
藩政／村方／屋敷・地所／欠落

屋敷・地所

某羅纏鑓鯉轡祖神一件］（寅吉抱屋敷地に 寅4月9日 横切継紙・1通 こ287

荒町村肝煎彦七他一名申上書［御尋二二申上候御事］
@（きく屋敷出入の件通用道につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒町村肝煎彦七・

明和6年4月 竪紙・1通 こ213

頭立権左衛門→三輪六十郎様　端裏書あり

荒町村願人助右衛門願書［乍恐以口上書奉願候御事］
@（東堅きく出入道一件内済につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒町村願人助右衛

明和6年3月 竪継紙・1通 こ214

門・肝煎彦七→御地役御奉行所様　端裏書あり

某用状（きく屋敷の件出入道につき）　絵図あり、端裏書 （明和6年） 横切紙・1通 こ215
あり

荒霧鐘舗朧懸油画幽幽 明和6年3月26日 竪継紙・1通 こ216

詰めにつき）　荒町村助右衛門・きく他4名・東条村肝煎2
名・荒町村肝煎→御地役御役人中様　貼札1ヵ所脱落の危険
あり、補修要

荒龍轡野購離羅骸隷轟繍錨腰 明和6年4月 竪紙・1通 こ217

裏書あり

三無濯措贈三池縢駕蕎耀鶉酷 明和6年7月 竪継紙・1通 こ218

き）　荒町村肝煎彦七・組頭助右衛門→三輪六十郎様

本間村名十三郎左衛門他十二名議定書［相半早撃定之
@事］（佐久郡本間村崎田村地内千曲川通境目引違候一

文政5年6月 切紙・1通 こ273

件につき）　本間名主三郎左衛門・与頭忠右衛門・同忠兵衛

他10名→

某用状（上組弥五三郎へ田地譲りにつき） 3月13日　　　　　』 横切継紙・1通 こ279

欠落

（鬼無里村五左衛門麻問屋街産欠落井帰住一件関係綴 綴・5点 こ360
天明3年～文政8年）

鬼無里村五左衛門書付（和田吉他2名につき） 小切紙・1通 こ360－1

祢要左衛門他二名免許状写［御書引写］（鬼無里村五郎
@左衛門困窮の者へ無利年賦で貸金のため帯刀御免及

天明3年5月 横折紙・1通 こ360－2

び諸役御免につき）　祢要左衛門・小聖治→鬼無里村五
郎左衛門

金井甚五郎他二名免許状写［御書付写］（親五左衛門冥 享和2年12月7日 横折紙・1通 こ360－3

加金上納のため猶治郎へ帯刀・諸役免許につき）金
甚五左衛門・高平十郎・渡友右衛門→鬼無里村猶j治郎

心用状（鬼無里村甚之助他御手充金書付） 横折紙・1通 こ360－4

鬼無里村松厳寺願書（甚之助帰住願につき）　鬼無里村 文政8年3月 横長半・1冊 こ360－5

松厳寺→一

（欠落者上納金拝借金願一件書類綴　文政2年） 綴・3点 こ361

御郡方願書［口上覚］（欠落者上納金差詰まりのため御 （文政2年）卯月12月 横切継紙・1通 こ361－1
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時拝借金願につき）御郡方→一　付札あり

菊池幸助他一名願書［口上覚］（市村水主藤右衛門欠落 （文政2年）12月 横切継紙・1通 こ361－2

上納金支払い難渋のため御時拝借金願につき）　菊
池孝助・町田源左衛門→一

市村献詠帳下栄蔵他一名願書［乍二二口上書奉願上候 文政2年12月 竪継紙・1通 こ361－3

御事］（市村水主藤右衛門欠落上納金支払い難渋のた
め御時拝借金願につき）　市村南組帳下栄吉・名主市左
衛門→菊池孝助様・町田源左衛門様　紙背掛札

水内村本郷平三組源吾他十四名請書［差上申御請書一札 文政5年2月 竪継紙・1通 こ363
之御事］（潰小兵衛引負返上につき）水内村本郷平三組
潰小兵衛親類源吾・組合進十郎・同断小左衛門他12名→小野
唯心衛門様・御立合竹花勘兵衛様　奥印あり，端裏貼紙あ

町分名主忠蔵他旧名申上書［差上申一札之事］（荒町村欠 文政13年10月 竪継紙・1通 こ220
落御高高彦七持地引負金等改の件相違なきにつき）
町分名主忠蔵・組頭平右衛門他2名→宮尾久吾殿・宮入作兵
尊閣

（御手代宮尾久吾申上書） 2点 こ222

（帯紙）［口上覚］　御手代宮尾久吾、宮入作兵衛→一 封紙・1通 こ222－1

御手代宮尾久吾申上書［口上覚］（荒町村彦七欠落御除 10月 横切継紙・1通 こ222－2

帳引負高井町分出作引上高につき）　御手代宮尾久
吾・宮入作兵衛→一　下札あり

土屋茂兵衛申上書［口上覚］（下小嶋田村彦平欠落にて持 5月 横切継紙・1通 こ271
高井引負金改めにつき）　御手代土屋茂平→一　下札あ

下越村村長兵衛他題名申上書［差上申一札之御事］（翌翌 文政口年閏3月 竪紙・1通 こ272
隠岩落人源兵衛持地引負につき）下越村名主長兵衛・組
頭大蔵・長百性庄八他3名→土屋茂平殿　貼紙あり、付札あ

御手代両角勇右衛門申上書［口上覚］（里村山村欠落人源 3月 横切継紙・1通 こ356
目黒田地書付）　手代両角勇右衛門→一　下札あり

御手代高尾久吉申上書［覚］（山上条村・里郷刈村・内川村 亥年10月 横切継紙・1通 こ358
の者欠落者跡田地書付につき）　御手代高尾久吾→一
下札あり

（御手代宮入作兵衛申上書） 2点 こ359

（包紙）［口上覚］　御手代宮入作兵衛→一 包紙・1通 こ359－1

御手代宮入作兵衛申上書［口上覚］（川合村欠落人跡田 閏3月 横切継紙・1通 こ359・2

地書付につき）手代高入作兵衛→一

長国寺副寺願書［口上覚］（元橋詰村弥惣治不塀住所替の
@件赦免願につき）　長国寺副寺→金井左源太殿・北沢源次

文政11年正月 竪紙・1通 こ362

兵衛殿・岡島荘蔵殿他1名　端山掛札あり

（鬼無里村欠落人五左衛門帰村願関係一括　文政11年） 2点 こ364

鬼無里村松岩寺願書［以書付奉願候］（欠落五右衛門老
@衰のため帰住赦免願につき）　鬼無里村松岩寺→御代

文政11年8月 竪紙・1通 こ364－1

官所包紙あり

某用状（鬼無里村五右衛門御礼金勘定書） （文政11年） 横切継紙・1通 こ364－2
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吟味

某申渡書（信州石渡村江押入の盗賊の件死罪申付につ 文化13年10月29日 横切継紙・1通 こ47
き）包紙あり

（水主藤右衛門ほか御料所御他領の借入金加判一件書 6点 こ338
類一括文政2年）

（封筒）金村左源太→一 文政2年 封筒・1通 こ338。1

市鱒i鞭轍灘融羅錦繍 文政2年6月 竪継紙・1通 こ338。2

市村南組水主藤右衛門親類義右衛門・組合弥五郎・水主彦
五郎［破損］常左衛門他8名→西方寺様　下部破損

市綿綿翻雛難論晦響纏醒野 文政2年6月 竪継紙・1通 こ338－3

市村三組市左衛門・親類義惣八・組合茂平治他1名→御郡
御奉行所　端裏書あり，破損

市村南組名主市郎右衛門請書［乍恐以口上書御請奉 文政2年5月 竪継紙・1通 こ338－4

申上候御事］（市村南組名主市右衛門轡につき）
市村南八二名主市郎右衛門→一　奥書あり，端裏書あり

市爾饒轟男滋藤彌躍羅紹劇 文政2年6月 切継紙・1通 こ338－5

市村南組藤右衛門・親類三右衛門・組合弥五八他12名→御

郡御奉行所端裏書あり

騨舞霧難織黙旙欝
文政2年5月 竪継紙・1通 こ338－6

彦五郎・八右衛門他4名→御郡御奉行所　奥書あり，二二
書あり

（日影村の壁高借財吟味関係綴　文政2年） 綴・10点 こ370

（鯛1懸襟灘鍵四馬愚心急激編… 文政2年 封筒・1通 こ370－1

之上裁許申渡右一件書類封置］金井左源太→一

日影村太郎右衛門願書（如何わしい高借財の件不届 （文政2年） 丁半・1冊 こ370・2

け至極申し訳なきにつき）　日影村太郎右衛門→一
虫損

日離響難薪鯉縢罐掘舞無口七毒 文政2年6月 竪継紙・1通 こ370－3

村親類田代五左衛門・同断重郎治・同人組合淋代八郎兵衛
他4名→鬼無里村端厳寺様

鬼無里村松厳寺願書［以口上書御蔭訟申上候御事］ 文政2年7月 竪継紙・1通 こ370－4

（日影村の者御情出牢願につき）鬼無里村松野寺→
職御奉行所・御下御奉行所

日騨骸雛鴛魏謁鞭轟齪吉妻禦 文政2年7月 竪紙・1通 こ370－5

日影村頭立惣代喜平太・頭立南面一十郎→御郡御奉行所
端裏書あり

日影村重郎右衛門他四名請書［差上申訳請一札之御 文政2年6月 竪紙・1通 こ370－6

事］（日影村の者手鎖にて御町宿御預けにつき）
日影村重三右衛門・組頭勇左衛門・同断惣右衛門他2名→
御郡御奉行所　端裏書あり

日髪灘陥離盤鵡囎摺壽蒼二丁 文政2年6月6日 竪継紙・1通 こ370－7
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日影村親類惣代重郎治・組合惣代治右衛門→職御奉行所・
御郡御奉行所　端裏書・奥書あり

日影村名主重郎右衛門他三嘆返答書［御尋墨付以口 文政2年7月 竪継紙・1通 こ370－8
上書御答申上候御事］（二村潰の者借財金取扱人加
判の者明細吟味につき）　日影村名主重郎右衛門・組
頭勇左衛門・同断惣右衛門他1名→御越御奉行所　端裏書
あり

日影村親類遷代重郎治他六名請書［乍恐山口上書御 文政2年7月11日 竪継紙・1通 こ370－9
請申上候御事］（日影村の者罪状につき）　日影村太
軍右衛門・親類重郎治・組合八郎兵衛他4名→職御奉行
所・御忌御奉行所　端裏書あり

日影村太郎右衛門他駅名請書［途轍以口上書御強申 文政2年7月 竪紙・1通 こ370－10
上潮御事］（太郎右衛門赤柴銅山へ手伝仰せ付けら
れにつき）　日影村太郎右衛門親類重郎治・同人組合八
郎兵衛・名主重郎右衛門他3名→職御奉行所・御郡御奉行
所　端裏書あり

某用状（御領分信州丹羽宿の無宿とも奉行所吟味の件 文政3年12月24日 横切継紙・1通 こ404
松平周防守様へ仰せ渡されにつき）　一→真田弾正大
弼　包紙あり

（牛島村桂左衛門轡中家出後立ち戻の一件書類一括 11点 こ339
文政6年～天保6年）

噸濾篠懸鋸灘螺婆鎧鼠鷺窪欝 天保6年8月 封筒・1通 こ339－1

端裏書あり

奥津権左衛門他出名伺書［口上覚］（桂左衛門轡中家 （文政6年）4月 横切継紙・1通 こ339－2
出後立ち戻の件伺につき）奥津権左衛門・岡嶋荘
蔵・金子丈助→一　付札あり

牛嶋静逸吾月桂左衛門他階名請書［乍恐以書付御尋 天保5年5月22日 竪継紙・1通 こ339－3
申気候］（桂左衛門手鎖赦免につき）　牛島村逸吾兄
桂左衛門・同人親類書助・同人組合専左衛門他3名→御郡
御奉行所　端裏書あり

牛嶋村逸吾兄権左衛門親類莫助他三名願書［以書付 文政5年4月 竪継紙・1通 こ339－4
三縄り申上張］（村預ヶ桂右衛門家出後勝楽寺へ欠込
みにつき）　牛嶋村解義黒毛左衛門・親莫助・名主茂右衛
門・他2名→福島村時却寺様、当村連綿寺様　端裏書あり

牛嶋村逸吾兄姉左衛門他一名請書［差上申一札之御
磨n（桂左衛門替中出奔後立ち戻り一件処罰につき）

（天保5年） 竪継紙・1通 こ339－5

牛嶋村逸吾兄桂左衛門・親莫助・名主茂右衛門・組頭専右衛
門他3名→割信奉行所　奥印あり，端裏書あり

要齢騨農誰膜暗闘珪開戦野鴨 8月 横切継紙・1通 こ339－6

弥右衛門→一　付札あり

牛嶋村逸義兄桂左衛門他六名請書⊂乍恐以書付御受
@奉申上候］（桂左衛門不行跡の轡赦免につき）牛嶋

天保6年8月27日 竪継紙・1通 こ339－7

村逸吾兄桂左衛門・親類莫助・組合惣代専左衛門他3名→
御郡山奉行所　端裏書あり

牛嶋村逸凱陣桂左衛門他五名請書（桂左衛門轡中家
@出後立戻りの件許可につき）　牛嶋村逸名一当右衛門

天保5年4月 竪継紙・1通 こ339－8

ほか組頭・長百姓→郡奉行所　奥印あり

福嶋村勝楽寺他一村一寺願書［口上覚］（桂左衛門轡 天保5年4月 竪継紙・1通 こ339－9

中家出の件赦免願につき）福島村蟻壁寺・牛嶋村塾
生寺→型鋼奉行所、御郡御奉行所　端裏書あり

（桂左衛門轡中家出の件赦免願書綴　天保6年） 綴・2点 こ339－10

・i
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牛幽幽難雛駿羅星蟹議瓢唇蔑 天保6年8月 竪継紙・1通 こ339－10－1

し願につき）　牛嶋村千畑兄桂左衛門親類惣代莫助・同
人組合車代専右衛門・名主丈右衛門他1名→福島村恋妻寺
様・当村蓮生寺様

牛騨難灘繍認騒［口恥灘奪i鴇鵯 天保6年8月 竪継紙・1通 こ339－10－2

勝楽寺→御仁御奉行所　端裏組札あり

名離複雛幅賜鐙骨丁丁鵜凝奪 文政6年3月 竪継紙・1通． こ379

き）　身状村名飾松右衛門・組頭源五郎・長百姓喜四郎→御
郡御奉行所・道橋御奉行所　裏打ち、包紙あり

（入山村隆三郎赦免関係綴　文政7年） 綴・4点 こ190

入山村七左衛門他六名願書［乍恐以口上書仙台候御 文政7年12月 竪継紙・1通 こ190－1

事］〈入山村隆三郎の件替赦免につき）入山村犬飼
組七左衛門・北長池村九郎兵衛他5名→御郡御奉行所

（入山村犬飼組七左衛門金銭勘定） 横長半・1冊 こ190－2

入山三七左衛門他六名申上書［乍恐以書付御請回申 文政7年12月 竪継紙・1通 こ190－3

上音御事］（入山村隆三郎の件替赦免につき）　入山
村犬飼組七左衛門・北長池村九郎兵衛他5名→御郡御奉行

所下げ札あり

三熱i齪聾誘群鈍鶴曝鱒盟寿 文政7年12月 竪継紙・1通 こ190－4

犬飼組隆三郎→御郡御奉行所

上山田村名主善兵衛十二名返答書［雪質以口上書御答 文政7年9月 竪継紙・1通 こ269
申上候御事］（苅豆御買上御用偽手代罷越一件尋につ
き）　山布施村名主善兵衛・組頭久兵衛・長百姓重左衛門→
御郡御奉行所

南麟犠礁難魂駐議撃醸鍵調号 文政8年6月 竪継紙・1通 こ41

南長池村甚右衛門他1名→職御奉行所　奥印・奥書あり、
端裏書あり

（上小嶋村民八一件関係綴　文政9年） 綴・2点 こ186

広田村昌龍華願書［以口上書職掌裂隙御事］（上小嶋 文政9年4月 竪継紙・1通 こ186－1

村民八一件赦免につき）　広田村昌龍寺→御郡三奉行
所

広駿具鯨麟襟見鴨脚繍習認堀搬 文政9年4月 竪継紙・1通 こ186－2

奉行所

（千田村名主吟味中村下げ関係書類綴　文政10年） 綴・4点 こ335

千聴器騨盤讐歪軸瀞鴨嚢議顯観 文政10年11月 竪紙・1通 こ335－1

にて村方下渡しにつき）　千田村内左衛門惣代八重
八・同人組合王代平左衛門・名主仮散文左衛門他2名→御
郡御奉行所端裏書あり

千畢奪購総懸軸簾鰹 文政10年11月13日 竪紙・1通 こ335－2

同人組合惣代重郎左衛門・組頭治兵衛他2名→御時圏奉行
所端裏書あり

守町謹蓮寺願書［以書付奉翠煙］（名主良左衛門手鎖 文政10年11月22日 竪紙・1通 こ335－3

腰縄御赦免にて村方下渡しにつき）守町謹蓮寺→
御郡御奉行所　端裏書あり
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千熱論層欝鯉翻辮顯灘罎疑 文政10年11月 竪紙・1通 こ335－4

て村方下渡しにつき）　千田村良左衛門親類子代八重
雨跡四名→謹蓮寺様　端裏書あり

（三輪村安左衛門和兵衛拝借掛りへ出頭の件赦免関係 綴・4点 こ342
綴文政10年）

押雌蝶㍊無i轟辮驚魏魏綴鑛葎箏 文政10年12月 竪継紙・1通 こ342・1

き）　押鐘村盛得寺・善光寺東ノ門町寛慶寺・寺町謹蓮寺

→御話御奉行所

三翻齢警1楼響麟謄悶悶湧［讐驕 文政10年12月 竪継紙・1通 こ342－2

当人親類惣代柳左衛門・同断組合惣代金四郎・和兵衛親類
組合階隠利兵衛他4名→御郡御奉行所

三業難灘糠聯蟷繍 文政10年12月 竪継紙・1通 こ342。3

安左衛門・和兵衛・安左衛門親類柳左衛門他5名→御里御
奉行所

三講鍵盤鱒鎌鵜糧鰐 文政10年12月 竪継紙・1通 こ342－4

兵衛親類惣奇童左衛門・清兵衛組合惣代金四郎・和兵衛親
類組合惣代利兵衛他1村3名→押鐘村盛得寺様・善光寺東
ノ門町寛慶寺様・松代謹蓮寺様

（小河原村東組弥吉元帰村せざる一件書類一括　文政 7点 こ343
10年）

橋簾懸藻螺1織る鱗欝藻 文政10年12月 竪紙・1通 こ343－1

し願につき）　橋詰村元住居弥惣治子弥吉親類藤兵衛・
橋詰村名主磯左衛門・組頭嘉惣治他3名→念仏寺村臥雲院
様

小河原村東組弥讃評六名請書［乍恐以書付御請奉申
@上候］（小河原村東組弥吉元橋詰村へ耕作手伝のま
@ま帰村せざる一件赦免につき）　小河原村東組弥惣

文政10年12月 竪継紙・1通 こ343－2

治子常八裁下代判弥吉・名主常八・組頭利助他1村4名→御
郡御奉行所　付札あり

小河原村東組名主常八他一・名願書［乍恐以書付御伺
@奉願上候］（橋詰村弥惣治住居替不履行のことにつ

文政10年11月 竪継紙・1通 こ343－3

き取斗方響につき）　小河原村東組名主常八・組頭利助
→御代官所　端裏書あり

橋詰村藤兵衛他五名請書［乍恐以書付御請申上領］
@（小河原村東組弥山町宿預ヶにつき）橋詰村元住居

文政10年12月12日 竪紙・1通 こ343－4

野瀬治子弥吉親類藤兵衛・同人組合軍蔵・名主磯左衛門他
3名→御郡御奉行所　端裏書あり

念縮羅1酔興騨耀隅隅轟輩課 文政10年12月 竪紙・1通 こ343－5

行所

響嘱棚纈醐鵜瀟騨謬野瀬 文政10年12月16日 竪紙・1通 こ343－6

原村東組彦八帳下代判弥惣右衛門・組合惣代源十郎・名主
常八他1名→御薩御奉行所　端裏書あり

某用状（小河村東組三吉御替一件関係者名前書付） 小切紙・1通 こ343－7

小河原村東組名主常八二二名願書［乍恐以口上書奉
@願上候御事］（当村卯八他行差留赦免願につき）

文政10年11月 竪継紙・1通 こ373
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小河原村東組名主常八・組頭利助・小前惣代源重郎→職御
奉行所・御郡御奉行所　端裏貼紙あり

（東寺尾村出火関係一括　文政11年置 4点 こ376

（包紙）［覚］本国寺→一　376－2～4の包紙 包紙・1通 こ376－1

本警藷㍊魏聾瓢轟藩野響離茎 文政11年6月1日 竪継紙・1通 こ376－2

井野源太殿・岡島荘蔵殿・奥津権右衛門殿

（包紙）［上］村田→一　376－4の包紙 包紙・1通 こ376－3

会薯鑛撰喬鱗纈門門舞門門掛　会村名主親類惣代儀右衛門・同人組合惣代詠惣太・名主仮 文政11年6月 竪継紙・1通 こ376－4

役金兵衛他32名→本誓寺様

湯田中村頭立八右衛門三名請書［差上申御請一札之
@御事］（当村八右衛門押込の件赦免につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯田中

@村頭立八右衛門・名主善左衛門・組頭伊左衛門他1名→

文政11年5月2日 竪紙・1通 こ377

端裏書あり

（保科村組頭喜祖七差紙不調法一件関係綴　文政10 綴・2点 こ378
年）

保齢翻薄無血画調画論鮭霧］ 文政10年12月6日 竪継紙・1通 こ378－1

保科村組頭喜祖七→御網具奉行所　奥書あり

保科村名主文助他二名返答書［乍恐以書付御答申上
@候］（組頭喜祖七差紙不調法の取り計らいにつき）

文政10年12月 竪紙・1通 こ378－2

保科村名主文助・組頭要七・長百姓茂右衛門→御郡御奉行

願鰭鞘巖羅緯梨鵜携綴鴇菖藝1『
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　端裏　願人共→乍恐御郡御奉行金井左源太様・岡崎庄蔵様

文政11年6月 竪継紙・1通 こ337

書あり

小市耕馬之丞親類粗代喜平治他四名申上書［乍恐以書
@付記訴回申上候］（小市村惣助御吟味の処出奔居所不　　　　　　　　　　　小市村馬之丞親類惣代喜平治・同人　明の義訴えにつき）　組合惣代五兵衛・名主五右衛門他2名→御郡御奉行所・道橋

天保3年12月29日 竪紙・1通 こ406

御奉行所包紙あり

里穂苅村小前惣代善蔵申上書［御尋二付御答申上候／差
@出申一札難事］（里穂苅村林右衛門借用等につき）

天保4年2月16日 竪継紙・1通 こ233

里穂苅村小前惣代善蔵→御代官所様　裏打ち

（上条村名主清右衛門・市左衛門吟味関係綴　天保5年） 綴・5点 こ403

上条村清右衛門親類五兵衛他四国請書［勤皇以書付
@御丁丁上候］（名主清右衛門手鎖にて村預け仰せ付
@けられにつき）上条村清右衛門親類五兵衛・同人組合

天保5年7月 竪継紙・1通 こ403－1

弥左衛門・名主仮役角左衛門他2名→御山御奉行所　向裏
書あり

上繭轟盤二二懸鵜舷門ま羅罷せ 天保5年7月 竪継紙・1通 こ403－2

留め仰せ付けられにつき）上条村市右衛門親類五兵
衛・同人組合弥左衛門・名主仮役角左衛門他2名→御郡御

奉行所端裏書あり

上条村市左衛門親類市蔵他三名願書［御尋二割以書
@付申上江］（市左衛門御替御情願いにつき）上条村

天保5年7月12日 竪紙・1通 こ403－3

市左衛門親類市蔵・名主清右衛門・組頭伴左衛門他1名→
御鉢方路手附坂口惣三郎殿・内山忠治殿　端裏書あり

、、
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立魚鋤融融i糠曲面欝強土摺 天保5年7月12日 竪紙・1通 こ403－4

立屋村口習太郎占→御勘定御本〆御役所

上釜灘壽露離離輔轟無識幽幽窪 天保5年7月12日 竪紙・1通 こ403－5

つき）　上条村名主清右衛門・組頭伴左衛門・長百姓彦左
衛門→御妹御奉行所

（過料穀囲穀書類一括　天保5年～同13年） 17点 こ323

（過料穀囲穀書類綴　天保5年～13年） 綴・16点 こ323－1

下舗鵬至羅幽幽磁心厩熱恐糟 天保5年7月 竪継紙・1通 こ323－1－1

良村域初五郎・親善八・子伴吉他22名→職御奉行所
端裏書あり，奥印2ヶ所あり

下器踊蕃魏無心鍵門付鷺 天保5年12月 竪紙・1通 こ323－1－2

嶋村名主介五郎・組頭喜之丞・長百姓佐文治→御奴御奉
行所　端裏書あり

岩野三吉左衛門他二名訴書［乍恐以書付御訴奉申 天保5年7月18日 竪紙・1通 こ323－1－3

上候］（過料小麦村方分20石出来につき）　岩野村
吉左衛門・吉右衛門・伝助→御母御奉行所　端裏書あり

岩騨欝鱗総懸羅1羅 天保5年7月 竪継紙・1通 こ323－1－4

門・同断吉郎左衛門他6名→御郡御奉行所　端裏書あり

岩野村名主政五郎他五名請書［乍恐以口上書御請 天保5年12月 竪紙・1通 こ323。．1－5

奉申上候御事］（過料小麦籾子と引替えの上竹内
聖域他より預かりにつき）　岩野村名主政五郎・組
頭陀源治・長百姓源重郎他3名→御郡御奉行所　端裏書
あり

岩野村名主吉右衛門他署名請書［乍恐以書付勧請 天保6年2月 竪継紙・1通 こ323－1・6

奉申上山御事］（過料籾60二三子と引替えの上囲
穀積みにつき）　岩野村名主吉右衛門・組頭市郎太・
長百姓源重郎他2名→御郡県奉行所　端裏書あり

夏和村名主弥惣治他三名訴状［乍恐以書付御惚申
@上候］（囲穀出来15俵出来等につき）　夏和村名主

天保5年12月 竪継紙・1通 こ323－1。7

弥惣治・組頭弥治右衛門・同断元右衛門他1名→御助御
奉行所　端裏書あり

上真嶋村名主伊左衛門他二名申上書［乍恐以書付

o窪甥（機繍警雄藩購皇威墨壷
天保5年10月 竪紙・1通 こ323－1－8

軽銀太夫→御代官所　端裏書あり

下真嶋三三預主善八他一力村十八名申上書［乍恐
@以書付御七輪上候］（囲籾215俵小野金左衛門他

天保6年正月 竪継紙・1通 こ323－1・9’

より預かりにつき）　下網嶋村御預主善八・万吉・栄
左衛門他1力村16名→御直増奉行所　端裏書あり

笹平村芳之助三五名請書［乍恐以書付御請奉申上
@候］（芳之助・三役人過料大豆16俵出来につき）

天保7年12月 竪継紙・1通 こ323－1－10

笹平村芳之助・名主勇吉・組頭大助他3名→御郡御奉行
所　端裏書あり

璽謙蹴鞠義灘舗編血塗糞毘 天保12年4月 竪継紙・1通 こ323－1－11

つき）　清野村伴右衛門・組合民平・吉右衛門他5名→
御選御奉行所　端裏書あり

宮平組名主郡兵衛他五名願書［乍恐以書付奉願候］
@（右津組助左衛門他5名玉籾郷倉出来まで銘々預

天保13年正月 竪半・1通 こ323－1－12

一110一



藩政／村方／吟味

かりたきにつき）宮平組名主郡兵衛・組頭要左衛
門・長百姓与五右衛門他3名→御代官所

璽殿賭壽編麟離婁嘉罵鞭罐 天保13年3月 竪継紙・1通 こ323。1－13

つき）　大岡宮平組名主朔兵衛・組頭要左衛門・長百姓
与五右衛門他3名→社倉御懸り御役所　端裏書あり

石羅1羅鯉漿鞠講鰻騰 天保13年2月 竪継紙・1通 こ323－1－14

門・組合倉之助・預り主栄左衛門他2組9名→社倉方御
役所端野に掛札あり

（包紙）［過料穀之分囲穀被仰渡引分書類入、真嶋 包紙・1通 こ323－2
村・岩野村・夏和村・笹平村・清野村・大岡両目］

笹欝罐辮翻購懇懇羅漿鯵野監 天保7年11月 竪継紙・1通 こ188

村名主勇吉・組頭大助・勇右衛門他2名→御十寸奉行所　奥
印・奥書あり

（笹平村芳之助の件大豆引き合い一件関係綴　天保7 綴・4点 こ189
年）

曙轟叢礫磯鶏矯摺磐翻響華寿 天保7年10月 竪継紙・1通 こ189－1

主勇吉・組頭大助・同断勇右衛門他2名→御郡御奉行所

笹平村名主勇吉申上書［御吟味門付乍恐以書付罷申 天保7年10月 竪継紙・1通 こ189－2

上州］（芳之助大小豆引合につき）笹平村芳之助→
御心御奉行所　奥印・奥書あり

回申上書［乍恐別紙二奉申上置］（大豆数量につき） 竪継紙・1通 こ189－3

笹平村弥蔵他六名申上書［平平以書付御琴平申上置 天保7年10月 竪継紙・1通 こ189－4

御事］（芳之助大小豆引合につき）　笹平村芳之助親
類弥蔵・組合新重郎・名主勇吉他4名→御郡下奉行所　掛
紙あり

関屋村御口留元作請書［乍恐以口上書御請申上候御事］ 天保7年12月7日 竪紙・1点 こ324
（松平但馬守呼野通行改めにつき）関屋村御口留元作
→御書御奉行所　端裏書あり

桑原黒餅新右衛門他部名請書［差上御請一札之御事］ 天保7年7月 竪継紙・1通 こ328
（桑原村頭立役・名主至忠赦免につき）　桑原村刷新右
衛門・親類組合兼柳沢量平・伝蔵他5名→御郡御奉行所

（町川田村下八町村差紙継送方関係一括　天保7年） 5点 こ336
する

（難鑛鋸講欝耀1讐 天保7年2月 包紙・1通 こ336－1

下欄嫉諜羅纈劉難翻鷲翻墨縄 天保7年2月 竪継紙・1通 こ336－2

御流れ願につきいにつき）　下八町村文吉・去未年名
主村名甚九郎・去未当四天組頭吉五郎他1名→真光寺様
奥書あり

上皇趨麟蝦罐謬鷲謙圭瀦翻塁熱 天保7年2月 竪継紙・1通 こ336－3

願につき）　上八丁村真光寺→御話御奉行所

町回田村名主健三郎結露名願書［以書付御酢申上候］ 天保7年2月 竪継紙・1通 こ336－4
（湖川田村人足差紙・触状の運び方心得違い一件吟
味猶予ならずにつき）町川田村名主健左衛門・組頭
彦治・長百姓三左衛門→真光寺様
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東娚誘嬬顯鯉鴇雛鰺給足耕自磐 天保7年2月 竪継紙・1通 こ336－5

東光寺→御郡御奉行所

三輪村友右衛門他六名請書［乍恐以書付御請申上候］ 天保7年12月 竪継紙・1通 こ341
（弥惣五郎・友右衛門不埼一一件赦免につき）三輪三友
右衛門・弥惣五郎・友五郎親類組合平次郎他4名→御調御握
行所　端裏書あり

（小祢山村名主等町宿預け関係綴　天保7年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲ 綴・3点 「こ355

小噺齢纏i齢篠i竪羅遍羅轄三三 天保7年5月 竪紙・1通 こ355－1

類聖代八兵衛・同人組合惣代市三郎・名主粂右衛門他1町3
名→四半御奉行所

糖顯纏螺罐麟麗望三二鷲］ 天保7年5月 竪紙・1通 こ355－2

小判山村市三郎親類惣代市兵衛・同人組合惣代紋左衛門・
名主粂兵衛他2名→御郡御奉行所

轟轟吾罐麟輿論辮礫提題婁鯉 天保7年5月 竪紙・1通 こ355－3

小祢山村弥五兵衛親類組合三佐五兵衛・利左衛門親類組
合兼虎左衛門・名主粂右衛門他2名→幽翠御奉行所　端裏
書あり

（安左衛門赦免願関係一括　天保7年） 5点 こ374

某用状［申渡］（鬼無里村元住居日影村山左衛門所払 竪紙・1通 こ374－1

赦免につき）

鬼無里村上組新之丞他誌名請書［乍恐山書付御請奉 天保7年12月11日 竪継紙・1通 こ374－2

申畦畔］（安左衛門所払の件赦免につき）　鬼無里村
上組安左衛門病気口付代新之丞・同人甥恒右衛門・同人組
合新之丞他8名→御解櫛奉行所

（鬼無里村安左衛門赦免願関係綴　天保7年） 綴・2点 こ374－3

鬼無里村松厳寺歎願書［以書付奉歎願候］（安左衛 天保7年12月 竪継紙・1通 こ374－3－1

門赦免帰住願いにつき）　鬼無里村松厳寺→御郡山
奉行所　端裏書あり

蟹踏繍畿鷲頚綱嶺謹爵ξ 天保7年12月 竪継紙・1通 こ374－3－2

度につき）鬼無里村上組安左衛門甥恒右衛門・親類
繁右衛門・安左衛門元組合新之丞他8名→松厳寺様

寺内多宮他二名伺書［口上覚］（鬼無里村元住居日影 （天保7年）12月 切継紙・1通 こ374－4

村安右衛門轡赦免につき）　寺内多宮・岡島荘蔵・金
児丈助→一　端裏書・付札あり

（新町村源之丞押込一関係書類一括　天保8年～同9 4点 こ320
年）

新町村源之丞他六名請書［乍恐以書付御請二三上候］
@（新町村源之丞代官の指図前出立の始末不塀のた

天保8年9月 竪継紙・1通 こ320－1

め押込につき）　新町村源之丞・名主源右衛門・組頭源
兵衛他4名→御嶽御奉行所　端裏書あり

御感麗灘款鰐幽霊霧響購積 天保9年9月 竪継紙・1通 こ320－2

之丞→郡奉行所　奥書・奥印あり、掛札あり

寺緩着野鴛灘罐経書蟹灘i葎靖 （天保8年）9月 横切継紙・1通 こ320－3

札・下ヶ札あり

（封筒）［新町村源之丞天保三酉年八月中他所出奉公
l画一条二付職方二十出府申渡候処名主役之身分

天保9年9月 封筒・1通 こ320－4
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得能墾麟融解艦之糠騨不将
（牛嶋村失敬赦免願関係一括　天保8年） 2点 こ369

町嬰纂馨醐綿綿膿輝輝 天保8年正月27日 竪継紙・1通 こ369－1

免につき）町川田村名主健左衛門・組頭彦治・長百姓瀬
左衛門→御勘定所御元〆御役所　端裏書あり

牛嶋村名主権左衛門他一名依頼状［以書付御頼申一
@札之事］（牛嶋村の者の赦免につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛嶋村名千丈

天保8年8月 竪紙・1通 こ369－2

左衛門・長百姓茂右衛門→三川田村御役人中　端裏書あ
り・

（ニツ柳定之助御蔵入籾不正取扱一件関係一括　天保 7点 こ325
10年）

（包紙）［ニツ柳村吉五郎子定之助御蔵入正之取椿致

J温熱薯賠鰻爾黙之上御仕置筋
天保10年12月 包紙・1通 こ325－1

矢沢監物下降（廻附札之通り心得につき）　矢沢監物 （天保10年）12月3日 小切紙・1通 こ325－2

→寺内多宮殿

寺朧訳義購騒擁鰍繍鍛蟻幽幽 （天保10年）12月 横切継紙・1通 こ325－3

筋につき）　寺内多事・岡島荘蔵・金児丈助→一　付箋・

下札あり，端裏書あり

二纏謙羅藷丁丁門門骸羅琶 天保10年11月 竪継紙・1通 こ325－4

き）　ニツ柳村吉五郎子定之助→御郡御奉行所　奥書あ
り，掛紙あり

ニッ柳村組頭立合喜左衛門申上書［御尋二付乍門門

ﾓ購糠野幽幽山面
天保10年11月 竪継紙・1通 こ325－5

門→御針御奉行所

二誉瀦幽静命懸鵡門門蘇罷 天保10年11月23日 竪継紙・1通 こ325－6

つき）　ニッ柳村定之助親類惣代繁之助・同人組合惣代
与左衛門・名主茂右衛門他4名→御郡御奉行所　端白に掛
札あり

二壷鐙欝血騒継歯油凪羅騙鑓 天保10年12月4日 竪継紙・1通 こ325－7

につき）　ニッ柳村吉五郎子定之助・名主茂右衛門・組頭
織右衛門他2名→御臨御奉行所

（関屋村浅右衛門他4人穀物差送り御替一件関係綴　天 綴・6点 こ400
保8年）

（駕羅鰯幽晦顯黙
天保8年11月 包紙・1通 こ400－1

曲説惣右衛門懸付取計］菅沼弥惣右衛門→一

関屋村浅右衛門他二名申上書［御尋二付乍恐以書付
@御平奉申上候］（上田御領へ穀物差し送り御吟味に

天保8年10月 竪継紙・1通 こ400－2

つき）　関屋村山右衛門・親類市兵衛・組合初右衛門→御

郡御奉行所奥書あり

南画琴弾難諸露草賜豪雪膿餐離 天保8年10月 竪継紙・1通 こ400－3

味につき）　関屋村甚右衛門・親類寿三郎・組合寿助→御

郡御奉行所奥書あり

関屋村藤右衛門他八名申上書［御尋二付乍昏眠書付 天保8年10月 竪継紙・1通 こ400－4
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御答奉申上候］（上田御領へ穀物差し送り候段御吟味につき）　関屋村藤右衛門・親類平右衛門・組合嘉右衛

門他6名→御郡御奉行所　奥書あり

関屋村名主彦蔵他十名願書［乍恐以書付奉申上候］ 天保8年10月 竪継紙・1通 こ400－5
（御吟味の者共御相論願いにつき）　関屋村名主彦
蔵・組頭徳左衛門・長百姓吉郎右衛門他8名→御郡御奉行
所

寺鰭盤謙嬰（端顯雛r血温虚血葛 11月 横切継紙・1通 こ4∞一6

1名→一　付札・下ヶ札あり

（田中村九兵衛赦免関係一括　天保11年） 3点 こ334

田舞鹸藷蟻聚醤犠茸懸灘讐獣鵯 天保11年11月 竪継紙・1通 こ334－1

につき）　田中村名主九兵衛・組頭太兵衛・長百姓忠兵衛
→浄福寺様

浄福寺願書［口上覚］（新屋敷高請につき村役人不都 天保11年11月 竪紙・1通 こ334－2
合の赦免願につき）　田中村浄福寺→寺内多宮殿・岡崎
荘蔵殿・金児丈助殿

（論説要雛糖繭鑛論叢藷藩瀦轟 包紙・1通 こ334－3

書候付見分申儀候之上心得違に有之阿付寺院江縄
訴訟申立回付三叉書類出置］　岡崎荘蔵→一

（妻科村市右衛門御仕置筋関係綴　天保10年） 綴・7点 こ371

（封筒）［妻科村市右衛門於大検見廻回向不増之取計 天保10年11月 封筒・1通 こ371－1
有之付軽追払申付候伺書類］　金児丈助→一

墾鰹灘欝難薦講漸騰縷鯉舜 天保10年3月 竪継紙・1通 こ371－2

妻科村親類兵左衛門・組合千之助・佐兵衛他ll名→御郡御
奉行所　端裏書あり

熱感惚面熟熟駈幽幽溺響斉 天保10年10月22日 竪継紙・1通 こ371－3

妻科村市右衛門→御郡御奉行所　奥書あり

妻謹聴籍講誘蠕翻論難襲奪 天保10年10月7日 竪紙・1通 こ371－4

き）　妻科村名主重兵衛・組頭政右衛門・同断作右衛門他
1名→御郡御奉行所

寺内多産他二名伺書［口上覚］（市右衛門・三役人血仕 （天保10年）11月 横切継紙・1通 こ371－5

置き筋につき）　寺内多宮・岡島荘蔵・金児丈助→一
付札・下ヶ札・端裏書あり

市奢舗麟藪騨罐鉛欝欝彗櫻編 天保10年11月22日 竪継紙・1通 こ371－6

市右衛門・同人親類兵左衛門・同組合藤右衛門他4名→御
郡御奉行所

網欝薯騰幣春翻播謬攣弱瞠鳶 天保10年10月 竪継紙・1通 こ371－7

村市右衛門親類兵左衛門・同人組合九郎兵衛・名主重兵衛
他三名→御集御奉行所

（献上三子納方不正一件関係書類） 52通 こ365

（切紙）［杵渕村費吉山平村藤吉其外村々維子納方之
V二付不正之取計有之二付夫々薄暑直垂伺書類到

天保11年3月 竪切紙・1通 こ365。1

置］　岡島荘蔵→一　括り紐付

（恒吉献上雑子安動顛他へ売買一件関係書類綴） 8点 こ365－2
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杵渕村常吉返答書［乍恐以書付御答奉申上候］（献上 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－1

維子の安庭村民へ売り渡しの件吟味につき）　杵
断煙常吉→御郡御奉行所　奥印あり

糎羅鱗響蹴羅鑛 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－2

藤吉→御詰御奉行所　奥印あり　端裏書あり

大岡和平組名主佐忠治他県名返答書［御尋二付乍

q董縞網野謬準蹴鞠麓町息
天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－3

治・右組頭助左衛門・古長百姓伝七→御郡御奉行所　奥
印あり

大鰹蘭糖蓑謄欝離羅糎鵬麓　味につき）大岡和平組右名主佐忠治・大蔵親房五郎 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365。2－4

→御郡御奉行所　奥印あり

山開購灘欝賑騰iii襲罵腎駕　の件吟味につき）　山布施村名主重左衛門・同組頭庄 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－5

三郎・同長和性五郎兵衛→国郡御奉行所　奥印あり，
端裏書あり

噸露講i轟別刷響町蟹孝蔀 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－6

取り上納の件吟味につき）　山布施村名白重左衛
門・同組頭庄三郎・議長百性五郎兵衛他3名→御代官所
端裏書あり

櫻鰹謙爵欝岡三i郷門門勢葎　吟味につき）坪根村亥年名主仁左衛門・組頭吉右衛 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－7

門・長百姓長五郎→御祭御奉行所　奥印あり，端裏書
あり

鰭澱鋳誌難鵬呼野芳烈蟹讃 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－2－8

い取り上納の件吟味につき）　園庭心乱年名主伝
右衛門・亥年組頭長左衛門・同年長百性説左衛門→御廟
御奉行所奥印あり

吉鰐艦史鴬野…留纏岡岬書鮮讃螺 3月 横切継紙・1通 こ365－3

横切継紙・1通 こ365－4

横切継紙・1通 こ365。5

（包紙）［口上覚］御手代玉井一郎右衛門→　こ365－7～ 包紙・1通 こ365－6
9を一括

某用状（杵渕村常吉他村役人名前書立） 小切紙・1通 こ365－7

某用状（献上雑子不正一件関係村名書立） 横切紙・1通 こ365毛

手鑛離離罐綿綿器餌鯉摩羅 12月 横切継紙・1通 こ365－9

き）　御手代玉井一郎左衛門→山田兵次様

某用状（山布施村村役人書上） 小切紙・1通 こ365－10

某月状（山平林村村役人書上） 小切紙・1通 こ365－11

某用状（杵渕村村役人他書上） 小切紙・1通 こ365－12
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某用状（坪根村村役人他書上） 小切紙・1通 こ365－13

某国状（坪根村村役人書上） 竪切紙・1通 こ365－14

某用状（安庭村村役人書立） 竪切紙・1通 こ365－15

某用状（大岡和平重役人他書上） 小切紙・1通 こ365－16

某用状（杵渕村村役人他書上） 小切紙・1通 こ365－17

水窪蝦舗罐羅騙魑繭編賑訳 天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－18

絹紬の旨尋につき）　水内村平組名主勝五郎・組頭栄
助・長百姓栄左衛門他1組3名→御代官所　端裏書あり

和番瀦藷舞鍋蟹悪難艶瀦慕繍掻　関係村役人処罰申渡しにつき）　和平組亥年名主佐 天保11年3月 竪継紙・1通 こ365。19

忠治・同組頭助左衛門・周長百姓伝七他3ヶ村21→御心御
奉行所

杵渕村亥年子年名主新十郎他一ヶ村八名請書［乍恐
@以書付御義強申上童］（献上雑子不正一件轡申渡し

天保11年3月 竪継紙・1通 こ365－20

につき）　杵渕村映発子年名主新十郎・亥年組頭利七・子
年組頭吉兵衛他1ヶ村6名→御郡御奉行所　端裏書あり

杵渕村常吉二四名請書［乍恐以書付御閉庁申上平］
@（献上船子不正一件常吉轡赦免につき）　杵渕村常

天保11年4月17日 竪継紙・1通 こ365－21

吉・親類組合翠煙仁左衛門・名主新十郎他2名→御郡御斎

行所端裏書あり

某願書（常吉他献上雑子納方不正一件関係者処罰の （天保11年） 横切継紙・1通 こ365－22

吟味につき）

岡舗難6難論」鋸縷輝諺鶴鍛窃 （天保11年）3月 横切継紙・1通 こ365－23

→一 @端裏書あり，下ヶ札、付札あり

坪根村亥年名主仁左衛門他二名返答書［御尋賄付乍
@恐以書付御答奉申丁丁］（水沢村恒吉答書と坪根村
@答書相違のため再尋につき）　　　　　　　　　　　　　　坪根村亥年名主仁左衛

天保11年2月 竪継紙・1通 こ365－24

門・同組頭吉右衛門・同長百姓長五郎→御隠御奉行所　奥

印あり，下ヶ札あり

杵渕村常吉他十二名請書［乍恐以書付御筆奉申上候］
@（献上皇子納方不正請負のため処罰申渡しにつき）
@杵渕村常吉・親類組合目代仁左衛門・山平林村藤吉他10名

天保11年3月 竪継紙・1通 こ365－25

→御璽御奉行所　端裏書あり

杵鱗轄畿特聯鵬驕i型門門　親類組合惣代仁左衛門・組合盛代市郎太・名主新十郎→御 天保11年2月29日 竪継紙・1通 こ365。26

郡御奉行所端裏書あり

山雪埜鰹謬鷲鱗蕪擶i製魏鵯　村親類廃藩栄治郎・組合惣代平五郎・名主平左衛門他2名 天保11年2月 竪紙・1通 こ365－27

→御盆御奉行所　端裏書あり

（献上追鳥維子納め常吉へ依頼の件返答書綴　天保 綴・18点 こ365－28

10年）

上条村名主辰右衛門他二名返答書［御尋二付乍恐 天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28－1

清八→御代官所

水離穰露藷i雛鵬凝麟轟螺　　　　　　　　　　　水内村三組安用組名主伝之吉へ依頼なきにつき）

天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28－2
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丞・組頭久左衛門・長百姓三左衛門他2組6名→御代官 σ

所

安町村名主伝右衛門他二名返答書［御尋二付艶紅 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365・28－3

以書付御電導申上陽］（献上追見納め常吉へ依頼
なきにつき）安庭村名主伝右衛門・組頭長左衛門・
長百姓祐左衛門→御代官所

有騒騒轟轟瀬燭轟霧書群鶴 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365・28－4

きにつき）　有旅村名鮎寄惣治他・組頭戸作・長百姓瀧

十郎→御代官所

望遠鞭耀浄潔鶉幽幽凝麟翻螺 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・5

吉へ依頼なきにつき）地景原村村上組名主佐五兵
衛・組頭勘兵衛・同新重郎他1組6名→御代官所

一蹴講謬証繋議鷲轟瞬訳羅 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・6

なきにつき）和佐尾村名主儀兵衛・組頭安右衛門・
七百性作左衛門他1名→御代官所

腰辮襲撃颯鶏醗酵縣1鷺騒騒 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・7

譲り渡しの件尋につき）　竹房村名主兵右衛門・組
頭吉弥・二百性新平→御代官所

牧田中村名主甚左衛門他二名返答書［御尋冠付乍 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・8
恐以書付御子奉申上州］（献上追尊納め常吉へ依
頼なきにつき）　牧田中村名主甚左衛門・組頭林右衛
門・弾琴性三左衛門→御代官所

関野隷誕難電燈鞘師隅隅 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・9

き）　中牧村名主惣五左衛門・組頭伝左衛門・高高性良
左衛門→御代官所

解糖懸鑓購謄翠購国幣墾声 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28。10

大岡根越組名主利七・組頭市五郎・長百姓清左衛門→一

大都鍛糠蝦鶉羅齎麟羅顎鍍 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・11

りにつき）　大岡和平組名主佐忠治・組頭助左衛門・長

百姓伝七→御代官所　下ヶ札あり

櫻誕灘離黙編鰭難雛婆彗 天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28－12

き）　大岡和平組名主佐忠治・組頭助左衛門・長百姓伝
七→御代官所

五誠響鰭鍵羅翻隷醗調篶簸 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28－13

頼なきにつき）　五十平村名主重右衛門・組頭安之
丞・同断三郎治他1名→御代官所

讐鞭蹴鞠衡瀬轟轟雛書賑羅 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28・14

きにつき）　長井村名主伊惣治・組頭吉治・長百姓金右

衛門→御代官所

深露縮i霧舗衡談難解霧訳羅 天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28・15

なきにつき）深沢村名主浅右衛門・組頭長右衛門・
長百姓弥左衛門→御代官所

噸辮離i蒙醒衡談臨輔鴛奨羅 天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28・16

なきにつき）瀬脇村名主嘉左衛門・組頭小右衛門・
長百姓源兵衛→御代官所
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三輪響旛舞響鵬議督繍富盛賑 天保10年12月 竪紙・1通 こ365－28－17

頼の件代田支払につき〕　山布施村名主重左衛門・
組頭庄三郎・長百姓五郎兵衛→御代官所

蟹辮誌錯鵠議轟轟霧三二 天保10年12月 竪継紙・1通 こ365－28－18

なきにつき）　坪根村名主仁左衛門・組頭吉右衛門・
長百姓長五郎→御代官所

（婚姻三二衣服着用吟味一件関係綴　天保12年） 綴・14点 こ38

竹村金吾他旧名伺書［口上覚］（笹平村孝蔵婚姻の件 12月 横切継紙・1通 こ38－1

衣服着用吟味書類差添えにつき）　松木源八・菅沼
弥惣右衛門・岡嶋荘蔵・金児丈助・竹村金吾→一　下げ
札あり、付札あり

恩田頼母用状（別紙附札の件心得につき）恩田頼母 12月27日 横切紙・1通 こ38－2

→松木源八殿・岡嶋荘蔵殿

松木源八他一名用状（笹平村孝蔵婚姻の件衣服につ 12月25日 横切紙・1通 こ38－3

き）　松木源八・岡嶋荘蔵→一

源大夫用状（端裏書）［愚意］（笹平村孝蔵婚姻の節の 24日 横切継紙・1通 こ38－4

衣服につき）　源大夫→一

某願書（婚礼倹約の義につき） 小切紙・1通 こ38－5

孝助用状（婚姻衣服の軍内詮議につき）　孝助→一 12月 横切紙・1通 こ38－6

源八用状（笹平村の義評決につき）源八→荘蔵様 25日 小切紙・1通 こ38－7

荘蔵用状（笹平村の義御内慮伺い候処御聞済につき） 12月26日 横切紙・1通 こ38。8

荘蔵→竹山時様

専用状（荘蔵伜婚姻衣服につき） 小切紙・1通 こ38－9

某願書（婚姻衣服瓦塀につき） 12月24日 横切紙・1通 こ38－10

o

弥惣右衛門用状（端裏書）［廻章］（回状の件不行届け 25日 小切紙・1通 こ38－11

につき）　弥惣右衛門→一

笹平村孝蔵他六名返答書［御尋病付乍恐以書付御答 天保12年12月 竪継紙・1通 こ38－12

申上瓦］（婚姻絹布着用の件吟味につき）　笹平村孝
即事6名→職御奉行所・御郡御奉行

笹鶏繋焦縫縮鵜懸盤製油磁心 天保12年12月 竪継紙・1通 こ38－13

孝蔵他6名→御代官所

笹平村孝蔵他四名請書［国禁以書付御請奉申上候］
@（婚姻いかがわしき着服用い村役人御預りにつき）

天保12年12月 竪継紙・1通 こ38－14

笹平村孝蔵他4名→職御奉行所・御郡御奉行所

長灘細面舗二二二二囎姦酷 天保12年12月 竪紙・1通 こ187

つき）　長井村初右衛門親類金右衛門・同組合林右衛門・与
右衛門総代嘉兵衛他5名→御堂御奉行所

（小山山村元右衛門他6名願書　天保12年） 2点 こ326

膿ヂ傭舗鵯贈緩二三二三駿 天保12年4月 竪紙・1通 こ326－1

免につき）小三根村元右衛門・同人子新吉・親類惣代源
吉他4名→御郡御奉行所　端裏書あり

（難癖庭藤堕躍麟纒三三相聞候付召出吟味之上申訳不相立恐入隅旨相相暫之内禁酒仕農業出精可仕旨親元右衛門一同訴訟吟 天保12年4月 包紙・1通 こ326－2
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味流之義申立候承済以来之儀］裏書あり

（黒穂刈村元住居新九郎所払いの件対面許可一件関係 綴・6点 こ344
綴　天保13年）

（鰯離離欝賢灘難論 封筒・1通 こ344－1

詫言申立候付伺之上対面免候□寺院願書類封置］

黒穂刈村親類久米三郎他六名願書［乍恐以書付御縄 天保13年10月 竪継紙・1通 こ344－2
申下民］（里穂村元住居新九郎所払のところ対面許
可執成願につき）　黒穂刈村親類久米三郎・元組合戸右
衛門・名主栄助他4名→上条村安養寺様

上条村安養寺願書［以書付奉願候］（里穂村元住居新 天保13年10月 竪紙・1通 こ344－3
九郎所払のところ母大病にて対面許可願につき）
上条村安養寺→御三御奉行所

岡離離隅隅監讐剛堅轟覧税調
（天保13年）10月11日 横切継紙・1通 こ344・4

村金吾→　付札あり，端裏書あり

恩田頼母返答書（付札の通心得るべき旨）　恩田頼母 （天保13年） 小切継紙・1通 こ344。5
→岡嶋荘蔵殿 10月12日

笠原才次郎二二長屋新九郎他七名爵上書［乍島島書 天保13年10月 竪継紙・1通 こ344－6

壁際莚騰薪楚彗野州漂顯臨鵬
九郎・里穂二村親類久米三郎・元組合栄助他4名→御郡御
奉行所端裏書あり

馬喰町作兵衛導爆名願書［乍恐書付御縄り奉歎願候］ 安政2年2月24日 町税・1冊 こ405
（兄兵左衛門病身につき敲御仕置御救歎願につき）
馬喰町作兵衛・組頭龍治・組合長次郎→郡御奉行所・町御奉
行所　奥書あり

幣騒罐謙臨欝欝繍濤講新岡，石 慶応3年7月13日 竪紙・1通 こ351

鈴木勘右衛門親類成右衛門・中町郷宿相原邦治郎→御武具
方御奉行所

某氏状（上納金引込代官手代との金銭出入一件関係者　の吟味書）

横切継紙・1通 こ353

（奥村峯之助等御処置方関係綴　明治4年） 綴・7点 こ372

監平申上書（御維新の風俗承り繕い候につき）監平 辛未（明治4年）9月 横切継紙・1通 こ372・1

→一

某申上書（知事様の御別れに楼上にて酒呑風説探知 辛未（明治4年）10月 横切継紙・1通 こ372－2
につき）下ヶ札あり

監菱婦餓纏）轟覧誕糊驚鶴無産募 10月10日 横切継紙・1通 こ372－3

所業いたし候につき）　監察→一

軍謹橘罐競雫鱗雲灘璽賢覧望 10月 横切継紙・1通 こ372－4

軍緊縮編盤面継接面素簿撫養申 10月 横切継紙・1通 こ372－5

某用状（与良捨三郎親類の者へ伝達につき） 横切継紙・1通 こ372－6

某用状（奥村三之助閉門ほか罪状につき　下書） 横切継紙・1通 こ372－7

（入牢節名書上一括） 4点 こ45
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磯田普門申上書［入牢之者名面申上］（入牢者名書上 2月晦日 横切継紙・1通 こ45。1

につき）磯田普門→一

磯田普門申上書［入牢之者名面申上］（入牢者名書上 正月晦日 横切継紙・1通 こ45－2

につき）磯田普門→一

郡政副主事申上書［入牢之者名面申上］（入牢者名書 9月 横切継紙・1通 こ45－3

上につき）　郡政副主事→一

草間一路申上書［入牢之者名面申上］（入牢者名書上 9月晦日 横切継紙・1通 こ45－4

につき）草間一路→一

某麟翻羅謬簸蘇蚕騨蟻鰭備付写］ 10月18日 横切継紙・1通 こ86

金児丈助他二名伺書［口上覚］（御飯米一条の件混雑に 3月 切継紙・1通 こ93
つき）　金児丈助・岡島荘蔵・寺内多宮→一　付札あり、
下ヶ札あり

某用状下書（吉窪村平左衛門潰百姓御吟味二付彼是 竪紙・1通 こ275
申上不埼につき御詫申上）

上翻畿馨縣恐翻懸禦期糠理羅藤含毫 切継紙・1通 こ281

き）　上小嶋田村九人之もの・誰親類・誰同→浄福寺　下札
あり

（北尾張部村出奔幸右衛門人別帳改ざん御替関係綴） 綴・2点 こ401

乱用状（北尾細部村翁奔幸右衛門帰住願い差し上げ 横切紙・1通 こ401。1

の件村役人ら偽り仕り置きにつき）

岡野用状（北尾張部村出奔幸右衛門人別帳改ざん、 10月22日 横切継紙・1通 こ401－2

村役人ら御門につき）　岡野→岡嶋様

某用状（盗難品糾明願につき）前欠 10月1日 横切継紙・1通 こ322

辱襲鶉上葛轟鮨鮎蟻筋衛門焚湯の件 2月 切継紙・1通 こ94

［古創之教鞭明細立札之儀詮議申上］御惚定連→一 横長半・1冊 こ201
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訴願

（後町村臨時御用多いため村方難渋につき願書類一括） 8点 こ237

菅沼九左衛門他一結瘤上書［口上覚］（後町村運上の
@件聞済みにつき）　菅沼九左衛門・鹿野墨守→一

1月 横切継紙（1・
Q・3一綴）・1通

こ237－1

三論麓磐顕名舗織融函嶺騨題い 1月 横切継紙（1・
Q・3一綴）・1通

こ237・2

後鵠騰凝飾零細三野鮎婿 文化15年1月
竪継紙（1・2・3一綴）・1通・ こ237－3

名主甚十郎・深美六左衛門→御勘定所御元分御役所

（封筒） 文化15年1月 封筒・1通 こ237－4

菅沼九左衛門願書［口上書］（後町村場所柄の件願い
@筋尋ね等につき）菅沼九左衛門→一

閏8月 横切継紙（5・
U・7一綴）・1通

こ237－5

後薯山烏韻脂嚢驚鵬編籏轟轟 文化13年閏8月
竪継紙（5・6・7一綴）・1通 こ237－6

近村へ順番につき）後町村名主甚十郎・組頭重兵衛・
長百姓伊左衛門→御郡御奉行所

璽蟻罐蝉纈罐ξ霧矯潔轟禦警奪 文化13年7月
竪継紙（5・6・7一綴）・1通 こ237－7

き）　後町村名主甚十郎・組頭重兵衛・長百姓伊左衛門→

御郡御奉行所

（封筒）［後町村内願之義御内之伺］　菅沼九左衛門 封筒・1通 こ237－8

→一

（奈良井村名主土惣治願書　文政5年） 2点 こ266

奈良井村名主土惣治他四名願書［乍恐以口上御請奉 文政5年12月28日 竪紙・1通 こ266－1

申上候御事］（奈良井村元御支配御代官所に返報申
渡につき）奈良井村名主土惣治他4名→御郡御奉行所

（｛螺麟繋耕迄徽定役掛り合之所御代官江 文政5年12月 包紙・1通 こ266－2

水鶉謙二三講癒漏甥騨鰭盟拷 文政5年3月 竪継紙・1通 こ302

き）　水内村安用組勝右衛門・久米右衛門・清左衛門他63名

→御郡御奉行所裏打ち

（村方諸願書綴　安政6年～元治2年） 綴・65点 こ293

御簾無心翁島獣1臨海鷺端山回 文久4年正月 竪半・1冊 こ293－1

より譲り受け作成の旨内々承諾願につき）御徳店
倉科村宮下七郎左衛門→御用紙御役所

元期騒籔器鋒端欝聾野繁寝 2月 横切継紙・1通 こ293－2

→一

野鵡趨羅陛i誓］（久木村頭立三良区兵衛’弥兵 （文久4年）2月 横切紙・1通 こ293－3

久三豊簸三三鷲灘謬野躾鯉 文久4年2月 竪半・1冊 こ293－4

吉三郎・組頭勇蔵・長百姓重蔵他2名→御代官所
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藩政／村方／訴願

草間一路伺書（白石二三44ヶ村分量御用達金皆納に 2月 横切継紙・1通 こ293－5
て酒下賜の件につき）（草間一路）→

伊東資治伺書［覚］（細口村仕付荒等にて取不足のた （文久4年）2月 小切紙・1通 こ293－6

め割合菜半減納願につき）伊東資治→一

三蹟饒蝋集雛軸簾響魏離甥 文久4年2月 竪半・1冊 こ293－7

土口村久右衛門・組頭新右衛門・同断紋平他2名→御代官
所

赤田村願人銀之丞他三名願書［乍恐以書付奉願上候］ 元治2年2月 竪紙・1通 こ293－8

（冥加金20両2分献上願につき）　赤田村願人銀之
丞・名主小林七郎治・組頭甚五兵衛他1名→御代官所　掛
紙あり

斉藤友衛用状（関屋村荒地起返にかかわる高引きに 小切紙・1通 こ293－9

つき）　斉藤友衛→一　断簡

鰹羅謡剛粥望騨欝騨爆鶴 鋪・1点 こ293－10

不能

西條村名主平四郎他二名願書［試用以書付奉願上候］ 元治元年4月 竪紙・1通 こ293－11

（御用割山下げ渡しにて冥加籾献上願につき）　西
條村名主平四郎・組頭新左衛門・長百姓三右衛門→郡御奉
行所

久轍舗雲叢烈縣雛購譲韓慧 元治元年4月 竪半・1冊 こ293－12

の課業銭下げ渡し願につき）　久保寺村大門組名主早
川伊惣右衛門・長百姓加藤円右衛門→御代官所　台紙あ

［入山村犬飼組荻久保等廣土地用水堰新規掘割御普 申（安政7年）閏3月 横長半・1冊 こ293－13
請判内積］　道橋付鷹山清太夫・立合志津初治→一

入山村犬飼組開発目論見願人伊惣八他二名願書［乍 安政6年2月 竪半・1冊 こ293－14

恐以書付奉願候］（土地用水堰新規掘割普請の二見
分につき）　入山村犬飼組開発目論見願人伊惣八・名主
孫右衛門・長百姓伊三郎→廣土地御掛御役所　掛紙あり

呼野藩擬州際簾葦難鯨網棚將 文久4年3月 竪半・1冊 こ293－15

渡し願につき）　青池村名三二・組頭久作・長百姓平八
郎他一名→御代官所　貼紙あり

某用状［口上覚］（鉄砲役今年より地縫原村上組にて 小切紙・1通 こ293・16

上納したき旨願につき）　後欠

地京原村上組名主治五左衛門他二名願書［乍恐韻書 元治元年6月 竪紙・1通 こ293－17

付奉願候］（梅村組内小役鉄砲当村久左衛門譲り受
けにつき小役本庁付替え願につき）　地京原村上組
名主治五左衛門・組頭市右衛門・長百姓善蔵→御代官所

梅木村上組名主与惣右衛門他二名願書［乍恐以書付
@奉願候］（梅村組内小役鉄砲当村久左衛門へ譲り渡

元治元年3月 竪紙・1通 こ293－18

しにつき小役本帳より除単願につき）　梅木村上組
名主与惣右衛門・組頭利兵衛・長百姓又治郎→御代官所

中島渡浪伺書［口上覚］（栃原村妙見庵普請へ栃原村 （元治元年）5月 小切紙・1通 こ293－19

西三組献木願につき）　中島渡浪→一

一躍離鰭蕩髄難讐薪鵯隈錨董 元治元年5月 竪紙・1通 こ293－20

主五郎右衛門・組頭七左衛門・長百姓清左衛門→御代官所

小松原村名主源之助他四獣願書［乍恐以書付奉蛇革］ 元治元年9月 竪半・1冊 こ293・21

（田地薄地にて御飯米上納減免願につき）　小松原
村名主源之助・組頭蓬右衛門・同断助右衛門他2名→一
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