
藩政／町方／勘定

嘉兵衛・甚四郎他2名→御勘定所拝借御懸御役所　奥印あ

勝右衛門窃盗名金子借用証文［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8厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－90

にて返済につき）　鍛冶町御借主勝右衛門・五人組藤左
衛門・同久四郎他5名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり

新九郎他七名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金3両2分と10匁8分6厘長年賦割合

寛政6年2月 竪臼継紙・1通 こ254－91

にて返済につき）　鍛冶町御借主新九郎・五人組藤左衛
門・同次久四郎他5名→御勘定所拝借御懸り御役所　奥印
あり，下ヶ札あり

嘉兵衛三四名金子借用証文［差上申拝借証文之事］
@（火災のため残金6両1分と14匁7分8厘長年賦割合

寛政6年2月 竪美継紙・1通 こ254－92

にて返済につき）　鍛冶町拝借主嘉兵衛・五人組甚四
郎・伊勢町抱屋敷三代善蔵他2名→御勘定所拝借御懸御役
所　奥印あり

表柴町喜惣治願書［乍恐御内々以口上書奉願候御事］
@（居屋敷内不浄用水流入のため家作仕りにつき）　表

文政3年11月 竪紙・1通 こ161

柴町喜惣治→御代官所

鏡屋町儀右衛門他二名願書［乍恐以書付御日延奉願上
@候］（御菓子御用手元金拝借の件日延につき）鏡屋町

天保2年正月9日 竪紙・1通 こ153

儀右衛門・親類多吉・組合久作→御役所　奥書あり

上田町峯吉他二名金子借用証文［御借用申金子証文之
@事］（御借入金の内15両につき）上田町御借主峯吉・伊

嘉永6年12月 竪紙・1通 こ154

勢宮新屋改加判人重助・西条村親類利兵衛→片桐重之助・高
ノ

野心之進端裏書あり

鍛冶町甚兵衛他二名願書［乍恐潮曇付奉歎願候］（内借 安政3年 三半・1冊 こ252
金の件利子免除につき）鍛冶町甚兵衛他組合2名→御
内借御掛り御役所　奥印・奥書あり

荒甥鱒翫鰐醸鷲…特纏講騨購 文久3年4月 竪美・1冊 こ151

良作他2名→御奉行所

荒稼窒醗話舞鶴鷺鞭轡望縞饗 文久3年8月 竪美・1冊 こ152

治・親類良作他2名→御奉行所　奥書・奥印あり

熊井勇右衛門他五名願書［二二以書付追願奉申上候］
@（銭買両替再開のため懸屋所設置につき）治助・熊井

文久3年9月 竪美・1冊 こ155

勇右衛門・宮沢彦兵衛・児島孝之助他2名→暑寒奉行所

（内借返済関係綴　文久3年） 綴・2点 こ160

中町弥五郎願書［乍恐以書付再歎願奉申上白］（御内 文久3年8月 竪美・1冊 こ160－1

借返済につき）　中町弥五郎→

［所々借財調］　中町弥五郎→御奉行所 文久3年8月 横折紙・1冊 こ160－2

東木町与兵衛願書［以書付御願申上候］（御内借返納に 文久3年12月 竪紙・1通 こ167
つき）　東木町与兵衛→大久保弥三郎様

（殿町一統舞鶴山奥両社御祭典侍預り金関係綴） 綴・7点 こ37

一軸状［記］（71円67銭、差引取調及び掛合につき） 横切紙・1通 こ37－1

某用状［記］（71円67銭、返済金内訳書付） 12月 横切紙・1通 こ37－2

陰阜状［記］（61円4銭5厘、上納金・残金書付） 横切紙・1通 こ37－3

某用状［記］（5円97銭2厘5毛、残金など書付） 横切紙・1通 こ37－4
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藩政／町方／勘定

某用状［記］（71円67銭、受取金・残金など内訳書付） 寅5月28日 横切紙・1通 こ37・5

某用状（5円67銭3厘9毛、返済金・残金など書付） 横切紙・1通 こ37－6

某用状［証］（殿町一統舞鶴山御両社御祭典料預り金 12月 竪半・1冊 こ37・7

不始末につき）下げ札あり

御郡方伺書［御町酒造人拝借籾代金上納方之儀付伺］ 12月 小切紙・1通 こ156
（端裏書）（三方掛申聞の通りにつき）御郡方

籾方掛伺書［御町酒造人拝借籾代金上納方之儀付伺］ 12月 小切紙・1通 こ157
（端裏書）（拝借籾返済の件月賦上納につき）　籾方掛

→一

出納掛申上書（端裏書）［飯山町上松吉右衛門御扶持渡
@方之義申上］（金子拝借の件扶持方へ本途渡しにつ

8月30日 横切紙・1通 こ219

き）出納掛→一

（北越御一条のため御用金用達関係綴） 綴・4点 こ223

草間一路申上書（端裏書）［町方人別江御酒被下候哉
@二付申上］（北越一条の件御用金不都合につき）

横切継紙・1通 こ223－1

草間一路→一

某用状（酒代金につき） 横切継紙・1通 こ223。2

某申上書（北越一条の件金札下げにつき） 横切継紙・1通 こ223－3

会遡繍（幽魂蘇蕩会賎霧螢金御下 横切継紙・1通 こ223－4

（中町小池清三郎払代金関係綴） 綴・3点 こ225

（封紙）［上］　中町小池清三郎→一 封紙・1通 こ225－1

中町小池清三郎願書［乍絶叫書付奉願上滑］（中町小
@池清三郎御払馬代金と臨時御用宿取替金と引替に

竪紙・1通 こ225－2

つき）　中町小池清三郎→松代御役所

中町小池清三郎用状［覚］（御下げ金の件割上げにつ 横折紙・1通 こ225－3

き）　小池清三郎→用度方御役所
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藩政／献上・吟味・訴願／交通

献上

岡學議盟騰暴摺顯盤野助齢亀蔓 12月 横切紙・1通 こ169

助→一

櫻臓霧騨醗腰灘馳鞭轡 12月 横切紙・1通 こ170

一場茂右衛門→一　前欠

吟味・訴願

成沢勘左衛門他一名吟味申渡書写（伊勢町増田徳左衛 万延元年9月 横折紙・1通 こ171

悪酒製造につき）宮下主膳・成沢勘左衛門→一

伊勢町惣代高坂賀助他四町縫代願書［聖血以書付奉歎
@願候］（下口5ヶ町困窮のため町外商い者取入につき）

明治3年3月 竪美・1冊 こ159

伊勢町惣代高坂賀助他四町惣代→市政御役所　奥印あり，
付札多し，虫損

中顯弓丈甥蜂瑠醜継灘申網干隼 明治3年7月 竪半・1冊 こ354

郎→松沢友吉様・柳原柳右衛門様　奥印あり

交通

新騰霧綴膿罷野鵯無謬認晶艘 天保5年3月 竪継紙・1通 こ424　『

丞様・丸山平左衛門様　端裏書あり

松欄盟懸儲鑛雫蚕轡嘉［憎憎調 明治9年4月25日 準準・1冊 こ449

沢惣八郎・同杭金鉄之助→御家庶務御懸御中　下ヶ札あり，
青色罫紙使用
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藩政／村方／村役人

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

村方

村役人

幸高村冠治他動名口上書［乍恐樋口上書追申上候御事］ 安永3年2月 竪継紙・1通 こ27
（跡式相続につき）　幸高村冠治・冠治跡式勇右衛門・同
人親類井ノ上村幸左衛門→御郡御奉行所　封紙あり

（清野村頭立増員関係書類一括） 4点 こ39

（封筒）金井甚五左衛門 寛政3年7月 封筒・1通 こ39－1

清和村名主租兵衛他三名請書［軸距以口上書御窪窪
@上候御事］（清野村頭立増員の件御請一札差上につ

寛政元年6月 竪継紙・1通 こ39－2

き）　清和村名主輪兵衛・組頭喜四郎他2名→御代官所
請書の写しあり

某用状（清野村頭立増員につき） （寛政元年）5月 横切紙・1通 こ39－3

（清野村頭立増員書上帳　写） （寛政元年） 三半・1冊 こ39－4

（頭楽舞改め関係綴　文化5年） 綴・3点 こ78

野村左兵衛用状［口上覚］（牛嶋村他1ヵ村頭立の者名 5月 横切継紙・1通 こ78－1

改めの前差帳付替えにつき）野村左兵衛→一

蠕翻薪毛蕪幽幽署瀦偽顯灘懇照 文化5年 竪紙・1通 こ78－2

につき）　小聖新田村願主九右衛門→御代官所

牛嶋村名主茂右衛門他二名願書［乍恐以口上書奉願
@候御事］（牛嶋村頭立の者名改めの件頭立帳面付替

文化5年4月 竪紙・1通 こ78－3

えにつき）　牛嶋村名主茂右衛門他2名→御代官所 ‘

（頭立役相続関係綴　文化6年） 綴・4点 こ23

日影村頭立市左衛門他四名願書［田干以口上書奉献 文化6年7月 竪切紙・1通 こ23－1

候御事］（頭立役相続につき）　日影村願人市左衛門・
六郎左衛門・名主市左衛門・組頭六郎左衛門・長百姓清
右衛門→御代官所

黒村山村頭立卯兵衛他三三願書［乍恐以口上書奉願
@候御事］（頭立役相続につき）黒村山村願人卯兵衛・

文化6年7月 竪切紙・1通 こ23－2

名主太右衛門・組頭伊三郎・長百姓市三郎→御代官所

東寺尾村頭立時兵衛他四名願書［取組以口上書鼠壁
@候御事］（頭立役相続につき）東寺尾村頭立願人吉兵

文化6年7月 竪切紙・1通 こ23－3

衛・名主徳右衛門・組頭治五右衛門・同断三郎治・長柱
姓甚三郎→御代官所

鬼無里村上組三郎右衛門他三名願書［乍恐以口上書
@奉願候御事］（頭立役相続につき）　鬼無理村上組願

文化6年9月 竪切紙・1通 こ23－4

主三郎右衛門・名主市左衛門・組頭勘兵衛・長百姓弥治
右衛門→御代官所

仙墓藤華年査準準鰐謝魏単寧只赫 文政2年12月 竪紙・1通 こ79

につき）　仙仁村新判願人次郎右衛門・郷右衛門他村役人3
名→御代官所　虫損甚し、裏打ち

（上徳間村役人任命等口上書一括　文政4年） 3点 こ263

郡奉行所申渡書（領内村中人気取締の件申渡につき） 5月 横切継紙・1通 こ263－1

郡奉行所→一　後欠
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藩政／村方／村役人

上華羅謝謝艶騰8油日嬰r」鶴馨 文政4年3月 竪半・1冊 こ263－2

願人三郎兵衛他5名→御郡御奉行所

（包紙）［上徳間村三郎兵衛内願申立帳一帳井右二付 文政4年5月 包紙・1通 こ263－3

書取ヲ以申付候者書三共為見合出置］

（大岡和平組頭右衛門行状関係綴　文政5年） 綴・12点 こ184

（圭総乗懸禾細鱗雑踏懲諜；灘　難轟 文政5年3月 封筒（1・2・3・

S・5仮綴）・1通

こ184－1

儀にも可有之南風置］鹿野外守→一

噸輔騨耀遍羅糧螺響騰盟 （文政5年）3月 横切紙（1・2・
R・4・5仮綴）・1

こ184－2

右衛門→一 通

大岡和平組名主与右衛門口上書［御尋二付乍恐以口

詞ﾖ雛騰難踏舞響蝋矯縫
文政5年3月 竪紙（1・2・3・

S・5仮綴）・1通
こ18牛3

与右衛門・組頭吉郎太・長百姓跡治→御代官所

噸囎細線轟羅蜀明細懸藩 文政5年3月 竪紙（1・2・3・

S・5仮綴）・1通

こ184－4

行状尋ねの件百姓に替えは無きにつき）大岡根越
組名主助左衛門・組頭文五郎・長百姓惣兵衛→御代官所

大鷺纏欝欝難藻灘縄 文政5年3月 竪紙（1・2・3・

S・5仮綴）・1通

こ184－5

村名主勝右衛門・組頭八左衛門・長百姓弥五兵衛→御代官
所

（付箋）［大岡和平組銀右衛門艶事］ 小切紙・1通 こ18牛6

功恵山主申上書（大岡和平組三右衛門行状尋ねにつ 3月朔日 横切紙・1通 こ18牛7
き）　功恵山主→金井左源太様

三里状［大岡三千石之内］（頭立数につき） 横切紙・1通 こ184－8

（大岡和平組頭立・金銭書き上げにつき） 横切紙・1通 こ184－9

某申上書（和平組目右衛門行状の件内詮につき） 横切紙・1通 こ184－10

某騨［覚］（綱組和平頭立錐右衛門他氏名書き上 横切紙・1通 こ184－11

羊蹄［覚］（大蒲和平頭立詰右衛門他氏名書き上 横切継紙・1通 こ184－12

大宝村名主弥惣治他三名申上書［乍恐以口上書奉申上 文政6年11月 竪継紙・1通 こ234
候御事］（村役勤め者の件無き等につき）大宝村名主
弥惣治・組頭要蔵・彦兵衛・長百姓甚右衛門→御代官所　端
裏書あり

関屋村名主権兵衛他五爵願書［墨壷以口上書奉唾壷御 文政6年8月 竪継紙・1通 こ35
事］（村役人半年交代につき）関屋村名主権兵衛・組頭
八重八・長百姓新之丞・頭立惣代彦蔵・小前惣代麻左衛門
他1名→御代官所　端裏書あり

（越村嘉兵衛褒美下賜願書関係綴　文政8年） 綴・2点 こ367　・

伊藤佐右衛門申上書（下越村嘉兵衛後家機留師みよ 文政8年9月12日 横切継紙・1通 こ367－1

困窮のため御情御褒美下賜の執成し願につき）
伊藤佐右衛門→一

下馨灘鱗灘上叢濃鎌 文政8年9月 竪継紙・1通 こ367。2

組頭惣三郎・長百姓弥次郎→一
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藩政／村方／村役人

上溝鯉露講論羅魏雛腰碧野］誌 文政9年11月 竪継紙・1通 こ77

村大小百姓→一

（三水村頭立出入、田地売買関係一括） 14点 こ80

（三水今泉村頭立出入一件綴） 綴・12点 こ80－1

某用状（三水今泉村伊右衛門他村役人名書上） 小切紙・1通 こ80－1－1

某用状（三水今泉村名主藤吉他村役人名書上） 小切紙・1通 こ80一下2

三水今泉村頭立民弥願書写［乍恐以口上書奉願候 文政8年3月 竪継紙・1通 こ80－1－3

事］（平右衛門譲請地につき）三水今泉村頭立民
弥→御代官所　三水今泉村村役人の奥書あり、下げ札
あり

三水今泉村仮名主藤吉四二名願書［乍興野口上書 文政9年10月10日 竪継紙・1通 こ80－1・4

奉願上候］（平右衛門・民弥頭立につき）　三水今
泉村仮名主藤吉・組頭仁兵衛・仮惣百姓伊左衛門→御
郡御代官所

今泉村嘉吉返答書［乍恐以書付御答奉呈上候］（昨 文政9年10月 竪紙・1通 こ80－1－5

12日白州にてお尋ねにつき）今泉村平右衛門子
嘉吉→御郡御奉行所

三水今泉村名主恒右衛門願書［乍虫卵口上書前面 文政10年12月 竪紙・1通 こ80－1－6

轟轟額懸樋麟噛羅醐こ翼
印、奥書あり

三水今泉村民弥請書［乍二二口上書御請奉申上候］ 文政10年12月ig日 竪紙・1通 こ80－1－7

（民弥出入の件片付けにつき）三水今泉村願人民
弥→御郡御奉行所　奥印、奥書あり

今泉村国蔵返答書［乍二二書付御門丁丁上候］（昨 文政9年10月 竪紙・1通 こ80－1－8

12日白州にてお尋ねにつき）今泉村伊右衛門病
気二付子国蔵→御郡御奉行所

三論翻膝禦門下羅騨門門喬 文政9年10月 竪紙・1通 こ80－1・9

平左衛門・与右衛門他3名→御臨御奉行所

今泉村平右衛門返答書［乍野暮書付御答奉申上繭］ 文政9年10月 竪紙・1通 こ80－1・10

（平右衛門頭立役の件大沼へ返しにつき）　今泉
村平右衛門→御郡御奉行所

三水今泉草平左衛門他七種差上書［差上申一一札之 文政9年10月8日 竪紙・1通 こ80－1・11

欝書淫簾門飾P禦鷺輩麟犠黙隻
吉・与右衛門親類惣代恒左右衛門他6名→御出御奉行
所

三水今泉村平左衛門他門名請書［乍野里口上書御
@請申上候御事］（名主平左衛門長百姓与右衛門帰

文政9年10月 竪紙・1通 こ80・1－12

村の件につき）三水今泉村外左衛門・与右衛門他3
名→御詠御奉行所

源次兵衛願書（三水今泉村一件裁許につき）　源次兵 10月13日 横継切紙・1通 こ80－2

衛→左源太様・荘蔵様・権之白血

三水村久左衛門他六名一札写［一札戯事］（売渡し田
@地の件年貢諸役子細なくにつき）／三水村久弥他
@村役人一一臨写［覚］（田地買主の件年貢諸役子細な

宝暦14年／3月
ｾ和5年／4月

竪継紙・1通 こ80－3

くにつき）　三水村売主久左衛門・安庭村惣一家代印治
兵衛他5名→今泉南平右衛門殿／三水村久左衛門銘右売
主久弥印→今泉組平右衛門殿　1紙2文書

某差上書［奉差上済口証文之事］（下判者名主役当選 文政10年正月 横切継紙・1通 こ74
につき）
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（上山田村村役人処罰一件関係一括　文政10年） 5点 こ349

上山田村役人代半左衛門他下名請書［乍恐御請書奉

ｫ驕僥軸螺箆テろ門門開庁
文政10年11月 竪継紙・1通 こ349・1

左衛門・長百姓又兵衛・名主吉兵衛他2名→御酒御奉行所
端裏書あり

上出船瀬難錬騨騒懸盤製タ
文政10年11月　　　　　　1 竪継紙・1通 こ349－2

上山田村名主吉兵衛・同断弥次兵衛・同断勘右衛門→証連

寺様端裏書あり

（長百姓遅参申渡関係書類綴　文政10年） 2点 こ349・3

穆鍔覇織製門門参の件申渡しの （文政10年） 折紙・1通 こ349・3・1

某申渡状［申渡］（長百姓遅参の件申渡しにつき） 竪折紙・1通 こ349－3－2

上山田村役人代理左衛門・長百姓又兵衛

証礪緊顯紫i謙i講翻壷齪彗野 文政10年11月 竪継紙・1通 こ349・4

証蓮寺→御郡御奉行所　端裏書あり

（茂兵衛の親看病の件日延願書綴　文政11年） 綴・6点 こ185

（封紙）［上］ 封紙・1通 こ185－1

大幸瀦蝉鑛F醤璃購粥藩鶏　　　　　　　　　　大岡和平組茂兵衛親類曽左衛門・名　ため日延につき）

文政11年8月 竪継紙・1通 こ185・2

主吉郎太・組頭伝七・長百姓与右衛門→役夫御調方御役所

過濃礪暑期据罐羅期艦翻騰哩養 文政11年8月 竪継紙・1通 こ185・3

夫御調方御役所　奥印・奥書きあり

茂兵衛願書（親看病のため日延につき）茂兵衛三役 8月28日 横切継紙・1通 こ185－4

人世一

（三三）［上　大岡和平組］ 門門・1通 こ185－5

大1痴態面出虚勢出血欄醐総 文政11年9月 竪継紙・1通 こ185・6

親類曽左衛門・名主吉郎太・組頭伝七・長百姓与右衛門→
野原奉行所・御郡御奉行所

（頭立役相続・新酒・名替願書綴　文政12年） 綴・55点 こ148

瀬裂蕎鎌縞鶴欝騒季論証綴 文政11年9月 竪紙・1通 こ148・1

につき）．瀬戸川村名主久左衛門他3名→御代官所　岡
部八十喜の下げ札あり

●

中隔嶽議雛傷穐竪旛謬薦四二 文政12年正月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148。2

条村名主彦兵衛他5名→御代官所

小難縮罐講話1騒鵬糧灘 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－3

つき）　小鍋村名主杢左衛門・長吉他2名→御代官所

深灘無響離辮語論篠山山畑響 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－4

深沢村名主儀右衛門他2名→御代官所

宮羅欝鰭瀟羅矯鵬雛襲19 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－5

き）宮野尾村名主甚治郎・組頭儀兵衛他2名→御代官所
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倉線書品品譜鵜罷娼嬬翻墜響 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－6

につき）　倉並村名主和助・組頭清兵衛・長百姓五郎作→
御代官所

一蹴舞顯鞍懸科驕堅剛響露］纒 文政12年正月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－7

村名主恵吉他2名→御代官所

一調錨騰髄鞘感騒轍報謝罐誉 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－8

につき）　橋詰村上組名主嘉惣治他2名→御代官所

攣巌畿騰輔i羅顯鰐矯鞘黒麦毒 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－9

つき）　橋詰村上組名主儀左衛門他2名→御代官所

山村山村名主庄兵衛他二名願書［乍恐以書付一三候］ 文政12年2月 竪紙（2～24仮 こ148－10

（山村山村頭立清吉の件新判付替えにつき）　山村 綴）・1通

山村名主庄兵衛・組頭太七・長百姓久右衛門→御代官所

山1継継欝騨騙纈蕎鰐鍵混晶 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－11

山村山村名主庄兵衛・組頭太七・長百姓久右衛門→御代官
所

矢代村名主喜右衛門他町名願書［乍恐以書付奉願候］ 文政12年2月 竪紙（2～24仮 こ148－12

（矢代村頭立新五左衛門の件新盤用いたくにつき） 綴）・1通

矢代村名主喜右衛門・七郎兵衛他6名→御代官所

矢騰議離籍聯揃鵜騰繹景蟹魍 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－13

き）　矢代村名主喜右衛門・七郎兵衛他6名→御代官所

森村頭立源重郎他玉名願書［乍恐以書付奉願候］（森
@村頭立源重郎の件新判用い勤めたきにつき）　森村

文政11年12月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－14

頭立源重郎・名主唯七郎他4名→御代官所

倉科村頭立藤治郎他門名願書［乍恐以書付鮮碧候］
@（倉科村頭立藤治郎他1名の件新判用い勤めたきに

文政12年正月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－15

つき）　倉科村頭立藤治郎・辰右衛門他6名→御代官所

土座犠灘顎翻購騨辮灘醗灘鯉 文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148一で6

き）　土口村名主源三郎・組頭藤右衛門他2名→御代官所

土口村名主源四郎他誌名願書（土口村頭立茂平の件 文政12年2月 竪紙（2～24仮 こ148－17

新判用い勤めたきにつき）　錠口村名主源三郎・組頭 綴）・1通

藤右衛門他2名→御代官所

北東条村名主清之助他二名願書［乍山雨書付奉願候］
@（北東条村頭立斧右衛門の件元帳付替えにつき）

文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－18

北東条村名主清之助・組頭利兵衛・長百姓重右衛門→御代
官所

北東条村名主清之助他三豊願書［遡航以書付奉願候］
@（北東条村頭立斧右衛門の件元帳付替えにつき）

文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－19

北東条村名主清之助・組頭利兵衛・長百姓重右衛門他1名
→御代官所

下宇木村名主市郎左衛門他二名願書［乍恐以口上書
@早臥候御事］（下宇木村頭立理右衛門の件兀帳付替

文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－20

えにつき）下宇木村名主市郎左衛門・組頭伊右衛門・長
百姓市郎左衛門→御代官所

上松村本郷名主常右衛門副業名願書［乍恐以口上書
@論証候御事］（上松村頭立又右衛門の件新判用い勤

文政12年2月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－21

めたきにつき）上松村本郷名主常右衛門・組頭松左衛
門・長百姓庄右衛門→御代官所
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二目村名主彦右衛門他二名願書［乍恐以口上書奉願 文政12年2月 竪紙（2～24仮 こ148－22

候御事］（標目村頭立幸左衛門の件元帳付替えにつ 綴）・1通

き）　三目村名主彦右衛門・組頭長右衛門・長百姓松五郎

→御代官所

西和田村名主弥平治他二名願書［乍恐以口上書奉願 文政12年2月 竪紙（2～24仮 こ148－23

候御事］（西和田村頭立長兵衛の件親判用い勤めた 綴）・1通

きにつき）　西和田村名主弥平治・組頭勝五郎・長百姓仁

兵衛→御代官所

腰村名主上右衛門他二名願書［乍恐以口上書寒紅候
@御事］（腰村頭立長兵衛の件元帳付替えにつき）

文政12年正月 竪紙（2～24仮
ﾔ）・1通

こ148－24

腰村名主利右衛門・組頭和助・長百姓重右衛門→御代官所

湯田中村善左衛門他二名願書［乍恐自書付記願候御 文政12年7月 竪紙（25～31 こ148－25

事］（湯田中村頭立善右衛門の件元帳付替えにつ 仮綴）・1通

き）　湯田中村名主善左衛門・組頭九左衛門・長百姓庄兵
衛→御代官所

南長池村初三郎他卓説願書［日興以書付奉願上候］
s南長池村頭立初三郎の件名替のため元帳付替え

文政12年3月 竪紙（25～31
ｼ綴）・1通

こ148。26

につき）　南長池村名替人頭立華三郎・名主久右衛門・組
頭庄兵衛・長百姓林平→御代官所

志鰻巌鎌継懸麟欝欝 文政12年6月 竪紙（25～31
ｼ綴）・1通

こ148－27

長百姓市兵衛・願人長右衛門→御代官所

原村銀右衛門葉理名願書［乍恐以口上書奉願上候］ 文政12年3月 竪紙（25～31 こ148－28

（原村頭軽銀右衛門の件新判用いたくにつき）原 仮綴）・1通

村新円願人銀右衛門・名主半之助・組頭九右衛門・同断良
右衛門・長百姓重蔵→御代官所

上祖山村幸蔵他三名願書［乍恐以口上書奉願候御事］ 文政12年3月 竪紙（25～31 こ148－29

（上祖山村頭立幸蔵の焼筆判用いたくにつき）　上 仮綴）・1通

祖山村願人幸蔵・名主利右衛門・組頭伝右衛門・長百姓半
右衛門→御代官所

中圏鹸趨臨語騒騒微骸謬酎観 文政12年3月 竪紙（25～31
ｼ綴）・1通

こ148－30

俣村新判願人義兵衛・名主三郎兵衛・組頭庄左衛門・長汀・

姓惣左衛門→御代官所

念仏寺村下組市右衛門他無名願書［乍恐以口上書奉 文政12年3月 竪紙（25～31 こ148－31

豊岡御事］（念仏寺村頭立吉右衛門の件元帳付替え 仮綴）・1通

につき）　念仏寺村下組願人市右衛門・名主秀之助・組頭
仁左衛門・長百姓清之丞→御代官所

牧濃巖静叢叢黙黙聡罷號緩罐麦 文政12年4月 竪紙（32～35
ｼ綴）・1通

こ148－32

につき）　牧内村名主久左衛門・組頭友治・長百姓嘉右衛
門→御代官所

牧内村名主久左衛門他三名願書［乍恐以書付奉願上 文政12年4月 竪紙（32～35 こ148－33
候］（牧内村頭立忠右衛門の件元帳付替えにつき） 仮綴）・1通

牧内村名主久左衛門・組頭友治・長百姓嘉右衛門・小前惣
代甚兵衛→御代官所

下横田村名主三左衛門他虚名願書［乍恐以書付奉願 文政12年4月 竪紙（32～35 こ148－34

上智］（下横田村頭立嘉源太の件元帳付替えにつ 仮綴）・1通

き）　下横田村名主三左衛門・組頭平助・長百姓喜市・小前

惣代和吉→御代官所

上耀銀鶏礫整脂離職究観翻案響 文政12年6月 竪紙（32～35
ｼ綴）・1通

こ148－35

き）　上山田村名主治右衛門・同断良八・同断忠兵衛→御
代官所

水出村名主儀平太単二名願書［乍恐以書付奉願上候］ 文政12年3月 竪紙（36～40 こ糾8－36
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（水出村頭立忠右衛門の件元帳付替えにつき）　水 仮綴）・1通

出村名主儀平太・組頭弥惣治・長百姓半右衛門→御代官所

西条村名主利兵衛他二名願書［話頭以書付奉願上童］ 文政12年3月 竪紙（36～40 こ148－37

（西条村頭立伴蔵の件元帳付替えにつき）　西条村 仮綴）・1通

名主利兵衛・組頭太惣治・長百姓重吉→御代官所

妻科村名主与市他院名願書［乍恐山書付奉願上面］ 文政12年3月 竪紙（36～40 こ148－38

（妻科村頭立仁右衛門の件元帳付替えにつき）妻 仮綴）・1通

科村名主与市・組頭重右衛門・長百姓治左衛門→御代官所

町川田村名主儀右衛門晶晶名願書［三遍以書付奉願 文政12年4月 竪紙（36～40 こ148－39

上候御事］（町川田村頭立又右衛門の件元帳付替え 仮綴）・1通

につき）　町川田村名主儀右衛門・組頭喜三太・長百姓瀬

右衛門→御代官所

桑墾翻鎌難麟臨懲懲難画嚢 文政12年5月 竪紙（36～40
ｼ綴）・1通

こ148－40

つき）　桑田井村名主栄左衛門・組頭平左衛門・長百姓藤
左衛門→御代官所

牛騰薪割麟髭囎潔癖鴇罐愛慶 文政12年9月 竪紙・1通 こ148－41

つき）　牛嶋村名主幸左衛門・組頭守右衛門・長百姓弥惣
太→御代官所　下げ札あり

大塚村東組名主興左衛門他二名願書［乍恐以口上書
@奉願上候］（大塚村頭立吉左衛門の件元帳付替えに

文政12年8月 竪紙・1通 こ148－42

つき）　大塚村東組名主嘉右衛門・組頭覚右衛門・長百姓
重右衛門→御代官所　下げ札あり

新瀦1欝i難鰐囎劉農灘鱗i騨 文政12年10月 竪紙・1通 こ148－43

つき）　新町村名主彦右衛門・組頭佐助・同断藤右衛門他
2名→御代官所　下げ札あり

北醜欝跳躍癖瀦亀駒灘幽幽　 文政12年8月 竪紙・1通 こ148－44

えにつき）　北高田村願人久蔵・組頭甚左衛門・長百姓善
右衛門→御代官所　下げ羽あり

大岡宮平干網右衛門他三名願書［乍恐以書付奉願候］
@（頭立団右衛門の件新判用いたくにつき）　大岡宮

文政12年12月 竪紙・1通 こ148－45

平組願人団右衛門・名主栄蔵・組頭吉右衛門・長百姓吉郎
右衛門→御代官所　下げ札あり

赤野田新田村名主寅蔵他二名願書［乍恐以口上書奉
@願候］（赤野田新田村頭立曽右衛門の件元帳付替え

文政12年9月 竪紙・1通 こ148－46

につき）　赤野田新田村名主寅蔵・組頭伝左衛門・長百姓
三郎右衛門→御代官所　下げ札あり

瀬野ll鑛舗灘難謙羅罵覧副書墜 文政12年9月 竪紙・1通 こ148－47

につき）　瀬戸川述格枚組名主七左衛門・組頭新右衛
門・長百姓勇左衛門→御代官所　下げ札あり

瀬豊野論論難幽幽i蘇瓢急難　つき）　瀬戸川村成就組名主久左衛門・組頭伴七・同断弥 文政12年8月 竪紙・1通 こ148－48

五左衛門・長百姓吉右衛門→御代官所　下げ札あり

中繍藷膿話朧麟線ち欝獺木鴇 文政12年11月 竪紙・1通 こ148－49

人義兵衛・名主三郎兵衛・組頭庄左衛門・長百姓惣左衛門

→御代官所

日影村伝十郎他三名願書［乍恐以書付奉願候］（日影
ｺ頭立吉右衛門の件元帳付替えにつき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日影村願

文政12年11月 竪紙・1通 こ148－50

人伝十郎・名主重郎右衛門・組頭勇左衛門・長百姓新右衛

門→御代官所
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上1堕鵜鮪翻臨舌鰐辮懸騰辮 文政12年7月 竪紙・1通 こ148－51

上平村名主林左衛門・組頭三右衛門・長百姓新五郎→御代

官所下げ札あり

外書餌講羅握製騙囎顯鰭憂慮 文政12年8月 竪紙・1通 こ148－52

き）　外壁谷村名主新平・組頭市左衛門・長百姓新造→御

代官所下げ札あり

町川田村又三郎他三名願書［乍恐以書付奉願上県］
@（町川田村頭立又三郎の件新判用いたくにつき）

文政12年7月 竪紙・1通 こ148－53

蛭川田村願人又三郎・名主儀右衛門・組頭喜三太・長百姓
瀬右衛門→御代官所　下げ札あり

甚撰ヂ1養」構雲際話麟懇製呈ヂ即興辱 文政12年9月 竪紙・1通 こ148－54

名主瀬左衛門・長百姓清五郎→御代官所

甚撰旛欝譜舗購油魚出品高言欝 文政12年9月 竪紙・1通 こ148－55

甚川村名主瀬左衛門・長百姓清五郎→御代官所

広田村名主要助他十四名願書［乍恐以口上書奉願候御
@事］（五人組下判の者を頭判へ取立て願につき）広田

文政11年4月 竪継紙・1通 こ366

村名主要助・組頭嘉右衛門・仮長百姓五左衛門他12名→御悩

御奉行所　端裏書あり

（鼠宿村宝賀八左衛門跡式相続関係綴　天保2年） 綴・3点 こ28

御講壽誹烈監嵩（騰騨F購朋続の件 （天保2年）5月 横切継紙・1通 こ28－1

岡部八十喜口上書［口上覚］（宝賀八左衛門跡目相続 （天保2年）5月 横切紙・1通 こ28－2

の件聞済成下されにつき）　岡部八十喜→一

鼠宿村宝賀八左衛門願書［以口上書奉願候］（跡式相 天保2年5月 竪継紙・1通 こ28－3

続の件聞済願いにつき）　沈黙村宝賀八左衛門→御代
酒所　同村村役人連印願書あり

（頭立役退役・糞詰関係綴　天保2年） 綴・13点 ご146

曙魏趨細鱗型簾難宥誌上立役勤 （天保2年）5月 横切紙（1・2・3

ｼ綴）・1通

こ146－1

保雛雛無論縮塑左衛門の乱頭立役 （天保2年）5月 横切紙（1・2・3

ｼ綴）・1通

こ146－2

栃麟灘舗辮罫描繋駕彗響町鱒 天保2年5月 竪紙（1・2・3仮

ﾔ）・1通

こ146・3

西条組頭立願人源左衛門・頭立惣代儀左衛門他4名→御代
官所

御郡山伺書［口上覚］（里村山村要右衛門の件頭立役 2月 横切紙（4・5仮 こ146－4

勤め難きにつき）御烈士→一付け札あり 綴）・1通

異論繍灘雛礫騒騒騰勢野 天保2年2月 竪紙（4・5仮
ﾔ）・1通

こ146－5

頭立御者詔願人軍右衛門・頭立惣代五郎左衛門他4名→御
代官所　保崎庄助の下げ札あり

御欝殿ぎ監謝騙i霧劉平右衛門の件頭立 5月 横切紙（6・7仮
ﾔ）・1通

こ146－6

下罐婆繍欝審篤蠣i監鰐鑛婁墾 天保2年4月 竪紙（6・7仮
ﾔ）・1通

こ146。7

頭立平右衛門・名主儀兵衛他5名→一　下げ札あり
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御郡方伺書［口上覚］（山平林村磯右衛門の件頭立役 4月 横切紙（8・9・ こ146－8

勤め難きにつき）御郡方→一 10仮綴）・1通

山田兵次申上書［口上覚］（山平林村磯右衛門の話頭 4月 横切紙（8・9・ こ146－9

立役勤め難きにつき）　山田兵次→一 10仮綴）・1通

山平林村喜左衛門他六名願書［芳野以書付奉願候御 天保2年4月 竪紙（8・9・10 こ146－10

事］（山平林村磯右衛門の件頭立役勤め難きにつ 仮綴）・1通

き）　山平林村願主喜左衛門・名主源左衛門他5名→御代
官所

奥津権右衛門他一名伺書［口上覚］（矢代村肝左衛門 4月 横切紙（11・ こ146－11

の件頭立役勤め難きにつき）　奥津権右衛門・竹村権 12・13仮綴）・1

左衛門→一 通

中山有之助伺書［口上覚］（矢代村七左衛門の自酌立 4月 横切紙（11・ こ146－12

帰役願いにつき）　中山有之助→一 12・13仮綴）・1

通

矢代村名主幸三郎他十七名願書［乍恐以書付奉願候］ 天保2年4月 竪継紙（11・ こ146－13

（矢代村七左衛門の件頭立帰役願いにつき）　矢代 12・13仮綴）・1

村名主幸三郎・七郎兵衛他16名→御代官所 通

（頭立役相続・新判・名替願書綴　天保2年） 綴・34点 こ149

久保寺村名主嘉右衛門他一名願書［乍恐以書付奉願 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－1

候］（久保寺村頭立利左衛門の謀殺判用い勤めたき
につき）　久保寺村小路口組名主嘉右衛門・長百姓彦左
衛門→御代官所

山田兵次申上書［口上覚］（地底原村頭立作右衛門等 3月 横切紙・1通 こ149－2

の件名替のため元帳付替え等につき）　山田兵次
→一

地塁原村名主作右衛門他二名願書［乍恐以口上書奉 天保2年3月 竪紙・1通 こ149－3

顔様］（地京原村作右衛門の件新畑用いたきにつ
き）　地息原村上組名主作右衛門・組頭伝左衛門・長百姓
源左衛門→御代官所

大翻1驚舗難舞舞離騰鵜去葛奮 天保2年3月 竪紙・1通 こ149－4

たきにつき）大豆島村名主常左衛門・組頭茂左衛門・
長百姓佐兵衛・同断金右衛門→御代官所

古山村名主仁兵衛他薦名願書［誠恐以書付奉願候］
@（古山村頭立喜右衛門の件新判用いたきにつき）

天保2年2月 竪紙・1通 こ149－5

古山村名主仁兵衛・組頭七郎治・長百姓為右衛門→御代官
所　下げ札あり

上野村覚左衛門他出名願書［乍恐以口上書奉願候］
@（上野村覚右衛門の件新心用い勤めたきにつき）

天保2年7月 竪紙・1通 こ糾9－6

上野村新判願人覚左衛門・名主伝右衛門・組頭五郎右衛
門・同断三右衛門・長百姓佐五右衛門→御代官所　下げ札
あり

長井村伴左衛門他四這願書［乍恐以口上書奉願候］
@（長井村伴左衛門の件新判用い勤めたきにつき）

天保2年6月 竪紙・1通 こ149。7

長井村願主伴左衛門・同断彦右衛門・組頭和七・長百姓茂
左衛門・同断伝蔵→御代官所　下げ札あり

上平村名主彦左衛門他二名願書［乍恐以書付奉願候］
@（上平村右衛門の件新判用い勤めたきにつき）　上

天保2年9月21日 竪紙・1通 こ149－8

平村名主彦左衛門・組頭万右衛門・長百姓佐市→御代官所

下げ札あり

仁礼村仮名主清八郎他四名願書［乍恐以口上書奉願
@候］（仁礼村勘之丞の件新和用い勤めたきにつき）

天保2年12月 竪紙・1通 こ149－9

仁礼村仮名主清八郎・組頭儀左衛門・同仁七・長百姓甚兵
衛・同伝之丞→御代官所　下げ札あり
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仙復幽晦欝羅話羅罵懇罐甕慶 天保2年正月 竪紙・1通 こ149－10

つき）　仙仁村名主喜右衛門・組頭兵右衛門・長百姓清蔵

→御代官所

下畑ll髄欄騙講麟器親旧譲聡 天保2年5月 竪紙・1通 こ149。11

えにつき）下平林村願人勘左衛門・名主惣三郎・組頭吉
右衛門・長百姓七兵衛→御代官所　下げ札あり

上平村名主彦左衛門三二名願書［乍恐以口上書二刀
@候］（上平村佐市等の件新判用いたき等につき）

天保2年2月 竪紙・1通 こ149刈2

上平村名主彦左衛門・組頭万右衛門・長百姓佐市→御代官

所下げ札あり

保崎庄助伺書［口上覚］（鬼無里村他10ヶ村の件頭立 （天保2年）2月 横長半・1冊 こ149－13

役につき）　保崎庄助→一

鬼無里村伝之喫煙君名願書「乍恐以書付奉博論御事］ 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－14

（鬼無里村頭立役の件3件につき）　鬼無里村元組頭
立病身願人伝之丞・名四願人作兵衛他6名→御代官所

上繭留灘懸創縢聡懸め賭墨縄 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－15

えにつき）上ヶ屋村名替願人元右衛門・名主孝右衛門
他2名→御代官所

泉平村政吉他剤名願書［離塁以口上書奉願候御事］
@（難平村政吉等の件名替のため元帳付替え等につ

天保2年正月 竪紙・1通 こ149－16

き）　泉平村頭立名替願人政吉他4名→御代官所

北長池村中沢組小左衛門他融業願書［乍恐以書付奉
@願候］（北長池村頭立小左衛門の件新判用いたきに

天保2年2月 竪紙・1通 こ149－17

つき）　北長池村中沢組新判願人小左衛門・同断金兵衛
他3名→御代官所

布施高田村文太他五名願書［乍恐以書付奉願上野］
@（布施高田村頭立文太の件元帳付替えにつき）布

天保2年2月 竪紙・1通 こ149－18

施高田村病身願人文太・頭立町代冨左衛門他4名→御代官
所

北翻鯉漕齢躍驕踏襲轟轟甦 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－19

につき）　北高田村頭立惣代団右衛門他4名→御代官所

原村名主新三郎他貴名願書［乍恐以口上書奉願上里 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－20

御事］（原村頭立忠左衛門の件親印判用いたきにつ
き）　原村名主新三郎・組頭市郎治・同断勘蔵他3名→御
代官所

栃原村名右衛門他題名願書［乍病臥口上書奉願上候
@御事］（栃原村頭立兵左衛門の件元帳付替えにつ

天保2年2月 竪紙・1通 こ149－21

き）　栃原村平組頭立惣代名右衛門・小前惣代市郎治他3
名→御代官所

栃原村清左衛門他四名願書［乍恐以口上書奉願上候
@御事］（栃原村頭立孝右衛門の件元帳付替えにつ

天保2年2月 竪紙・1通 こ149－22

き）　栃原村西条組頭立惣代清左衛門・小前隈取嘉左衛門
他3名→御代官所

上盤幽幽毒如露心血脳晃繍蓑 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－23

につき）　上祖山村名主彦兵衛・組頭喜平治・長百姓甚右

衛門他2名→御代官所

梅木村名主弥惣兵衛他五名願書［乍恐以口上書奉願 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－24

上候御事］（梅木村頭立嘉長治の件元帳付替えにつ
き）　梅木村下組名主弥惣兵衛・組頭弥五右衛門・同断佐
左衛門他3名→御代官所
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西麟罫溜纏鵜懸犠脳熟驚諸藩 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－25

つき）　西尾張部村頭立惣代願兵衛・小前惣代清八他3名
→御代官所

中山有之助伺書［口上覚］（雨宮村誌5ヶ村頭立役につ （天保2年）3月 横長半・1冊 こ149－26

き）中山有之助→一

雨量講義香露地離離羅易無慾麟 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－27

替えにつき）　雨宮村名主浪右衛門・同断要左衛門・組
頭文左衛門他3名→御代官所

瀬衡鴇耕欝號総総囎羅鰭謄考 天保2年2月 竪紙・1通 こ149・28

き）　瀬脇村名主平右衛門・組頭佐忠治・長百姓文右衛門

→御代官所

森鵠灘鍛齢鱒轍騒製禦馳斜 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－29

名主源重郎・同断市郎兵衛・組頭市郎左衛門他3名→御代
官所 亀

森村名主源重郎三五名願書［丁丁下書頭奉願上候］　（森村頭立七左衛門の件名替のため兀帳付替えに 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－30

つき）　森村名主源重郎・同断市郎兵衛・組頭市郎左衛門

他3名→御代官所

北画翻動議魏鵯縢莞騨鴇墜藝繋］ 天保2年2月 竪紙・1通 こ149。31

北西条村名主清之助・組頭斧右衛門・長百姓彦兵衛他2名

→御代官所

下響熱論熱熱鰻無勢噸瀦魏垂 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－32

久左衛門・組頭忠兵衛・長百姓喜左衛門他2名→御代官所

坂灘蘭二三鞭二三琶轡懇穀 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－33

村名主九右衛門・組頭吉左衛門・長百姓仁左衛門他2名→
御代官所

上細編藷難雛…欝二二襯蕎　き）　上山田村名主五郎兵衛・同断忠兵衛・同断勘右衛門 天保2年2月 竪紙・1通 こ149－34

→御代官所下げ札あり

（頭立役相続・新判・名替願書綴　天保2年） 綴・39点 こ150

小齪灘鎌継痔蛎舗鍛鴇賜贔驕　風息につき）　小柴見村名主徳右衛門・組頭儀左衛門・ 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－1

長百姓儀右衛門→御代官所

下轍欝購雛羅雛繊難 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－2

門・長百姓甚左衛門→御代官所

下薬舗凝議轟轟欝欝灘犀藩　　　　　　　　　下八町村名主甚九郎・組頭久作・長百　一件願につき）

天保2年2月 竪継紙・1通 こ150－3

姓孫左衛門→御代官所

保崎荘助伺書［口上覚］（石川村多左衛門名替の件他 天保2年2月 横切継紙・1通 こ150－4

につき）保崎荘助→一

石講鍛翻鞭羅：壌號 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－5

一76一



藩政／村方／村役人

百姓七蔵→御代官所

上繭欝購響難論毒罷騨騰腰 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－6

村名主彦兵衛・頭立喜平治・長百姓願人甚右衛門→御代官
所

上盤蠣翻鮪鐙髄繕騨舗暑贔 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－7

につき）　頭立名替願人伊惣治・名主久左衛門・組頭折左

衛門他1名→御代官所

日鋼謹湊穗製磐器纒！莞翻鑛鯉響 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－8

き）　日影村願主三右衛門・名主重左衛門・組頭太忠治他

2名→御代官所

鬼強盛翻講辮藷騨囎薄藍霜 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－9

続願につき）　鬼無里村上組頭立惣代庄之助・小前惣代
太郎左衛門・仮名山踏治右衛門他2名→御代官所

南謙難駿繍総懸無難i登楼鵜叢謄 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－10

つき）　南長池村組頭勇右衛門・長百姓又左衛門・頭立惣

代久右衛門他1名→御代官所

小綴織緩総譜鍵甑欝繍藤謄考、 天保2年3月 竪紙・1通 こ150－11

き）　小島村名主安五郎・組頭惣左衛門・長百姓幸十郎他
2名→御代官所

西鶴簿鍵盤編畿毒懸腰騰轟 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－12

につき）　西条村名主彦三郎・組頭与惣治・長百姓新左衛
門→御代官所　下ヶ札あり

竹灘講親離需鑓謡講騰製 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－13

つき）　西条村名主彦三郎・組頭与惣治・長百姓新左衛門

→御代官所　下ヶ札あり

竹房村名主七郎兵衛他違名願書［乍恐以書付奉願候］
@（頭立吉郎右衛門病死のため子栄蔵頭立役相続願

天保2年7月 竪紙・1通 こ150・14

につき）　竹房村名主七郎兵衛・組頭七郎右衛門・長百姓
新平他3名→御代官所　下ヶ札あり

北平林村名主惣三郎他六名願書［乍恐以口上書付奉
@願候］（頭立伝兵衛病死のため子長兵衛頭立役相続

天保2年10月 竪紙・1通 こ150－15

願につき）　北平林村名主惣三郎・組頭吉右衛門・長百姓
七兵衛他4名→御代官所　下ヶ札あり

北平林村名主惣三郎他六名願書［乍噴油口上書付奉
@願候］（頭立伝兵衛病死のため子長兵衛頭立役相続

天保2年10月 竪紙・1通 こ150－16

願につき）　北平林村名主惣三郎・組頭吉右衛門・長百姓
七兵衛他4名→御代官所　下ヶ札あり

欠灘i鵬離礁難鼎翻繍魏鱒巳 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－17

き）　欠村名主小藤太・組頭庄左衛門→御代官所　下ヶ札
あり

町罫轄講繰綿欝欝甕 天保2年2月 竪紙・1通 こ150・18

門→御代官所　下ヶ札あり

氷熊村名主小右衛門他二名［墨画以口上書奉遷候御
@事］（佐平太病身のため子佐治兵衛頭立役相続願に

天保2年2月 竪紙・1通 こ150－19

つき）　氷熊村名主小右衛門・組頭久左衛門・長百姓平之
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丞→御代官所　下ヶ札あり

上灘借蜜講欝画調1欝鴇驕暫 天保2年6月 竪紙・1通 こ150－20

き）　上条村名主彦左衛門・組頭九右衛門・長百姓伴左衛
門→御代官所　下ヶ札あり

吉原村名主清右衛門二二名願書［乍恐以口上書奉願
@候御事］（吉左衛門病身のため子善兵衛頭立役相続

天保2年6月 竪紙・1通 こ150－21

願につき）　吉原村名主清右衛門・組頭仙重郎・長百姓甚

右衛門→御代官所　下ヶ札あり

力石名主作左衛門他二名願書［腰回以書付奉願候］ 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－22

（重八・岩吉病死のため子へ頭立役相続願につき）
力石名主作左衛門・組頭九兵衛・長百姓角太夫→御代官所
下ヶ札あり

丹波嶋村名主多吉他五障願書［乍恐以書付奉願候御
@事］（八十八・庄兵衛病死のため子へ頭立役相続願

天保2年3月 竪紙・1通 こ150－23

につき）　丹波嶋村名主多吉・組頭喜三郎・同嘉右衛門他
3名→御代官所　下ヶ札あり

山平林村名主源左衛門他藩名願書［乍風選書付奉願
�n（平左衛門病死のため子助九郎へ頭立役相続願

天保2年正月 竪紙・1通 こ150－24

につき）　山平林村名主源左衛門・組頭藤吉・長百姓伝右

衛門→御代官所　下ヶ札あり

下市場村名主兵右衛門他二名願書［乍恐以書付訴願
@候御事］（庄兵衛病死のため子心五兵衛頭立役相続

天保2年正月 竪紙・1通 こ150－25

願につき）　下市場村名主兵右衛門・儀右衛門・庄兵衛→
御代官所　下ヶ札あり

東福寺村名主弥野右衛門他二名願書［乍恐以書付奉
@願事御事］（平戸・作源治病死のため子頭立役相続

天保2年正月 竪継紙・1通 こ150－26

願につき）　東福寺村名主二野右衛門・組頭儀右衛門・長
百姓三右衛門他1名→御代官所　下ヶ札あり

郡村名主平内他一名願書［乍豊里書付奉願候］（三郎
@右衛門病死のため子弥左衛門頭立役相続願につ 天保2年正月 竪継紙・1通 こ150－27

き）　漁村名主平内・長百姓瀧治→御代官所　宮下善左衛

門の下ヶ札あり

椿嶺村名主嘉右衛門豊里名願書［乍恐以書付奉謝候］
@（長左衛門病死のため子弥兵衛頭立役相続願につ

天保2年9月 竪紙・1通 こ150－28

き）　椿嶺村名主嘉右衛門・組頭善右衛門・同市左衛門他
2名→御代官所　下ヶ札あり

山上条村名主忠蔵他三名願書［乍恐以書付確聞上顎］
@（喜右衛門病死のため子龍七頭立役相続願につき）

天保2年5月 竪紙・1通 こ150－29

山上条村名主忠蔵・組頭礒八・同断奥右衛門他1名→御代
官階　下ヶ札あり

保崎庄助伺書［口上覚］（鎌村常左衛門病死のため孫 天保2年5月 横切紙・1通 こ150－30

左衛門跡職願の櫛型につき）保崎荘助→一

鎌村名主仮三孝右衛門他四名願書［乍恐以口上書奉
@願上候御事］（常左衛門病死のため子孫左衛門頭立

天保2年5月 竪紙・1通 こ150－31

役相続願につき）　郷村名主道草孝右衛門・組頭清右衛
門・長百姓専五兵衛他2名→御代官所

門真嶋村組頭宇源太他二名願書［乍恐以書付奉願上
@候］（恵左衛門病死のため子鼠太夫頭立役相続願に
@つき）　上真嶋村組頭宇源太・長百姓助右衛門→御代官

天保2年3月 竪継紙・1通 こ150－32

所　下ヶ札あり

璽羅轟轟辮騰幽幽1羅編寝 天保2年2月 竪継紙・1通 こ150－33

願につき）　赤野田新田村名主藤右衛門・組頭文八・二百

姓茂右衛門→御代官所
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和藷劉麓山鰐器二二艶暑繍縢 天保2年2月 竪紙・1通 こ150－34

つき）　和佐尾村名主徳兵衛・組頭善右衛門・長百姓清右

衛門→御代官所

奈農縫縮離羅蕾魁舗錫編義腰 天保2年2月 竪継紙・1通 こ150－35

につき）　奈良井村名主弥惣次・組頭佐五兵衛・同断太惣

次他1名→御代官所

大豆嶋村名主常左衛門他三型願書［乍瀬峰書付謹選
@候］（三郎兵衛病死のため子草国頭立役相続願につ

天保2年2月 竪紙・1通 こ150－36

き）　大豆嶋村名主常左衛門・組頭茂左衛門・長百姓佐兵

隻脚1名→御代官所

宮礁轄機織お讐瑠鶏爾謬蓄家 （天保2年）3月 横切継紙・1通 こ150－37

東業繋藤艦寒鮒鵬懇懇毒嵩辮 天保2年3月 竪継紙・1通 こ150－38

土煙につき）　東川田村願人万助・親類塾代仙味・組合
淋代藤助他10名→御代官所

灘韓　灘搬簾懸盤灘 天保2年3月 竪継紙・1通 こ150－39

衛門・頭立惣代新左衛門・小前惣代市郎兵衛他3名→御代
画所　保崎荘助の下ヶ札あり

（頭立役支配関係書類一瓢、天保5年正月～12月） 綴・101点 こ140

保崎荘助伺書［口上覚］（福嶋村他4ヶ村頭立印判の事 横切継紙・1通 こ140－1

願の件につき）　保崎荘助→一

罐謙藩朧鍵鞭ξ畢鷺鴇謙欝 天保5年2月 竪切継紙・1通 こ140－2

相続願につき）福嶋村名主太郎兵衛・組頭市郎兵衛・
同断仁右衛門他4名→御代官所

上熊山村名主旨左衛門他四名願書［乍恐以書付奉願
@上候］（長左衛門病死のため親判をもって子寅蔵へ

天保5年2月 竪切継紙・1通 こ140－3

頭立相続願につき）　上熊村名主忠左衛門・組頭嘉兵
衛・長百姓嘉平次他2名→御代官所

北長池村中離層名主小左衛門他二組五型願書［乍恐
@以書付奉願上鞘］（捨判のため12組頭立芳左衛門新

天保5年2月 竪紙・1通 こ140－4

判使用願につき）　北長池村中沢組名主小左衛門・組頭
留吉・中組名主重兵衛他1組3名→御代官所

鰻謙鋸鎌鍵弊講i綴錦翻幻夢 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－5

って頭凶相雲脚につき）　念仏寺村名主伴右衛門・組
頭藤左衛門・長百姓与右衛門→御代官所

下濃漿籍酪謝謝馨毛蟹騨魏奪零墨 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－6

立相続願につき）　下高田村名主吉兵衛・組頭有右衛
門・長百姓栄七→御代官所

仁礼村名主勘兵衛他三名願書［野望以書付奉願候］ 天保5年2月 竪継紙・1通 こ140－7

（嘉兵衛老衰のため孫小兵衛へ祖父判をもって頭
立相続願につき）　仁礼村名主勘兵衛・組頭儀左衛門・
長百姓甚兵衛他1名→御代官所　下ヶ札による申上あり

御割方伺書（北村与右衛門別家重右衛門へ頭立相続 11月 横切継紙・1通 こ140－8

願の件につき）御郡方→一　付札あり

宮下善左衛門伺書［口上覚］（北村与右衛門別家重右 11月 横切継紙・1通 こ140－9

衛門へ頭立相続願の件につき）宮下善左衛門→一
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下熱言論鵯i鵬i鰐蓬騒1黙認温 天保5年11月 竪継紙・1通 こ140－10

件につき）　面痩嶋村名主助三郎・組頭喜租之丞・長百姓

佐文治他3名→御代官所

奥鑛罐講話嬰［［麟潮齢毫妻纒 （天保5年）8月

@　　　　　　、

横切紙・1通 こ140－11

児丈助→　付札あり

依犀聯翻斜駐製募犠喜欝壁画立9 （天保5年）8月 横切継紙・1通 こ140。12

栗噺認縛叢叢二野雛購雛器 天保5年8月 竪継紙・1通 こ140・13

につき）　栗毛村名主林兵衛・組頭佐五右衛門・同断嘉藤

治他61名→御代官所　こ140－12の別紙

奥津権右衛門他側名伺書［口上覚］（相原恩多兵衛他2 （天保5年）2月 横切継紙・1通 こ140－14

名名頭立任命の件につき）　奥津権右衛門・岡嶋荘
蔵・金児丈助→一　付札あり

中山百之助伺書［口上覚］（相原村頭立不足のため郷
@中連印にて多兵衛他2名任命願の件につき）　中山

（天保5年）2月 横切継紙・1通 こ140－15

百之助→一

相驕鰹磯鵬礁纏蓑羅鵜醗魁 天保5年2月 竪継紙・1通 こ140・16

き）　相原村清左衛門・藤松・勇吉他32名→御代官所　こ
140－15の別紙

奥難欝謄云囎諺塁搬羅麟襲職誓 （天保5年）5月 横切紙・1通 こ140。17

蔵・金児丈助→一　付札あり

宮騨轟濯讐最審繰轟轟潔翻 （天保5年）4月 横切紙・1通 こ140－18

→一

関醸騨講羅縣鷲輔1灘 天保5年4月 竪継紙・1通 こ140。19

御代官所

奥鍵盤器程看甥藤甥］（欝欝1犠 （天保5年）6月 横切紙・1通 こ140－20

荘蔵・金児丈助→一　付札あり

西澤軍治伺書［口上覚］（桜村頭立不足のため郷中連
@印にて文十郎新芋立任命願につき）西澤軍治→一

（天保5年）7月 横切紙・1通 こ140－21

桜村粂右衛門他四十七名願書［乍惑以書付奉願候御
@事］（頭立不足のため文十郎新頭立任命願につき）
@桜村名主粂右衛門・組頭平右衛門・同断嘉惣多他45名→御

天保5年7月 竪継紙・1通 こ140－22

代肝所

西澤軍治伺書［口上覚］（腰村頭立新判使用話頭立諸 （天保5年）7月 横切継紙・1通 こ140－23

願の件につき）　西澤軍治→一

腰篠態蟹繰騙莫鶴翼醗聾騨癬　名主利右衛門・組頭和助・長百姓重右衛門→御代官所 （天保5年）7月 竪紙・1通 こ140－24

瀬脇村名主喜右衛門他二名願書［乍恐以書付奉願候］
@（頭立腐右衛門名替えのため頭立哨帳付替につき）
@瀬脇村名主喜右衛門・組頭荘右衛門・長百姓弥平治→御代

天保5年7月 竪紙・1通 こ140－25

官所

春齎旛藤誰響飾罐賜罵鐡藷　替につき）　春池村名主三郎右衛門・組頭弥曽八→御代 天保5年7月 竪紙・1通 こ140－26
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官所

古麟罐i出血面恥襲瑠鍵獺魏 天保5年7月 竪紙・1通 こ140－27

につき）　古間村名主儀左衛門・組頭佐忠太→御代官所

西馨齢鼠！野］躍灘塑立老衰のため相 （天保5年）10月 横切継紙・1通 　　　　　●ｱ140－28

御平川村願主九平治他嘉名願書［（不明）］（頭立九平
@次老衰・俸元吉へ跡職相続・頭立元帳付替につき）

天保5年10月 竪紙・1通 こ140・29

御平川村願主九平治・名主大五郎・組頭与右衛門他3名→
御代官所

布鵠籐灌欝躯勇騎麟親睦蒙磐 天保5年10月 竪紙・1通 こ140－30

き）　布野村名主清右衛門・組頭又右衛門・長百姓金左衛
門→御代官所

大認鯖露礁藷鶴盗難難戦舅 天保5年6月 竪継紙・1通 こ140－31

き）　大室村名主与惣太・組頭利右衛門・同断重右衛門他

1名→御下御奉行所　下ヶ札あり

水熱聯難灘羅繋騰 天保5年4月 竪紙・1通 こ140・32

衛門・長百姓文左衛門→御代官所　下ヶ札あり

山灘雛㍊魏犠誰騨欝鍵壕騨 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－33

山平林村名臼蓋左衛門・組頭伴五郎・長百姓長五郎→御代

官所　下ヶ札あり

北融朧i購繍編賭羨搬特翻 天保5年12月 竪紙・1通 こ140－34

き）　北長池村中沢組小左衛門・組頭留吉・葉組名主重兵

衛他1組5名　下ヶ札あり

東川田村名主庄作他誌名願書［乍恐以書付立願上候］
@（頭立忠治子高治跡職相続・頭立本帳付替につき）

天保5年8月 竪紙・1通 こ140－35

東川田村名主庄作・組頭政吉・長百姓有態八→御代官所
下ヶ札あり

新譲i護描線藩囎鑛醗錨翻禦 天保5年8月 竪紙・1通 こ140－36

つき）　新山村全吉・組頭重兵衛→御代官所　下ヶ札あ

町崖鵬鏑穫鵠難認膿繹裂継歯舜 天保5年9月 竪紙・1通 こ140。37

町川内村名主宇左衛門・組頭彦治・長百姓彦右衛門→御代

官所　下ヶ札あり

三論雛終講鞠議騨羅果譲蜂蜜 天保5年6月 竪継紙・1通 こ140－38

つき）　加賀井村名主全左衛門・組頭彦三郎・長百姓弥左
衛門→御代官所　下ヶ札あり

中綴艦隠縫謡講聾議羅1鯉濃 天保5年10月 竪紙・1通 こ140－39

付替につき）　中御所村岡田組名主全左衛門・組頭長五

郎→下ヶ札あり

東和田村頭立組頭願人文右衛門他心名願書［乍誌面
@書付四四上候］（新附使用のため頭立元帳付替えに

天保5年9月 竪紙・1通 こ140－40

つき）　東和田村頭立組頭願人文右衛門・名主源右衛門・

長百姓仁兵衛→御代官所　下ヶ札あり
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依田甚兵衛伺書［口上覚］（腰村頭立名西のため新判 （天保5年）5月 横切紙・1通 こ14041
使用等頭立元帳付替えにつき願の件につき）依田
甚兵衛→一　綴で開封不能

腰村名主業右衛門他二名願書［乍恐以書付奉申上候］ 天保5年5月 竪紙・1通 こ140－42

（頭立源左衛門名替えと新判使用につき）　腰村名
主利右衛門・組頭和助・長百姓重右衛門→御代官所

哩罐主謙畿欝罐黙黙欝黙付閣 天保5年7月 竪紙・1通 こ140－43

につき）　福間村名主儀左衛門・組頭佐忠太→御代官所

上衆灘晶晶欝羅贈二言温温 天保5年9月 竪紙・1通 こ140－44

つき）　上山田村名主八郎左衛門・同治五左衛門・酒樽兵

衛→御代官所　下ヶ札あり

哩衡灘肇欝1摯議講編繋護笠茱覆 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－45

付替につき）　小松原村名主彦左衛門・組頭良左衛門・
長百姓惣吉他1名→御代官所　下ヶ札あり

若劉姦蕎墾攣謡難藩齢灘茱纏鷺 天保5年2月 竪継紙・1通 こ140。46

につき）　若宮村名主戸重郎・同断源五右衛門・長百姓円
右衛門他1名→御代官所　下ヶ札あり

瀬至響離翻鴇撚購i繧瓢矯編 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－47

続・頭立本辞付替につき）　瀬戸川村成就解毒主文左
衛門・組頭弥五左衛門・同断伴七他1名→御代官所　下ヶ
白あり

力綴撫慧講難調騰羅難聴i腿 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－48

付替につき）　力石村名主平右衛門・組頭長右衛門・長
百姓五左衛門→御代官所　下ヶ札あり

仁潔礁遽薄霧騰熱熱鑛欝i翼 天保5年2月 竪継紙・1通’ こ140－49

き）　仁礼村名主勘之丞・組頭儀左衛門・同断小兵衛他2
名→御代官所　下ヶ札あり

花尾村名主久左衛門他違名願書［乍恐以書付出願上
@候］（頭立仁左衛門子寛左衛門跡職相続・頭立掛帳

天保5年2月 竪紙・1通 こ140－50

付替につき）　花尾村名主久左衛門・組頭徳蔵・同断佐
市他2名→御代官所　下ヶ札あり

仁礼村名主勘之丞他四名願書［乍恐以書付高山候］
@（頭立万之助名替えのため頭立元帳付替につき）

天保5年2月 竪紙・1通 こ140。51

仁礼村名主勘之丞・組頭儀左衛門・同断小兵衛他2名→御
代官所　下ヶ札あり

宮下善右衛門伺書［口上覚］（西二村頭立跡職相続等
@のため頭立元帳付註説の件につき）宮下善右衛門

（天保5年）3月 横切紙・1通 こ140－52

一一戟[

西條村名主面役新左衛門他二名願書［乍二二書付奉
@願候］（頭立儀八子平左衛門跡職相続につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異言

天保5年3月 竪継紙・1通 こ140－53

村名主仮役新左衛門・組頭惣左衛門・長百姓徳右衛門→御

代官所

西翻魏雑説犠囎欝鑛關ぎ薯 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－54

き）　西条村名主語八・組頭惣左衛門・長百姓徳右衛門→

御代官所

安庭村名二六右衛門他二名願書［乍恐以書付奉願上
@候］（頭立弥平名替えのため頭立元帳付悲願の件に

天保5年3月 竪紙・1通 こ140－55
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