
永野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
B1 千住小塚原中村町与弐町目三町目旅籠屋出入御

裁許書之写（裁許請書連印）
伊奈半左衛門代官所日光道中足立
郡千住宿之内豊島郡中村町小塚原
町旅籠屋、名主、年寄、店頭、地
主、右惣代他

道中奉行所 安永2年11月5日 1773 宿 竪 1 永111 182

B2 議定書（惣河岸通不用場所当座物置場ニ用立ニ
付）

千住橋戸町冥加永上納願人弐拾人
惣代甚蔵他9名

千住宿五ヶ町掃部宿名主、年
寄、百姓代

天保4年6月 1833 宿 竪 1 永112 106

B3 議定書（千住大橋際物揚場ニ付運送駄賃取極
等）

橋戸町名主三十郎他8名 千住宿五ヶ町掃部宿名主、年
寄、百姓代

天保4年6月 1833 宿 竪 1 永113 174

B4 橋戸町御拝借地訴状其外書物一式写 永野玄関 天保7年1月 1836 宿 竪 1 永116 175
B5 扱所入費前集メ帳　千住宿弐町目 7年1月23日 宿 横 1 永192 21
B6 当午年宿入用高小間割合勘定帳　千住宿之内壱 明治3年1月ﾖﾘ 1870 宿 横 1 永117 2
B7 当未半季高割住居小間諸入費割合控　第二ノ区

之内弐丁目
明治未（4）年1月～6
月

1871 宿 横 1 永178 108

B8 賄諸入費請払帳 明治4年2月 1871 宿 横 1 永180 4
B9 去午歳壱季地先入用割合小前連印帳　千住宿之

内弐町目
足立郡千住宿之内弐町目名主織畑
平左衛門他72名

小菅県役所 明治4年3月 1871 宿 横 1 永181 5

B10 (1)当未半季地先掛リ諸入費割合勘定帳　第二
ノ区之内弐丁目
(2)当未年半季地先懸リ諸入費割合帳　千住宿
北組二ノ
(3)当未年堤防御普請并用水諸入費取集帳　元
弐町目

(1)第二ノ区取扱所詰合
(2)第二区ノ内北組百姓代永野彦
右衛門

(1)小菅県役所 (1)明治未（4）年7月
(2)明治5年1月
(3)明治4年12月

(1)1871
(2)1872
(3)1871

宿 綴 1 永179 3・7

B11 (1)去未年正月より同十二月迄地先入費高小間
割合帳　千住宿北組元ノ二
(2)当未半季地先掛リ諸入費割合勘定帳　千住
宿之内弐町目
(3)当未年半季地先懸リ諸入費割合帳　千住駅
北組元二

(1)第二区千住宿北組元弐町目戸
長楠見治兵衛他4名
(2)第二区之内弐町目扱所当番組
頭坂田七兵衛他1名
(3)第二区之内北組名主鈴木六右
衛門他2名

(1)元小菅県役所
(2)小菅県役所
(3)元小菅県役所

(1)明治5年2月
(2)明治4年7月
(3)明治5年1月

(1)1872
(2)1871
(3)1872

宿 綴 1 永182 11

B12 当未年半季地先懸リ諸入費割合帳　千住駅北組
元弐丁目

明治4年7月～12月 1871 宿 横 1 永183 8

B13 (1)天水桶直諸入費帳
(2)仕切

(1)百姓代永野彦右衛門
(2)当番忠兵衛

(2)長野彦右衛門 (1)明治4年9月晦
(2)1月26日

(1)1871 宿 (1)横
(2)状

(1)1
(2)1

永184 6

B14 (1)当酉御検見諸入費帳　元弐町目
(2)当未新田御検見入費反別割合収集メ帳　第
二区之内北組元弐
(3)当壬申年御検見諸入費帳　元弐町目

(1)明治6年11月
(2)辛未10月22日（明
治4年）
(3)明治5年11月

(1)1873
(2)1871
(3)1872

宿 綴 1 永190 18

B15 (1)当申半年分地先諸入費取調帳　元弐丁目
(2)当申年半季分地先入費高割帳　元弐町目
(3)当壬申年半季分地先諸入費割合帳　元弐丁
目

(1)組頭大久保宗平
(3)元弐丁目百姓代永野彦右衛門

(1)第五大区小拾七区区長、
戸長
(3)戸長

(1)明治5年7月8日
(2)明治5年7月
(3)明治6年2月
(4)明治5年12月

(1)1872
(2)1872
(3)1873
(4)1872

宿 綴 1 永187 12・13

B16 (1)当申正月より六月迄宿入費前集帳
　　　　　　　　　　　　　北組之内元弐
　当申七月より12月迄宿入費前集帳
(2)去戌年租税金請取

(2)戸長 (2)旧壱丁目、弐丁目神社差
配人

(1)明治5年7月12日
(2)明治8年4月

(1)1872
(2)1875

宿 (1)横
(2)状

(1)1
(2)1

永185 9・10

B17 地券取調中諸入費取立帳　元弐町目 明治5年11月 1872 宿 横 1 永67 120
B18 町内備金預リ并出金向控帳 町内持世話方 明治6年1月 1873 宿 横 1 永188 16
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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
B19 (1)当酉年半季分地先諸入費割合帳　旧弐丁目

(2)当酉七月より十二月迄半季分地先諸入費割
合帳　元弐町目
(3)当酉年半季分地先諸入費割合帳　旧弐町目

(1)旧弐丁目組頭大久保宗平他1名 (1)戸長 (1)明治6年8月
(2)明治6年12月
(3)明治6年8月

1873 宿 綴 1 永189 20

B20 天水桶直シ入費帳　旧弐町目 明治6年12月 1873 宿 横 1 永191 19
B21 学校取設諸入費取立割合帳　千住宿北組元弐町 明治7年1月ﾖﾘ 1874 宿 横 1 永210 22
B22 巡査宿料入費取立帳　千住駅元弐町目 明治7年5月 1874 宿 横 1 永211 23
B23 (1)当戌年一月より六月迄半季分地先諸入費割

合帳　旧弐町目
(2)当戌年壱月より六月迄半季分地先諸入費取
立帳　元弐町目
(3)（入用書上）

(1)旧弐町目組頭永野彦右衛門他1
名

(1)戸長 (1)明治7年7月
(2)明治7年7月

(1)1874
(2)1874

宿 綴 1 永195 24

B24 (1)去戌年七月ﾖﾘ十二月迄地先諸入費割合帳
千住宿北組旧弐町目
(2)去戌年七月ﾖﾘ十二月迄地先諸入費高住居小
間割合帳　千住宿元弐町目

(1)組頭永野彦右衛門他1名 (1)戸長 (1)明治8年1月
(2)明治8年1月

(1)1875
(2)1875

宿 綴 1 永197

B25 当亥年区入費高小間割合勘定帳　千住宿北組元
弐町目

明治8年1月ﾖﾘ 1875 宿 横 1 永199 25

B26 当亥年区入費改正ニ付内集割合帳　千住弐町目 明治8年1月ﾖﾘ 1875 宿 横 1 永200 26
B27 巡査宿料割合帳　千住宿元弐町目 明治8年1月ﾖﾘ 1875 宿 横 1 永212 27
B28 地租改正ニ付諸入費内集割合帳　千住宿北組元

弐町目
明治8年5月 1875 宿 横 1 永53 141

B29 (1)当亥年壱月ﾖﾘ六月迄地先諸入費割合簿　千
住宿北組元弐町目
(2)当亥年壱月ﾖﾘ六月迄地先諸入費高住居小間
割合簿　千住宿北組元弐町目

(1)組頭永野彦右衛門他1名 (1)戸長 (1)明治8年7月
(2)明治8年7月

(1)1875
(2)1875

宿 綴 1 永196 28

B30 当亥年壱月ﾖﾘ六月迄地先諸入費割合簿　千住宿
北組元弐町目

組頭永野彦右衛門他1名 戸長 明治8年7月 1875 宿 横 1 永198 29

B31 当亥御検見諸入費割合簿　千住宿北組元弐町目 明治8年11月 1875 宿 横 1 永88 95
B32 当子年区入費高小間割合勘定簿　千住宿北組元

弐町目
明治9年1月ﾖﾘ 1876 宿 横 1 永203 30

B33 去亥年七月ﾖﾘ十二月迄半季分地先諸入費割合簿
千住宿北組元弐町目

組頭永野彦右衛門他1名 戸長 明治9年1月 1876 宿 横 2 永204・205
31・32

B34 去亥年七月ﾖﾘ十二月迄半季分地先諸入費取調簿
千住宿北組元弐町目

副戸長大久保宗平他2名 戸長
区長

明治9年2月 1876 宿 横 1 永206 33

B35 去亥年七月ﾖﾘ十二月迄半季分地先非常入用割合
簿　千住宿北組元弐町目

明治9年2月 1876 宿 横 1 永207 34

B36 地租御改正ニ付諸入費内集取立帳　千住宿北組
元弐町目

明治9年7月 1876 宿 横 1 永90 148

B37 当子年壱月ﾖﾘ六月迄半季分地先諸入費割合簿
千住宿北組元弐町目

明治9年8月 1876 宿 横 1 永208 35

B38 (1)当子年壱月ﾖﾘ六月迄半季分地先諸入費割合
簿　千住宿北組元弐町目
(2)当子年壱月より六月迄半季分地先非常諸入
費割合簿　千住宿北組元弐町目

(1)副戸長大久保宗平他2名 (1)第十大区四小区戸長 (1)明治9年8月
(2)明治9年8月

(1)1876
(2)1876

宿 綴 1 永209 36
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B39 当丑年区入費高小間割合勘定簿　第拾大区四小

区千住宿北組旧弐町目
明治10年1月ﾖﾘ 1877 宿 横 1 永155 39

B40 (1)去子年七月より十二月迄半季分地先諸入費
割合簿　千住宿北組旧弐町目
(2)去子年従七月至十二月半季分地先非常諸入
費割合簿　千住宿北組元弐町目

(1)副戸長大久保宗平他2名 (1)第十大区四小区戸長 (1)明治10年1月
(2)明治10年2月

(1)1877
(2)1877

宿 綴 1 永156 40

B41 巡査宿料割合簿　千住宿元弐町目 明治10年1月 1877 宿 横 1 永213 37
B42 学校諸入費連月取立割合簿　千住宿北組旧弐町 明治10年1月ﾖﾘ 1877 宿 横 1 永214 38
B43 番号札料取集簿　千住宿北組旧弐町目 明治10年6月 1877 宿 横 1 永215 43
B44 (1)当丑年壱月ﾖﾘ六月迄半季分地先諸入費割合

簿　第十大区四小区千住宿北組元弐町目
(2)当丑年壱月ﾖﾘ六月迄半季分地先非常共諸入
費割合簿　第拾大区四小区千住宿北組元弐町目

(1)元副戸長大久保宗平他2名 (1)明治10年8月
(2)明治10年8月

(1)1877
(2)1877

宿 綴 1 永157 41

B45 当丑年壱月ﾖﾘ六月迄半季分地先諸入費割合簿
第拾大区四小区千住宿北組元弐町目

元副戸長大久保宗平他2名 明治10年8月 1877 宿 横 1 永158 42

B46 明治拾壱年区入費高小間割合簿　第拾大区四小
区千住宿北組旧弐町目

明治11年1月ﾖﾘ 1878 宿 横 1 永159 44

B47 (1)明治十年従七月至十二月半季分地先諸入費
割合簿　第拾大区四小区千住宿北組元弐町目
(2)明治十年従七月至十二月半季分地先非常諸
入費割合簿　第拾大区四小区千住宿北組元弐町

(1)小前惣代永野彦右衛門他1名 (1)区長樫田雅徳 (1)明治11年2月
(2)明治11年2月

(1)1878
(2)1878

宿 綴 1 永160 45

B48 明治十年皆済分明治十一年半季分見込区入費飛
地高懸リ割合集帳　千住宿北組旧弐町目

明治11年2月 1878 宿 横 1 永162 46

B49 地租御改正ニ付諸入費内集メ取立簿　千住宿北
組旧弐町目

明治11年6月 1878 宿 横 1 永72 98

B50 (1)明治拾壱年従壱月至六月半季分地先諸入費
割合簿　第拾大区四小区千住宿北組旧弐町目
(2)明治拾壱年従壱月ﾖﾘ至六月半季分地先非常
諸入費割合簿　第拾大区四小区千住宿北組旧弐

(1)村惣代永野彦右衛門他1名 (1)第拾大区四小区区長樫田
雅徳

(1)明治11年8月
(2)明治11年8月

(1)1878
(2)1878

宿 綴 1 永161 48

B51 明治十壱年従七月至十二月半季分地先非常諸費
割合簿　南足立郡千住駅北組旧弐丁目

明治12年2月 1879 宿 横 1 永164 49

B52 明治拾年同拾壱年両度高反別小間旧伝馬屋敷割
合簿　千住北組旧弐町目

明治12年12月 1879 宿 横 1 永169 50

B53 旱魃ニ付東耕地南部時汐汲入諸費割合帳　千住
一二町目字東南部

永野升太郎他2名 明治19年8月 1886 宿 横 1 永175 168

B54 （人足控帳） （年未詳） 宿 横 1 177 251
C1 (1)車力賃銭議定書　橋戸町

(2)車力賃銭議定書　橋戸町
(1)千住橋戸町車力頭取藤次郎他5
名

(1)千住壱町目名主、年寄(2)
千住四町目名主、年寄

(1)嘉永5年7月
(2)嘉永5年7月

(1)1852
(2)1852

宿況 (1)竪
(2)竪

(1)1
(2)1

永115 176

E1 武州足立郡渕江領千住弐町目御検地御水帳写
四冊之内壱番　弐番　三番　四番

村松忠兵衛他 嘉永4年8月7・8・9・
10日

1851 土地 竪 4 永1・2・3・4
60・61・62・63

E2 武蔵国足立郡千住弐町目検地水帳　弐冊之内壱
番　弐番

大関大助家来検地惣奉行興野権右
衛門他16名

元禄10年12月 1697 土地 竪 4 永7・8・9・10
65・66・67・68

E3 御水帳写田方　畑方　渕江領千住弐町目 大関大助家来検地惣奉行興野権右
衛門他16名

元禄10年12月 1697 土地 竪 2 永11・12
  69・70

E4 武州渕江領千住弐町目亥ノ御検地御水帳之写
（彦七郎分）

案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永17 71
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E5 武蔵国武州足立郡渕江領千住本宿弐町目御検地

御水帳写（清兵衛分）
大関大助家来検地惣奉行興野権右
衛門他16名

元禄10年12月 1697 土地 横 1 永18 72

E6 武蔵国武州足立郡渕江領千住本宿弐町目御検地
御水帳写（三右衛門分）

大関大助家来検地惣奉行興野権右
衛門他16名

元禄10年12月 1697 土地 横 1 永19 73

E7 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（利左衛
門分）

案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永20 74

E8 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳之写（市右
衛門分）

案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永21 75

E9 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（清兵衛 案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永22 76
E10 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（庄兵衛 案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永23 77
E11 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（伊兵衛 案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永24 78
E12 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（三右衛

門分）
案内名主源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永25 79

E13 武蔵国足立郡千住弐町目御検地水帳写（久兵衛 案内源左衛門他5名 元禄10年12月 1697 土地 横 1 永26 80
E14 武蔵国足立郡千住弐町目御水帳写（源兵衛分） 千住弐町目田地主源兵衛他2名 （元禄10年12月） 1697 土地 横 1 永27 81
E15 御水帳之写百姓壱人別帳　武蔵国足立郡渕江領

千住壱町目　弐町目（元禄、明和、享和、文政
検地，文政12年年貢割附有）

（年未詳） 土地 竪 2 永5・6  64・83

E16 御水帳田方書抜控帳 千住弐町目彦右衛門 安永9年9月 1780 土地 小横 1 永11 69
E17 武蔵国足立郡千住弐丁目新田検地帳 大貫次右衛門他7名 享和3年3月 1803 土地 竪 2 永13・14 82
E18 田畑屋鋪流地証文并譲渡継書加判控帳　武州足

立郡千住弐町目
文化14年10月23日～
文政13年12月4日（天
保元年）

1817～
1830

土地 竪 1 永80 252

E19 田畑家屋鋪質地書入証文加判控帳　武州足立郡
千住弐町目

文化14年10月～
天保元年12月

1817～
1830

土地 竪 1 永81 253

E20 分米名寄帳　武州足立郡渕江領千住弐町目（元
禄8年、享和2年御検地帳写）

文政13年5月（天保元
年）

1830 土地 竪 1 永28 82

E21 分米帳　千住弐町目 永野長右衛門忠導 天保8年1月 1837 土地 竪 2 永29・30 84
E22 （質地証文綴） 天保13年7月12日～

嘉永元年5月
1842～
1848

土地 竪 1 永82 254

E23 武蔵国足立郡千住弐丁目新田検地帳 代官関保右衛門他10名 天保15年6月（弘化元
年）

1844 土地 竪 2 永15・16
  85・86

E24 小拾書抜控帳　足立郡渕江領千住壱町目（彦右
衛門所持）

安政4年6月 1857 土地 竪 1 永32 87

E25 新田内見　元弐町目 （明治5年）壬申8月 1872 土地 横 1 永35 114
E26 (1)田畑地券御渡奉願上候書付　武蔵国足立郡

千住宿北組元壱町目
(2)（(1)訂正分書上）
(3)（(1)下書）

(1)千住宿北組名主鈴木高儔他4名 (1)郷村掛役所 (1)（明治5年）壬申8
月

(1)1872 土地 (1)竪
(2)竪
(3)竪

1
1
1

永66 88

E27 田畑変地御改正ニ付取調帳 永野彦右衛門 明治5年9月 1872 土地 竪 1 永86 89
E28 町内屋鋪地店賃記録帳 永埜控 明治6年2月ﾖﾘ 1873 土地 横 1 永87
E29 (1)地券証書換願人名帳　千住宿北組元弐町目

(2)地券証書換御印税人名帳
(3)（彦右衛門他田畑地価書上）

千住宿北組永野控 (1)明治7年10月 1874 土地 (1)竪
(2)竪
(3)状

1
1
1

永70 93・134・
135

E30 千住宿北組地価帳　五冊之内第壱　第弐　第三
第四　第五

第十大区四小区足立郡千住宿北組
村総代織畑方穀他8名

東京府知事楠本正隆 明治11年7月12日 1878 土地 竪 5 永73～77
100～104

4



永野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
E31 本郡悪水協議会費除キ分堤外反別取調千住壱町

目弐町目三町目帳簿人名
千住壱町目外弐ヶ町戸長役場 明治21年 1888 土地 横 1 永176 164

E32 地券名寄帳　千住宿北組旧二町目 (年未詳） 土地 竪 1 永65 90
E33 各耕地番地取調人名簿　南足立郡千住弐町目 (年未詳） 土地 竪 1 永93 105
E34 （耕地地価書上帳　千住弐丁目） (年未詳） 土地 横 1 永98
F1 新田御検見内見小前帳　武州足立郡千住弐町目 千住弐町目年寄忠蔵他2名 斎藤嘉兵衛役所 安政2年8月 1855 年貢 横 1 永31 107
F2 新田御検見内見小前帳　第二ノ区之内弐町目 弐町目百姓代大久保平右衛門 小菅県役所 明治4年7月

　　　　9月
1871 年貢 横 2 永33 109

F3 (1)当未歳御年貢穀代先納割合帳　第二区北組
弐
(2)辛未税歛皆済勘定取立帳　千住宿北組元二
(3)新田辛未税歛小割帳　千住宿北組元二
(4)当未歳畑方御運上御冥加永納取立小前帖

(1)明治4年11月
(2)明治5年11月
(3)明治4年11月
(4)明治4年12月

(1)1871
(2)1872
(3)1871
(4)1871

年貢 綴 1 永34 110～113

F4 当申新田御検見内見小前帳　千住宿北組元弐町 千住北組元弐町目名主鈴木高儔他 郷村掛リ役所 明治5年 1872 年貢 横 1 永36 115
F5 当壬申畑方一倍増反ニ付永七文増小前帳　第拾

大区旧弐町目
明治5年 1872 年貢 横 1 永37 116

F6 去壬申年租税内納割附小前帳　北組元弐町目 明治6年3月 1873 年貢 横 1 永38 122
F7 去壬申年永納内納割合小割帳　元弐町目 明治6年3月 1873 年貢 横 1 永39 123
F8 畑方租税取立帳　第十大区四小区千住宿北組弐

町目（明治7年8月取立分含）
明治6年7月 1873 年貢 横 1 永41 124

F9 当酉大縄場早稲方内見小前帳　第十大区四小区
千住宿北組元弐町目

千住北組元弐町目副戸長浅香成憲
他2名

東京府知事大久保一翁 明治6年9月 1873 年貢 横 1 永42 125

F10 当酉大縄場晩稲方内見小前帳　第十大区四小区
千住宿北組元弐町目

千住宿北組弐町目副戸長浅香成憲
他2名

東京府知事大久保一翁 明治6年10月 1873 年貢 横 1 永43 126

F11 (1)去癸酉年租税内取立帳　千住宿旧弐町目
(2)（年貢米関係計算法書上）

戌年1月30日（明治7
年）

1874 年貢 (1)横
(2)状

1
1
44 127

F12 (1)癸酉皆済目録写　第拾大区四小区千住宿之
内北組
(2)癸酉年社寺皆済目録写
(3)癸酉年租税内納控　第十大区四小区北組

(3)第十大区四小区千住宿北南中
組納人大久保宗平

(1)明治7年3月
(3)明治7年3月23日

(1)1874
(3)1874

年貢 綴 1 永64 121

F13 当酉年田方租税穀代割合帳　千住宿北組旧弐町 明治7年3月 1874 年貢 横 1 永45 128
F14 癸酉年田畑租税取立帳　千住宿北組元弐町目 明治7年3月 1874 年貢 横 1 永46 129
F15 当酉年畑方租税割合帳　千住宿北組旧弐町目 明治7年3月 1874 年貢 横 1 永47 130
F16 当酉新田御年貢穀代割合帳　旧弐町目 明治7年3月 1874 年貢 横 1 永48 131
F17 地券印税取調帳　第拾大区四小区千住宿北組旧

弐町目
第拾大区四小区千住宿北組旧弐町
目副戸長大久保宗平他1名

地券懸リ役所 明治7年3月 1874 年貢 竪 1 永68 91

F18 (1)地券証印税取立帳　千住駅北組元弐町目
(2)地券控帳其外印税取調諸入費取立帳　千住
宿北組旧弐町目

(1)明治7年
(2)明治7年8月

(1)1874
(2)1874

年貢 綴 1 永69 92・132・
135・136

F19 (1)当戌新田検見内見小前帳　千住宿北組元弐
町目
(2)当戌年御検見諸入費帳　千住宿北組元弐町

(1)千住宿北組元弐町目副戸長大
久保宗平他2名

(1)東京府知事大久保一翁 (1)明治7年9月
(2)明治7年11月

(1)1874
(2)1874

年貢 綴 1 永49 133

F20 地券証御印税御上納帳 第拾大区四小区千住宿北組飯塚卯
之助

明治7年10月17日 1874 年貢 竪 1 永71 94・137
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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
F21 (1)去戌年租税石代金之内五分通ﾘ取立帳　千住

宿北組元弐町目
(2)去戌年田方租税穀代割合帳　千住宿北組旧
弐町目

(2)預ﾘ人永野彦右衛門 (1)明治8年1月
(2)明治8年4月

(1)1875
(2)1875

年貢 綴 1 永54 138

F22 去戌年畑方租税割合帳　千住宿北組旧弐町目 永野彦右衛門 明治8年4月 1875 年貢 横 1 永50 139
F23 去戌年田畑租税取立帳　千住宿北組元弐町目 明治8年4月 1875 年貢 横 1 永51 140
F24 (1)当亥新田検見内見小前簿　千住宿北組元弐

町目
(2)当亥新田晩稲検見小前簿　千住宿北組元弐
町目

(1)千住宿北組元弐町目副戸長大
久保宗平他2名
(3)千住宿北組旧弐町目副戸長大
久保宗平他2名

(1)東京府知事大久保一翁(3)
東京府権知事楠本正隆

(1)明治8年9月
(2)明治8年10月
(3)明治9年9月

(1)1875
(2)1875
(3)1876

年貢 (1)横
(2)横
(3)横

1
1
2

永40・56・57
142・145・146

F25 (1)当亥畑方正租取立小前簿　第拾大区四小区
千住宿北組元弐町目
(2)去亥年畑方租税小前取立簿　千住宿北組元
弐町目

(2)副戸長大久保宗平他1名 (1)明治8年9月
(2)明治9年3月

(1)1875
(2)1876

年貢 綴 1 永52 143

F26 (1)去亥年租税石代金之内凡積取立簿　千住宿
北組元弐町目
(2)去亥年田方租税穀代金小前取立簿　千住宿
北組元弐町目

(2)副戸長大久保宗平他1名 (1)明治9年1月
(2)明治9年3月14日

(1)1876
(2)1876

年貢 綴 1 永89 97

F27 (1)当子年夏成秋成共正租取立小前簿　第十大
区四小区千住宿北組元弐町目
(2)去子年畑方租税小前取立簿　千住宿北組旧
弐町目

(1)明治9年7月
(2)明治10年5月

(1)1876
(2)1877

年貢 綴 1 永55 144

F28 (1)明治拾年租税畑方小前取立簿　千住宿北組
旧弐町目
(2)（明治九、十年分田畑屋敷分共旧税上納
分）
(3)明治拾年田方租税穀代小前取立簿　千住宿

(1)明治11年1月
(3)明治11年1月

(1)1878
(3)1878

年貢 綴 1 永58 147

F29 明治拾壱年畑方租税第壱期第弐期内集取立簿
千住宿旧弐町目

村惣代永野彦右衛門 明治11年10月 1878 年貢 横 1 永59 150

F30 壬申年租税石代皆済目録写　南組中組北組三組 3月 年貢 竪 1 永63 118
F31 （田畑租税小前帳　第十大区四小区千住宿北組

旧弐丁目）
(年未詳） 年貢 横 1 永60 151

F32 戸数割税賦課法 (年未詳） 年貢 横 1 永61 152
F33 小物成反別取調 (年未詳） 年貢 竪 1 永62 153
K1 西悪水土手伏樋新規伏替并水除土持人足日記帳

元弐町目
明治7年4月 1874 水利・普請横 1 永193 154

K2 堀浚人足日記帳　北組弐町目 明治7年4月ﾖﾘ 1874 水利・普請横 1 永194 155
K3 八条道普請助合名前帳　往還左右壱間道ﾘ自費

普請取調下簿
永野彦右衛門 明治8年9月4日 1875 水利・普請横 1 永201 156

K4 往還道路左右壱間通ﾘ銘々自費普請間数割合取 千住北組組頭永野彦右衛門 明治8年9月 1875 水利・普請横 1 永202 157
K5 字東耕地旧壱町目土手下悪水堤築直シ小作人足 明治11年3月 1878 水利・普請横 1 永163 47
K6 字西字金仏両耕地悪水除堤ニ関スル諸余録　千

住北組旧弐町目
明治12年3月 1879 水利・普請横 1 永165 158

K7 東耕地牛田耕地悪水除堤修（繕）ニ付反別入費
割合帳　千住北組

明治12年4月 1879 水利・普請横 1 永166 159

K8 東耕地牛田耕地悪水除堤修繕費割合帳　千住北 明治12年4月 1879 水利・普請横 1 永167 160
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K9 東耕地並ニ牛田耕地共水除堤修（繕）人夫出頭

記載簿　旧弐町目
明治12年4月 1879 水利・普請横 1 永168 161

K10 (1)東耕地牛田耕地悪水小堤防人夫日頭控帳
千住旧壱町目旧弐町目旧三町目
(2)記（用材費書上）

(1)竹屋伝兵衛 (1)永野彦右衛門 明治12年4月
辰6月

1879 水利・普請(1)横
(2)状

1
1
永171 51

K11 (1)東耕地牛田耕地悪水除堤修繕費割合帳　千
住北組旧壱弐三町目
(2)西耕地金仏耕地悪水除小堤修（繕）費割合
帳　千住北組旧壱弐三四町目

(1)明治13年7月
(2)明治13年7月

(1)1880
(2)1880

水利・普請(1)横
(2)横

1
1
永170・172
52・162

K12 (1)字東字牛田関枠修繕悪水除小堤修繕費地価
割合帳　千住壱弐三丁目
(2)福留落シ関枠並ニ悪水除小塘修繕費地価割
合帳　千住壱弐参丁目

(1)明治15年5月
(2)明治15年5月

(1)1882
(2)1882

水利・普請綴 1 永173 53

K13 武蔵国南足立郡綾瀬川通ﾘ堤防修（繕）仕様帳
千住三町目

南足立郡千住壱弐三町目戸長永野
彦右衛門

明治16年4月25日 1883 水利・普請竪 1 永217 163

M1 品川千住板橋三ヶ宿食売女御免御請書 東海道南品川宿名主権次郎他4宿 道中奉行所 明和元年8月7日 1764 交通 竪　 1 永105 179・180
M2 品川千住板橋三ヶ宿食売女御免御請書写 東海道南品川宿名主権次郎他4宿 道中奉行所 明和元年8月7日 1764 交通 竪　 1 永106 181
M3 千住宿食売女究書上帳 千住壱町目市右衛門地借旅籠屋彦

兵衛他50名
寛政9年3月 1797 交通 竪　 1 永107 183

M4 (1)山科前大納言様御休昼御旅籠控帳
(2)彦根御家老庵原助右衛門様御泊下宿旅籠控
帳
(3)六條前大納言様御休御旅籠控帳
(4)奥平大膳大夫様御休昼御旅籠控帳
(5)清岡大学頭様御休昼御旅籠控帳

(1)本陣勝専寺
(2)本陣勝専寺
(3)本陣勝専寺
(4)本陣勝専寺
(5)本陣勝専寺
(6)本陣勝専寺

(1)文化12年4月6日
(2)文化12年4月22
(3)文化12年4月24日
(4)文化12年4月25日
(5)文化12年4月25日
(6)文化12年4月26日

(1)1815
(2)1815
(3)1815
(4)1815
(5)1815
(6)1815

交通 綴 1 永104 170

M5 日光御法会御用三月廿四日より四月十五日迄
四月十六日より同廿三日迄　四月廿四日より同
晦日迄　往還御継立人馬日乄帳　三冊之内　日

日光道中千住宿問屋九郎左衛門他
11名

文化12年5月 1815 交通 横　 3 永101～103
  171～173

M6 千住宿当申食売女人別書上帳　日光道中千住宿 千住宿壱町目十兵衛地借旅籠屋仙
吉他85名

中村八太夫役所 文政7年3月 1824 交通 竪　 1 永108 184

M7 旅籠屋飯売女取締受印帳　本宿四ヶ町小塚原町
中村町旅籠屋

千住宿壱町目百姓旅籠屋新助他46
名

名主、問屋、年寄 文政10年8月 1827 交通 竪　 1 永109 185

M8 当宿食売旅籠屋江三味線稽古人立入方御免相成
被仰渡御請書并取締其外一件書付　附ﾀﾘ店頭迎
番取極方書付共　日光道中千住宿

文政12年12月～
天保2年12月24日

1829～
1831

交通 竪　 1 永110 186～193

M9 御用御宿御賄之儀ニ付示談為取替証書之写　千
住本宿同小塚原町中村町

千住本宿食売
旅籠屋

千住宿小塚原町、
中村町食売旅籠屋

嘉永2年11月 1849 交通 竪　 1 永114 177

M10 （貸座敷業大川藤助家人別書上帳） 大川藤助 (年未詳） 交通 竪　 1 永95 59
N1 念仏講中大帳　千住宿弐町目 元禄8年7月 1695 寺社 竪　 1 永122 194
N2 (1)（氷川大明神御筥喪失ニ付稲荷宮御筥所蔵

ノ神像書物写）
(2)（千崎稲荷大明神御筥所蔵ノ神像書物写）

(1)神官永野式部菅原忠義通称永
野長右衛門
(2)神官永野式部菅原忠義通称永
野長右衛門

(1)延享5年1月7日
（寛延元年）

1748 寺社 (1)横
(2)横

1
1
永123 154

N3 （稲荷大明神祭礼入用書上帳） 当番彦右衛門 安永10年1月（天明元
年）

1781 寺社 横 1 永124 196

N4 （氷川大明神祭礼入用書上帳） 当番彦右衛門 寛政8年1月6日 1796 寺社 横 1 永125 197
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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
N5 （先崎稲荷大明神祭礼入用書上帳） 当番彦右衛門 文化8年1月5日 1811 寺社 横 1 永127 201
N6 （本陣勝専寺修覆諸入用請払帳） 文化12年2月13日 1815 寺社 横 1 永128 203
N7 鎮守両社御除地免畑宮地家作一件議定証文之写

千住弐町目
文化12年3月 1815 寺社 竪　 1 永129 204～206

216・217 225～
228

N8 鶴竹亀竹ニ付鷲大明神散銭日々取調帳 別当勝専寺 文化14年5月14日 1817 寺社 横 1 永130 207
N9 鶴竹亀竹ニ付諸入用払方改帳 千住宿勝専寺 文化14年5月14日 1817 寺社 横 2 永131･132

208・209
N10 鶴竹亀竹ニ付本堂散物日々取調改帳 弐町目勝専寺 文化14年5月14日 1817 寺社 横 1 永133 210
N11 鶴竹亀竹絵図代日々取調改帳 千住宿勝専寺 文化14年5月14日 1817 寺社 横 1 永134 211
N12 (1)本堂并鷲大明神散銭手控

(2)本堂并鷲大明神散銭覚帳
(1)勝専寺
(2)弐町目勝専寺

(1)文化14年5月14日
(2)文化14年5月16日

(1)1817
(2)1817

寺社 (1)横
(2)横

1
1
永135・136
212・213

N13 （氷川大明神祭礼入用書上帳） 当番政右衛門 文化15年1月6日（文
政元年）

1818 寺社 横 1 永137 214

N14 田畑小作名前連印帳 勝専寺 文政2年12月 1819 寺社 横 1 永85 166
N15 （成田山不動尊江戸開帳出府掛ヶ旅宿一件諸入

用覚帳）
勝専寺 文政3年12月10日ﾖﾘ 1820 寺社 横 1 永139 198

N16 成田山不動尊来巳開帳出府宿内旅館之儀安養院
江相掛リ候出入一件ニ付見舞物覚帳）

勝専寺 文政3年12月16日ﾖﾘ 1820 寺社 横 1 永140 199

N17 （成田山不動尊江戸開帳出府懸旅宿出入一件書
物控帳）

千住弐町目
永野彦右衛門

文政3年12月 1820 寺社 竪　 1 永126 202・218
～221

N18 （千崎稲荷大明神祭礼入用書上帳） 東側当番
彦右衛門

文政6年1月5日 1823 寺社 横 1 永141 222

N19 勝専寺諸役御年貢出入勘定帳（文政2卯年ﾖﾘ辰
巳午四ヶ年分）

文政6年3月 1823 寺社 横 1 永138 215

N20 （氷川大明神祭礼入用書上帳） 東側当番
彦右衛門

文政7年1月6日 1824 寺社 横 1 永142 223

N21 奉納稽古相撲興行願入用覚帳　千住宿弐町目
（勝専寺於境内）

文政7年7月21日 1824 寺社 横 1 永143 224

N22 正一位氷川大明神武者祭諸入帳 当番政右衛門代
彦右衛門

天保7年1月6日 1836 寺社 横 1 永144 229

N23 （千崎稲荷大明神祭礼入用書上帳） 東側当番
長右衛門

天保10年1月5日 1839 寺社 横 1 永145 230

N24 正一位氷川大明神武者祭諸入帳 永野長右衛門 天保11年1月6日 1840 寺社 横 1 永146 231
N25 宮薙祭再興議定証文下書 (1)千住宿弐町目稲荷別当慈眼寺

(2)氷川別当金蔵寺
(1)千住弐町目
(2)村役人、惣百姓

弘化2年9月 1845 寺社 竪　 1 永121 232～234

N26 虎斑稲荷大明神宮殿入用帳 弘化2年12月 1845 寺社 横 1 永147 235
N27 去ル酉年より当亥十月迄勝専寺諸勘定手控 永野控 嘉永4年11月21日 1851 寺社 横 1 永149 238
N28 (1)（関屋里片葉天満宮等開帳中諸入用諸事控

帳
(1)永野
(2)石屋万次郎

(2)永野彦右衛門 (1)嘉永5年2月25日
(2)子2月晦日

(1)1852 寺社 (1)竪
(2)状

1
1
永148 239

N29 千崎稲荷武者祭入用帳 東側当番
彦右衛門

嘉永6年1月5日 1853 寺社 横 1 永150 240

N30 於当院諸神諸仏開帳開扉内拝旅館控覚 三宮神山常行院知事 (年未詳） 寺社 竪　 1 永120 237
N31 正一位千崎稲荷大明神武者祭諸入用帳 東側当番

政右衛門
明治2年1月5日 1869 寺社 横 1 永152 241

8



永野家文書目録

資料番号 名称 差出人 受取人 年代 西暦 分類 形態 員数 備考
N32 氷川社稲荷社下書（両社ニ付千住壱丁目ﾄ弐町

目争論ニ及ビ訴状）
氏子惣代五郎兵衛他8名 小菅県役所 明治2年11月 1869 寺社 竪　 1 永151 242

N33 （西森神社氏子惣代投票用紙及ビ集計） 明治24年10月23日 1891 寺社 綴 1 永222 245
N34 武州千寿西之森二ッ森氷川稲荷両社并相殿七社

上ハ家ノ内招請五社末社神八社十四神略縁記
附両社宮地免畑絵図面

千龍山妙智院慈眼寺 (年未詳） 寺社 竪　 1 永119 236

N35 乍恐以書付奉願上候（金蔵寺修覆ニ付伐木願） 第十大区四小区千住宿北組 (年未詳） 寺社 竪　 1 永153 243
X1 千住宿北組地租改正地引絵図　旧弐町目（槐戸

耕地、丁張耕地、東中沼耕地、西中沼耕地、四
町田耕地、大塚耕地、川田耕地、元宿耕地、金
仏耕地、西耕地、東耕地、牛田耕地甲乙、堤外
牛田耕地甲乙、堤外西耕地甲乙、市街地、嚢耕

明治10年4月写 1877 地図・絵図図 19 永84 247

X2 地租改正地引図
(1)千住宿中組各耕地絵図面
(2)千住宿北組市街地一覧絵図面
(3)字東耕地地租改正私有地絵図面
(4)字市街地四町田耕地東中沼耕地町張耕地金
仏耕地堤外西耕地地租改正私有地絵図面

永野昇太郎 明治10年6月 1877 地図・絵図図 4 永83

Y1 旧考録（寺社縁起、千住宿旧古考、検地年限
記）

永野彦右衛門尉
菅原政重

弘化2年9月 1845 その他竪　 1 永118 1

Y2 学校寄附金人名簿　千住宿北組旧弐丁目 旧弐丁目 （明治）10年2月7日 1877 その他竪　 1 永221 246
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