
1114  高家村文書仮目録

表題 年 月 日 作成者　(差出人） 宛名 註記 形態 数量 備考

1 売渡申畑之事 宝暦10辰 2 下高村売主　文右衛門（外
年寄、庄屋）

高家村　太兵衛 中畑6畝、年貢未進出来に付9年切に
売渡、代米5斗3升上納、年季明ければ
元米相立受戻申候

切紙 1

2 売渡申田地之事 安永2巳 3 下高村売主　利右衛門 高家村　太兵衛 三下田4畝17歩、年貢未進出来に付9
年切に売渡、代銭17匁受取、年季明申
せば元銀相立受返し申候

切紙 1

3 質地証文之事 安永8亥 7 下高村質置主　伊右衛門 上高村　五郎兵衛 下田6畝13歩、下田6畝13歩、中下田7
畝10歩半、10年切質物に相渡、2石5升
借用

竪紙 1

4 質地証文之事 安永8亥 7 下高村質置主　善右衛門 時枝村　儀右衛門 中畑1畝7歩半、下上畑1畝15歩、10年
切質物に相渡、元米2斗7升借用

竪紙 1

5 質地証文之事 天明2寅 12 下高村売主　友右衛門 高家村　太兵衛 三下田2畝4分、10年切質物に相渡、代
米1斗借用

切紙 1

6 質地証文之事 天明4辰 12 下高村質置主　権兵衛 高家村　源兵衛 四下田7畝21歩半、10年切質物に相
渡、75銭41匁借用

切紙 1

7 質物田地之事 寛政6寅 12 下高村売主　忠蔵 上高村　五郎兵衛 四下田1畝26歩。10年切質物に相渡、
米5斗借用。年季明10年のうちに元米
差出請返せず時は永支配成られたし

切紙 1

8 質地証文之事 寛政12申 11 下高村質置主　為吉 高家村　泰蔵 下上畑5畝1歩半、下畑5畝21歩半、10
年切の質物に相渡、75銭124匁8分借
用

切紙 1

9 売渡申質物田地証文之事 享和2戌 12 下高村田地売主　三右衛門 東高家村　泰蔵 弐下田8畝26歩、代米1石5斗、10年切
に売渡、年季明請申せば元米相立田
地請戻し、滞れば相済す迄御戻し成ら
れまじく候

竪紙 1

10 質地証文之事 文化2丑 2 上高村質地置主　嘉右衛門 上高村　浅吉 下上田5畝25歩、10年切の質物に相
渡、代米9斗5升借用

切紙 1

11 質地証文之事 文化2丑 3 下高村地売主　伝七 上高村　甲斐 下畑8畝27歩半、10年切の質物に相
渡、代米4斗借用

切紙 1

12 質地証文之事 文化2丑 11 下高村質置主　和介 森山村　伸蔵 下上田7畝5歩、10年切の質物に相渡、
代米4斗借用

切紙 1

13 質地証文之事 文化7午 11 上高村質置主　喜三七 上高村　市郎右衛門 三下田5畝5歩、10年切の質物相渡、75
文銭150匁借用

切紙 1

14 譲渡証文之事 文化10酉 2 下高村譲主　沢吉 同村　八郎次 下畑4畝29歩、永代譲渡75銭50匁落手 切紙 1
15 質地証文之事 文化11戌 12 下高村売主　清四郎 上高村　勇吉 中下田5畝21歩、10年限で質物に相渡 切紙 1
16 質地証文之事 文政4巳 11 高家村売主　藤次郎 高家村　丈右衛門 下三畑8畝6歩、10年限の質物に相渡、

代米1石6斗借用
切紙 1

17 質物田畑証文之事 文政4巳 12 上高村売主　友蔵 森山村　伊左衛門 下上田9畝24歩半、下々畑7畝4歩、10
年切の質物に相渡、75文銭122匁借用

竪紙 1

18 質地畑証文之事 文政5午 2 下高村売主　磯右衛門 上高村　五郎兵衛 下上畑6畝20歩、10年切質物に相渡、
75銭50目借用

切紙 1

19 質地田畑証文之事 文政7申 11 上高村売主　太右衛門 森山村　伊左衛門 下田4歩、下上畑1畝8歩、10年切の質
物に相渡75銭20目借用

竪紙 1

20 質田地証文之事 文政10亥 正月 下高村質置主　平四郎 高家村　林右衛門 中下田5畝25歩、10年切質物に相渡、
75銭60匁借用

竪紙 1

史料番号
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21 書添証文之事 文政10亥 3 高家村売主　条右衛門 高家村　仲吉 右古証文面畑10年切の質物で相渡、
75銭142匁8分4厘借用

切紙 1 宛名張紙下「伊
左衛門右古証文

22 売渡居屋鋪畑証文之事 文政11子 正月 下高村売主　利平 同村　彦右衛門 上畑1畝24歩半、同畑11歩半、同畑2
歩、同畑8歩、年貢未進に付売渡、75文
銭48匁借用し年貢上納、子々孫々迄御
支配可被成候

竪紙 1

23 質物畑地証文之事 文政12丑 4 上高村質置主　柳右衛門 上高村　辰右衛門 四下田6畝2歩半、右畑代10年切質物
に相渡、75銭45匁6分借用

竪紙 1

24 居屋敷譲渡証文之事 天保3辰 8 下高村売主　定吉 上高村　肥後 上畑1畝17歩半、上畑1畝10歩半、上畑
9歩、年貢未進に付譲渡、75銭30目請
取

切紙 1

25 質田地証文之事 天保5午 5 下高村質置主　又四郎 上高村　与助 弐下田46歩、10年切質物に相渡、銀札
20匁受取

切紙 1

26 質田地証文之事 天保6未 3 下高村置主　亦四郎 同村　八郎次 三下田6畝1歩、10年切質物に相渡、正
銀88匁6分2厘受取

切紙 1

27 質畑証文之事 天保6未 11 下高村地主　伊兵衛 高家村　丈助 中畑5畝6歩半、10年切質物に相渡、正
銀25匁受取

竪紙 1

28 質田地証文之事 天保７申 正月 上高村地主　久兵衛 同村　彦兵衛 下々田6畝10歩半、10年切質物に相
渡、正金1両請取

竪紙 1

29 質田地証文之事 天保7申 2 上高村地主　今右衛門 森山村　弥平 弐下田5畝21歩、10年切質物に相渡、
75銭10匁請取

切紙 1

30 質畑地証文之事 天保8酉 11 下高村地主　上高家村売主
文右衛門

西高家村　林助 下々畑3畝19歩半、10年切質物に相
渡、75銭100目請取

竪紙 1

31 質田地証文之事 天保9戌 正月 下高村質置主　啓蔵 同村　八郎次 中田4畝12歩、10年切質物に相渡、60
文正銭通用銀札43貫受取

竪紙 1

32 譲渡申田畑証文之事 天保9戌 4 上高家村田畑譲主　柳左衛
門

上高家　久米右衛門 下々田1反1畝24歩、下上畑1反2畝3
歩、代金1両1歩

竪紙 1

33 質田地証文之事 天保10亥 正月 下高村質置主　弥平 上高村　九平 四下田1畝4歩、高8升3合6勺、10年切
にて質物に相渡、代米4斗受取

竪紙 1

34 質田地証文之事 天保10亥 11 上高村地主　久兵衛 上高村　清三郎 四下田1畝27歩、高1斗3升8合、10年切
に質物に相渡、代60文銀札49匁2歩8
厘受取

竪紙 1

35 質田地証文之事 天保11子 2 下高村質置主　市郎次 同村　八郎次 下々田43畝21歩、高4斗5合、下田1反9
歩、高1石2斗5升6合、10年切質物に相
渡、代60文銀200匁10歩受取

竪紙 1

36 書入田地証文之事 天保12丑 閏正
月

下高村かり主　辰右衛門 高家村　定右衛門 三下田1反2畝9歩、高1石5升3勺書入
につき米1石2斗借用

切紙 1

37 質地証文之事 天保12丑 2 上高村地主　快助 下高村　利助 下々田3畝12歩、高37升4合3勺、10年
切に質物に相渡、代銭として銀札57匁

切紙 1

38 売渡申証文之事 天保12丑 12 下高村地主　寿助 上高村　辰右衛門 下々畑1畝1歩、高3升8合1勺、年貢未
進につき10年切の質物として、代米6斗

竪紙 1

39 質畑地証文之事 天保12丑 3 下高村地主　辰右衛門 同村　伝右衛門 二下畑6畝22歩、高2石3升3合2勺、10
年切に質物に相渡、代米5斗受取

切紙 1

40 売渡田地証文之事 天保13寅 3 下高村年寄地主　安右衛門 同村　八郎次 六下田9畝26歩半、高4斗8升2合2勺、
寅年より売渡、代金6両受取

切紙 1

2



1114  高家村文書仮目録

表題 年 月 日 作成者　(差出人） 宛名 註記 形態 数量 備考史料番号

41 質畑地証文之事 天保13寅 12 下高村地主　類助 同村　仁右衛門 上畑1畝11歩、高1斗9合3勺、10年切に
質物に相渡、代銀札100目、米8斗受
取。後に「書添証文之事」を継ぐ。書添
証文は嘉永2年、紙も高村売主 仁右衛
門より上高村 清長河内正へ、屋敷１ヶ
所、10年切にて質物に相渡、代銀札9

継紙 1

42 書入田地証文之事 天保14卯 3 下高村かり主　辰右衛門 高家村　定右衛門 下々田2畝半歩、高2斗2升3合6勺、
下々田6畝5歩半、高6斗7升9合7勺、書
入のため金3両1歩借用

竪紙 1

43 古証文そへ証之事 弘化2乙 正月 25 東畑売主　良助 同村　東源左衛門 中畑5畝6歩半、高3斗8升4合3勺、代銀
25匁で10年切質物売渡

切紙 1

44 質物畑地証文之事 弘化3午 正月 下高村地主　伴助 上高村　兵右衛門 上畑1畝7歩5厘、高1斗、　請薮17歩、
御年貢米8合で10年切の質物相渡

竪紙 1

45 質畑地証文之事 弘化3午 3 下高村地主　勇四郎 上高村　九平 上畑2畝23歩半、高27升2合8勺、10年
切の質物に相渡、代米1斗受取

竪紙 1

46 質畑地証文之事 嘉永元申 12 下高村地主　東高家村　円
蔵

東高家村　林助 新下々畑6畝20歩半、高2斗7勺、10年
切の質物に相渡、代金子3両受取

竪紙 1

47 質田地証文之事 嘉永2酉 11 下高村質主　布右衛門 上高村　専平 三下田3畝13歩、高2斗9升2合6勺、10
年切の質物に相渡、代金3歩受取

竪紙 1

48 質地（証文之事カ） 嘉永6丑 3 下高村地主　伝右衛門 右村　与助 中田5畝8歩、代金1両 竪紙 1 破損のため閲覧
不可

49 質物田地証文之事 嘉永7寅 11 下高村地主　文四郎 上高村　清三郎 六下田2畝2歩、高1斗3勺、10年切の質
物に相渡、代米4斗受取

切紙 1

50 売渡申田地証文之事 嘉永7寅 12 下高村地主　上高家田地売
主　利助

上高家　勘兵衛 下田1反20歩、高1石3斗7勺、代米1斗2
升にて10年切で質入れ

竪紙 1

51 質物田地証文之事 安政2卯 正 下森山村地主　喜惣右衛門 森山村　彦右衛門 下々田1反17歩半、高1石1斗6升2合2
勺、10年切の質物に相渡、代銀札207

竪紙 1

52 質物田地証文之事 安政2卯 3 上高家村地主　清右衛門 上高家村　藤右衛門 四下田9畝4歩、高69升2合6勺、新田1
畝16歩、高3斗3升8合、10年切で質物
に相渡、代金1両2歩受取

竪紙 1

53 質物田地証文之事 安政5午 5 下高村地主　文助 高家村　久米助 新下々田7歩半、高2升2合5勺、10年切
の質物に相渡、代銀札22匁受取

切紙 1

54 質物畑地証文之事 安政6未 11 下高村地主　伝六 森山亭助 下々畑6畝3歩、高2斗2升4合4勺、10年
切の質物に相渡、代金3両2朱。添書証
文之事あり

継紙 1 破損のため閲覧
不可

55 畑地分ヶ季証文之事 安政7申 3改 下高家村地主　善右衛門 村善平 下畑3畝8歩、高36升8勺、弐下畑2畝10
歩、高5升7合3勺、これらの畑地は先年
より分ヶ季になり、別証文も無いので新
たに証文を認める

継紙 1

56 書入田地証文之事 安政７申 3 下高村書入主　伝六 村幸助 上畑18歩、高4升8合3勺、下々田7畝1
歩半、これらの田畑は天保3年に書入
れになり、今回請返しになったが、古証
文紛失につき新証文を作成し、元の地

切紙 1

57 譲渡申畑地証文之事 万延2酉 正月 上高家村譲主　清右衛門 上高家　藤右衛門 下上畑3畝24歩、高2斗3升4合1勺、当
年より永々譲渡し、礼金として1両2歩受

竪紙 1
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58 書添証文之事 文久4子 2 上高家村地主　次平 上高村　清三郎 五下田9畝1歩、高55升5勺、五下田6畝
24歩半、高41升5合7勺、10年切の質物
に相渡、代金20両受取

竪紙 1

59 新畑譲渡添書之事 元治元子 2 畑売主　伝之烝 良右衛門 新下畑9畝10歩、高2斗8升、古証文を
以て譲り渡すこと、後日のため添書を付

竪紙 1

60 畑地一札之事 元治元子 12 下高之村年寄半右衛門・同
村庄屋喜右衛門

高家村　源六 下畑3畝7歩、高36合4勺、先年当村より
貴殿方へ売渡し、永年支配なさるべく、
後日のため一札認める

切紙 1

61 譲渡申証文之事 慶応3卯 12 高家村地主　源右衛門、同
村組合　善平、下高村　仕右
衛門

高家村　惣平 七下田14歩、高1升6合7勺、当卯年より
永代譲り渡す、代金4両受取

切紙 1

62 譲渡申田地証文之事 明治2巳 2 上高家村田地譲主　専平、
組合　六郎兵衛ほか3名

上　善三郎 中下田1反1畝8歩、高1石6斗5升2合8
勺、礼金12両2歩、当巳年より永代譲り

竪紙 1

63 地株売渡証文之事 明治3午 8 下高村地主　伝六跡 同村　良右衛門 下畑2畝29歩、高1斗3升9勺、弐下畑1
畝16歩半、高3升8合2勺、代金3両受

継紙 1

64 譲渡証文之事 明治3午 2 上高家譲主　広右衛門 上高家　卯右衛門 礼金65両、三下畑1反3畝27歩、高1石1
斗8升6合9勺、当年より永年譲り渡し

竪紙 1

65 差入申紛失証文之事 明治３午 2 上差入主　甚平 上惣平 六下田6畝10歩、高3斗1升3勺、六下田
4畝14歩、高2斗1升8合3勺、嘉永5年よ
り慶應3年まで質物に受取、代銀234
匁、金3両2歩にて貴殿より拙者方へ買
受たところ、今回元金をもって請返した
と聞いたが、証文が見当たらない

竪紙 1

66 永代売渡証文之事 明治4未 3 上高村地主　品蔵 下高村　政四郎 下々田1畝3歩、高1斗5勺、下々畑1畝3
歩、高4升9合、下々畑2畝17歩、高9升4
合、下々畑3畝22歩、高38升3合2勺、当
年より永代売渡のため代金6両受取

竪紙 1

67 田地株売渡之事 明治4未 3 下高村地主　覚平 上高村　清三郎 六下田2畝2歩、高1斗3勺、嘉永7年より
18年そちらが地作していた田地を、この
たび永代売渡につき地株金5両受取

竪紙 1

68 質物証文之事 明治4未 3 下高村地主　下山伝四郎 同村　幸蔵 中下田1反4畝16歩半、高2石32升9合4
勺、10年切の質物に相渡、代物中札
400目受取

継紙 1

69 売渡証文之事 明治6酉 3 上高家村地主　徳平 上高家村　太助 下々田1畝8歩、高1斗1升4合、下々畑2
畝16歩半、高7升6合5勺、下々畑1畝6
歩半、高3升6合5勺、売渡につき代金9
両2歩受取

継紙 1

70 売渡証文之事 明治6酉 3 下高村地主　里掌城要蔵 同村　平田幸助 屋敷、上畑1畝7歩、高9升8合6勺、売渡
につき代金7両受取

竪紙 1

71 質物証文之事 明治6酉 3 下高村地主　国平 上高村　陸平 下々田27歩、高8升1合、下々畑2畝26
歩、高1斗1升1合9勺、3両3合2勺1才受
取、中園国平より岩武陸平あての「地株
譲り渡一札之事」を糊付け

継紙 1

72 譲渡証券 明治8乙亥 1 24 下高村譲渡主　在永寿介 上高村　橋本政雄 金13円5厘7毛で、下々畑4畝27歩永代
譲渡

竪紙 1

73 譲渡証券 明治8亥 1 下高村売主　渡辺徳兵衛 上時支佃伝助 金14円で、下ノ上田30畝6歩永代譲渡 継紙 1
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74 譲渡証券 明治8亥 3 下高村売主　渡辺徳兵衛 別府　幸蔵 金3円で、下ノ中畑6畝永代譲渡 罫紙 1
75 譲地証券 明治8乙亥 3 上内川野村地主　松尾徳右

衛門、上高邨親類受人　中
井紋平

上高家邨　松尾岩助 金10円42銭3厘で下々下田1反12歩、
下々下田9歩、下々下畑2畝1歩、これら
の田畑永代譲渡

竪紙 1
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