G2 貯夫喰御下穀詰戻シ小前帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保5年12月 1834 凶災･救恤 横 1 佐39 403
辰G3 貯夫喰御下穀去未詰戻小前帳　足立郡辰沼新 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保7年2月 1836 凶災･救恤 横 1 佐40 404
辰G4 (1)貯穀永籾稗御下穀小前帳　足立郡辰沼新

田(2)おほへ（賢次郎、新八籾種代請取）
(1)足立郡辰沼新田名主賢次郎他3
名

(1)中村八太夫役所 (1)天保8年2月
(2)4月17日

(1)1837凶災･救恤 (1)横
(2)状

1
1
佐41 405

辰G5 違作ニ付飢人夫喰御貸渡奉請取小前帳　足立
郡辰沼新田

足立郡辰沼新田賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保8年4月 1837 凶災･救恤 横 1 佐42 406

辰G6 窮民夫喰手当割渡小前帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他5名 中村八太夫役所 天保8年4月 1837 凶災･救恤 横 1 佐43 407

辰G7 違作ニ付種籾代永御拝借奉請取小前帳　足立
郡辰沼新田

足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保8年4月 1837 凶災･救恤 横 1 佐44 408

辰G8 貯夫喰御下穀詰戻シ小前控帳　足立郡辰沼新
田

足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保8年12月25日 1837 凶災･救恤 横 1 佐46 410

辰G9 当戌年貯穀詰戻小前帳控　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田名主賢次郎他2名 中村八太夫役所 天保9年12月 1838 凶災･救恤 横 1 佐48 412

辰G10 夫食代種籾代拝借丑より弐拾五ヶ年賦返納御
請証文　足立郡辰沼新田

足立郡佐野新田名主賢次郎他11名 中村八太夫役所 天保11年11月 1840 凶災･救恤 竪 1 佐49 413

辰G11 凶年手当貯稗出穀小前帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田名主賢次郎他2名 築山茂左衛門役所 弘化3年9月 1846 凶災･救恤 横 1 佐51 415
辰G12 地震ニ付潰家御手当拝借金割渡小前帳　足立

郡辰沼新田
足立郡辰沼新田百姓初五郎 村役人 安政2年12月 1855 凶災･救恤 横 1 佐80 427

辰G13 飢人別取調書上帳　辰沼新田 足立郡辰沼新田名主見習市仁他2 安政3年9月 1856 凶災･救恤 竪 1 佐82 431
辰G14 貯稗出穀小前帳　足立郡辰沼新田 辰沼新田佐野新田兼帯名主見習市

仁他2名
小林藤之助役所 安政6年2月 1859 凶災･救恤 横 1 佐58 435

辰G15 貯穀籾稗詰戻小前帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
見習市仁他2名

小林藤之助役所 安政6年2月 1859 凶災･救恤 横 1 佐60 434

辰G16 去申貯穀籾稗詰戻小前帳　足立郡辰沼新田 足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
賢次郎他2名

小林藤之助役所 万延2年2月（文久元
年）

1861 凶災･救恤 横 1 佐64 440

辰G17 （売米麦雑穀囲穀川岸出高書付差出廻状）
（雛型）（関東取締出役ﾖﾘ貧民救済ﾉ為廻

伊藤谷村吉田四郎平他2名 午2月28日 凶災･救恤 竪 1 佐38

辰M1 天保八酉年助郷人馬足賄入用書上帳　千住宿
助郷辰沼新田（天保13寅年5月中再応御調ノ
上張紙ノ員数書上控）

辰沼新田佐野新田兼帯名主賢次郎
他2名

沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐308 378

辰M2 天保九戌年助郷人馬足賄入用書上帳　千住宿
助郷辰沼新田

辰沼新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐310 380
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資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
辰M3 天保十亥年助郷人馬足賄入用書上帳　千住宿

助郷辰沼新田
辰沼新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐312 382

辰M4 天保十一子年助郷人馬足賄入用書上帳　千住
宿助郷辰沼新田

辰沼新田名主賢次郎他2名 沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐314 384

辰M5 天保十二丑年助郷人馬足賄入用書上帳　千住
宿助郷辰沼新田

関保右衛門当分預所足立郡辰沼新
田兼帯名主賢次郎他2名

沼田久左衛門他3名 天保13年5月 1842 交通 竪 1 佐317 387

辰O1 御鷹野御用人足御扶持米頂戴小前帳控　足立
郡渕江領辰沼新田

足立郡辰沼新田佐野新田兼帯名主
見習市仁他2名

鷹野役所 安政2年3月 1855 鷹場 横 1 佐420 531

辰X1 字居廻リ耕地　附沼田耕地見瀬耕地（辰沼新
田1）

（年未詳） 地図・絵
図

図 1 佐553 537

辰X2 字奥谷耕地（辰沼新田2） （年未詳） 地図・絵 図 1 佐558 542
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