
藩政／村方／水車

大膜欝臨三三翻鷺縫厨願矯！ 万延元年11月 竪紙・1通 こ321。9

願人治郎右衛門・名主五左衛門・組頭友七他1名→郡御奉
行所　端裏書あり

奈農趨鯖蕪鶴簾謹i麓鰐灘蕎 万延元年11月 竪紙・1通 こ321－10

き）　奈良井村名主九左衛門・組頭佐五兵衛・同断弥左衛
門他2名→郡御奉行所　端裏書あり

上ヶ屋菅平組名主和宗治他一名願書［乍恐以書付奉 文久元年8月 竪紙・1通 こ321－11

山霊］（上ヶ屋村孝右衛門蔭間水車渡世仕りたきに
つき）　上ヶ屋村下組名主和宗治・二百性佐長治→郡御
奉行所

上ヶ屋村平組名主論宗自他一名願書［乍恐以書付奉 文久元年8月 竪紙・1通 こ321－12

願候］（上ヶ屋眉墨左衛門薄雲水車渡世仕りたきに
つき）　上ヶ屋村平組名主和宗治・長百性佐長治→郡御
奉行所

山平林臨池平他三名願書［乍恐以書付藻塩上候］（山 文久元年8月 竪半・1冊 こ321－13

平林村文平農間水車渡世仕りたきにつき）　山平林
願人文平・名主幸左衛門・組頭源治郎他1名→郡御奉行所

旧註舘舗藏離糠嬰壕鯉繍 文久元年5月 竪半・1冊 こ321・14

願人善治・名主伝右衛門・組頭弥治兵衛他3名→郡御奉行
所

旧作村忠左衛門他三名願書［鼻曲以書付奉願上議］ 文久元年6月 竪紙・1通 こ321・15

（乱作村嘉藤治農書水車渡世仕りたきにつき）栗
作村名主忠左衛門・組頭作次郎・同断堀内無作他1名→郡
御奉行所

地縄鵜膿犠醐隠鐵灘融蟻嬰琴］ 文久元年8月 竪半・1冊 こ321－16

水ロ原村下組願人新兵衛・名主山雪五郎・組頭作蔵他1名
→郡御奉行所

三襟繍欝審縮織蜜羅鰐艦磐鯉 文久元年8月 竪紙・1通 こ321－17

外鹿谷村願人組頭仁右衛門・名主清蔵・組頭五郎右衛門他
1名→郡御奉行所

外灘繍璽舗瀦懸燦轟襲爵纏魍 文久元年5月 竪半・1冊 こ321。18

き）　外鹿谷村願人三郎右衛門・名主清蔵・組頭五郎右衛
門他2名→郡御奉行所

纏趨繍魏囎麗簾轟網膜婆響 文久元年8月 竪紙・1通 こ321－19

三巴谷村願人蔵右衛門・名主清蔵・組頭五郎右衛門他2名
→郡御奉行所

下水銘村願人宿主官左衛門他国名願書（鮎並以書付奉 弘化2年正月 竪半・1冊 こ311
願霊活（水車出張渡世年季延長願につき）　下水銘村
願人宿主官左衛門・名主善右衛門・長百姓甚左衛門他3名→
郡御奉行所

羽尾村本江名主友蔵他二名願書［乍蛙飛書付御猛り奉 慶応4年9月6日 竪半・1冊 こ312
願上候］（水車新設の際不調法の事赦免願につき）
羽尾村本江名主友蔵・長百姓栄治・同断金井重郎兵衛→田中
増治様・萩原八左衛門様・野中直之助様

弥吉願書［ロ以書付奉訓諭］（大英寺借地へ水車設置の □年3月 竪紙・1通 こ309
件につき）　増田徳左衛門役畜□町弥吉→御水道御奉行役
所御役所　奥書あり，裏打ちあり

（横田村水車設置関係綴） 綴・4点 こ310
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藩政／村方／水車／煙硝

源次兵衛用状（横田村へ設置する水車につき）　源次 10月3日 横切継紙・1通 こ310・1

兵衛→左源太様・藤蔵様・権之進様

左源太用状（水車設置の事江戸よりの指示につき） 小切紙・1通 こ310－2

左源太→一

左源太用状（水車設置についての書状につき）　左源 小切紙・1通 こ310－3

太→御両人様

左源太用状（横田村へ設置する水車の件他につき） 小切紙・1通 こ310－4

左源太→御二人様

煙硝

（上灘島村名主初右衛門他5名請書） 2点 こ313

（包紙）［上］ 包紙・1通 こ313。1

上灘簸裡細節雛辮繍綴翻舗 慶応3年7月 竪紙・1通 こ313－2

件承知につき）　右（上真島）村名主初右衛門・組頭
源之丞・同断栄蔵他3名→御武具臨御奉行所

上真島村小山大三郎願書口上覚（合銀出資の件牧島村 慶応3年7月 竪半・1冊 こ314
勘左衛門煙硝掲賃未払のため不服の旨勘弁につき）
上真島村小山大三郎→宮沢彦治様

某結糞蒙贈縮礫薦i謂幸町鹸暑製 竪瓦・1冊 こ315

つき）

（牧島村勘左衛門、上真島村小山大三郎へ煙硝掲賃未 7点 こ316
払い一一件関係一括）

鈴木勘左衛門用状［二印］（見分のため合薬持参願 5月12日 横切紙・1通 こ316－1

他につき）　合薬御用達鈴木勘左衛門→車屋大三郎様

某用状（上真島村梵天組金右衛門他2名の名前書上） 小切紙・1通 こ316。2

下用状（忌事滞納の際の約定につき） 小切紙・1通 こ316・3

羽田三蔵他一名申上書（大三郎掲賃不払いの件取り 7月10日 横切紙・1通 こ316－4

計らい三巴につき）　羽田三蔵・山口清平→宮沢彦次

l
真罐編墾杏春闘掛鯉肇髭支錨徽鍮杢 横切紙・1通 こ316。5

三郎　一→

某用状（金銭書上につき） 小切紙・1通 こ316－6

調役申上書（長十郎他煙硝掲賃未払一件関係者行状 横切継紙・1通 こ316・7

につき）　調役→一
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藩政／村方／鉄砲

鉄砲

（猟Q砲譲渡の元帳二二等閑一件関係話天保14 7点 こ329

上卿薄馨鶴椴網糎簗二三麟窪 天保14年11月 竪紙・1通 こ329。1

つき）　上条村豊根寺→岡嶋荘蔵・菅沼与惣右衛門・竹村

金吾他1名

上塗繍購幽幽農二二翻蒋鑛離 天保14年11月 竪紙・1通 こ329・2

つき）　上条村源真寺→岡嶋荘蔵・菅沼与惣右衛門・竹村
金吾他1名

清野画龍泉寺願書［以書付奉願候］（猟師鉄砲譲渡の
@元帳付替等閑につき山穂刈村・上越道村赦免願）

天保14年10月 竪紙・1通 こ329－3

清野村名主龍泉寺→郡御奉行所

山螺幽霊懸盤鞭鰭黙 天保14年11月 竪半・1冊 こ329・4

友右衛門・同断組頭伊兵衛・寅卯組頭孫左衛門他1ヶ村9名
→上条村高真寺様

山顯羅輔齢灘騨鯨羅 天保14年10月 竪半・1冊 こ329・5

当面長百姓勝三郎・寅年組頭伊兵衛・同年長百姓三郎治他
1ヶ村7名→清野村龍泉寺様

夏朧懇懇i鞭灘雛鱗翻 天保14年11月 竪半・1冊 こ329－6

名主寅年名主孫平治・寅年組頭当卯名主利右衛門・寅卯組
頭新兵衛他1田村9名→上条村丸瓦寺

（灘鰹撫鰭撫繕羅轟
包紙・1通 こ329－7

新町夏和三ヶ村岡嶋荘蔵・山穂刈上越道村二ヶ村竹村金
吾→一

（猟師鉄砲譲渡小役元帳付替願綴　文久3年～元治元 綴・13点 こ390
年）

山欝轍灘灘騨熟懇辱 文久3年11月 竪美・1冊 こ390－1

衛門・組頭寅左衛門・同断銀左衛門他5名→御代官所

野蔽辮鎌鍍橘与r襯騰離魑心血 （文久3年）11月 横切紙（2・3仮
ﾔ）・1通

こ390。2

野本力太郎・伊東賢治→一

東騨轍轍灘臨画盤
文久3年11月 竪美（2・3仮

ﾔ）・1冊

こ390－3

利兵衛他6名→御代官所

野薙二二塊黙i鍬樵二二巖賛磐 （文久3年）4月 横切紙（4・5仮
ﾔ）・1通

こ390・4

き）野本力太郎→一

外鹿谷村名主伝右衛門他六名願書［乍恐以書付奉願 文久3年4月 竪美（4・5仮 こ390－5

難糠観織礁鞭墾李隙灘薩秩 綴）・1冊
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藩政／村方／鉄砲

右衛門・組頭弥治右衛門・同断太忠治他4名→御代官所

野望轄霧欄騨犠繍鶴甲鯉ヂ （元治元年）11月 横切紙（6・7仮
ﾔ）・1通

こ390－6

野本力太郎→一

力蘇灘講湿熱耀鐵繋 元治元年10月 竪美（6・7仮
ﾔ）・1冊

こ390・7

衛・組頭市郎右衛門・長百姓丹治他3名→御代官所

南沢甚之介他一名臣上書［口上手］（鉄砲役の件山骨 （元治元年）12月 横切紙（8・9仮 こ390－8

苅村にて上納仕り願いにつき）　南沢甚之介・野本力 綴）・1通

太郎→一

椿灘辮灘罐齢論敵灘蓮 元治元年11月 竪美（8・9仮
ﾔ）・1冊

こ390－9

つき）　椿峯村立屋組名主弥治右衛門・組頭九郎兵衛・長

百姓藤右衛門他4名→御代官所

細総監躍轟あ翻町爆雛輕雛曹整 （元治元年）12月 横切紙（10・11
ｼ綴）・1通

こ390－10

く候願いにつき）　細田久作→一

町川田村名主新五右衛門他七名願書［乍恐虚誕付届 元治元年11月 竪美（10・11仮 こ390－11

願候］（窪川田村避難所持猟師鉄砲大室村弥三郎へ 綴）・1冊

譲り受け、小糟取帳附替願いにつき）　町川田村名
主新五右衛門・組頭弥惣治・同断宇左衛門他5名→御代官
所

野本力太郎申上書［口上覚］（本鹿谷村鶴吉所持鉄砲 （元治元年）5月 横切紙（12・13 こ390－12

本鹿谷村弥作譲り請け、小役黒門替願いにつき） 仮綴）・1通

野本力太郎→一

外鹿谷村名主九左衛門他六名［半平砂書付下願上候］ 元治元年5月 竪美（12・13仮 こ390－13

鵬辞意i幽幽鯵騒鴨蝋鰹曳莚 綴）・1冊

衛門・組頭三郎右衛門・同由右衛門他4名→御代官所

（山平林村重吉無免許鉄砲山野打一件書類綴　元治元 綴・9点 こ46
年）

山平林村重吉返答書写［乍恐嚇書付御答申上候］（重 元治元年4月 血忌・1冊 こ46－1

吉無免許にて鉄砲打ちにつき）　山平林村重吉→郡
御奉行所

左内用状（重吉無免許にて鉄砲打ちにつき）　左内→ 4月7日 小切紙・1通 こ46－2

普王様

左内用状（重吉無免許にて鉄砲打ちにつき）　左内→ 4月8日 小切紙・1通 こ46－3

普門様

中沢文治返答書［口上覚］（重吉無免許にて鉄砲打ち 4月 小切紙・1通 こ46－4

につき）　中沢文治→山岸左内様

御武具奉行伺書（無免許鉄砲打ちの件文治不調法に 4月 小切紙・1通 こ46－5

つき）御武具奉行→一

御武具奉行伺書（中沢文治伺書差出しにつき）　御武 4月 小切紙・1通 こ46・6

具奉行→一

普要用状（重吉答照返却下され落手につき）　甲張→ 4月8日 小切紙・1通 こ46－7

左内様

磯田普晶晶状［別紙申上］（文治へ鉄砲貸渡しの件武 4月22日 小切紙・1通 こ46－8

具方取調につき）　磯田普門→一

普門用状（重吉無免許にて鉄砲打ちの件同人へ尋ね 4月6日 横切継紙・1通 こ46－9

につき）　普門→御武具方様
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藩政／村方／鉄砲／その他

（鉄砲譲請願書綴　明治2年） 綴・3点 こ43

保科村名主常八郎他三名願書［乍恐以書付奉願候］ 明治2年7月 横切継紙・1通 こ43－1

（猟師鉄砲譲請願いにつき）　保科村名主常八郎他3
名→一

保鶏蔽綴繰鯉愚三三襲欝認1奮 明治2年7月 横切継紙・1通 こ43－2

→一

牧野嶋村玉重他九名願書［乍恐以口上書奉願上候］ 明治2年12月 横切継紙・1通 こ43－3

（威鉄砲譲請につき）　牧野嶋村引請人七左衛門出願
主導重他4名・日名村譲り主安治他4名→一

真田和泉守書状（溢者横行のため玉込鉄砲使用につ （文政10年）9月1日 横切継紙・1通 こ44
き）　真田和泉守→一　包紙あり、付札あり

その他

上鶏簸雀慌i講編齢甜黙拝口圭章 文政7年4月 竪紙・1通 こ291

村名主治右衛門・組頭彦左衛門・長百姓四五右衛門→小林
三左衛門様・春日儀左衛門様

西寺尾村名主藤左衛門他二名申上書［差上申一札固事］ 天保3年8月 竪継紙・1通 こ200
（西寺尾村村方文書につき）　西寺尾村名主藤左衛門他
2名→入安兵衛様・関田守之丞様　下げ札あり

（東寺尾駒繋始関係綴　天保7年） 綴・2点 こ92

　　軍治添状［口上覚］（東寺尾村御歳日の件御舛普@　につき）　西澤軍治→一 （天保7年）9月 小切紙・1通 こ92－1

東醒併藩麓誰誰宇」i譲寺繍醗奮購 天保7年9月 竪紙・1通 こ92－2

門・組頭忠助・庄司・長百姓忠右衛門→御代官所

礫縮誰讐窮鱗臨癖離礁鯉口繍！ 天保10年12月5日 竪継紙・1通 こ283

組頭利七・長百姓弥友・頭立佐重郎→御勘定所御元〆御役
所　下ヶ札あり，端裏書あり

弥右衛門用状（志川村長八娘すみ一件につき）弥右衛 2月24日 横切継紙・1通 こ75
門→荘蔵様

某用状（新町村裏川床引下の件聞合いにつき） 横切継紙・1通 こ261

青山 壬申7月 横切紙・1通 こ276

勝之助→一　鼠紙あり

竹花土左衛門願書［丸面以書付奉申上記］（木綿仕付 戌4月11日 横切継紙・1通 こ286
方私代わりに22ヵ村壁代で片付けにつき）竹花庄右
衛門→一
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財政／家中／勘定

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

財政

家中

勘定

（金銭請取書綴　慶応4年～明治2年） 綴・39点 こ102

相澤龍太郎金銭請取書［覚］（御内用金につき）　相澤 慶応4年正月 竪紙・1通 こ102－1

龍太郎→佐藤為之南殿

宇敷元之丞金銭請取書［覚］（御内借金につき）　宇敷 辰（慶応4年） 横切紙・1通 こ102－2

元之丞→岡野弥右衛門殿 2月2日

木内助右衛門他一名申上書［覚］（諸入用残金につき） 辰（慶応4年） 横切紙・1通 こ102－3

木内助右衛門・菅鍼太郎→一 2月20日

牧野良平金銭請取書［覚］（御内金につき）　牧野良平 3月24日 横切紙・1通 こ102－4

→佐藤為之二丁

佐藤為之進金銭請取書［覚］（金銭につき）　佐藤為之 2月29日 小切紙・1通 こ102－5

進→水井市治殿

斉田虎尾金銭請取書［覚］（御内借につき）　斉田虎尾 辰（慶応4年）4月 小切紙・1通 こ102。6

→佐藤為之三殿・岡野弥右衛門殿

蟻川賢之助他題名金銭受取書［覚］（囲金中借につき） 辰（慶応4年）4月 横切継紙・1通 こ102－7

金児友太郎・山越新八郎・吉村佐織・蟻川賢之助→佐藤為
之奪略

高山敬之丞金銭請取書［覚］（御内借につき）　高山敬 4月21日 小切紙・1通 こ102。8

之丞・代判楠蔵→岡野弥右衛門殿

菅由太郎金銭請取書［覚］（御用につき）　菅弓太郎→ 辰（慶応4年） 横切紙・1通 こ102・9

佐藤為之進殿 4月18日

笠原平六郎他一名金銭請取書［覚］（上京入料送り金 慶応4年4月11日 竪紙・1通 こ102－10

につき）　斉藤馬之助・笠原平六郎→岡野弥右衛門殿

横田甚五佐衛門金銭受取書［覚］（金3両御時借につ 辰閏4月6日 小切紙・1通 こ102－11

き）　横田甚五左衛門→宮沢源之丞殿・永野善十郎殿

毛早瀬難壁綾饗隆職畑瀬騰勢 閏9月 横切紙・1通 こ102－12

郎→酒井市治様

河口左文太他門名金銭受取書［覚］（御内用金につき） 慶応4年4月18日 竪紙・1通 こ102・13

河口左文太・西山良輔・代判高山敬之丞→岡野弥右衛門殿

学用状（証文3通下金書付） 竪切紙・1通 こ102－14

こ口良平金銭請取書［覚］（御内用のため出府につき） 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ102－15

牧野良平・代判堀田速見→佐藤為之進殿

牧野良平金銭受取書［覚］（江戸表の道中賄いにつき） 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ102－16

牧野良平・代判堀田速見→佐藤為之進殿

駕籠吉金銭受取書［覚］（代金1両2分につき）竹山町 慶応4年5月朔日 横切紙・1通 こ102－17

まへ組駕籠吉→佐藤様御内

根井小右衛門金銭請取書［覚］（沓野村出張のため内 辰5月朔日 小切紙・1通 こ102－18

借につき）　根井小右衛門→佐藤為之進殿
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前嶋友之進金銭請取書［覚］（上京道中賄いにつき） 慶応4年6月 竪紙・1通 こ102－19

前嶋友之進→草間一路殿

小山弥一金銭請取書［覚］（上京道中のため囲金内借 慶応4年7月 竪紙・1通 こ102・20
につき）　小山弥一→酒井市治殿・水野清右衛門殿・鈴木
富治殿

前嶋友之進金銭請取書［覚］（上京のため内借につき） 10月29日 横切紙・1通 こ102・21

前嶋友之進→佐藤為之進殿
ノ

宮下力金銭請取書［覚］（時斗買上げ、修復入用のた 辰11月 横切紙・1通 こ102・22

め内借につき）宮下力→佐藤為之進殿

鷺離轡警書｛滑膜濃継殿修復入用のた 辰11月 横切紙・1通 こ102－23

上原徳之助金銭受取書［覚］（京都表御用のため道中 明治元年11月 横切紙・1通 こ102・24
二丁につき）　上原徳之助→佐藤為之進殿

草聖壽欝欝郵劃鰯網難聴蠣播 明治元年11月 竪紙・1通 こ102・25

吉右衛門殿

丸山龍蔵金銭請取書［覚］（敷金150両につき）丸山 慶応4年3月 竪紙・1通 こ102・26
龍蔵→羽尾村仙石興銀兵衛

羽尾村銀兵三三一名金銭受取書［差上申一札之事］ 慶応4年3月2日 竪紙・1通 こ102。27
（尾州表へ差遣すため替金につき）羽尾村仙石組銀
兵衛・右同断興銀右衛門→酒井市治様・水野清右衛門様

龍蔵申上書（金銭の件到着次第渡しにつき）　龍蔵→ 3月4日 横切継紙・1通 こ102－28
弥右衛門様

中村順太郎金銭請取書［覚］（新町表へ御内用につき） 慶応4年2月29日 小切紙・1通 こ102。29

中村順太郎→佐藤為之進士

宮嶋嘉蔵金銭請取書［覚］（上京御用につき）宮嶋嘉 明治2年正月 竪紙・1通 こ102。30

蔵→岡野弥右衛門殿

堀井泉蔵金銭請取書［覚］（上東京御用につき）　堀井 明治2年2月 竪紙・1通 こ102・31

月頃→水野清右衛門殿

木内助右衛門金銭請取書［覚］（上東京御用につき） 明治2年正月 竪紙・1通 こ102－32

木内助筆衛門→岡野弥右衛門殿

幣劇職懲慧聴二三締所御用のため 明治2年正月 小切紙・1通 こ1102－33

中嶋波之助金銭請取書［覚］（伊那県御用のため中借 明治2年正月 竪紙・1通 こ102－34
につき）　中嶋波之助→酒井市治殿・水野清右衛門殿

宇敷元之丞金銭受取書［覚］（越後表御用につき）宇 明治2年正月23日 小切紙・1通 こ102－35
敷元之丞→岡野弥右衛門殿

上原徳之助金銭受取書［覚］（御用金につき）上原徳 巳年正月23日 小切紙・1通 こ102－36
之助→岡野弥右衛門殿

成離勢金網離除菌蝸離出役の榊 明治2年3月3日 竪紙・1通 こ102－37

牧野良平金銭請取書［覚］（引金の件内借につき）　牧 明治2年2月 竪紙・1通 こ102－38
野良平→佐藤為之三殿

水野芳之助金銭請取書［覚］（道中苗代・駕籠人足代の
@件内借につき）　水野芳之助→酒井市治殿・水野清右衛

明治2年正月13日 竪紙・1通 こ102・39

門殿

（金銭受取書綴　慶応4年1月～明治元年11月） 綴・96点 こ103

（封筒）［勅使一件］御金掛→一 辰正月 封筒・1通 こ103－1
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久保雄之助金銭請取書［覚］（道中囲金・内用につき） 慶応4年正月18日 小切紙・1通 こ103－2

久保雄之助・西山良輔→佐藤為之進殿

白河祝金銭受取書［覚］（加州表へ御内用の件道中囲 慶応4年正月 竪紙・1通 こ103－3

金につき）　白河祝→佐藤為之進殿

横田数馬他一名金銭請取書［覚］（上方御内用につき） 慶応4年正月 小切紙・1通 こ103－4

横田数馬・馬場悦之進→佐藤為之進殿

柿崎繁之介金銭請取書［覚］（御内用につき）　柿崎繁 慶応4年2月5日 竪紙・1通 こ103－5

之介→水野清右衛門殿

堀田速見金銭受取書［覚］（道中師金拝借につき）　堀 慶応4年正月 竪紙・1通 こ103－6

田速見→水野清右衛門殿

太田藤右衛門金銭請取書［覚］（御内親出役のため内 慶応4年正月28日 竪紙・1通 こ103－7

借）　太田藤右衛門→佐藤為之進殿

近藤民之助金銭受取書［覚］（道中囲金の件拝借につ 慶応4年正月 竪紙・1通 こ103－8

き）　近藤民之助・代料上原徳之助→佐藤為之助殿

宇敷元之丞金銭請取書［覚］（御内用出役のため内借 慶応4年2月2日 竪紙・1通 こ103－9

につき）　宇敷元之丞→岡野弥右衛門殿

酒井磯司金銭請取書［覚］（勅使出向用金につき）　大 慶応4年2月2日 小切紙・1通 こ103－10

熊衛翼壁酒井磯司→水野清右衛門殿

大里忠之進金銭請取書［覚］（御内用入料につき）　大 慶応4年2月 竪紙・1通 こ103－11

里忠之進・小宮山蔵六→水野清右衛門殿

三沢刑部丞金銭受取書［覚］（江府へ早追御用のため 辰2月6日 小切紙・1通 こ103－12

内借につき）　三沢刑部丞→佐藤為之進殿

山中小平次金銭受取書［覚］（御内用金につき）　山中 辰2月12日 小切紙・1通 こ103－13

小平次→佐藤為之府社

竹花兵馬金銭請取書［覚］（御内用金につき）　竹花兵 辰2月12日 小切紙・1通 こ103－14

馬→佐藤為之進殿

馬場広人金銭請取書［覚］（御内用金につき）　馬場広 慶応4年2月 竪紙・1通 こ103－15

人→佐藤為之進塁

河原左京金銭受取書［覚］（御内用のため囲金につき） 慶応4年2月 竪紙・1通 こ103－16

河原左京→佐藤為之進殿

西山良輔金銭受取書［覚］（御内用金につき）　西山良 慶応4年2月 竪紙・1通 こ103－17

輔→佐藤為之進殿

館孝右衛門金銭受取書［覚］（官軍探索入料金につき） 慶応4年2月 竪継紙・1通 こ103－18

館孝右衛門→佐藤為之進殿

山中常吉金銭受取書［覚］（囲金につき）　山中常吉→ 辰2月29日 小切紙・1通 こ103－19

佐藤為之進殿

小林太一郎他難名金銭受取書［覚］（金4両につき） 慶応4年3月7日 竪紙・1通 こ103－20

於和田宿小林太一郎・小嶋元之助・山崎卓馬→飯嶋与作殿

封筒あり

三沢刑部丞金銭請取書［覚］（勅使通行御用につき） 辰3月2日 横切紙・1通 こ103－21

三沢刑部丞→佐藤為之進殿

前田角次郎金銭請取書［覚］（甲州表罷越しのため80 辰3月 小切紙・1通 こ103・22

両中借につき）　前田角次郎→佐藤為之進殿

前田角次郎金銭請取書［覚］（甲州表罷越しのため20 辰3月 小切紙・1通 こ103－23

両中借につき）　前田角次郎→佐藤為之進殿

春原織右衛門他一名金銭受取書［覚1（御内用の件中 3月2日 小切紙・1通 こ103－24

借につき）　春原織右衛門・代判柘植彦四郎→佐藤為之
進殿
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加藤反求金銭受取書［覚］（御内用につき）加藤自求・ 辰3月 横切紙・1通 こ103－25

代判野本力太郎→佐藤為之守殿

前田角次郎金銭請取書［覚］（甲府表罷越しの件内借 辰3月12日 小切紙・1通 こ103・26

につき）　前田角次郎→佐藤為之進殿

綿貫泰蔵金銭請取書［覚］（賄賃銭請取につき）　綿貫 3月8日 横切紙・1通 こ103－27

泰蔵盛信→前田角次郎殿

関口守衛金銭請取書［覚］（北越御内用につき）　関口 慶応4年3月15日 竪継紙・1通 こ103－28

守衛→佐藤為之進殿

小崎貫兵衛金銭受取書［覚］（丹後表へ出直につき） 3月 小切紙・1通 こ103－29

小崎貫兵衛→佐藤為之甲声

斉田虎尾金銭請取書［覚］（臨時御用につき）　斉田虎 辰3月19日 小切紙・1通 こ103－30

尾→佐藤為之三殿

岸太五之丞金銭請取書［覚］（臨時人数出張の件賄代 辰3月24日 小切紙・1通 こ103－31

につき）　岸太五之丞→佐藤為之進殿・岡野弥右衛門殿

御駕籠喜作三四名金銭請取書［覚］（四條殿御用につ 慶応4年3月23日 竪紙・1通 こ103－32

き）　御駕籠喜作・才吉他3名→郡御奉行所

近藤権益金銭請取書［覚］（甲府御入料内借につき） 辰3月 小切紙・1通 こ103－33

近藤回内→佐藤為之進殿

吉兵衛金銭預かり書［覚］（金10両につき）御口吉兵 3月28日 竪紙・1通 こ103－34

衛→藤田金蔵様

田中権之助金銭請取書［覚］（御内用御用の件内借に 慶応4年3月 竪紙・1通 こ103－35

つき）　田中権之助→酒井市治・水野清右衛門殿

池村猪三郎金銭受取書［覚］（御内用につき）　池村猪 慶応4年4月 竪紙・1通 こ103－36

三郎・河口多喜人→岡野弥右衛門殿

宇敷元之臨海一名金銭受取書［覚］（総督府出張入料 慶応4年4月 竪紙・1通 こ103－37

につき）　馬場広人・宇敷元之丞→草間一路殿・佐藤為之
進殿・岡野弥右衛門殿

馬場惣左衛門他一名金銭請取書［覚］（飯山町出張の 慶応4年4月 竪紙・1通 こ103。38

ため囲金につき）　河原左京内松本吉左衛門・馬場惣左
衛門→酒井市治殿・水野清右衛門殿

宮下力金銭請取書［覚］（江府出張のため道中囲金内 慶応4年4月 竪紙・1通 こ103・39

借につき）　宮下力→岡野弥右衛門殿

宮下力金銭請取書［覚］（江府出張のため道中入料内 慶応4年4月 竪紙・1通 こ103－40

借につき）　宮下力→岡野弥右衛門殿

山田兵衛［覚］（三小隊出張のため非常曲金につき） 4月21日 小切紙・1通 こ103・41

山田兵衛→一

今井友之進他一名金銭受取書［覚］（御内用のため内 辰4月 竪紙・1通 こ103。42
借につき）　今井友之進・寺沢大之輔→宮本慎助殿・青山
喜平治殿・入弥左衛門殿

謡曲太郎金銭請取書［覚］（御用のため内借につき） 辰4月26日 小切紙・1通 こ103－43

菅門太郎→佐藤為之進殿

牧野大右衛門金銭受取書［覚］（出張のため内借につ 4月27日 小切紙・1通 こ103－44
き）　牧野大右衛門→佐藤為之進殿

宮本力金銭受取書［覚］（江府表出張のため内借につ 4月28日 小切紙・1通 こ103。45

き）　宮本力→佐藤為之進殿

宇敷元之丞金銭受取書［覚］（出張のため中借につき） 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ103－46

宇敷元之丞→佐藤為之進殿

樋口留之助金銭請取書［覚］（越後出張のため道中囲 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ103－47
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金内借につき）　樋ロ旗之助→佐藤為之進殿

柘植彦四郎金銭請取書［覚］（越後出張のため道中囲 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ103－48

金内借につき）　柘植彦四郎→佐藤為之進殿

近藤権右衛門金銭受取書［覚］（探索露出役のため入 辰閏4月 小切紙・1通 こ103－49

料金につき）　近藤権右衛門→酒井市治殿・水野清右衛
門殿

玉川渡金銭受取書［覚］（御用につき）　玉川渡→宮沢源 辰野4月21日 小切紙・1通 こ103－50

之和訓・永井善十郎殿

中村仲多金銭請取書［覚］（探索出門写料中借につき） 慶応4年閏4月6日 竪紙・1通 こ103・51

中村仲多→酒井市治殿

桜盤面画名鱗齪講弊懸雛霞ため 閏4月7日 竪紙・1通 こ103・52

桜井桂人他一名金銭受取書［覚］（飯山表出張のため 閏4月6日 竪紙・1通 こ103－53

内借につき）　桜井桂人・野村隼多→佐藤為之進学

関口守衛金銭受取書［覚］（御内用のため用立金につ 閏4月14日 竪紙・1通 こ103・54

き）　関口守衛→佐藤為之進殿

南沢喜久人金銭受取書［覚］（探索御用のため内用金 辰4月 竪紙・1通 こ103－55

につき）　南沢喜久人→佐藤安喜殿

岩下章五郎金銭請取書［覚］（出張のため内借につき） 慶応4年度4月22日 竪紙・1通 こ103－56

岩下章五郎→佐藤為之進殿

春原織右衛門金銭受取書［覚］（甲府御用金につき） 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ103。57

春原織右衛門→佐藤為之進殿

松木源八金銭受取書［覚］（甲府出張のため囲金につ 辰閏4月22日 小切紙・1通 こ103－5白

き）　松木源八→佐藤為之進殿

璽釜讐源縫師断碑膿羅莚塑 閏4月24日 竪紙・1通 こ103。59

佐藤清四郎他一名金銭請取書［覚］（越後出張のため 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ103－60

内借につき）　佐藤清四郎・相沢龍太郎→佐藤為之進殿

南沢喜久人事一名金銭請取書［覚］（御内借金につき） 慶応4年閏4月27日 小切紙・1通 こ103－61

南沢喜久人・代判田中理右衛門→一

寺内刑部金銭請取書［覚］（甲府表出張のため囲金内 慶応4年5月 竪紙・1通 こ103。62

借につき）　寺内刑部→草間一路殿・佐藤為之進殿

坂口銑左衛門金銭受取書［覚］（越後出張につき）　郡 辰5月5日 小切紙・1通 こ103－63

方骨人附坂ロ銑左衛門→御金懸御役所

堀騨麗講野饗騰踏難解峰頭霧 慶応4年5月7日 竪紙・1通 こ103－64

五郎・岩下縫殿丞→草間一路殿

前田角次郎金銭請取書［覚］（甲府表出張のため御中 辰5月27日 小切紙・1通 こ103－65

借につき）　前田角次郎→草間一路殿

森木一二三他一名金銭請取書［覚］（捜索御用のため
@　　　　　　　森木一二三・高田貫之輔→佐藤為之進殿　内借につき）

6月朔日 横切紙・1通 こ103－66

馬場広人金銭請取書［覚］（御内用のため諸入用につ 慶応4年6月 小切紙・1通 こ103－67

き）　馬場広人→佐藤為之進殿

牧野良平金銭請取書［覚］（下筋出張のため内借につ 慶応4年6月 竪継紙・1通 こ103・68

丁目　牧野良平→佐藤為之進殿

森木一二三他一名金銭受取書［覚］（上州御内御用の 辰6月22日 横切紙・1通 こ103－69

ため内借につき）　森木一二三・高田貫之輔→佐藤為之
進殿
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中罷櫨知籍轡野聯詳騰鶏雛 慶応4年6月 竪紙・1通 こ103－70

佐藤為之進殿

久保三郎金銭受取書［覚］（下筋出張のため内借につ 慶応4年6月 竪紙・1通 こ103－71

き）　久保三郎→佐藤為之三殿

小野熊男金銭受取書［覚］（下筋御用のため内借につ 7月7日 小切紙・1通 こ103・72

き）　小野熊男→佐藤為之三殿

宮下三郎治金銭請取書［覚］（江府表御用のため内借 慶応4年7月8日 竪継紙・1通 こ103－73

につき）　宮下三郎治→酒井市治殿

田中権之助金銭請取書［覚］（出府のため道中入料囲 慶応4年7月 竪紙・1通 こ103。74

金内借につき）　田中権之助→酒井市治殿・鈴木冨治殿

前田角次郎金銭請取書［覚］（下筋御用のため中幕に 慶応4年7月 竪紙・1通 こ103－75

つき）　前田角次郎→草間一路殿・佐藤為之三殿

高田貫之輔金銭請取書［覚］（下筋出張のため道中囲 慶応4年8月朔日 竪紙・1通 こ103－76

金内借につき）　高田貫之輔→竹間一路殿

宮下力金銭請取書［覚］（江府表出張のため内借につ 慶応4年8月5日 竪紙・1通 こ103－77

き）　宮下力→草間一路殿

河口多喜人［覚］（探索御用のため内借につき）　河口 慶応4年8月8日 竪紙・1通 こ103－78

多喜人・代判岡本精一郎→草間一路殿

白川税他一名金銭請取書［覚］（探索御用のため内借 慶応4年8月8日 竪継紙・1通 こ103－79

につき）　白河祝・宇敷元之丞→草間一路殿

近藤権左衛門金銭受取書［覚］（御用出役のため内借 辰8月9日 横切紙・1通 こ103・80

につき）　近藤権左衛門→酒井市治殿・水野清右衛門殿

木内助右衛門金銭請取書［覚］（探索御用のため内借 慶応4年8月10日 竪継紙・1通 こ103－81

につき）　木内品右衛門→草間一路殿

罐轡型難羅賭鍬嘉麟野里室 辰8月 横切継紙・1通 こ103－82

観血

木下伝五郎金銭受取書［覚］（下筋御用のため道中囲 慶応4年8月24日 横切継紙・1通 こ103－83

金内借につき）　木下伝五郎→酒井市治殿・水野清右衛
門殿

相澤龍太郎金銭請取書［覚］（無擦ため内借につき） 明治元年9月 竪紙・1通 こ103－84

相沢龍太郎→草間一路殿

奥村小文吾他一名金銭請取書［覚］（上州辺出張のた 辰9月 横切継紙・1通 こ103－85

め内借につき）　奥村小文吾・田中左吉→酒井市治殿・
水野清右衛門殿

奥村小文右金銭請取書［覚］（関東筋御内用のため内 辰9月 横切紙・1通 こ103－86

借につき）　奥村小文右→酒井市治殿・水野清右衛門殿

春原織右衛門金銭受取書［覚］（賄方入料の件差違え 明治元年10月23日 横切紙・1通 こ103－87

につき）　春原織右衛門→草間一路殿・佐藤為之進殿

相沢龍太郎金銭受取書［覚］（越後へ御内用につき） 明治元年10月 竪紙・1通 こ103－88

相沢龍太郎→佐藤為之進殿

河口左文太金銭受取書［覚］（新潟表御用のため御内 明治元年10月 竪紙・1通 こ103・89

用金につき）河ロ左文太→佐藤為之進殿

宇敷元之丞金銭受取書［覚］（下筋のため内借につき） 明治元年10月 小切紙・1通 こ103・90

宇敷元之丞→佐藤為之進殿

渡辺左太郎他一名金銭受取書［覚］（東京御用のため 明治元年11月 竪紙・1通 こ103－91

三二につき）　渡辺左太郎・代判加藤直衛→草間一路
殿・佐藤為之進殿
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馬場広人金銭受取書［覚］（越後出張のため御用金に 明治元年11月 竪紙・1通 こ103－92
つき）　馬場広人→佐藤為之進殿

馬場広人金銭受取書［覚］（越後出張のため御用金に 明治元年11月 竪紙・1通 こ103－93
つき）馬場広人→一

渡辺憲蔵金銭請取書［覚］（京都出張のため仲借につ 明治元年11月 竪紙・1通 こ103－94
き）　渡辺憲蔵→草間一路殿・佐藤為之進殿

宇敷元之丞金銭請取書［覚］（京師御用のため内借に 明治元年11月 竪紙ゼ1通 こ103－95
つき）　宇敷元之丞→草間一路殿

渡辺左回郎金銭請取書［覚］（御用のため内借につき） 明治元年11月11日 竪紙・1通 こ103－96
渡辺左太郎→佐藤為之進殿

（金銭受取証文綴　慶応3年～明治2年） 綴・34点 こ108

根井小右衛門金銭預書［覚］（御用出府のため道中囲 慶応3年12月 竪紙・1通 こ108－1

金につき）　根井小右衛門→岡野弥右衛門殿

三沢刑部丞金銭受取書［覚］（上京のため内借につき） 慶応3年12月 竪紙・1通 こ108－2

三沢刑部丞→佐藤為之進殿・岡野弥右衛門殿

長谷川深美金銭受取書［覚］（月割正月眼中借につき） 慶応4年正月 竪紙・1通 こ108－3

長谷川深美→佐藤為之進殿・岡野弥右衛門殿

根井小右衛門金銭受取書［覚］（御用につき）（根井）小 3月9日 竪紙・1通 こ108・4

右衛門→（佐藤）為之二三

根井小右衛門金銭受取書［覚］（京都御用につき）根 慶応4年3月9日 竪紙・1通 こ108－5

井小右衛門→佐藤為之進殿

小野四郎兵衛金銭受取書（甲府出立のため内借につ 4月3日 小切紙・1通 こ108・6

き）　小野四郎兵衛→酒井市治殿

中津道太郎金銭請取書［覚］（仙台出張につき）　中津 4月3日 小切紙・1通 こ108－7

道太郎→真田信濃富力御内岩下淀殿

酒井即興金銭請取書［覚］（馬代金につき）　大熊衛士 辰4月22日 横切紙・1通 こ108－8

内酒井磯司→海沼龍助殿

寺内里宮金銭受取書［覚］（在所表出達のため道中囲 辰4月22日 横切紙・1通 こ108－9

金につき）　寺内多宮→前嶋友之進殿

小野四郎兵衛金銭請取書［覚］（内借願い聞済みにつ 慶応4年3月 竪紙・1通 こ108－10
き）　小野四郎兵衛→前嶋友之進殿

斉藤馬之助金銭請取書［覚］（御在所御用のため内借 慶応4年3月 竪紙・1通 こ108－11

につき）　斉藤馬之助→前嶋友之進殿

大日方四郎兵衛金銭請取書［覚］（御在所御用のため 慶応4年4月 竪紙・1通 こ108－12

内借につき）　大日方四郎兵衛→前嶋友之進殿

矢野求馬金銭請取書［覚］（御在所表出立のため内借 慶応4年4月 竪紙・1通 こ108－13

につき）　矢野求馬→前嶋友之進殿

三二之進金銭請取書［覚］（御在所出立のため内借に 慶応4年4月 竪紙・1通 こ108－14

つき）　原土之進→前嶋友之進殿

白川税金銭請取書［覚］（御在所出立のため内借につ 慶応4年4月 竪紙・1通 こ108－15

き）　白川税→前嶋友之進殿

伊東賢治金銭受取書［覚］（御用のため中借につき） 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ108－16

伊東賢治→酒井市治殿・水野清右衛門殿

海沼源之進金銭請取書［覚］（御内用のため内借につ 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ108－17
き）　海沼源之進→佐藤為之進殿

馬場広人金銭請取書［覚］（二野開門のため御内用に 慶応4年6月 竪紙・1通 こ108－18

つき）　馬場広人→佐藤為之進殿
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赤沢虎之助他一名金銭受取書［覚］（沓野村出張のた 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ108－19

め囲金につき）　赤沢虎之助・馬場三之丞→佐藤為之進
殿

馬場悦之丞金銭受取書［覚］（沓野村出張のため囲金 慶応4年5月20日 竪紙・1通 こ108－20

につき）　馬場悦之丞→草間一路殿

馬場悦之進他二名金銭請取書（二野開門路用のため 慶応4年7月2日 竪紙・1通 こ108－21

中借につき）　鈴木藤太・赤沢虎之助・馬場悦之進→佐
藤為之三殿

赤沢虎之助金銭受取書［覚］（沓野開門出張のため内 明治元年9月28日 竪紙・1通 こ108－22

．借金につき）赤沢虎之助→草間一路・佐藤為之進殿

回議認盤第讐鷺！畿囎製山陰箒 明治元年11月8日 竪紙・1通 こ108－23

上殿・水野清右衛門殿

音門書状（小松原村光林寺他3ヵ寺献上金中借りの件 6月19日 横切継紙・1通 こ108・24

落手につき）音門→（佐藤）為之言様

成沢勘左衛門金銭請取書［覚］（中黒につき）　成沢勘 慶応4年6月 竪紙・1通 こ108－25

左衛門→草間一路殿・佐藤為之進殿

太兵衛金銭請取書［覚｝（紙買上げ代の件内借につき） 7月22日 小切紙・1通 こ108－26

吉沢喜源太組太兵衛→酒井市治様・水野清右衛門殿

堀内荘作他一名金銭受取書［覚］（御国美濃紙代につ 辰7月 小切紙・1通 こ108－27
き）　堀内荘作・高橋清蔵→三井清治殿・成本治左衛門殿
奥印・奥書あり

藤治郎金銭受取書［覚］（紙買上げ代の件内借につき） 辰7月5日 竪紙・1通 こ108－28

御捻駄才領組藤治郎→御金掛り御役所

宮轟欝磐急患恩黙騨職げ二代の 慶応4年7月8日 竪継紙・1通 こ108－29

鈴木藤吉金銭受取書［覚］（沓野開門出張のため内借 慶応4年8月 竪紙・1通 こ108－30
金につき）　鈴木藤吉→酒井市治殿・水野清右衛門殿

高橋清蔵金銭請取書［覚］（病院品々入料の件内借に 慶応4年10月 竪紙・1通 こ108－31
つき）　高橋清蔵→酒井市治殿・水野清右衛門殿

伊東賢治金銭請取書［覚］（宮様通行のため無燈につ 明治元年10月 竪紙・1通 こ108－32
き）　伊東賢治→酒井市治殿・水野清右衛門殿

山崎治助金銭請取書［覚］（毎日関門入用のため中借 明治2年正月 竪紙・1通 こ108・33
につき）　山崎治助→酒井市治殿・水野清右衛門殿

五撫辮野饗罫『線鯉翻轟舗 明治2年正月 竪継紙・1通 こ108－34

治殿・水野清右衛門殿

（軍用金等金銭受取証文綴　慶応4～明治2年） 綴・24点 こ109

中嶋祐左衛門金銭請取書［覚］（御軍開削料金につき） 慶応4年4月22日 竪継紙・1通 こ109－1

中嶋祐左衛門→酒井市治殿・水野清右衛門殿

寺沢慎之丞金銭請取書［覚］（軍用囲金につき）　主糠 慶応4年4月25日 横継切紙・1通 こ109－2

聖画赤沼村二而寺沢慎之農法光・立合田中与惣右衛門→
宮原柔兵衛殿

堀内荘作金銭受取書［覚］（700両軍用金につき）　堀 辰4月28日 小切紙・1通 こ109－3

内荘作→堀井泉蔵殿

堀内荘作金銭受取書［覚］（1650貫文軍用金につき） 辰5月3日 小切紙・1通 こ109－4
堀内荘作→堀井泉蔵殿

堀井泉蔵金銭受取書［覚］（軍用金につき）堀井泉蔵→酒井市治殿・水野清右衛門殿

巳正月8日 小切紙・1通 こ109－5
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堀内荘作金銭受取書［覚］（十日町にて払い分につき） 辰5月3日 横切継紙・1通 こ109・6

堀内荘作→堀井泉蔵殿

藤岡伊織金銭請取書［覚］（500両につき）藤岡伊織→ 慶応4年閏4月 小切紙・1通 こ109・7

草間一路殿・佐藤為之進殿

堀井泉蔵金銭請取書［覚］（飯山表出張の件賄料前借 辰閏4月9日 小切紙・1通 こ109－8

りにつき）　堀井泉蔵→酒井市治殿・水野清右衛門殿

金井弥惣左衛門金銭請取書［覚］（350両軍用金につ 慶応4年閏4月 竪継紙・1通 こ109。9

き）　金井弥惣左衛門→佐藤為之進殿

金井弥惣左衛門金銭請取書［覚］（300両軍用金につ 慶応4年4月29日 竪紙・1通 こ109－10

き）　金井弥惣左衛門→佐藤為之乱臣

金井藤津左衛門金銭請取書［覚］（500両軍用金につ 辰5月 小切紙・1通 こ109－11

き）　金井弥惣右衛門→草間一路殿・佐藤為之進殿

金井弥惣左衛門金銭請取書［覚］（300両軍用金につ 慶応4年5月5日 竪紙・1通 こ109－12

き）　金井弥惣右衛門→佐藤為之進達

矢野助右衛門金銭請取書［覚］（500両軍用金につき）
@矢野助右衛門→草間一路殿・佐藤為幽趣殿

慶応4年5月26日 横切紙・1通 こ109－13

片岡弘人金銭請取書［覚］（御用金につき）　片岡弘人 慶応4年6月2日 竪紙・1通 こ109。14

→岡野弥右衛門殿

片岡弘人金銭請取書［覚］（500両軍用金につき）　片 辰6月12日 横切紙・1通 こ109－15

岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進殿

片岡弘人金銭請取書［覚］（500両軍用金につき）片 辰6月15日 横切継紙・1通 こ109・16

岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進殿

片岡弘人金銭請取書［覚］（2000両軍用金につき） 辰6月22日 横切継紙・1通 こ109・17

片岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進運

片岡弘人金銭請取書［覚］（500両軍用金につき）　片 辰7月朔日 横切継紙・1通 こ109－18

岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進殿

片岡弘人金銭請取書［覚］（1000両軍用金につき） 辰7月 横切紙・1通 こ109－19

片岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進塁

片岡弘人金銭請取書［覚］（2000両軍用金につき） 辰7月 横切紙・1通 こ109・20

片岡弘人→草間一路殿・佐藤為之進殿

矢野助右衛門金銭請取書［覚］（1000両軍用金につ 辰8月 横切継紙・1通 こ柏9・21

き）　矢野助右衛門→草間一路殿

片岡弘人金銭請取書［覚］（2000両軍用金につき） 辰8月 横切継紙・1通 こ109－22

片岡弘人→磯田普門殿

篠崎源五郎金銭請取書［覚］（病院入料金につき）篠 辰9月 横切継紙・1通 こ109－23

崎源五郎→草間一路殿

矢野三右衛門金銭請取書［覚］（病院入料金につき） 明治2年2月 横切継紙・1通 こ109・24

矢野助右衛門→佐藤為之進殿・岡野弥右衛門殿

（軍用金等金銭請取証文綴　慶応4年～明治元年） 綴・18点 こ110

五明元作代金請取書（進軍のため味噌漬物代につき） 明治元年11月 竪紙・1通 こ110－1

五明元作→酒井市治殿・水野清右衛門殿

小玉村黒柳利兵衛代金請取書［請取一札旧事］（味噌 慶応4年9月28日 竪紙・1通 こ110－2

澤塾代につき）　小玉村黒柳利兵衛→松代様御兵糧方
代五明元作様

柏轟轟蕪製檎薦識縢講翻臨写 慶応4年9月28日 竪紙・1通 こ110－3

→松代様御兵糧方代五明元作様
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（村々人別上納分・献上分代金書上） 竪紙・1通 こ110・4

五明元作他一名金銭請取書［覚］（品々入料の件中借 慶応4年6月 竪紙・1通 こ110－5

につき）　五明元作・五明富弥→酒井市治殿・水野清右衛
門殿

［援兵御用二野金銭請取通］藤岡伊織→伊東賢治殿 慶応4年4月 横半半・1冊 こ110－6

吉原慎吾代金請取書［覚］（奇兵隊火縄代につき）奇 慶応4年4月24日・ 竪紙・1通 こ110・7

兵隊差配方吉原慎吾→伊藤賢治殿

近藤理之助金銭請取書［覚］（賊徒征伐人数出張の件 慶応4年4月28日 横切紙・1通 こ110－8

入料につき）　坂西廣見・近藤理之助→中村小一郎殿
奥書あり

堀内荘作金銭請取書［覚］（軍用金につき）　堀内荘作 慶応4年閏4月 小切紙・1通 こ110・9

→伊東賢治殿

高橋清蔵金銭請取書［覚］（軍用金につき）高橋清蔵・ 慶応4年4月 小切紙・1通 こ110・10

堀内荘作・富田利左衛門→五明富弥殿

寺沢慎之丞金銭請取書［覚］（1600貫文軍用囲金につ 辰4月5日 横切紙・1通 こ110－11

き）　寺沢慎之丞→五明富弥殿

寺沢慎之丞金銭請取書［覚］（800貫文軍用金につき） 慶応4年閏4月6日 横切紙・1通 こ110－12

寺沢慎之丞→五明富弥殿

中嶋祐左衛門金銭請取書［覚］（銭400貫文につき） 慶応4年半4月7日 小切紙・1通 こ110・13

中嶋祐左衛門→五明富弥殿・清水角治殿

堀内荘作金銭請取書［覚］（200両軍用金につき）堀 辰閏4月8日 小切紙・1通 こ110－14

内荘作・高橋清蔵→伊東賢治殿

藤岡伊織金銭請取書［覚］（銭1000貫文につき）　藤岡 慶応4年閏4月 小切紙・1通 こ110・15

伊織→伊東賢治殿

金聾讐鯉海蘭灘議纒●銭1200 辰閏4月27日 小切紙・1通 こ110－16

獺盤砦葛瞬間御壁犠幣鑑空 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ110－17

助・海沼龍助→山梨郡倉科村間瀬出血殿　奥印・奥書あり

海灘繋強鱗備州櫻識野守空 慶応4年閏4月 竪紙・1通 こ110－18

助・海沼龍助→山梨郡杣口村駒井孫八殿　奥印・奥書あり

（軍用金等金銭請取証文綴　慶応4～明治2年） 綴・36点 こ111

（封筒）［習弊御軍用小荷駄引明書入］御金懸→一 封筒・1通 こ111－1

才明組友作金銭請取書［覚］（封金につき）　才明組友 閏4月16日 小切紙・1通 こ111－2

作→佐藤為之進様御内御取次中様

寺沢慎之丞金銭請取書［覚］（400貫文軍用金につき） 慶応4年閏4月8日 小切紙・1通 こ111－3

寺沢慎之丞→伊東賢治殿

寺沢慎之丞金銭請取書［覚］（2340貫文軍用金につ 慶応4年閏4月8日 横切継紙・1通 こ111－4
き）　寺沢慎之丞→久保三郎殿

六左衛門金銭請取書［覚］（宿料につき）　牟礼宿御宿 辰閏4月12日 小切紙・1通 こ111－5

六左衛門→上

数田屋数右衛門金銭請取書［覚］（めし代につき）　数 閏4月23日 横切紙・1通 こ111－6

田屋数右衛門→上

宮沢善治金銭請取書［覚］（30貫文玉子買上げ代につ 辰10月13日 小切紙・1通 こ111・7
き）　宮沢善治→酒井市治殿・水野清右衛門殿
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宮沢善治金銭請取書［覚］（10両玉子買上げ代につ 辰10月15日 小切紙・1通 こ111－8

き）　宮沢善治→酒井市治殿・水野清右衛門殿

宮沢善治金銭請取書［覚］（10両玉子買上げ代につ 辰10月20日 小切紙・1通 こ111－9

き）　宮沢善治→酒井市治殿・水野清右衛門殿

藤岡伊織金銭請取書［覚］（御上東京入用につき）　藤 辰10月18日 横切紙・1通 こ111－10

岡伊織→佐藤為之進殿

篠崎源五郎金銭請取書［覚］（病院入料金につき）　篠 辰9月朔日 横切紙・1通 こ111－11

崎源五郎→草間一路殿

八田五十路司金銭請取書［覚］（25両牟礼宿関門人数 9月8日 横切紙・1通 こ斜1・12

賄いの心血につき）八田五十司→酒井市治殿・水野清
右衛門殿

八田五十路司金銭請取書［覚］（25両牟礼宿関門人数 10月18日 横切紙・1通 こ111－13

賄いの漏話につき　八田五十司→酒井市治殿・水野清
右衛門殿

宮下力金銭受取書［覚］（金40両2分につき）　宮下力 巳正月 横切紙・1通 こ111－14

→草間一路殿

宮沢善治金銭請取書［覚］（10両玉子買上げ代につ 辰11月8日 横切紙・1通 こ111－15

き）　宮沢善治→酒井市治殿・水野清右衛門殿

弁次郎金銭受取書［覚］（帰京のため道中旅籠料・増金 2月22日 横切紙・1通 こ111－16

につき）　御勘定取調弁次郎→水野清右衛門殿

八田五十司金銭請取書［覚］（200貫文関門人数賄い 慶応4年5月2日 横切紙・1通 こ111－17

の入料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右衛
門内

八田五十司金銭請取書［覚］（210貫文関門人数賄い 慶応4年5月22日 横切紙・1通 こ111－18

の入料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右衛
門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（300貫文関門人数賄い 慶応4年6月24日 横切紙・L通 こ111－19

の入料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右衛
南殿

八田五十司金銭受取書［覚］（20両関門人数賄いの入 慶応4年7月25日 横切紙・1通 こ111－20

料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右衛門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（30両関門人数賄いの入 明治元年11月29日 横切紙・1通 こ111－21

料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右衛門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（20両関門人数賄いの入 明治元年11月25日 横切紙・1通 こ111－22

料につき）　八田五十司・代判倉田三之丞→酒井市治
殿・水野清右衛門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（30両牟礼宿関門人数賄 明治2年正月5日 横切紙・1通 こ111－23

いの入料につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右
衛門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（30両牟礼宿関門人数賄
@いの入滅につき）　八田五十司→酒井市治殿・水野清右

明治2年2月6日 横切紙・1通 こ111－24

衛門殿

八田五十司金銭受取書［覚］（6両2分牟礼宿関門人数 明治2年3月17日 横切紙・1通 こ111－25

賄いの入超につき）　八田五十司→水野清右衛門殿

弥右衛門用状（御用金の件鈴木次郎右衛門へ送りに 3月22日 横切紙・1通 こ斜1－26

つき）　弥右衛門→友之進様　朱書加筆あり

五明元作金銭受取書［大瀧筋江御出御座一白米井味
@噌訓義申上］（設置残り分につき）五明元作→一

5月 横切継紙・1通 こ111－27

（内借堪能金銭書上） 横切継紙・1通 こ111－28
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（金銭6用状等差し戻しにつき） 、2月12日 小切紙・1通 こ111－29

稲積村名主藤右衛門金銭送り状（銭300貫文につき） 辰6月24日 小切紙・1通 こ判1－30

稲積村名主藤右衛門→年礼番御関門御役所江

鎌原伊野右衛門用状（松本表探索の件内用金渡しに 2月20日 小切紙・1通 こ111－31

つき）　鎌原伊野右衛門→佐藤為之進殿

織右衛門金銭渡し依頼状（内談金につき）　織右衛門 2月20日 小切紙・1通 こ111・32

→（佐藤）為之下様

八田五十司金銭受取書（記入料につき）　八田五十司 5月2日 横切継紙・1通 こ111－33

→酒井市治様・水野清右衛門殿

刑部金銭受取書（50両につき）刑部→（酒井）市治様 5月 横切紙・1通 こ111－34

寺内刑部用状［覚］（金4両につき）寺内刑部→一 慶応4年5月 横切継紙・1通 こ111－35

磯田出門金銭受取書（金20両につき）　磯田三門→草 閏4月20日 横切紙・1通 こ111－36

間一路殿・佐藤為之進殿

（拝借金願書一括）　紙繕にて一括 16点 こ255

某用状（内借19筆分金銭書上） 小切紙・1通 こ255－1

某用状（楠中将之社造営の件献金につき） 小切紙・1通 こ255・2

伊東佐右衛門申上書（岩面心拝借金返済につき）　伊 7月 小切紙・1通 こ255。3

東佐右衛門→一　端裏書あり

某用状（志川村喜作拝借金につき） 小切紙・1通 こ255－4

某用状［覚］（片倉金一郎以下5甥御礼金不納につき） 小切紙・1通 こ255－5

北山藤三郎他一名金銭受取書［覚］（佐久間格治郎拝 巳年12月27日 小切紙・1通 こ255－6

借金渡しにつき）　佐久間格二郎親類北山藤三郎・同加
判菅鍼太郎→柘植彦六殿

計閃耀主事伺書（端裏書）［飯米差支之向拝借州崎伺］ 7月3日 小切紙・1通 こ255－7

（篠崎源五郎ほか2名分）　計政副主事→一　端裏書あ
り、張札あり

恩田頼母申渡書（松本義惣治拝借金上納につき）　恩 3月7日 小切紙・1通 こ255－8

田頼母→金児丈助殿

某用状［覚］（慶応4年5月玄米百俵の酒屋共拝借米代 小切紙・1通 こ255－9
金）

某用状［覚］（藩中献上金5筆につき） 小切紙・1通 こ255－10

計高這主事伺書［小野善四郎御内借之儀二付伺］（道 正月 小切紙・1通 こ255・11

中駕籠人足賃銭遷代内借につき）　計政副主事→一

御内借応用状（内借金の御礼金につき）　御内借掛 小切紙・1通 こ255－12

→一 @端裏書あり

成底申上書（内借金返済願いにつき）成底→一 小切紙・1通 こ255－13
’

山口久米吉願書（埣より拝借願い聞き済みにつき） 5月11日 小切紙・1通 こ255－14

山口久米吉→酒井市治

灘認罎灘囎舗曝篠桂讐タ 9月 小切紙・1通 こ255－15

御勝手元〆→一

飯嶋与作伺書（端裏書）［御中借之儀伺］（駕籠手入代 6月2日 小切紙・1通 こ255－16
金等拝借につき）　飯島与作→一

（御製造方より中借証文綴　明治3年）水井市治→岡野 綴・23点 こ416
敬一郎殿
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水井市治金銭受取書［覚］（御製造掛より中借の分金 明治3年7月13日 竪紙・1通 こ416－1

3162両2分につき）水井市治→岡野敬一郎殿端裏
書あり

水井市治金銭受取書［覚］（御製造田より転借の分金 明治3年7月11日 竪紙・1通 こ416。2

5945両2分1朱につき）　水井市治→岡野敬一郎殿
端裏書あり

助徳山嵩羅馬金銭受取書［覚］（御製造掛より中腎の 明治3年4月25日 竪紙・1通 こ416－3

分金1000両につき）早旦導師馬→岡野敬一郎殿

’池田冨之進金銭受取書［覚］（御製造方より二六の分 明治3年4月29日 竪継紙1通 こ416－4

金2951両につき）　池田冨之進→岸善八殿

水井市治金銭受取書［覚］（御切米代金の内御製造掛 明治3年4月27日 竪紙・1通 こ416－5

より中借の分金11127両につき）　水井市治→岸善
八殿名裏書あり

水井市治金銭受取書［覚］（御製造手形中借の分金． 明治3年4月18日 竪継紙・1通 こ416－6

1386両1分内につき）水井市治→岡野敬一郎殿端
裏書あり

三座驚鹸纏漿！覚纏雛賛驚誕買上 明治3年5月17日 竪紙・1通 こ416。7

水蝋齢四隅齪！蜂）御奈響欝議蜜杢 明治3年4月20日 竪紙・1通 こ416・8

郎殿

佐川又八郎金銭受取書［覚］（大豆買上代など御製造 明治3年5月13日 竪継紙・1通 こ416－9

掛より中借の分金4226両につき）佐川又八郎→岸
善八殿

佐川又八郎金銭受取書［覚］（御切米代など御製甲掛 明治3年5月3日 竪紙・1通 こ416－10

りより中借の分金7012両2分につき）　佐川又八郎
→岸善八殿

池田富之進金銭受取書［覚］（品々御入料亭製造掛よ 明治3年5月4日 竪継紙・1通 こ416。斜

り中借の分金1000両につき）　池田富之進→岸善八
殿

水甥囎四型鴇騨即興四四醐 明治3年5月4日 竪継紙・1通 こ416・12

善八殿

水甥雑鰐顯1裂離黒質鯖離鷺貴 明治3年5月10日 竪継紙・1通 こ416・13

殿

助翻転需品騨鳳謡講晶晶警費 明治3年6月2日 竪紙・1通 こ416。14

虹梁嵩広馬→岸善八殿

宮入伝治他一名金銭請取書［覚］（御製造方御入料内 午（明治3年）5月 横切紙・1通 こ416・15

借金10両につき）　宮入伝治・伊木億右衛門→酒井市
古殿・水野清右衛門殿

佐川又八郎金銭受取書［覚］（借入金返済など御製造
@掛より中借の分金19140両につき）　佐川又八郎→

明治3年6月5日 竪紙・1通 こ416－16

岸善八殿

池嬰騰緯翻謡勘離麟馨難只 明治3年6月15日 竪継紙・1通 こ416－17

殿

池田富之進金銭受取書［覚］（御切米代御製造掛より 明治3年7月13日 竪紙・1通 こ416。18

中墨の分金1337両2分につき）池田富之進→岡野
敬一郎殿
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財政／家中／勘定

御製造掛伺書（摺方職人へ御酒代下されにつき）御 4月 横切紙・1通 こ416・19

製造掛→一　端裏書あり

計政副主事用状（別紙伺いの通り承諾につき）計政 小切紙・1通 こ416－20

副主事→一

池田冨之進金銭受取舎［覚］（国役御普請御製造掛よ 明治3年7月2日 竪紙・1通 こ416－21

り中借の分金1500両につき）池田冨之進→岸善八
殿端裏書あり

幸蔵申上書（只今職人12人着に御座候につき）幸蔵 正月7日 小切紙・1通 こ416・22

→酒井様

仙名組大谷幸蔵金銭請取書［覚］（御製造紙代金1500 明治3年4月7日 竪紙・1通 こ416－23

両につき）仙名組大谷幸蔵→酒井市治様・小野清右衛
門様
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