
藩政／村方／村役人

つき）　安庭村名主勇右衛門・組頭惣吉・長百姓源重郎→
御代官所　下ヶ札あり

新鰭難灘聯雛名癬鰻 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－56

兵衛・長百姓甚兵衛→御代官所　下ヶ札あり

町再開諺藷解置賜霜羅號繍響 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－57

につき）　町川田村名主宇左衛門・組頭喜三太・長百姓吉

右衛門→御代官所　下ヶ札あり

日熱感養鯉舗摯藷騙綴翻額密画 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－58

帳付替につき）　日影村名主重郎右衛門・組頭重郎治・
同断長左衛門→御代官所　下ヶ札あり

中輯騨騰藷繕i騰灘 天保5年正月 竪紙・1通 こ140－59

官剃下ヶ札あり

中山有之助伺書［口上覚］（北山田村頭立九兵衛名替 （天保5年）2月 横切継紙・1通 こ140・60

え等のため頭立元帳付替願の件につき）中山有之
助→一

北甥綾薪聖母響贈鹸輩盤藤野蒼響 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－61

き）　北山田村名主七郎兵衛・組頭藤兵衛・長百姓九左衛

門→御代官所

北緯朧補隼箋鷺講糊精購勲爵 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－62

つき）　北徳間村名主斧八・組頭源右衛門・長百姓久左衛

門他2名→御代官所

北欝繕辮卑椴鶴野繋餐翻繋聾 天保5年正月 竪継紙・1通 こ140－63

帳付替につき）　北郷村名主津右衛門・組頭仁左衛門・
長百姓太文治他2名→御代官所

宮古薦鶴騒霧芽］騨儀辮羅拝’頭立 （天保5年）3月 横切継紙・1通 こ140－64

柴鍛認鞭懸轟轟罵驚麟工面蝉 天保5年3月 竪紙・1通 こ140－65

柴村名主利兵衛・組頭儀左衛門・長百姓藤九郎→御代官所

牧綴嶽謹講鵯籍綴錦羅鷺聾i欝縄 天保5年3月 竪紙・1通 こ140－66

につき）　牧嶋村名主常左衛門・組頭保平・長百姓仙左衛
門→御代官所

妻囎鰭縮無熱罷罵饒i赫認鯉ぎ零 天保5年3月 竪紙・1通 こ140－67

退紅村名主与市・組頭重左衛門・長百姓伊兵衛→御代官所

町贈草画康暦糠籔謂毅黙三二 天保5年3月 竪紙・1通 こ140－68

田村名主宇左衛門・組頭彦治・長百姓彦左衛門→御代官所

根越村名主助左衛門長軸名願書［（不明）］（頭立五太 天保5年3月 竪継紙・1通 こ140－69
夫新判使用につき）　根越村名主助左衛門・組頭彦右衛
門・長百姓料兵衛→御代官所

岡雛壽騨告翻翻嘉瀦銀鵜蔚蕩 （天保5年）9月 横切紙・1通 こ140－70

嶋荘蔵他1名→一　付札あり
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依聴鑛騒騰秘朝灘駿潔処め恒 （天保5年）9月 横切継紙・1通 こ140－71

吉懸銭滋藤漫談駐羅鷺愚蒙荏　命の件につき）　吉田村名主大蔵・組頭良右衛門・長百 天保5年9月 横切継紙・1通 こ140－72

姓惣左衛門他111名→御代官所

羽腰鎌糖講翻旛爺無韻難綴鮮幣 天保5年10月 竪紙・1通 こ140－73

羽尾村本郷名主和吉・長百姓清蔵・同断重郎右衛門→御代

官所下ヶ札あり

保灘姦謹謄躍継継1霊懇薄駿駐 天保5年11月 竪紙・1通 こ140－74

き）　保科村名主嘉右衛門・組頭健左衛門・同喜墨継他1
名→御代官所　下ヶ札あり

長綾鑑識鑛謬錯羅灘蓼蝸］（餐 天保5年12月 竪紙・1通 こ140－75

井村頭立安吉・名主久左衛門・組頭伊惣治他1名→御代官
所下ヶ札あり

腰村名主利右衛門町田名願書［乍恐以書付粗宴候］ 天保5年12月 竪紙・1通 こ140－76
（頭立利右衛門・重右衛門五三使用・頭立元帳付替
えにつき）腰村名主利右衛門・組頭和助・長百姓重右衛
門→御代官所　下ヶ札あり

四欝鑛鵯鶴編瑠鋸鎌麟勢］ 天保5年8月 竪紙・1通 こ140－77

四つ谷村名主勘右衛門・組頭幸七・長百姓三八→御代官所
下ヶ札あり

綱灘謡ii鵬正議二二蟹甥奉瓢 天保5年7月 竪紙・1通 こ140－78

名主重郎治・組頭祐右衛門・長百姓兵左衛門他1名→御代
官所　下ヶ札あり

山田兵次伺書［口上覚］（綱嶋村年番頭立の名前書上 （天保5年）7月 横切紙・1通 こ140。79

等閑の旨赦免願の件につき）山田兵次→一

綱嶋村名主重郎治他二名願書［（不明）］（年番頭立の 天保5年7月 竪継紙・1通 こ140－80

名前書上等閑の件赦免願につき）綱嶋村名主重郎
治・組頭祐右衛門・長百姓兵左衛門→御代官所

上達謙館醗罐騨莚騒鰭慰霊躾 天保5年8月 竪紙・1通 こ140－81

付替につき）　上山田村名主八郎左衛門・同治五左衛
門・同六兵衛→御代官所　下ヶ札あり

保科村名主嘉右衛門他難名願書［乍恐以書付奉謝候］
@（頭立五郎左衛門名替え・頭立元帳付替につき）

天保5年2月 竪紙・1通 こ140・82

保科村名主嘉右衛門・組頭健左衛門・同喜祖八他1名→御
代官所　下ヶ札あり

佐翻軒灘鍵購窺瀦簾弩蓼犠朧 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－83

料理左衛門・組頭又右衛門・同断伊野右衛門他2名→御代

官所下ヶ札あり

向礫灘溜墨縄韓編孟壁獣舗 天保5年2月 竪継紙・1通 こ140－84

極小舟山組名主多量助・組頭藤吉・長百姓幸左衛門→御代

官所　下ヶ札あり

上置雛i聾縮催話蜻詣写鍛鵜蘭翌 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－85

帳付替につき）　上野村名主瀧之丞・組頭七左衛門→御
代官所　下ヶ札あり
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小羅露幽趣臨画幽幽舞油虫 天保5年2月
竪紙・1通　■

こ140・86

村本組名主新右衛門・組頭新蔵・長百姓栄三郎→御代官所
下ヶ札あり

八綴論議獲麟棺欝書夫籍驚熱血傑 天保5年3月 竪紙・1通 こ140－87

頭新左衛門・長百姓治右衛門→御代官所　下ヶ札あり

寒雲灘離門門請製罵翻；奮 天保5年2月 竪紙・1通 こ140・88

名主久右衛門・長百姓喜平治→御代官所　下ヶ札あり

奥讐禁駿話鍵讐噸議聯弾喬甕 （天保5年）8月 横切紙・1通 こ140・89

蔵・金児丈助→一　付札あり

西覆熱電蜷難罷碧聯きにて頭立へ帰 午（天保5年）8月 横切紙・1通 こ140－90

栃騒謄躍翻艦賭i難癖賜鰐 天保5年8月 竪継紙・1通 こ140－91

き）　栃原二二組名主平左衛門・組頭辰右衛門・長百姓善

十郎他2名→御代官所

三瀬鑓撮認≦嬰タ篇男墜囎饗彦て （天保5年）8月 小切継紙・1通 こ140－92

醇羅顯曼総轄璽舜穐撃騨向鰍1こ 午（天保5年）8月 小切継紙・1通 こ140－93

下馴隷麓羅臼簾醒劇道警砲蟹繕 天保5年8月 竪紙・1通 こ140－94

門→御代官所奥印あり

三欝筥弊監鱒劇的毘膿麟課糠 天保5年8月 竪紙・1通 こ140・95

田所下ヶ札あり

上灘鱗響懲懲麟鵜繕 天保5年8月 竪継紙・1通 こ140－96

衛・長百姓喜平治他2名→御代官所　下ヶ札あり

三線舞叢瀦翻鷺i羅懸警野上 天保5年8月 竪紙・1通 こ140・97

礼村名主勘之丞・組頭儀左衛門・同断小兵衛他1名→御代
官所　下ヶ札あり

膣灘無妻鑛鶏欝欝擁認堕暫 天保5年2月 竪紙・1通 こ140－98

上越道村名下林左衛門・組頭三右衛門・長百姓和左衛門→
御代官所　下ヶ札あり

囎凝滞島耀寡鯉鞍離右衛門●左門 （天保5年）10月 小切継紙・1通 こ140－99

二巌灘欝鰭硝樵無恥罷蠣陸 天保5年10月 竪紙・1通 こ140－100

ツ柳村名主治五右衛門・組頭儀左衛門・同断弥左衛門他1
名→一

小簾騨騨購軽羅聡慧翻 天保5年4月 竪継紙・1通 こ140－101

門他2名→御代官所

福農傭譜罐油壷幽幽欝糠臨幽幽 天保6年12月 竪紙・1通 こ30

左衛門・利兵衛・市郎治・治右衛門・治郎右衛門→関田守
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之丞様　裏打ち

小嶋四文平他一名訴状［乍恐以書付越御内々奉唱候］ 天保8年3月 竪継紙・1通 こ118
（名主栄吉不正の所業につき）　小嶋村忠七親類惣代文
吉・小前惣代吉十郎→御郡御奉行所

（大熊肉迫野村三役人頭立之者附替綴　天保9年） 綴・8点 こ36

柳蘭華華鰐嚢蠣書！繍犠副帥奮 天保9年8月 竪継紙・1通 こ36－1

頭新五郎・長百姓友右衛門他3名→御郡御奉行所　封筒
あり、端裏に付箋あり

沓雛舞盤船綾舗墜蕎噛翻鷺饗 天保9年8月 竪継紙・1通 こ36－2

蔵・組頭市五郎・同断七左衛門・長百姓市左衛門・同断
国蔵他4名→御亡御奉行所

沓野村名主助治郎他艶名請書［乍恐以書付御請奉申 天保9年8月27日 竪継紙・1通 こ36－3

上候］（沓野村助治郎他2名頭立役等閑不坪の罪過
左前申付につき）　沓野村名主助治郎・組頭寅蔵・政
島国5名→御弾御奉行所

大葬耳蝉畔編醜羅瓢箪耳蝉 天保9年9月12日 竪継紙・1通 こ36－4

過料銭申付につき）　大熊村名主藤兵衛・組頭新五
郎・長百姓友右衛門他3名→御郡御奉行所

金児丈助他二名伺書［口上覚］（沓野村助治郎他3名頭
@立役等閑不屈の件吟味書類差添えにつき）金児丈

（天保9年）8月 横切継紙・1通 こ36。5

助・岡嶋荘蔵・寺内多血→一　下げ札あり、付札あり

矢津監物用状（付札の通り心得につき）　矢沢監物→ （天保9年置9月6日 小切紙・1通 こ36－6

寺内多宮殿

矢津監物用状（付札の通り心得につき）　矢沢監物→ （天保9年）8月24日 小切継紙・1通 こ36－7

金児丈助殿

寺面恥礫蘭条論証羅鍵螺鼎璽1他覇 （天保9年）9月 横切継紙・1通 こ36－8　　’

五宮・金児丈助→一　下げ札あり、付札あり

（大室村頭立三役付替一件綴　天保9年） 綴・5点 こ76

（封筒）金児丈助→一　封筒を含む、御預所郡奉行 天保9年11月 封筒・1通 こ76－1

大輔鑛窒灘短織謙露雛羅幸臣 天保9年11月 横切継紙・1通 こ76－2

き）　大室村辰年名主要蔵他7名→御郡御奉行所　金児
丈助の付札あり

大室村名主要回転七賢返答書［乍恐以書付御着豊里
@上菅］（大室村頭立跡役替の件不行届けのため過料

天保9年11月 横切継紙・1通 こ76－3

銭につき）　大室村辰年名主要蔵他7名→御郡御奉行所

金児丈助他日名瀬状［口上覚］（大室村頭立跡役替の （天保9年）11月 横切継紙・1通 こ76－4

件不行届けのため承済につき）　寺内多湿・岡島荘
蔵・金児丈助→一　下げ札・付け札あり

矢沢監物用状（別紙の付札の通りにつき）　矢沢監物 （天保9年）11月 小切紙・1通 こ76－5

→金児丈助殿

赤野田新田村三役等請書写［名主御請書之御事］（赤野
@田新田村名主交替等につき）　赤野田新田二三役人・頭

天保9年正月 竪継紙・1通 こ85

立・小前→御代官所

（頭立休職・相続願書関係綴　天保9年） 綴・88点 こ125

御呼方伺書［口上覚］（上八町村林右衛門の件頭立休 （天保9年）3月 横切紙（1・2仮 こ125－1

役願いにつき）御郡方→一　付札あり 綴）・1通
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上謂囎蔚惑乱趨驚憩奉囎纈 天保9年3月 竪継紙（1・2仮
ﾔ）・1通

こ125・2

林右衛門・名主清吉他5名→御代官所　下げ札あり

御温品伺書［口上覚］（風間村宇平治他3名の件頭立休　役願いにつき）　御影方→一　付札あり
（天保9年）2月 横継紙（3・4・5

ｼ綴）・1通

こ125－3

山田兵次伺書［口上覚］（風間村宇平治他3名の戦野立
@臨休役願いにつき）山田兵次→一

（天保9年）2月 小切紙（3・4・5

ｼ綴）・1通

こ125－4

風間村名聖四郎兵衛他一〇二名願書［即興以書付奉
@願候］（新頭立役仰付けにつき）　風間村名主四郎兵

天保9年2月 竪継紙（3・4・5

ｼ綴）・1通

こ125－5

衛他102名→御代官所

御堅塁伺書［口上覚］（上八町村清吉の件蝿頭立願い （天保9年）3月 横切紙（6・7・8 こ125－6
につき）　御立方→一　付札あり 仮綴）・1通

山田兵次伺書［口上覚］（上八町村清吉の件新頭立願　いにつき）　山田兵次→一

（天保9年）3月 横切紙（6・7・8

ｼ綴）・1通

こ125・7

上八町村名主孫右衛門他一一三名願書［乍恐以書付
@奉願候］（上八町村清吉の件出頭立役につき）上八

天保9年3月 横切継紙（6・
V・8仮綴）・1通

こ125－8

町村名主孫右衛門他113名→御代官所

御館方伺書［口上覚］（佐野村頭立縞左衛門の件退役　願いにつき）御薦方→一　付札あり
（天保9年）7月 横切紙（9・

P0・11仮綴）・1

こ125－9

通

西沢軍治伺書［口上覚］（佐野村頭立新左衛門の件退　役願いにつき）　西澤軍治→一

戌（天保9年）7月 横切紙（9・
P0・11仮綴）・1

こ125－10

通

佐野村名主新助他五名願書［乍恐以書付奉加候］（佐　野村頭立新左衛門の件退役につき）　佐野村願人新
天保9年7月 竪紙（9・10・11

ｼ綴）・1通
こ125一羽

左衛門・名主新助他4名→御代官所

御覧方伺書［口上覚］（下宮野尾村頭立国治郎の官権
@役願いにつき）御郡方→一　付札あり

（天保9年）3月 横切紙（12・13
ｼ綴）・1通

こ125－12

宮野尾村名主吉左衛門他四名願書［乍恐以書付奉願　候］（頭立国治郎の件退役につき）　宮野尾村下組頭 天保9年3月 竪紙（12・13仮
ﾔ）・1通

こ125－13

立国治郎・名主吉左衛門他3名→御代官所　下げ札あり

御出方伺書［口上覚］（小根山村半右衛門の件新頭立 （天保9年）2月 横切紙（14・ こ125。14
願いにつき）御前方→一　付札あり 15・16仮綴）・1

通

岡部八十喜伺書［口上覚］（名主半右衛門の血忌立面 （天保9年）2月 横切紙（14・ こ125－15
めにつき）　岡部八十喜→一 15・16仮綴）・1

通

噛癖醤蟹繍転畿霧騨嬰揖寝 天保9年2月 横切継紙（14・

P5・16仮綴）・1

こ125・16

山村組頭市郎兵衛他189名→御代官所 通

欄灘翻黒黒鼎擁蓬i灘購響動磯 （天保9年）2月 横切継紙・1通 こ125－17

いにつき）御鴨方→一

西澤軍治伺書［口上覚］（石川村市三郎・御幣川村与右
@衛門の義臣頭立願いにつき）　西澤軍治→一

（天保9年）2月 横切紙・1通 こ125－18

石川村名主元右衛門他五一名願書［剛胆以書付奉願
@候］（市三郎の件頭立勤めにつき）石川村名主元右

天保9年2月 横切継紙・1通 こ125－19

衛門他51名→御代官所

御幽魂離匙誘購野妙趣諮温気 天保9年2月 横切継紙・1通 こ125・20

他85名→御代官所
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宮下善左衛門伺書［口上覚］（塩町村頭立伊助の件休 （天保9年）2月 横切継紙・1通 こ125・21

役願いにつき）宮下善左衛門→一

駿町村名主深美六三郎他四名願書［乍恐以書付奉願
@候］（駿町村頭立伊助の件跡相続につき）駿町村名

天保9年2月 竪紙・1通 こ125・22

主深美六三郎・組頭重兵衛・長百姓長右衛門・頭立惣代伊
兵衛・小前惣代四郎兵衛→御代官所

駿町村名主深美六三郎他意名願書［熱望以書付奉願
@候］（響町村頭立忠八の件休役につき）駿町村願人

天保9年2月 竪紙・1通 こ125・23

忠八・名主深美六三郎・組頭重兵衛・長百姓長右衛門・頭立
惣代伊兵衛・小前惣代四郎兵衛→御代官所

御書方伺書［口上覚］（石川村頭立権左衛門・腰村重右 （天保9年）2月 横切継紙・1通 こ125・24

衛門の件休役願いにつき）御郡方→一　付札あり

西覆離開馴課壼幕剥奪立権左衛門の件休 （天保9年）2月 横切紙・1通 こ125－25

石欝欝灘囎聴灘凝隅隅幣織 天保9年2月 竪紙・1通 こ125－26

立権左衛門・名主元右衛門・長百姓市郎治・頭立三代与惣
左衛門・小前惣代久右衛門→一

平鋼磯讐離閣轟穂慾隅隅鋸 天保9年2月 竪紙・1通 こ125－27

衛門・名主銀蔵・組頭伝右衛門・長百姓利右衛門・頭立惣代
藤五郎・小前沼代佐吉→御代官所　下げ札2紙あり

、

御野方伺書［口上覚］（小松原村頭立甚之助の件休筆 （天保9年）3月 横切紙・1通 こ125・28

願いにつき）　御画面→一　付札あり

小松原村名主忠兵衛他六名願書［乍恐以書付奉願候］
@（小松原村頭立甚之助の件休心につき）　小松原村

（天保9年）2月 竪紙・1通 こ125－29

名主忠兵衛・組頭種吉・善右衛門・長百姓重左衛門・頭立惣
代清左衛門・小前惣代清兵衛・願人甚之助→御代官所

西沢軍治伺書［口上覚］（布施村五明村・上祖山村・小
@沼村頭立の件跡相続願いにつき）西澤軍治→一

（天保9年）2月 横切紙・1通 こ125－30

布灘離籍鶏欝欝朧荊鐸顯鰐 （天保9年）2月 竪紙・1通 こ125。31

き）　布施五明村瀬原田組名主友右衛門・組頭頭立面兵
治・小前惣代民之助→御代官所

呼衡備縣鰐縣秀囎麦矯鷺回議国警 （天保9年）2月 竪紙・1通 こ125－32

えにつき）　小沼村名主茂右衛門・組頭清左衛門・長百姓

佐五右衛門→御代官所

依田甚兵衛伺書［口上覚］（西和田村頭立弥平治の件
@名替え等願いにつき）依田甚兵衛→一

（天保9年）正月 横切紙・1通 こ125－33

西1鼎翻灘蟹藩藩蟹隅隅堺町撮 （天保9年）正月 竪紙・1通 こ125－34

えにつき）　西和田村願人弥平治・名主新五郎・組頭長兵
衛・長百姓仁兵衛→御代官所

西1鼎欝醗纒騒騒聯瀕幽幽蝦　につき）　西和田村願人勝五郎・名主新五郎・組頭長兵 天保9年正月 竪紙・1通 こ125・35

衛・長百姓仁兵衛・頭立惣代清右衛門・小前惣代長大夫→

御代官所

西沢平治伺書［口上覚］（頭立役の装甲出につき）西 （天保9年）正月 横切紙・1通 こ125・36

沢平治→一

鬼翻嚥蘇霧雲犠紙誌聯跨 （天保9年）2月 竪紙・1通 こ125－37

き）　鬼無里村元組名主嘉三郎・組頭和市・源治・長百姓長
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右衛門→御代官所

二欝醤蒲欝幽囎麟羅細細講　替えにつき）ニツ柳村名主天左衛門・組頭茂右衛門・ 天保9年2月 竪紙・1通 こ125－38

文五郎他2名→御代官所

御暮方伺書［口上覚］（小森村頭立善右衛門の件配役　願いにつき）御下方→一

（天保9年）3月 横切紙・1通 こ125・39

群雲鶴鯉勢鴇無夢野善右衛門の件 （天保9年）3月 横切紙・1通 こ125・40

小霧聯謬瓢齢鱒覆諺響暴露鰍魏 （天保9年）3月 竪継紙・1通 こ125・41

衛門・名主吉郎左衛門・組頭長右衛門・長百姓栄助他3名→
御代官所

宮麟誰囎副贈惣）（攣難蕪繁箪●彦右 （天保9年）3月 横切継紙・1通 こ125・42

大愚態奪翻磯騎顯醐1鵬鷺鋳書 （天保9年）3月 竪紙・1通 こ12543

えにつき）　大岡根越組名主市左衛門・組頭吉左衛門他2
名→一

大繭鯉蕪擁鶴暴騰醐羅製奪　き）　大岡根地組名主市左衛門・組頭吉左衛門他2名→御 （天保9年）3月 竪紙・1通 こ125・44

代官所

御昼方伺書［口上覚］（欠村頭立勇右衛門の件休役願 （天保9年）3月 竪紙・1通 こ125・45
いにつき）　御立方→一　付札あり

欠麗鎗騎騨羅霧欝『門下ll健 （天保9年）3月 竪紙・1通 こ125・46

右伴太・組頭要左衛門・長百姓小藤太他2名→御代官所
下げ札あり

宮騨翻蜘彗甚『」課善砦謂璽立孫左衛門 （天保9年）2月 横切紙・1通 こ125・47

西鍵灘編騨譲二四丁付認二丁籍 天保9年2月 竪紙・1通 こ125・48

童子万作・名主藤五郎・組頭長大夫・長百姓平左衛門→御
代官所

下灘磐封鴇芳醒張灘辮仁右衛F『の件 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－49

醒難野口駿掌］認鷺塑頭虻右衛門の （天保9年）4月 横切継紙・1通 こ125・50

西灘鵠顯鵜蟹灘［耀鎌瀬套騨 天保9年4月 竪紙・1通 こ125・51

西尾張部村願人仁右衛門・名主喜右衛門・組頭喜左衛門・
長百姓利兵衛→御代官所

再興下野勢」剛胆煙立庄右衛門の件 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125・52

新出礁誰岬町顯繹甥蠕灘旛 天保9年4月 竪紙・1通 こ125・53

門・名主重兵衛・組頭長次郎・長百姓仁兵衛他3名→御代官
所

依田甚兵衛伺書［口上覚］（粟佐村頭立七郎右衛門の
@件国役願いにつき）依田甚兵衛→一

（天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－54
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粟幅跳磐幽幽囎督野鯉編疾翼 天保9年4月 竪紙・1通 こ125－55

占・名主清右衛門・組頭嘉蔵他2名→御代官所

御摩方伺書［口上覚］（新山村徳兵衛等の件新頭立役 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125。56

願いにつき）　御強方→一　付け札あり

岡部八十喜伺書［口上覚］（新山村頭立並徳兵衛・小前 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－57

金吉の件頭立役勤め願いにつき）　岡部八十喜→一

新山村名主重兵衛他七六名願書［陰干以書付奉願候］
@（新山村頭立並徳兵衛・小前金吉の件頭立役勤め願

天保9年4月 横切継紙・1通 こ125－58

いにつき）　新山村名主重兵衛・組頭長次郎・長百姓仁兵

衛他74名→御代官所
、

御郡方伺書［口上覚］（桜村太兵衛の件目頭立役願い （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－59

につき）御郡方→一

西沢軍治伺書［口上覚］（桜村太兵衛の件新喪立役願 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－60

いにつき）　西沢軍治→一

桜村名主久米右衛門他四七名願書［乍恐以書付奉願
@候］（桜村太兵衛の真新頭立役願いにつき）　桜村名

天保9年6月 横切継紙・1通 こ125・61

主久米右衛門・組頭守左衛門・同断平右衛門・長百姓頭立

文十郎他44名→御代官所

御母方伺書［口上覚］（入山村清水浸与五兵衛の件新 （天保9年）7月 横切紙・1通 こ125－62

頭立役願いにつき）　御記方→一　付け札あり

西沢軍治伺書［口上覚］（入山村清水組与五兵衛の件 （天保9年）7月 横切紙・1通 こ125－63

点頭立役願いにつき）　西沢軍治→一

入山村清水煙名主半左衛門他五一名願書［乍困頓書
@付直願候］（入山村清水回与五兵衛の件新頭立役願

天保9年7月 横切継紙・1通 こ125－64

いにつき）　入山村清水組名主半右衛門・長百姓兵左衛
門他50名→御代官所　奥印・奥書あり

御灘舗監掌］鵬墾驚繍衛F『の件 （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－65

西醸翻青｝1思懸魏堅頭立夏左衛門の （天保9年）4月 横切紙・1通 こ125－66

布舗鶴擁灘翻辮麟縢醤轡鵯 天保9年3月29日 竪紙・1通 こ125・67

高田村願人富左衛門・頭立惣代丈吉他4名→御代官所

西沢軍治伺書［口上覚］（泉平村・念仏寺村・梅木村の （天保9年）6月 横切継紙・1通 こ125－68

件頭立願いにつき）　西沢軍治→一

泉平村九右衛門他四名願書［乍恐以書付奉願候］（泉　平村頭立久左衛門の件相続のため元帳附替λにつ 天保9年5月 竪紙・1通 こ125－69

き）　泉平村九右衛門・組頭幸吉他3名→御代官所

念繍誌響藷鰭唖蝉撫罷鷺繍 天保9年5月 竪紙・1通 こ125－70

替えにつき）　念仏寺村上組名主嘉惣治・組頭吉左衛門
他3名→御代官所

梅木村上組名主喜兵衛他二名願書［葡萄以書付奉願
@候］（梅木村頭立治郎右衛門の件名替えのため兀帳
@附替えにつき）　梅木村上組名主喜兵衛・組頭九平治・

天保9年5月 竪紙・1通 こ125－71

惣百姓福右衛門→御代官所

御動水伺書［口上覚］（西寺尾村・栃原村の件頭立願い （天保9年）12月 横切紙・1通 こ125－72

につき）　御下方→一　付け札あり

岡部八十喜伺書［口上覚］（西寺尾村頭立常治の件休 （天保9年）12月12日 横切紙・1通 こ125－73

役願いにつき）　岡部八十喜→一
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西毒題鱗雛籍灘騨［謬野黎囎話票 天保9年12月 竪紙・1通 こ125－74

治・名主左仲太・組頭兵左衛門他4名→御代官所

西沢軍治伺書［口上覚］（栃原村平組頭立庄右衛門の 戌（天保9年）11月 横切継紙・1通 こ125－75

件訴訟願いにつき）西沢軍治→一

栃原村平組庄右衛門他六名願書［乍恐以書付奉願候］ 天保9年11月 竪紙・1通 こ125－76

（栃原下平組頭立庄右衛門の件訴訟につき）栃原
村願人頭立庄右衛門・同人組合惣代弥八他5名→御代官所

西沢軍治伺書［口上覚］（沓野村頭立の件名前附替え （天保9年）9月 横切紙・1通 こ125。77

願いにつき）　西沢軍治→一

沓野村名主寅蔵他四阿願書［乍恐以書付奉願候］（沓
@野村新九郎・豊作の件不調法のため元帳附替えに

天保9年8月 竪紙・1通 こ125－78

つき）　沓野村名主寅蔵・組頭市五郎・同断守左衛門・
長百姓市左衛門・同断国蔵→御代官所

西熊期幽幽藤縄寸慧門門『の野相 （天保9年）9月 横切紙・1通 こ125－79

大穂縮魏融驕臨羅甥熱願璽 天保9年9月 竪紙・1通 こ125－80

き）　大熊村名主藤兵衛・組頭新五郎他3名→御代官所

御郡方伺書［口上覚］（御幣川村・新山村頭立の件休役 （天保9年）10月 横切紙・1通 こ125－81

願いにつき）御母方→一　付け札あり

西深譜蜷晃槻灘脚頭立清右衛門の件 （天保9年）10月 横切紙・1通 こ125－82

御職辮綴鶏簿轍：縢鵜縛曲弾ll 天保9年10月 竪紙・1通 こ125－83

村願人清右衛門・名主政右衛門・組頭与右衛門他5名→御
代官所

岡深館吾鯵封鴇辮騨牽喜右衛門の件 （天保9年）10月 横切紙・1通 こ125－84

新郷灘鶴醐鴎疑蠣付謡観 天保9年10月 竪紙・1通 こ125－85

主重兵衛・組頭長治郎・長百姓仁兵衛他3名→御代官所

宮下善左衛門伺書［口上覚］（八幡村・根越組頭立の件 （天保9年）10月 横切紙・1通 こ125－86

相続のため書替えにつき）宮下善左衛門→一

八幡村名主善七他二名願書［乍恐以書付熱願候］（八 天保9年10月 竪紙・1通 こ125－87

幡村頭立伝左衛門の件相続につき）　八幡村名主善
七・組頭七兵衛・長百姓群蔵→御代官所

大灘離礁灘難羅灘獺 天保9年10月 竪紙・1通 こ125－88

門・長百姓助左衛門→御代官所

（土口村頭立帰役一件関係綴　天保13年） 綴・4点 こ34

竹村金吾他二名口上書［口上覚］（頭立訴訟の由良融 （天保13年）2月 横切継紙・1通 こ34－1

のため頭立役帰役につき）　岡嶋荘蔵・金児丈助・竹
村金吾→一　付札・下げ札あり

土口村村役人小右衛門他一六名連印状［乍爪囲書付 天保13年2月20日 竪継紙・1通 こ34－2

御請奉申丁丁］（頭立帰役仰付られにつき）野口村
名主小右衛門・組頭五郎右衛門他15名→御郡御奉行

宮下善左衛門口上書［口上覚］（頭立門役願いの開平 （天保13年）2月 横切継紙・1通 こ34－3

いにつき）　宮下善左衛門→一　下げ札あり
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藩政／村方／村役人

土口村名主小右衛門他十名願書［乍恐以書付奉願上 天保13年2月 竪継紙・1通 こ3牛4
候］（頭立帰役につき）土口村名主小右衛門・組頭五
郎右衛門・庄七他8名・荒神町1名→御代官所　下げ札あ

幸翻舞鍛鷺縣灘蟹駐青鑑穐姦 弘化4年正月 竪美・1冊 こ40

所幸高村名主次郎左衛門→上

大駆器無辮雛鍋蟹馨霧麟翻翻 慶応3年7月 竪紙・1通 こ25

件頭百姓取立の故障無き旨につき）　大岡宮平組名主
久保田粂七・組頭雪右衛門・長百姓常右衛門・頭立藤井吉
郎右衛門・小前市右衛門→御勘定所御元下様御役所

（村役人出精調査関係一括　明治4年） 2点 こ352

若宮村名主水井久蔵他四名申上書［御尋二付乍恐以 明治4年7月 竪半・1冊 こ352。1

彗二二握1（繁離辮響癬盤薮亨
組頭柳沢九郎兵衛他2名→松代県御役所

監丸洗上書（若宮村水井孫左衛門・水井久蔵の出精の （明治4年）辛未10月 横切継紙・1通 こ352。2

件調査につき）　監平→一　端裏書あり

加茂十兵衛申上書［乍恐以書付奉申上候］（家督の件口 明治5年4月 竪紙・1通 こ26
留番所勤めにつき）　吉田村加茂十兵衛→長野御県

心用状（端裏書）［巳五月初御尋傍付］（村年寄役御尋の 巳5月 横切継紙・1通 こ22
件答書につき）裏打ち

町田源左衛門他一名願書（端裏書）［口上覚］（鬼無里村 正月 横切紙・1通 こ29
北沢新右衛門相続頴いにつき）海治与兵衛・町田源左
衛門

若宮村嘉右衛門申付書（若宮村永井久蔵他4名苗字帯刀 5月21日 横切継紙・1通 こ32
御免につき）若宮村嘉右衛門→一

陣中上書［申上］（上ヶ尾村頭立孝内上下御免につき） 7月 横長半・1通 こ33

御籔姦鯖轟繍凝宰取藩竪鯉（村 2月 横切継紙・1通 こ257

腰村庄五郎用状（定吉の担当村の人別につき）腰村庄 9月4日 小切紙・1通 こ260
五郎→相原邦治郎様

某用状（村役人等書上につき） 卯4月21日 横切紙・1通 こ278

某用状（寅年国役二二の三々役人名前書上につき） 寅 横折紙・1通 こ285
端が糊付されている
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藩政／村方／支配

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

、

支配

下騨蟄煮腕貫器蔽話雪蟷［職諮貼　名主惣三良・同断組頭嘉左衛門・長百姓平兵衛他19名→御代 文政元年6月 竪継紙・1通 こ389

官所　端裏貼紙あり、包紙あり

撃緩磐響讐麟畢i綿翻霧弾帯1 文政3年9月23日 横切継紙・1通 こ387

東寺尾村名主吉兵衛他三名請書［乍恐以口上書御請申
@上候御事］（小作人共植え付け桜の引直し渡しにつ

文政3年3月 竪継紙・1通 こ451

き）　東寺尾村名主吉兵衛・組頭治五右衛門・同助左衛門他1

名→御蔵山番御衆中　端裏書、下ヶ札あり

鼠山村名主仁兵衛二二名地上書［乍恐以書付面訴奉申
@上記］（和田宿御出役より廻村到来他につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼠宿村

弘化2年9月 竪紙・1通 こ292

名主仁兵衛・組頭弥重・長百姓市郎左衛門→御勘定所御取〆

御役所

湯蹴撃籠舗嶋範聾離魏購窪響暫　湯田中村名主新井六右衛門・組頭忠助・同断庄左衛門他3名 明治元年12月 竪紙・1通 こ396

→御収納郡下御同心木下伝五郎殿　包紙あり

仁謝謝懸盤簾聾魏魏購窪讐ダ　仁礼村名主羽多佐野右衛門・組頭源弥・同断連治他3名→御 明治元年11月 竪紙・1通 こ397

収納郡方御同心木下伝五郎殿　包紙あり

大室村名主音治他四面請書｛差上申御感一札論証］（王
@政御一新につき高札書替につき）　大室村名主音治・組
@頭武之丞・同断弥十郎他2名→御収納郡方御霊心木下伝五郎

明治元年12月 竪紙・1通 こ398

殿包紙あり

三瀬露禦讐舗鵜購｝i輪換縄 明治元年12月 竪紙・1通 こ399

主謀八郎・組頭弥曽右衛門・同断利助他3名→御収納編方御
同心木下伝五郎殿　包紙あり

福麟鯨鵬鰭纒簾墾上腿皇継認 明治元年12月 竪紙・1通 こ258

門・組頭顎下他4名→御収納郡方御同心木下伝五郎殿

（吉田村等長野県へ引渡関係綴） 綴・10点 こ452

（染紙）［吉田村等長野県江御引渡村々品々調］端裏 封紙・1通 こ452－1

書あり

某用状（吉田村他4ヶ村高書付）端裏書あり 横切紙・1通 こ452－2

飯米方用状［覚］（腰村他20ヶ村上納辻書付）飯米方 横切継紙・1通 こ452・3

→一

某用状（2番、後町村他上納辻書付） 横切継紙・1通 こ452－4

某影1齢認野鴨罐あ碧上繍］（3番吉田 午7月　　　　　’ 横切継紙・1通 こ452・5

某用状（三輪村他10ヶ村上納辻書付） 横切紙・1通 こ452－6

某用状（吉田村他9ヶ村上納辻書付） 横切紙・1通 こ452－7
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藩政／村方／支配／献上／御用／分村

某用状（檀田村他10ヶ村国二二・6尺給米他書付） 横折紙・1通 こ452－8

［籾代書上帳］（吉田村他4ヶ村無代残など書付） 横長半・1冊 こ452－9

［村高書上帳］（合里村他12ヶ村高書付） 竪半・1冊 こ452－10

吉沢十助伺書（端裏書）［口上覚］（丁丁村丁丁立直りの 6月 横切継紙・1通 こ303
ため返村の件につき］　吉沢十助→一

献上

（和宮様通行の冥加金関係綴） 綴・3点 こ191

長谷川唯見申上書（和宮様通行の件冥加金献上につ 10月 竪紙・1通 こ191－1

き）（長谷川）唯見→一

矢野用状（塚田五左衛門御賞につき）　矢野→菅井様 8月13日 竪紙・1通 こ191－2

某用状（和宮様下行の件入用金借用につき） 横切継紙・1通 こ191－3

（金銭請取書等綴　明治2年） 綴・3点 こ192

矢雛聾籍罷繍翻編翻翻糀響轡 三酉2月 横切継紙・1通 こ192－1

矢野倉謙兵衛→一

酒井市治他一名金銭請取書写［覚］（金100両につき） 明治2年5月20日 竪継紙・1通 こ192－2

水野清右衛門・酒井市治→七瀬村荒井半之丞へ　奥書あ

七瀬村荒井半之語用状写（端裏書）［御書付写］（金子 12月15日 横切紙・1通 こ192－3

献上の件奇特につき）　七瀬村荒井半之丞→一

美濃輔用状（8月分調べにつき）美濃輔→一　封紙あり 横切紙・1通 こ193

御用

小祢山村小前惣代義左衛門他三名申上書［乍恐以書付 天保7年11月 竪紙・1通 こ183
面諭上候］（出願の筆者の件尋ねにつき）　小弥山村
上坂組小前罪代利左衛門・吉兵衛他2名→御壁御奉行所

吉池与市他一名王状［覚］（御三へ道橋附等伐出御用 慶応2年2月 竪継紙・1通 こ122

出役の村々の件手充渡しにつき）　吉池与市・春日与
左衛門他1名→磯田普門殿他4名　奥印・奥書あり

分村

（西寺尾村岡明神組組分け一件綴　文化12年～同13 綴・6点 こ194
年）

岡明神組庄三郎他三名吟口証文［済ロー札知事］（西
@尾村岡神明組組分けにつき）岡明神組五人組総代庄

文化12年3月 竪継紙・1通 こ194－1
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藩政／村方／分村

三郎・左源太他2名→中沢村相沢長右衛門殿・加賀井村徳
左衛門殿奥印・奥書あり

西寺尾村名主平助他十一名湾口証文［内済仕規定証 文化12年3月 竪継紙・1通 こ194－2

文愁事］（西寺尾村岡明神組頭立につき）西寺尾村
名主平助・組頭彦八・長百姓徳右衛門他9名→相沢長右衛
門殿・加賀井村徳右衛門殿　奥印・奥書あり

西寺尾村名琴平助他六名鰐口証文［済ロー札即事］ 文化12年3月 竪継紙・1通 こ194－3

（西尾村岡神明組組分につき）　西寺尾村名主平助・
組頭彦八・長百姓徳右衛門他9名→相沢長右衛門殿・加賀
井村徳左右衛門殿　奥印・奥書あり

西寺尾村名主愚母他州名請書［差上申御請一札之御 文化12年4月 竪継紙・1通 こ19牛4
事］（岡明神組組分けにつき）　西寺尾村名主三助・組
頭彦八・長百姓徳右衛門他2名→御郡御奉行所　奥印・奥
書あり

西寺尾村組頭彦八他二名願書［乍恐以口上書夢判候
@御事］（西寺尾村岡明神組頭立につき）　西寺尾村組

文化13年8月 竪継紙・1通 こ194・5

頭彦八他2名→御代官所　虫損

西藷醇叢静傭羅心隔櫻黙書 文政13年11月 竪継紙・1通 こ194－6

名主久右衛門・願人八郎治他3名→入安兵衛様・小野唯左
衛門様　巨細

（保科村高岡組訳毒忌申渡請書一括　文政7年）　包紙 5点 こ195
あり

岡野弥右衛門他五名伺書［口上覚］（保科村分地混雑 （文政7年）11月 横切継紙・1通 こ195－1

の件示談につき）　岡野弥右衛門・石倉源五左衛門他4
名→一　付札あり

保科村名主万之丞他八名願書［乍恐以書付誓願候］
@（高岡組長国寺願立ての件示談整い三役人勤めに

文政7年11月 竪継紙・1通 こ195。2

つき）　保科村名主万之丞・組頭文助・園右衛門・長百姓
佐右衛門他5名→磁瓶奉行所・御郡御奉行所　端裏書あ
り、裏面に切札あり

保科村名主万之丞他九名請書［乍恐以口上書御請奉
@申上候］（保科村分地混雑の件別人別帳仕立てにつ

文政7年11月 竪継紙・1通 こ195－3

き）　保科村名主万之丞・組頭文助・三右衛門・長百姓佐野

衛門他6名→職御奉行所・御郡御奉行所　端裏書あり

三国組割寺用状（当寺領の門別組成りにつき）長日 11月26日 横切継紙・1通 こ195－4

寺副寺→金井左源太様

某用状（端裏書）［申渡下案］（保科村分地の件別人別 11月26日 横切継紙・1通 こ195・5

帳仕立てにつき）

小鍋村雨木組名主庄右衛門他九四請書［乍恐以書付御
@回申上候御事］（小鍋村組訳の件目録等引訳につき）

文政13年2月 竪継紙・1通 こ196

小鍋村千木組名主庄右衛門他9名→御臨御奉行所　端裏書
あり

（有旅村内浅野、桜井両組分郷一件関係書類綴） 綴・3点 こ290

某繍罷塊織欝両袖囎｝濠粥有 閏11月 横切紙・1通 こ290－1

山懸額壽島認鎌欝両型兵騨こ立 閏11月 横切紙・1通 こ290－2

有鶴欄籍編藤簾霊罷職鱗柔魍 天保3年閏11月 竪紙・1通 こ290・3

願書の件につき）　有旅村名主勇吉・組頭重左衛門・長
百性愛此他23名→御代官所
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藩政／村方／分村／褒賞

杵渕三新十郎他二名願書［乍恐以書付御日延奉願候］ 天保7年3月 竪紙・1通 こ197
（嶋新田御尋の件回答日延につき）杵渕心酔十郎・利
七・重吉→御勘定所御下分御役所　端裏書あり

松纈鰭凝饗応解鯉藁轟噸門下　用

辛未（明治4年）12月 竪紙・1通 こ198

褒賞

下越村名主伊三郎二二名請書［差上申一札之事］（孝心 文政5年11月 竪紙・1通 こ368

露鴇議篇脚病臨ヨ寒委兵講騰簾
裏打あり

安三熱幽幽i雛血漿窒難二丁離 天保12年9月 横切継紙・1通 こ50

文）安庭村名主儀兵衛・組頭清兵衛・長百姓勇右衛門他10
名→制御奉行所・御郡御奉行所　包紙あり

（森村富右衛門褒賞関係一一括　天保13年） 4点 こ84

（封筒）［森村富右衛門若年より倹約専心掛農業出精其
繩?ﾁ三二相聞二二尋之上村方申立伺之上永羽織御

天保13年7月 封筒・1通 こ84

免申渡候尋書面伺ロロ］

（森村半右衛門褒賞関係綴　天保13年） 綴・5点 こ84。1

宮下善左衛門窺書［口上覚］（森村富右衛門農業出 6月 横切継紙・1通 こ84・1－1

精のため褒詞下されにつき）　宮下善左衛門→一

森轟叢膿鷺鷺藩鰭訓繍鷺箕 天保13年6月 竪継紙・1通
こ84・1－2　、

七・同断金八他3名→御代官所

倉囎縮蘇観灘鱗饒舗輝輝 天保13年6月 竪継紙・1通 こ8牛1。3

倉科村名主吉左衛門・同断龍左衛門他4名→御代官所

［御尋二付乍恐以書付巡回上候］（森村富右衛門に
@つき）　生萱村名主岩右衛門、組頭彦之丞・長百姓吉

天保13年6月 竪継紙・1通 こ8牛1－4

左衛門→御代官所　裏面に付札あり

竹村金吾三二名伺書（森村富右衛門の件永羽織下し （天保13年）7月 横切継紙・1通 こ8牛2

につき）　岡田荘蔵・金児丈助・竹村金吾→一

（東寺尾村、森村孝心奇特者褒美下賜関係一括） 10点 こ327

（東寺尾村、森村十村の孝心奇特者褒美下賜願書綴 綴・8点 こ327－1

天保13年）

依理鹸難緊黙灘鑛鴇瀧月華鼻 （天保13年）6月 横切紙・1通 こ327－1・1

依田甚兵衛→一　破損大

東寺尾村名主惣助他三三申上書［御尋二付乍恐以

ﾓ縫鶴製雛騨禦藏羅騎雛鑑
天保13年6月 竪継紙・1通 こ327・1・2

治・同断治右衛門他一名→御代官所

田中村名主幸之助他二名返答書［御尋二三乍恐以
装t御答奉申上職］（東寺尾村瀬左衛門子忠兵衛
F心の事隣村へ御尋ねにつき）　田中村名主幸之

天保13年6月 竪紙・1通 こ327－1・3

助・組頭久兵衛・長百姓忠兵衛→御代官所
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藩政／村方／褒賞

西認轟議奮翻縣翻辮輪難魏 天保13年6月 竪紙・1通 こ327－1－4

の事隣村へ御尋ねにつき）西寺尾村名主治左衛
門・組頭伝右衛門・長百姓与右衛門→御代官所

宮幽幽鵬蕪甥（響擁縛客はつ （天保13年）6月 横切継紙・1通 こ327－1・5

森羅舞鍋欝縣騰幽幽幽幽
　　　、V保13年6月 竪継紙・1通

御尋ねにつき）　森村名主長七・同断金八・組頭八野
右衛門他2名→一

倉難灘継難轟騰辮 天保13年6月 竪継紙・1通 こ327－1－7

同断龍左衛門・組頭幸十郎他3名→御代官所

黙黙離離巻細細欝 天保13年6月 竪紙・1通 こ327－1・8

組頭彦之丞・長百姓吉左衛門→御代官所

松木源八他四名伺書（端裏書）［東寺尾村、森村両村
@之もの孝心奇特付御褒美被下欄義付伺］（褒美下置

（天保13年）7月 横切継紙・1通 こ327－2

く様尋ねにつき）松木源八・菅沼弥惣右衛門・岡嶋荘
蔵他2名→一

（戦朧i徽選蝦繧篇顯之舗纈i繧議 天保13年7月 包紙・1通 こ327－3

代官添書伺之書類封置］竹村金吾→一

矢代村本町組峯之助願書写［乍判事書付奉願上候］（千
@種御殿家来上原左膳へ下金の二三藤右衛門へ褒美に

文久2年12月 竪継紙・1通 こ182

つき）　矢代村本寄倒峯之助→御勘定御元分御役所

（民事駄酒料下され金関係書類一括） 3点 こ115

民群離舗輪鐘声艦雛羅磐薪 9月19日 小切紙・1通 こ115・1

民事掛（赤沢・河原）→一

民蔀黙懇鴇驕懇離襲猫被騰 9月 小切紙・1通 こ115。2

（赤沢・河原）→一

民離辮千難鶉顯魏轡難聡慧罫 9月20日 横切継紙・1通 こ115－3

（伊藤佐右衛門願書） 2点 こ262

伊藤佐右衛門願書（渋村農業出精者の件尋ねにつき） 9月10日 小切紙・1通 こ262・1

伊藤佐右衛門→（岡嶋荘蔵様）

（封紙）伊藤理右衛門→岡嶋荘蔵様 封紙・1通 こ262－2

某申上沼（算屋村孝心之もの御褒美につき）掛札あり 12月 切紙・1通 こ280

某用状（力石村塚田多右衛門拝借金方周旋尽力のため 辛未（明治4年） 横切継紙・1通 こ347
褒賞につき）　一→力石村塚田多右衛門 9月10日

某麟繕羅1甥宮平組団右衛門御賞筋伺案］ 7月 切継紙・1通 こ375

某用状（大筒預りにつき丹波島三役人に御賞方伺）， 壬申（明治5年）8月6日 横切継紙・1通 こ402
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人別

東寺尾村名主治五右衛門他三名村役人願書［乍恐以口 文化13年5月 竪紙・1通 こ97
上書幽玄候御事］（長明寺御朱印地内居住の非人の件
引越につき）　東寺尾村名主治五右衛門・組頭喜惣太・助
左衛門・長百姓甚兵衛→御爺御奉行所

仁鰯肇礫㌫潔掃礫親罐嬰声牲 文政2年3月 竪継紙・1通 こ42

村惣兵衛他1名→御代官所　奥印、奥書あり

山寺源大夫用状［長寿者年違之儀心付申上］（長寿者の 2月17日 横切紙・1通 こ81

年齢違いのため五人組帳改めにつき）　山寺源大夫
→一

某用状（幸高村元百姓身元不如意のため預所差障り無 （文政5年）10月 切紙・1通 こ91

きにつき）封紙つき

（下越村難渋手入れ一件綴　文政5年） 綴・5点 こ98

師丁幾五郎伺書［口上覚］（下越村難渋手入の件見合 10月 小切紙・1通 こ98－1

いにつき）　師田幾五郎→一

下越村名主平兵衛他二名村役人願書［乍恐以口上書
@御鍋遵奉黒毛御事］（下越村難渋手入れの罵言延に

文政5年12月15日 竪紙・1通 こ98ぞ

っき）　下越村名主平兵衛・組頭惣三郎・長百姓儀左衛門
→御尋御奉行所

下越村名主平兵衛他二名村役人願書写［乍恐以口上
@書熱願上候御事］（下越村難渋手入れの件帰村につ

文政5年12月16日 小切紙・1通 こ98－3

き）　下越村名主平兵衛・組頭惣三郎・長百姓儀左衛門→

御郡御奉行所

大林寺申上書（下越村難渋手入れの呼時延につき） 12月15日 横切紙・1通 こ98。4

大林寺→荘蔵様

下越村名主平兵衛他三名村役人願書［乍語聾口上書 文政5年12月 竪紙・1通 こ98－5

奉願上候御事］（下越村難渋手入れの件出役手入れ
，成下置かれにつき）　下越村名主平兵衛・組頭惣三郎・
長百姓儀左衛門、小前惣代大蔵→御郡御奉行所

西難論講覇鷺橡i醐上野警鵬1善質 文政6年8月 竪継紙・1通 こ83

衛他4名→御郡御奉行所　封紙あり

（水主船頭と機多の縁組関係書類一括　文政8年） 6点 こ96

（封筒） 文政8年3月 封筒・1通 こ96－1

石川新八依頼書（水主船頭と機多の縁組の件取扱に （文政8年）5月4日 横切継紙・1通 こ96－2

つき）　真田伊豆守家来石川新八→一　下ヶ札あり

石川新八伺書（水主船頭と種多の縁組の件取扱につ （文政8年）4月 横切継紙・1通 こ96－3

き）　真田伊豆守家来石川新八→一　下ヶ札あり

鎌原伯者他山名用状（薇多取扱の件問い合わせの用 （文政8年）7月6日 横切紙・1通 こ96－4

状返しにつき）　鎌原聖者・真田図書・恩田靱負・小
山田画稿→大熊長門様

大熊長門用状（臓多取扱の件1印2印仰付けにつき） （文政8年）6月25日 横切継紙・1通 こ96－5

大熊長門→鎌原伯誉様・真田図書様・恩田丁丁様・小山
田釆女様

［信州水内郡市村小市村船頭共所持之書附写］　野村 辰12月25日 竪美・1冊 こ96－6

検大夫→小市村肝煎百姓中
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（苗字御免関係一括　文政3年） 4点 こ100

（封筒） 文政3年12月 封筒・1通 こ100－1

久右衛門願書［乍恐以書付御内々奉願候御事］（苗字 文政3年2月 竪紙・1通 こ100－2

御免につき）新町村田右衛門→御代官所

郡村与惣右衛門願書［越流以書付御内々奉願候御事］ 文政3年2月 竪紙・1通 こ100－3

（苗字御免につき）謝罪与惣右衛門→御代官所

白雨恒吉他一学用状［口上覚］（久右衛門・与惣右衛門 文政3年12月 横切継紙・1通 こ100－4

、

関屋村名主助左衛門他二名申上書［乍恐以口書御請奉 文政4年3月22日 竪継紙・1通 こ202

鷲鯉謝騨歎鶴魏里翻獅齢i鍵
長百姓儀左衛門→御郡御奉行所　封紙あり、掛紙にあり

山舗顯鰹顯醐編麟i糀i讃画師梨 天保7年2月 竪継紙・1通 こ116

つき）　山布施村名主清治郎・組頭宋兵衛・長百姓勘左衛門
→願行寺様

願行寺願書［口上覚］（山布施村文五左衛門出奔の撃墜 天保7年2月 竪継紙・1通 こ117
調法救免につき）　願行寺→岡野弥右衛門殿・寺内多宮
殿・岡嶋荘蔵殿・金児丈助殿

上山田村名主五左衛門他五名申上書［御内尋付以書付 安政2年12月 竪継紙・1通 こ268
回申幹候］（久右衛門持高につき）上山田村名主五左
衛門・善右衛門・九郎兵衛他3名→御勘定所御元〆御役所

真田志摩書状（晶晶村帳外者仕置の指示につき〉　真田 11月14日 横切継紙・1通 こ288
志摩→御側役中

（弥兵衛身分関係綴） 綴・4点 こ199

某用状（弥兵衛弟身分忘却につき） 横長半・1冊 こ199－1－1

源大夫用状（端裏書）［回状］（弥兵衛弟利子につき） 11月2日 横切紙・1通 こ199－1－2

源大夫→荘蔵様他2名

源大夫用状（端裏書）［回状］（徳蔵の件申渡し案伺 11月17日 横切紙・1通 こ199－1－3

いにつき）　源大夫→荘蔵温温2名

山繭謡羅（篠習擁蝶弩騨興野箋 5月 横切継紙・1通 こ199－1－4

夫→一

綿貫新兵衛伺書［御賞筋之儀伺］（徳蔵身分忘却につ 三半・1冊 こ199－2
き）綿貫新兵衛→一

社寺

小田川村長百姓平左衛門他一名山書［差上申御請書之
@事］（神事祭礼の件執行致蕪雑につき）　当量支配所甲

元治元年8月 竪継紙・1通 こ59

州巨摩郡小田川村柳原神社金比羅大権現兼帯所穴山村神主
生山帯刀二二付代黒駒大明神神主同村生山大学・村役人惣
代長百姓平左衛門→甲府地方御役所

町田喜作願書［乍恐以書付奉願候］（高井郡竹原村神職　揚屋入賄料として御下金につき）　中町郷宿町田喜作 明治3年3月 竪紙・1通 こ145

→郡政御役所　上部破損
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清野村栄之助請取書［差上申一札之事］（御仕着代金
　につき）　清野村栄之助→神社郡改方御役所　破損

明治2年11月 竪紙・1通 こ147

救難

小川多次他一名褒賞状写（鬼無里村宮下数之助窮民夫 天明3年11月15日 横切継紙・1通 こ24
食合力につき）　小川多次・祢津要左衛門→鬼無里村宮
下数之助　罫紙あり「

型押準準磯譜騰蕊灘準準昊走葦 文政元年11月 竪継紙・1通 こ38熱

き）　丹波嶋宿市郎左衛門・名主八左衛門・組頭多恵八他11
名→御郡御奉行所　包紙あり

（土口村名主祖右衛門他3名口上書） 2点 こ181

（封筒）［土口村是迄掛り合村之所追々立直二も罷成二付元支配江返村申渡候右請書一通］ 文政6年12月20日 封筒・1通 こ181－1

土蔵村名要砦右衛門他三塁口上書［乍恐以口上書御
@請奉申上候御事］（難渋村方の件立直りにつき）

文政6年12月 竪紙・1通 こ181。2

羽口村名主祖右衛門・組頭平左衛門・幸吉・長百姓仁左衛
門→御門御奉行所

（会量器頂戴の上の買出し延引一件関係一括　天保8 3点 こ350
年）

矢腿密爆蟷難雛傷後出藷［舗搭葦 天保8年4月 竪継紙・1通 こ350－1

き）　矢代宿願人問屋松崎平左衛門・名主幸三郎・七郎兵
衛他7名→御粘御奉行所　裏打ち

矢代村□迎寺願書［以書付御縄奉申上候］（会府等頂
@戴の上の買出し延引のこと赦免願につき）矢代村

天保8年4月 竪継紙・1通 こ350－2

□迎寺→御郡御奉行所　裏打ち，虫損あり

矢代村名主七郎兵衛油壷名願書［乍恐以書付奉申上
@候］（会府等頂戴の上の買出し延引のこと赦免執成

天保8年4月 竪継紙・1通 こ350－3

し願につき）　矢代村名主七郎兵衛・同幸三郎・組租
右衛門他7名→願行寺様　裏打ち

年貢

（東福寺村名主弥野右衛門他3名請書　文化12年） 2点 こ284

（鷲軍職臆説藤壷盤繍牒麟 文化12年3月 包紙・1通 こ284－1

鹿野外守→一

東福寺村名主三野右衛門他三名請書［乍恐以口上書
@御請申上候御事］（願いの通り1村に上納仰せ付け
@　　　　　　　東福寺村名主弥野右衛門・組頭藤右衛　られにつき）

文化12年3月 竪紙・1通 こ284－2

門・長百姓名左衛門他1名→御郡御奉行所

相関図（物成高・俵数の相関図） 横切紙・1通 こ277
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勘定

噛馨離螺油売欝讐1西出離臨朧 文政2年6月 竪切紙・1通 こ239

御奉行所

市村南町名主市松他八名申上書［差上申一札願事］（拝 享和3年12月 竪継紙・1通 こ240
借上納滞りにつき）市村南組名主市松他8名→御郡方御
手早金蔵殿・万之丞殿　裏打ち

市嫉器胸髄韓族懲牒墾夢囎認縄 享和3年12月15日 竪継紙・1通 こ241

主市松→御心御奉行所　裏打ち

蟷勲翻馨蒲廉犀繕殿謬黙申矯 文化元年3月 竪継紙・1通 こ242

南高名左衛門親類出代菊太郎他10名→西方寺様・仏導寺様
裏打ち、端裏書あり

市褄轟轟難謙融轟観鷺期薩実吉 12月 竪継紙・1通 こ243

市村三組藤次郎・勇助→御郡御奉行　奥書あり

市舗騰魏辮覇製瀧灘塁黙認 文化元年4月 竪継紙・1通 こ244

幾右衛門・栄治郎他3名→職御奉行所・御郡御奉行所　名主
奥書あり、裏打ち

善興亜離鵜賄叢製蒲轟緊懇騨 文化元年3月 竪継紙・1通 こ245

善光寺西町西方寺・市村南組仏導寺→御郡御奉行所　端裏
書あり

善光寺西町西方寺田二名申上書［以口上書御里り申上 文政2年6月 竪継紙・1通 こ246
候御事］（名主市右衛門赦免願いにつき）市村南野市
右衛門親類義惣八他2名→西方寺

善堂諜欝欝踏段赫灘難製三木癖鱗 文化2年6月 竪継紙・1通 こ247

方寺→御門御奉行所

（封筒）渡辺ロ右衛門→一 文化2年4月 封筒・1通 こ248

市襯纈1難教門稗犠誕駿）申譜認鍛 文化元年4月 竪継紙・1通 こ249

名右衛門他11名→御出御奉行所　奥印・奥書あり

（市村南桑水主詮議等綴） 綴・2点 こ250

某用状（市村南画水主頭義兵衛の件詮議につき） 12月 横切継紙・1通 こ250－1

（市村困窮の件舟場締らず不届けにつき） 竪半・1冊 こ250－2

（新町村代官支配引放ち勘定役手入懸一件関係一括文政4年）

3点 こ270

新二野叢鑛膿鞠覇魁繰門門貼 文政4年10月 竪継紙・1通 こ270－1

名主六左衛門・組頭武左衛門・皇孫助語8名→面諭御奉行
所端裏書あり

新霧鮭麟獣舞鶏繕！舗楚農毒鞭 文政4年11月 竪継紙・1通 こ270・2

につき）　新町村名主六左衛門・組頭孫助・同断武右衛門

他3名→御郡御奉行所　端裏書あり
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（包紙）［新町村御代官支配所引放勘定役手入懸り外
ｺ方と違訳合有之付此請書取置井申渡候節請書共

文政4年11月28日 包紙・1通 こ270－3

入］御郡方→一

市村南組名主兵左衛門他二名金銭借用証文［差上申 文政8年12月 竪継紙・1通 こ230
御壁拝借証文之御事］（金36両につき）市村心組名
主兵右衛門・旗本幾左衛門・船頭長左衛門→御勘定所拝借
御掛り御役所　奥書あり、裏打ち

（天王祭・笹平村名主病死関係一括　文政8年） 3点 こ253

笹平村名主平内他四名願書［乍恐以口上書奉申上江
@御事］（天王祭の件子供踊の許可につき）笹平村名

文政8年6月 竪継紙・1通 こ253－1

主平内他4名→御郡御奉行所

（封筒） 文政8年6月 封筒・1通 こ253－2

御郡方用状（笹平村名主病死のため拝借滞金につき）， 文政8年8月 横切継紙・1通 こ253－3

御二方→一　虫損

里穂田村御借主栄助他五名金子借用証文［差上申御内 天保3年4月 縦継紙・1通 こ251
借金証文之御事］（金24両につき）里穂刈村御借主栄
助他村役人5人→御勘定所御内借懸御役所　印影抹消

高跳鍔書櫻諺灘調繕難聴の件元金 天保4年3月 竪紙・1通 こ235

（金銭返済諸願書一括　天保12年目 3点 こ265

口上判取奉願上半（覚兵衛金子返済滞納等一件勘弁 （天保8年）8月 横長半・1冊 こ265－1

願につき）　二三→一　付札あり

三郎兵衛他五名済口願書（三郎兵衛磯治内証金滞納 天保12年9月28日 竪紙・1通 こ265－2

一件留口願につき）　御借主三郎兵衛→御二二奉行所

（包紙）［青山難治より倉並村三郎兵衛口合金致置候
?i々不増之儀有之糺願書候済方書類］　金児丈助

天保12年10月 包紙・1通 こ265－3

→一

某申上書（苗代馬の貸切り代賃取りにつき） 横切継紙・1通 こ318

丹波嶋村問屋柳島市郎左衛門他六名請書［覚］（馬飼料 文久2年3月 竪紙・1通 こ381
の件請取につき）　丹波嶋村問屋柳島市郎左衛門・名主七
兵衛・組頭作重郎他4名→御勘定所御元〆御役所

百姓代他嘆願書［歎願書］（無尽・頼母子休会につき） 巳年8月 竪紙・1通 こ231
百姓代末々・北郷惣代・中郷目代・長谷田代→御役所中様

（吉蓮村源之丞高借財始末につき申渡書　下書）　下げ 竪半・1冊 こ238
札・付け札あり

（忠右衛門拝借金返済関係綴　安政6年） 綴・3点 こ264

某用状（潰忠右衛門拝借金年賦返上銭につき） （安政6年） 横切紙・1通 こ264－1

某用状［口上覚］（潰忠右衛門忠右衛門拝借辻につき） （安政6年） 横切継紙・1通 こ264－2

二二

山講鞍畿衡羅錨瞭鶏群轍麟経　つき）　山上条二二忠右衛門本合地長蔵・合地惣代善五 安政6年12月 竪半・1冊 こ264－3

郎・組頭団座利兵衛他7名→御代官所　付札あり、付箋あ

後町村鈴木八兵衛金銭請取書［差上申一札職事］（御手
@　　　　　　　　後町村鈴木八兵衛→御勘定所籾方御役　元籾代につき）

文久2年12月 竪紙・1通 こ304

所　封紙あり
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