
佐野家文書目録(補遺)

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
1 覚（庄兵衛持田水帳之写） 庄兵へ 佐野平太夫 寛文11年極月 1671 土地 状 1
2 請負申役証文之事（諸役請負ニ付給分取決） 渕江領佐野新田役請負人甚左衛門 佐野勘蔵 元文元年12月 1736 年貢 状 1 ヒモあり
3 請渡申金子之事 大久保伊勢守内林吉兵衛 佐野勘蔵 元文2年12月18日 1737 商業・金融状 1
4 預り申金子之事（为用ニ付金子十五両預り証 年寄岡田　他１名 佐野勘蔵 元文3年7月24日 1738 商業・金融状 1
5 諸役請負申証文之事 渕江領佐野新田役受負人甚左衛門 佐野勘蔵 元文5年極月11日 1740 年貢 状 1
6 小拾（拙者所持の田水帳と相違なきにつき） 辰沼新田田地为定右衛門　他４名 佐野勘蔵 元文5年12月11日 1740 土地 状 1
7 田質物ニ相渡申証文之事 武州渕江領辰沼新田田地質物入为

定右衛門　他４名
佐野勘蔵 元文5年12月11日 1740 土地 状 1

8 預り申金子之事 大川孫十郎 佐野勘蔵 寛保2年10月 1742 商業・金融状 1 ヒモ挿入
9 入置申一札之事（伊興村上畑六畝歩質物ニ相
渡ニ付）

伊興村質物畑入为市左衛門　他１
名

佐野勘蔵 寛保2年12月15日 1742 土地 状 1

10 役屋守小作請負申證文之事 東叡山領伊興村屋守小作人市左衛
門・同領同村請人惣右衛門

佐野勘蔵 寛保2年12月 1742 土地 状 1

11 覚（御成御用之節木銭・石代請取ニ付） 新曽村名为為右衛門 佐野弥内蔵・杉浦治右衛門 寛保3年4月7日 1743 鷹場 状 1
12 村々木銭石代宿拂請取帳 伊幸(ﾏﾏ)半左衛門内佐野弥内蔵 寛保3年8月 1743 鷹場 元竪 1 ５丁分残存
13 請取申木銭石代之事（九月三日～四日までの

木銭・石代請取ニ付）
碑文谷村御宿半之丞 佐野弥内蔵 寛保3年9月8日 1743 鷹場 状 1

14 覚（古利根川白鳥御用ニ付宿代として木銭・
石代請取ニ付）

六所村御宿伊右衛門・名为専助 伊奈半左衛門御内佐野弥内蔵 寛保3年11月20日 1743 鷹場 状 1

15 請取申木銭米代之事（利根川白鳥御用ニ付御
旅宿代として木銭・米代請取ニ付）

八条領南百村御宿政右衛門・名为
七郎兵衛

伊奈半左衛門御内佐野弥内蔵 寛保3年11月25日 1743 鷹場 状 1

16 覚（舟七艘用意ニ付） □木村名为太郎右衛門 原嘉助　佐野弥内蔵 寛保3年11月2□日 1743 鷹場 状 1 端裏に「柿木」
とあり

17 請取申木銭石代之事（利根川白鳥村立御用と
して木銭石代請取ニ付）

八条領八条村御宿助七・名为彦七 佐野弥内蔵　原伊三郎 寛保3年12月5日 1743 鷹場 状 1

18 請取申木銭石代之事（渕江郷筋冬鳥御場所拵
御用のため木銭・石代請取ニ付）

千住三町目御宿伊左衛門・名为次
郎左衛門

伊奈半左衛門様御用佐野弥内
蔵

寛保3年12月8日 1743 鷹場 状 1

19 請取申木銭石代之事（冬鳥御用出役の際の宿
代として木銭・石代請取ニ付）

八条領南百村御宿名为七郎兵衛 伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

寛保3年12月23日 1743 鷹場 状 1

20 請取申木銭石代之事（旅宿代として木銭・石
代請取ニ付）

小塚原町御宿市右衛門・名为権右
衛門

伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

寛保3年12月23日 1743 鷹場 状 1

21 相渡申質物田地手形之事 渕江領六ツ木村質物入为治郎右衛
門　他６名

佐野勘蔵 寛保3年12月 1743 土地 状 1 二枚に分割

22 小拾（七郎右衛門名所御水帳の面少も相違な
きニ付）

渕江領六ツ木村名为源治郎 寛保3年12月 1743 土地 状 1

23 請取申御宿掛之事（旅宿代として木銭・石代
請取ニ付）

野方領中野村御宿九兵衛 根岸大吉様　他４名 寛保4年2月13日 1744 鷹場 状 1

24 差上申一札之事（さくり・御拵相違なきニ
付）

伊興村名为源七　他１名 佐藤忠兵衛　他１名 寛保4年2月 1744 鷹場 状 1 端裏に「伊興
内」「伊興村」
とあり

25 請取申木銭石代之事（御用壱泊代として） 小豆沢村名为五郎左衛門 佐野弥内蔵 延享元年3月19日 1744 鷹場 状 1
26 請取申木銭石代之事（志村追鳥御揚拵御用の

ため出役の旅宿代際の旅宿代として木銭石代
請取ニ付）

峡田領志村御宿藤左衛門　他１名 伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

延享元年3月28日 1744 鷹場 状 1

27 請取申木銭石代之事（志村筋追鳥御場所拵御
用のため出役の際の旅宿代として木銭・石代
請取ニ付）

峡田領小豆沢村名为御宿五郎左衛
門

伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

延享元年3月29日 1744 鷹場 状 1
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28 覚（九日・十日中飯・夕食代として木銭石代
請取の覚）

挟田領返新町名为万五郎 佐野弥内蔵 延享元年5月10日 1744 鷹場 状 1

29 請取申木銭石代之事（冬鳥仕上御用ニ付出役
の際の旅宿代請取ニ付）

今戸町　御宿　名为五左衛門　他
１名

伊奈半左衛門様御内　佐野弥
内蔵

延享元年5月12日 1744 鷹場 状 1

30 覚（御場所仕上御用ニ付出役の際の旅宿代と
して木銭石代請取ニ付）

亀有村名为幸七 佐野弥内蔵 延享元年5月 1744 鷹場 状 1

31 差上申一［　　］（御成ニ付人足書上） 舎人領入谷村名为新兵衛　他１名 延享元年5月 1744 鷹場 状 1
32 覚（鷹場人足仕上ニ付昼食代の木銭石代請取

の覚）
下谷金杉上町名为次郎左衛門 佐野矢倉　藤内弥助 延享元年6月6日 1744 鷹場 状 1

33 請取申木銭石代之事（冬鳥仕上ケ御用御旅宿
代請取ニ付）

今戸町名为五左衛門他出ニ付御宿
代　新六　他１名

伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

延享元年6月10日 1744 鷹場 状 1

34 覚（場所御用出役の際の昼食二度分宿払請取
ニ付）

渕江領梅田村名为孫市 佐野弥内蔵 延享元年9月 1744 鷹場 状 1 端裏に梅田宿払
とあり

35 差上ケ申一札之事（道・水堀・田枚数書上） 八条領柳宮村名为新右衛門　他１
名

佐野弥内蔵 延享元年9月 1744 水利・普請状 1 端裏に「改　柳
宮村」とあり

36 乍恐以書付ヲ御願申上候（苗間起こしの時期
なので各村に苗間を耕すよう命じてもらいた

八条領上馬場村名为弥左衛門　他
２名

佐野弥内蔵 延享2年2月 1745 農業 状 1

37 指上申一札之事（目黒御成人馬御用につき請 下渋谷村名为七右衛門　他５名 佐野弥内蔵 延享2年4月4日 1745 鷹場 状 1
38 請取申木銭石代之事（目黒筋御成ニ付人留メ

御用のために出役の際の旅宿代として木銭石
代請取ニ付）

下渋谷野崎組名为御宿善右衛門 佐野弥内蔵　杉浦治左衛門 延享2年4月4日 1745 鷹場 状 1

39 覚（親次左衛門方より譲請けた家督・田畑等
を譲渡方ニ付）

親平左衛門 重次郎 延享2年10月 1745 私文書 状 1

40 御尋ニ付以書付申上候（堤外萱野附畠御尋ニ 千住五町目名为源五郎　他１名 延享2年11月13日 1745 鷹場 状 1
41 田地質物流證文之事 渕江領六ツ木村質物入为治郎右衛

門　他６名
佐野勘蔵 寛保5年(延享2年カ)

極月
1745 土地 状 1 「寛保五年」は

存在せず、延享
二年の誤りか

42 質物ニ相渡申田地証文之事 渕江領六ツ木村質物入为藤七　他
５名

延享2年閏12月8日 1745 土地 状 1 （末尾欠）質
物・年季の取極
が非常に詳しい

43 覚（渕江筋冬鳥御場所拵代請取） 佐野弥内蔵 御金方御役人衆中 延享3年2月 1746 鷹場 状 1
44 請取申木銭石代之事（浅草筋鷭御場所拵えの

木銭石代）
下谷龍泉寺村御宿名为六郎左衛門 伊奈半左衛門御内杉浦治左衛

門　佐野弥内蔵
延享3年3月17日 1746 鷹場 状 1

45 覚（浅草筋鷭御場所拵のため） 佐野弥内蔵 御鷹方御役人衆中 延享3年4月20日 1746 鷹場 状 1 端裏に「宿払下
書」とあり

46 覚（溜井通り鷭御場所御用ニ付御道拵） 渕江領六ツ木村名为源次郎 延享3年4月22日 1746 鷹場 状 1
47 覚（溜井通り御場所御用ニ付御道拵ニ付） 渕江領久左衛門新田名为彦六 延享3年4月26日 1746 鷹場 状 1 端裏に「鷭　久

左衛門新田」と
あり

48 覚（沼之新畔平坪数人足米書付控） 杉浦治左衛門　左野弥内蔵 大竹源右衛門 延享3年4月 1746 農業 状 1 裏書あり
49 以書付ヲ申上候（新川堤堀割之所埋立之儀土

取場御尋ニ付）
花又村名为新八　他３名 延享3年4月 1746 水利・普請状 1 端裏に「花又村

土取場」とあり
50 覚（橋戸ヨリ清兵衛下迄御道筋切浚相改ニ

付）
花又村名为新八　他２名 延享3年4月 1746 水利・普請状 1 端裏に花又村□

とあり
51 差上申一札之事（御場所御用御廻状紛失ニ

付）
谷古田領南草加村名为宇兵衛　他
１名

佐野弥内蔵　杉浦治左衛門 延享3年5月13日 1746 鷹場 状 1

52 請取申石代之事（渕江筋冬鳥御場所拵とし 佐野弥内蔵 御鷹方御役人衆中 延享3年5月 1746 鷹場 状 1
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53 請取申木銭之事（渕江筋冬鳥御場所拵御用日
数百七拾七日分木銭請取ニ付）

佐野弥内蔵 御鷹方御役人衆中 延享3年5月 1746 鷹場 状 1 端裏に「木銭石
代手形扣」とあ
り

54 小拾（六ツ木村甚兵衛名所御水帳之面相違無
御座ニ付）

渕江領六ツ木村田地为甚右衛門
他５名

延享3年12月 1746 土地 状 1

55 質物ニ相渡申田地證文之事 渕江領六ツ木村田地質入为藤七
他４名

佐野勘蔵 延享3年極月 1746 土地 状 1

56 小拾（甚兵衛名所六ツ木村御水帳面の面無相
違ニ付）

渕江領六ツ木村地为藤七　他４名 延享3年12月 1746 土地 状 1

57 田地質物ニ相渡申證文之事 渕江領六ツ木村田地質物入为甚右
衛門　他５名

佐野勘蔵 延享3年12月 1746 土地 状 1

58 田畑質物ニ相渡申田地證文之事 渕江領辰沼新田質物入为七右衛門
他６名

佐野勘蔵 延享4年2月 1747 土地 状 1

59 小拾（辰沼新田清右衛門七右衛門名所御水帳
面相違無御座ニ付）

渕江領辰沼新田田地为七右衛門
他６名

佐野勘蔵 延享4年2月 1747 土地 状 1 署名の印鑑が抹
消されている

60 小拾（清右衛門・七右衛門名所辰沼新田の御
水帳の面に相違なきニ付）

渕江領辰沼新田地为七右衛門　他
４名

同領（渕江領）佐野新田勘蔵 延享4年2月 1747 土地 状 1

61 田畑質物相渡シ申田地證文之事 渕江領辰沼新田質物入为七右衛門
他４名

佐野新田勘蔵 延享4年2月 1747 土地 状 1

62 乍恐書付を以奉願上候（先月十九日の大風で
耕地に潮が入ったため田さくりの場御免願）

六郷領糀谷村次郎左衛門　他５名 佐野弥内蔵　古川弥七 延享4年9月 1747 凶災・救恤状 1 後欠

63 乍恐以書付を奉願上候（大風雨津浪ニ而稲作
難義ニ付田さくりの儀当丑年ヨリ来ル未年迄
五ヶ年御免願）

六郷領羽田村名为平左衛門　他６
名

御場所奉行 延享4年9月 1747 年貢 状 1

64 差上申一札之事（田さくり仕立ニ付） 六郷領濱竹村名为平次右衛門　他
１名

御場所奉行 延享4年10月16日 1747 鷹場 状 1 端裏に「田さく
り塩入紛ケ　濱
竹」とあり

65 差上申一札之事（田さくりの儀仕立ニ付） 糀谷村名为次郎左衛門 御場所御奉行 延享4年10月16日 1747 鷹場 状 1 端裏に「田さく
り塩入四紛」
「糀谷」とあり

66 覚（田枚数書上并御願不申上分早々田さくり
仕候様仰渡之段承知ニ付）

羽田村名为平左衛門　他１名 御場所御奉行 延享4年10月 1747 鷹場 状 1 端裏書「田さく
り塩入紛り」
「羽田」とあり

67 差上申一札之事（田さくり御免願之儀御場掛
り役を越之鳥見役へ直訴につき不調法之段吟
味ニ付）

六郷領糀谷村名为治郎左衛門　他
２名

延享4年10月 1747 鷹場 状 1 端裏に「糀谷
濱竹　下袋　萩
中」とあり
（後欠）

68 差上申一札之事（田さくり仕候分相違なき儀
ニ付）

六郷領下袋村名为平蔵 延享4年10月 1747 鷹場 状 1 端裏に「田さく
り塩入田紛ケ」
「下袋」とあり

69 差上申一札之事（田さくりの儀仕立ニ付） 六郷領萩中村名为三右衛門 御場所御奉行 延享4年10月 1747 鷹場 状 1 端裏に「田さく
り塩入四紛」
「萩中」とあり

70 乍恐書付を以奉願上候（当秋大風ニ付田さく
り御免御願相止め仰せ付られたく願書）

六郷領羽田村名为平左衛門　他４
名

佐野弥内蔵　古川弥七 延享4年11月 1747 凶災・救恤状 1

71 差上申一札之事（六郷領五ヶ村名为田さくり
願取下之儀願出候処御聞済之段承知ニ付）

六郷領羽田村名为平左衛門　他４
名

延享4年11月 1747 鷹場 状 1
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72 相渡申質物田地手形之事 武州渕江領六ツ木村田地質物入为
定右衛門

延享4年12月 1747 土地 状 1 （後欠）

73 小拾（武兵衛名所六ツ木村御水帳の面少モ無
相違ニ付）

六ツ木村田地为定右衛門　他６名 佐野勘蔵 延享4年12月 1747 土地 状 1

74 小拾（金左衛門名所元禄年中御水帳書上） 渕江領辰沼新田質物入为定右衛門
他４名

佐野勘蔵 延享5年正月 1748 土地 状 1

75 相渡申質物田地手形之事 渕江領辰沼新田質物入为定右衛門
他４名

佐野勘蔵 延享5年正月 1748 土地 状 1

76 差上申一札之事（碓氷郡上大嶋村村高書上） 惣右衛門　他４名 佐野弥内蔵 延享5年2月9日 1748 鷹場 状 1 端裏に「上大嶋
村」とあり

77 差上申一札之事（上大嶋村自普請の人足につ
き）

八幡村名为新右衛門　他１名 佐野弥内蔵 延享5年2月18日 1748 鷹場 状 1 端裏に「八幡」
とあり

78 請負申諸役証文之事（千住宿助御伝馬徒地方
其外小歩等諸役につき）

六ツ木村役請負人新右衛門 地为佐野勘蔵 寛延元年12月晦日 1748 土地 状 1

79 相渡申質物田地證文之事 武州渕江領六ツ木村田地質物入为
新右衛門　他５名

佐野勘蔵 寛延元年12月 1748 土地 状 1

80 小拾（新右衛門長左衛門名所六ツ木村の御水
帳の表に相違なきニ付）

渕江領六ツ木村質物入为新右衛門
他５名

佐野勘蔵 寛延元年12月 1748 土地 状 1

81 覚（村高書上） 上大崎村名为小左衛門 出方御奉行 寛延2年11月 1749 土地 状 1 端裏に「上大
崎」とあり

82 (1)請取申木銭之事（目黒筋御場所拵御用の
木銭につき）
(2)請取申石代之事（目黒筋御場所拵御用の
石代につき）

(1)佐野弥内蔵
(2)佐野弥内蔵

(1)御金方御役人衆中
(2)御金方御役人衆中

(1)寛延2年12月
(2)寛延2年12月

1749 鷹場 状 1 端裏に「巳木銭
石代扣」とあり

83 覚（品川領村高書上） 品川領大井村触継五蔵 佐野弥内蔵　中野八六 寛延3年正月 1750 土地 状 1
84 乍恐書付を以御願申上候（町田悪水渡之義ニ

付冬に仰付られたく冬に仰付られたく願書）
矢向村名为武助　他４名 伊奈半左衛門様御内夏目小七 寛延3年3月 1750 水利・普請状 1 奥書あり。端裏

に「町田悪水堀
浚延願　役所ﾖﾘ
渡」とあり

85 差上ケ申一札之事（御伝橋板梁杭預り有無書
付差上申候様ニ被仰付ニ付）

上大崎村名为小左衛門 出方御奉行 寛延3年5月22日 1750 水利・普請状 1 端裏に「上大
崎」とあり

86 指上ケ申一札之事（御伝橋預り一切無御座候
ニ付）

品川領二日市村名为久兵衛　他１
名

半左衛門様御役人中 寛延3年5月22日 1750 水利・普請状 1 端裏に「二日
市」とあり

87 覚（村預かりの杭木につき） 下大崎村名为庄八 佐野弥内蔵 寛延3年5月24日 1750 水利・普請状 1 端裏に「下大
崎」とあり

88 請取申木銭之事（目黒筋冬鳥御場所拵御用日
数百七拾七日分木銭請取ニ付）

佐野弥内蔵 御金方御役人衆中 寛延3年5月 1750 鷹場 状 1

89 以書付申上候（御伝橋板御用屋敷へ持送り申
ニ付）

中目黒名为庄左衛門 佐野弥内蔵　近藤文蔵 寛延3年5月 1750 水利・普請状 1 端裏に「中目
黒」とあり

90 差上ケ申一札之事（御伝板・杭木有無御尋に
つき）

宿山分市之丞 佐野弥内蔵　近藤文蔵 寛延3年5月 1750 水利・普請状 1 端裏に「宿山」
とあり

91 請取申石代之事（目黒筋冬鳥御場所拵御用ニ
付）

佐野弥内蔵 御金方御役人衆中 寛延3年5月 1750 水利・普請状 1 端裏に「木銭石
代手形扣」とあ
り

92 乍恐書付を以御願申上候（橘樹郡矢向村・
江ヶ崎村名为用水普請ニ付浚延引願）

矢向村名为武助　他３名 伊奈半重郎様御役所 寛延3年10月 1750 水利・普請状 1 端裏に「役所ﾖﾘ
渡」とあり

93 （丁場御渡并人足割当ニ付一札） 渡田村年寄善右衛門　他６名 佐野弥内蔵 寛延3年11月 1750 鷹場 状 1 前欠・後欠
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94 差上申一札之事（組合村方町田の悪水堀浚御
普請において潰地等之御願仕間敷につき）

川崎領矢向村新見七右衛門知行所
名为武助　他６名

寛延3年11月 1750 水利・普請状 1 （後欠）

95 江ヶ崎矢向堀浚人足留帳（佐野弥内蔵） 寛延3年11月 1750 水利・普請横 1
96 指上申一札之事（川崎宿表御普請之節彦右衛

門儀賃銭を以人足頼まれ一件ニ付詫）
川崎領才料彦右衛門　他４名 佐野弥内蔵 寛延3年11月 1750 水利・普請状 1

97 差上申一札之事（町田落堀渡御普請御旅宿甚
右衛門家に成下されるにつき）

矢向村名为武助　他１１名 佐野弥内蔵 寛延3年11月 1750 水利・普請状 1

98 差上ケ申出来形證文之事（町田悪水落堀御普
請ニ付）

橘樹郡川崎領矢向村名为武助　他
１９名

伊奈半左衛門様御内佐野弥内
蔵

寛延3年11月 1750 水利・普請状 1

99 請取申金子之事（吾妻郡深川村川除御普請の
木銭・諸入用請取ニ付）

佐野弥内蔵
加印前嶋政右衛門

御金方御役人衆中 寛延3年12月 1750 水利・普請状 1 端裏に「公儀立
木銭石代弐通也
佐野弥内蔵」と
あり

100 （岩鼻村用水堰御普請之節石代木銭等請取 佐野弥内蔵 御金方御役人衆中 寛延3年12月 1750 鷹場 状 1 前欠
101 相渡申田地手形之事 渕江領辰沼新田質物入为源四郎

他５名
佐野勘蔵 寛延4年正月 1751 土地 状 1

102 入置申一札之事（年貢金田方米未進ニ付困
窮、次五右衛門へ苦労かけ申まじく一札）

万右衛門　他４名 佐野勘蔵 寛延4年正月 1751 年貢 状 1

103 小拾（金左衛門名所辰沼新田の御水帳の内容
に相違なきに付）

武州渕江領辰沼新田田地为源四郎
他５名

佐野勘蔵 寛延4年3月 1751 土地 状 1

104 差上申一札之事（当年貢金皆済遅延ニ付四日
朝迄皆済仕るべく）

品川領大井村年寄仁兵衛　他２名 伊奈半左衛門様　佐野弥内蔵 宝暦元年12月 1751 年貢 状 2 端裏に「大井」
とあり

105 畑質物ニ相渡申證文之事 渕江領佐野新田質物人为平四郎
他５名

佐野勘蔵 宝暦元年12月 1751 土地 状 1

106 小拾（勘左衛門名所畑水帳と相違無きニ付証 渕江領佐野新田地为平四郎　他５ 佐野勘蔵 宝暦元年12月 1751 土地 状 1
107 預り申金子之事（金三両を壱月ニ付壱分の利

息にて貸付）
預り人竹内茂八郎　他２名 佐野勘蔵 宝暦2年正月14日 1752 商業・金融状 1 コヨリ挿入

108 覚（平右衛門・勘蔵の両境に境木植木ニ付） 渕江領佐野新田平右衛門　他１名 佐野勘蔵 宝暦2年2月 1752 土地 状 1
109 覚（諸品請取） 馬込勘解由内佐次右衛門 治五右衛門 宝暦2年7月13日 1752 その他 状 1
110 佐野新田孫右衛門請合ニ而金子時貸定覚（金

子貸借ニ付孫右衛門請合仕法取決）
渕江領左野新田請合人孫右衛門
他２名

宝暦2年11月 1752 商業・金融状 1

111 覚（豆腐道具商売仕候様ニと御貸被下候ニ 佐野新田藤助　他１名 佐野新田旦那様 宝暦2年12月 1752 商業・金融状 1
112 諸役請負申證文之事（千住宿助人馬地普請等

請負ニ付）
六ツ木村喜右衛門 地为勘蔵 宝暦3年正月 1753 交通 状 1 端裏に「六ツ木

村　喜右衛門」
とあり

113 諸役請負申證文之事（千住宿助人馬地普請等
請負ニ付）

佐野新田平四郎 地为勘蔵 宝暦3年正月 1753 交通 状 1

114 諸役請負申證文之事（千住宿助人馬地普請等
請負ニ付）

渕江領佐野新田諸役請負人□□ 地为勘蔵 宝暦4年正月 1754 交通 状 1

115 役請負申諸證文之事（千住宿助人馬地普請等
請負ニ付）

佐□□田諸役□□□孫右衛門 佐野新田勘蔵 宝暦4年正月 1754 交通 状 1

116 小拾（市郎兵衛名所御水帳と相違なきにつ 渕江領六ツ木村田地为半七　他９ 佐野新田勘蔵 宝暦4年正月 1754 土地 状 1
117 田地質物ニ相渡申證文之事 渕江領六ツ木村質物田地入为半七

他６名
宝暦4年正月 1754 土地 状 1 後欠

118 請負申役證文之事（千住宿助郷人馬役等ニ
付）

六ツ木村役請負人宇右衛門 地为勘平 宝暦4年正月 1754 交通 状 1 端裏に「六ツ木
宇右衛門」とあ
り
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119 請負申役證文之事（六ツ木村名为七重郎流地
分における名为役料取決め）

渕江領六ツ木村名为七重郎 佐野新田勘蔵 宝暦4年正月 1754 村政 状 1 端裏に「六ツ木
七十郎」とあり

120 替地證文之事 六ツ木村田と畑と取替人清三郎 佐野勘蔵 宝暦4年2月29日 1754 土地 状 1
121 差上申一札之事（置籾御蔵御普請御用旅宿賄

につき）
稲毛領溝口村名为彦兵衛　他３名 佐野勘蔵 宝暦4年9月 1754 水利・普請状 1 端裏に「溝口村

籾蔵宿〆り彦兵
衛」とあり

122 差上ケ申一札之事（溝口村御林普請御用ニ付
松弐拾八本伐木につき）

稲毛領溝口村名为彦兵衛　他３名 佐野勘助 宝暦4年9月 1754 水利・普請状 1 請取は佐野勘蔵
の間違いカ
端裏に「溝口村
御林根伐事付役
所へ出候扣」と
あり

123 覚（溝口村置籾御蔵御用ニ付松木弐拾壱本等
伐木）

伊奈半左衛門内佐野勘蔵 久地村 宝暦4年10月 1754 水利・普請状 1 端裏に「久地村
へ相渡置候扣」
とあり

124 覚（溝口村置籾御蔵御用ニ付松木弐拾八本伐
木）

伊奈半左衛門内佐野勘蔵 溝口村 宝暦4年10月 1754 水利・普請状 1 端裏に「溝口村
へ相渡置候扣」
とあり

125 差上申一札之事（置籾御蔵建方御用ニ付出金
旅宿賄につき）

多摩郡上仙川村名为御宿清右衛門
他１名

佐野勘蔵 宝暦4年11月 1754 水利・普請状 1 端裏に「上仙川
村名为清右衛門
宿〆り證文」と
あり

126 差上申一札之事（御蔵御普請下請ニ付） 多摩郡上仙川村下請負人清右衛門
他１名

佐野勘蔵 宝暦4年11月 1754 村況 状 1 端裏に「上仙川
御蔵下請清右衛
門〆(ﾏﾏ)り證
文」とあり

127 差上申一札之事（溝口村置籾御蔵の場所移替
えにつき）

橘樹郡溝口村名为彦兵衛　他１
５ヶ村４６名

佐野勘蔵 宝暦4年11月 1754 村況 状 1 端裏に「溝口村
矢来糺書扣　役
所へ」とあり

128 人御請状之事（善四郎御馬預御奉公ニ差置ニ 渕江領辰沼新田人为忠兵衛　他１ 佐野新田勘平 宝暦4年12月8日 1754 土地 状 1
129 差上申一札之事（置籾御蔵注文通り出来につ

き）
多摩郡上仙川村名为清右衛門　他
８ヶ村２３名

佐野勘蔵 宝暦4年12月 1754 水利・普請状 1 端裏に「上仙川
村御蔵〆り證文
組合ﾖﾘ取」とあ
り

130 屋守地請證文之事（屋守新右衛門差置につ 八條領垳村請人五郎右衛門　他１ 佐野新田勘蔵 宝暦5年9月 1755 土地 状 2
131 請取申銭之事（諸御用ニ付木銭駄賃銭請取） 佐野勘蔵 御金方役人衆中 宝暦5年11月 1755 商業・金融状 1
132 入置申役證文之事（地代壱ヶ年之役料として

銭二貫八百三十六文）
渕江領六ツ木村百姓新五右衛門 地为勘蔵 宝暦6年正月 1756 その他 状 1

133 請取申御扶持石代之事（夫食吟味并御普請積
見分ニ付御扶持請取）

佐野勘蔵 御金方役人中 宝暦7年8月 1757 支配 状 1 端裏に「[
](破損)□(破
損)立郡御金方
御用石代木銭
[御賃人(ﾐｾｹｼ)]
駄賃請取扣」と

134 宗旨證文之事（松本玄昌につき） 浅草新堀端心月院 佐野勘蔵 宝暦8年4月 1758 戸口 状 1
135 入置申一札之事（松本元昌と申医者手習師匠

村方差置につき）
八条領青柳村親類吉七　他１名 佐野新田勘蔵 宝暦8年5月 1758 戸口 状 1

6



佐野家文書目録(補遺)

136 請取申御扶持石代之事（普請御用被仰付江戸
詰メ仕候節之御扶持石代請取ニ付）

さの 御金方役人衆中 宝暦8年12月 1758 交通 状 1 端裏に「扣　寅
十二月江戸詰
メ」とあり

137 諸役請負申證文之事（千住宿御伝馬地役等ニ
付）

大谷田村役請人仁助 地为佐野新田勘蔵 宝暦9年正月 1759 水利・普請状 1 端裏に「大谷田
村仁助　役證
文」とあり

138 入置申家守地請証文（文次郎御家作之役家ニ
被差置ニ付）

渕江領辰沼村文次郎　他１名 地为勘蔵 宝暦9年正月 1759 戸口 状 1

139 入置申屋守り地請證文之事（代々所持之地面
之内ニ被差置候ニ付）

渕江領佐野新田家守勘兵衛　他１
名

地为佐野新田勘蔵 宝暦9年正月 1759 戸口 状 1

140 入置申屋守地請證文之事（傳兵衛御家作之役
家ニ差置ニ付）

渕江領六ツ木村役人傳兵衛　他１
名

地为勘蔵 宝暦9年正月 1759 土地 状 1 端裏に「六ツ木
傳兵衛」とあり

141 入置申名为役手形之事（辰沼新田名为役相勤
に役目・役料につき）

辰沼新田［　　］人文次郎　他１
名

地为佐野新田勘蔵 宝暦9年正月 1759 村政 状 1

142 入置申一札之事（若者共并御家来中寄合博奕
等致ニ付）

佐野新田宿三郎兵衛　他１名 地为勘蔵 宝暦9年2月12日 1759 その他 状 1

143 入置申地替證文之事（拙者地面日陰故双方勝
手合を以替地致すにつき一札）

渕江領六ツ木村定右衛門 佐野勘蔵 宝暦9年9月16日 1759 土地 状 1

144 差上ケ申身代證文之事（御奉公ニ差置申喜八
欠落ニ付人代差出日延願）

八條領大曽根村百性人为権兵衛
他１名

佐野新田戸右衛門 宝暦10年6月23日 1760 村況 状 1

145 覚（自休と勘六及喧嘩ニ付） 自休忰三内 地为勘蔵 宝暦11年正月13日 1761 その他 状 1 端裏に「自休勘
六一巻」とあり

146 申上候（勘六酒ニ酔自休と口論致ニ付） 自休　他１名 地为勘蔵 宝暦11年正月14日 1761 その他 状 1 奥に勘六詫證文
あり

147 請負申役證文之事（千住宿助人馬地普請等ニ 六ツ木村役請負人長兵衛 地为勘蔵 宝暦11年正月 1761 水利・普請状 1
148 諸役受負申證文之事（千住町助人馬地普請其

外ニ付）
佐野新田利右衛門 地为勘蔵 宝暦11年正月 1761 水利・普請状 1

149 差上申一札之事（辰沼新田之屋守役家此度明
申候ニ付右役家へ引移相勤一札）

渕江領六ツ木村請人源七　他１名 佐野新田勘蔵 宝暦11年12月 1761 土地 状 1

150 差上申地請證文之事（戸右衛門妻子共に郷介
抱に差置ニ付）

佐野新田地借戸右衛門　他１名 佐野新田地为勘蔵 宝暦12年2月 1762 村況 状 1

151 差上申一札之事（野州寒川郡細戸村用水圦御
普請につき）

久世出雲守領分野州都賀郡間中村
名为源助　他４名

伊奈半左衛門様御内佐野勘蔵 宝暦12年11月 1762 水利・普請状 1 端裏に「間中
村」とあり

152 請負申諸役證文之事（千住宿助人馬地普請等
ニ付）

辰沼新田市左衛門 地为勘蔵 宝暦12年12月 1762 水利・普請状 1

153 相渡シ申田地質物証文之事（五郎平名付田畑
質地につき）

渕江領大谷田村質物田地入为名为
佐十郎　他５名

佐野新田勘蔵 明和元年11月 1764 土地 状 1

154 小拾（五郎平名所御水帳と相違なきにつき） 渕江領大谷田村質物田地入为名为
佐十郎　他５名

佐野新田勘蔵 明和元年11月 1764 土地 状 1

155 請負申役証文之事（名为役請負につき（名为
給分銭七百弐拾三文））

六ツ木村名为七重郎 佐野新田勘蔵 明和元年12月 1764 土地 状 1

156 請負申役証文之事（名为役引請五郎平名前の
田地石高名为役として請取）

渕江領大谷田村名为役請負人佐十
郎　他１名

佐野新田勘蔵 明和2年正月 1765 土地 状 1

157 差上申一札之事（多摩郡下布田村上給村国領
村組合用水露圦樋御普請ニ付）

国領村御宿名为半兵衛　他８名 佐野勘蔵 明和3年正月16日 1766 戸口 状 1

158 覚（旅籠代） 喜多見村名为宇左衛門 佐野勘蔵 明和3年正月21日 1766 商業・金融状 1
159 覚（白米・味噌代請取ニ付） 喜多見村名为宇左衛門 佐野勘蔵 明和3年正月21日 1766 商業・金融状 1 端裏に「喜多

見」とあり
7
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160 覚（白米・味噌代請取ニ付） 下小金井村名为斎治 佐野勘蔵 明和3年正月24日 1766 商業・金融状 1 端裏に「下小金
井」とあり

161 覚（白米・味噌代請取ニ付） 砂川村名为売为源右衛門 佐野勘蔵 明和3年正月25日 1766 商業・金融状 1 端裏に「砂川」
とあり

162 請取申木銭石代之事（組合用水堀浚・同堀圦
樋御普請御用ニ付）

武州多摩郡国領村名为御宿半兵衛
他２名

佐野勘蔵 明和3年2月 1766 水利・普請状 1 コヨリあり

163 相渡シ申田地質物証文之事（平左衛門名前屋
敷）

渕江領久左衛門新田田地为宇兵衛
他４名

同村惣右衛門 明和3年極月 1766 土地 状 1

164 諸役請負申証文之事（千住宿助人馬并地普請
其外につき）

武州足立郡佐野新田佐平次 同村勘蔵 明和5年正月 1768 土地 状 1

165 相渡申田地質物証文之事（源右衛門名付田地
質物渡につき）

武州足立郡佐野新田田地質物入为
安左衛門　他５名

同村勘蔵 明和5年12月 1768 土地 状 1

166 小拾（源右衛門名所御水帳と相違なきニ付） 武州足立郡佐野新田質物田地入为
安左衛門　他５名

同村勘蔵 明和5年12月 1768 土地 状 1

167 諸役請負申証文之事（千住宿助人馬并地普請
その他諸役につき）

佐野新田利右衛門 同村勘蔵 明和6年正月 1769 土地 状 1

168 引取証文之事（四郎兵衛の次郎兵衛田地家守
役百姓役請渡しにつき）

渕江領六木村引取人源蔵　他１名 佐野新田勘蔵 明和6年12月19日 1769 土地 状 1

169 譲渡申証文之事 佐野新田譲人勘蔵　他５名 辰沼新田名为文治郎 明和8年12月 1771 土地 状 1
170 入置申一札之事（質流地紛れ地返還につき） 渕江領辰沼新田地为権右衛門　他

４名
同領佐野新田勘蔵 明和9年11月 1772 土地 状 1

171 入置申添証文之事（平左衛門名前屋敷地質地
ニ付）

渕江領久左衛門新田地守人平十郎
他４名

同領佐野新田勘蔵 寛政4年12月 1792 土地 状 1 奥書あり

172 小作米永未進証文之事 渕江領佐野新田未進人義八　他１ 芳平 文化2年12月 1805 土地 状 1
173 譲渡申證文之事 渡为勘兵衛　他３名 嘉次平 文化3年正月 1806 土地 状 1
174 辰皆済目録（武州足立郡佐野新田皆済目録） 伊助右衛門 右村（佐野新田）名为・年

寄・惣百姓
文化6年7月 1809 年貢 状 1 端裏に「文化六

巳年目録　　武
州足立郡佐野新
田」とあり

175 借用申一札之事（金拾両） 借用人源七　他１名 佐野勘蔵様内御隠居 文化6年8月21日 1809 商業・金融状 1
176 借用申金子証文之事 渕江領蒲原村借为五太夫 佐野新田芳平 文化7年6月 1810 商業・金融状 1
177 相定メ申人請状之事（娘りゑ差上） 人为権六　他１名 芳平 文化8年12月 1811 戸口 状 1
178 （質地証文） 武州渕江領久左衛門新田惣兵衛親

類惣左衛門　他３名
佐野新田芳平 文化9年8月11日 1812 土地 状 1 前欠

179 入置申地請證文之事（惣兵衛欠落につき惣兵
衛所持地借地家作致したきにつき）

久左衛門新田地借人惣左衛門　他
３名

佐野新田芳平 文化9年8月 1812 土地 状 1

180 一札之事（心得違につき不調法申上につき） 渕江領久左衛門新田当人惣兵衛
他２名

同領佐野新田芳平 文化9年9月 1812 村政 状 1

181 小作証文之事（田地畑四割一作小作請負） 東葛西領猿新田小作人卯之助　他
１名

佐野新田勘蔵 文化9年10月 1812 土地 状 1

182 預り申金子之事（金拾両） 武州足立郡六ツ木村預り人清三郎 佐野新田芳平 文化9年12月21日 1812 商業・金融状 1
183 覚（臨時継立賃銭之内七貫文請取ニ付） 蒲原村五太夫 佐野新田御名为中 文化10年6月21日 1813 交通 状 1
184 入置申預り一札之事（金三両預り） 大曽根村預り为与右衛門　他１名 佐野新田勘蔵 文化14年9月28日 1817 商業・金融状 1
185 引取申一札之事（甚五郎船頭奉公につき欠落

につき身代金払について）
武州葛飾郡東葛西領飯塚村浅右衛
門　他１名

佐野新田芳平 文化14年 1817 土地 状 1 奥書あり

186 一札之事（川中江材木置候ニ付川上村々田地
へ差障り無きよう一札）

材木屋町田屋栄助ほか４名 渕江領西葛西領村々惣代衆中 文政3年11月 1820 水利・普請状 1

8
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187 入置申養子証文之事 武州新座郡下新倉村入为富五郎
他３名

佐野新田勘蔵 文政6年12月 1823 戸口 状 1 コヨリあり

188 入置申一札之事（秀成村方へ差置候ニ付） 佐野新田義八忰秀成 佐野新田御村役人中 文政8年3月 1825 戸口 状 1
189 質物ニ相渡シ申田地證文之事（上畑屋鋪合三

畝弐歩）
足立郡渕江領佐野新田質地人为平
右衛門　他４名

同領同村勘蔵 文政8年極月 1825 土地 状 1 後欠カ

190 質物ニ相渡シ申田地證文之事（中畑六畝拾六
歩）

足立郡渕江領佐野新田質地入为庄
七　他４名

同領同村勘蔵 文政8年極月 1825 土地 状 1

191 質物ニ相渡申田地證文之事（上畑五畝弐拾九 足立郡渕江領佐野新田質地入为庄 勘蔵 文政9年3月 1826 土地 状 1
192 御水帳預り證文之事（当村名为役貴殿に御勤

なされるにつき）
武州足立郡辰沼新田預り人辰右衛
門　他４名

佐野新田名为勘蔵 文政9年3月 1826 村政 状 1

193 質物相渡シ申田地證文之事（中下田畑合六畝
拾四歩）

足立郡辰沼新田質物入为伊左衛門
ほか４名

佐野新田賢次郎 文政9年4月 1826 土地 状 1

194 入置申小作米未進證文之事（金弐両三分ト永
四拾六文三分弐毛未進）

大谷田村借用人浅右衛門　他１名 佐野新田勘蔵 文政9年12月 1826 土地 状 1 端裏に「未進浅
右衛門」とあり

195 質物ニ相渡申田地証文之事 足立郡六ツ木村質物入为七郎左衛
門　他６名

同村（六ツ木村）八十八 文政10年4月 1827 土地 状 1 （後欠）

196 譲渡申田地證文之事（上中下田畑合弐町歩） 佐野新田・田地譲人勘蔵　他２名 権兵衛 文政10年8月 1827 土地 状 1
197 譲り渡申田地証文之事 足立郡佐野新田譲渡人名为勘蔵

他２名
権兵衛 文政10年8月 1827 土地 状 1

198 入置申奉公人請状之事 武州東葛西領猿新田人为庄兵衛
他１名

佐野新田勘蔵 文政10年12月 1827 戸口 状 1

199 入置申田地替地取替證文之事 足立郡六ツ木村替地人芳右衛門
他１名

佐野新田勘蔵 文政11年4月 1828 土地 状 1 奥印あり

200 小作家守証文之事 足立郡佐野新田田地預り小作人兄
賢次郎　他１名

権兵衛 文政13年3月 1830 土地 状 1 下書

201 小作家守證文之事 足立郡佐野新田田地預り小作人兄
賢次郎　他１名

権兵衛 文政13年4月 1830 土地 状 1 （下書）

202 預り一札之事（地引網壱株質物ニ付預手形） 當代嶋村預り人藤蔵　他１名 六ツ木村徳次郎 天保2年12月 1831 商業・金融状 1
203 相渡申網質物證文之事 行徳領當代嶋村質物置为千次郎

他１名
六ツ木村徳次郎 天保2年12月 1831 土地 状 1

204 質物手形之事 當代島村質地为文四郎　他４名 権太郎 天保3年4月 1832 土地 状 1
205 譲渡申田地證文之事 足立郡佐野新田田地譲人賢次郎

他３名
大谷田村要助 天保5年4月 1834 土地 状 1 下書

206 借用申金子之事 蒲原村次助 佐野新田賢次郎 天保5年6月 1834 商業・金融状 1
207 小作請負証文之事 佐野新田平蔵　他１名 佐野新田賢次郎 天保6年3月 1835 土地 状 1
208 為取替申田地替地證文之事 足立郡六ツ木村地所替地人金兵衛

他１名
佐野新田賢次郎 天保6年3月 1835 土地 状 1 奥書あり

209 為取替申田地替地證文之事 足立郡佐野新田地所替地人賢次郎
他１名

六ツ木村金兵衛 天保6年3月 1835 土地 状 1 奥書あり

210 借用申金子之事 足立郡佐野新田借为勘蔵　他１名 新八 天保6年4月 1835 商業・金融状 1
211 入置申一札之事（講金借用証文） 蒲原村次助 佐野新田賢次郎 天保6年閏7月 1835 商業・金融状 1
212 借用申金子之事 蒲原村借用人次助 佐野新田賢次郎 天保6年9月 1835 商業・金融状 1
213 入置申質地證文之事 渕江領蒲原村平吉　他１名 佐野新田賢次郎 天保6年12月 1835 土地 状 1
214 入置申添證文之事（金子要用ニ付田地質入） 行徳領当代嶋村金子借用人吉兵衛 佐野新田賢次郎 天保6年12月 1835 土地 状 1 奥書あり

端裏に「当代嶋
村吉兵衛」とあ
り
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215 質物ニ相渡申し田地證文之事 渕江領佐野新田質地入为八右衛門
他４名

同領同村勘蔵 天保6年12月 1835 土地 状 1

216 入置申一札之事（年貢諸役払方差支ニ付質地
証文）

行徳領当代しま村借用人文四郎
他１名

勘蔵 天保7年2月 1836 土地 状 1 奥書あり

217 入置申一札之事（金子借用ニ付） 行徳領猫實村借用人善七　他１名 佐野新田勘蔵 天保7年2月 1836 商業・金融状 1 奥書あり
218 入置申金子借用證文之事 當代嶋村文蔵　他１名 賢次郎 天保7年4月 1836 土地 状 1
219 入置申質物證文之事（商売元手金差支ニ付） 猿新田金子借用人清右衛門　他１ 賢次郎 天保7年5月14日 1836 商業・金融状 1
220 預り一札之事（当村清右衛門方よりの質物形

板預り証文）
猪新田預り人八右衛門 賢次郎 天保7年5月 1836 商業・金融状 1

221 借用申金子証文事（元手金に差障金子七両借
用、八月十五日までに返す）

浅草今戸町政右衛門 賢次郎 天保7年7月13日 1836 商業・金融状 1

222 入置申田地添証文之事 下総国葛飾郡行徳領當代嶋村金子
借用人仁右衛門　他１名

佐野新田賢次郎 天保8年5月 1837 土地 状 1 端裏に「当代嶋
村仁右衛門證
文」とあり
奥書あり

223 入置申添證文之事（魚猟具仕入金のため質地
につき）

行徳領当代嶋村借用人権太郎　他
１名

賢次郎 天保8年5月 1837 土地 状 1 裏書あり
端裏に「権太郎
三通」とあり

224 入置申一札之事（網株借用ニ付） 行徳領當代嶋村網株引請人権太郎
他１名

佐野新田賢次郎 天保8年5月 1837 諸産業 状 1

225 預り金子之事 行徳小川権三郎 佐野賢次郎 天保9年正月 1838 土地 状 1
226 入置申金子借用證文之事 行徳領當代嶋村借用人久三郎　他

１名
佐野新田賢次郎 天保10年12月 1839 土地 状 1

227 ［入置］申借用証文之事 行徳領長嶋村借用人多七　他１名 渕江領六ツ木村多門 天保10年□月15日 1839 商業・金融状 1
228 質物相渡シ申田地證文之事 足立郡佐野新田質物入为百姓才兵

衛　他２名
天保11年正月 1840 商業・金融状 1 後欠

229 質物相渡申田地証文之事 足立郡佐野新田質物入为百姓才蔵
他４名

同村名为賢次郎 天保11年正月 1840 土地 状 1

230 入置申金子借用證文之事 佐野新田金子借用人名为賢次郎 辰沼新田榮蔵 天保11年3月 1840 土地 状 1
231 質物ニ相渡申田地證文之事 武州足立郡辰沼新田質地入为年寄

次右衛門　他２名
佐野新田賢次郎 天保11年4月 1840 土地 状 1 奥書あり

232 質物相渡シ申田地證文之事 足立郡佐野新田質物入为八左衛門
他４名

同村賢次郎 天保12年2月 1841 土地 状 1

233 家作引当借用金証文之事 足立郡佐野新田借用人善右衛門
他１名

同村賢次郎 天保12年12月 1841 商業・金融状 1

234 差出申詫一札之事（貴殿下掃除場にて汲取一
件詫）

下小岩村当人権四郎　他１名 佐野新田勘蔵 天保14年4月25日 1843 農業 状 1

235 質物ニ相渡申田地證文之事 武州足立郡辰沼新田質入为金左右
(ﾏﾏ)衛門　他２名

同村（辰沼新田）治右衛門 天保14年10月 1843 土地 状 1 奥書あり

236 覚（御場所御用ニ付御寄入候飯代請取） 得本村名为傳次郎 志村太兵衛　他１名 子8月3日 鷹場 状 1
237 覚（往還東綾瀬川西之方御場拵え田さくり之

儀ニ付早々田さくり可致の旨廻状）
佐野弥内蔵 加兵衛新田他５ヶ村名为年寄

中
子9月14日 鷹場 状 1

238 佐野山稲荷神位一件（御神位金等入用金書 留兵衛 佐野勘蔵 子10月 寺社 状 1
239 覚（樋橋御普請金受取ニ付） 蒲原村地方惣代次助 佐野新田御名为中 丑7月 水利・普請状 1 奥に書簡あり
240 差上ケ申一札之事（梶木宇平治からの書状送

延引ニ付）
花又村名为七郎右衛門 古川八郎 丑9月26日 その他 状 1
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241 覚（御鷹野御用人足助合高書上） 六月村触頭平六 佐野勘蔵　渡辺丹□　古川八
助

丑9月 鷹場 状 1 端裏に「六月村
平六石高書付」
とあり

242 覚（土地代永等御尋につき返答書） 千住壱町目名为八郎兵衛　他１名 丑11月13日 土地 状 1
243 差上申一札之事（荒川通堤外土地代永御尋に

つき返答書）
千住四町目名为与三右衛門　他１
名

御懸り御役人衆中 丑11月13日 土地 状 1

244 差上申一札之事（荒川端萱千住三町目分田畑
一切無御座候）

千住三町目年寄次郎右衛門　他２
名

長谷川忠八　杉浦治左衛門
佐野弥内蔵

丑12月13日 鷹場 状 1

245 覚（渕江筋冬鳥御場所拵関係木銭書上） 佐野弥内蔵 寅2月24日 鷹場 状 1 端裏に「内借下
書」とあり

246 覚（御鷹御場所御用無之ニ付田返の廻状につ
いて）

渕江領五兵衛新田名为権兵衛 佐野弥内蔵　桜井幸八　杉浦
治左衛門

寅4月2日 鷹場 状 1

247 乍恐書付を以申上候（御廻状何村ニ相滞候哉
御尋ニ付）

栗原村名为代年寄茂右衛門 佐野弥内蔵・杉浦次左衛門 寅4月2日 鷹場 状 1

248 覚（渕江領五兵衛新田花又村切割埋立・六町
土手圦御普請諸色代受取証）

西葛西領かめ有村受取人源七 寅7月 水利・普請状 1 端裏に「諸色代
物為請取候手形
扣」とあり

249 （年貢皆済目録） 寅 年貢 状 1 前後欠
250 覚（御普請人足の村々割付につき廻状） 佐野弥内蔵 右村々名为中 卯11月22日 水利・普請状 1
251 覚（糀谷村・野川村・赤堤村の村高書上） 世田ヶ谷領粕谷村吉郎兵衛　他１ 中野八六□　佐野弥内蔵 巳10月25日 鷹場 状 1 虫損あり
252 覚（卯辰両年冬鳥御用ニ付出役旅宿日数書

上）
中目黒村名为庄左衛門 中野八六　佐野弥内蔵 巳11月10日 鷹場 状 1 端裏に「去辰ニ

何日旅宿致候哉
尋書出分　中目
黒」とあり

253 覚（御触人足書上） 宿山分名为市之丞 中野八六　佐野弥内蔵 巳12月18日 交通 状 1
254 覚（御普請御用ニ付人足書上） 上知目黒村名为市郎兵衛 中野八郎　佐野弥内蔵 巳12月 水利・普請状 1
255 覚（世田谷領粕谷村組・赤堤村組・仙川村

組・池沢村組石高書上）
池沢村弥三兵衛 中野八六　佐野弥内蔵 午正月 鷹場 状 1 端裏に「世田ヶ

谷領触頭共触下
石高書」とあり

256 以書付申上候（伝板・梁杭について当所に預
り無きニ付）

南品川町名为権治郎 佐野弥内蔵　近藤文蔵 午5月22日 水利・普請状 1 端裏に「南品
川」とあり

257 覚（当村御場所内ニ相掛り申候橋之杭木梁共
ニ当村ニ御預ニ付）

居木橋村名为市郎左衛門 出方御役人衆中 午5月23日 水利・普請状 1 端裏に「居木
橋」とあり

258 以書付申上候（御伝板・杭木・梁木と当所に
預りなきニ付）

北品川名为兵庫 御出方御役人中 午5月23日 水利・普請状 1 端裏に「北品
川」とあり

259 差上申一札之事（当村儀御伝橋懸ケ不申候ニ
付）

谷山村名为助右衛門 午5月24日 水利・普請状 1 端裏に「谷山」
とあり

260 以書付申上候（冬鳥御場所拵之節御伝橋板并
梁杭木共ニ村方預り有之儀ニ付）

桐ヶ谷村名为長左衛門 出方御役人 午5月 水利・普請状 1 端裏に「桐ヶ
谷」とあり

261 指上ケ申一札之事（御伝橋板梁杭木の預りな
きにつき）

上目黒村名为定右衛門　他２名 佐野弥内蔵　近藤文蔵 午5月 水利・普請状 1 端裏に「上目黒
石川　五本木
宿山」とあり

262 一札之事（御伝橋梁杭木等当村預りニ付） 下目黒村名为弥次兵衛 佐野弥内蔵　近藤文蔵 午5月 水利・普請状 1 端裏に「下目
黒」とあり

263 差出申一札之事（目黒川通御伝橋の梁杭につ
いて当村預り一切なきにつき）

上知目黒村名为市郎兵衛 佐野弥内蔵　近藤文蔵 午5月 水利・普請状 1 端裏に「上知」
とあり

264 覚（村々未進人足書上） 不入斗弥右衛門 午7月21日 水利・普請状 1
265 未進　触元覚 不入戸村弥右衛門 御奉行 午7月 鷹場 状 1
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266 覚（川崎宿悪水落堀浚御普請人足ニ付廻状） 佐野弥内蔵 南河原村他５ヶ村名为中 午11月5日 水利・普請状 1
267 覚（町内悪水浚人足書上） 渡田村触次仲蔵 佐野弥内蔵 午11月 水利・普請状 1
268 差上ケ申一札之事（当未年年貢金未済につき

日切証文）
大井村名为代権左衛門 佐野弥内蔵 未11月28日 鷹場 状 1 端裏に「大井村

日切　権左衛門
手封共一紙ニ
取」とあり

269 指上申一札之事（当未年御年貢金御日延願ニ
付証文）

桐ヶ谷村名为長左衛門 佐野弥内蔵 未11月29日 年貢 状 1 端裏に「桐ヶ谷
村」とあり

270 差上ケ申一札之事（当未年年貢金不納百性御
咎メニ付申上候）

南品川名为権治郎　他４名 佐野弥内蔵 未12月朔日 年貢 状 1 端裏に「南品
川」とあり

271 差上申一札之事（当宿拝借米当未御返納分日
切証文百姓代印形無きニ付恐入御請一札）

南品川宿清左衛門組合与右衛門
他１名

佐野弥内蔵 未12月7日 鷹場 状 1 端裏に「南品川
与右衛門」とあ
り

272 覚（糀谷村海辺通御普請諸色割合不納ニ付督
促状）

佐野勘蔵 八幡塚村・嶺村名为中 申2月3日 水利・普請状 1

273 覚（海辺諸色之儀ニ付請負人長五郎同道ニ而
旅宿可被参ニ付書状）

佐野勘蔵 七稲荷新田名为中 申2月3日 鷹場 状 1

274 覚（糀谷村海辺堤諸色松麁朶運送につき） 佐野勘蔵 大師河原村請負人長五郎 申2月9日 水利・普請状 1
275 （急御用ニ付出発廻状） 伊奈半左衛門内大河内与兵衛 金杉～糀谷名为問屋中 申2月10日 鷹場 状 1
276 覚（羽田村圦御普請御用ニ付人足相詰候様可

被申付ニ付書状）
佐野勘蔵 糀谷村名为中 申3月朔日 水利・普請状 1

277 覚（羽田村圦水汲御用ニ付人足差出の覚） 佐野勘蔵 糀谷村名为 申3月3日 水利・普請状 1
278 覚（掛樋普請ニ付早々掛樋取懸かるべく旨ニ

付書状）
伊奈半左衛門内佐野勘蔵 大井村名为中 申3月5日 水利・普請状 1

279 覚（羽田村玉川通諸色松木之儀ニ付） 佐野勘蔵 七稲荷新田長五郎 申3月7日 鷹場 状 1 包紙あり
280 覚（御用ニ付参上すべく旨書状） 佐野勘蔵 糀谷村名为中 申3月7日 鷹場 状 1
281 覚（羽田村相納候枕木之義ニ付、印形持参の

上参上すべく旨ニ付書状）
佐野勘蔵 七稲荷新田名为中　他１名 申3月9日 鷹場 状 1 包紙あり

282 覚（潮除堤仕立方取調ニ付名为・年寄・百姓
代印形持参の上急参上すべき旨ニ付）

伊奈半左衛門内佐野勘蔵 糀谷村名为中 申3月29日 水利・普請状 1 包紙あり

283 乍恐以書付奉願上候（武州西宇喜田村一件内
済ニ付）

酉3月 村政 状 1 下書

284 覚（白米・味噌代請取ニ付覚） 下小金井村名为売为斎治 佐野勘蔵 戌正月26日 鷹場 状 1 端裏に「下小金
井」とあり

285 （木挽割見積書） 大工六兵衛　他１名 戌8月 林野 状 1
286 以書付奉申上候（籾御蔵荒壁干方之儀ニ付） 上仙川村名为清左衛門 佐野勘蔵 戌11月27日 凶災・救恤状 1
287 覚（上仙川村江可被参処不参ニ付其村々急度

可被参ニ付廻状）
佐野勘蔵 下連雀村他１０ヶ村名为中 戌12月9日 鷹場 状 1

288 覚（御触次第田舟差出の旨、それにつき田舟
の舟为船頭の名前書上）

八条領鶴ヶ曽根村名为源八郎 佐野弥内蔵　原嘉助 亥11月21日 鷹場 状 1 端裏に「柿村」
とあり

289 覚（御用船申付差置被仰付ニ付舟为舟人書
上）

八条領弐丁目村名为三郎左衛門 原嘉助　佐野弥内蔵 亥11月 鷹場 状 1 端裏に「二丁メ
村」とあり

290 覚（御用ニ付被参候様ニ申遣候処今以名为不
参ニ付明朝可被罷出ニ付書状）

伊奈半左衛門内佐野勘蔵 七稲荷新田名为中 2月4日 鷹場 状 1

291 覚（酒代受取につき） きくや幸蔵 2月4日 その他 状 1
292 （書状）（橋普請見分につき書状） 久左衛門ほか１名 勘蔵 2月17日 水利・普請状 1
293 覚（板橋より江戸迄の人足賃銭覚） 板橋弥右衛門 伊奈半左衛門様御内佐野弥内 3月27日 交通 状 1
294 覚（人足賃銭請取） 問屋源右衛門 4月3日 交通 状 1
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295 口上（巣鴨之内六蔵屋敷之儀御鷹御用人足相
勤可申哉否哉吟味下されたく口上）

佐野弥内蔵 御鷹方御役人衆中 5月18日 鷹場 状 1

296 覚（網戸村圦の作業につき入用割付） 永田甚左衛門　他２名 加勢奉行衆 6月 水利・普請状 1
297 （書簡）（宿代諸色人足賃相渡呉候様権太郎

より申来るにつき書状）
春屋次介 佐野 7月16日 交通 状 1

298 一札之事（矢口村川除杭出し之儀ニ付） 中丸小村名为郷蔵　他２名 佐野弥内蔵 7月 水利・普請状 1
299 （去寅川通御普請木銭石代五割増之儀につき

出府致されたく書状）
松本藤八　他１名 佐野勘蔵 10月3日 水利・普請状 1

300 （堀浚自普請願につき書状） 杉浦五郎右衛門 佐野弥内蔵 10月29日 水利・普請状 1
301 （書状）（私儀不如意につき三郎右衛門家作

講金預り申候につき書状）
小右新田大川三九郎 佐野新田佐野賢次郎 11月11日 商業・金融状 1

302 （書状）（瀧野川村御用萱二十八束御請取な
されたきにつき書状）

志村庄兵衛　他１名 杉浦治左衛門　佐野弥内蔵 11月16日 水利・普請状 1

303 覚（宿拝借本陣拝借金ニ付） 石塚平治 佐野弥内蔵 12月4日 交通 状 1
304 （金子借用願ニ付書状） 蒲原村春日五太夫 佐野新田佐野勘蔵 12月7日 商業・金融状 1
305 受取申金子之事（御用人足賃につき） （年未詳） 商業・金融状 1 後欠
306 差上申一札之事（矢田村江ヶ崎村組合悪水堀

浚御普請未進人足差出申すべきにつき）
東潮田村年寄喜右衛門 （年未詳） 水利・普請状 1 後欠

307 覚（為口村松麁朶書上） （年未詳） 水利・普請状 1
308 （嘉右衛門盗働一件覚） （年未詳） その他 状 1
309 （御普請御用ニ付廻状）（堀之内・大嶋・中

嶋・大師河原村の人足の人数を記載）
佐野弥内蔵 堀之内・大嶋・中嶋・大師河

原村名为年寄百姓代
（年未詳） 水利・普請状 1 後欠・包紙あり

310 覚（鷹御用ニ付出役の番方・鳥見・小姓組・
書院番の旅宿・弁当所の書上。南百村・八条
村・大瀬村）

（年未詳） 鷹場 状 1

311 覚（稲毛領溝口村・久地村御林材木につい
て）

（年未詳） 林野 状 1 後欠。端裏に
「役所ﾖﾘ渡候
溝口村久地村御
林　稲毛領溝口
村御蔵御林根伐
書付扣」とあり

312 覚（志村・巣鴨ﾖﾘ勢子出候村方へ建材等の所
直段書上）

（年未詳） 水利・普請状 1 端裏に「下板橋
宿直□請合鍛冶
や五郎右衛門」
とあり

313 （断簡） 名为七重郎　他３名 佐野新田勘蔵 （年未詳） その他 状 1 前欠。継紙、発
給者（一部）と
宛所の部分のみ

314 （断簡） 同　平蔵　他１８名 關保右衛門様御役所 （年未詳） その他 状 1 前欠。発給者連
名及宛所のみ

315 白紙・紐 （年未詳） その他 状 5
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