
藩政／村方／訴願

小市村名主春吉他二名願書［乍恐以書付奉願候］（田 元治元年8月 竪半・1冊 こ293。22

地不熟にて御飯米上納減免願につき）　小市村名主
春吉・組頭五郎右衛門・長百姓安太夫→御代官所　薬紙あ

中農綴織弊鞭轍輪灘 元治元年7月 竪半・1冊 こ293。23

右衛門・同断逸助・土八町村名主金左衛門他4名→御代官

丁掛紙あり

磯田音出盧二名伺書（有池村法輪寺高地区立の年季 8月 小切継紙・1通 こ293－24

切れにて年季継続願につき）・磯田幽門・斉藤友衛・草
間一路→

草間一路伺書（大鉄車台御用にて佐野白くね木20挺 （文久3年）12月 横切紙・1通 こ293－25

献木願いにつき）　草間一路→一

墨譜顯羅網綱幽幽∫佐野村く （文久3年）12月 横切継紙・1通 こ293－26

佐覆旛嫡嗣蟹蟻鯖螺群籍燦鵬 文久3年10月 竪半・1冊 こ293－27

へ取次願につき）　佐野村名主嘉右衛門・組頭辰五郎・
同伴之丞他2名→御代官所　下ヶ札あり、掛日あり

磯田音門他県名伺書（小河原義臣15読手訳義願につ （元治元年）10月 横切継紙・1通 こ293・28

き）　磯田音門・斉藤友衛・草間一路→一　付札あり

中嶋渡波伺書［口上覚］（佐野村御蔵入籾5ヶ年分減免 （元治元年）10月 横切継紙・1通 こ293・29

願につき）　中嶋渡波→一　下ヶ憾あり

佐野村名主嘉右衛門他九名願書［乍恐以書付奉願候］ 元治元年10月 竪半・1冊 こ293・30

（佐野村御蔵入籾5ヶ年分減免願につき）　佐野村名
主嘉右衛門・組頭辰五郎・同役伴之丞他7名→御代官所

中綴礫享騙鎌継の糧懸塾て小河原 （元治元年）10月 横切紙・1通 こ293－31

鳩尉騰欝瀟画論製油画鑛 元治元年10月 竪半・1冊 こ293。32

組名主六三郎・組頭利兵衛・小前惣代清蔵→一

川穫畑町繍鵬話肇麟綿繰鶉履 元治元年10月 竪半・1冊 こ293－33

願につき）　川合村清左衛門・組頭又左衛門・長百姓又右

衛門→御代官所

憶断鶉雛霰讃屡ぎ犀罐礎鶉擢 元治元年10月 蚕業・1冊 こ293・34

願につき）　新田川合村痛論丞・組頭喜林治・長百姓藤五

郎→御代官所　掛紙あり

磯田音門他二名伺書（堀端い人足のため加賀井村難 （元治元年）10月 横切継紙・1通 こ293。35

渋にて年切手強引願につき）磯田音門・斉藤友衛・草
間一路→一　付札あり

南髄様雛昌鴇離騰凝揚の謙 （元治元年）9月 横切紙・1通 こ293・36

甚之助→一

加灘麓舞灘鴨蟻1懸臓蜜語縫鮎 元治元年9月 竪半・1冊 こ293－37

手画引願につき）　加賀井村名主斧兵衛・組頭一五郎・
長百姓金左衛門他3名→御代官所　直紙あり

磯鼻綱護鷺～編露座虚血契1’ （元治元年）月10 横切紙・1通 こ293。38

磯田音門・斉藤友衛・草間一路→一　付札あり
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藩政／村方／訴願

南聴熱犠陞響油焼灘難騨チ （元治元年）10月 横切継紙・1通 こ293。39

南沢甚之介→一

地京原村三組名主三五衛門他四名願書［乍恐以書付

q馨鶏蕪鷺隅隅前鵜義薯
元治元年10月 三半・1冊 こ293－40

主治五衛門・組頭市右衛門・長百姓長蔵他2名→御代官所
間紙あり

大熊村名主治郎右衛門他二名願書［乍恐以書付奉嘆 元治元年11月 竪半・1冊 こ293。41

季候］（床上場所のため不作にて拝借金割合返済年
送り願につき）　大熊村名主治郎右衛門・組頭孫作・長 9

百姓五左衛門→御代官所

大鑑鯖鱗繊麗論騨羅鴉付裏込 元治元年11月 竪半・1冊 こ293。42

村名主治平右衛門・組頭孫作・長百姓五左衛門→御代官所
二三あり

小沼村名主多平次他二名願書［乍恐以書付奉願候］ 元治元年11月 三半・1冊 こ293－43

（水損にて拝借金割合返済年送り願につき）　小沼
村名主多平次・組頭徳平・長百姓彦太夫→御代官所　掛紙
あり

斉藤友衛伺書代箋［田直冥加籾上納方伺］　斉藤友衛 小切紙・1通 こ293－44

→一

瀬戸川村馬二二名主喜右衛門三二名願書［乍恐以書
@付奉願上候］（野田組三吉土地悪しきにて手充金3

元治元年11月 竪紙・1通 こ293－45

分頂戴願につき）　瀬戸川村馬曲組名主喜右衛門・組頭
金五郎・長百姓傳右衛門→御代官所　三三あり

松腱騨輪編纏翻驚融通留二三 元治元年12月 竪半・1冊 こ293・46

吉平・名主勇太郎・長百姓初五郎→一　掛紙あり

細田久作用状（浪士一条の件につき）　細田久作→一 小切紙・1通 こ293－47

断簡

細田久作伺書（浪士一条につき）細田久作→一 小切紙・1通 こ293－48

御勘定吟味用状（書面の通り申上げ方無きにつき） 小切紙・1通 こ293－49

御勘定吟味→

御灘福二三二艶劉羅鷺繕叢魑 元治元年12月 竪半・1冊 こ293－50

き）　御平川村名主吉兵衛・組頭伊助・同吉之丞他2名→

御代官所掛紙あり

斉藤友衛伺書代箋［桑原村御手充伺］斉藤友衛→一 小切紙・1通 こ293－51

志雑騰蕩糞騰懸縫謬錯離合 元治元年12月 竪半・1冊 ご293－52

き）　志垣村岡本題太→御余還御掛り御役所　掛紙あり

上山田村名主因惣兵衛他二十名［乍恐以書付奉嘆願
@候］（助郷・水損にて難渋のため課業金延納願につ

元治元年12月 竪半・1冊 こ293－53

き）　上山田村名主与儀兵衛・同仁左衛門・同佐兵衛他18

名→御代官引掛紙あり

草間一路伺書代箋（上八町村入作御料所の件塩野村
@御酒代下されにつき］草間一路→一

小切紙・1通 こ293。54

装用状（下真嶋村年賦金拝借につき） 小切紙・1通 こ293－55

桑麟驚鵜鵜灘騨三三二三禦 元治元年12月 竪半・1冊 こ293・56

桑原村名主要之助・与頭源四郎・同伝右衛門→御代官所
草間一路の特訓あり
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西護礫舘譲鯉磐講驕羅顯鑛騎 元治元年12月 竪半・1冊 こ293－57

合残金赦免願につき）　西寺尾村名主彦右衛門・組頭
友弥・長百姓寿作→御代官所

西諌籍韓魏欝謙灘糠翻馨灘 元治元年12月 竪半・1冊 こ293－58

免願につき）　西寺尾村名主彦右衛門・組頭友弥・長百
姓寿作→御代官所　掛紙あり

某用状［口上覚］（課業銭書上につき）後欠 小切紙・1通 こ293・59

大謙畿三三懸羅懸鍵朝磯唇 元治元年12月 竪半・1冊 こ293・60

つき）　大豆嶋村名主善之助・組頭佐兵衛・長百姓友之助

→御代官所

［課業銭御拝借御上納不納人別帳］大豆嶋村→掛 元治元年12月 横長半・1冊 こ293－61

紙あり

千職韓欝欝黙羅騨
元治元年12月 竪半・1冊 こ293－62

組頭長左衛門・小前惣代太三郎→御代官所

市埜灘綾嚢錺三三麟羅騰罷騰謄 元治元年12月 竪半・1冊 こ293・63

つき）　市村北組名主文左衛門・組頭半左衛門・長百姓茂
左衛門他1名→御代官所　掛紙あり

東権灘説鷲…翻無腰羅翻三三 元治元年12月 型置・1冊 こ293－64

豊野頂戴願につき）　東福寺村名主喜八・組頭八蔵・長
百姓藤蔵他1名→御代官所

小森村名事由太郎他国名願書［乍恐以書付事蹟上唇］ 元治元年12月 竪半・1冊 こ293・65

（上京等役人往来にて伝馬人足賃銀不足のため手
見廻頂戴願につき）　小森村名主由太郎・組頭新之丞・
長百姓金三郎→御代官所　掛紙あり

（孫六掃除料滞り関係書類一括　明治4年目 2点 こ114

東1羅羅麟i墜鱗騨鴇糠臨諜魍 明治4年12月 竪美・1冊 こ11牛1

代藩御役所

監舗禁縞轡野駒謡物之義二付申上］（掃 （明治4年）12月19日 竪継紙・1通 こ斜4－2

清右衛門によぼ願書［乍恐申上奉候］（借金滞救済願な 切紙・1通 こ388
どにつき）　清右衛門によぼ→おんとのさま　5枚

一125一



藩政／村方／訴訟・争論

訴訟・争論

（小川弥甲南出入関係綴　文化13～同14年） 綴・8点 こ232

（一紙）　菅沼九右衛門→一 文化14年10月 封紙・1通 こ232－1

西難購鶴難聴鰻飾縢 文化14年7月 竪継紙・1通 こ232－2

村組総代甚右衛門・同断与三右衛門・同断文五郎・同断
彦三郎他三名→菊池伊惣治様　下げ札あり

恩田靱負用状（西和田村一一件承済につき）　恩田靱 8月21日 小切紙・1通 こ232－3

負→菅沼九左衛門殿

（封紙）［上　西和田村］ 封紙（4・5封 こ232－4
紙）・1通

西和田村組総代甚右衛門他六名願書［乍管弦口上書 文化14年8月 竪継紙（4・5封 こ232－5

響爵櫟禦）（ノ1岩岡岬四隣鵬罐 紙）・1通

三郎・同断文五郎・同断与惣右衛門他三名→大林寺様御
役僧様

大林寺願書［口上覚］（小川弥惣様と出入の件願書 文化14年8月 竪紙・1通 こ232－6

貰下げにつき）　大林寺→菅沼九左衛門殿・鹿野外冠
殿・片岡主計殿

西瀾錦繍囎藤織）血温〒篠墾醤］ 文化14年10月 竪紙・1通 こ232－7

西和田村組総代甚右衛門・同断与惣右衛門・同断彦三
郎・同断文五郎→御亀御奉行所

菅沼九左衛門他二名用状［口上覚］（小川弥惣へ借 8月 横切継紙・1通 こ232－8

財の件吟味流れにつき）　菅沼九左衛門・鹿野外
守・片岡主計→一

（鼠宿村、新地村、祭礼席論一件関係一括　文政4年） 文政4年11月 4点 こ256

（封筒）　御郡方→一 文政4年11月 封筒・1通 こ256－1

鼠網戸麟脇謬鵯羅線矯願騰 文政4年11月 竪継紙・1通 こ256－2

村西沢泰助・新地村山崎治大夫→一

鼠宿村西沢泰助他一名四口証文［奉差上済口御請一 文政4年11月 竪継紙・1通 こ256－3

札之御事］（祭礼の件苗字帯刀者の席論につき）
鼠二村西沢泰助・新地村山崎和吉→御郡御役所

席順配置図 小切紙・1通 こ256－4

（千田村内争論関係一括　文政4年～同10年） 4点 こ357

千里灘弊罐蟹囎凝興野総古津魏 文政10年11月 竪紙・1通 こ357－1

につき）　千田村小前願人藤右衛門→御郡御奉行所
奥印あり

（千田村名主導右衛門欠落借財台金不正一件関係綴 綴・3点 こ357－2

文政4年～同8年）

瀾野薦糖縣硝鷲顯無権 文政4年3月 竪継紙・1通 こ357－2－1

一件吟味願につき）　千田村吉右衛門・重右衛門
→御代官所　端裏書あり
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藩政／村方／訴訟・争論

千羅響繍馨鍮講羅 文政8年6月 竪継紙・1通 こ357－2－2

き）　千田村重右衛門・吉右衛門・小前惣代嘉右衛
門他8名→御尋御奉行所　端裏書あり

禦馨珊珊欠羅繰蟹整綴譲翻 文政8年7月 竪継紙・1通 こ357・2・3

のため重右衛門頭立役御免願につき）　御預り
所千田村源之丞→御目御奉行所　端裏書あ・り

（馬代金滞り一件書類一括） 3点 こ零21

（封紙）［上］ 封紙・1通 こ121。1

小市村名主事七日二名村役人訴状［乍恐以書付を申 文政9年7月29日 竪紙・1通 こ121－2

上候］（馬代滞取替金の件返済につき）　小市村名
主半六・組頭弥五左衛門・長百姓瀬左衛門→御郡御奉行

北鯉縫都濾灘躍辮繍曜電撃 子4月9日 竪紙・1通 こ121－3

北高田村名主式右衛門・組頭喜兵衛・長百姓左五兵衛→

千難業購徽継継暴 文政10年11月 竪継紙・1通 こ346

門・同断茂太夫→御郡御奉行所

（吾妻銀右衛門より下氷雪村太右衛門への甘草代金出 綴・7点 こ229
入訴訟一件書類綴　天保9年）

（封紙）　寺内高宮→一 天保9年10月 封紙・1通 こ229・1－1

下～綴麟舗囎報欝籍講酷認 天保9年10月 竪継紙・1通 こ229－1－2

代金出入訴訟につき一件書類）　下厚司村願人太
左衛門→御代官所　奥印・奥書あり

吾妻銀右衛門金銭借用証文写［借用金証文之事］ 天保9年8月 竪紙・1通 こ229・1－3

（10両につき）　借主吾妻銀右衛門印・町田田村吉
左衛門印→下山飽村多左衛門殿

下竪騨離罫標識繍門［後難舗雰稗 天保9年10月 竪継紙・1通 こ229・1－4

一一盾ﾉつき）　下氷自村太左衛門・小網山内新田村
相手方吾妻銀右衛門他4名→一

某用状（村名・人名書上）→一 小切紙・1通 こ229－1－5

下沓鶉手謝懸開脚E準則糊轡 天保9年10月 竪継紙・1通 こ229－1－6

件につき）　下氷飽村太左衛門・小網山内新田村相
手方吾妻銀右衛門他4名→　御郡御奉行所

下興部棄翻三編門賠蕾黙掘剥離 天保9年8月 横長美・1冊 こ229－2

つき）　下氷飽村太左衛門→　御代官所

（山上條娘心尾村月割上納不揃縄訴訟書類一括） 5点 こ331

（花尾村・上野村月割上納不揃い・遅刻等赦免願関係綴天保10年）

綴・4点 こ331－1

花甲続i寵鋸1鋤灘騒の職醗醗鷲］ 天保10年11月 竪継紙・1通 こ331－1。1

花尾村名主七左衛門・同人親類組合兼嘉藤太・仮名主
吉郎左衛門他中名→上野村早早寺様　端裏書あり　噛

山上条名主要左衛門七四名願書［翠煙以書付御縄 天保10年12月 竪継紙・1通 こ331。1－2
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藩政／村方／訴訟・争論／普請

り申上部］（月割上納金不揃いの上遅刻等の件
ｷり成し願につき）　山上条名主要左衛門・組頭
初右衛門・組頭金兵衛他2名→上条村源真寺様　端裏
書あり

上騰蘇諏魂鋤講繍匙幽麟寸月型 天保10年12月 竪継紙・1通 こ331。1－3

野村明松寺→寺内多宮殿・岡嶋庄蔵殿・金児丈助殿

上燗謙謹戦端鮎撚衡割圭禦 天保10年12月 竪継紙・1通 こ331－1・4

村源真寺→寺内多宮殿・岡島庄蔵殿・金児丈助殿

（難講購澱轟娼愚輩不転螺甥 天保10年11月 包紙・1通 こ331－2

普請

（野村津左衛門往来筋に家作・商売願一件書類　文化 3点 こ301
13年）

清野村名主丈右衛門他三名願書［乍恐以口上書奉願
@候御事］（清野村津左衛門往来筋に家作・商売の件

文化13年5月 竪紙・1通 こ301－1

につき）　清野村名二丈右衛門・組頭武右衛門・同義右衛
門他1名→御代官所　端裏貼紙あり

（欝難聴繕蠣i繍縢1懸 文化13年5月 包紙・1通． こ301－2

人］

恩田靭負用状（願の通り申し渡しにつき）　恩田靭負 6月2日 小切紙・1通 こ301・3

→鹿野外守殿

（表柴町喜惣治他1名申上書　文政3年） 2点 こ227

（薄紙）御題方→一 文政3年12月 封紙・1通 こ227－1

表翻肇礪㌫難轟累二三三雲ヂ 文政3年12月 竪紙・1通 こ227－2

表柴町喜惣治・請人新吉→御代官所

（名所笹村戸へ牛馬道切開き一件関係一括　文政6年～ 7点 こ306
9年）

（鯉撚購埋より保科村に新道切開之儀一 文政6年 包紙・1点 こ306・1

東蟄二二1締二二腿講艘齪 文政6年2月 竪紙・1通 こ306－2

きにつき）　東条村北無名主要兵衛・組頭直右衛門・長百
姓浅右衛門他3名→御代官所　下ヶ札あり

（東條村より保科村山通新道切開き関係書類潮齢） 文政9年 竪半・1冊 こ306－3

（名所笹村戸へ牛馬道切開き一件川村返答書綴　文 綴・4点 こ306－4

政6年）

御撃方申上書（牛馬道切開きの件東條村他へ問合 文政6年10月 横切紙・1通 こ306－4。1

の件につき）　御土方→一

保科村名主常五郎他三二請書［二二以口書御答申
@上候御事］（新道村方へ差し障りなきにつき）
@保科村名主戦五郎・組頭治惣治・同断喜祖八他1名→御

文政6年10月12日 竪紙・1通 こ306。4－2
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代官所

東雲蝉盤≡静稽灘韓謀罷甲州 文政5年11月 竪継紙・1通 こ306－4。3

件につき）　東條村名主文治郎・組頭久左衛門・長百姓

磯右衛門他3名→御代官所

大喪顯隷鵯犠皇騙騨胡告野 文政5年9月 竪継紙・1通 こ306・4・4

大室村名主弥惣治・組頭要蔵・同断彦兵衛他1名→国産
掛御役所　奥書あり，下ヶ札あり

（下小嶋村普請関係一括　文政9年） 3通 こ203

某用状（普請万事につき） 小切紙・1通 こ203・1

下鐙牌糊辮藷蓋開魁貼聯鯖篇 文政9年6月 竪紙・1通 こ203・2

御百姓→道橋御奉行所

某口上書［乍恐以口上書臨御訴候御事］（普請の山村 文政9年6月 横切継紙・1通 こ203－3

方難渋につき）

（上松村実性堂家作等関係一括　天保5年） 6通 こ207

（昌源寺弟子三孝源の件善右衛門地譲受けにつき） 横切紙・1通 こ207－1

絵図（上松村本郷絵図） 鋪・1点 こ207－2

絵図（清野本村絵図） 横切継紙・1通 こ207・3

上告鰭麩聾磯糠鵬響縢出品 天保5年12月 竪継紙（4・5・6

??j・1通

こ207・4

性堂守孝源・地主庄左衛門・小前総代孫左衛門他4名→御
代官所

上灘盤灘鰐灘魏憩響無慮圭 竪継紙（4・5・6

??j・1通

こ207・5

郷三役人→職御奉行所

上欝轟縫携篠糠焦嬰髄繍耀 天保5年12月 竪継紙（4・5・6

??j・1通

こ207－6

源・地主庄左衛門・小前総代孫左衛門→御代官所

柴村幸五郎他三名願書［乍恐以書付奉願候］（幸五郎宅 文久元年8月 竪紙・1通 こ206
手狭の件隣地普請につき）　柴村願人幸五郎・名主大
八・組頭弥惣治・長百姓幸五郎名→郡御奉行所

西灘籔樗親衛心隔鷲由比魏羅 文久元年6月 竪紙・1通 こ210

名→郡下奉行所

（栃原村雲穴普請関係書類一括　文久元年～同2年） 9点 こ299

噸鱗雛謬黒酒願四二鷺岬町 文久元年12月 横切継紙・1通 こ299・1

願につき）　栃原村平組名主周三・組頭熊吉・長百姓十左
衛門他4名→油壷御懸り道橋御奉行所　全文鉛筆書

松本惣左衛門他一名伺書写（端裏書）［栃原繰穴　諏 壬戌正月 横切継紙・1通 こ299－2

訪部市郎治・松本惣左衛門永続見極申聞候書面写］
（木叢橋繰抜穴自普請願につき）　松本惣左衛門・諏
訪部市郎治→柘植喜兵衛様　全文鉛筆書，端裏書あり

柘糖駄幽幽蝿欝響応鶏繰籍憲翻騨 文久2年2月 横切継紙・1通 こ299－3

全文鉛筆書，端裏書あり

小山田壱岐用払子（端裏書）［栃原繰暦御聞済之写］ 文久2年2月5日 小切紙・1通 こ299－4

（急心請願承済につき）　小山田壱岐→柘植嘉兵衛殿
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全文鉛筆書，端裏書あり

監雛蟻蝉糊！］囎縄酪馨灘輪鯉　つき）端裏書あり

11月 横切継紙・1通 こ299－5

柘野洲舗難騰美［需轡奮囎犠鹿毒 5月 横切継紙・1通 こ299－6

→一 @全文鉛筆書，端裏書あり

諏訪部勇司他一名願書（端裏書）［栃原村操抜穴御賞　式口伺］（松沢語一郎他12名年来精勤につき）　諏
明治4年5月 横長半・1通 こ299－7

訪部勇司・松本惣右衛門→一　端裏書あり

民事懸申上書（端裏書）［栃原村操抜穴御素養義二付　申上］（村方出精につき）民事懸→一

8月 横切継紙・1通 こ299－8

監督申上書（端裏書）［栃原村繰貫穴懸り御賞之儀付
@申上］（掛の者精勤につき）監督→一　端裏書あり

9月 横切継紙・1通 こ299－9

沓下村名主市兵衛他三下願書［乍恐以書付奉兆候］（住 明治3年6月 竪紙・1通 こ209
居囲の件聞済につき）　沓野村名主市兵衛・組頭喜惣治
他2名→倉田三之丞様・北嶋元之助様

（栃原村木駄橋道普請関係書類綴　明治3年） 綴・3点 こ297

柘植彦六伺書（木一橋普請の賞奉につき）鉛筆書 12月 横切紙・1通 こ297－1

栃原村平組元〆松沢語一郎他十二名請書［乍恐燈船　付御請奉申上候］（丁丁橋道普請出来につき）下ヶ
明治3年11月 竪美・1冊 こ297。2

札あり

［木駄橋道普請雑用井金子入方調御書上帳］　裏に貼 明治3年11月 横長半・1冊 こ297・3
札あり

（渡舟旧冬踏土普請関係学） 綴・3点 こ204

内申上書（端裏書）［渡舟場内産土普請訓諭申上］（渡　船場踏土普請計画の件伺い書下げにつき）　郡政副
12月 横切継紙・1通 こ204・1

主事→一

某申上書（端裏書）［渡舟場冬踏之義二付申上］（渡船 横切継紙・1通 こ204－2
場野土普請の件人足賃金につき）　郡政副主事→一

某申上書（端裏書）［渡舟場冬踏土出来之義二丁丁上］ 12月
（渡船場踏土普請計画申立の件郡政方申含みにつ 横切継紙・1通 こ204－3
き）

（家作者詮議関係綴） 綴・2点 こ208

孝蔵申上書［口上覚］（家作者内詮議につき）　御訴人 9月 横切継紙・1通 こ208－1

孝蔵→一

屋敷絵図（新屋敷周辺） 小切紙・1通 こ208－2

長谷川利八他用状（矢代村問屋平左衛門居宅屋根葺替 9月／9月19日 横折紙・1通 こ289
につき御町萱関係書類留）　長谷川利八→　／→長谷
川利八殿

［栃原村牛馬往来堀抜穴図面］彩色，貼札あり 鋪・1点 こ298

某用状（端裏書）［案文］（栃原村繰抜穴御賞の下付につ 横切継紙・1通 こ300
き）

（千曲川筋難場、大瀧堀割普請関係一括） 3点 こ434

横田甚五左衛門他一名論上書（端裏書）［千曲川筋［］ 6月17日 横切継紙・1通 こ434－1

普請之儀二罷申上］（千曲川筋難場堀割通船路取り
建てにつき）　横田甚五左衛門・竹内八十五郎→一　虫
損、破損
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某騒［商轟纏製蝿騨之儀二付申上御勝手

@　　　　　大瀧堀割普請之儀再申上御勝手元分］三三状［六　（御評義書の趣御尋ねなどにつき）

6月22日

V月朔日

横切継紙・1通

｡切継紙・1通

こ434－2

ｱ434－3

交通

（井上村商売蔑＿荷物附通出入一件関係一括　寛保3年目 3点 こ443

（包紙）［上］高井郡仁礼村→一 包紙・1通 こ443－1

高井郡仁礼村問屋市郎左衛門他五名願書［乍恐口上 寛保3年10月 竪紙・1通 こ443－2

書を以奉願候御事］（井上村商売蔑＿荷物附田出入
につき）　高井郡仁礼村問屋市郎左衛門・同伝之丞・雪吊
兵衛他3名→松代御役所　433－2添状あり

可懸盤響義歯鯉）（響鶴灘竺臓 （寛保3年）10月20日 横切紙・1通 こ443。3

裏書あり

真畔憶徽騨穂醐繍襲嬰燦龍 寛保3年7月 竪継紙・1通 こ468

後守領分高井郡仁礼村問屋市郎左衛門・伝之丞・小兵衛他3
名→坂木御役所様　端裏貼紙、虫損あり

（矢代宿問屋屋根葺替の萱下付関係書類綴　宝暦13 綴・4点 こ470
年）

矢離購藷舗野野櫻晶罐輩賂親 宝暦3年3月 竪紙・1通 こ470－1

奉行所

和伊左衛門他一名願書（家普請荒萱頂戴仕りにつき） 3月19日 竪紙・1通 こ470－2

和伊左衛門・杉兵衛→一

矢代宿問屋平左衛門請書［覚］（萱120駄頂戴仕りに 竪紙・1通 こ470－3

つき）　矢代宿問屋平左衛門→御奉行所

矢代宿問屋平左衛門願書［乍恐以口上書奉願御事］ 宝暦13年正月 竪紙・1通 こ470。4

（萱140駄下付につき）矢代宿問屋平左衛門→御奉行
所

西謡講謡講豪健葡i難醒無毒誌 安永2年10月 竪継紙・1通 こ423

請御役人中様へ藩候品々につき）　西寺尾村当代彦次
郎・広田村同断文左衛門・東条村同断千助他2名→御郡御奉
行所　端裏書あり

町川田村名主大治郎他面名申上書［差上申一旭志御事］ 文政元年12月 竪継紙・1通 こ419
（引船御運送の件御手充籾45俵余下されにつき）町
川田村名主大治郎・組頭宇左衛門・長百姓健左衛門→御代官
所　虫損あり

（仁礼宿御伝馬人足裁許関係綴　文政10年） 綴・4点 こ425

仁三三餐蕊器灘双三號嚢編製管 文政10年6月 竪継紙・1通 こ425－1

き）　仁礼宿問屋伝之丞→御郡御奉行所
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（包紙）［慶安明和両度宿方之儀二付願出御裁許写］ 包紙・1通 こ425－2

仁礼宿

松平出雲守他六名裁許状写［慶安三寅年御裁許写］ 慶安3年8月14日 横切継紙・1通 こ425－3

（通行道につき）松平出雲守・安藤右京進・曽根源左衛
門他4名→一

三舞鮮繕羅羅繕鵬聾 明和7年9月25日 横切継紙・1通 こ425－4

（後町村名主桂作他2名願書　文政7年） 2点 こ479

（響盤幽晦劇論鷲幽幽纏鰭擁 文政7年11月 包紙・1通 こ479・1

置願書二二］

後町村名主桂作二二名願書［乍恐以口上書奉願候御 文政7年11月 竪継紙・1通 こ479－2

事］（触継立免除につき）　後町村名主桂作・組頭重兵
衛・長百性長右衛門→御三御奉行所　479－1の包紙入

（仁礼村新平問屋役任命と借用金返済関係書類一括） 3点 こ480

（包紙）［仁礼村佐右衛門惇新平江問屋役願井拝借金 文政7年正月 包紙・1通 こ480・1

之唐墨両当筋上納相残壱割御礼金付十八箇年堀上
納申渡、尤伺之上右願書封置］

（仁礼村問屋役任命関係綴　文政7年） 綴・2点 こ480－2

宮下源助伺書［口上覚］（仁礼村新平家内扶助のた （文政7年）7月 横切継紙・1通 こ480－2－1

め問屋役任命願につき）宮下源助→一

鷲糠難織難声轍
文政7年7月 竪継紙・1通 こ480－2－2

問屋伝之丞・同断清蔵・名主平蔵他6名→御代官所

（御湯樽・明樽入用関係一括　文政10年） 5点 こ444

佐野村名主新助他四二用状［差上申一札之御事］（御 文政10年閏6月 竪紙・1通 こ444－1

湯上入用〆1貫453文につき）　佐野村名主新助・組頭
吉右衛門・同又三郎他2名→御勘定所御元〆御役所　下ヶ
札あり

小河原村名日栄太夫他一曲用状［覚］（御湯樽持送り 文政10年6月 横折紙・1通 こ444－2

人足書上）　小河原村名主栄太夫・同断久右衛門→御亡
定所御元〆御役所

大熊村用状（御臨調、明樽書上）大熊村→御勘定御元 （文政10年）6月20日 竪紙・1通 こ44牛3

〆御役所

日用状（樽詮議の事につき） 小切紙・1通 こ444－4

某用状（桑高村他22村書上） 切継紙・1通 こ444・5

（犀川筋通船定稲荷品積出吟味一件関係綴　天保11～ 綴・10点 こ432
13年）

（懇鵬鑛蕪翻罐i罷耀旧離言之申訳無之旨不塀之至付替筋申渡伺書類申渡請 天保13年6月 包紙・1通 こ432。1

書評一息］金児丈助→一

金吾用状（新町村源之丞・三条二九重郎受書差し出し
@御覧入れられにつき）金吾→丈助様

6月26日 横切継紙・1通 こ432－2

岡嶋荘蔵他二名伺書［口上覚］（新町村源之丞上条村
@九重郎御仕置筋につき）　　　　　　　　　　　　　岡嶋荘蔵・金児丈助・竹村金

3月 横切継紙・1通 こ432－3

吾→　端裏書あり、付札・下ヶ札あり
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借鎌総譜瀦酪［梨甥讐離驕憲高 天保11年3月 竪継紙・1通 こ432・4

断九重郎他1名→通船御会所源之丞殿　端裏書あり

新町村源之丞請書［差出し申一札之事］（船株貸し渡 天保11年3月 竪継紙・1通 こ432・5

しにつき）　新町村源之丞→上条村九十南殿・新町村民
蔵殿

上響鰯｝轍縣薪辮岡岬難蟹］ 天保12年12月 竪紙・1通 こ432・6

上条村九十郎・名主清八・組頭弥源太他1名→御無血奉行
所・道橋御奉行所

鴨舗錯臨油魚鷲麟鵬鰐羅 天保12年12月 竪継紙・1通 こ432・7

れにつき）新町村源之丞親類惣代理喜八・同人組合惣
代正之助・名主音吉他4名→御郡御奉行所・道橋御奉行所
端裏書あり

糟鞭傭鍼劃農謄譲極熱鵬簿奪 天保13年2月 竪継紙・1通 こ432－8

き）　新町村源之丞→御郡御奉行所　端裏書、奥書あり

矯脇譲塁量瑠驕窺盛麗離響驚 天保13年2月 竪継紙・1通 こ432－9

つき）　上条村九十郎→御郡下奉行所　端子貼紙、奥書
あり

三悪爆離離躍離欝勲章番賭 天保13年2月 竪継紙・1通 こ432－10

に野晒など引き合わせにつき）　新町村源之丞→野
中八太夫画地裏書あり

新興騰鈴掛謹劉履幽幽韓瀦壱 天保13年6月25日 竪継紙・1通 こ432・11

れにつき）新町村源之丞・親類組合兼正之助・名主音吉
他9名→御立御奉行所　端裏書あり

（鼠宿村新地村伝馬一件綴　天保12年） 綴・3点 こ439

（｛認趨裸縷努雛聯野鶴灘見灘緻畿 天保12年4月 包紙・1通 こ439・1

葛鰹蝶二四申立骨付呼野已来之処申灘書

稽蟹雑編輔竪魅名識烈顯響盤 天保12年3月 竪継紙・1通 こ439・2

門・子丑名主七右衛門・子組頭喜左衛門他7名→御安口向
陽寺様　端裏書あり

新地村耕運寺病気買付名代御安口向陽転願書［覚書 天保12年3月 竪継紙・1通 こ439－3

付御縄申上平］（返上御伝馬札7通不足一件につ
き）　新地村耕運寺病気二付名代御安ロ向陽寺→御郡御
奉行所　端裏書あり

（富山御家中御両人様御荷物瑞瑞り一件関係綴　天保 綴・7点 こ422
14年）

（螺留懸慧漕舗窪穫麩難騒雛薪 天保14年7月 包紙・1枚 こ422・1

懸り岡嶋荘蔵・藤井喜内→一

福島宿墨屋竹内文八他二名申上書［御尋二群臣理解 天保14年7月5日 竪町・1冊 こ422－2

鶉響攣甥（鵯雲離瓢撫1温品
助・善蔵→郡御奉行所・道橋御奉行所

川謄驕麗潮影幅罐諾鵡総立露 天保14年6月26日 竪美・1冊 こ422－3

物差滞り一件につき）　川田宿問屋西沢又三郎・同人
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弟平九郎・勘助他1名→郡御奉行所・道橋御奉行所

川田宿勘助他一名申上書［三省以書付御願奉申上品］ 天保14年7月8日 竪紙・1通 こ422－4

（御吟味中御用農業の件差留め仰付けられにつき）
川田宿勘助・問屋西沢又三郎弟平九郎→郡御奉行所・道橋
御奉行所　奥書あり

川田宿勘助他九名請書［乍恐以書付御請飯野上候］ 天保14年7月13日 竪美・1冊 こ422－5

（富山御家中御両人様の御荷物差滞り一件罪状に
つき）　川田宿勘助・勘助親類組合兼瀬左衛門・又三郎弟

平九郎他7名→郡御奉行所・道橋御奉行所

福賭羅齢矯艦縞論難膿臨画羅 天保14年6月24日 横切継紙・1通 こ422－6

り一件につき）　福島宿問屋文八・宿役人彦次郎→道橋
御奉行所

岡嶋荘蔵他六名伺書［口上覚］（川田・福島両宿の陣門 （天保14年）7月 横切継紙・1通 こ422－7

仕置き筋につき）　岡嶋荘蔵・菱沼弥惣右衛門・竹村金
吾他4名→一　付札・下ヶ札あり

船藷畿騨鋸耀難論趨醤轡耀辮 弘化2年8月 竪美・1冊 こ428

栄八→通船御掛り御役所

川獺灘鍵謄獲畿諮罎藝§付齋壽轟 安政2年10月 竪継紙・1通 こ445

又右衛門・紙屋戸佐久→　下ヶ札あり、虫損、包紙入

下市場村名主六兵衛他二名願書［三更以書付月寒幹候］ 安政6年8月 竪紙・1通 こ471
（舟渡手当の繰上げ支給につき）　下市場村名主六兵
衛・組頭弥五兵衛・長百姓健左衛門→道橋御奉行所

（矢代宿助郷一件関係書類　慶応3～4年） 5点 こ420

千本柳村名主竹内吉重郎他六名願書［乍二野書付御 慶応3年12月 竪美・1冊 こ420－1

日延奉願候］（矢代宿助郷の触込面向談不行届、示
談猶予につき）　千本柳村名主竹内吉重郎・組頭林右衛
門・長百姓米沢瀧兵衛他4名→郡御奉行所・道橋御奉行所

鱒裂蟄愚轟購塀禦羅函羅揚 慶応3年8月 竪美・1冊 こ420－2

件不服異変につき）御料所動島村立入七郎兵衛・矢代
村同志左衛門・同上左衛門他1名→道橋御奉行所

若宮村名主水井野左衛門他五名願書［乍恐以書付御
@日延奉油画］（矢代村助郷の件申談不行届、示談猶

慶応3年12月 竪美・1冊 こ420－3

予につき）　若宮村名主水井孫左衛門・同断中村弥惣
治・長百姓源左衛門他3名→郡御奉行所・道橋御奉行所

三代与惣右衛門用状（矢代助郷一件御奉行所御呼出 辰（慶応4年） 横切継紙・1通 こ420－4

につき）　回忌与惣右衛門→一　端裏書あり 正月29日

佐為之進呼出状（郡方御役所へ罷出候につき）　佐為 （慶応4年）正月26日 横切継紙・1通 こ420－5

之進→郡村和田耕造・孝右衛門・内川村中村伊平治他3名

善光寺酒井忠兵衛他一名願書［乍恐以書付奉職上候］ 慶応4年7月 竪紙・1通 こ226
（関所手形下付につき）　善光寺酒井忠兵衛・上祖山村久
米太→酒井市治様・水野清右衛門様

（矢代宿定助郷関係一括　慶応4年） 2点 こ448

矢代宿問屋柿崎繁之介他十一名願書［乍恐龍書付奉
@歎願候］（定助郷の件山道宿下の振合に准じにつ

慶応4年正月 竪美・1冊 こ448－1

き）　矢代宿問屋柿崎繁之介・同松崎谷代治・名主祖右衛
門司9名→郡御奉行所・道橋御奉行所

矢代宿問屋松崎罪代治他一名願書［乍恐拾三ヶ村惣
@代同者より当宿方へ差遣候書面之写左二奉申上

慶応4年正月 山鼠・1冊 こ448－2

候］（定助郷人馬宿定めにつき）　矢代宿問屋松崎谷

一134一



藩政／村方／交通

代治・宿惣代越与惣左衛門→一

柴1鍵群籍讐暮謬葛［綿密編羅量 明治元年12月 竪紙・1通 こ450

源吾・長百姓金右衛門他1名→御収納郡方御同心木下伝五郎
殿　包紙入

飯山御領上境村船頭惣山寅蔵油壷名請書［乍恐以書付

ｴ肥州碁響町謝麓耀黙羅聯
慶応4年閏4月10日 竪継紙・1通 こ457

要吉・西寺尾村翁作→松代様通船掛り御役所

矢騨鍛即時幽醐轟罷妻筒糊 慶応4年2月 群肝・1冊 こ459

役願）　矢代宿問屋松崎画虎治・同柿崎繁之助・名主若林安

左衛門他7名→郡御奉行所

矢代宿問屋松崎磐代平他八名願書［乍恐以書付奉歎願 慶応4年2月 竪美・1冊 こ460
候］（昼夜詰切人足30人赦免につき）　矢代宿問屋松崎
谷代治・同柿崎繁之助・名主若林安左衛門他6名→道橋御奉
行所

（御用蝋荷物為運送関所手形下付願書綴　慶応4年） 綴・7点 こ478

上面嵐山劇画鱗讐蘇騰樽讐弄 慶応4年6月 二半・1冊 こ478－1

上下山村久米太→一

善糠二丁齢蜷騒難話灘』饗鯉 慶応4年6月 竪紙・1通 こ478－2

善光寺大門町御出入酒井忠兵衛・志恒業岡本廣太→松代
様郡御奉行所

志麗留灘鰭義露髄鰭辮門別馨 慶応4年6月 竪紙・1通 こ478－3

願につき）　志恒村岡本底太→一

善光寺大門町御出入酒井忠兵衛他一名請書［覚］（御 慶応4年6月 竪紙・1通 こ478－4

用蝋荷物運送のため手形1通下付につき）　善光寺
大門町御出入酒井忠兵衛・上祖山村久米太→松代様郡御
奉行所

（留守居手形下書） 横切紙・1通 こ478・5

（包紙）［上］　一→善光寺酒井忠兵衛 包紙・1通 こ478－6

（包紙）［上］ 包紙・1通 こ478－7

（飯嶋野帰県入学駄賃帳、受取書関係一括　明治元年） 18点 こ447

（包紙）［飯島県知事より御公邸節御入料請取入］ 包紙・1通 こ447・1

斉藤孝作→一

（四々駄賃凹凹綴　明治元年） 綴・2点 こ447・2

［黙々駄賃帳］（10月25日目30日目　松代藩斉藤孝作 （明治元年） 横長美・1冊 こ447－2・1

→一

［飯田宿より松代迄品々遣払帳］（合金4両3分ト銭 明治元年11月 横長半・1冊 こ447・2－2

300文、10月27日～11月晦日）三方附斉藤孝作
→一

（御宿料、御先触賃銭等請取覚綴） 綴・15点 こ447・3

問屋役人受取書［覚］（御先触人足1人代466文につ 10月25日 小切紙・1通 こ447－3－1

き）問屋役人→一

重箱議鰭墜］（鷺雛1魅足1人代117文 10月25日 小切紙・1通 こ447・3・2
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大嶋町問屋役人受取書（人足1人代350文、御先触 10月25日 小切紙・1通 こ447・3－3

賃銭につき）　大嶋町問屋役人→一

大嶋宿問屋役人受取書［覚］（人足1人代233文、御 10月27日 小切紙・1通 こ447－3－4

先触賃銭につき）大嶋宿問屋役人→上

坂屋賀助請取書［覚］（白壁1疋代金4両余につき） 明治元年11月 小切紙・1通 こ447－3－5

坂屋賀助→草間一路様御内御役人中様

市議鰹顯麓幹糟競羅轟轟 竪紙・1通 こ447－3－6

岩城升や利七郎金銭請取書［おぼへ］（上下4人様代 10月25日 小切紙・1通 こ447・3－7

金2分350文につき）岩城升や利七郎→上

岩城升や利七郎金銭受取書［おぽへ］（御茶料金 10月25日 小切紙・1通 こ447－3－8

200疋につき）岩城升や利七郎→上

飯糊瀾二二難鷺二二鵯へ鴇
辰（明治元年）10月21日 横切継紙・1通 こ447－3－9

宿御用宿与次右衛門→上

伊網羅灘鰻灘譲撹終戦糖鑛 10月28日 竪紙・1通 ．こ447－3－10

本陣問屋清兵衛→上

こまや多蔵金銭請取書［覚］（御上御両人代金1貫 横切継紙・1通 こ447－3－11

580文などにつき）　こまや多蔵→御上様

平出宿問屋惣兵衛金銭受取書［覚］（上下7人様昼飯 10月24日 小切紙・1通 こ447・3－12

料4貫200文につき）平出宿問屋惣兵衛→上

東餅屋御定宿土屋藤八金銭受取書［覚］（御上御両 10月25日 竪紙・1通 こ447－3－13

人様など〆金1分3朱400文につき）　東餅屋御定
宿土屋藤八→上

悪難集髪齢欝響野鴇論幽幽 辰10月28日 竪紙・1通 こ447－3－14

→上

郡礎謬難癖轟轟鰐野路羅雛 明治元年12月 竪継紙・1通 こ447－3－15

作→一

水内郡牟礼宿御本陣九左衛門請取書［覚］（御総督様御
@通輿の節御旅島山入費御手当金100両につき）　水内

明治2年11月 竪継紙・1通 こ441

郡牟礼宿御本陣九左衛門→松代藩御預所御役所　奥書あり

西謹謙拙禰編鱒獺郷漿璽昇懇琶 明治4年6月 竪美・1冊 こ431

村願人山本藤右衛門・名主五明忠太・組頭三助他2名→松代
藩御役所

（仁礼村、井上村荷物附通し差出書一括） 2点 こ427

・仁礼村名主幾右衛門他五名請書（井上村と荷物附通 子11月 竪継紙・1通 こ427－1

し出入御吟味の上差出につき）　仁礼村名主幾右衛
門・年寄猶右衛門・百姓市左衛門他3名→一

井上村名主伊右衛門三旧名請書（仁礼村と荷物附通 子11月 竪継紙・1通 こ427－2

し出入御吟味之上差出につき）　井上村名主伊右衛
門・同金兵衛・組頭伴右衛門他3名→一

丹纏膿響麟腱鞘籠朧矯薯塞ヂ 3月4日 横切継紙・1通 こ429

丹波島乱心御本陣伴助→一　包紙入、二二

（吉田村口留番所鑑札関係一括） 3点 こ430

（包紙）［吉田村口留番所鑑札之儀門付中之条御手代 午7月 包紙・1通 こ430－1
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懸合候返札内蔵丞殿三廻置候処御渡被成候］

山本代助久茂用状（口留通鑑札につき）　山本代助久 5月28日 横切継紙・1通 こ430・2

茂（花押）→小川多次様

忍田内蔵丞申上書（中ノ油漉手代の紙面御廻につき） 7月15日 小切紙・1通 こ430－3

忍田内蔵丞→小川多次殿

（矢代宿関屋宿関係一一括） 14点 こ433

（矢代関屋両宿関門出今宿賄料関係綴） 綴・3点 こ433・1

（包紙）［口上覚］ 包紙・1通 こ433・1・1

御手附佐藤市治申上書［口上覚］（矢代宿助馬差し 卯10月 横切継紙・1通 こ433。1・2

戻しにつき）御手附佐藤市治→道橋御奉行所

塑舗購鰹犠酬雛鴨蘇鵠曽健 9月晦日 横切紙・1通 こ433－1－3

つき）前嶋有年→一

民灘鉄離臨騒麟鰐門門曇テ 10月25日 横切継紙・1通 こ433・1－4

民事懸→一

（矢代宿助郷一件関係綴） 綴・4点 こ433・2

肥溜馳謬鯉画譜i醜i詫纏i薬園ず黒 11月 横切継紙・1通 こ433－2－1

蔵→一

可用状［申渡大意］（矢代宿助郷一件につき） 横切継紙・1通 こ433－2－2

旧註状［口上］（矢代宿助郷人馬問屋触当宿紙不正 横折紙・1通 こ433－2－3

の件取り計らいにつき）

竹金左衛門他一名触書（尋ねの件郡方御役所へ罷 10月14日 横切継紙・1通 こ433・2－4

り出につき）　指金左衛門・佐為之進→泉村々（内川
村他11ヶ村）三役人

（矢代宿門役人名書上綴） 綴・7点 こ433・3

某用状（矢代宿問屋柿崎繁之助他2名役人書上）
、

小切紙・1通 こ433－3－1

某用状（矢代宿問屋柿崎繁之助他4名役人書上） 小切紙・1通 こ433－3－2

可用状（矢代宿問屋柿崎繁之介他3名役人書上） 小切紙・1通 こ433－3－3

某用状（村松善作他31名書上） 横切継紙・1通 こ433・3・4

二丁状（桑原村役人代関完左衛門他5名書上） 横折紙・1通 こ433－3－5

三宝状（陸佐村役人代佐五右衛門他15名書上） 横折紙・1通 こ433。3－6

某用状（内川村役人兼町代中村伊平次他11名書 横切継紙・1通 こ433－3－7
上）

（人馬半賃銭受取証綴） 綴・2点 こ436

信濃屋三之助受取書［覚］（高田様御入料人足2人代金 午3月16日 小切紙・1通 こ436・1

1分につき）信濃屋三之助→上

相模屋安五郎請取書［覚］（高田様御入用馬1疋代金1 午3月17日 小切紙・1通 こ436－2

分につき）相模屋安五郎→

郡誘鍔野白蘭歪形御渡之山崩上］（50枚御渡し 8月24日 小切紙・1通 こ437

某用状（当町附出御伝馬札依頼につき） 12月16日 小切紙・1通 こ438
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（富山御家中荷物通船心得違一件関係綴） 綴・18点 こ440

長沼宿松井源右衛門用状（富山御家中当宿へ心得違 6月19日 横切継紙・1通 こ440－1

にて継来につき　長沼宿松井源右衛門→福嶋宿三度宿
藤屋寅蔵様）端裏書あり

耳癖状（富山御家中荷物千曲川通船にて乗下候趣に 6月24日 横切継紙・1通 こ440－2
つき）

荘蔵用状（端裏書）［廻状］（別紙の通り道橋方申し来 6月24日 横切継紙・1通 こ440－3

たりにつき）荘蔵→弥惣右衛門様・金吾様・源太夫様
下ヶ札あり

弥惣右衛門用状（差紙宛所の件川田宿三役人につき） 6月25日 横切継紙・1通 こ440・4

弥惣右衛門→荘蔵様

喜内申上書（福嶋宿問屋武四郎など尋ねにつき）喜 7月2日 横切継紙・1通 こ440－5

内→荘蔵様

荘蔵用状（昨日の趣意につき）　荘蔵→喜内様 7月3日 横切継紙・1通 こ440－6

荘蔵用状（御金荷明日通行につき）荘蔵→喜内様 7月4日 横切継紙・1通 こ440－7

荘蔵用状（川田宿の野獣元〆へ思し召し頼みにつき） 7月6日 横切継紙・1通 こ440－8

荘蔵→喜内様

喜内用状（然るべき取り極めの件願い上げにつき） 7月7日 横切継紙・1通 こ440－9

喜内→荘蔵様

喜内用状（別紙調印につき）喜内→荘蔵様 7月8日 横切継紙・1通 こ440－10

喜内用状（別紙取り調べにつき）喜内→荘蔵様 横切継紙・1通 こ440－11

喜内他一名籍状（端裏書）［廻章］（御相談候御規定帳 7月11日 横切継紙・1通 こ440－12

につき）　喜内・荘蔵→弥惣右衛門様・金吾様・源太夫様

他2名

喜内用状（端裏書）［御蓼］（暑邪快方の件出勤仕りに 7月11日 横切継紙・1通 こ440－13

つき）喜内→一

喜内他一活用状（端裏書）［廻状］（別紙伺いの件差図 7月12日 横切紙・1通 こ440－14

申し渡すにつき）　喜内・荘蔵→弥惣右衛門様・金吾
様・源太夫様他2名

喜内用状（川田福嶋の件呼び出し一位願い上げにつ 7月12日 横切継紙・1通 こ440－15

き）喜内→荘蔵様

弥惣右衛門用状（福嶋川田等一件仰渡され問屋苗字 7月13日 横切継紙・1通 こ440－16

につき）　弥惣右衛門→荘蔵様

弥惣右衛門用状（問屋苗字につき）　弥惣右衛門→荘蔵

@様
7月13日 横切継紙・1通 こ440－17

岡野弥右衛門他一名用状（町川田村問屋西沢又右衛 8月 横切紙・1通 こ440－18

門苗字御免につき）　岡野弥右衛門・石倉源五左衛門

→一

嘱望農三鴛蛾舗撒躍騒珊珊欄騨 12月 横切継紙・1通 こ442

蔵→一　端裏書あり

若轟蔽縷擁鵠鵠帳：紫耀寛鰻 戌2月28日 横切継紙・1通 こ461

除につき）　右十二ヶ村（若宮村・羽尾村・須坂村他）惣代和
田与八郎・紅型右衛門・孝右衛門他1名→一
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馬市

（新町村馬市開催関係一括　文政5年） 4点 こ166

（封筒）［新町駅馬市之儀願出伺書共一同本置］ 文政5年8月 封筒・1通 こ166－1

御郡方→一

御郡方伺書（新町村の件馬市仕り願いにつき） （文政5年）7月 横切紙（1・2・3 こ166－2・1

謡扇方→一　付け札あり 綴）・1通

池誘驚離郷霧難業た期村諌馨 （文政5年）7月25日 横切紙（1・2・3

ﾔ）・1通

こ166。2・2

唯右衛門・池田良右衛門→一

新羅轟糠翻矯離．囎辮甫灘 文政5年7月 竪紙（1・2・3
ﾔ）・1通

こ166－2－3

つき）　新町村名主治右衛門・組頭孫助・長百姓彦
右衛門・同断十郎右衛門→小野唯右衛門様・池田良右
衛門様下げ札あり

米穀

（穀物買占め調査報告関係書類一括　天保7年） 13点 こ348

（御手附坂口惣三郎他1名申上書　天保7年） 2点 こ348－1

（包紙）［申上］御手附→一 包紙・1通 こ348－1－1

咽蜘編灘赫綿弓齢薦三二 申（天保7）10月 横切継紙・1通 こ348－1－2

つき）　手附坂口惣三郎・平井安右衛門→

牧翫麟藩鰐餅㍉轟寿鞠掘禦認 天保7年9月 竪継紙・1通 こ348－2

郎・名主吉郎右衛門・組頭伊吉他1名→御郡方御手附坂
口惣三郎・平井安右衛門

牧讐驚謝聴講翻藷諜ダ札銭瓢 天保7年9月 竪紙・1通 こ348・3

吉郎太親類兼同人組合政五郎・名主吉郎太・組頭伴吉他
1名→御冷方御手附坂口惣三郎殿・平井安右衛門殿

吉響繍雛鵬鰭謬難鵯原編霧轟1 天保7年10月1日 竪紙・1通 こ348・4

合甲佐源治・名主清左衛門・組頭冨五郎他1町3名→御郡
方御手附坂口惣三郎殿・平井安右衛門殿

吉原村早撃太目五名請書［差上申一札之御事］（徳 天保7年9月晦日 竪継紙・1通 こ348－5

重多分穀物買入れのため有穀村預けにつき）　吉
原村徳重親類嘉惣太・同人佐源治・名主清左衛門他3名
→御考方御手附旧号惣三郎殿・平井安右衛門殿

牧野嶋村政五郎他町名請書［差上申御請一札之事］ 天保7年10月1日 竪紙・1通 こ348・6

（牧野嶋村吉郎太町宿預けにつき）　牧野嶋村吉郎
太親類組合兼政五郎・名主吉郎右衛門・組頭利左衛門他
1町2名→御郡方御手附坂口惣三郎・平井安右衛門

牧繋讐離羅雛協雄鎌耀曇碧 天保7年10月 竪継紙・1通 こ348－7
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牧野嶋村吉郎太親類組合兼政五郎・親類組合政五郎・名
主吉郎右衛門他2名→御郡御奉行所　端裏書あり，破損
あり

吉慰欝縫翻蟹魂5羅翻鰻幣］ 天保7年10月 竪継紙・1通 こ348－8

吉原村徳重→御郡御奉行所　奥印，端裏書あり

璽衡耀縣穣区懸瀦囎懸鯛簿霜 天保7年10月 竪継紙・1通 こ348－9

につき）　牧野嶋村吉郎太→御郡御奉行所　奥印あり，
端裏書あり

吉野繍犠鵠畿吉隅隅畔編御璽 天保7年9月晦日 竪継紙・1通 こ348－10

村徳蔵親類嘉惣太・同人組合佐源太・名主清左衛門他3
名→御三方御手附坂口惣三郎殿・平井安右衛門殿

吉原村当人徳重他五名請書［解離以書付翼翼奉申上 天保7年10月 竪継紙・1通 こ348・11

候］（吉原村徳蔵穀物買入吟味流しにつき）吉原
村当人徳重・親類組合降臨源治・名主清左衛門他3名→
御郡御奉行所　端裏書あり

（螺罐謄醒轟麟譲鰻蟹鍵之讐灘姦 天保7年10月 包紙・1通 こ348－12

相白白一条書類白白］　金児丈助→一

（下真嶋村庄吉帳下清吉子初弥請書　天保8年） 2点 こ308

（獺盤梅難騨繍齢灘 天保8年5月 包紙・1通 こ308－1

下憂騨駐萄瞬議羅雛霰鋸甜三二 天保8年5月 竪継紙・1通 こ308－2

送りの件お尋につき）　下思嶋村庄吉帳下清吉子初
弥→御郡奉行所　奥書あり，端裏書あり，虫損甚大

作物

三難轡野離篤鯖盤張辮騒禦離鞍 （天保4年11月） 竪半・1冊 こ317

右衛門他1名／関田守之丞→御勘定所御元〆／一／一

（念仏寺村利右衛門忍冬茶栽培願関係一括　文政5年） 3点 こ319

（包紙）［念仏寺村利右衛門忍冬茶濃鼠申立書面］ 文政5年閏正月 包紙・1通 こ319－1

御三方→一

（忍冬茶栽培願書綴　文政5年） 2点 こ319－2

鴛鎌脚難問凝甥脇捕鰯髪 文政5年閏正月 竪継紙・1通 こ319－2－1

衛門→御代官所　虫損甚大，掛紙あり，端裏書あり

日豊方申上書（念仏村・隣村での忍冬茶栽培につき） 閏正月 横切継紙・1通 こ319－2・2

御男方→一
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酒造

（御酒造一件関係綴　天明3年） 綴・24点 こ407

某酔顔鵜鵜鶏鴇維暗部酵行所へ 天明3年12月 横切継紙・1通 こ407－1

某殿誘融業平野翻80石の内御城下町
横切継紙・1通　　　　一　、 こ407・2

伊離翻腿鞭導騨鵯謡講堕2分遮 10月8日 横切継紙・1通 こ407・3

源次兵衛用状（酒造込差し止めにつき）源次兵衛→ 9月29日 横切継紙・1通 こ407－4

左源太様・荘蔵様・権之進様

某用状（天明年中凶作時高田米買い上げ御救御払米 横切継紙・1通 こ407・5

につき）

勢門状（新酒屋停止造り来候酒屋も造り高減少の願 天明3年 横切継紙・1通 こ407・6

い、揚酒停止願いにつき）

某申上書（酒造の減方村方人気内密承早早様仰せ渡 10月4日 横切継紙・1通 こ407－7

され候につき）

当用状（古米・新米相場書上） 横切継紙・1通 こ407－8

（酒造米穀相場などにつき穿墾内々申上書） 横長半・1冊 こ407－9

回申上書（川中島通り村方など酒造差し止め村々風 10月 横切継紙・1通 こ407。10

聞申し上げにつき）

左源太用状（酒造や共出精次第の事につき）左源太 10月11日 横切紙・1通 こ407・11

→荘蔵様

某願書（酒造の件伺い置きにつき） 10月17日 横切継紙・1通 こ407・12

当用状（酒造米融通につき） 小切紙・1通 こ407－13

某用状（他所米買い入れ酒造につき） 横切紙・1通 こ407－14

某騒誹議傷野外の者米穀高直段弓【き下 横切紙・1通 こ407－15

某申上書（上田表帯直納につき） 小切紙・1通 こ407・16

当用状（嘉右衛門籾買い上げ造酒につき） 横切継紙・1通 こ407－17

三山状（出直段の件未だ知り申さず当月下旬には分 横切紙・1通 こ407－18

かり申すにつき）

三面状［十一月朔日酒屋江平翁渡候御書付之覚］（御 11月朔日 横切継紙・1通 こ407。19

領分の米をもって酒造入禁止につき）

某用状（赤田村書上） 小切紙・1通 こ407・20

某用状（嘉右衛門酒造外並方の通りと申しにつき） 17日 横切紙・1通 こ407・21

某用状（酒造人伊勢町伝兵衛他71名、酒造米高書 横切継紙・1通 こ407－22

上）下ヶ札あり

某用状（白米・玄米・大麦などの相場書上） 横切継紙・1通 こ407－23

某申上書（酒造制限、不作のため百姓至って難渋に 10月8日 横切継紙・1通 こ407・24

つき）
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藩政／村方／酒造／水車

伊勢町弥吉他四名拝借証文［差上申一札之事］（酒造米 天保6年10月 竪継紙・1通 こ413
籾千俵請け取りにつき）伊勢町弥吉・同伝兵衛・同貞蔵
他2名→御勘定所御元分役所　裏打ち

木町弥開戦三名願書［乍恐以口上書付三三候］（酒造留 天保8年10月 竪美・1冊 こ412
中他所米買い入れ造り込み許可願いにつき）木町弥
吉・相澤貞蔵・伊勢町伝兵衛他1名→御奉行所

御町酒造人木町弥吉他三名願書［乍恐以書付寒雀上候］ 天保9年12月 竪継紙・1通 こ415
（酒造米拝借籾代金返済につき）　御町酒造人木町弥
吉・同相沢貞蔵・伊勢町伝兵衛他1名→籾方御掛御役所

沓蟄蕪魏裂離礫；響禦鱒編購実 天保10年3月 竪継紙・1通 こ414
与作・組合栄作→御勘定御役所

伊藤佐右衛門他一名山上書（無株・旧株造人の酒造高に 9月10日 横切継紙・1通 こ408
つき）　伊藤佐右衛門・竹内六郎兵衛→一　包紙あり

某用状（伊勢町伝兵衛所持の酒造株、神林村吉十郎へ 横切継紙・1通 こ409
譲渡につき）

久保喜伝治他一名取墨書［内規定書取替書］（酒造導車 竪美・1冊 こ410
渡しにつき）　久保喜伝治印・立会人塩野入六右衛門→一

某用状（下真嶋村善右衛門封入の酒売り捌き不足のた
@め過料銭申し付けにつき）

9月11日 竪紙・1通 こ411

水車

（水車新設願書綴　安永9年～文久元年） 綴・19点 こ321

西条村利平太願書［乍恐以口上書奉願候御事］（水車 安永9年2月 竪紙・1通 こ321－1

商売仕りたきにつき）　西条村利平太→水道御奉行所

西条村利平太他五名請書［乍恐以口上書奉願候御事］ 安永9年2月 竪紙・1通 こ321。2

（水車商売許可につき）　西条村願主利平太・請人庄
吉・同断文七他3名→水道御役所

紙屋町銀蔵願書［口上覚］（水車設置許可願につき） 寛政6年3月 竪紙・1通 こ321－3

紙屋町水車願主銀蔵→御水道方御役所　奥印あり

紙屋町銀蔵十二名請書［以口上書申上筆御事］（水車 寛政6年4月 竪継紙・1通 こ321－4

商売許可につき）　紙屋町願主銀蔵・五人組徳左衛門・
同勇蔵→水道方御奉行所　奥印あり

林町弥吉願書［乍二二書付奉願候］（水車渡世廃業に 天保10年11月 竪紙・1通 こ321－5

つき）　林町弥吉願書→水道御奉行所

増田徳左衛門代弥吉願書［以書付奉願候事］（水車12 天保8年12月 竪紙・1通 ・こ321－6

挺出来にて運常金上納他につき）　増田徳左衛門代
弥吉→御水道御奉行所

入久左衛門申上書（小布施村栗御林の内水車建設願 （弘化3年）10月 横切継紙・1通 こ321－7

のため見分につき）入久左衛門→一　端裏書あり

賜置網黙獅誰購設魏勢願謝 弘化3年10月 竪半・1冊 こ321－8

福原新田水車願人八郎兵衛・同所飯田村玄照寺役代徳兵
衛→御代官所　奥印あり，小布施引引御林の内水車建設
地周辺絵図付

一142一


