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解　題

名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書は、
美濃国石津郡時・多良両郷（現在の岐阜県大垣市
上石津地域）を領有した旧旗本・西高木家の旧蔵
文書群である。総点数は10万点にのぼると見積も
られており、また木曽三川の治水関係資料が豊富
に存在するなど、旗本家文書としては他に類を見
ない傑出した規模と内容を有している。
高木家は高木家文書が伝来した西高木家と東高
木家・北高木家の三家からなり、三家で交代寄合
美濃衆を形成していた。北高木家の伝来文書は早
くに散逸したようで現在確認されているものはわ
ずかであるが、東高木家の伝来文書は名古屋市蓬
左文庫をはじめとする諸機関や個人宅に 1万点ほ
どが現存している。また、西高木家伝来文書につ
いても、附属図書館以外で数千点の存在が確認さ
れている。
こうした高木三家文書の現状については前号で
報告した１）。その後、岐阜県の関ケ原町歴史民俗
資料館が高木家文書を所蔵していることがわか
り、同館の草野道雄館長と関ケ原町総務課の富田
真一郎氏のご理解とご協力により、早速に調査を
実施することができた。まずはお二人にお礼申し
上げたい。
調査は次のような手順と方法でもっておこなっ
た。
⑴　関ケ原町歴史民俗資料館が所蔵する高木家
文書（以下「関ケ原高木」と略記する）について
は伝来が定かではなく、また旧番号が付されてお
り以前に整理したことがうかがえるが、その詳細
も伝わっていないとのことであった。したがって、
西・東・北のどの家に属する文書群であったのか
も不明である。資料館では近年、改めて目録採取
をおこないメタデータと一部画像をウェブサイト
（���0�RR����������������2=0R）の関ケ原収蔵品デー
タベースにおいて公開している。資料館が作成し
た目録では№1～ 106まで、枝番を含めると136点
を数える。
⑵　研究開発室では、附属図書館所蔵高木家文
書（以下「名大高木」と略記）との関連性を分析
し、同一の分類項目で整理することを目指した。
そのため「関ケ原高木」を借用しデジタル撮影を
おこなうとともに、研究開発室の様式に従いメタ

データを採取した。それに先立ち、必要に応じて
新たな枝番を付した。また、№18の資料は№75の
中欠部分に該当することが判明したので、点数は
合計150点（＋欠番 1点）となった。資料館が付
した番号は請求番号として残し、今回新たに付け
た番号は目録管理番号として撮影やデータベース
登録に使用した。
⑶　次に文書の内容・特徴にもとづいて分類を
おこない本目録とした。その際、内容分類につい
ては独自の分類項目を設定するのではなく、「名
大高木」の目録である『高木家文書目録』の分類
項目を付与した。『高木家文書目録』の分類項目
は、Ａ領地、Ｂ支配、Ｃ家臣、Ｄ勤役、Ｅ治水、
Ｆ家政、Ｇ財政、Ｈ明治、Ｉ書状・書付の大分類
の下にそれぞれ中項目・小項目がつづく階層構造
となっている（前号に掲載）。ただし、150点の文
書のなかには、高木家との関係が現時点では明確
でないものも存在した。それらについては『高木
家文書目録』の分類項目を無理に付与することは
せず、本目録の巻末に掲載することとした。
⑷　『高木家文書目録』の分類を適用した文書
132点については、名古屋大学附属図書館のエコ
コレクションデータベース（���0�RR	�,��12��	2
��������2��2=0R���R����C2���	）内に設置した高木
家文書デジタルライブラリーへ登録することで、
高木家文書としての一体的な把握と横断的な検索
を可能とした。

＊

次に文書群の内容と特徴について報告する。
『高木家文書目録』の分類を適用した文書は132点
となった。内訳は次の通りである。

【Ａ領地－ 1知行地－⑵��高帳】 4点
【Ａ領地－１知行地－⑶��その他】 3点
【Ｄ勤役－１幕府－⑶��幕府】120点
【Ｅ治水－ 3普請見廻－⑴  普請見廻】１点
【Ｆ家政－１系譜－⑶��続書】１点
【Ｆ家政－ 5交際－⑵��その他】１点
【Ｇ財政－１収支－⑶��金銭収支】１点
【Ｇ財政－ 7その他－⑵��その他】１点

「関ケ原高木」の大半を占めるのが元禄国絵図
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作成に関する文書である。国絵図関係は幕府主導
による諸事業の一つとして「名大高木」では勤役
の【Ｄ�1�⑶】に分類しているので、それに従った。
元禄の国絵図事業は元禄10（1697）年閏 2月に
開始された２）。美濃国の絵図元（国ごとの受持）
には大垣藩戸田采女正氏定と加納藩松平丹後守光
永が任命される。このときの高木家の当主は、高
木五郎左衛門衛貞（西家 7代）、高木藤兵衛貞勝
（東家 5代）、高木次郎兵衛易貞（北家 7代）であっ
た。このうち東家の貞勝は国絵図事業が展開中の
元禄12年 1 月に死去したため、富次郎が跡を嗣い
でいる。
文書中に登場する宮川武太輔・立川孫助・嶋木
三五右衛門は戸田家の家臣、喜多尾春圃は藩医、
早川太郎右衛門・河原吉兵衛は加納家家臣であ
る。彼らに対し、西家家臣の三宅徳右衛門・野村
斎兵衛・土屋甚五兵衛、東家家臣の山田九郎左衛
門・桑原弥市右衛門、北家家臣の加藤孫助・立木
新八が応対した。
元禄国絵図に関する文書は、一つには、これら
絵図元の戸田・加納家家臣と高木三家家臣との間
で取り交わされた書状からなる。年を記載しない
書状がほとんどであったが、元禄11 ～ 13年のも
のと判断した３）。古絵図や道筋町間の照会、国境
改めの折衝など、これらの書状を読み解くことで、
現地での国絵図作成の具体的な過程を追うことが
できよう。
もう一つは国境証文・小絵図である。元禄の国
絵図作成にあたっては、国境の記載について隣国
双方で食い違いが生じないよう国境部分を描いた
小絵図でもって相互確認が義務づけられ、確認が
完了すると小絵図を貼り付けた国境証文が相互に
取り交わされた。小絵図には国境筋の説明書き
（国境小書）が書き加えられ、国境改めに対して
厳正な態度で取り組まれたという。
高木三家の領地である時・多良両郷は美濃・近
江と国境を接しているため、 5箇所で国境改めを
必要とした。そのため、相互確認用に使用したと
思われる 5種類の小絵図と国境証文がそれぞれ
残っている。その内容を以下に掲げておく（証文
の名称は��252による）。
①藪谷山小絵図証文　高木三家の知行所である
美濃国石津郡時山村と彦根井伊家の知行所である
近江国犬上郡河内村との間で藪谷山と中河内山の

水流嶺通が両国の境であることを確認。
②三国ヶ嶽小絵図証文　時山村と桑名松平家知
行所の伊勢国員弁郡篠立村および彦根井伊家知行
所の近江国犬上郡大君ヶ畑村・佐目村・後谷村が
三国の国境となっている三国ヶ嶽について確認。
③打上村より古田・清司原村へ移候道筋小絵図
証文　高木三家領の美濃国石津郡打上村から桑名
松平家知行所の伊勢国員弁郡古田村および清司原
村へ通じる二筋の道筋と国境を確認した証文。打
上村から古田村までは19町39間の道程で「あかう
ごう川」北岸に往古より据え置きの石を境とする。
打上村から清司原村への道筋は赤坂越水流嶺通を
国境として33町48間の道程であった。
④時山村より五僧村へ移候道筋小絵図証文　時

山村から彦根井伊家知行所の近江国犬上郡五僧村
へ通じる道筋のうち五僧村南に当たる堀切を国境
と確認する。両村の道程は50町 3 間。
⑤烏帽子ヶ嶽小絵図証文　高木三家知行所の時
山村・細野村・打上村と桑名松平家知行所の篠立
村との間で烏帽子ヶ嶽と熊坂ヶ嶽の水流嶺通が両
国の国境であることを確認。挿図参照。
「名大高木」には国境証文が 3点、小絵図が 2
点しか伝わっていない４）。このうち一点は山論の
資料として残ったものである。また書状類も、絵
図元である戸田采女正氏定が高木三家当主に宛て
た返書が 3通伝わるのみである５）。「関ケ原高木」
は「名大高木」に欠けていた、元禄の国境改めと
国絵図作成における高木家の動向と役割を明らか
にするに充分な文書群となっている。なお、「関
ケ原高木」には天保の国絵図作成に関わる文書も
12点存在する。いずれも上記 5箇所に関する国境
証文であり、元禄13年の証文を踏襲した内容と
なっている。
次に【Ａ�1�⑵】に分類した 4点の高帳類も国

絵図作成に関わって生起された文書と考えられる６）。
そのうち 2点は東高木家の知行高・朱印高を書き
上げたものと判明した。【Ａ�1�⑶】の 3点は藪谷
山や岩須村周辺の絵図である。
【Ｅ治水】に関する 1点は、尾張藩領であった
濃州安八郡中村の懸廻堤築立願に関する書付であ
る。奥に天保元（1830）年 9月の日付がある。東
西を長良川・揖斐川、南は中村川（揖斐川分水）
に挟まれた中村の新規囲堤築立について大垣藩の
村々が障りを申し立てたので、笠松郡代と高木三
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家の川通役が見分することになる。書付は作成・
宛名とも書かれていないが、文末に「其筋より場
所見分之上篤与御糺有之様致度、仍別紙図面相添
此段申達候様家老共申候」とあるので、尾張藩家
老の意を受けて同藩家臣へ宛てたものと考えられ
る。「名大高木」には江戸の勘定所へ提出した報
告書写など、この件に関連した記録が 2冊あり、
経緯を追うことができる７）。
【Ｆ家政】の 1通は揖斐藩主の「西尾氏一門書
之覚」、もう 1通は高木修理経貞（西家11代）の
新年の挨拶状である。挨拶状に宛名はないが、文
中に「御門主様」とある。「名大高木」には東本
願寺門主の光遍・光朗・光勝より高木修理へ宛て
た年賀状返書が60通近く残っているので、そのい
ずれかを指すのであろう。
【Ｇ財政】の 2通のうち 1通は西家の土屋瀬左
衛門より北家家臣へ宛てた代金書上、 1通は大坂
蔵元・武井栄助からの書状である。

＊

『高木家文書目録』の分類を適用しなかった文
書は18点である。池田井水関係が 4冊・ 2通、帯
刀関係 2冊、粮米人足諸色調帳 1冊、大野郡の村
略図 7枚および「上」とのみ書かれた包紙 2枚で
ある。これらは、木曽三川流域資料として整理す
ることにした。それぞれの内容は以下の通りである。
池田井水は揖斐川の支流である粕川の水を取り
入れ池田郡西部を流れる用水である８）。享保 6
（1721）年から天保11（1840）年にかけての普請
目論見や井組規定、用水争論関係の文書がある。
治水関係ではあるが、この時期の池田井水に対す
る支配・統制は大垣藩の郡奉行が担当していたた
め（��227の宛名も「大垣御役所」である）、高木
家文書に分類することをひかえた。なお、��226
の「井組申合一札之事」は『岐阜県史　史料編　
近世五』に掲載の89番の史料と同じものである。
帯刀関係は、帯刀を許された安八郡中村の三左
衛門の代々の書上と、三左衛門を含む村内の名字
帯刀の者を郡奉行へ報告した庄屋の届書写であ
る。安八郡中村は尾張藩領（家老成瀬隼人正の采
地）であったので高木家とは関係ないと判断した。
ただし、【Ｅ治水】に分類した新規囲堤築立に関
する書付は同じ安八郡中村であったので、関連性

について検討を要する。
粮米人足諸色調帳は「旧冬浪士一条」と「丑二
月」の日付から、元治元（1864）年の天狗党の西
上に対してその翌年に村々から徴収した粮米人足
等の調書であることがわかる。調書に記された本
巣郡・厚見郡の18箇村は標題の通りいずれも大垣
藩預り地であるので、高木家文書とは区別した。
大野郡の村略図 7枚は、現在の瑞穂市にあたる、
居倉村・唐栗村・七崎村・田ノ上村・森村・宮田
村・大月村の略図である。同じ様式で描かれてい
るので一括のものと判断できる。このうち七崎村
は明治 8（1875）年に一ツ木村と東座倉村が合併
して成立した村であるので、略図は明治に製作さ
れたことがわかり、高木家との関係はないと判断
した。
以上は高木家文書との関連性をみいだせなかっ
たので高木家文書デジタルライブラリーへの登録
をひかえたが、今後の検討により高木家との関係
が明確となれば追加登録したいと考えている。

１）石川寛「高木三家文書の現状と課題―高木家文書
調査報告2013―」（『名古屋大学附属図書館研究年
報』11、2014年）。

2）国絵図に関しては次の文献を参考にした。川村博
忠『国絵図』（吉川弘文館、1990年）。杉本史子『領
域支配の展開と近世』（山川出版社、1999年）。杉
本史子他編『絵図学入門』（東京大学出版会、
2011年）。

3）年次比定にあたっては鈴木雅氏（名古屋大学大学
院）の助言を得た。

4）名大Ａ1�⑵�1あ、Ｂ10�⑵�170い、Ｄ1�⑶�207あ～う。
5）名大・補Ｄ1�⑶�351あ～う。
6）元禄11年 6 月25日に高木三家が提出した「知行所
村高付帳」が残っており、三家それぞれが絵図元
へ正保以来新村・新川・新池沼・川違・大道筋附
替などの変地がないこと、国境・郡境で論所もな
いことを報告している。「知行所村高付帳」は、
西家は名大Ａ1�⑵�5、同55、大垣市所蔵の福長氏
旧蔵西高木家文書・補遺15の 3 冊、東家は同前・
補遺14の１冊、北家は名大Ａ1�⑵�56の１冊が残っ
ている。

7）名大Ｅ3�⑴�2931、同2932い。同年の川通御用日記
にも経緯が記されている（同2928）。

8）池田井水に関しては、『岐阜県史　通史編　近世下』
（岐阜県、1972年）、『岐阜県史　史料編　近世五』
（岐阜県、1969年）による。
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差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証文）部分　D1ー⑶ー79（請求番号№19）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ａ�領地 1�知行地 ⑵�高帳 1 富次郎知行高（東高木家）

Ａ�領地 1�知行地 ⑵�高帳 2 〔松ノ木村・上原村・宮村・奈幾宇
村・加毛脇村・時下村・時堂上村・時
上村・時細野村・時打上村・時山村の
朱印高書上、東高木家〕

Ａ�領地 1�知行地 ⑵�高帳 3 高覚（堂ノ上村・羽ヶ原村・宮村・岩
須村の石高および奉公人高の書上）

辰ノ 7月16日

Ａ�領地 1�知行地 ⑵�高帳 4 〔19ヶ村村高書上、下書〕

Ａ�領地 1�知行地 ⑶�その他 1 〔みつまた山・しやりヶ嶽山形絵図残
簡〕

Ａ�領地 1�知行地 ⑶�その他 2 〔藪谷山周辺国境絵図〕

Ａ�領地 1�知行地 ⑶�その他 3 〔岩須村周辺絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 1 覚（国絵図改訂要綱書抜） （元禄10年）
丑 4月

1697

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 2 〔国絵図改につき各知行所内変地有無
の書付を家来中名印にて来正月中に差
し出すべきにつき書状、御役人衆より
渡された御書付写と口上書の 2通添と
あり）

（元禄10年）
11月 4 日

1697 松平丹波守、戸田采女正

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 3 〔先日写の古絵図の道筋にある印につ
きお尋ねの書状〕

（元禄11年）
2月10日

1698 高五郎左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 4 〔知行高・絵図の書記方法ほかにつき
書付〕

（元禄11年）
2月11日

1698 加藤孫助、桑原弥市右衛門、野村斎兵
衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 5 〔絵図下帳請取、宮川武太夫方へ遣わ
しの件ほかにつき書状〕

（元禄11年）
5月 2日

1698 喜多尾春圃（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 6 覚（五郎左衛門・藤兵衛・次郎兵衛領
分の下帳下絵図の修正意見につき回
答）

（元禄11年）
6月13日

1698 三宅徳右衛門、野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 7 追而之覚（先日の絵図附紙につき回
答、村移間数方角は絵図に直に書入、
また高木三家の知行でない村は 6ヶ
村、色分けにて書付、村形は少し大き
くいたし村高は絵図に入れず）

（元禄11年）
6月13日

1698 三宅徳右衛門、野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 8 覚（道程方位書上） （元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 9 （古来より何拾ヶ村村居であるが右絵
図面に見えないため絵図差上につき書
付、雛形）

元禄11戊寅年
何月何日

1698 何之誰内・何之誰印、―――印、何之
誰内・何之誰印、―――印、何之誰内・
何之誰印、―――印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 10 〔多良村時郷は古来より23ヶ村村居で
あるが古絵図面には見えないため絵図
差上につき書付写〕

元禄11戊寅年
6月25日

1698 高木次郎兵衛内・加藤孫助、同断・立
木新八、高木藤兵衛内・山田九郎左衛
門、同断・桑原弥市右衛門、高木五郎
左衛門内・三宅徳右衛門、同断・野村
斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 11 〔多良村時郷は古来より29ヶ村村居で
あるが古絵図面には見えないため絵図
差上につき書付〕

元禄11戊寅歳
6月25日

1698 高木次郎兵衛内・加藤孫助㊞、同断・
立木新八㊞、高木藤兵衛内・山田九郎
左衛門㊞、同断・桑原弥市右衛門㊞、
高木五郎左衛門内・三宅徳右衛門㊞、
同断・野村斎兵衛㊞
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

美縦；30×21；3丁 1冊 欠損、虫損、一括
紐共

�&
053 関ケ原・高木家53（53 ～ 68紐一括）

切紙；2926×2925 1通 虫損 �&
042 関ケ原・高木家42（36 ～ 52紐一括）

切紙；2729×2428 1通 �&
045 関ケ原・高木家45（36 ～ 52紐一括）

竪紙；2823×39 1通 欠損 �&
099 関ケ原・高木家99（84 ～ 99紐一括）

平継⑴；3026×4225 1枚 欠損 �&
082�03 関ケ原・高木家82�3

平継⑵；4123×55 1枚 欠損 �&
082�22 関ケ原・高木家82�22

平継⑺；64×98 1枚 欠損 �&
082�23 関ケ原・高木家82�23

続紙⑷；1427×134 1通 剥離付箋「御役人
衆ゟ請取候御書付
写」、91の添付書類

�&
093 関ケ原・高木家93（84 ～ 99紐一括）

林主水様、植村五郎八様、植松五郎右
衛門様、前田孫八郎様、瀧川彦次郎様、
戸田七内様、向坂万三郎印様、遠藤新
六郎様、戸田半弥様、松波平助様、馬
場三郎左衛門様、岡田庄九郎様、坪内
主税様、神長左衛門様、高木新兵衛様、
高木藤兵衛様、高木次郎兵衛様

続紙⑶；1425×109 1通 �&
091 関ケ原・高木家91（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春圃殿 竪紙；30×41 1通 虫損 �&
086 関ケ原・高木家86（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春圃様 続紙⑸；2928×207 1通 欠損 �&
087 関ケ原・高木家87（84 ～ 99紐一括）

土屋又八郎殿 折紙；3225×45 1通 �&
097 関ケ原・高木家97（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春圃様 続紙⑷；
3025×16625

1通 欠損 �&
002 関ケ原・高木家2

喜多尾春圃様 竪紙；3025×4221 1通 �&
048 関ケ原・高木家48（36 ～ 52紐一括）

折紙；2426×4122 1通 �&
094 関ケ原・高木家94（84 ～ 99紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

竪紙；3222×4625 1通 虫損、端裏「御絵
図一段宜相見へ申
候間絵図奥書案詞
之通御認絵図ニ御
継可被成候」

�&
085�01 関ケ原・高木家85①（84 ～ 99紐一括、
85綴一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑵；31×8623 1通 虫損、紐に付札「三
国ヶ嶽書付」、包紙
「元禄十一寅年御国
絵図御改ニ付時多
良郷村御書付写一
通」

�&
036 関ケ原・高木家36（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑵；2923×7928 1通 欠損、虫損 �&
064�01 関ケ原・高木家64�1（53 ～ 68紐一括）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 12 〔多良村時郷は古来より29ヶ村村居で
あるが古絵図面には見えないため絵図
差上につき書付写〕

元禄11戊刁年 1698 高木次郎兵衛内・加藤孫介、同断・立
木新八、高木藤兵衛内・山田九郎左衛
門、同断・桑原弥一右衛門、高木五郎
左衛門内・三宅徳右衛門、同断・野村
斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 13 覚（絵図奥書・帳綴印・帳面高付の記
載方法についての書付）

（元禄11年）
6月27日

1698 三宅徳右衛門、野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 14 覚（絵図奥書・帳綴印・帳面高付の記
載方法についての書付下書）

（元禄11年）
6月27日

1698 三宅徳右衛門、野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 15 口上（多良郷の尾州領分につき尾州役
人よりの絵図と多良三人衆よりの絵図
に違いあり、三人様知行所村続道程間
数も１里 6寸の積をもって新たに出入
の村を認めるよう相談）

（元禄11年）
11月10日

1698 立川孫助、宮川武太輔

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 16 〔絵図の道程寸法に長短あるので１里
6寸の積で認めるよう相談につき書
状〕

（元禄11年）
11月14日

1698 宮川武太輔

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 17 〔剥離付箋、高帳雛形〕 （元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 18 〔剥離付箋、「御帳とぢ目張候所印形御
紙面之通御座候、御帳被差上候御役人
衆之印形御座候間清書御持参之時分爰
元ニ而御印形可被成候」）

（元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 19 〔剥離付箋、「御絵図御丁寧ニ出来奥書
之紙共宜御座候、則継ニ而進申候」）

（元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 20 〔剥離付箋、「一古絵図ニ落候村者一紙
目録入申候御差出被成事ニ御座候」）

（元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 21 〔剥離付箋、「月日之儀者清帳御持参之
当日ニ可被成候」

（元禄11年） 1698

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 22 覚（道筋町間改書付写、時山村より近
江国五僧村際国境まで35町35間、打上
村より伊勢国境まで 7町、右境より伊
勢国古田村まで15町程）

（元禄12年）
3月27日

1699 高木富次郎内・山田九郎左衛門、高木
次郎兵衛内・立木新八、高木五郎左衛
門内・野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 23 覚（道筋町間改書付下書、時山村より
近江国五僧村際国境まで35町35間）

（元禄12年
3 月）

1699

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 24 覚（道筋町間改書付、打上村より伊勢
国境まで 8町30間、右境より伊勢国清
司原村まで17町程）

（元禄12年）
4月13日

1699 高木富次郎内・山田九郎左衛門㊞、高
木次郎兵衛内・立木新八㊞、高木五郎
左衛門内・野村斎兵衛㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 25 覚（道筋町間改書付写、打上村より伊
勢国境まで 8町30間、右境より伊勢国
清司原村まで17町程）

（元禄12年）
4月13日

1699 高木富次郎内・山田九郎左衛門、高木
次郎兵衛内・立木新八、高木五郎左衛
門内・野村斎兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 26 〔変地は古絵図面にかぶせ図を認める
ため時多良へ出入の村居につき問い合
わせの書状〕

（元禄12年）
4月21日

1699 立川孫助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 27 引得（尾州様より絵図に下多良とある
のは北脇村のこと、下多良という所は
ない、また田中と申す所は奥村の内に
ある、かぶせの図を一覧のうえ返進す
るにつき書状、73の返書）

（元禄12年）
4月21日

1699 山田九郎左衛門、立木新八、野村斎兵
衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 28 卯ノ四月廿一日立川孫助方ゟかふせ絵
図参候付紙書付覚

（元禄12年
4 月21日）

1699
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太夫殿

続紙⑵；2927×80 1通 �&
064�02 関ケ原・高木家64�2（53 ～ 68紐一括）

喜多尾春圃様 竪紙；3226×4625 1通 �&
088�02 関ケ原・高木家88（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春圃様 竪紙；3226×4621 1通 虫損 �&
088�01 関ケ原・高木家88（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春甫様 続紙⑵；1621×76 1通 �&
092 関ケ原・高木家92（84 ～ 99紐一括）

喜多尾春圃様 続紙⑶；1529×83 1通 虫損 �&
014 関ケ原・高木家14

切紙；3221×1123 1枚 �&
105�01 関ケ原・高木家105

切紙；21×728 1枚 �&
105�02 関ケ原・高木家105

切紙；1824×321 1枚 �&
105�03 関ケ原・高木家105

切紙；3221×322 1枚 �&
105�04 関ケ原・高木家105

切紙；2328×3 1枚 �&
105�05 関ケ原・高木家105

喜多尾春圃様 竪紙；3024×4227 1通 �&
085�03 関ケ原・高木家85③（84 ～ 99紐一括、
85綴一括）

竪紙；32×44 1通 虫損、包紙として
再利用（国絵図用
　卯三月廿六日大
垣奉行共ゟ尋越申
候　境目改之書付
入申候）

�&
083 関ケ原・高木家83

喜多尾春圃様 竪紙；33×4523 1通 虫損 �&
046 関ケ原・高木家46（36 ～ 52紐一括）

喜多尾春圃様 竪紙；3026×4223 1通 虫損 �&
085�04 関ケ原・高木家85④（84 ～ 99紐一括、
85綴一括）

野村才兵衛様、桑原弥市右衛門様、加
藤孫助様

続紙⑷；1821×128 1通 �&
073 関ケ原・高木家73

立川孫助様　［　　］ 折紙；2729×40 1通 虫損 �&
098 関ケ原・高木家98（84 ～ 99紐一括）

竪紙；2927×4225 1通 �&
085�05 関ケ原・高木家85⑤（84 ～ 99紐一括、
85綴一括）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 29 〔村高帳、絵図面の件につき書状断簡〕（元禄12年）
7月25日

1699 宮川武太輔

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 30 覚（美濃国より勢州への道筋 6ヶ所の
町間改につき両村で少しずつ違いある
ので互いに同文の町間書付 2通認め双
方で取り替えること）

（元禄12年）
8月 4日

1699 宮川武太夫

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 31 覚（町間書付取替、打上村より伊勢国
清司原村までの道程33町48間）

元禄12己卯年
8月23日

1699 濃州石津郡高木五郎左衛門知行・打上
村名主・佐吉、右同断五人組頭・彦四
郎、濃州石津郡高木藤兵衛知行・打上
村名主・忠右衛門、右同断五人組頭・
太郎右衛門、濃州石津郡高木次郎兵衛
知行・打上村名主・太郎左衛門、右同
断五人組頭・庄八、勢州員弁郡桑名
領・清司原村名主・喜兵衛、右同断名
主・勘兵衛、右同断五人組頭・安左衛
門、右同断五人組頭・所左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 32 覚（町間書付取替、打上村より伊勢国
古田村までの道程19町39間）

元禄12己卯年
8月23日

1699 濃州石津郡高木五郎左衛門知行・打上
村名主・佐吉、右同断五人組頭・彦四
郎、濃州石津郡高木藤兵衛知行・打上
村名主・忠右衛門、右同断五人組頭・
太郎右衛門、濃州石津郡高木次郎兵衛
知行・打上村名主・太郎左衛門、右同
断五人組頭・庄八、勢州員弁郡桑名
領・古田村名主・茂左衛門、右同断五
人組頭・忠兵衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 33 〔伊勢国古田村・清司原より打上村ま
での道程間数改の件につき書状〕

（元禄12年）
8月28日

1699 立川孫助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 34 〔西山村絵図面に村居、五郎左衛門・
藤兵衛知行高帳改出高、高帳御朱印面
認めの件につき書状〕

（元禄12年）
11月12日

1699 立川孫助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 35 〔五郎左衛門・藤兵衛知行所高付下帳
2冊と御改出高目録１通請取につき書
状〕

（元禄12年）
11月14日

1699 立川孫助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 36 〔知行所村名仮名付横帳受取、先日お
尋ねの他国越道筋・牛馬通路・歩行道
行浅深より通路有無期間の別紙請取ほ
かにつき書状〕

（元禄12年）
12月 3 日

1699 嶋木三五右衛門宗方（花押）、立川孫
助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 37 〔領内時山村・打上村より江州越・勢
州越道筋・人馬通路・雪浅深の件で両
村庄屋衆印形請取、近日江府宮川武太
夫へ差し遣わすにつき書状〕

（元禄12年）
12月 7 日

1699 嶋木三五右衛門宗方（花押）、立川孫
助郎伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 38 覚（他国越の道筋通路状況につき調査
報告の書付）

（元禄12年
12月）

1699

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 39 〔他国越の道筋通路状況につき調査指
示の書付〕

（元禄12年
12月）

1699

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 40 覚（他国越の道筋通路状況につき調査
報告の書付）

（元禄12年
12月）

1699

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 41 〔打上村より勢州古田村・清司原村へ
の道筋照会につき返信の書状〕

（元禄12年）
12月22日

1699 桑原弥一右衛門、立木新八、野村斎兵
衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 42 〔国絵図御用のため藪谷山・いくり
山・三国山の様子尋ねるので右場所案
内の百姓召し連れ役人衆差し出す件に
つき書状〕

（元禄13年）
3月23日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

立川孫助様、嶋木三五右衛門様 折紙；1424×40；
２紙

1冊 欠損、 2枚目欠 �&
101 関ケ原・高木家101

立川孫介様、嶋木三五右衛門様 半横；2824×3929；
２丁

1冊 �&
001�03 関ケ原・高木家１③（１綴一括）

竪紙；2826×40 1通 虫損 �&
068 関ケ原・高木家68（53 ～ 68紐一括）

竪紙；2828×4029 1通 �&
085�02 関ケ原・高木家85②（84 ～ 99紐一括、
85綴一括）

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八郎様

続紙⑷；1621×162 1通 �&
007 関ケ原・高木家7

野村斎兵衛様、立木新八様、桑原弥市
右衛門様

続紙⑷；1725×148 1通 虫損 �&
070 関ケ原・高木家70

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様 折紙；3224×4524 1通 �&
012 関ケ原・高木家12

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑸；18×172 1通 �&
013 関ケ原・高木家13

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

折紙；36×50 1通 虫損 �&
015 関ケ原・高木家15

続紙⑵；24×69 1通 虫損 �&
017�01 関ケ原・高木家17（17綴一括）

竪紙；310×349 1通 �&
017�02 関ケ原・高木家17（17綴一括）

竪紙；2328×3426 1通 �&
017�03 関ケ原・高木家17（17綴一括）

立川孫助様 折紙；3125×4122 1通 虫損 �&
096 関ケ原・高木家96（84 ～ 99紐一括）

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑵；1822×7728 1通 �&
016 関ケ原・高木家16
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 43 〔藪谷山・いくり山・三国山の様子尋
ねる件承知、時山村庄屋・奥村庄屋・
時郷惣村名代に打上村庄屋を召し連れ
明後25日に伺い出るにつき書状、16の
返書〕

（元禄13年）
3月23日

1700 立木新八、桑原弥市右衛門、野村斎兵
衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 44 〔打上村より三国嶽・古田村・清司原
村の小絵図と証文案紙を遣わすので国
絵図・道筋相違なきよう名主中へ申し
付け証文取り替わすべきにつき書状〕

（元禄13年）
4月 3日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 45 〔時山村名主と五僧村名主の立会国境
相究の件ほかにつき書状〕

（元禄13年）
4月18日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 46 〔打上村・細野村・時山村庄屋衆と篠
立村名主衆の立会国境吟味の件につき
書状〕

（元禄13年）
卯月18日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 47 〔五僧村・時山村の道筋町間国境吟味
の証文案紙・国境絵図、藪谷山境の証
文案紙・小絵図相渡しの件ほかにつき
書状〕

（元禄13年）
4月26日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 48 〔三国嶽国境証文案紙を百姓衆へ相渡、
小絵図相違なければ証文に継ぎ三ヶ国
の名主の印形申し付けの件ほかにつき
書状〕

（元禄13年）
5月27日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 49 〔三国ヶ嶽山形相究り、烏帽子ヶ嶽名
繋証文へ濃州勢州百姓加印取り、三
国ヶ嶽・烏帽子ヶ嶽書付様聞届の件ほ
かにつき書状〕

（元禄13年）
6月 4日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 50 〔両国国境で古田村・清司原村の百姓
存寄あれば打上村百姓と立会相談のう
え書付取替の件ほかにつき書状〕

（元禄13年）
6月10日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 51 差上申一札之事（古絵図にある三国山
を烏帽子ヶ嶽と認め替え山形も書き直
し下さるようお断り申し上げる、打上
村より勢州清司原村への道が古絵図に
ないが古来より人馬通路の村道なので
小絵図に記して差し上げる、高木三家
の奥判あり）

元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、右同村五人組
頭・甚右衛門、同人知行所・同国同郡
細野村庄屋・孫吉、右同村五人組頭・
孫兵衛、同人知行所・同国同郡打上村
庄屋・佐吉、右同村五人組頭・彦四郎、
高木次郎兵衛知行所・同国同郡時山村
庄屋・弥惣右衛門、右同村五人組頭・
又四郎、同人知行所・同国同郡細野村
庄屋・嘉左衛門、右同村五人組頭・彦
三郎、同人知行所・同国同郡打上村庄
屋・太郎左衛門、右同村五人組頭・庄
八、高木富次郎知行所・同国同郡時山
村庄屋・清次右衛門、右同村五人組
頭・清右衛門、同人知行所・同国同郡
細野村庄屋・孫左衛門、右同村五人組
頭・儀兵衛、同人知行所・同国同郡打
上村庄屋・忠右衛門、右同村五人組
頭・太郎右衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 52 差上申一札之事（藪谷山小絵図証文） 元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛㊞、高木次郎兵衛
知行所・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛
門㊞、高木富次郎知行所・同国同郡同
村庄屋・清次右衛門㊞、［　切取　］

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 53 〔藪谷山小絵図〕
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

立川孫助様、宮川武太輔様 折紙；2826×4021 1通 虫損 �&
095 関ケ原・高木家95（84 ～ 99紐一括）

立木新八様、桑原弥市右衛門様、野村
斎兵衛様

折紙；3622×50 1通 �&
003 関ケ原・高木家3

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑺；1821×270 1通 �&
081 関ケ原・高木家81

野村斎兵衛様、桑原弥一右衛門様、立
木新八様

続紙⑶；18×10625 1通 虫損 �&
078 関ケ原・高木家78

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八郎様

続紙⑼；1727×332 1通 虫損 �&
076 関ケ原・高木家76

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑺；1821×342 1通 �&
069 関ケ原・高木家69

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑹；18×204 1通 �&
080 関ケ原・高木家80

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑹；18×251 1通 �&
077 関ケ原・高木家77

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太夫殿

続紙⑷；2325×128 1通 �&
041 関ケ原・高木家41（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑵；3022×84 1通 欠損、一部切取、
小絵図欠（82�21）

�&
038 関ケ原・高木家38（36 ～ 52紐一括）

竪紙；30×42 1枚 38の小絵図 �&
082�21 関ケ原・高木家82�21
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 54 差上申一札之事（藪谷山小絵図証文） 元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、高木次郎兵衛知
行所・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛
門、高木富次郎知行所・同国同郡同村
庄屋・清次右衛門、井伊掃司頭知行
所・近江国犬上郡河内村庄屋・宮内、
同国同郡同村庄屋・平五郎、同国同郡
同村庄屋・清兵衛、同国同郡同村庄
屋・平内

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 55 差上申一札之事（藪谷山小絵図証文） 元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、高木次郎兵衛知
行所・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛
門、高木富次郎知行所・同国同郡同村
庄屋・清次右衛門、井伊掃部頭知行
所・近江国犬上郡河内村庄屋・宮内、
同国同郡同村庄屋・平五郎、同国同郡
同村庄屋・清兵衛、同国同郡同村庄
屋・平内

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 56 〔藪谷山小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 57 〔藪谷山小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 58 〔藪谷山小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 59 指上申一札之事（三国ヶ嶽小絵図証文）元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、右同村五人組
頭・甚右衛門、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡時山村庄屋・弥惣右衛門、右
同村五人組頭・又四郎、高木富次郎知
行所・同国同郡時山村庄屋・清次右衛
門、右同村五人組頭・清右衛門、松平
越中守知行所・伊勢国員弁郡篠立村庄
屋・伊右衛門、右同断五人組頭・与左
衛門、井伊掃部頭知行所・近江国犬上
郡大君ヶ畑村庄屋・勘左衛門、右同村
横目・久次郎、同人知行所・同国同郡
佐目村庄屋・嘉平次、右同村横目・万
蔵、同人知行所・同国同郡後谷村庄
屋・八兵衛、右同村横目・平次郎

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 60 指上申一札之事（三国ヶ嶽小絵図証文）元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、右同村五人組
頭・甚右衛門、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡時山村庄屋・弥惣右衛門、右
同村五人組頭・又四郎、高木富次郎知
行所・同国同郡時山村庄屋・清次右衛
門、右同村五人組頭・清右衛門、松平
越中守知行所・伊勢国員弁郡篠立村庄
屋・伊右衛門、右同断五人組頭・与左
衛門、井伊掃部頭知行所・近江国犬上
郡大君ヶ畑村庄屋・勘左衛門、右同村
横目・久次郎、同人知行所・同国同郡
佐目村庄屋・嘉平次、右同村横目・万
蔵、同人知行所・同国同郡後谷村庄
屋・八兵衛、右同村横目・平次郎

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 61 〔三国ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 62 〔三国ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 63 〔三国ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 64 〔三国ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 65 〔三国ヶ嶽小絵図〕
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；2828×6329 1通 虫損 �&
051 関ケ原・高木家51（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑵；3023×7523 1通 �&
054 関ケ原・高木家54（53 ～ 68紐一括）

竪紙；31×4222 1枚 �&
082�05 関ケ原・高木家82�5

切紙；2928×3428 1枚 �&
082�16 関ケ原・高木家82�16

切紙；2921×4025 1枚 �&
082�20 関ケ原・高木家82�20

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑵；30×7925 1通 虫損 �&
043 関ケ原・高木家43（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；3023×117 1通 �&
049 関ケ原・高木家49（36 ～ 52紐一括）

切紙；23×2925 1枚 �&
082�04 関ケ原・高木家82�4

切紙；2625×29 1枚 �&
082�10 関ケ原・高木家82�10

切紙；22×2922 1枚 剥離付箋「伊勢ノ
国ハ赤色ニ可被成
候」

�&
082�11 関ケ原・高木家82�11

切紙；26×3025 1枚 �&
082�13 関ケ原・高木家82�13

切紙；2923×2525 1枚 �&
082�14 関ケ原・高木家82�14
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 66 差上申一札之事（打上村より古田・清
司原村へ移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年
6月11日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
打上村庄屋・佐吉㊞、右同村五人組
頭・彦四郎㊞、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡同村庄屋・太郎左衛門㊞、右
同村五人組頭・庄八㊞、高木富次郎知
行所・同国同郡同村庄屋・忠右衛門
㊞、右同村五人組頭・太郎右衛門㊞、
松平越中守知行所・伊勢国員弁郡古田
村庄屋・茂左衛門㊞、右同村五人組
頭・忠右衛門㊞、同人知行所・同国同
郡清司原村庄屋・喜兵衛㊞、同村庄
屋・勘兵衛㊞、右同村五人組頭・安左
衛門㊞、右同村五人組頭・所左衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 67 差上申一札之事（打上村より古田・清
司原村へ移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
打上村庄屋・佐吉㊞、右同村五人組
頭・彦四郎㊞、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡同村庄屋・太郎左衛門㊞、右
同村五人組頭・庄八㊞、高木富次郎知
行所・同国同郡同村庄屋・忠右衛門
㊞、右同村五人組頭・太郎右衛門㊞、
松平越中守知行所・伊勢国員弁郡古田
村庄屋・茂左衛門㊞、右同村五人組
頭・忠右衛門㊞、同人知行所・同国同
郡清司原村庄屋・喜兵衛㊞、右同村五
人組頭・安左衛門㊞、右同村庄屋・勘
兵衛㊞、右同村五人組頭・庄左衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 68 差上申一札之事（打上村より古田・清
司原村へ移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年
6月11日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
打上村庄屋・佐吉、右同村五人組頭・
彦四郎、高木次郎兵衛知行所・同国同
郡同村庄屋・太郎左衛門、右同村五人
組頭・庄八、高木富次郎知行所・同国
同郡同村庄屋・忠右衛門、右同断五人
組頭・太郎右衛門、松平越中守知行
所・伊勢国員弁郡古田村庄屋・茂左衛
門、右同村五人組頭・忠右衛門、同人
知行所・同国同郡清司原村庄屋・喜兵
衛、右同村五人組頭・安左衛門、右同
村庄屋・勘兵衛、右同村五人組頭・庄
左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 69 〔打上村より古田・清司原村へ移候道
筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 70 〔打上村より古田・清司原村へ移候道
筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 71 〔打上村より古田・清司原村へ移候道
筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 72 〔打上村より古田・清司原村へ移候道
筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 73 差上申一札之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛㊞、右同村五人組
頭・甚右衛門㊞、高木次郎兵衛知行
所・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛門
㊞、右同村五人組頭・又四郎㊞、高木
富次郎知行所・同国同郡同村庄屋・清
次右衛門㊞、右同村五人組頭・清右衛
門㊞、［　切取　］

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 74 〔時山村より五僧村へ移候道筋小絵図〕
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑷；5821×140 1通 絵図貼付 �&
022 関ケ原・高木家22

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；
5823×12523

1通 虫損、絵図貼付 �&
020 関ケ原・高木家20

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑷；3021×119 1通 虫損 �&
050 関ケ原・高木家50（36 ～ 52紐一括）

切紙；2925×3027 1枚 �&
082�08 関ケ原・高木家82�8

切紙；3021×3127 1枚 �&
082�02 関ケ原・高木家82�2

切紙；3023×3023 1枚 �&
082�12 関ケ原・高木家82�12

切紙；2820×32 1枚 �&
082�18 関ケ原・高木家82�18

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；2927×9627 1通 欠損、一部切取、
小絵図欠（82�1）

�&
047 関ケ原・高木家47（36 ～ 52紐一括）

切紙；2222×36 1枚 47の小絵図 �&
082�01 関ケ原・高木家82�1
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 75 差上申一札之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、同村五人組頭・
甚右衛門、高木次郎兵衛知行所・同国
同郡同村庄屋・弥惣右衛門、同村五人
組頭・又四郎、高木富次郎知行所・同
国同郡同村庄屋・清次右衛門、同村五
人組頭・清右衛門、井伊掃部頭知行
所・近江国犬上郡五僧村庄屋・庄兵
衛、同村横目・彦左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 76 差上申一札之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文）

元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、同村五人組頭・
甚右衛門、高木次郎兵衛知行所・同国
同郡同村庄屋・弥惣右衛門、同村五人
組頭・又四郎、高木富次郎知行所・同
国同郡同村庄屋・清次右衛門、同村五
人組頭・清右衛門、井伊掃部頭知行
所・近江国犬上郡五僧村庄屋・庄兵
衛、同村横目・彦左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 77 〔時山村より五僧村へ移候道筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 78 〔時山村より五僧村へ移候道筋小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 79 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛㊞、右同村五人組
頭・甚右衛門㊞、同人知行所・同国同
郡細野村庄屋・孫吉㊞、右同村五人組
頭・孫兵衛㊞、同人知行所・同国同郡
打上村庄屋・佐吉㊞、右同村五人組
頭・彦四郎㊞、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡時山村庄屋・弥惣右衛門㊞、
右同村五人組頭・又四郎㊞、右同人知
行所・同国同郡細野村庄屋・嘉左衛門
㊞、右同村五人組頭・彦三郎㊞、同人
知行所・同国同郡打上村庄屋・太郎左
衛門㊞、右同村五人組頭・庄八㊞、高
木富次郎知行所・同国同郡時山村庄
屋・清次右衛門㊞、右同村五人組頭・
清右衛門㊞、同人知行所・同国同郡細
野村庄屋・孫左衛門㊞、右同村五人組
頭・儀兵衛㊞、同人知行所・同国同郡
打上村庄屋・忠右衛門㊞、右同村五人
組頭・太郎右衛門㊞、松平越中守知行
所・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・伊右衛
門㊞（墨消）、右同村五人組頭・与左
衛門㊞（墨消）
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太夫殿

続紙⑵；3023×80 1通 �&
037 関ケ原・高木家37（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；3021×94 1通 �&
039 関ケ原・高木家39（36 ～ 52紐一括）

切紙；22×41 1枚 �&
082�09 関ケ原・高木家82�9

切紙；2228×3828 1枚 �&
082�15 関ケ原・高木家82�15

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑷；
5722×14823

1通 絵図貼付 �&
019 関ケ原・高木家19
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 80 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛㊞、右同村五人組
頭・甚右衛門㊞、同人知行所・同国同
郡細野村庄屋・孫吉㊞、右同村五人組
頭・孫兵衛㊞、同人知行所・同国同郡
打上村庄屋・佐吉㊞、右同村五人組
頭・彦四郎㊞、高木次郎兵衛知行所・
同国同郡時山村庄屋・弥惣右衛門㊞、
右同村五人組頭・又四郎㊞、右同人知
行所・同国同郡細野村庄屋・嘉左衛門
㊞、右同村五人組頭・彦三郎㊞、同人
知行所・同国同郡打上村庄屋・太郎左
衛門㊞、右同村五人組頭・庄八㊞、高
木富次郎知行所・同国同郡時山村庄
屋・清次右衛門㊞、右同村五人組頭・
清右衛門㊞、同人知行所・同国同郡細
野村庄屋・孫左衛門㊞、右同村五人組
頭・儀兵衛㊞、同人知行所・同国同郡
打上村庄屋・忠右衛門㊞、右同村五人
組頭・太郎右衛門㊞、松平越中守知行
所・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・伊右衛
門、右同村五人組頭・与左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 81 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、同村五人組頭・
甚右衛門、同人知行所・同国同郡細野
村庄屋・孫吉、同村五人組頭・孫兵衛、
同人知行所・同国同郡打上村庄屋・佐
吉、同村五人組頭・彦四郎、高木次郎
兵衛知行所・同国同郡時山村庄屋・弥
惣右衛門、同村五人組頭・又四郎、同
人知行所・同国同郡細野村庄屋・嘉左
衛門、同村五人組頭・彦三郎、同人知
行所・同国同郡打上村庄屋・太郎左衛
門、同村五人組頭・庄八、高木富次郎
知行所・同国同郡時山村庄屋・清次右
衛門、同村五人組頭・清右衛門、同人
知行所・同国同郡細野村庄屋・孫左衛
門、同村五人組頭・儀兵衛、同人知行
所・同国同郡打上村庄屋・忠右衛門、
同村五人組頭・太郎右衛門、松平越中
守知行所・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・
伊右衛門、同村五人組頭・与左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 82 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文）

元禄13庚辰年
6月23日

1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、右同村五人組
頭・甚右衛門、同人知行所・同国同郡
細野村庄屋・孫吉、右同村五人組頭・
孫兵衛、同人知行所・同国同郡打上村
庄屋・佐吉、右同村五人組頭・彦四郎、
高木次郎兵衛知行所・同国同郡時山村
庄屋・弥惣右衛門、右同村五人組頭・
又四郎、同人知行所・同国同郡細野村
庄屋・嘉左衛門、右同村五人組頭・彦
三郎、同人知行所・同国同郡打上村庄
屋・太郎左衛門、右同村五人組頭・庄
八、高木富次郎知行所・同国同郡時山
村庄屋・清次右衛門、右同村五人組
頭・清右衛門、同人知行所・同国同郡
細野村庄屋・孫左衛門、右同村五人組
頭・儀兵衛、同人知行所・同国同郡打
上村庄屋・忠右衛門、右同村五人組
頭・太郎右衛門、松平越中守知行所・
伊勢国員弁郡篠立村庄屋・伊右衛門、
右同村五人組頭・与左衛門
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；51×127 1通 絵図貼付 �&
021 関ケ原・高木家21

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；2825×105 1通 虫損 �&
044 関ケ原・高木家44（36 ～ 52紐一括）

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑷；
2922×16523

1通 虫損 �&
056 関ケ原・高木家56（53 ～ 68紐一括）

― 47 ―



大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 83 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文）

元禄13庚辰年 1700 高木五郎左衛門知行所・美濃国石津郡
時山村庄屋・与兵衛、同村五人組頭・
甚右衛門、同人知行所・同国同郡細野
村庄屋・孫吉、同村五人組頭・孫兵衛、
同人知行所・同国同郡打上村庄屋・佐
吉、同村五人組頭・彦四郎、高木次郎
兵衛知行所・同国同郡時山村庄屋・弥
惣右衛門、同村五人組頭・又四郎、同
人知行所・同国同郡細野村庄屋・嘉左
衛門、同村五人組頭・彦三郎、同人知
行所・同国同郡打上村庄屋・太郎左衛
門、同村五人組頭・庄八、高木富次郎
知行所・同国同郡時山村庄屋・清次右
衛門、同村五人組頭・清右衛門、同人
知行所・同国同郡細野村庄屋・孫左衛
門、同村五人組頭・儀兵衛、同人知行
所・同国同郡打上村庄屋・忠右衛門、
同村五人組頭・太郎右衛門、松平越中
守知行所・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・
伊右衛門、同村五人組頭・与左衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 84 〔烏帽子ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 85 〔烏帽子ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 86 〔烏帽子ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 87 〔烏帽子ヶ嶽小絵図〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 88 〔打上村・細野村・時山村より勢州江
州国境証文に村名主印形し三ヶ国名主
へ遣わし、小絵図証文案文とも返戻し
請取、知行所百姓衆判鑑案文 2通申付
の件ほかにつき書状〕

（元禄13年）
7月 2日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 89 〔認め直しの御窺の御帳よろしいので
三ヶ村の百姓へ渡し追って清書差し上
げるにつき追啓〕

（元禄13年）
7月 2日

1700 宮川武太輔、立川孫助

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 90 〔勢州境庄屋組頭判鑑案差上につき書
付〕

（元禄13年）
7月 2日

1700 宮川武太輔、立川孫助

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 91 判鑑（国絵図御用につき濃州勢州国境
連印証文印形、雛形）

元禄13庚辰
7月　日

1700 野村斎兵衛、桑原弥市右衛門、立木新
八

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 92 〔時山・細野・打上の 3ヶ村の国境小
絵図証文請取、五郎左衛門・富次郎知
行高下帳の返戻しの附紙得心ほかにつ
き書状〕

（元禄13年）
7月 9日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 93 判鑑（国絵図御用につき高木五郎左衛
門・高木次郎兵衛・高木富次郎知行所
の時山村・細野村・打上村庄屋組頭の
印形）

元禄13庚辰年
7月15日

1700 立木新八㊞、桑原弥市右衛門㊞、野村
斎兵衛㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 94 判鑑（国絵図御用につき高木五郎左衛
門・高木次郎兵衛・高木富次郎知行所
の時山村・細野村・打上村庄屋組頭の
印形）

元禄13庚辰年
7月15日

1700 立木新八㊞、桑原弥市右衛門㊞、野村
斎兵衛㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 95 判鑑（国絵図御用につき高木五郎左衛
門・高木次郎兵衛・高木富次郎知行所
の時山村・細野村・打上村庄屋組頭の
印形写）

元禄13庚辰年
7月15日

1700 立木新八、桑原弥市右衛門、野村斎兵
衛

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 96 〔江州勢州境知行所の名主組頭衆取替
の証文に両国へ加印の判鑑 2通請取、
多良村時郷のうち他領分 8ヶ所の件に
つき書状〕

（元禄13年）
7月17日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

松平丹波守様御内・早川太郎右衛門
殿、河原吉兵衛殿、戸田采女正様御内・
立川孫助殿、宮川武太輔殿

続紙⑶；
3023×12523

1通 �&
040 関ケ原・高木家40（36 ～ 52紐一括）

切紙；2925×28 1枚 �&
082�06 関ケ原・高木家82�6

切紙；30×3625 1枚 �&
082�07 関ケ原・高木家82�7

切紙；2921×3425 1枚 �&
082�17 関ケ原・高木家82�17

切紙；28×3825 1枚 �&
082�19 関ケ原・高木家82�19

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八郎様

続紙⑸；18×227 1通 �&
071 関ケ原・高木家71

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様 続紙⑵；1522×45 1通 �&
102 関ケ原・高木家102

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

切紙；1523×3428 1通 前欠ヵ �&
001�02 関ケ原・高木家１②（１綴一括）

立川孫助殿、宮川武太輔殿 折紙；31×4327 1通 虫損 �&
001�01 関ケ原・高木家１①（１綴一括）

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑹；18×227 1通 �&
074 関ケ原・高木家74

立川孫助殿、宮川武太輔殿 続紙⑷；
3122×146

1通 虫損 �&
034 関ケ原・高木家34

立川孫助殿、宮川武太輔殿 続紙⑶；
3121×13023

1通 虫損 �&
035 関ケ原・高木家35

立川孫助殿、宮川武太夫殿 続紙⑷；2825×122 1通 虫損、一括紐共 �&
084 関ケ原・高木家84（84 ～ 99紐一括）

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑷；18×185 1通 �&
011 関ケ原・高木家11
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 97 〔多良村時郷村数の内他領 8ヶ村分は
御三人高帳面と村絵図添目録にも除く
件得心ほかにつき書状〕

（元禄13年）
7月21日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 98 覚（小絵図証文 5通見合わせたき儀あ
るので当分借用し済み次第返し戻すに
つき証文）

元禄13庚辰年
7月22日

1700 土屋甚五兵衛㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 99 〔このたびの仕替の小絵図証文に印形
した上は先の証文印形は切り抜き戻さ
なくては江州の百姓が不合点、三国山
と三国ヶ嶽の表記につき書状〕

（元禄13年）
7月26日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 100〔勢州・江州方へ仕替小絵図印形の件
につき書状〕

（元禄13年）
8月 6日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 101〔仕替小絵図印形の件につき書状〕 （元禄13年）
8月10日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 102 一札之事（絵図の三国山美濃方少し違
いあっても境は水流山手通に紛れない
につき手形写）

元禄13庚辰年
8月17日

1700 濃州石津郡時山村庄屋・与兵衛、弥惣
右衛門、清次右衛門

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 103〔 5 ヶ所境目の村々名主中立会のもと
小絵図証文に印形のところ時郷多良村
惣村絵図の村居流に少々相違あるので
印形仕替・村絵図直し件につき書状〕

（元禄13年）
8月21日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 104〔 5 ヶ所境目の村々名主中立会のもと
小絵図証文に印形のところ時郷多良村
惣村絵図の村居流に少々相違あるので
印形仕替・村絵図直し件につき書状〕

（元禄13年）
8月21日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 105〔 5 ヶ所境目の村々名主中立会のもと
小絵図証文に印形のところ時郷多良村
惣村絵図の村居流に少々相違あるので
印形仕替・村絵図直し件につき書状
写〕

（元禄13年）
8月21日

1700 宮川武太輔、立川孫助

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 106〔烏帽子ヶ嶽・清司原村 2枚の小絵図
色分・印形の件につき書状〕

（元禄13年）
8月22日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 107〔御三所様御知行所認替の村高帳と多
良村時郷両村絵図奥書認め直し請取、
小絵図証印形の件で勢州方三ヶ村名主
中の様子ほかにつき書状〕

（元禄13年）
9月朔日

1700 宮川武太輔安親（花押）、立川孫助郎
伯（花押）

〔欠番〕

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 108 覚（御三所様知行所村高帳三冊取替返
上につき帳面訳書）

（元禄13年）
9月朔日

1700 宮川武太輔、立川孫助

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 109 指上申証文之事（藪谷山小絵図証文
写）

天保 8丁酉年
4月

1837 彦根領・近江国犬上郡河内安原村庄
屋・由平印、同宮前村庄屋・九右衛門
印、同中村庄屋・仲右衛門印、同下村
庄屋・佐左衛門印、高木修理領分・美
濃国石津郡時山村庄屋・甚助印、組
頭・利八印、高木玄蕃領分・同国同郡
同村庄屋・弥惣右衛門印、組頭・加兵
衛印、高木大内蔵領分・同国同郡同村
庄屋・熊治印、組頭・惣五郎印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 110 差上申一札之事（藪谷山小絵図証文、
元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助㊞、高木玄蕃領分・同国同郡
同村庄屋・弥惣右衛門㊞、高木大内蔵
領分・同国同郡同村庄屋・熊次㊞、近
江国犬上郡河内村庄屋・由平㊞、同・
九右衛門㊞、同・長三郎㊞、同・左次
右衛門㊞
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八郎様

続紙⑶；18×113 1通 �&
079 関ケ原・高木家79

立川孫助殿、宮川武太輔殿 竪紙；3024×4423 1通 虫損、包紙「土屋
甚五兵衛殿　御証
文」

�&
052 関ケ原・高木家52（36 ～ 52紐一括）

土屋甚五兵衛様 続紙⑸；
1822×29723

1通 欠損 �&
004 関ケ原・高木家4

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑶；
1820×14325

1通 �&
005 関ケ原・高木家5

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑸；1822×211 1通 �&
008 関ケ原・高木家8

江州犬上郡大君畑村・勘左衛門殿、久
次郎殿

切紙；2427×31 1通 �&
090 関ケ原・高木家90（84 ～ 99紐一括）

野村斎兵衛様、桑原弥一右衛門様、立
木新八様

続紙⑻；1623×385 1通 虫損 �&
072 関ケ原・高木家72

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑺；
1525×30226

1通 虫損 �&
010 関ケ原・高木家10

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

半横；
1525×4229；3丁

1冊 �&
006 関ケ原・高木家6

立木新八様、桑原弥市右衛門様 続紙⑺；18×25028 1通 �&
009 関ケ原・高木家9

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑹；
1725×352�U�4822

1通 18が中欠部分に該
当

�&
075 関ケ原・高木家75

75の中欠部分に該
当

�&
018 関ケ原・高木家18

野村斎兵衛様、桑原弥市右衛門様、立
木新八様

続紙⑶；31×10125 1通 虫損 �&
063 関ケ原・高木家63（53 ～ 68紐一括）

近江国御絵懸り・本多下総守様御内御
役人中様、加藤能登守様御内御役人中
様

続紙⑵；2725×7527 1通 �&
089�02 関ケ原・高木家89�2（84 ～ 99紐一括、
89�1 ～ 2紐一括）

続紙⑵；2729×7125 1通 包紙「上　美濃国
石津郡時山村　近
江国犬上郡河内村」

�&
055 関ケ原・高木家55（53 ～ 68紐一括）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 111 差上申一札之事（藪谷山小絵図証文
写、元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助印、高木玄蕃領分・同国同郡
同村庄屋・弥惣右衛門印、高木大内蔵
領分・同国同郡同村庄屋・熊次印、近
江国犬上郡河内村庄屋・由平印、同・
九右衛門印、同・長三郎印、同・左次
右衛門印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 112 差上申一札之事（三国ヶ嶽小絵図証
文、元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助㊞、組頭・利八㊞、高木玄蕃
領分・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛門
㊞、組頭・加兵衛㊞、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・熊次㊞、組頭・惣
五郎㊞、松平越中守領分・伊勢国員弁
郡篠立村庄屋・六兵衛㊞、組頭・与左
衛門㊞、近江国犬上郡大君ヶ畑村庄
屋・長蔵㊞、横目・伝右衛門㊞、同国
同郡佐目村庄屋・長右衛門㊞、横目・
太右衛門㊞、同国同郡後谷村庄屋・喜
三郎㊞、横目・小右衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 113 差上申一札之事（三国ヶ嶽小絵図証文
写、元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年 1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助印、組頭・利八印、高木玄蕃
領分・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛門
印、組頭・加兵衛印、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・熊次印、組頭・惣
五郎印、松平越中守領分・伊勢国員弁
郡篠立村庄屋・六兵衛印、組頭・与左
衛門印、近江国犬上郡大君ヶ畑村庄
屋・長蔵印、横目・伝右衛門印、同国
同郡佐目村庄屋・長右衛門印、横目・
太右衛門印、同国同郡後谷村庄屋・喜
三郎印、横目・小右衛門印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 114 差上申一札之事（打上村より古田・清
司原村へ移候道筋小絵図証文、元禄13
年改証文の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡打上村庄
屋・半平㊞、組頭・吉右衛門㊞、高木
玄蕃領分・同国同郡同村庄屋・松次郎
㊞、組頭・繁蔵㊞、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・長右衛門㊞、組
頭・伝蔵㊞、松平越中守領分・伊勢国
員弁郡古田村庄屋・斎右衛門㊞、組
頭・善八㊞、同人領分・同国同郡清司
原村庄屋・茂兵衛㊞、組頭・半左衛門
㊞、同村兼帯・篠立村庄屋・六兵衛㊞、
組頭・治右衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 115 差上申一札之事（打上村より古田・清
司原村へ移候道筋小絵図証文写、元禄
13年改証文の通り）

天保 8丁酉年 1837 高木修理領分・美濃国石津郡打上村庄
屋・半平印、組頭・吉右衛門印、高木
玄蕃領分・同国同郡同村庄屋・松次郎
印、組頭・繁蔵印、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・長右衛門印、組
頭・甚助印、松平越中守領分・伊勢国
員弁郡古田村庄屋・斎右衛門印、組
頭・善八印、同人領分・同国同郡清司
原村庄屋・茂兵衛印、組頭・半左衛門
印、同村兼帯・篠立村庄屋・六兵衛印、
組頭・治右衛門印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 116 差上申証文之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文写、元禄13年改証
文の通り）

天保 8丁酉年
4月

1837 彦根領・近江国犬上郡五僧村庄屋・長
左衛門、横目・利右衛門、高木修理領
分・美濃国石津郡時山村庄屋・甚助、
組頭・利八、高木玄蕃領分・同州同郡
同村庄屋・弥惣右衛門印、組頭・加兵
衛印、高木大内蔵領分・同州同郡同村
庄屋・熊治印、組頭・惣五郎印
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

戸田采女正様御内、青山播磨守様御内 続紙⑶；28×9025 1通 虫損 �&
059 関ケ原・高木家59（53 ～ 68紐一括）

続紙⑶；28×109 1通 虫損、包紙「上　
美濃国石津郡時山
村　伊勢国員弁郡
篠立村　近江国犬
上郡大君ヶ畑村・
佐目村・後谷村」

�&
062 関ケ原・高木家62（53 ～ 68紐一括）

戸田采女正様御内、青山播磨守様御内 続紙⑶；28×115 1通 虫損、包紙「上」 �&
065 関ケ原・高木家65（53 ～ 68紐一括）

続紙⑷；2729×71 1通 虫損、包紙「上　
美濃国石津郡打上
村　伊勢国員弁郡
吉田村・清司原村」

�&
067 関ケ原・高木家67（53 ～ 68紐一括）

戸田采女正様御内、青山播磨守様御内 続紙⑷；28×142 1通 虫損、包紙「上」 �&
066 関ケ原・高木家66（53 ～ 68紐一括）

近江国御絵図掛り・本多下総守様御内
御役人中様、加藤能登守様御内御役人
中様

続紙⑵；29×67 1通 虫損、紐に付札「先
方御掛江五僧村并
河内村連印差出候
時山村之写巻通候
扣弐也」

�&
089�01 関ケ原・高木家89�1（84 ～ 99紐一括、
89�1 ～ 2紐一括）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 117 差上申一札之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文、元禄13年改証文
の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助㊞、組頭・利八㊞、高木玄蕃
領分・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛門
㊞、組頭・加兵衛㊞、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・熊次㊞、組頭・惣
五郎㊞、近江国犬上郡五僧村庄屋・長
左衛門㊞、横目・利右衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 118 差上申一札之事（時山村より五僧村へ
移候道筋小絵図証文写、元禄13年改証
文の通り）

天保 8丁酉年 1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助印、組頭・利八印、高木玄蕃
領分・同国同郡同村庄屋・弥惣右衛門
印、組頭・加兵衛印、高木大内蔵領分・
同国同郡同村庄屋・熊次印、組頭・惣
五郎印、近江国犬上郡五僧村庄屋・長
左衛門印、横目・利右衛門印

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 119 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文、元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年
6月

1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助㊞、組頭・利八㊞、同人領分・
同国同郡細野村庄屋・定助㊞、組頭・
善右衛門㊞、同人領分・同国同郡打上
村庄屋・半平㊞、組頭・吉右衛門㊞、
高木玄蕃領分・同国同郡時山村庄屋・
弥惣右衛門㊞、組頭・加兵衛㊞、同人
領分・同国同郡細野村兼帯・堂上村庄
屋・佐太夫㊞、組頭・孫八㊞、同人領
分・同国同郡打上村庄屋・松次郎㊞、
組頭・繁蔵㊞、高木大内蔵領分・同国
同郡時山村庄屋・熊次㊞、組頭・惣五
郎㊞、同人領分・同国同郡細野村兼
帯・下村庄屋・孫三郎㊞、組頭・甚助
㊞、同人領分・同国同郡打上村庄屋・
長右衛門㊞、組頭・伝蔵㊞、松平越中
守領分・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・六
兵衛㊞、組頭・与左衛門㊞

Ｄ�勤役 1�幕府 ⑶�幕府 120 差上申一札之事（烏帽子ヶ嶽小絵図証
文写、元禄13年改証文の通り）

天保 8丁酉年 1837 高木修理領分・美濃国石津郡時山村庄
屋・甚助印、組頭・利八印、同人領分・
同国同郡細野村庄屋・定助印、組頭・
善右衛門印、同人領分・同国同郡打上
村庄屋・半平印、組頭・吉右衛門印、
高木玄蕃領分・同国同郡時山村庄屋・
弥惣右衛門印、組頭・加兵衛印、同人
領分・同国同郡細野村兼帯・堂上村庄
屋・佐太夫印、組頭・孫八印、同人領
分・同国同郡打上村庄屋・松次郎印、
組頭・繁蔵印、高木大内蔵領分・同国
同郡時山村庄屋・熊次印、組頭・惣五
郎印、同人領分・同国同郡細野村兼
帯・下村庄屋・孫三郎印、組頭・甚助
印、同人領分・同国同郡打上村庄屋・
長右衛門印、組頭・伝蔵印、松平越中
守領分・伊勢国員弁郡篠立村庄屋・六
兵衛印、組頭・与左衛門印

Ｅ�治水 3�普請見
廻

⑴�普請見廻 1 〔尾張領分濃州安八郡中村の懸廻堤築
立願の件につき書付〕

天保元寅年
9月

1830

Ｆ�家政 1�系譜 ⑶�続書 1 西尾氏一門書之覚

Ｆ�家政 5�交際 ⑵�その他 1 〔新年の挨拶と自然薯蕷進上につき書
状〕

正月11日 高木修理経貞（花押）

Ｇ�財政 1�収支 ⑶�金銭収支 1 覚（岐阜酒・樽代ほか〆金 3両 3分銭
793文）

7月 8日 土屋瀬左衛門

Ｇ�財政 7�その他 ⑵�その他 1 〔今月25日は外屋鋪より御下げ金もあ
るのでその内にて御救金並御月賄金と
も差し上げるにつき書状〕

8月12日 武井栄助㊞

池田井水 1 小井水口板堰大工手間代覚帳 享保 6辛丑年
5月朔日

1721
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

続紙⑷；28×90 1通 包紙「上　美濃国
石津郡時山村　近
江国犬上郡五僧村」

�&
057 関ケ原・高木家57（53 ～ 68紐一括）

戸田采女正様御内、青山播磨守様御内 続紙⑶；2821×8928 1通 虫損、包紙「上」 �&
060 関ケ原・高木家60（53 ～ 68紐一括）

続紙⑷；28×143 1通 虫損、包紙「上　
美濃国石津郡時山
村・細野村・打上
村　伊勢国員弁郡
篠立村」

�&
058 関ケ原・高木家58（53 ～ 68紐一括）

戸田采女正様御内、青山播磨守様御内 続紙⑷；28×152 1通 �&
061 関ケ原・高木家61（53 ～ 68紐一括）

続紙⑹；
1621×23723

1通 虫損 �&
025 関ケ原・高木家25

続紙⑹；29×242 1通 虫損、付箋 6点 �&
024 関ケ原・高木家24

折紙；3025×43 1通 �&
100 関ケ原・高木家100

立木新八殿、永田蜜右衛門殿 竪紙；2827×3928 1通 �&
104 関ケ原・高木家104

高　大君様　尊下 続紙⑻；17×325 1通 虫損 �&
103 関ケ原・高木家103

半横；
1428×4125；４丁

1冊 虫損 �&
032�01 関ケ原・高木家32①（32綴一括）
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大項目 中項目 小項目 整理
番号 標題 年月日 西暦 作成者

池田井水 2 井水請事付込帳 享保 6辛丑年
6月朔日

1721

池田井水 3 申之年池田井水堀所堰所目論見帳 宝暦 2壬申年
4月19日

1752 井頭・松井三郎兵衛、草深村庄屋・弥
助、同村組頭・藤十郎、右同断・清右
衛門、右同断・幸右衛門、般若畑村庄
屋・市郎次、右同断代・丈右衛門、同
村組頭・六兵衛

池田井水 4 井組申合一札之事（池田井水堰所につ
き申合証文）

寛政元己酉年
4月日

1789 本郷村名主・庄右衛門㊞、同村加役名
主・次郎左衛門㊞、同村五人組頭・浅
十郎㊞、青柳村名主・左市㊞、同村五
人組頭・惣吉㊞、田畑村名主・五郎治
㊞、同村五人組頭・喜十郎㊞、山洞村
庄屋・幸右衛門㊞、右同断・定右衛門
㊞、同村組頭・定吉㊞、草深村庄屋・
三郎兵衛㊞、同村組頭・三右衛門㊞、
願成寺名主・民蔵㊞、右同断・新兵衛
㊞、同村五人組頭・甚吉㊞、小牛村名
主・民蔵㊞、同村五人組頭・半蔵㊞、
宮地村名主・藤蔵㊞、右同断・新左衛
門㊞、同村五人組頭・甚左衛門㊞、般
若畑村庄屋・直蔵㊞、同村組頭・丈八
㊞、段村名主・勝弥㊞、同村五人組頭・
嘉吉㊞、舟子村名主・新兵衛㊞、同村
五人組頭・仙蔵㊞、沓井村庄屋・藤蔵
㊞、右同断・和助㊞、同村組頭・文右
衛門㊞、同村庄屋大判・市右衛門㊞、
田中村名主・佐藤次㊞、右同断・新兵
衛㊞、右同断・幸次郎㊞、同村五人与
頭・義平㊞、萩原村名主・宇六㊞、同
村五人組頭・権右衛門㊞

池田井水 5 粕川一件願書ノ下　　引得 享和元辛酉年
9月日

1801

池田井水 6 乍恐奉願上候御事（池田井組十四ヶ村
井水堰所の件で加須河原野新田への反
論）

天保11子年
5月

1840 「尾州御領・山洞村」（抹消）

帯刀関係 1 安永二年巳五月　帯刀御免許之者書上
帳　安八郡中村

天明元年丑 6
月用之書上ケ

1781 安八郡中村庄や・□右衛門㊞

帯刀関係 2 帯刀書上 寛政 7年卯
6月 8日

1795 中村・三左衛門

粮米人足諸色調帳 1 御預所村々より差出候粮米人足諸色調
帳（別府村、生津村、鏡嶋村、上穂積
村、下穂積村、只越村、十八条村、近
嶋村、厚見郡中嶋村、上本田村、下本
田村、美江寺村、野白新田、八幡村、
池田野新田、東野村、福田村、西結村）

（慶応元年）
丑 2月

1865 御領所御代官

大野郡の村略図 1 大野郡居倉村略図

大野郡の村略図 2 大野郡唐栗村略図

大野郡の村略図 3 大野郡七崎村略図

大野郡の村略図 4 大野郡田ノ上村略図

大野郡の村略図 5 大野郡森村略図

大野郡の村略図 6 宮田村略図（大野郡）

大野郡の村略図 7 大野郡大月村略図

包紙 1 上（包紙）

包紙 2 上（包紙）
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宛名 形態（紙数）；寸法 点数 概要 目録管理
番号 請求番号

半横；
1428×4125； 7 丁

1冊 虫損 �&
032�02 関ケ原・高木家32②（32綴一括）

多賀又左衛門殿 半横；
1423×4023； 7 丁

1冊 欠損、剥離付箋 2
枚

�&
031 関ケ原・高木家31

続紙⑸；2725×163 1通 虫損、松原次左衛
門の裏書あり

�&
026 関ケ原・高木家26

半縦；
2522×1722；24丁

1冊 �&
033 関ケ原・高木家33

大垣御役所 続紙⑸；28×162 1通 虫損、端裏「池田
井水書付　六之井」

�&
027 関ケ原・高木家27

半縦；
2422×1721； 4 丁

1冊 虫損 �&
028 関ケ原・高木家28

半縦；
2421×17； 4 丁

1冊 虫損 �&
030 関ケ原・高木家30

半縦；
24×1721；13丁

1冊 虫損 �&
029 関ケ原・高木家29

竪紙；3125×4427 1枚 近代 �&
023�01 関ケ原・高木家23�1（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3123×4423 1枚 近代 �&
023�02 関ケ原・高木家23�2（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3123×4521 1枚 虫損、近代 �&
023�03 関ケ原・高木家23�3（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3125×45 1枚 近代 �&
023�04 関ケ原・高木家23�4（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3125×45 1枚 近代 �&
023�05 関ケ原・高木家23�5（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3121×45 1枚 近代 �&
023�06 関ケ原・高木家23�6（23�1 ～ 7一括）

竪紙；3123×45 1枚 虫損、近代 �&
023�07 関ケ原・高木家23�7（23�1 ～ 7一括）

包紙；3926×28 1枚 虫損 �&
106�01 関ケ原・高木家106

包紙；3927×2822 1枚 �&
106�02 関ケ原・高木家106
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