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５　真田家／家計／米切手・地域献金・買物代など

地所買入入費81銭9厘受取につき）　佐藤則通・
佐藤則善→大熊教政殿・久保成殿・前島好謙殿他2名
茶色罫紙

招魂社世話方拠当小泉浅右衛門他二名代金精
算書［埴科郡清野岩野両村地内処妻女山原野
地献納并御買入ニ付御下付被成下候諸費額
精算］　招魂社世話方拠当小泉浅右衛門・山越新八
郎・上原宗一郎→御家令扶御中　赤色罫紙

明治20年5月 竪半・1冊 ね54-2

某調書［地所御買受ニ付正金下付調］　赤色罫紙 竪紙・1通 ね54-3

真田幸正委任状［委任状］（松代町依田へ貸与の
150円の抵当土地登記についての長井知則へ委
任につき）　東京市芝区谷平町弐番地真田幸正→‐

明治42年5月 竪紙・1通 ね55

水野清右衛門他一名悔状并雅明勘返状（奥様死去
につき）　（水野）権右衛門・（酒井）市治→雅明様

7月25日 横切紙・1通 ね56

（学校寄付金受取証綴　明治8年10月～12月）　 3点 ね57

世話掛青柳増太郎他三名学校寄付金受取証文
［記］（第十六中学区第五拾四番小学松代学校
敷地代真田幸民より献金57円余受取につき）
世話掛青柳増太郎・町用掛大野左平治・事務拠当成本
治左エ門他1名／（奥印）学区取締玉川一学→真田従
四位殿家令大熊教政殿　割印｢長野県学務課｣、裏に
長野県の検印の旨あり

明治8年10月27日 竪紙（美）・1通 ね57-1

世話掛浦野長之助他四名学校寄付金受取証文
［記］（第十六中学区第53番小学校松盛学校営
繕費の内真田幸民より献金30円受取につき）
世話掛浦野長之助・同柄沢泰治郎・町用掛中村嘉十郎
他2名／（奥印）学区取締玉川一学→真田従四位殿家
令大熊教政殿　割印｢長野県学務課｣、裏に長野県の
検印の旨あり

明治8年12月22日 竪紙（美）・1通 ね57-2

世話掛金児伝右衛門他六名学校寄付金受取証
文［記］（第十六中学区第55番小学陽透学校営
繕費の内真田幸民より献金30円受取につき）
世話掛金児伝右衛門・岡田荘之助・島田喜一郎他4名
／（奥印）学区取締玉川一学→真田従四位殿家令大熊
教政殿　割印｢長野県学務課｣、裏に長野県の検印の
旨あり

明治8年12月25日 竪紙（美）・1通 ね57-3

教寛学校世話方斉藤重固他三名金銭受取証文
［証］（教寛学校副教場寄付金50円につき）　教寛
学校世話方斉藤重固・同岡野元賢・戸長河原理助他1名→
御家令御中　青色罫紙

明治8年11月 竪半・1通 ね58

埴科郡松代町矢沢頼道土地代金受取証文［領収
証］（松代町殿町宅地・畑等売買代金受取につ
き）　埴科郡松代町矢沢頼道→伯爵真田家御家扶長井
知則殿　赤色罫紙

明治41年12月1日 竪紙・1通 ね59

矢沢三千太郎土地代金受取証文［示談金領収書］ 明治45年2月26日 竪紙・1通 ね60
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（松代町字殿町内建家200円で売渡しにつき）　
松代町四拾五番地矢沢三千太郎→真田家御家扶長井知
則殿

松崎義顕土地代金受取証文［領収証］（田地売上代
金5円受取につき）　松崎義顕→真田家代理長井知則
殿

明治24年4月23日 横切紙・1通 ね61

（諸品代金受取証文一括）　 59点 ね52

［御手充ニ而御払之請取入　但し明治十三年迄
也］（包紙）　元はね52を一括

（明治13年） 包紙・1点 ね52-1

菊屋留店代金受取証文（藤箱等代金受取につ
き）　菊屋留店→‐

10月6日 切紙・1通 ね52-2

美濃屋丈左衛門代金受取証文（跡羽等代金受取
につき）　（松代木町）みのや（美濃屋）丈左衛門→上

12月29日 切紙・1通 ね52-3

ミなかミや清作代金受取証文［記］（更沙代金受
取につき）　ミなかミや清作→上

11月15日 切紙・1通 ね52-4

伊勢屋新三郎代金受取証文［記］（鯨箱等代金受
取につき）　（南鍋二）いせや（伊勢屋）新三郎→大
熊（薫）様

11月20日 切紙・1通 ね52-5

湊屋清作代金受取証文［記］（白服縮等代金受取
につき）　湊屋清作→上

1月7日 横切紙・1通 ね52-6

湊屋清作代金受取証文［記］（綿糸にしき代金受
取につき）　湊屋清作→上

12月20日 切紙・1通 ね52-7

田中長二郎代金受取証文［記］（復古菱物語定価
代受取につき）　田中長二郎→上

切紙・1通 ね52-8

湊屋清作代金受取証文［記］（縮緬地代受取につ
き）湊屋清作→上

12月18日 切紙・1通 ね52-9

湊屋清作代金受取証文［記］（飛唐服地代受取に
つき）　湊屋清作→上

12月19日 横切継紙・1通 ね52-10

上井村熊吉代金受取証文［記］（上々四ツ爺張替
代等代金受取につき）　上井村熊吉→田中勘助殿

切紙・1通 ね52-11

熊太郎代金受取証文［記］（三味線等代受取につ
き）　熊太郎→田町勘助様

切紙・1通 ね52-12

大坂屋才助代金受取証文［記］（三味線等代受取
につき）　大坂屋才助→上

4月15日 横切継紙・1通 ね52-13

菊屋留店代金受取証文［記］（あや更紗代金受取
につき）　きくや（菊屋）留店→上

横切紙・1通 ね52-14

田之屋仁助代金受取証文［記］（まんちう代金受
取につき）　（松代中町）甲子屋仁助→上

7月13日 切紙・1通 ね52-15

田之屋仁助代金受取証文［記］（まんちう代金受
取につき）　（松代中町）甲子屋仁助→上

7月13日 切紙・1通 ね52-16

大坂屋才助代金受取証文［記］（茂中・煎餅代金
受取につき）　大坂屋才助→上　青色罫紙

9月26日 切紙・1通 ね52-17

５　真田家／家計／米切手・地域献金・買物代など
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５　真田家／家計／米切手・地域献金・買物代など

湊屋清作代金受取証文［記］（飛唐縞地代金受取
につき）　湊屋清作→上

11月4日 切紙・1通 ね52-18

湊屋清作代金受取証文［記］（唐天大巾代金受取
につき）　みなとや（湊屋）清作→上

（明治12年）卯11月27日 切紙・1通 ね52-19

湊屋清作代金受取証文［記］（小倉帯代金受取に
つき）　湊屋清作→上

11月12日 切紙・1通 ね52-20

甲子屋長作代金受取証文［記］（饅頭代につき） 
甲子や（甲子屋）長作→上様

7月12日 横切継紙・1通 ね52-21

成沢善十代金受取証文［記］（三味線弦替代金に
つき）　成沢善十→上

9月12日 竪紙・1通 ね52-22

徳二郎代金受取証文［記］（カルタ等につき）　徳
二郎→上　赤色罫紙

竪紙・1通 ね52-23

湊屋清作代金受取証文［記］（手拭1反代金受取
につき）　みなとや（湊屋）清作→上

（明治12年）卯12月13日 切紙・1通 ね52-24

湊屋清作代金受取証文［記］（飛唐縞地等につ
き）　湊屋清作→上

1月9日 切紙・1通 ね52-25

池田屋豊蔵代金受取証文［記］（かしみ等代金受
取につき）　池田屋豊蔵→上

横切紙・1通 ね52-26

湊屋清作代金受取証文［記］（唐天形付代金受取
につき）　みなとや（湊屋）清作→上

4月2日 切紙・1通 ね52-27

柳屋九平代金受取証文［記］（饅頭代金受取につ
き）　柳屋九平→御新御殿

11月26日 切紙・1通 ね52-28

大坂屋才助代金受取証文［記］（人力車等代金受
取につき）　大坂屋才助代金→上

12月 横切紙・1通 ね52-29

津た屋嘉吉［証］（饅頭代金受取につき）　津た屋
嘉吉→上

12月26日 切紙・1通 ね52-30

柳屋九平代金受取証文［記］（饅頭代金受取につ
き）　柳屋九平→上

3月25日 切紙・1通 ね52-31

菊屋伝兵衛代金受取証文［記］（浅黄本縮緬代金
受取につき）　きく屋（菊屋）伝兵衛→上

3月31日 切紙・1通 ね52-32

菊屋伝兵衛代金受取証文［記］（浅黄縮緬代金受
取につき）　きく屋（菊屋）伝兵衛→上

3月30日 横切継紙・1通 ね52-33

菊屋伝兵衛代金受取証文［記］（赤絞り葉ナス代
金受取につき）　きく屋（菊屋）伝兵衛→上

8月8日 切紙・1通 ね52-34

大坂屋才助代金受取証文［記］（人力車代金受取
につき）　（大坂屋）才助→上

5月1日 横切継紙・1通 ね52-35

菊屋伝兵衛留店代金受取証文［記］（浅黄縮緬等
代金受取につき）　菊屋伝兵衛留店→上

6月19日 横切紙・1通 ね52-36

菊屋伝兵衛代金受取証文［記］（木綿浅黄等代金
受取につき）　菊屋伝兵衛→上

6月23日 横切紙・1通 ね52-37

長門屋儀助代金受取証文［おほへ］（くるみせん
代金受取につき）　（松代伊勢町鏡屋町）長門屋儀

10月4日 切紙・1通 ね52-38
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助→上

長門屋儀助代金受取証文［記］（胡桃煎餅代金受
取につき）　（松代）伊勢丁（鏡屋町長門屋）儀助→
上

11月28日 切紙・1通 ね52-39

長門屋儀助代金受取証文［記］（胡桃煎餅代金受
取につき）　（松代伊勢丁鏡屋町）長門屋儀助→上

5月25日 切紙・1通 ね52-40

長門屋儀助代金受取証文［記］（胡桃煎餅代金受
取につき）　（松代伊勢丁鏡屋町長門屋）儀助→上

8月31日 切紙・1通 ね52-41

高砂屋新三郎代金受取証文［記］（柏餅代金受取
につき）　高砂屋新三郎→上

切紙・1通 ね52-42

柳屋九平代金受取証文［記］（まへちり代金受取
につき）　柳屋九平→新御殿御役所

（明治13年）辰9月19日 横切紙・1通 ね52-43

長門屋儀助代金受取証文［記］（胡桃煎餅代金受
取につき）　長門屋儀助→上　青色罫紙

11月26日 切紙・1通 ね52-44

高砂屋新三郎代金受取証文［記］（花餅代金受取
につき）　高砂屋新三郎→上

切紙・1通 ね52-45

芝居元方代金受取証文［記］（桟敷元方他代金受
取につき）　芝居元方→御奥様

9月28日 切紙・1通 ね52-46

桟敷方代金受取証文［記］（高桟敷2棟間繰代金
等受取につき）　桟敷方→上

11月19日 竪紙・1通 ね52-47

小間物店才助代金受取証文［記］（簪箱等代金受
取につき）　小間物店才助→上

竪紙・1通 ね52-48

山口雪形代金受取証文［記］（白綸子等代金受取
につき）　山口雪形→上

明治13年庚辰12月 横切紙・1通 ね52-49

伊勢屋金兵衛代金受取証文［記］（煙草入代金に
つき）　伊勢屋金兵衛→御用

11月20日 切紙・1通 ね52-50

万屋伝六代金受取証文［記］（扇子等代金受取に
つき）　万屋伝六→上

12月19日 切紙・1通 ね52-51

長門屋儀助代金受取証文［記］（胡桃煎餅代金受
取につき）　（松代伊勢丁鏡屋町）長門屋儀助→上

1月10日 横切継紙・1通 ね52-52

某代金勘定書（桟敷代金等につき）　 切紙・1通 ね52-53

長門屋儀助代金受取証文［おほへ］（金平糖・胡
桃煎餅代金受取につき）　長門屋儀助→上

11月30日 切紙・1通 ね52-54

湊屋清作代金受取証文［記］（手拭代金受取につ
き）　湊屋清作→上

12月5日 切紙・1通 ね52-55

現金屋彦作代金受取証文［記］（まくわ代受取に
つき）　現金屋彦作→上

12月8日 切紙・1通 ね52-56

三張屋徳二郎代金受取証文［覚］（歌留多・双六
等代金受取につき）　三張屋徳二郎→上

12月22日 切紙・1通 ね52-57

湊屋清作代金受取証文［記］（更紗代金受取につ
き）　湊屋清作→上

12月15日 切紙・1通 ね52-58

５　真田家／家計／米切手・地域献金・買物代など
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６　真田家／家内／学芸　　７　藩政／財方／小銭・銭札

７　藩政／財方／小銭・銭札　　　勘定所

（甲州表小銭買上取計関係書類綴　明治2年6月～
11月）　

2点 ね10

伊東千右衛門内々申上書［御内々申上］（甲府に
て小銭買上取計一件始末申上につき謹慎赦
免願）（伊東）千右衛門→‐下ケ札あり

（明治2年）6月 竪半・1冊 ね10-1

伊東千右衛門内々申上書［御内々申上］（悪銭不 （明治2年）11月 竪半・1冊 ね10-2

分明等の件付札写、謹慎命令願につき）　（伊
東）千右衛門／伊東栄治→‐

６　真田家／家内／学芸　　　真田家

［英仏単語篇注解］（掛紙）　開成学館校本、木版 慶応3年丁卯 掛紙・14点 ね21

［英吉利文典字類］（掛紙）　薩陽足立梅景編述・伊月邨
舍蔵梓、木版

慶応2年丙寅中春新雕 掛紙・6点 ね22

［麻糸の…］（和歌短冊）　順繰院→‐掛紙付 短冊・1点 ね23

［万家相慶喜秋声…］（他七言律詩2首）　落款あり 捲・1点 ね24

［国つ御神の浦さひてと吟して］（和歌）　木版刷、絵
付　

文政3年庚辰夏 竪紙・1通 ね25

［歳旦］（素均他俳句5首）　木版刷、絵付　 　 竪紙・1通 ね26

（善志俳句一括）　巻込一括 4点 ね27

［能き年か…］（俳句）　善志→‐落款あり 色紙・1枚 ね27-1

［鴬の世を…］（俳句）　善志→‐落款あり、裏にも1
首あり

色紙・1枚 ね27-2

［昼白いや…］（俳句）　善志→‐落款あり 色紙・1枚 ね27-3

［青いはつ…］（俳句）　（善志）→‐落款あり 色紙・1枚 ね27-4

［我君の…］（等俳句短冊7点一括）　掛紐付 7点・短冊 ね28

（招魂祭漢詩関係書類一括　明治6年）　包紙一括 3点 ね29

［恭具］（包紙）　ね28‐2・3入　 1点 ね29-1

［大東本色可憐人取…］（明治6年招魂祭にての
七言絶句）　

捲・1枚 ね29-2

［招魂祭日賦尊　神霊］（五言律詩）石川誼臣→‐ （明治6年）4月 切紙・1通 ね29-3

三張屋徳治郎代金受取証文［記］（絵紙代金受取
につき）　み張（三張）屋徳治郎→上

10月27日 ・1通横切継紙 ね52-59
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８　藩政／家臣／勤役要用金中内借

８　藩政／家臣／勤役要用金中内借　　　勘定所

綿内右門内借証文［覚］（内借金5両余受取につき）
綿内右門→草間一路殿

元治元年子12月 竪紙・1冊 ね1

菅沼柳三伺書［器械製造方御入料御中借之儀伺］
（2月～7月分金120両につき）菅沼柳三→‐端裏下
ケ札｢七月四日御〆｣

7月4日 横切紙・1通 ね30

郷原力作用状（端裏書）［弐拾五両郷原氏御内借受
取書］　（郷原）力作→（大塚）谷平様・（海沼）辰男様

12月15日 横切紙・1通 ね31

柘植彦六時借証文一紙（明治2年12月金250両・明
治3年2月8日10両両分一紙留）　柘植彦六→高山純
一郎殿／佐藤美与喜殿　割印付

（明治2年12月～
明治3年2月18日）

竪紙・1通 ね32

五明富之助他一名拝借金受取証文［覚］（長国寺拝
借金100両受取につき）　五明廣助・窪田善治→水野
清右衛門殿・月岡善平殿・駒村左十郎殿

（明治5年以降）1月28日 横切紙・1通 ね33

玉川一学時借証文［覚］（金10両につき）　玉川一学
→柘植彦六様

11月10日 切紙・1通 ね34

（借用証文綴　安政6年12月～明治2年12月）　 4点 ね35

斉藤友衛内借証文［覚］（立帰り御用出府につ
き）　斉藤友衛→‐

安政6年未12月 切紙・1通 ね35-1

上村内借証文［覚］（慎時出府につき）　上村→斉
藤（友衛）様

（明治2年）12月16日 切紙・1通 ね35-2

坂本常之丞借入金証文［覚］（芝大真寮等借入に
つき）　坂本常之丞→片桐重之助殿・高野覚之進殿

嘉永7年亥4月28日 横切継紙・1通 ね35-3

（関田庄助等藩士借用証文3通留）　 （慶応3年6月～
明治2年4月）

横切継紙・1通 ね35-4

長谷川三郎兵衛拝借金証文［覚］（差懸りのため拝
借金200両につき）　長谷川三郎兵衛→太田藤右衛門
殿

慶応3年卯6月 横切紙・1通 ね41

（牧野良平白紙証文）　牧野良平→佐藤為之進殿　捺印
あり、本文欠

竪紙・1通 ね42

郷原力作内借金証文［覚］（25両郷原氏御内借受取
につき）　郷原力作→海沼辰男殿

11月晦日 横切紙・1通 ね36

柘植彦六中借証文［覚］（村上覚等3人回村囲金5両
拝借につき）　柘植彦六（印抹消）→中島渡浪殿

（明治3年）午12月朔日 横切継紙・1通 ね37

柘植彦六拝借金証文［覚］（差掛り御用のため200
両拝借につき）　柘植彦六（印抹消）→長谷川深美殿
文面抹消

（明治2年）巳11月13日 横切紙・1通 ね38

［規定書］（銭札製造規定書）　松代藩石阪市郎右衛
門・松本藩ハ瀬川団右衛門・上田藩寺島兵蔵他16名→‐

明治2年乙巳8月 竪半・1冊 ね11
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９　藩政／在方／両替融通銭札借用　　１０　藩政／江戸屋敷／替地

１０　藩政／江戸屋敷／替地　　　江戸役所

（谷中三崎屋敷境修復関係書類綴　寛政年間）　 7点 ね12

［寛政八辰年谷中三崎御屋敷御修復所ニ付渋谷
縫殿助□近藤彦八郎と為御取替証文五通并
右御屋敷之内矢嶋［　］等分御内貸絵図面両
通弘化四未年十月御普請方より写差出候ニ
付仕廻置候　同年十一月成置］（包紙）　ね12
全体の包紙

包紙・1点 ね12-1

［覚］（包紙）　ね12‐3の包紙 包紙・1点 ね12-2

渋谷縫殿助内河原半左衛門他二名絵図面議定
書［谷中三崎］（谷中三崎屋敷境修復の件対談
につき）　渋谷縫殿助内河原半左衛門・土橋平次右
衛門・岡田新平→真田右京大夫（幸専）様御内鈴木弥
左衛門殿・渡辺友右衛門殿・金井善兵衛殿

寛政8年11月 竪継紙・1通
（32,0×90,0）

ね12-3

［覚］（包紙）　ね12‐5の包紙 包紙・1点 ね12-4

真田右京大夫内金井善兵衛他二名絵図面議定
書并近藤彦八郎家来真田右京大夫家来宛議
定書［谷中三崎］（谷中三崎屋敷境修復の件対
談につき）　真田右京大夫（幸専）内・金井善兵衛・
渡辺友右衛門・鈴木弥左衛門→近藤彦八郎様御内上
田平治殿　近藤彦八郎家来議定書は貼継

寛政8年辰11月 竪継紙・1通
（34,5×93,5）

ね12-5

関田守之丞絵図面届書（小宮山御内替地絵図面
修正につき）　関田守之丞→‐朱引絵図

正月 竪継紙・1通
（32,0×67,0）

ね12-6

絵図面（石場市三郎・矢嶋助治郎他の有坪につ
き）　朱引絵図

竪紙・1通（25,0
×33,5）

ね12-7

（間宮営十郎屋敷相対替書類一括　文政8年12月
～文政9年5月）　

5点 ね13

［間宮源十郎様氷川御屋敷前と三崎御屋鋪御相 文政8年酉～ 包紙・1点 ね13-1

９　藩政／在方／両替融通銭札借用　　　勘定所

三輪村小嶋宇兵衛他一名願書［乍恐以書付奉願
候］（両替銭融通困難のため銭札御下げ願につ
き）　三輪村小嶋宇兵衛・後丁村→郡御奉行所

文久3年亥9月 竪紙・1通 ね8

郷原力作内借金証文［御受］（25両受取につき）　
（郷原）力作→海沼（辰男）殿

12月18日 横切継紙・1通 ね39

柘植彦六拝借証文［覚］（吉村左織御用にて在出の
ため囲金拝借につき）　柘植彦六→中島渡浪殿

（明治3年）午12月朔日 横切紙・1通 ね40
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１１　松代庁／財方／太政官札引換

対替一巻書類］　 文政9年申6月

間宮源十郎内犬井粂左衛門地所仮受取証文［地
所仮請取之事］（谷中三崎200坪につき）　間宮
源十郎内犬井粂左衛門→真田伊豆守（幸専）様御内座
間百人殿・藤田為之丞殿・小宮山利左衛門殿

6月2日 竪紙・1通 ね13-2

［赤坂氷川町続町間宮源十郎様御屋敷と谷中
三崎御屋敷御相対御内証替ニ付金子御同人
様江御渡申候証文壱通并御用人証文壱通入］
（包紙）　

文政9年戌 包紙・1通 ね13-3-1

間宮源十郎屋敷地相対替約定証文［覚］（間宮の
赤坂氷川拝領屋敷と真田の三崎下屋敷相対
替につき）　間宮源十郎／（奥印）野田源大夫→座
間百人殿・坂本喜代馬殿・小宮山利右衛門殿

文政8年酉12月 竪継紙・1通 ね13-3-2

間宮源十郎内犬井粂左衛門屋敷地相対替約定
証文［覚］（間宮の赤坂氷川拝領屋敷と真田の
三崎下屋敷相対替につき）　間宮源十郎内犬井
粂左衛門→座間百人殿

文政8年酉12月 竪紙・1通 ね13-3-3

（端裏貼書）［谷口三崎御屋敷弐百坪間宮源太
郎様え御引渡申候節御用人え相渡候絵図扣］
（真田伊豆守下屋敷絵図）　真田伊豆守家来座間
百人・藤田為之丞・小宮山利左衛門→間宮源十郎様御
内犬井粂左衛門殿

文政9年戌6月3日 竪紙・1通（25、0
×31、5）

ね13-4

（端裏貼書）［間宮十郎様氷川御屋敷弐百坪引渡
絵図面］　間宮源十郎内犬井粂左衛門→座間百人
殿・藤田為之丞殿・小宮山利左衛門殿

文政9年戌5月26日 竪紙・1通（33、0
×46、0）

ね13-5

［地所仮請取］（包紙）　間宮源十郎内犬井粂左衛門
→‐いずれを包んでいたかは不明、貼紙｢谷中三崎御
屋敷之内弐百坪御引渡仕候節御用人請取証文三通｣

包紙・1点 ね13-6

［深川小松町下屋鋪御泉湖同所御隣久松忠次郎
様御屋鋪泉水え御貰被成候付御同人様御家
来証文］（包紙）　ね‐2・3入、｢江戸｣

寛政9年丁巳4月10日 包紙・1点 ね14-1

［書付　壱通］　ね‐3入 包紙・1点 ね14-2

久松忠次郎家来井上要助他一名屋敷泉水貰請
証文（真田家の深川小松町屋敷泉水を久松忠
次郎拝領屋敷へ）　久松忠次郎家来井上要助・黒
川奥右衛門→鈴木弥左衛門殿

寛政9年巳4月8日 横切紙・1通 ね14-3

１１　松代庁／財方／太政官札引換　　　計政局

（商用商法社札関係願書綴　明治3年6年～7月）　 10点 ね9

伊勢町小松彦治郎願書［乍恐以書付奉願上候］
（薬種買取代金手形にて支障のため官札の交
換願につき）　伊勢町小松彦治郎／（奥印）右町長

明治3年午7月 竪紙・1通 ね9-1
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１１　松代庁／財方／太政官札引換

町人宮崎彦三郎→御引換御懸り御役所　下部欠損

椎谷藩六川附高井郡六川村武右衛門他二名願
書［覚］（越後高田へ米代金送金のため手札と
太政官札交換願につき）　椎谷藩六川附高井郡
六川村武右衛門・同断名主治兵衛・伊勢町宿北村丈太
郎／（奥印）伊勢町名主小嶋茂七郎→松代藩御会所御
役人衆中様

明治3年午6月20日 竪継紙・1通 ね9-2

椎谷藩六川附高井郡六川村宇［　］他二名願書
［覚］（越後高田へ米代金送金のため手札と太
政官札交換願につき）　椎谷藩六川附高井郡六
川村宇［　］・同断名主治兵衛・伊勢町宿北村丈太郎／
（奥印）伊勢町名主小嶋茂七郎→松代藩御会所御役人
衆中様

明治3年午6月20日 竪継紙・1通 ね9-3

伊勢町富作願書［乍恐以書付奉願上候］（越後高
田よりの肴荷物仕入支障のため商法社を官
札へ引換願につき）　伊勢町富作／（奥印）右町
（伊勢町）名主小嶋茂七郎→御引換御懸り御役所

明治3年7月 竪紙・1通 ね9-4

伊勢町富作願書［乍恐以書付奉願上候］（越後高
田よりの肴荷物仕入支障のため手形を官札
へ引換願につき）　伊勢町富作／（奥印）右町（伊
勢町）名主小嶋茂七郎→御引換御懸り御役所

明治3年7月 竪紙・1通 ね9-5

伊勢町直治願書［乍恐以書付奉願上候］（越後高
田へ出張手形では支障のため官札と引換願
につき）　伊勢町直治／（奥印）名主小嶋茂七郎→商
法社御引替御役所

明治3年6月 竪紙・1通 ね9-6

伊勢町直治願書［乍恐以書付奉願上候］（越後高
田での商用商法社札にては支障のため官札
と引換願につき）　伊勢町直治／（奥印）右町（伊
勢町）名主小嶋茂七郎→商法社御引替御役所

明治3年6月 竪紙・1通 ね9-7

伊勢町宇兵衛願書［乍恐以書付奉願上候］（砂糖
仕入金商法社札にては支障のため官札と引
換願につき）　伊勢町宇兵衛／（奥印）右町（伊勢
町）名主小嶋茂七郎→商法社御引替御役所

明治3年7月 竪紙・1通 ね9-8

伊勢町宇兵衛願書［乍恐以書付奉願上候］（砂糖
仕入金手札にては支障のため官札と引換願
につき）　伊勢町宇兵衛／（奥印）伊勢町名主小嶋茂
七郎→商法社御引替御役所

明治3年7月 竪紙・1通 ね9-9

中町伴織之進願書［以書付奉願上候］（須坂出張
の借金に商法社札混合にて支障のため官札
と引換願につき）　中町伴織之進→商法社御引替
御役所

明治3年7月 竪紙・1通 ね9-10
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１２　松代庁／財方／贋金取計い　　１３　松代庁／財方／商社規則

１２　松代庁／財方／贋金取計い　　　計政局

石阪市郎右衛門申上書（端裏書）［楮幣之儀ニ付再
達之条申上］（松本藩新造へ出金等につき）　石
阪市郎右衛門→‐

9月5日 横切継紙・1通 ね3

（贋金関係等書類一括）　紙縒一括 10点 ね4

（紙縒）　 紙縒・1点 ね4-1

郡方申上書（端裏書）［伊東団左衛門御買上取扱
之儀ニ付申上］（取計い不行届につき）　郡方
→‐

11月 横切紙・1通 ね4-2

某用状（平野屋元兵衛御用繁多のため銭買交代
等につき）　

切紙・1通 ね4-3

（贋金取調関係書綴）　 7点 ね4-4

計政副主事申上書（端裏書）［申上］（贋金申立の
人数につき）　

11月28日 切紙・1通 ね4-4-1

［贋金調］（八幡領等勘定書につき）　 横切継紙・1通 ね4-4-2

某贋金鐘勘定勘定書［覚］（藩用分等代金勘定
書）

竪紙・1通 ね4-4-3-1

郡政副主事贋金鐘勘定勘定書［御支配所四ヶ所
覚］（社寺領贋鐘札取調・勘定書）　

10月 竪紙・1通 ね4-4-3-2

某贋金銭勘定勘定書（端裏書）［贋金御届相達し
候］（藩中・郡中等につき）　

横切紙・1通 ね4-4-4

某用状［覚］（中借金等勘定書）　 横折紙・1通 ね4-4-5

司金勘定書（端裏書）［御在金凡申上］（正金5千
600両余につき）　

11月29日 横切紙・1通 ね4-4-6

［贋金調］（藩用分・郡中分等勘定書）　 横切継紙・1通 ね5

行政官布告写［罪状］（正金と札交換に打を取る者
への罪状7ヶ条）　行政官→‐

横切継紙・1通 ね6

１３　松代庁／財方／商社規則　　　計政局

（商社規則関係書類）　 ４点 ね7

（紙縒）　 紙縒・1点 ね7-1

某申上書（端裏書）［商社御規則等義ニ而別紙相
添申上］（規則書商法掌へ問合等につき）　破
損甚大につき判読不能箇所多、裏打済

横切継紙・1通 ね7-2
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１５　元松代庁／財方／旧藩士御救い　　　元計政局

［石黒家御救助之義歎願］（包紙）　石黒家親類→
‐　ね20‐10‐2入

包紙・1点 ね20-1

石黒家親類歎願書（石黒八郎老衰にて生計困難
のため御救願につき）　石黒家親類→元松代御庁

（明治5年）壬申正月 横切継紙・1通 ね20-2

太政官布告（絞油営業鑑札・税則規則）　太政官→‐
　鑑札雛型付、木版刷、版心「大蔵省」

（明治4年）辛未9月 竪半・1冊 ね19

１６　その他

（北越出兵日記）　 （慶応4年3月25日～6月） 綴・1通 ね2

［電震気之儀］（包紙）　士族館三郎→‐近藤の朱印
あり、ね44‐2入

包紙・1点 ね44-1

［電震気之儀］（実用性を実見願につき）　青色罫
紙

（明治5年）壬申正月19日 竪紙・1通 ね44-2

１４　松代庁／庁政／藩士献言　　　政事所

（長谷川平次郎呈上書類一括）　包紙一括 6点 ね62

［申上］（包紙）　ね62‐2～62‐6を一括 包紙・1点 ね62-1

長谷川平次郎呈上書（集議院問題等維新後の政
局問題書上）　（長谷川平次郎）→‐｢周球館印｣

明治 竪紙・1通 ね62-2

長谷川平次郎呈上書（維新後の政局問題書上）
（長谷川平次郎）→‐｢周球館印｣

竪紙・1通 ね62-3

［横井平四郎大病中門人へ説話筆記］　通旭→‐
　｢周球館印｣

竪半・1冊 ね62-4

［当初攘夷論ノ根元聞書］　｢周球館印｣ 竪半・1冊 ね62-5

長谷川平次郎申上書（端裏書）［申上］（京摂等無
事につき）　長谷川平次郎→‐

7月21日 切紙・1通 ね62-6

清右衛門申上書（端裏書）［極密之御手許限り別
紙相添申上］（商社積立規則取決の件につき）
清右衛門→‐

11月6日 横切継紙・1通 ね7-3

［商社規則書］　虫損あり、裏打済、ね7‐2・3の別紙 横切継紙・1通 ね7-4

１４　松代庁／庁政／藩士献言　　１５　元松代庁／財方／旧藩士御救い　　１６　その他
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（元会津藩士5人名面書）　一部破損 横切継紙・1通 の40

［午歳在京役員］　 （明治3年） 竪半・1冊 の41

（封筒）　長野県→第二十九区区長副　の42-2入 （明治7年）4月20日 封筒・1点 の42-1

内務卿木戸孝允達書［乙第二十二号］（招魂場
無税・祭祀等官費支給並びに修繕費取調につ
き、付取調書雛形帳面）　内務卿木戸孝允→府県
活版、付属の取調書は竪半

明治7年3月17日 竪紙・1通 の42-2

（2月12日到来留守居・太政官布達留）　朱書｢二月
十二日到来｣

（明治3年）2月12日到来 竪半・1冊 の43

某用状（藩副事等選出等6ヶ条書）　 横切継紙・1通 の44

（官禄規則・官禄定則）　頁数付 横長半・1冊 の45

監察伺書（端裏書）［弾正台御印章之義ニ付伺］（弾
正台廃止のため印章返上の件につき）　監察→
‐

7月 横切継紙・1通 の46

２　真田家／家計／寄付金・農工銀行　　　真田家家令・家扶

（追福修堂金寄付金関係書類一括）　紙縒一括 3点 の47

（紙縒）　の47-2・3一括 紙縒・1点 の47-1

佐藤則善他一名用状（拙者名前にて融通方へ願
の件報告につき）　佐藤則善・証人矢野清智→‐

横切継紙・1通 の47-2

御家令助佐藤則善金銭受取証文［証］（追福修堂
金寄付金預りにつき）　御家令助佐藤則善→長国
寺住職鶴沢古鏡殿・同寺御世話掛御中

明治8年12月 竪紙（美）・1通 の47-3

（長野県農工銀行関係書類綴）　 7点 の21

［記］（明治41・42年当用金決済書）　 切紙・1通 の21-1

藤四郎他一名書状（委任状へ調印の上計算書送
付取計い願につき）　藤四郎・（久保）成→（佐藤）
知則様

11月27日 横切継紙・1通 の21-2

［記］（返納金1筆差引勘定金等勘定書）　 横切紙・1通 の21-3

［記］（送金・地所買上金等差引の上残金勘定書） 横切継紙・1通 の21-4

（生萱田地・竹山町宅関係代金等支払後残金勘
定書）　

横切紙・1通 の21-5

表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号

１　真田家／家政／太政官布達など　　　真田家家令・家扶

の（B）箱

１　真田家／家政／太政官布達など　　２　真田家／家計／寄付金・農工銀行
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３　藩政／財方／勘定用状　　　勘定所

（東京よりの御用状一括　明治2年6月～12月）　包
紙一括

65点 の76

［東京御用状入］　 明治2年正月ヨリ 封筒・1点 の76-1

（東京御用状綴　明治2年6月～12月）　 11点 の76-2

月岡善平用状（御金未到着等につき）　（月岡）善
平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　端裏書｢六月
五日朝達　同六日付返書　大塚氏｣

（明治2年）6月2日 横切継紙・1通 の76-2-1

月岡善平用状（御金未到着等につき）　（月岡）善
平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　端裏書｢巳六
月廿三日朝達　同廿五日付返書　大塚氏｣

（明治2年）6月20日 横切継紙・1通 の76-2-2

月岡善平用状（大札と小札両替不都合等につ
き）（月岡）善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）8月22日 横切継紙・1通 の76-2-3

柘植嘉兵衛用状（大札と小札両替不都合等につ
き）　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進
様・（岡野）弥右衛門様

（明治2年）8月15日 横切継紙・1通 の76-2-4

月岡善平用状（大札と小札両替不都合等につ
き）（月岡）善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　
端裏書｢巳八月廿一日達　大塚氏｣

（明治2年）8月15日 横切継紙・1通 の76-2-5

月岡善平用状（上納金到着等につき）　（月岡）善
平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　端裏書｢巳八
月廿七日達　大塚氏｣

（明治2年）8月20日 横切継紙・1通 の76-2-6

月岡善平用状（着金の内贋金・刎金送付につき）
（月岡）善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）8月29日 横切継紙・1通 の76-2-7

月岡善平用状（悪刎金別紙包装につき）　（月岡）
善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）8月29日 横切継紙・1通 の76-2-8

月岡善平用状（5千両金支出願につき）　（月岡）
善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）12月14日 横切継紙・1通 の76-2-9

月岡善平用状（軍用一件不足代金支出願につ
き）　（月岡）善平→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）12月14日 横切継紙・1通 の76-2-10

月岡善平用状（預り人護送等種々事件のため支
出願につき）　（月岡）善平→（酒井）市治様・（水野）
清右衛門様

（明治2年）12月21日 横切継紙・1通 の76-2-11

（柘植嘉兵衛金銭関係用状綴　明治2年3月～12
月）　

18点 の76-3

柘植嘉兵衛用状（逼迫のため支出願につき）　 （明治2年）6月2日 横切継紙・1通 の76-3-1

（松代町・竹山町等地租関係金勘定書）　 横切継紙・1通 の21-6

［記］（明治41年9月7日～42年5月12日利子済金
等代金書上）

切紙・1通 の21-7

３　藩政／財方／勘定用状
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　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡
野）弥右衛門様　端裏書｢六月四日暮過達　五日付返
書　東京｣

柘植嘉兵衛用状（道中囲金・封金送金等につき）
（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡
野）弥右衛門様

（明治2年）8月14日 横切継紙・1通 の76-3-2

柘植嘉兵衛用状（到着金に弐分金多し・小札送
金依頼等につき）　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・
（佐藤）為之進様・（岡野）弥右衛門様

（明治2年）8月15日 横切継紙・1通 の76-3-3

柘植嘉兵衛用状（内義出立のため封金送付依頼
につき）　（柘植）嘉兵衛→‐

（明治2年）15日 切紙・1通 の76-3-4

柘植嘉兵衛用状（小札等送金につき）　（柘植）嘉
兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡野）弥右衛
門様

（明治2年）8月20日 横切継紙・1通 の76-3-5

柘植嘉兵衛用状（小札・悪金等急送等につき）　
（柘植）嘉兵衛→御勝手元〆様

（明治2年）8月16日 横切継紙・1通 の76-3-6

柘植嘉兵衛用状（悪金返却につき）　（柘植）嘉兵
衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡野）弥右衛門
様

（明治2年）8月26日 横切継紙・1通 の76-3-7

柘植嘉兵衛用状（上納金の内悪金・刎銭返却に
つき）　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之
進様・（岡野）弥右衛門様

（明治2年）8月29日 横切継紙・1通 の76-3-8

柘植嘉兵衛用状（別封手数ながら御達願につ
き）（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・
（岡野）弥右衛門様

（明治2年）8月29日 横切継紙・1通 の76-3-9

（瀬戸川村等9ヶ村上納金勘定書）　 （明治2年） 1冊・横長半 の76-3-10

柘植嘉兵衛用状（両替相場不都合のため送金願
につき）　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為
之進様・（岡野）弥右衛門様

（明治2年）12月14日 横切継紙・1通 の76-3-11

柘植嘉兵衛用状（御台所元〆石川藤次郎御賞目
録下賜の件につき）　柘植嘉兵衛→鎌（鎌原）伊野
右衛門様

（明治2年）12月14日 横切継紙・1通 の76-3-12

柘植嘉兵衛用状（正金不融通のため配慮願等の
件につき）　（柘植）嘉兵衛→（佐藤）為之進様

（明治2年）12月16日 横切継紙・1通 の76-3-13

柘植嘉兵衛用状（京都預り人護送等の費用送金
願につき）　柘植嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為
之進様・（岡野）弥右衛門様

（明治2年）12月21日 横切継紙・1通 の76-3-14

某用状（この義心配につき）　 （明治2年） 切紙・1通 の76-3-15

柘植嘉兵衛用状（逼迫につき300両・支払代1千
両送付願につき）　柘植嘉兵衛→（佐藤）為之進様

（明治2年）12月16日 切紙・1通 の76-3-16

柘植嘉兵衛用状（支払金1千両送金願等につき）
柘植嘉兵衛→（草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡野）
弥右衛門様

（明治2年）12月22日 横切継紙・1通 の76-3-17

柘植嘉兵衛用状（端裏書）［御囲金送り退散］（逼 （明治2年）3月29日 横切継紙・1通 の76-3-18

３　藩政／財方／勘定用状



－ 92－

　迫のため5分送金願につき）　柘植嘉兵衛→（草
間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡野）弥右衛門様

（金銭用立関係用状綴　明治2年4月～6月）　 7点 の76-4

久保極人用状（金札受取等につき）　（久保）極人
→（岡野）弥右衛門様　端裏書｢久保殿　五月廿一日
下ケ　五月廿九日返書｣

（明治2年）5月26日 横切継紙・1通 の76-4-1

三人用状（当月月割金受取並びに明治元年月割
金残金送金願につき）　三人→（酒井）市治様・（水
野）清右衛門様

（明治2年）4月17日 横切継紙・1通 の76-4-2

酒井市治用状（玉川様御文通案閲覧願等につ
き）酒井市治→草（草間）一路様

6月5日 切紙・1通 の76-4-3

草間一路用状（端裏書）［三宇一条　玉川様御文
通案］（正金等借用願につき）　（草間）一路→（玉
川）一学様

6月5日 横切継紙・1通 の76-4-4

会計官判事通達（梅田屋卯兵衛他1名海運横際
生産引立会所へ出頭につき）　会計官判事→御
名（真田幸民）殿御家来

5月24日 横切紙・1通 の76-4-5

［六月中東京御用金出様］　 1冊・横長半 の76-4-6

［御金出積］（諸品支出後残金高につき）　 明治 1冊・横長半 の76-4-7

（金銭用立関係用状綴　明治2年4月～5月）　 18点 の76-5

三人用状（月給等支障のため美和村宇兵衛へ貸
付の才覚金返上の様取計い願につき）　三人
→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

明治4月21日 横切継紙・1通 の76-5-1

小野唯之進他一名用状（諸品買物代金払切のた
め悪金支給送金願につき）　（小野）唯之進・（田
中）権之助→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年4月23日） 横切継紙・1通 の76-5-2

行政官通達（長谷川三郎兵衛徴子御免につき） 
行政官→‐

4月 横切継紙・1通 の76-5-3

木町直治願書［口上］（金札用立のため正金1万5
千両拝借につき）　木町（和泉屋）直治→小野唯之
進様

（明治2年）巳5月7日 竪紙・1通 の76-5-4

小野唯之進用状（正金と金札同様に通用の旨家
中・郡中へ触達願等につき）　（小野）唯之進→
（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）5月朔日 横切継紙・1通 の76-5-5

小野唯之進用状（正金と金札同様に通用の旨家
中・郡中へ廻村等にて触達願につき）　（小野）
唯之進→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　端裏書｢
五月二日朝達　小野氏｣

（明治2年）4月28日 横切継紙・1通 の76-5-6

小野唯之進用状（降伏人入料受取・正金と金札
同様に通用の旨厳重触達願・和泉屋御用達願
等ニ付）　（小野）唯之進→（酒井）市治様・（水野）清
右衛門様　端裏書｢五月十二日朝達　五月廿五日達
書　小野氏｣

（明治2年）5月9日 横切継紙・1通 の76-5-7

和泉屋直治申上書［口上］（正金入用返金仕法等 （明治2年）5月9日 横切継紙・1通 の76-5-8

３　藩政／財方／勘定用状
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　につき）　（和泉屋）直治→上　の76-5-7の関連文書

小野唯之進用状（正金と金札同様に通用の旨厳
重触達願・和泉屋御用達願・横浜崎屋よりの
借金返済の件につき）　（小野）唯之進→（酒井）市
治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）5月9日 横切継紙・1通 の76-5-9

小野唯之進用状（出兵入料御下ケ金取調の件に
つき）　（小野）唯之進→（酒井）市治様・（水野）清右
衛門様

（明治2年）5月13日 横切継紙・1通 の76-5-10

某用状［覚］（会津降伏人預り入料取調書）　某→
‐　端裏書｢此書面御差出相成候処御取用之不相成
事｣

（明治2年）5月 横切継紙・1通 の76-5-11

御名公用人横田数馬願書（会津降伏人賄・着服
料支給につき）　御名公用人横田数馬→‐

（明治2年）5月 横切継紙・1通 の76-5-12

御名公用人横田数馬願書（会津降伏人鼻紙料支
給につき）　御名公用人横田数馬→‐

（明治2年）5月 横切継紙・1通 の76-5-13

小野唯之進用状（商人よりの借入金返済の件・
大谷幸蔵よりの上納金残金取調書等受取等
につき）　（小野）唯之進→（酒井）市治様・（水野）清
右衛門様　端裏書｢巳六月廿一日達　同廿二日付返
書宇之助へ渡ス　小野氏｣

（明治2年）6月14日 横切継紙・1通 の76-5-14

某拝借金取調書并下ケ札答書［覚］（三輪村宇兵
衛御用達金1万両拝借取調につき）　

（明治2年） 横切紙・1通 の76-5-15

小野唯之進用状（三輪宇兵衛生産会所へ金札上
納方の件等につき）　（小野）唯之進→（酒井）市治
様・（水野）清右衛門様　端裏書｢巳六月廿三日達　同
廿五日付返書宇之助へ渡ス　小野氏｣

（明治2年）6月20日 横切継紙・1通 の76-5-16

小野唯之進用状（当用金の繰回方・大坂よりの
借財6万両の内商人へ貸下げ等につき）　（小
野）唯之進→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　端裏
書｢巳六月廿四日達　同廿五日付返書　小野氏｣

（明治2年）6月17日 横切継紙・1通 の76-5-17

小野唯之進用状（京都借入金一件・三輪村宇兵
衛貸下ケ金の繰回し仕法承知等につき）　（小
野）唯之進→（酒井）市治様・（水野）清右衛門様

（明治2年）6月7日 横切継紙・1通 の76-5-18

４　藩政／財方／給金勘定など　　　勘定所

某用状［覚］（渡金・御借入金等借入金差引につ
き）

（慶応元年）戌2月8日 横切継紙・1通 の66-1

某用状（端裏書）［渡残之分］（諏訪部分等残金取
調につき）　

（慶応元年2月8日） 横切継紙・1通 の66-2

［覚］（受取印書差引につき）　 亥月正日 横切紙・1通 の67-1

小野喜平太用状［覚］（証文引渡の件につき）　 （嘉永）正月晦日 横切継紙・1通 の67-2

４　藩政／財方／給金勘定など
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（大熊衛士等供人足賃勘定関係書類綴　明治元年
10月）　かぶせ綴

明治元年 46点 の32

御飛脚才領組賃銭払元吉申上書（明治元年大熊
衛士等供人足賃42枚分切手勘定につき）　御
飛脚才領組賃銭払元吉→‐

明治3年午10月 竪継紙・1通 の32-1

長窪宿笹屋善右衛門金銭受取証文［覚］（旅籠料
5人分等代金受取につき）　長窪宿笹屋善右衛門
→松代様御内御払方様　貼紙あり

（明治元年）辰10月21日 竪紙・1通 の32-2

御旧臣和田宿長井重左衛門金銭受取証文［覚］
（金500目録受取につき）　御旧臣和田宿長井重
左衛門→‐　虫損あり

（明治元年）辰10月 竪紙・1通 の32-3

和田峠東餅屋御用宿土屋藤八金銭受取証文
［覚］（昼弁当代等受取につき）　和田峠東餅屋
御用宿土屋藤八→松代様御内御払方様　虫損あり

（明治元年）辰10月22日 竪紙・1通 の32-4

下諏訪宿佐賀屋治郎助金銭受取証文［覚］（旅籠
料5人分等代金受取につき）　下諏訪宿佐賀屋治
郎助→松代様御内町田元吉殿　虫損あり

（明治元年）辰10月23日 竪継紙・1通 の32-5

５　藩政／財方／出張中諸宿諸費受取　　　勘定所

　（小野）喜平太→（春日）儀左衛門・（春山）磯治

春日儀左衛門他一名金銭預り証文［覚］（小野喜
平太下ケ金につき）　春日儀左衛門・宮本慎助→
興津藤右衛門殿・矢野式左衛門殿

嘉永3年2月 切紙・1通 の67-3

（証文引渡につき）　 横切継紙・1通 の67-4

小野喜平太他二名金銭勘定書［借財取調覚］（760
両拝借につき）　小野喜平太・親類興津藤右衛門・鹿
野伴治→‐　端裏書｢小野喜平太｣

11月 横切継紙・1通 の68

（金銭受取証文等綴）　 6点 の69

□□大輔用状［覚］（玄米3俵支給願につき）　□
□大輔→御賄衆中　虫損甚大、裏打済

安政6年未□月 横切紙・1通 の69-1

［　］衛門金銭勘定書［覚］（金銭勘定書）　［　］衛
門→‐　虫損甚大、裏打済

戌□月 横切継紙・1通 の69-2

［　］用状（［覚］（扶持米の件願につき）　［　］→
御賄所　虫損甚大、裏打済

弘化4年未6月 横切紙・1通 の69-3

［　］金銭受取証文［覚］（要用のため5両につき）
［　］→小林与左衛門殿　虫損大

酉11月25日 切紙・1通 の69-4

親類某金銭受取証文雛形［覚］（小林喜平太への
下ケ金受取につき）　親類―→矢部（式左衛門）・
宮本（慎助）・春山（磯治）

横折紙・1通 の69-5

上原徳之助用状（金1両受取につき）　（上原）徳之
助→（春山）磯治様

10月11日 横切紙・1通 の69-6

５　藩政／財方／出張中諸宿諸費受取
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松島宿問屋嘉兵衛代金受取証文［覚］（御野茶代
等受取につき）　松島宿問屋嘉兵衛→松代様御内
御払方様　虫損甚大、破損甚大

（明治元年）辰10月23日 横切紙・1通 の32-6

伊那部宿問屋清兵衛金銭受取証文［覚］（旅籠料
等受取につき）　（伊那街道）伊那部宿問屋清兵衛
→松代様御内御役人中様　虫損あり

（明治元年）辰10月24日 横切紙・1通 の32-7

飯島宿御用宿楢崎与次右衛門金銭受取証文
［覚］（上下16人昼朝等につき）　飯島宿御用宿
楢崎与次右衛門→上　虫損あり

（明治元年）辰10月25日 横切紙・1通 の32-8

上穂宿殿岡半左衛門金銭受取証文［覚］（御上様
御旅籠料等代金受取につき）　上穂宿殿岡半左
衛門→松代様御内町田元吉様　虫損あり

（明治元年）辰10月26日 竪紙・1通 の32-9

北殿宿綿宿義右衛門金銭受取証文［覚］（御上様
昼弁当代金等受取につき）　北殿宿綿宿義右衛
門→松代様御内御払方様

（明治元年）辰10月26日 横切紙・1通 の32-10

小野宿扇屋茂左衛門金銭受取証文［覚］（旅籠
料・御茶代等代金受取につき）　小野宿扇屋茂
左衛門→松代様御内御払方様　貼紙あり

（明治元年）辰10月27日 横切紙・1通 の32-11

塩尻宿万屋蔵左衛門金銭受証文［覚］（御休息代
金目録受取につき）　塩尻宿万屋蔵左衛門→上

（明治元年）辰10月27日 竪紙・1通 の32-12

下諏訪宿亀屋茂兵衛金銭受取証文［覚］（昼弁当
代受取につき）　下諏訪宿（小湯端）亀屋茂兵衛→
松代様御内町田元吉様

（明治元年）辰10月28日 竪紙・1通 の32-13

下諏訪宿亀屋茂兵衛金銭受取証文［覚］（昼弁当
代金受取につき）　下諏訪宿（小湯端）亀屋茂兵衛
→松代様御内町田元吉様

（明治元年）辰10月28日 竪紙・1通 の32-14

西餅屋久兵衛金銭受取証文［覚］（昼弁当代受取
につき）　西餅屋久兵衛→松代様御内町田元吉殿

（明治元年）辰10月28日 竪紙・1通 の32-15

和田宿長井与左衛門金銭受取証文［覚］（旅籠
料・茶代金・手当金受取につき）　和田宿長井与
左衛門→松代様御内御払方様　貼紙訂正、虫損あり

（明治元年）辰11月28日 竪紙・1通 の32-16

長久保宿小林九右衛門金銭受取証文［覚］（銀目
録受取につき）　長久保宿小林九右衛門→大熊様
御家来中様　貼紙訂正、虫損あり

（明治元年）10月29日 竪紙・1通 の32-17

腰越村御宿春蔵金銭受取証文［覚］（昼・弁当代
等受取につき）　腰越村御宿春蔵→松代様御内御
払方様　虫損あり

（明治元年）辰10月29日 竪紙・1通 の32-18

米屋万右衛門金銭受取証文［覚］（旅籠代・茶代
受取につき）　（信州上田御本陣脇）米屋万右衛門
→松代様御内御払方様　虫損あり

（明治元年）辰10月29日 竪紙・1通 の32-19

御茶屋守室賀八左衛門金銭受取証文［覚］（茶代
受取につき）　御茶屋守室賀八左衛門→上

（明治元年）10月30日 切紙・1通 の32-20

坂本宿与□金銭受取証文［覚］（弁当代・茶代受
取につき）　（坂木田町）坂木宿与□→松代様上

（明治元年）辰10月29日 横切紙・1通 の32-21

５　藩政／財方／出張中諸宿諸費受取



－ 96－

［従松代飯島迄宿々駄賃帳　御用］　‐→松代町
田元吉

（明治元年10月21日～
10月28日）

横長半・1冊 の32-22

［小払覚］（各宿等への手当代等）　 （明治元年10月21日～
10月25日）

横長半・1冊 の32-23

（供方足痛のため駕籠雇代書上）　 （明治元年） 切紙・1通 の32-24

長窪問屋金銭受取証文［覚］（酒井様分長窪より
和田宿までの先触人足賃につき）　（長窪）問屋
→‐

（明治元年）10月22日 横切継紙・1通 の32-25

和田問屋金銭受取証文［覚］（酒井様和田より下
諏訪までの先触人足賃につき）　和田問屋→‐

（明治元年10）月22日 切紙・1通 の32-26

和田問屋金銭受取証文［覚］（山本様和田より下
諏訪での先触人足賃につき）　和田問屋→‐

（明治元年10）月22日 切紙・1通 の32-27

岡谷問屋金銭受取証文［覚］（山本様分岡谷より
平出までの先触人足賃につき）　（岡谷）問屋→
‐

（明治元年）10月23日 切紙・1通 の32-28

平出問屋役人金銭受取証文［覚］（酒井様伊奈平
出より松島まで先触人足賃につき）　（伊奈平
出）問屋役人→‐

（明治元年）10月23日 切紙・1通 の32-29

松島問屋役人金銭受取証文［覚］（酒井様松島よ
り小野まで先触人足賃につき）　（松島）問屋役
人→‐

（明治元年）辰10月23日 切紙・1通 の32-30

大泉問屋役人金銭受取証文［覚］（山下様大泉よ
り伊那部まで先触人足賃につき）　（大泉宿）問
屋役人→‐

（明治元年）10月23日 切紙・1通 の32-31

宮田問屋役人金銭受取証文［覚］（酒井様宮田よ
り上穂まで先触人足賃につき）　（宮田）問屋役
人→‐

（明治元年）10月24日 切紙・1通 の32-32

赤浦町問屋役人金銭受取証文［覚］（赤浦より飯
島まで先触人足賃につき）　赤浦町問屋役人→
上

（明治元年）10月24日 切紙・1通 の32-33

飯島問屋役人金銭受取証文［覚］（飯島より上穂
まで先触人足賃につき）　（飯島）問屋役人→上

（明治元年）10月25日 切紙・1通 の32-34

伊奈部問屋役人金銭受取証文［覚］（伊奈部より
宮田まで先触人足賃につき）　（伊奈街道西伊奈
部宿）問屋役人→上

（明治元年）10月24日 切紙・1通 の32-35

大泉宿問屋役人金銭受取証文［覚］（酒井様大泉
より松島まで先触人足賃につき）　（伊奈街道
大泉宿）問屋役人→‐

（明治元年）10月26日 切紙・1通 の32-36

松島問屋役人金銭受取証文［覚］（山本様・酒井
様松島より宮木まで先触人足賃につき）　（松
島）問屋役人→上

（明治元年）辰10月26日 切紙・1通 の32-37

宮木問屋役人金銭受取証文［覚］（山本様宮木よ
り小野まで先触人足賃につき）　（宮木）問屋役
人→‐

（明治元年）10月26日 切紙・1通 の32-38

５　藩政／財方／出張中諸宿諸費受取
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６　藩政／財方／北陸総督府通行賄い代取計　　　勘定所

（北陸道総督府・兵部卿宮様凱陣通行賄代支給
願書類綴　明治2年10月～3年6月）　の61-1～5
までを添付書類として用度司が最終的に出した伺が
の61-6

6点 の61

用度属伺書（北陸道総督府・兵部卿宮様凱陣通
行の節賄代支給願につき）　用度属→‐　以下
の61-5まで別紙

6月 横切継紙・1通 の61-1

吉田藤右衛門伺書（北陸道総督府・兵部卿宮様
凱陣通行の節賄代牟礼宿へ支給願につき）　
吉田藤右衛門→宮下三郎治様

6月23日 横切継紙・1通 の61-2

水内郡牟礼村役人惣代組頭藤次郎願書［乍恐以
書付奉歎願候］（悪作難渋のため北陸道総督
府・兵部卿宮様凱陣通行の節賄代支給願につ
き）　水内郡牟礼村役人惣代組頭藤次郎→松代藩御
預所御役所

明治3年午6月 竪半・1通 の61-3

水内郡牟礼宿問屋兼名主六左衛門他三名願書
［明治元辰年十月宮様御通輿ニ付御本領御賄
書上帳］（賄代取調のため支給願につき）　水
内郡牟礼宿問屋名主兼六左衛門・同政右衛門・年寄松

明治2年巳10月 横長半・1冊 の61-4

小野問屋役人金銭受取証文［覚］（山本様小野よ
り塩尻まで先触人足賃につき）　（小野）問屋役
人→‐

（明治元年）辰10月27日 切紙・1通 の32-39

伊奈部問屋役人金銭受取証文［覚］（酒井様伊奈
部より北殿まで先触人足賃につき）　（伊奈
部）問屋→上

（明治元年）10月26日 切紙・1通 の32-40

塩尻問屋金銭受取証文［覚］（山本様・酒井様塩
尻より下諏訪まで先触人足賃につき）　（塩
尻）問屋→‐

（明治元年）辰10月27日 切紙・1通 の32-41

下諏訪問屋金銭受取証文［覚］（山本様・酒井様
塩尻より下諏訪まで先触人足賃につき）　（下
諏訪）問屋→‐

（明治元年）辰10月29日 切紙・1通 の32-42

和田問屋金銭受取証文［覚］（酒井様和田より長
窪まで先触人足賃につき）　（和田）問屋→‐

（明治元年10月）29日 切紙・1通 の32-43

腰越問屋金銭受取証文［覚］（山下様腰越より長
瀬まで先触人足賃につき）　（腰越）問屋→上

（明治元年）10月29日 切紙・1通 の32-44

長瀬村問屋金銭受取証文（人足・駕籠代につき）
　長セ村問屋→上

（明治元年10月） 切紙・1通 の32-45

助右衛門金銭受取証文（家来上田より鼠まで人
足賃につき）　助右衛門→上

（明治元年10月）30日 切紙・1通 の32-46

６　藩政／財方／北陸総督府通行賄い代取計
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