
蕨宿文書目録（請求記号順）

＜凡例＞

１．本目録は慶應義塾大学三田メディアセンター所蔵「蕨宿文書」（請求記号：PR@2@1）の目録である。

２．本目録は、文書全点を請求記号順に記したものである。（本目録の他に、付属資料としてガリ版刷りの「蕨宿文書目録」1冊がある。）

３．史料の分類は慶應義塾大学文学部古文書室作成の「農村文書分類項目」に準拠した。

４．文字表記は原則として現物の表記どおりとし、特殊な異体字は一部常用漢字に改めた。

５．表題は原表題（表紙外題・柱書）を採用した場合はそのまま記述し、必要に応じて（　）で内容を補った。

６．年月日は和年号で記し、算用数字を用いて表記した。年代が判明しているものについては西暦も合わせて記載した。干支は年号の記載を欠く場合のみ記載した。史料内容から年代が推定できる場合は（　）で表記した。

７．差出・作成、宛先は可能な限り原表記のまま採録した。但し、人数が多い場合は他○名という形で略記した。花押は（花押）、印は（朱印）（黒印）等と表記した。

８．形態は竪帳、横帳に分類し、綴じ紐が外れている場合は備考に注記した。また、厚紙による後補表紙があるものについても備考に「改装、綴じ直し。」と記した。

９．備考欄には文書の一括や一紙の挟み込み状況のほか、内容、形態などに関して参考となる情報を記した。

１０．取扱注意事項欄には資料の保存状態、取扱の際に留意すべき情報を記した。

１１．本文書は全般的に保存状態が悪く、取扱いに注意を要する。虫損・フケ等により閲覧が難しい文書もある。

　　　　　慶應義塾大学三田メディアセンター　スペシャルコレクション担当

番号 表題 年月日 西暦 差出・作成 宛先 形態
法量

（縦×横　㎝）
点数 備考

取扱注意事項
（挟み込み、保存状態

ほか）

分
類
番
号

分類名

1 卯改宗門人別帳　上蕨掛 安政2年2月 1855 竪帳 24.2×16.8 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大、一部フケ 4 戸口

2 当午改宗門人別帳　上掛之分 安政5年3月 1858 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院（黒印）　宥傳（花押）

竪帳 23.6×16.7 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

3 戌改宗門人別帳　上方掛 文久2年3月 1862 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院（黒印）　宥傳（花押）

竪帳 23.8×16.3 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大 4 戸口

4 辰改宗門人別帳　上蕨掛 慶応4年3月 1868 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院（黒印）　宥法（花押）

竪帳 23.2×17.6 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

5 巳改宗門人別帳　上蕨掛 明治2年3月 1869 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨所(宿)　新義真言宗
三学院（黒印）　宥法（花押）

竪帳 24.8×16.8 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。
改装、綴じ直し。

一部フケ 4 戸口

6 午改宗門人別帳　上蕨掛 明治3年3月 1870 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院　（黒印）　宥法（花押）

竪帳 24.1×15.9 1 表紙に「五冊之内壱番」とあり。 4 戸口

7 辰年宗門改下書　上蕨宿 文政3年3月 1820 竪帳 24.5×17.5 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部開披不
可、付箋多数、取扱注
意

4 戸口

8 午年宗門改下書　上蕨宿 文政5年3月 1822 竪帳 26.0×18.0 1 虫損大、綴じ紐外れ、
取扱注意

4 戸口

9 戌年宗門人別改下帳　上蕨宿 文政9年3月 1826 竪帳 24.4×16.8 1 裏表紙に「玄関下帳」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

10 亥年宗門人別改帳　上蕨宿 文政10年3月 1827 竪帳 23.9×17.1 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 4 戸口
11 丑年宗門人別改下帳　上蕨宿 文政12年3月 1829 竪帳 24.7×17.3 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
12 寅年宗門人別改帳　上蕨宿 文政13年3月 1830 武州 足立郡 蕨宿 名主 和平

次 年寄 四郎左衛門 ほか3名
山本大膳様　御役所 竪帳 24.4×16.9 1 表紙に黒印あり。表紙のみ裏打。

改装、綴じ直し。
4 戸口

13 午宗門人別改下帳　上蕨宿 天保5年3月 1834 名主 年寄 百姓代 山本大膳様　御役所 竪帳 25.0×16.9 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 4 戸口
14 酉宗門人別改下帳　上蕨宿 天保8年3月 1837 竪帳 24.2×16.1 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
15 戌宗門人別改下帳　上蕨宿 天保9年3月 1838 竪帳 25.5×18.0 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
16 亥宗門人別改下帳　上蕨宿 天保10年3月 1839 竪帳 24.8×16.7 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
17 子宗門人別改下帳　上蕨宿 天保11年3月 1840 和平治、茂右衛門、源兵衛、

新左衛門、彦左衛門
山本大膳様　御役所 竪帳 23.4×15.6 1 改装、綴じ直し。 4 戸口

18 寅宗門人別改下帳　蕨宿上帳 天保13年2月 1842 武州 足立郡 芝村 長徳寺末
当所 禅宗 宝樹院 他12ヶ寺

竪帳 24.2×17.0 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口

19 卯宗門人別改メ下帳　蕨宿上 天保14年3月 1843 百姓代・惣役人連印 大熊善太郎様　御役所 竪帳 24.2×17.5 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
20 （上蕨宿宗門人別改帳） （文政年間カ） 1818

～
1830

竪帳 24.8×16.8 1 後補表紙に「文政年間ノ上蕨宿宗門
人別帳ト推測」とあり。
改装、綴じ直し。

表紙欠、虫損大、一部
フケ

4 戸口

　　　　　平成26年10月　　　　　

1 / 5 



番号 表題 年月日 西暦 差出・作成 宛先 形態
法量

（縦×横　㎝）
点数 備考

取扱注意事項
（挟み込み、保存状態

ほか）

分
類
番
号

分類名

21 （上蕨宿宗門人別改帳） （天保3年頃カ） 1832 竪帳 23.0×15.8 1 後補表紙に「天保三年頃ノ上蕨宿宗
門人別改帳ト推測」とあり。
改装、綴じ直し。

表紙欠、一部水濡れの
あと

4 戸口

22 丑年宗門人別改下帳　上蕨甚兵衛掛り 天保12年3月 1841 竪帳 25.2×17.6 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
23 寅年宗門人別改下帳  上蕨甚兵衛掛り 天保13年3月 1842 竪帳 24.5×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 4 戸口
24 卯歳宗門人別改下帳　上蕨宿甚兵衛掛り 天保14年3月 1843 竪帳 23.9×16.8 1 改装、綴じ直し。 4 戸口
25 未年宗門人別改下帳　上蕨宿甚兵衛掛り 天保6年3月 1835 竪帳 24.6×17.4 1 表紙に合紙綴じ込み。改装、綴じ直 4 戸口
26 申年宗門人別改下帳　上蕨宿善兵衛掛り 天保7年3月 1836 竪帳 24.2×16.8 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
27 酉年宗門人別改下帳　上蕨善兵衛掛り 天保8年3月 1837 竪帳 25.1×17.2 1 改装、綴じ直し。 4 戸口
28 戌年宗門人別改下帳　上蕨善兵衛掛り 天保9年3月 1838 竪帳 24.4×16.8 1 改装、綴じ直し。 4 戸口
29 亥年宗門人別改下帳　上蕨善兵衛掛り 天保10年3月 1839 竪帳 24.8×17.3 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
30 子歳宗門人別改下帳　上蕨善兵衛掛 天保11年3月 1840 竪帳 24.0×16.7 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
31 午年宗門人別改帳　上蕨重兵衛掛り 天保5年3月 1834 竪帳 24.9×17.7 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
32 未歳宗門人別改帳　上蕨十兵衛掛り 天保6年4月 1835 竪帳 24.3×17.4 1 裏表紙一部欠損。改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
33 申歳宗門人別改帳　上蕨十兵衛掛り 天保7年4月 1836 竪帳 24.6×18.0 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
34 酉年宗門人別改帳　上蕨十兵衛掛り 天保8年4月 1837 竪帳 24.5×16.8 1 改装、綴じ直し。 一部フケによる欠損 4 戸口
35 戌年宗門人別改帳　上蕨十兵衛 天保9年3月 1838 竪帳 24.5×16.8 1 4月を3月に訂正した跡あり。 4 戸口
36 亥年宗門人別改帳　上蕨十兵衛 天保10年3月 1839 竪帳 24.3×17.4 1 綴じ込み文書（2枚）あり。

改装、綴じ直し。
虫損大、一部フケ 4 戸口

37 子年宗門人別改帳　上蕨十兵衛 天保11年3月 1840 竪帳 24.4×16.4 1 改装、綴じ直し。 4 戸口
38 寅年宗門人別改帳　上蕨重兵衛掛り 天保13年3月 1842 竪帳 24.1×17.1 1 末尾に「武州足立郡新曽村 妙願寺末

当所 日蓮宗 本法院」他13ヶ寺の列挙
あり。改装、綴じ直し。

虫損大 4 戸口

39 卯年宗門人別改帳　上蕨十兵衛掛り 天保14年3月 1843 竪帳 23.9×16.9 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
40 申改宗門人別帳　下蕨宿 弘化5年2月 1848 京都醍醐　三宝院末　武蔵国

足立郡蕨宿　新義真言宗　三
學院(黒印）　宥傳（花押)

竪帳 24.2×16.4 1 表紙に「三冊之内弐番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大 4 戸口

41 卯改宗門人別帳　下蕨掛り 安政2年 1855 京都醍醐　三宝院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院　（黒印）

竪帳 24.6×16.8 1 表紙に「五冊之内貮番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大、水濡れのあと 4 戸口

42 当午改宗門人別帳　上（下）掛之分 安政5年3月 1858 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真宗　三学
院（黒印）　宥傳(花押部分欠
損）

竪帳 23.7×16.7 1 表紙に「五冊之内弐番」とあり。後補
表紙。「上」を消して「下掛之分」とあ
り。内容も下蕨宿のもの。
改装、綴じ直し。

虫損大 4 戸口

43 戌改宗門人別帳　下方掛 文久2年3月 1862 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院　（黒印）

竪帳 24.0×16.2 1 表紙に「五冊之内弐番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大、一部フケ 4 戸口

44 寅改宗門人別帳　下蕨掛 慶応2年3月 1866 京都醍醐　三寳院末　武蔵国
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院(黒印)　宥法（花押）

竪帳 24.0×16.2 1 表紙に「五冊之内二番」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

45 辰改宗門人別帳　武蔵國足立郡下蕨宿 慶応4年3月 1868 京都醍醐　三寳院末　武蔵國
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院(黒印)　宥法（花押）

竪帳 23.4×16.6 1 表紙に「五冊之内二番」とあり。表紙、
表題、貼り紙で修正のあとあり。
改装、綴じ直し。

水濡れのあと 4 戸口

46 巳改宗門人別帳　下蕨掛 明治2年3月 1869 竪帳 23.9×16.8 1 表紙に「五冊之内二番」とあり。 一部フケ、欠損、付箋
剥離

4 戸口

47 午改宗門人別帳　下蕨掛 明治3年3月 1870 京都醍醐　三寳院末　武蔵國
足立郡蕨宿　新義真言宗　三
学院(黒印)　宥法（花押）

竪帳 23.9×15.9 1 表紙に「五冊之内二番」とあり。改装、
綴じ直し。

一部フケ、付札あり 4 戸口

48 辰年宗門改下書　下蕨宿 文政3年3月 1820 竪帳 25.5×18.0 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
49 午年宗門改下書　下蕨宿 文政5年3月 1822 名主、惣年寄、同百姓代両人 中村八太夫様　御役所 竪帳 24.0×17.1 1 末尾に「増減帳」あり。改装、綴じ直 虫損大、一部フケ 4 戸口
50 戌年宗門人別改下帳　下蕨宿 文政9年3月 1826 竪帳 24.3×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
51 酉年宗門改下帳　下蕨宿 文政8年 1825 竪帳 24.4×16.8 1 表紙のみ裏打ち（一部破損あり）。改

装、綴じ直し。
4 戸口

52 亥年宗門人別改帳　下蕨宿 文政10年3月 1827 江戸芝増上寺末武州足立郡
与野町 浄土宗 長傳寺 他8ヶ
寺

竪帳 24.8×18.5 1 虫損大、一部フケ、綴
じ紐外れ、一紙書付挟
み込み

4 戸口

53 子年宗門人別改下帳　下蕨宿 文政11年3月 1828 竪帳 14.7×17.2 1 表紙のみ裏打ち。改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
54 丑年宗門人別改下帳　下蕨宿 文政12年3月 1829 竪帳 25.0×17.3 1 改装、綴じ直し。 虫損 4 戸口
55 寅歳宗門人別改下帳　下蕨宿 文政13年3月 1830 竪帳 24.4×16.6 1 改装、綴じ直し。 虫損 4 戸口
56 卯歳宗門人別改メ下帳　下蕨宿 天保2年3月 1831 竪帳 25.1×17.4 1 裏表紙に「玄関控」とあり。

改装、綴じ直し。
一部フケ 4 戸口

57 辰宗門人別改メ下帳　下蕨宿並郷 天保3年3月 1832 竪帳 23.0×15.7 1 裏表紙に「玄関扣」とあり。
改装、綴じ直し。

一部フケ、欠損 4 戸口
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58 午宗門人別改下帳　下蕨宿 天保5年3月 1834 問屋・名主 平左衛門、年寄 茂
右衛門、同 喜兵衛他11名

山本大膳様　御役所 竪帳 24.3×16.9 1 差出・宛先の後に三学院人別書上あ
り。改装、綴じ直し。

4 戸口

59 未宗門人別改下帳　下蕨宿 天保6年3月 1835 名主、年寄、同、百姓代、同 山本大膳様　御役所 竪帳 24.9×17.2 1 末尾に「去午年人別御改後増減」あ
り。改装、綴じ直し。

虫損大、付札あり 4 戸口

60 宗門人別改下帳　下蕨宿 天保7年3月 1836 竪帳 27.0×18.5 1 虫損大、綴じ紐外れ 4 戸口
61 宗門人別改下帳　下蕨宿 天保8年3月 1837 竪帳 24.3×17.5 1 表紙のみ裏打ち。改装、綴じ直し。 虫損大、一部欠損 4 戸口
62 丑宗門人別改下帳　下帳 天保12年3月 1841 竪帳 24.5×16.8 1 表紙左下に「下帳」とあり。

改装、綴じ直し。
虫損大 4 戸口

63 諸宗檀家申改人別幷増減帳　上下蕨宿 弘化5年2月 1848 竪帳 24.2×16.6 1 表紙に「三冊之内三番」。
改装、綴じ直し。

一部カビ・フケ 4 戸口

64 諸宗分卯改宗門人別帳　上下蕨宿 安政2年2月 1855 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印）、年寄平兵衛
（黒印）、年寄善兵衛（黒印）ほ
か10名

小林藤之助様　御役所 竪帳 24.0×16.7 1 表紙に「五冊之内三番」。「諸宗分」は
朱書。
改装、綴じ直し。

虫損、一部フケ 4 戸口

65 諸宗当午改宗門人別帳　上下蕨宿 安政5年3月 1858 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印部分虫損）、年
寄 平兵衛（黒印部分虫損）、
年寄 善兵衛（黒印部分虫損）

竹垣　三右衛門様　御役所竪帳 24.0×16.5 1 表紙に「五冊之内三番」とあり。末尾
紙背に別文書あり。改装、綴じ直し。

虫損、一部フケ 4 戸口

66 諸宗戌改宗門人別帳　上下蕨宿 文久2年3月 1862 武蔵國足立郡蕨宿（以下虫
損）年寄 市郎右衛門（黒印）他

竹垣三右衛門様　御役所 竪帳 24.2×16.4 1 表紙に「五冊之内三番」。末尾紙背に
別文書あり。改装、綴じ直し。

虫損大、一部フケ 4 戸口

67 諸宗寅改宗門人別帳　上下蕨宿 慶應2年3月 1866 武蔵國 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 同 弥兵衛
（黒印） 年寄 市郎右衛門（黒

松村忠四郎様　御役所 竪帳 24.0×16.3 1 改装、綴じ直し。 4 戸口

68 諸宗辰改宗門人別帳　武蔵国足立郡上下蕨
宿

慶應4年3月 1868 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 同 弥兵衛
（黒印） 年寄 市郎右衛門（黒
印）ほか10名

大竹左馬太郎様　御役所 竪帳 23.3×16.6 1 表紙に「五冊之内三番」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

69 諸宗巳改宗門人別帳　武蔵國足立郡蕨宿 明治2年3月 1869 武蔵國 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門(黒印) 同 弥兵衛(黒
印) 年寄 市郎右衛門(黒印)他

大宮縣御役所 竪帳 23.8×16.9 1 表紙に「五冊之内三番」。改装、綴じ
直し。

一部フケ 4 戸口

70 諸宗午改宗門人別帳　武蔵国足立郡蕨宿 明治3年3月 1870 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 同 弥兵衛
（黒印） 年寄 市郎右衛門（黒

浦和縣御役所 竪帳 24.0×16.0 1 表紙に「五冊之内三番」。
改装、綴じ直し。

付札あり 4 戸口

71 辰改中書宗門帳扣　下組 辰(弘化１年)3月 1844 京都醍醐　三宝院末　当所
新義真言宗　三學院（黒印）
宥傳（花押）

竪帳 15.5×17.3 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口

72 他宗分巳宗門人別中書　上下蕨宿 弘化2年3月 1845 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
彦左衛門　同 新左衛門、年寄
平兵衛他12名

大熊善太郎様　御役所 竪帳 24.5×17.5 1 表紙に「弐冊之内弐番」とあり。かぶ
せ綴。

虫損大 4 戸口

73 三學院旦那午宗門人別帳扣　蕨宿 弘化3年3月 1846 京都醍醐　三宝院末　当所
新義真言宗　三學院（黒印）
宥傳（花押）

竪帳 23.7×17.3 1 末尾紙背に別文書あり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

74 午宗門人別他宗上下分共中書 弘化3年3月 1846 武蔵國 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門 年寄 平兵衛　同 源
兵衛他11名

築山茂左衛門様　御役所 竪帳 25.0×17.4 1 差出人末尾「同（問屋）名主 嘉兵衛、
名主平左衛門」とあり。
改装、綴じ直し。

4 戸口

75 五人組御制帳御請印帳　上下蕨宿 安政2年2月 1855 武蔵国足立郡蕨宿 銀蔵（黒
印）他452名

竪帳 24.0×16.4 1 表紙に「五冊之内四番」とあり。後補
表紙剥離。差出人名前の上に「一」
「二」「○」等の朱書あり。改装、綴じ直

4 戸口

76 午五人組御制帳御請印帳　武蔵国足立郡 上
下蕨宿

安政5年3月 1858 武蔵国足立郡蕨宿 惣百姓 金
蔵（黒印）他449名

竪帳 24.0×16.2 1 表紙に「五冊之内四番」とあり。差出
人名前の上に「いヨリ」「初」「○」等の朱
書あり。改装、綴じ直し。

一部フケ 4 戸口

77 戌改五人組御制帳　上下蕨宿 文久2年3月 1862 武州足立郡蕨宿 萬次郎他429
名

竪帳 23.8×16.3 1 表紙に「五冊之内四番」とあり。後補
表紙剥離。差出人の右肩に「ろ」「初」
等の朱書あり。改装、綴じ直し。

4 戸口

78 卯改　人別出入調控・家数人別増減帳　上下
蕨宿

安政2年2月 1855 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印）、年寄茂右衛
門（黒印）、同四郎左衛門（黒
印）、名主加兵衛（黒印）

小林藤之助様　御役所 竪帳 24.1×16.7 1 表紙に「五冊之内五番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大 4 戸口

79 午改　人別増減奥書控・家数人別増減帳　上
（下）蕨宿

安政5年3月 1858 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 年寄甚兵衛
（黒印） 四郎（左衛門）（黒印部
分欠損）、名主加（兵衛）（黒印
部分欠損）

竹垣三右衛門様　御役所 竪帳 23.9×16.8 1 表紙に「五冊之内五番」とあり。
改装、綴じ直し。

虫損大、一部フケ 4 戸口
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80 戌改　人別増減奥書控・家数人別増減帳　上
下蕨宿

文久2年3月 1862 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門 年寄茂右衛門（黒
印） 同宗八（黒印） 名主加兵

竹垣三右衛門様　御役所 竪帳 23.6×16.9 1 表紙に「五冊之内五番」とあり。
一部裏打ち。改装、綴じ直し。

4 戸口

81 寅改　人別増減奥書控・家数人別増減帳　上
下蕨宿

慶應2年3月 1866 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 同 弥兵衛
（黒印） 年寄甚兵衛（黒印）他2

松村忠四郎様　御役所 竪帳 24.0×16.2 1 表紙に「五冊之内五番」とあり。
改装、綴じ直し。

一部フケ 4 戸口

82 辰改　人別増減奥書控・家數人別増減帳　武
蔵国足立郡上下蕨宿

慶應4年3月 1868 武蔵國 足立郡 蕨宿 百姓代
新左衛門（黒印） 同 弥兵衛 年
寄 茂右衛門 同 三右衛門（黒
印）、名主加兵衛

大竹左馬太郎様　御役所 竪帳 23.3×16.6 1 表紙に「五冊之内四番」とあり。
改装、綴じ直し。

一部フケ 4 戸口

83 辰改人別出入取調控　蕨宿 天保3年3月 1832 名主 平左衛門 年寄 茂右衛門
同藤兵衛他10名

田口五郎左衛門様　御役所竪帳 24.2×16.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 4 戸口

84 巳宗門人別出入改帳　上下蕨宿 天保4年2月 1833 竪帳 24.5×17.1 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
85 午宗門人別出入改控 　上下蕨宿 天保5年3月 1834 竪帳 25.0×17.4 1 改装、綴じ直し。 4 戸口
86 寅人別出入巨細控帳奥書　蕨宿 天保13年3月 1842 武州足立郡蕨宿　名主・年寄・

百姓代
伊奈半左衛門様・関保右
衛門様　御役所

竪帳 24.3×17.2 1 表紙に黒印あり。末尾に「宗門人別帳
奥書」あり。「百姓代・惣役人連印」と

虫損大 4 戸口

87 卯人別出入巨細控帳幷奥書扣　蕨宿 天保14年3月 1843 武州足立郡蕨宿　名主・年寄・
百姓代

大熊善太郎様　御役所 竪帳 24.2×17.0 1 差出人・宛先は「卯改人別増減書上
帳」のもので、「是ハ別帳ニ認差出し
可申候」とあり。

虫損大 4 戸口

88 宿高家数人別・男女老若内訳・出奉公人臣細
取調　書上帳扣

（天保14年） 1843 武州足立郡蕨宿 竪帳 25.0×17.4 1 作成者は表紙より。
改装、綴じ直し。

4 戸口

89 人別出入幷奥書扣 天保15年3月 1844 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
彦左衛門 同 新左衛門 年寄
平兵衛他12名

大熊善太郎様　御役所 竪帳 25.0×17.4 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 4 戸口

90 辰家数人別増減帳　武蔵国足立郡蕨宿 辰（天保15年カ）3月 1844 武蔵国 足立郡 蕨宿 百姓代
彦左衛門 同 新左衛門 年寄
茂右衛門他2名

大熊善太郎様　御役所 竪帳 24.8×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口

91 戸籍加除届留記　蕨地方 明治5年1月 1872 竪帳 24.5×17.0 1 改装、綴じ直し。 カビの跡あり 4 戸口
92 戸籍増減簿扣 明治5年2月～明治

6年12月
1872
～

1873

蕨宿 竪帳 24.0×17.3 1 黒色8行罫紙使用。柱題「第廿三區」。
作成者は表紙より。改装、綴じ直し。

一部フケ、付札多数 4 戸口

93 （人別贈答記） （文久3年～元治1
年）

1863
～

1864

（上下蕨宿地方） 竪帳 24.8×17.3 1 「元治元年 人別贈答書 上下蕨宿地
方」のメモあり（3頁目鉛筆書）。
改装、綴じ直し。

虫損大、一部フケ、一
部開披不能

4 戸口

94 人別贈答記　上下蕨宿地方 元治2年1月 1865 竪帳 25.1×17.4 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 4 戸口
95 人別贈答記　上下蕨宿地方 慶応2年1月 1866 竪帳 24.5×17.0 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 4 戸口
96 登御用留 明治2年1月 1869 中山道蕨宿問屋会所 竪帳 24.3×17.4 1 改装、綴じ直し。 虫損大 4 戸口
97 登御用留 明治2年2月 1869 中山道蕨宿問屋会所 竪帳 24.8×17.4 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
98 登御用留 明治2年3月 1869 （蕨宿）問屋会所 竪帳 24.4×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大 1 支配・地頭
99 登御用留 明治2年4月 1869 （蕨宿）問屋会所 竪帳 24.7×17.3 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
100 上御用留 明治2年5月 1869 中山道蕨駅御伝馬所 竪帳 24.6×17.2 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
101 上御用留 明治2年6月 1869 蕨宿御伝馬所 竪帳 24.6×17.2 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
102 上御用留 明治2年7月 1869 蕨宿御伝馬所 竪帳 24.7×17.4 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
103 上御用留 明治2年8月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.5×16.8 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
104 上御用留 明治2年9月 1869 中山道蕨宿御伝馬所 竪帳 24.6×17.1 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
105 上御用留 明治2年10月 1869 中山道蕨宿御伝馬所 竪帳 24.2×16.5 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
106 上御用留 明治2年11月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.8×17.0 1 表紙に黒印あり。改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
107 登御用留 明治2年12月 1869 蕨宿御伝馬所 竪帳 24.5×16.8 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
108 上御用留 明治4年1月 1871 蕨宿御伝馬所 竪帳 25.1×17.2 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
109 上御用留 明治4年7月 1871 蕨宿御傳馬所 竪帳 24.7×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大、後補表紙外れ 1 支配・地頭

110 上御用留 明治4年9月 1871 蕨駅御伝馬所 竪帳 24.7×16.7 1 改装、綴じ直し。 付箋剥がれ、挟み込み 1 支配・地頭

111 上御用留 明治4年11月 1871 中山道蕨駅御傳馬所 竪帳 25.1×17.4 1 改装、綴じ直し。 虫損大 1 支配・地頭
112 下御用留 明治2年1月 1869 中山道蕨宿問屋会所 竪帳 24.3×17.1 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
113 下御用留 明治2年2月 1869 中山道蕨宿問屋会所 竪帳 24.6×17.5 1 改装、綴じ直し。 後補表紙外れ、虫損大 1 支配・地頭
114 下御用留 明治2年3月 1869 （蕨宿）問屋会所 竪帳 26.0×18.5 1 綴じ紐外れ、虫損大 1 支配・地頭
115 下御用留 明治2年4月 1869 問屋會所 竪帳 24.5×17.3 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
116 下御用留 明治2年5月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.5×17.3 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
117 下御用留 明治2年6月 1869 蕨宿御傳馬所 竪帳 24.5×17.3 1 （表紙に黒印多数あり、試し押しか？)

改装、綴じ直し。
フケ 1 支配・地頭

118 下御用留 明治2年7月 1869 蕨宿御傳馬所 竪帳 24.5×17.1 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 1 支配・地頭
119 下御用留 明治2年8月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.7×17.3 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 1 支配・地頭
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120 下御用留 明治2年9月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.4×17.0 1 改装、綴じ直し。 虫損大 1 支配・地頭
121 下御用留 明治2年10月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.5×16.6 1 改装、綴じ直し。 一部フケ・欠損あり 1 支配・地頭

122 下御用留 明治2年11月 1869 中山道蕨宿御傳馬所 竪帳 24.6×17.4 1 改装、綴じ直し。 後補表紙外れ、虫損
大、一部フケあり

1 支配・地頭

123 下御用留 明治2年12月 1869 蕨宿御傳馬所 竪帳 24.7×17.0 1 改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
124 下御用留 明治4年1月 1871 蕨宿御傳馬所 竪帳 25.0×18.1 1 改装、綴じ直し。 1 支配・地頭
125 下御用留 明治4年8月 1871 第二區御傳馬所 竪帳 24.5×17.0 1 改装、綴じ直し。 一部フケ、一部カビの

跡あり
1 支配・地頭

126 役用向日記 嘉永7年1月 1854 岡田庫 竪帳 25.2×17.5 1 改装、綴じ直し。 虫損大、フケ、カビの
跡あり、一部開披不能

1 支配・地頭

127 役用向日記 安政2年1月 1855 岡田氏 竪帳 25.4×17.5 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部開披不能 6 村・村政
128 役用向日記 安政3年（正月カ、

虫損により欠落）
1856 蕨（宿カ、虫損により欠落） 竪帳 24.8×17.5 1 改装、綴じ直し。 虫損大、後補表紙外

れ、後補裏表紙欠、一
部開披不能

6 村・村政

129 役用向日記 安政5年 1858 岡（以下欠損） 竪帳 26.0×19.0 1 表紙・裏表紙一部破損。 虫損大、綴じ紐外れ、
一部開披不能

6 村・村政

130 役用向日記 安政6年1月 1859 岡田用（所カ、欠損） 竪帳 25.5×19.0 1 虫損大、綴じ紐外れ、
一部開披不能

6 村・村政

131 役用向日簿 安政7年 1860 岡（以下欠損） 竪帳 26.5×19.3 1 表紙に朱筆で「万延改元　閏三月朔」
とあり。

虫損大、フケ、綴じ紐
外れ、開披不可

6 村・村政

132 役用向日記 万延2年 1861 竪帳 28.5×20.0 1 表紙に朱筆で「文久改元　二月」とあ
り。

虫損大、フケ、綴じ紐
外れ、開披不可

6 村・村政

133 役用向日記簿 文久3年1月 1863 岡田用所 竪帳 24.7×17.6 1 改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ 6 村・村政
134 役用（向）日簿 （慶応2年） 1866 竪帳 24.7×16.8 1 表紙一部欠損、文字摩耗。

改装、綴じ直し。
虫損大、一部フケ 6 村・村政

135 役用向日誌 明治3年1月 1870 岡田用所 竪帳 24.5×17.5 1 後補表紙外れ。改装、綴じ直し。 虫損大、一部フケ、一
部開披不能

6 村・村政

136 役用向日誌 明治4年1月 1871 岡田用所 竪帳 26.1×20.0 1 虫損大、フケ、綴じ紐
外れ

6 村・村政

137 役用向日誌 明治6年1月 1873 岡田用所 竪帳 24.8×17.1 1 改装、綴じ直し。 虫損大、フケ 6 村・村政
138 諸願向日記 嘉永4年1月 1851 上下蕨宿 竪帳 24.6×17.0 1 裏表紙に「地方役場」とあり。

改装、綴じ直し。
虫損大 6 村・村政

139 諸願向日記　上下蕨宿 嘉永5年1月 1852 上下蕨宿 竪帳 24.9×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大 6 村・村政
140 歳中日記留 天保13年初秋 1842 岡田（加兵衛）正睦（花押）　記

主
竪帳 25.5×28.0 1 作成者は裏表紙より。

「加兵衛」は本文末尾より。
虫損大、フケ、カビあ
と、綴じ紐外れ

6 村・村政

141 歳中日記録 弘化4年1月1日～ 1847 竪帳 25.7×17.7 1 後補表紙外れ。改装、綴じ直し。 フケ、カビあと 6 村・村政
142 草稿簿 明治4年9月～ 1871 岡田用所 竪帳 24.5×16.7 1 一部青色8行罫紙使用の書類綴じ込

みあり。柱題は「第廿三区」。
改装、綴じ直し。

虫損大、フケ 6 村・村政

143 御觸書挙留　　蕨宿地方 明治4年1月 1871 蕨宿地方 竪帳 25.0×17.5 1 後補表紙外れ。改装、綴じ直し。 一部フケ 1 支配・地頭
144 御用向雑誌 明治5年1月 1872 蕨地方 竪帳 24.6×17.2 1 改装、綴じ直し。 虫損大 6 村・村政

145(1) 村高人別家数書上帳　中仙道蕨宿助郷武州
足立郡根岸村

嘉永4年 1851 右根岸村 名主 三郎兵衛 年寄
次郎兵衛 百姓代 与七

竪帳 24.8×16.9 1 合綴、裏打。改装、綴じ直し。 虫損大、裏打 4 戸口

145(2) 人馬数賄銭取立書上帳　右根岸村 嘉永4年4月 1851 根岸村 名主 三郎兵衛 年寄
次郎兵衛 百姓代 与七

蕨宿問屋　御役人中様 竪帳 24.8×16.9 1 合綴、裏打。改装、綴じ直し。 虫損大、裏打 21 助郷

146 （助郷関係書類控書） 嘉永4年 1851 （武州足立郡）横曽根村　仕訳
書

竪帳 25.8×17.2 1 表紙には左下に「横曽根村」とのみあ
り。内容は村高・助郷勤高・家数人別
の書上、村方夫食種籾代持借高取調
書、御伝馬勤人高仕訳書の控書。

一部フケ 21 助郷

147 （村高・助郷勤高・家数人別書上帳） 嘉永2年 1849 新曽村 名主 源兵衛出府ニ付
年寄 喜三郎、同 次左衛門、
百姓代 七郎兵衛

竪帳 24.6×17.4 1 表紙は左下に「新曽村」とあるのみ。
末尾に貸付金の勘定書あり。
改装、綴じ直し。

一部フケ 4 戸口

148 （断簡一括） 竪帳、横帳26.5×20.0 1 御用留（旗本役所のやりとり等）、宗門
改帳の断簡など。その他「未二月残金
渡リ高諸拂方差帳」（天明7年2月25日
付、横帳2丁）あり。

虫損大、一部フケ 99 その他
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