
藩政／家中／御用

某鰐翻購欝随麗欝断魏騨番仰 （天保8年）3月朔日 横切紙・1通 こ142－2

国奎繰網牽蝉騒認鍛野朧篇議実 慶応3年7月 竪美・1冊 こ143

頭立国右衛門他・名主窪田粂七・組頭常右衛門他2名→御勘
定所御元下様御役所

運船団話方宮下肥前請書［覚］（川合村船頭城用才薪運 慶応3年4月3日 竪紙・1通 こ380
送の糧米受取につき）　運船団話方宮下肥前→才薪方御
役所

（南御門番交代書類一括） 2点 こ70

御徒目付用状（南御門番御徒士交代の件申渡されに 7月 小切紙・1通 こ70－1

つき）御徒目付→一

御徒士頭用状（南御門前番所交代につき）　御徒士頭 小切紙・1通 こ70－2

→一

御徒士頭用状（南御門前番所道具の件申渡につき）御 横切継紙・1通 こ71

徒士頭→一

三人用状［覚］（御用筋届書・書状等届けに付）三人→御 （文久4年）2月6日 　　　　♂｡切継紙・1通 こ73
五人様　包紙に「河原敬之進」とあり

権之進他三名筆上書（高橋牧右衛門役夫三役任命につ 9月24日 切継紙・1通 こ90
き）　権之進・荘蔵・左源太→源次兵衛様　虫損、朱書訂正
あり

（左源太検見御用・酒造停止関係一括） 15点 こ119

（左源太検見御用関係綴） 綴・14点 こ119－1

左源太用状（別紙内の職方回附の件承知につき） 閏8月19日 小切紙・1通 こ119－1－1

左源太→荘蔵様

某用状（畑作の件格別につき） 小切紙・1通 こ119－1－2

左源太用状（別紙内の職方手捉の件承知につき） 閏8月21日 小切紙・1通 こ119－1－3

左源太→荘蔵様

左源太用状（窮民救いにつき）　左源太→源次兵衛 閏8月21日 横切継紙・1通 こ119－1－4

様・荘蔵様・権之進様

左源太用状（検見御用の件宿泊につき）　左源太→ 閏8月19日 横切継紙・1通 こ119－1－5

源次兵衛様・荘蔵様・権之進様

左源太用状（一条の件熟覧につき）左源太→御三人 閏8月19日 横切継紙・1通 こ119－1－6

様

左源太用状（笹平村泊りの件書状届け下さりにつ 閏8月24日 横切継紙・1通 こ119－1－7

き）　左源太→源次兵衛様・荘蔵様・権之進様

左源太用状（内々一条の件口外いたし兼ねにつき） 閏8月23日 小切紙・1通 こ119－1－8

左源太→荘蔵様

左源太用状（窮民御救いにつき）左源太→源次兵衛 閏8月24日 横切継紙・1通 こ119－1－9

様・荘蔵様・権之進様

左源太用状（諸向調べの件心痛につき）　左源太→ 正月15日 横切継紙・1通 こ119－1－10

御三人様

左源太用状（岡野氏へ願いにつき）左源太→御三人 正月20日 小切紙・1通 こ119－1－11

様

左源太用状（検見御用の件状況報告につき）　左源 閏8月23日 横切継紙・1通 こ119－1－12

太→源次兵衛様・荘蔵様・権之進様

某用状（内々申上げ相談につき） 正月16日 横切継紙・1通 こ119。1－13

一43一



藩政／家中／御用／扶持／屋敷・地所／勘定

某用状（献上金等取調べにつき） 正月15日 横切継紙・1通 こ119－1－14

竹内六郎兵衛申上書［御差出申上］（酒造停止の件新 9月2日 横切継紙・1通 こ119－2

米作込みにつき）　竹内六郎兵衛→一

扶持

鼻血状（佐野佐兵衛勝手向声払のため2人扶持申渡しに 横切継紙・1通 こ305
つき）

伊藤源太郎請取状［覚］（3人扶持玄米代金受取につき） 元治元年12月27日 竪紙・1通 こ307
伊藤源太郎→水野清右衛門

屋敷・地所

（屋敷揚地下付取計関係綴） 綴・6点 こ267

水道役用状（揚地130坪下賜につき）　水道役→一　裏 横切継紙・1通 こ267－1

打ち

水道役用状（石倉嘉太夫へ小松家苗跡200坪他下賜 横切継紙・1通 こ267－2

につき）　水道役→一　端裏書「水道役」

水道役用状（橋詰藤五郎屋敷地下賜につき）　水道役 横切紙・1通 こ267－3

→橋詰藤五郎

水道役用状（北村与右衛門方八三郎へ相続等の旨に 横切紙・1通 こ267－4

つき）　水道役→一　端裏書あり

水道役用状（北野左金太屋敷換芳兵衛屋敷地90坪屋 横切継紙・1通 こ267－5

敷と替地につき）　水道役→芳兵衛

水灘鴇踏講顯麟牒讐踊袖丁丁 横切継紙・1通 こ267－6

水道役→出浦惣右衛門・佐川又左衛門・中嶋渡三二2名

勘定

某願書（借入金返済2分金で上納につき）前欠 横切継紙・1通 こ282

（金札御下ヶ正金関係綴） 綴・4点 こ418

辰男他一名用状（金札御下ヶ正金上納の内悪金送返
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目詰　　　　　　　　辰男・斧平→市治様・清右衛門様　などにつき）

11月15日 横切継紙・1通 こ418－1

書あり

辰男他一名用状（酒井様当方発途の件入料高などに
@　　　　　　　　　　　　　　　　　端裏書あり　つき）　辰男・斧平→市治様・清右衛門様

11月7日 横切継紙・1通 こ418・2

善四郎用状（金子不足の件別紙の通り取調べ差上げ 11月16日 横切継紙・1通
こ418－3　　擢

につき）　善四郎→市治様・清右衛門様
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藩政／勘定／吟昧

某購辞認熊翻両内2万3千両大谷幸蔵 横切継紙・1通 こ418・4

吟味

（石川新八申上書） 3点 こ144

（盤膿漏糊三門門下門下灘 文化2年5月29日 封紙・1通 こ144－1

問合意附札相済候書面壱通）

（封紙）［真田伊豆守家来石川新八］ 封紙・1通 こ144－2

型齢豪勢儀齢盈虚講評解翰 （文化2年）5月 横切紙・1通 こ144－3

つき

（真田図書宅盗賊一件関係一括　文政6年） 3点 こ48

石川新八用状（真田図書留守宅に忍入盗賊の衣類の 　　、ｶ政6年4月7日 竪紙・1通 こ48－1

件始末につき）石川新八→一封紙あり

（封筒）［筒井伊賀守二二而御渡之御書融和］ 文政6年4月7日 封筒・1通 こ48－2

（封筒）［筒井伊賀守様二而御渡之御書替書］ 文政6年4月7日 封筒・1通 こ48－3

鈴木源兵衛申上書（真田家来北沢貫三郎宅盗難品につ （享和2年）8月3日 横切継紙・1通 こ49
き）　真田豊後守家来鈴木源兵衛→一　封紙あり

某申付書（半田長兵衛押込につき）　一→半田長兵衛　虫 4月29日 横切継紙・1通 こ87

損

（御替取調綴　慶応2年ん4年） 綴・6点 こ89

御替人名書上帳［十月調］（北島要三他） 横長半・1冊 こ89・1

御替人名書上帳［十二月調］（高橋繁三郎他） 横長半・1冊 こ89。2

御替人名書上帳［三月調］（前月の通り） 折紙・1通 こ89－3

御替人名書上帳［四月調］（高橋繁三郎他） 横長半・1冊 こ89－4

御三人名書上帳［五月調］（前月の通り） 折紙・1通 こ89－5

御出人名書上帳［七月調］（高橋繁三郎他） 横長半・1冊 こ89－6

（中ノ水ノ手御門御番人沙汰関係一括　明治4年） 2点 こ88

宮尾丁重願書［以書付御縄り奉申上候］（奉公人新吉 明治4年5月8日 竪紙・1通 こ88－1

沙汰につき）　中ノ水ノ手御門新五番組宮尾新重→監
察方御役所封紙つき

柳沢鉄之助願書［以書付御門り奉申上候］（伝次郎沙 辛未（明治4年置 竪継紙・1通 こ88・2

汰につき）　中ノ水ノ手御門御番人町田清太郎組柳沢鉄 5月8日
之助→監察方御役所　封紙つき
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藩政／家中／災害／普請

災害

（仕立師脇田八之丞長屋御屋鋪類焼関係一括　天明3年 7点 こ123
～文化6年）

（包紙）［御仕立師脇田八之丞長屋御屋鋪隣御同心鈴 文化6年正月25日 包紙・1通 こ123－1

蓋鱒疑辮賢雰夏圭期中罐斐焚

（難講論1籔螺灘1繊 天明3年4月5日 包紙・1通 こ123。2

置］包紙あり

（欠番） こ123－3

鈴木甚右衛門用状［覚］（地坪の件類焼の際の境界に 天明3年3月 竪紙・1通 こ123－4

つき）　鈴木甚右衛門→脇田八之丞殿

鈴木甚右衛門用状［覚］（地坪の件類焼の際の境界に 天明3年3月 横切継紙・1通 こ123－5

つき写）

絵図（屋敷境杭木打絵図） 天明3年4月5日 鋪・1点 こ123・6

（縢講購1覇鍛灘1瀧通小山田主膳殿御渡図二付封置］ 天明3年4月5日 包紙・1通 こ123－7

普請

（谷町道造り関係一括　文化6年） 4点 こ205

麻布谷町与右衛門儲君名覚書［覚］（谷町道造り出銀 文化6年2月 竪紙・1通 こ205・1

高につき）　麻布谷町家持与右衛門・善吉・名主太左衛門

→真田弾正郭様御役人中様　封紙あり

岡田半右衛門申上書（谷町道造り一件回状拝見につ 2月27日 横切紙・1通 こ205－2

き）　岡田半右衛門→石川新八様・鈴木兵衛様・浅田善左
衛門様　封紙あり

高木右仲用状（谷町道造りの件委細相談につき）松 2月27日 横切紙・1通 こ205－3

平備前守内高木右文→一　製紙あり

岡田半右衛門用状（谷町道造りの件仕様帳絵図拝見 2月27日 横切紙・1通 こ205－4

につき）　相馬因幡守内岡田半右衛門→一　封紙あり

（蔵屋敷門続長屋1棟建替関係綴　嘉永4年） 綴・9点 こ340

（包紙）［工数御請負一札］ 包紙・1通 こ340－1

御壷麟農i塁壁縢i噛読鯉］（騰難壁 嘉永4年6月 竪紙・1通 こ340・2

勇作→御勘定所御金掛御役所

恩田頼母回答状（伺いの旨承知につき）　恩田頼母→ （嘉永4年）5月28日 小切紙・1通 こ340・3

竹村金吾殿
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藩政／家中／普請／交通

御舗霧騨鴇騨辮雛驕腿彗郭 （嘉永4年）5月20日 横切紙・1通 こ340－4

御金掛→

某用状（修復木材料状量等書付につき） （嘉永4年）3月4日 小切紙・1通 こ340－5

御灘擁騒1無爵蝶讐素論幽幽型 （嘉永4年）5月 横切紙・1通 こ340－6

有瀬擁騒讐離郷轡野離i臨講型 （嘉永4年）5月 横切紙・1通 こ340－7

下札あり

某用状（修復材木丈量書付） （嘉永4年） 横折紙・1通 こ340－8

某見取図（御蔵屋敷門続長屋見取図） 竪紙・1通 こ340－9

交通

（引船運送関係一一括　文化13年） 2点 こ421

真田弾正大工家来鈴木弥左衛門伺書（包紙上書）［文 （文化13年）4月 横切紙・1通 こ421－1

攣鎌畢轍欝騰欝藝鍵騒
所運送につき）　真田弾正大弼家来鈴木弥左衛門→一
封紙2枚あり、下ヶ札あり

御纒籔鰻1螺羅鐘響
6月晦日 横切紙・1通 こ421－2

御名→一　封紙あり、付札あり、下部破損

（包紙）［佐州御金荷先触写矢代宿問屋差出井善光寺二 文政4年6月25日 包紙・1通 こ393
而昼賄献立後町村より差出候書面］こ394、こ395の包
紙

善光寺町御本陣藤井平五郎用状［佐州御金宰領御役人 巳6月21日 竪紙・1通 こ394
様御休露盤御昼賄立］（御茶菓子・饅頭など書上）　善
光寺町御本陣藤井平五郎→一

矢代宿問屋源左衛門申上書写［御先触之写］（佐渡より 文政4年6月19日 横切継紙・1通 こ395
の金銀荷輸送につき）　矢代宿問屋源左衛門→御端座奉
行所　包紙あり、虫損甚し

真田伊豆守家来座間百人申上書（石川主水正様に中馬
の件内々御問合につき）　真田伊豆守家来座間百人→一 文政6年10月26日 横切継紙・1通 こ467
包紙2紙あり

［越州新井宿より信州松代迄宿々駄賃帳］　真田信濃守 慶応4年閏4月 横長半・1冊 こ107
内八田嘉吉→一

（竹内金左衛門上京諸入用勘定関係綴　明治2年） 綴・9点 こ386

賃銭掛額座組新平勘定書（竹内金左衛門殿東京へ中 明治2年7月 竪継紙・1通 こ386－1

早追御用帰りの節の諸入用明細につき）賃銭払御
座組新平→池田冨之蓑虫・堤常之相殿・長谷川直太郎殿他
4名　奥書あり

板橋宿深野屋六左衛門金銭受取書［覚］（人足5人金3 巳（明治2年）6月 小切紙・1通 こ386－2

分3朱ト銭500文につき）　板橋宿深野三六左衛門→

［信州松代より武州板橋宿割軽々賃銭帳］（6月8日 巳（明治2年）7月 横長半・1冊 こ386－3
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藩政／家中／交通

～11日）　松代竹内金左衛門内酒井新平→一

［夜増賃銭御勘定帳］（6月8日～11日）新平→一 明治2年6月 横長半・1冊 こ386－4

［出東京道中人足酒代御勘定帳］新平→一 巳（明治2年）6月 横長半・1冊 こ386・5

［松代より東京迄道中御盛代御勘定帳］（6月9日～ 巳（明治2年）7月 横長半・1冊 こ386－6

11日）御座組新平→一

［武州板橋宿より信州松代迄宿々駄賃帳］　竹内金左 明治2年7月 横長半・1冊 こ386－7

衛門内酒井新平→一

［早追道中人足酒代御勘定帳］御座組新平→ 巳（明治2年）7月 横長半・1冊 こ386－8

［道中御賄代御勘定帳］（6月25日～28日）御座組新 巳（明治2年）7月 横長半・1冊 こ386－9

平→

（予々駄賃帳・往還休泊群肝帳綴　明治元年） 綴・9点 こ391

［信州従松代同誌村田迄蓬々駄賃帳］（11月20日～ 明治元年11月 横長半・1冊 こ391－1

22日）　草間一路家来→一

［従松代岩村田迄定々駄賃帳］（11月12日・13日） 明治元年11月12日 横長半・1冊 こ391－2

松代渡辺左太郎家来→一

［従信州松代同州岩村田迄往返宿々駄賃帳］（11月 明治元年11月12日 横長半・1冊 こ391－3

12日～16日置　松代草間一路家来→一

［従松代岩村田迄往返休泊取払帳］ 明治元年11月 横長半・1冊 こ391－4

［従松代岩村田往返休泊遣払帳］ 明治元年11月 横長半・1冊 こ391－5

［従松代飯嶋宿迄休泊御入料帳］　郡分附斉藤孝作 明治元年12月 横長半・1冊 こ391－6

→一

［従松代飯嶋宿松代迄丁々駄賃帳］（12月2日～4日） 明治元年12月2日 横長半・1冊 こ391－7

草間一路家来→一

問屋役人受取書（先触人足3人代金466文につき） 辰（明治元年） 小切紙（8・9仮 こ391－8

問屋役人→一 12月朔日 綴）・1通

［従信州松代同伊奈県迄宿華商掛帳］（11月29日～ 明治元年11月29日 横長半（8・9仮 こ391－9

12月朔日）草間一路家来→一 綴）・1冊

（駄賃、休泊料受取書綴　明治元年）こ391と旧封筒では 綴・34点 こ392
一括

某受取書［覚］（品代金2分2朱ト100文につき）　一→

@上
11月14日 小切紙・1通 こ392－1

小諸横町葡屋初五郎金銭受取書［覚］（品代金2分3朱 11月14日 小切紙・1通 こ392－2

につき）　小諸横町葡屋初五貫目上　下ヶ札あり

田中門田中屋大蔵受取書［覚］（1人様代金2朱ト300 11月12日 小切紙・1通 こ392－3

文につき）田中宿田中屋大蔵→上

問屋金銭受取書［覚］（麻績より人足1人代金617文に 12月4日 小切紙・1通 こ392－4

つき）問屋より→一

問屋役人請取書［覚］（先触人足1人分代金413文につ 12月3日 小切紙・1通 こ392－5

き）問屋役人→一

宮木宿問屋役人金銭受取書［覚（人足3人代金1貫239 12月3日 小切紙・1通 こ392－6

文につき）宮木宿問屋役人→一

問屋役人受取書［覚］（人足1人代金414文につき） 12月3日 小切紙・1通 こ392－7

問屋役人→一

北殿宿問屋役人金銭受取書［覚］（人足1人代金184文 12月3日・ 小切紙・1通 こ392－8

につき）　北殿宿問屋役人→一
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，刈D綾翻灘勢門繍心証長謝淫禦 辰（明治元年）

P2月4日
小切紙・1通 こ392・9

次右衛門→上

扇屋沖三郎金銭受取書［覚］（品代金1分1朱につき） 12月朔日 小切紙・1通 こ392－10

扇屋沖三郎→上様

扇屋沖三郎金銭受取書［覚］（品代金1分1朱につき） 12月2日 小切紙・1通 こ392－11

扇屋沖三郎→上様　　　　　　　　　　　’

飯嶋福屋金銭請取書［覚］（御宿料など代金90匁につ 12月2日 小切紙・1通 こ392－12

き）飯嶋筆屋→上

塩尻宿海老屋吉左衛門金銭受取書［覚］（御上下6人様 12月3日 小切紙・1通 こ392－13

弁当代金1分2朱につき）塩尻宿海老屋吉左衛門→上
青鷺総論魍騨鞠議欝謙晶晶墜　上

11月29日 小切紙・1通 こ392－14

伊奈部宿御宿脇御本陣常盤屋金銭請取書［覚］（御上 12月2日 小切紙・1通 こ392。15

下6人様御泊り代金1分につき）　伊奈下宿御宿脇御
本陣常盤屋源［（虫損）］→上　下部虫損

馬蝉購璽1響講謹響紅6人様昼 11月晦日 小切紙・1通 こ392。16

七節囎顯灘讐寧ド搬難騨耀鵬搾　上

11月20日 小切紙・1通 こ392・17

山崎登治郎金銭受取書［覚］（人足4人代金2貫406文 辰（明治元年） 小切紙・1通 こ392－18

につき）　山崎明治郎→斉藤幸作殿 11月20日

小轍雛豊盟軸組懸盤製縄耀
辰（明治元年）11月22日 小切紙・1通 こ392・19

衛門→上

上田米屋万右衛門金銭請取書［覚］（御上下11人様昼 辰（明治元年） 小切紙・1通 こ392。20

賄代金2分3朱につき）　上田米屋町右衛門→松代特 11月20日

上田御定宿米屋万右衛門金銭請取書［覚］（御茶代金 辰（明治元年） 小切紙・1通 こ392・21

100疋につき）上田御定宿米屋万右衛門→松代下上 11月20日

小諸町御本当代巴兵左衛門金銭受取書［覚］（御上下 辰（明治元年） 小切紙・1通 こ392－22

11人判金2両1朱につき）　小諸町御本町代巴兵左衛 11月20日
門→上

岩村田宿年寄佐忠次金銭受取書［覚］（御上下11人様 辰（明治元年）11月 小切紙・1通 こ392・23

代金33匁につき）岩村田宿年寄佐忠次→松代様 21日

好家屋七左衛門金銭受取書［覚］（御8人様御忌飯料金 11月22日 小切紙・1通 こ392・24

1分2朱につき）好家屋七左衛門→上

岩村田宿好家屋七左衛門金銭受取書［覚］（旅籠御昼 11月22日 小切紙・1通 こ392・25

料金2両2分1朱500文につき）　岩村田宿好家屋七左
衛門→上

繁之介金銭受取書［覚］（人足2人代金1貫372文につ 11月20日 竪紙・1通 こ392。26

き）繁之介→上

郡方附斉藤孝作金銭受取書［覚］（休泊賃銭勘定につ 明治元年12月 竪継紙・1通 こ392－27

き）郡方附斉藤孝作→一

上田町寿勝右衛門金銭請取書［覚］（全品料など金1両 辰（明治元年） 竪紙・1通 こ392－28

2分につき）上田町寿勝右衛門→御上様 9月23日

郡方附斉藤孝作金銭受取書［覚］（休泊料勘定につき） 明治元年12月 竪紙・1通 こ392・29

五方附斉藤孝作→一
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小諸町御宿粂屋重右衛門金銭受取書［覚］（御茶代金2 辰（明治元年） 竪紙・1通 こ392－30

両2分につき）　小諸町御宿粂屋重右衛門→一 2月20日

小諸町御定宿甲屋重右衛門受取書［覚］（御上下7人様 11月13日 竪紙・1通 こ392－31

金1分3朱につき）　小諸町御定宿粂屋重右衛門→上

御宿渡辺武左衛門金銭請取書［覚］（代金9貫300文に 11月16日 竪紙・1通 こ392－32
つき）　御宿渡辺武左衛門→上

層細部騰弊欝羅護騨鼎趨
辰（明治元年）11月15日 竪継紙・1通 こ392－33

本様両旦那様御役人中様

御宿問屋清兵衛金銭請取書［覚］（御上下6人様御子り 11月30日 竪紙・1通 こ392－34

代金3分につき）　御宿問屋清兵衛→上様

（御門場所通行関係一括） 3点 こ426

（包紙）上田喜多嶋市之丞→松代御城下関門御詰御役人 閏4月13日 包紙・1通 こ426－1

中様

喜多嶋市之丞通達状（御粘場所通行の件通下されに 横切継紙・1通 こ426－2

つき）　喜多嶋市之丞→松代御城下関門御詰御役人中様

（焼印鑑札図） 小切紙・1通 こ426－3

（駅逓会議所取立関係一括） 2点 こ435

弥右衛門用状（端裏書）［回状　駅逓会議所取立之事］ 8月25日 横切継紙・1通 こ435－1

弥右衛門→一路様・為之進様

倉田三之丞申上書（端裏書）［駅逓会議所取建方之儀 8月 横切継紙・1通 こ435－2

二付申上］（駅逓会議所新規建て替えにつき）　倉田
三之丞→一　下ヶ札あり

菊池庄三郎他一冷用状（合印建札付たばこ荷物の継送 7月3日 横切継紙・1通 こ454
差支なき様三図につき）　菊池庄三郎・田口幸助→原半
兵衛様・三沢万右衛門様

宮巡離…論謄耀鼎罵讐門門碧書雛 7月4日 横切継紙・1通 こ455

つき）　宮下伝蔵・湯本羽前→田口幸助様・菊池庄三郎様
端裏書あり

（鹿野警守甲府還返皆々人足賃銭賄代品々小払勘定書 綴・8点 こ456
等綴　明治元年～同2年）

下目付塚田元之助用状（鹿野外守殿甲府より松代迄
@還返宿々人足賃銭賄代品々小調勘定書付）下目付

明治2年8月 竪継紙・1通 こ456－1

塚田元之助→御目付方御役所　奥書あり

甲府大田屋重右衛門受取書［覚］（駕籠損料金2朱200 12月19日 横切紙・1通 こ456－2

文につき）　甲府大田屋重右衛門→上

高嶋美濃屋佐兵衛受取書［覚］（琉球表1枚代金2朱に 12月20日 横切継紙・1通 こ456－3

つき）　高嶋美濃屋佐兵衛→上

下目付塚田元之助用状（上下2人御町半払い辻書付） 巳（明治2年）6月 横切継紙・1通 こ456－4

下目付塚田元之助→一

［宿々人足江酒代被下帳］塚田元之助→一 巳（明治2年）6月 出品帳・1冊 こ456－5

［宿々人足江酒代被下血］下目付塚田元之助→一 巳（明治2年）6月 横半帳・1冊 こ456－6

［従甲府信州松代迄野々駄賃帳］　松代鹿野外守内塚 明治元年11月20日 横長半・1冊 こ456－7

田元之助→一

［従信州松代甲州韮崎迄明々駄賃帳］　松代塚田元之 明治元年12月 横長半・1冊 こ456－8

助→一
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郡上騙離鰭羅聯幽幽用暴細細駄 明治元年12月 竪継紙・1通 こ462

→一 @裏打ち

（京都往復人足賃銭他勘定書綴　明治元年） 綴・23点 こ463

田嶋惣之中唐直治郎他一名用状（京都表へ早追御用
@相二道中宿々人足賃銭ほか明細勘定書付）　田嶋惣

明治元年11月 竪継紙・1通 こ463－1

之丞組直治郎・御飛脚才領組富作→二割番所　奥書あり、
裏打ち

［従［］松代早追駄賃帳］　荒川富作・池田直次郎→一 横長半・1冊 こ463－2

裏打ち

［早追人足酒代御勘定帳］御飛脚才領組富作・田嶋惣 辰（明治元年）10月 横長半・1冊 こ463－3

之丞組直次郎→一　裏打ち

［早追道中蝋燭代御勘定帳］　御飛脚才領組富作・田嶋 辰（明治元年）10月 横長半・1冊 こ463－4

惣之丞組直次郎→一　裏打ち

［早追道中仕切御賄代御勘定帳］御飛脚才領組富作・ 辰（明治元年）10月 横長半・1冊 こ463－5

田嶋惣之丞組直次郎→一　裏打ち

田嶋惣之信組直次郎用状（帰りの節仕切御話代金勘 辰（明治元年）11月 竪切紙・1通 こ463－6

定書付）　田嶋惣之丞組直次郎→一　裏打ち

大津宿丸屋金兵衛金銭受取書［覚］（御1人様御泊り代 10月19日 竪切紙・1通 こ463・7

金1貫948文につき）大津宿丸屋金兵衛→上裏打ち

□山宿加賀屋惣吉金銭受取書［覚］（御1人前昼弁当代 10月20日 小切紙・1通 こ463－8

700文につき）　霊山宿加賀屋惣吉→上裏打ち

愛知川宿武蔵屋金作金銭受取書［覚］（御1人様御泊り 10月20日 小切紙・1通 こ463－9

代金1貫900文につき）　愛知川宿武蔵屋金作→上
裏打ち

関ヶ原宿林屋専吉受取書［覚］（御1人前弁当代664文 10月21日 小切紙・1通 こ463－10

につき）　関ヶ原宿林屋専吉→上　裏打ち

加納宿河崎屋善右衛門金銭請取書［覚］（御1人様泊り 10月21日 小切紙・1通 こ463－11

代金1貫900文につき）　加納宿河崎屋善右衛門→上
裏打ち

太田宿備前屋庄介金銭受取書［覚］（御1人昼弁当代 10月22日 小切紙・1通 こ463－12

672文につき）太田宿備前屋庄介→上裏打ち

細久手宿酒井吉右衛門受取書［覚］（御1人御泊り1貫 10月22日 小切紙・1通 こ463。13

800文につき）細久手宿酒井吉右衛門→上裏打ち

大井宿庄内屋五郎左衛門金銭請取書［覚］（御1人御弁 10月23日 小切紙・1通 こ463－14

当代732文につき）　大井宿庄内屋五郎左衛門→上
裏打ち

落谷宿浜屋武七金銭受取書［覚］（御1人御握り代田貫 10月23日 小切紙・1通 こ463－15

900文につき）四谷二二屋武七→上裏打ち

三と野三河屋兵右衛門金銭請取書［覚］（御1人前弁当 10月24日 小切紙・1通 こ463－16

代688文につき）　三と野三河屋兵右衛門→上　裏打
ｿ

　　二二屋宇左衛門金銭受取書［覚］（御1人様御泊りW　　壱1貫872文につき）　次原宿粕屋宇左衛門→上 10月24日 小切紙・1通 こ463－17

裏打ち

福嶋宿学中屋半兵衛金銭受取書［覚］（御1人吉原弁当 10月25日 小切紙・1通 こ463－18

代672文につき）　福嶋上田中屋半兵衛→上裏打ち

宮腰宿村上弥惣右衛門金銭受取書［覚］（御1人様御言 10月25日 小切紙・1通 こ463－19

り代1貫700文につき）　宮腰宿村上弥惣右衛門→上
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裏打ち

奈良井宿中野屋新吉金銭受取書［覚］（御1人様御弁当 10月26日 小切紙・1通 こ463－20
代732文につき）　奈良井宿中野屋新吉→上　裏打ち

村井宿上村井忠兵衛金銭請取書［覚］（御1人前御泊代 10月26日 小切紙・1通 こ463－21

1貫900文につき）村井宿上村井忠兵衛→上裏打ち

青柳宿問屋金銭受取書［覚］（御1人前昼弁当代700文 10月27日 小切紙・1通 こ463・22
につき）　青柳宿問屋→上　裏打ち

［従京都表信州松代迄旅籠井昼弁当料共払覚帳］ 辰11月朔日 横長半・1冊 こ463・23

荒川富作→　裏打ち

松本銭幣局出役人請取書（人足賃銭先方にて請取につ 9月17日 横切紙・1通 こ464
き）　松本銭幣玉出役人→松代藩倉田三之丞様　包紙あり

某用状［覚］（仁礼村他2十村駄賃書付） 横切紙・1通 こ465

（駅逓会議関係書類綴） 綴・7点 こ466

野心善讐論鴨携謝三三蟹激韓 閏10月22日 横切継紙・1通 こ466－1

の分請け取り申したくにつき）野中直之助・坂本寛
介→一　端裏書あり

北島元之助他一名伺書（端裏書）［於矢代宿駅逓会議 閏10月 横切継紙・1通 こ466－2

請取物毎儀伺］（小戸紙2束ほか請け取り申したき
につき）　北島元之助・坂本寛介→　端裏書あり

某用状（会議所取次御足軽2人・給仕の者3人ほか書
@付）

横切継紙・1通　’

こ466－3

野曝縣簾翻翻襲綱開露i錦製 閏10月22日 横切紙・1通 こ466・4

つき）　野中・坂本→一　端裏書あり

野州議鷺璃髄趨騨謙離興野 11月21日 横切継紙・1通 こ466－5

き）　野中・坂本→一　二三、端裏書あり

野中他一名申上書下書端裏書1藩々三二幣引換之　］ 11月4日 横切継紙・1通 こ466－6

延方之義二付申上］（駅逓会議の件銭幣引き換えに
つき）　野中・坂本→一　虫草、端裏書あり

野農享灘話黛漏鷹i剥誰編蔑ε 閏10月22日 横切継紙・1通 こ466－7

下されにつき）野中直之助・坂本寛介→一　端裏書あ

（新御殿長局引方・洋学校修繕のため南大路往来留関係 綴・5点 こ475
書類綴）

営膳司伺書（端裏書）［南大路往来留之義伺］（新御殿 2月 小切紙・1通 こ475－1

長局引出のため南大路往来留につき）　営膳司→一
端裏書「二月三日

三無臨画灘三三鑛藷弓鋸申曝 2月 横切継紙・1通 こ475－2

→一

学聴講禦鑓］離雑翻篠灘鞭蒐 2月 横切継紙・1通 こ475－3

しにつき）学監→一

少参事回答書（南王路往来留中学校の方通行の件監 2月4日 横切継紙・1通 こ475－4

察・学監尋ねにつき）少参事→一　　’

運用状（南遍路往来夢中通行の仕方につき郡政・市 横切紙・1通 こ475－5

政・副主意心得につき）
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藩政／家中／交通／その他

その他

宮沢善治他一名用状（当産添荷試につき）宮本慎助・宮 閏7月21日 切紙・1通 こ82

沢善治→津の国や炭屋友七様人々御中　裏打ち

某申上書（定番名代勝大夫不届の件赦免につき），一→ 閏7月26日 切継紙・1通 こ95

水道役中

中俣左吉受取書［覚］（脇差につき）　中俣左吉→三井源吉 文政11年12月 竪紙・1通 こ212

ほか8名　裏書き・端裏書あり

［覚］（源四郎木綿わた入等品預りにつき）　小野→おき 10月23日 横折紙・1通 こ236

くとの

御灘誘躍懇黙堕i難元郷碧辱晴襯鷺 7月 小切紙・1通 こ259

り「可為伺之通候」

某用状［郡方申立］（割番申立他につき）朱書あり 横長半・1冊 こ294

某用状（博奔他罪人書上につき　2月13日7ツ過より） 横切紙・1通 こ295

→

（上川伝一郎用状） 2点 こ296

（封筒）こ296－2の封筒 封筒・1通 こ296。1

上川伝一郎用状（混雑の様子等道中他の見聞報告に 3月21馳 横切継紙・1通 こ296・2

つき）　上川伝一郎（花押）→波嶋村外千曲川・犀川通御

皆々御役人衆中

宮内用状（別冊武功記事は原本にて其表に秘蔵につき） 11月20日 横切紙・1通 こ472

宮内→御三所様　端裏書あり

三人用状（真田村長谷寺相願候額の写御廻しにつき） 11月20日 横切紙・1通 こ473

三人→御三所様　端裏書、虫損あり

一下上書［入記］（書物類、紙封、書状送達につき）　こ
@472～4旧封筒一括、一部破損

11月20日 横切継紙・1通

ﾊ紙共
こ474
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藩政／寺社方／訴訟・争論／町方／人別／屋敷・地所

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

寺社方

訴訟・争論

（真勝寺訴状　文政11年） 2点 こ332

響誘縄慧製墾親翻）（糠騨驚客 文政11年6年 竪継紙・1通 こ332－1

所

（包紙）［覚］真勝寺 包紙・1通 こ332－2

町方

人別

（屋根や名字関係綴　延享3年） 綴・5点 こ99

（封筒）［屋根や名字のこと］喜右衛門→一 延享3年5月 封筒・1通 こ99－1

金井渡大夫用状［口上］（名字名乗り願いの件申聞き （延享3年）5月 横切継紙・1通 こ99－2
につき）　金井渡大夫→一　封筒あり

某用状（屋祢や喜右衛門名字願いの件相違なきにつ （延享3年） 横切継紙・1通 こ99－3
き）

白井平左衛門用状（屋ねやの件木工聞き及びにつき） （延享3年） 横切継紙・1通 こ99－4
白井平左衛門→金井渡大夫様・河野弥一兵衛様・山寺荘左
衛門様

白井平左衛門用状（名字名乗りあ件仰付られにつき） （延享3年） 小切紙・1通 こ99－5
平左衛門→渡大夫様

某用状（伊勢町相沢貞蔵奇特のため永苗字御免につき） （天保7年）12月28日 小切紙・1通 こ158
一→伊勢町相沢貞蔵

松野茂一郎他一名用状（松代城下町初右衛門妹の宿飯 12月18日 横切継紙・1通 こ168
売奉公の件問合わせにつき）水野良平・松野茂一郎→
草間一路様・前嶋友之進様

二二上書（町方二者3代相続二二二二二二口上につき） 12月10日 横切紙・1通 こ228
破損

屋敷・地所

伊勢町家守徳兵衛他一名申上書［差上申一札之事］ 元禄8年3月16日 竪紙・1通 こ211
（御用地之外家賃差上につき）　伊勢町御家守山兵衛、
同町証拠人甚兵衛→増田徳右衛門殿・八田長左衛門殿3名
裏書あり

伊勢町徳兵衛家賃手形［口上覚］（屋賃改の件閏月除 元禄10年12月22日 竪紙・1通 こ179
きにつき）　伊勢町御家守徳兵衛→関口忠右衛門殿・星
野万五左衛門殿　奥印・奥書きあり、端裏書あり
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藩政／町方／屋敷・地所

吉太夫他一名用状［指上申一札之事］（伊勢町御死者
@宿の件家守仰付られ家賃差上につき）　御家守吉大

元禄15年9月5日 竪紙・1通 こ180

夫・証拠人中町吉次郎→（町年寄）増田徳左衛門他4名
端裏書あり

御厩町肝煎宇右衛門申上書（御厩町拝領地間口裏行に 寛政6年正月 竪紙・1通 こ173
つき）　御厩町肝煎宇右衛門→御水道方御役所　前欠

下里薯鵬羅灘i欄織鴛観罐撹昊 寛政9年6月 竪紙・1通 こ162

のため万法寺参林につき）　下田町同心丁肝煎吉郎右
衛門・組頭久左衛門→水道御奉行所　　「焼失」の端裏書あ

下田町同心丁肝煎忠右衛門他一名申上書［乍恐以口上
@書御昼申上候］（三郎治借屋仲七焼失のため願行寺

文化11年4月4日 竪紙・1通 こ163

参林につき）　下田町同心丁肝煎忠右衛門・組頭忠左衛
門→御水道御役所　端裏書あり

（紙屋町団右衛門申上書） 2点 こ224

（封紙）　御郡方→一 文政9年10月 封紙・1通 こ224－1

紙屋町団右衛門申上書［乍恐以口上書御請申上候御

Kこ縮難戦甥所聰躇隷霧蘇態
文政9年10月 竪紙・1通 こ224－2

行所

馬欝里翻1齪魑鎌麟譜騒［二三三三 文政12年7月 竪紙・1通 こ172

町肝煎建山郎・組頭藤蔵→御水道御役所　端裏書あり

環帯興復懸繍購臨舘凝露難手骨 天保5年9月19日 竪紙・1通 こ164

き）　馬場町末同心丁肝煎瀧五郎・組頭藤蔵→御水道御三
行所

馬羅杏里灘騰翻臨講断割鋸餐教 天保9年正月29日 竪紙・1通 こ165

寺つき）　馬場町末羅心理肝煎作兵衛・組頭留之介→御
水道御奉行所

（包紙）［八田分米山弥右衛門証文］ 包紙・1通 こ174

米山弥右衛門他一名拝借証文［御内借御証文之事］ 安政3年11月 竪継紙・1通 こ175
（西木町伝蔵抱屋敷譲り受けにつき）　御借主米山弥
右衛門・御請人西木町忠右衛門→御内借御掛り御役所　端
裏書あり

米山弥右衛門内規書写［御内規定之事］（西木町家屋
@敷共代金の残金の件相違なきにつき）　米山弥右衛門

安政3年11月3日 竪紙・1通 こ176

→堀内権左衛門様

佐藤則通金銭請取書［覚］（米山弥右衛門内借の件壬 壬申8月2日 竪紙・1通 こ177
申分已前の分請取につき）　佐藤則通→堀内荘作殿・
半田亀作殿

三島状（伊勢町米山弥右衛門内借金額につき）　端裏 小切紙・1通 こ178
書あり、奥書あり
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藩政／町方／勘定

勘定

（年賦返済の金子借用証文綴寛政6年） 綴・92点 こ254

平兵衛金子他三襟拝借証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金2両1分と1匁6分1厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－1

にて返済につき）　伊勢町御借主平兵衛・五人組吉左衛
門・同善五郎他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ

勇左衛門他同名金子借用証文［差上申拝借証文多事］
@（火災のため残金7両3分と7匁3分2厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－2

にて返済につき）　伊勢町御借主勇左衛門・五人組善右
衛門・同武兵衛他2名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり

勇譲礫男雛i講隅隅擢篠蟻漏認 寛政6年2月 溢美継紙・1通 こ254－3

にて返済につき）伊勢町御借主勇左衛門・五人組善右
衛門・同武兵衛他2名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり

惣八他記名金子借用証文［指上申拝借証文之事］（火
@災のため残金6両3分と2匁2分5厘長年賦割合にて

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－4

返済につき）　伊勢町御借主惣八・五人組忠八・同三十
郎他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

理右衛門他聯名金子借用証文［差上野司引証文之事］
@（火災のため残金6両3分と9匁長年賦割合にて返

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－5

済につき）　伊勢町御借り主理右衛門・五人組幸十郎・同
忠八他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

宇佐美清十郎他三井金子借用証文［差上申拝借証文
@之事］（火災のため残金42両3分と4匁5分4厘長年
@賦割合にて返済につき）宇佐美清十郎・五人組栄左

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－6

衛門・同太左衛門他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥
印あり

宇佐美清十郎金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金11両と9匁5分9厘長年賦割合に

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－7

て返済につき）　御町年寄宇佐美清十郎→御勘定所拝
幌張懸り御役所　奥印あり

忠八他卿名金子借用証文［差上申拝借証文目路］（火
@災のため残金2両1分と1匁6分2厘長年賦割合にて
@返済につき）　伊勢町御借り主忠八・五人組幸十郎・同

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－8

理右衛門他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

吉左衛門他三猿金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金3両と3匁4分3厘長年賦割合にて
@返済につき）　伊勢町御借主吉左衛門・五人組平兵衛・
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥印あ　同長後五郎他1名→御勘定所拝借御懸り御役所

@り

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254。9

吉左衛門他三名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残2両1分と1匁6分2厘長年賦割合に
@て返済につき、金2両1分と銀1匁6分2匁借用につ
@き）　伊勢町御借主吉左衛門・五人組平左衛門・同善五郎

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－10

他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

善五郎他三名金子借用証文［指上申拝借証文之事］
@（火災のため残金2両1分と1匁6分2厘長年賦割合
@にて返済につき）伊勢町御拝借主善五郎・五人組平兵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥　衛・同断吉左衛門他1名→御勘定所拝借御懸り御役所

寛政6年2月

@　　　　　　　一

竪美継紙・1通 こ254－11

印あり
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藩政／町方／勘定

長露虫i駿幽幽嚢i熟瓜蟻繰 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－12

つき）　本町御借主長左衛門・五人組礒八・幸八他3名→
御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

二面瓢鍵総画1軸號齢騒i認 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－13

にて返済につき）　鏡屋町御借主吉兵衛・五人組清四
郎・同断藤吉他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ

平緩鵬穐鑑難聚1軸賢齢晶晶 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・14

にて返済につき）　鏡屋町御借主平治郎・五人組清四
郎・同藤吉他3名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

轟轟穐鑑暢翻巖熱血i慈認 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－15

につき）　鏡屋町御借主寅之助・五人組清四郎・同藤吉他
3名→御勘定所拝借御里御役所　奥印あり

民諜難鵜徳論糠重藤 寛政6年2月 丁丁継紙・1通 こ254－16

嘉清治・勝右衛門他3名→御勘定所拝借御澄御役所　奥印
あり

民吉他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］（火
@災のため残金4両1分と1分3厘年賦割合にて返済

寛政6年2月 丁丁継紙・1通 こ254－17

につき）　中町金右衛門母樹代御借主民吉・五人組嘉清
治・勝右衛門他3名→御勘定所拝借御津御役所　奥印あり ’

弥平他四思事金子借用証文［差上申拝借証文届書］
@（火災のため残金1分8匁長年賦割合にて返済につ

寛政6年2月 歯茎継紙・1通 こ254－18

き）　中町御借主弥平治、五人組庄蔵・文蔵他2名→御勘
定所拝借御酌御役所　奥印あり

幸灘甥篤徽酪鑑囎製雌ii季冬認 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－19

にて返済につき）　御借主中町吉右衛門後家役代詠
八・五人組安楽寺・同佐吉他2名→御勘定所拝借御懸り御
役所　奥印あり

後灘熟熟纏灘聴唖
寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－20

家・役代藤右衛門・五人組宗治郎他3名→御勘定所拝借御
懸り御役所　奥印あり

灘蕪譲浪曲繁1鎧繋齢門門 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－21

にて返済につき）　中町新右衛門事御借主勇太郎・五人
組惣五郎・同左兵衛他1名→御勘定所拝借御懸御役所　奥
印あり

庄繋籔櫻灘ii蓄繕纏購累 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－22

治他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

三舞鋸漏纏灘鱒纈繕 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－23

他5名→御勘定所拝借御心御役所　奥印あり

喜与下五名八金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金2両2分と1匁5分7厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－24

にて返済につき）　中町御借主喜与八・五人組重左衛
門・太三郎他3名→御勘定所拝借御通御役所　奥印あり
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藩政／町方／勘定

五兵衛他五名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－25

（火災のため残金3両2分と11匁3分1厘長年賦割合
にて返済につき）　中町御借主五兵衛・五人組喜代八・
重左衛門他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

左兵紬縞三重金子借用証文［指上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 溢美継紙・1通 こ254－26

（火災のため残金3両8分4厘年賦割合にて返済に
つき）　中町御借主幸右衛門・五人組宗治郎・与惣右衛門

他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

幸右衛門他三論金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－27

（火災のため残金1両と6匁8分長年賦割合にて返
済につき）　中町御平主幸右衛門・五人組宗治郎・与惣右

衛門他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

治郎七他階名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－28

（火災のため残金1両3分と6匁8分長年賦割合にて
返済につき）　中町御借主治郎七・五人組惣五郎・同友
三郎他1名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

権蔵他五名金子借用証文［差上申拝借証文絵事］（火 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－29

災のため残金1分と6匁2分9厘長年賦割合にて返
済につき）　中町惣治母役代御借主権蔵・五人組安楽
寺・吉右衛門後代幸八他3名→御勘定所拝借御掛御役所
奥印あり

弱太郎他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－30

（火災のため残金2両と6分8厘長年賦割合にて返
済につき）　中町御借主弱太郎・五人組喜清次・金左衛門
母鳥代民吉他3名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

三太郎他藩名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ25牛31
（火災のため残金1両2分と1匁1分長年賦割合にて
返済につき）　中町御借主弓太郎・五人組喜清次・金右
衛門後代民吉他3名→御勘定所拝借御掛御役所　奥印あ

攣無雑繋駕驚駈彗鑓聴器齪 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－32

割合にて返済につき）　中町御借主弥惣治・五人組文
蔵・弥平治他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

弥惣治他六名金子借用証文［差上申出拝借証文之御 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－33
事］（火災のため残金1分と8匁長年賦割合にて返済
につき）　中町御借主弥惣治・五人組文蔵・弥平治他2名
→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

吉左衛門他五名金子借用証文［差上申御拝借証文之 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－34

御事］（火災のため残金1分と8匁長年賦割合にて返
済につき）　中町御拝借主吉左衛門・五人組庄蔵・弥平
治・文蔵他2名→御勘定所御拝借御懸御役所　奥印あり

喜清治他四名金子借用証文［差上申拝借証文心事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－35

（火災のため残金1両2分と1匁1分長年賦割合にて
返済につき）　中町御借主喜清治・五人組金右衛門三役
代民吉・勝右衛門他3名→御勘定所拝借御国御役所　奥印
あり

勝右衛門他出名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両2分と1匁1分長年賦割合にて

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－36

返済につき）　中町御借主勝右衛門・五人組喜清治・金
右衛門母潜血民吉他3名→御勘定所拝借御懸御役所　奥
印あり

九兵衛他五百金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両2分と1匁1分長年賦割合にて

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－37

返済につき）　中町御借主九兵衛・五人組喜清治・金右
衛門母娘代民吉他3名→御勘定所拝借御掛御役所　奥印
あり
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善兵衛他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両2分と1匁1分長年賦割合にて

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－38

返済につき）　中町御借主善兵衛・五人組喜清治・金右
衛門母役代民吉他3名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印
あり

久四郎他五二金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金2両3分と3匁長年賦割合にて返

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－39

済につき）　荒神町御借主久四郎・五人組権九郎・清右衛
門他3名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

伝五郎他三二金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両1分と5匁長年賦割合にて返

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－40

済につき）　荒神町御借主伝五郎・五人組忠右衛門・四五
右衛門他1名→御勘定所御拝借御懸り御役所　奥印あり

友吉二四名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金1両と5匁5分6厘長年賦割合にて

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－41

返済につき）　荒神町弥平治代理借主友吉・五人組清右
衛門・勘右衛門他2名→御勘定所拝借御輿御役所　奥印あ

惣鎌駿麗鍼翻驕蹴鷲騒蝶蝿 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－42

返済につき）　荒神町御拝借主惣右衛門・同五人組三郎
治・同断勇吉他3名→御勘定所御拝相判懸り御役所　奥印
あり

四髄酸鰐讐講懸繕娯騒軽蓬 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－43

て返済につき）　荒神町田借主四郎右衛門・五人組権九
郎・清右衛門他2名→御勘定所御拝借御懸り御役所　奥印
あり

瀟瀟鯛讐謝駆購趨難姦認 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－44

にて返済につき）　荒神町御借主勘右衛門・五人組清右
衛門・弥平母役代友吉他2名→御勘定所拝借御掛御役所
奥印あり

長蔵他汚名金子借用証文［差上申拝借証文記事］（火
@災のため残金1両と5匁5分6厘長年賦割合にて返

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－45

済につき）　荒神町御借主長蔵・五人組清右衛門・勘右衛
門他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

清次郎他四名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金2両2分と銀14匁6両長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－46

にて返済につき）　荒神町御借主清次郎・五人組清右衛
門・勘右衛門他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

新兵衛他山名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金6両2分ユ0匁長年賦割合にて返済

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－47

につき）　荒神町御借主新兵衛・五人組吉右衛門・伊兵衛
他8名→御勘定所拝借御下御役所　奥印あり

驚幽晦讐幽幽盛愚痴鷲画幅禦 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－48

返済につき）　荒神町日借主幸右衛門・五人組重八・仁
左衛門他2名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

藤八金子借用証文［差上申拝借証文之御事］（火災の
@ため残金1分と14匁1分30厘長年賦割合にて返済

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－49

につき）　荒神町御借主藤八・五人組七郎兵衛・八衛八他
1名→御勘定所拝借御里御役所　奥印あり

市兵衛他三名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金6両と13匁6分3厘長年賦割合に

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－50

て返済につき）　荒神甥御借主市兵衛・五人組覚右衛門
野饗伝蔵・磯治郎他2名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥
印あり
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仙助他三名金子借用証文［差上申御拝借証文御事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－51

（火災のため残金2両2分と6匁9分3厘長年賦割合
にて返済につき）　荒神町御借主御借主仙助・忠右衛
門・四五右衛門他1名→御勘定所拝借御掛御役所　奥印あ

善蔵幅五名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］ 寛政6年2月 竪瓦継紙・1通 こ254－52

（火災のため残金3分と9匁1分1厘長年賦割合にて
返済につき）　荒神臨御借主善蔵・五人組覚右衛門役代
伝蔵・磯治郎他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ

惣三郎他四名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－53

（火災のため残金4両6匁長年賦割合にて返済につ
き）　荒神町御借主惣三郎・五人組吉右衛門・伊兵衛他2
名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

三郎治他佳名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－54

（火災のため残金1両と1匁2分8厘長年賦割合にて
返済につき）　荒神町御借り主三郎治・同町五人組勇吉
他2名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

忠右衛門他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金3両3分と9匁1厘長年賦割合にて

寛政6年2月 二心継紙・1通 こ254－55

返済につき）　荒神鉱油借主忠右衛門・五人組四五右衛
門・伝五郎他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

三郎兵衛他署名金子借用証文［差上申拝借証文難事］
@（火災のため残金5両と1分4匁5分8厘長年賦割合

寛政6年2月 売立継紙・1通 こ254－56

にて返済につき）　荒神臨御借主三郎兵衛・五人組七郎
平・八衛八端1名→御勘定所拝借御掛り御役所　奥印あり

七郎平他三名金子借用証文［差上申拝借証文稀事］
@（火災のため残金1両と7匁5分長年賦割合にて返

寛政6年2月 公立継紙・1通 こ254－57

済につき）　荒神純血借主七郎平・五人組八面八・三郎兵
衛他1名→御勘定所拝借御掛り御役所　奥印あり

清磯麗筆華華驚引際簾鱈難論型 寛政6年3月 公立継紙・1通 こ254－58

き）　荒神町拝借主清吉・五人組次郎七・同断大蔵他5名
→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

惣罐艘蟻磁鯉野際麟鱗i轟男 寛政6年2月 売立継紙・1通 こ254－59

コ口　荒神町御借主惣右衛門・同五人組三郎治・勇吉他3
名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

半左衛門他階名金子借用証文［差上申拝借証文玩弄
@事］（火災のため残金1分7匁5長年賦割合にて返済

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－60

につき）　荒神町御借主半左衛門・五人組真福寺・同断幸
蔵他2名→御勘定所拝借野臥り御役所　奥印あり

長兵衛他書名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両3分と10匁1分9厘長年賦割合

寛政6年2月 二二継紙・1通 こ254－61

にて返済につき）　荒神町御借主長兵衛・五人組権九
郎・同清右衛門他2名｝う御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり

嘉兵衛他七名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金3両9分と9匁4厘長年賦割合にて

寛政6年3月 竪琴継紙・1通 こ254－62

返済につき）　荒神町拝借金嘉兵衛・五人組次郎七・同
断清吉5名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

大蔵他八名金子借用証文［差上申拝借証文御事］（火
@災のため残金3両1分と9匁8分4厘長年賦割合にて
@返済につき）　荒神町拝借主大蔵・五人組清吉・同断次

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－63

郎七赤6名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり
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新轍媛鑛欝蓋髄虫鰯耀 寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－64

て返済につき）　荒神町拝借重餅左衛門・五人組清吉・
同断次郎七他5名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ

次郎七型二名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金1分と17匁9厘長年賦割合にて返

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254・65

済につき）荒神町拝借主次郎七・五人組清吉・同断大蔵
→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

祐叢叢籍謝驕駐塵縣講鯉　　　　　　　　　荒神町拝借主翼右衛門・五人組清右衛　て返済につき）

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－66

門・同断次郎七型6名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり

専蔵他二名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金17両2分と3分1厘長年賦割合に

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－67

て返済につき）　荒神町立借主専蔵・五人組清吉・同断
治郎七→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

勇吉他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］（火
@災のため残金1両3分と10匁4分7厘長年賦割合に

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－68

て返済につき）　荒神町拝借主勇吉・五人組轡型・同断 、

吉左衛門他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

長離霧鐵講i驕晶晶囎晶晶課 寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－69

つき）　肴町費借主長蔵・五人組重蔵・同断七郎叢話3名
→御勘定所拝借御掛御役所　奥印あり

甚轍鰻四隅警f卸町讐姦斜脚 寛政6年3月 醇美継紙・1通 こ254－70

にて返済につき）肴町御借主甚左衛門・五人組周左衛
門・同断清兵衛他2名→御勘定所拝借御掛御役所　奥印あ

利轍平話讐謝熾烈臆糞騒認 寛政6年3月 醇美継紙・1通 こ254－71

にて返済につき）　肴町御借り主利右衛門・五人組平
蔵・同断千左衛門他1名→御勘定所拝借御掛御役所　奥印
あり

惣華櫻饗誰鑛継継冬越舗藤牽齪 寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－72

割合にて返済につき）　弥太衛門五人組引請肴二尊借
り主惣右衛門・同安右衛門・同三右衛門→御勘定所拝借御
掛御役所　奥印あり，下ヶ札あり

権左衛門他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両1分と2匁8分9厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254。73

にて返済につき）　鍛冶町拝借主権左衛門・五人組小源
治・同次久右衛門他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥
印あり

庄蔵他四名金子借用証文［差上申拝借証文之事］（火
@災のため残金2両2分9厘と9匁4分2日長年賦割合

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－74

にて返済につき）　鍛冶町借主庄蔵・五人組吉太郎・甚
五兵衛他2名→御勘定所拝借御魂御役所　奥印あり

藤七他顕名金子借用証文［差上申拝借証文之御事］
@（火災のため残金1両2分と4匁3分5厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・75

にて返済につき）　鍛冶町拝借主藤七・五人組久四郎・
藤左衛門他5名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり，下
ヶ札あり

一難誘鋸翻雰蟻鍍簾騒諸｝姿 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－76

返済につき）　鍛冶町御借主雄治・五人組勘右衛門・初
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太郎他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

新右衛門他五名金子借用証文［差上申拝借証文之御 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－77

事］（火災のため残金4両1分と8匁9分9厘長年賦割
合にて返済につき）　鍛冶町拝借主新右衛門・五人組善
治郎・同清蔵他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ

喜四郎他金五名子借用証文［指上申拝借証文之御事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・78

（火災のため残金4両1分と2匁8分11厘長年賦割合
にて返済につき）　鍛冶町御借主喜四郎・五人組勘左衛
門・円右衛門他3日間御勘定所拝借御混御役所　奥印あり

吉太郎衛他四名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・79

（火災のため残金4両と13匁3分5厘長年賦割合に
て返済につき）　鍛治町拝借主吉太郎・五人組甚五兵
衛・三右衛門他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あり

権五郎他四名金子借用証文［指上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・80
（火災のため残金3両長年賦割合にて返済につき）
鍛冶町御借主権五郎・五人組庄蔵・円右衛門他2名→御勘
定所拝借御軍御役所　奥印あり

甚四郎他四名金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・81

（火災のため残金5両2分と3匁3分8厘長年賦割合
にて返済につき）　鍛治町拝借主甚四郎・喜兵衛・伊勢
町七郎平抱屋敷二代善三二2名→御勘定所拝借御懸御役
所　奥印あり

伊継母i誘磁鯉秘黙劇i難難論尋 寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254・82

返済につき）　鍛冶町御借主伊左衛門・五人組甚四郎・
同徳次郎他1名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

文右衛門他三名金子借用証文［差上申拝借証文些事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－83

（火災のため残金3両と7匁3分8厘長年賦割合にて
返済につき）　鍛冶町まち役出御借主文右衛門・五人組
忠右衛門・民八他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あ

礒八他五名金子借用証文［差上申拝借証文之事］（火 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－84

災のため残金2両2分と6匁4分7厘長年賦割合にて
返済につき）　鍛冶町拝借主礒八・五人組源十郎・辰右
衛門他3名→御勘定所拝借御三御役所　奥印あり

源之丞他七勾金子借用証文［差上申拝借証文之事］ 寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・85

（火災のため残金4両1分と12匁2分置年賦割合に
て返済につき）　鍛冶町御借主源之丞・五人組藤右衛
門・久四郎他5名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あ
り，下ヶ札あり

佐左衛門他略名金子借用証文［差上申拝借証文馬事］
@（火災のため残金3両3分と2匁6分7厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－86

にて返済につき）　鍛冶町拝借主佐左衛門・五人組嘉兵
衛・三四郎他2名→御勘定所拝借御職御役所　奥印あり

勘右衛門他領名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金1両と1匁2厘長年賦割合にて返

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254・87

済につき）　鍛冶町御借主勘右衛門・五人組重吉・久米治
郎他3名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印あり

五左衛門他四顧金子借用証文［差上申拝借証文催事］
@（火災のため残金2両6分と8厘長年賦割合にて返

寛政6年3月 竪美継紙・1通 こ254－88

済につき）　鍛冶町借主五左衛門・宇佐美清十郎役代五
人組三郎治・文右衛門他2名→御勘定所拝借御懸御役所
奥印あり

吉郎右衛門他四名金子借用証文［差上申拝借証文之
@事］（火災のため残金3両2分と3匁7分5厘長年軸組

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－89

合にて返済につき）　鍛冶町拝借主吉郎右衛門・五人組
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