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にて拝借につき）　内川村御借主繁蔵・御受人良左衛
門・名主庄三郎他2名→御勘定所御内借御掛り御役所　
端裏書｢内川村｣

町川田村御借主彦右衛門他四名拝借証文［差上申
御内借金証文之事］（借入金の内金10両1年賦借
主持地引当にて拝借につき）　町川田村御借主彦
右衛門・親類加判芳吉・名主健左衛門他2名→御勘定所御
内借御掛御役所　端裏書｢町川田村｣

天保7年申9月 竪継紙・1通 ふ19

下小嶋田村御借主徳左衛門他三名拝借証文［差上
申御内借証文之事］（借入金の内金30両1年賦入
上籾引当にて拝借につき）　下小嶋田村御借主徳
左衛門・名主一作・組頭九右衛門他1名→御勘定所御内借
御掛御役所　端裏書｢下小嶋田村徳左衛門｣

天保9年戌2月 竪継紙・1通 ふ20

久保寺村小詠組綿内右門様御蔵本御借主佐兵衛
他三名拝借証文［差上申御内借金証文之御事］
（借入金の内金5両1年賦入上籾引当にて拝借に
つき）　久保寺村小詠組綿内右門様御蔵本御借主佐兵
衛・同断銀蔵・名主勘右衛門他1名→御勘定所御内借掛り
御役所　端裏書｢久保寺村｣

天保10年己亥5月 竪継紙・1通 ふ21

追通村御借主名拝借証文主市左衛門他二名拝借
証文［差上申御内借金証文之御事］（商売仕入
金のため金30両1年賦入上籾引当にて拝借につ
き）　追通村御借主名主市左衛門・組頭嘉兵衛・長百姓
甚十郎→御勘定所御内借御掛御役所

天保10年亥8月 竪継紙・1通 ふ22

下高田村御借主藤七他四名拝借証文［差上申御内
借証文之事］（借入金の内金10両1年賦入上籾引
当にて拝借につき）　下高田村御借主藤七・御請人
与惣兵衛・名主斧七他2名→御勘定所御内借御掛御役所
端裏書｢下高田村｣

天保11年子2月 竪継紙・1通 ふ23

（拝借証文綴　天保11年正月～12月）　 2点 ふ24

力石村御借主五左衛門他三名拝借証文［差上申
御内借金証文之事］（借入金の内金6両1分9匁
8厘15年賦借主持地引当にて拝借につき）　力
石村御借主五左衛門・名主宇右衛門・組頭長右衛門他
1名→御勘定所御内借御掛御役所　端裏書｢力石村五
左衛門｣、ふ-24-1・ふ-24-2は紙縒にて綴、片桐重之助巳
年迄返上分・残金取調貼紙あり、入久左衛門辰年迄返
上分・残金取調貼紙あり

天保11年子正月 竪継紙・1通 ふ24-1

力石村御借主五左衛門他三名拝借証文［差上申
御内借金証文之事］（借入金の内金2両15年賦
借主持地引当にて拝借につき）　力石村御借主
五左衛門・名主宇右衛門・組頭長右衛門他1名→御勘
定所御内借御掛御役所　端裏書｢力石村五左衛門｣、
ふ-24-1・ふ-24-2は紙縒にて綴

天保11年子12月 竪継紙・1通 ふ24-2

高野覚之進他一名指示書（通宮左十郎金100両入
上籾引当拝借のため元利当人より取立につき） 

嘉永3年戌12月 竪継紙・1通 ふ25

２　藩政／在方／村方御救い拝借金証文
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高野覚之進・片桐十之助→春日儀右衛門殿・宮本慎助殿・
青山磯治殿　嘉永2年通宮左十郎拝借証文写あり

伊東賢治拝借証文［覚］（借入金の内金2両切米引
当にて拝借につき）　伊東賢治→大嶋磯右衛門殿・
西村源蔵殿・池田良右衛門殿

天保10年亥8月 竪紙・1通 ふ26

専納村某拝借証文［差上申拝借証文之事］（大塩組
大雨の時居屋敷抜覆のため金15両5年賦にて拝
借につき）　（専納村）→（御勘定所拝借御掛御役所）　
ふ-27・ふ-28は巻込一括、端裏書｢専納村｣、西村源蔵辰年
迄返上分・残金取調貼紙あり、虫損甚大

竪継紙・1通 ふ27

鬼無里村某拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金
129両3分12匁8分6厘30年賦にて拝借につき）　
（鬼無里村）→（御勘定所拝借御掛御役所）　ふ-27・ふ-28
は巻込一括、端裏書｢鬼無里村｣虫損甚大

竪継紙・1通 ふ28

某拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金214両1分
9分8厘30年賦にて拝借につき）　‐→（御勘定所拝
借御掛御役所）　辰御元残金取調貼紙あり、虫損甚大

竪継紙・1通 ふ29

青木村某拝借証文［指上申拝借証文之御事］（酉年
迄拝借残分元金6両4分7厘10年賦にて拝借につ
き）　（青木村）→（御勘定所拝借御掛御役所）　後欠、端
裏書｢青木村｣

竪継紙・1通 ふ30

五十里村名主佐源太他五名拝借証文（是迄1割礼
金年切拝借の分利下長年賦にて拝借につき）　
五十里村名主佐源太・同断［　］・同断［　］他3名→御勘定
所拝借御懸り御役所　前欠、虫損甚大

文化13年子12月 竪継紙・1通 ふ31

（江府為替金受取印書入につき）　（志川村）→上 包紙・1点 ふ32

３　藩政／在方／村方拝借米返済受取報知　　　勘定所

（御勘定元〆拝借米返上分関係書類綴　天保10年
10月～天保15年7月）　

14点 ふ33

伊東賢治他一名申上書［覚］（玄米2俵村方拝借
籾の内返上受取につき）　伊東賢治・菊池浪治／
（奥印）岡嶋荘蔵→菊池孝助殿・水井忠蔵殿

天保15年辰7月 切紙・1点 ふ33-1

菊池浪治他一名申上書［覚］（玄米2俵村方拝借
米の内返上受取につき）　菊池浪治・中嶋渡浪／
（奥印）岡嶋荘蔵→矢野倉惣之進殿・菊池孝助殿

天保13年寅11月 切紙・1点 ふ33-2

菊池浪治他一名申上書［覚］（玄米20俵村方拝借
米の内返上受取につき）　菊池浪治・中嶋渡浪／
（奥印）岡嶋荘蔵→矢野倉惣之進殿・菊池孝助殿

天保13年寅11月 切紙・1点 ふ33-3

某用状［覚］（差上籾拝借籾代金にて拝借買上分
書出につき）　後欠

切紙・1点 ふ33-4

細田久作他一名申上書［覚］（玄米2俵村方拝借米 天保13年寅10月 切紙・1点 ふ33-5

３　藩政／在方／村方拝借米返済受取報知
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の内返上受取につき）　細田久作・小林友之丞→矢
野倉惣之進殿・菊池孝助殿

某申上書［覚］（玄米135俵去午年拝借米の内返上
受取につき）　後欠

切紙・1点 ふ33-6

某用状［覚］（拝借米の内返上籾256俵書出につき）
後欠

切紙・1点 ふ33-7

助中島渡浪申上書［覚］（人別差上籾買上引渡分58
俵につき）　助中島渡浪→‐　後欠

天保13年寅10月 切紙・1点 ふ33-8

佐川又左衛門申上書［覚］（玄米120俵村方拝借米
籾の内返上受取につき）　佐川又左衛門・長岡富五
郎→矢野倉惣之進殿　後欠

天保11年子10月 切紙・1点 ふ33-9

某用状［覚］（戌12月～子10月返上籾1千114俵書出
につき）　後欠

切紙・1点 ふ33-10

某用状［覚］（申10月～戌9月返上籾書出につき）　
後欠

切紙・1点 ふ33-11

三輪徳左衛門他五名申上書［覚］（御救方入料御手
当籾品替分代籾1千509俵1斗1升5合3勺受取に
つき）　三輪徳左衛門・小林友之丞・長岡富五郎他3名／
（奥印）矢野倉惣之進・菊池孝助／（奥印）金児丈助→矢野
倉惣之進殿・菊池孝助殿

天保10年亥10月 横切継紙・1通 ふ33-12

某用状［覚］（巳12月～午6月御蔵入玄米等書出に
つき）　後欠

切紙・1点 ふ33-13

某用状［覚］（巳12月～酉12月御蔵入籾7578俵2斗5
升書出につき）　後欠

切紙・1点 ふ33-14

３　藩政／在方／村方拝借米返済受取報知
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表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
１　藩主（藩侯）／内方／御刀・武具・馬具拵

１　藩主（藩侯）／内方／御刀・武具・馬具拵　奥元

（鞘巻御太刀之絵図綴　文化10年7年）　へ236、へ
237は関連文書、同一部局で保管されていた可能性大　

2点 へ236

［文化九申年於江戸表御拵被　仰付候御鞘巻御
太刀之図、其節懸り合相勤候高島平右衛門、
此表御納戸え持参ニ付、後之為御見合相仕廻
置申候］（包紙）　御金方→‐　

文化10年酉7月19日 包紙・1点 へ236-1

［鞘巻御太刀之絵図］（包紙）　　 包紙・1点 へ236-2

（鞘巻御太刀之絵図）　　 竪継紙・1通 へ236-3

（御刀御拵御用関係書類綴）　へ236、へ237は関連文
書、同一部局で保管されていた可能性大

6点 へ237

奥村三左衛門用状（御刀1腰等8筆書上）　奥村三
左衛門→御金方様

4月18日 横切継紙・1通 へ237-1

奥村三左衛門書状（景光御拵付1腰を大熊衛士
指図により其表へ差遣につき）　奥村三左衛門
→金児綱左衛門様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門様
他5名　追啓で御刀袋、御紐を御納戸方御用荷の内に
入れて送るので刀袋は返却すべき旨

4月18日 横切継紙・1通 へ237-2

奥村三左衛門書状（御刀1腰・御刀箱之紐等を其
表へ差遣につき）　奥村三左衛門→金児綱左衛門
様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門様他5名

4月18日 横切継紙・1通 へ237-3

奥村三左衛門申上書（御刀景光白鞘1腰等7筆、
御拵御用になる旨）　奥村三左衛門→金児綱左衛
門様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門様他5名

4月18日 横切継紙・1通 へ237-4

奥村三左衛門申上書［覚］（御刀景光1腰、大熊衛
士指図により其表へ差遣につき）　奥村三左衛
門→金児綱左衛門様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門
様他5名

申4月18日 竪継紙・1通 へ237-5

某用状［覚］（御切羽2枚等3筆、江戸表より出来
の御刀御拵の内）　　

横切紙・1通 へ237-6

赤沢助之進書状（3ヶ所惣鉤拵出来・御手掛懸等9
筆出来のことにつき）　赤沢助之進→御奥元〆役中

11月21日 横切継紙・1通 へ238

赤沢助之進書状（弓張提灯・蝋燭のことを承り済
につき）　赤沢助之進→御奥元〆役中

10月25日 横切継紙・1通 へ239

某用状（本ノ御木具10人前等12筆書付）　　 横切継紙・1通 へ240

金児綱左衛門伺書［覚］（御縁赤銅斜子金玉縁六ツ
連御紋四ツ附等17筆を江戸表より到来の焼御
道具のうち近日江戸表へ腰物差出の節一同送

6月12日 横切継紙・1通 へ241

へ（J）
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２　藩主（藩侯）／内方／譲与蒔絵・太刀目録　　奥元

［嘉永六年丑七月中　殿様より御ゆつり被懸給候
御品之覚］（時代蒔絵等3筆）　

横半半・1冊 へ248

［覚］（太刀目録、美濃国氏房1腰）　 横折紙・1通 へ249

付につき）　金児綱左衛門→‐

某用状［覚］（御糸内合平1本等17筆書付）　　 横切継紙・1通 へ242

伊藤環書状（月琴等4筆代金請求等につき）　（伊藤
環）→（山寺）源大夫様・音門様・（高山）内蔵進様　端裏書
｢伊藤日僚、清笛継竹之処ニ少々疵有之、御不用ニ相成候
処、復良なし遣候中ニ付相渡ス、月並ニ相勤来候事、正月
十三日暮返事出ス、十四日作蔵｣

正月7日 横切継紙・1通 へ243

（馬具関係書類綴）　　 2点 へ244

御馬奉行申上書并前嶋友之進貼紙［御馬具御出
来之儀申上］（端裏書）（手綱等4筆出来依頼に
つき並びに御馬奉行伺に別段異議なしにつ
き）　御馬奉行→‐

正月 横切継紙・1通 へ244-1

御馬奉行申上書并前嶋友之進貼紙［御召馬具御
出来之儀申上］（端裏書）（虎皮御鞍覆等7筆、
御参内之節御用意御出来依頼つき並びに御
馬奉行伺に別段異議なしにつき）　御馬奉行→
‐

正月 横切紙・1通 へ244-2

真田志摩申渡書（御床机御修復のことを承済につ
き）　真田志摩→御刀番中

8月29日 横切継紙・1通 へ245

３　真田家／家計／銀行創立・小銃方角打ち代　　真田家家令・家扶

銀行創立仮内書状（銀行創立株金・準備金等につ
き）　銀行創立仮内→宗重正殿

（明治9年）5月14日 竪紙・1通 へ2

（小銃方角前打入料関係書類綴　明治3年7月）　巻
込一括

2点 へ235

矢野倉武賢用状扣［小銃方角前打御入料壱ヶ月
分凡御積］　矢野倉武賢→‐

明治3年午7月 横長半・1冊 へ235-1

矢野倉武賢用状扣（鉛等入料金書付）　矢野倉武
賢→‐

明治3年午7月 横長半・1冊 へ235-2

２　藩主（藩侯）／内方／譲与蒔絵・太刀目録　　３　真田家／家計／銀行創立・小銃方角打ち代
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４　藩政／表方／町年寄ら年頭御礼人取　　表方

増田徳左衛門申上書［覚］（年頭御礼人別御町年寄
検断附中沢久左衛門等112名取調につき）　増田
徳左衛門→‐

辰11月 横切継紙・1通 へ153

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受　番方

（大小腰物・小物類授受関係書類一括　天明5年4
月～享和3年8月）　包紙一括

31点 へ227

（包紙）　 包紙・1点 へ227-1

（大小腰物・小物類授受関係書類綴　天明5年4
月～享和3年8月）　

30点 へ227-2

長谷川金蔵金銭受取証文［覚］（鉄之透御鍔1枚、
御用番御指図により此表へ指出につき）　長
谷川金蔵→三井九郎左衛門殿・早野権右衛門・□藤治
右衛門殿他2名

天明5年巳4月 竪継紙・1通 へ227-2-1

三井寿一郎申上書［覚］（御縁赤銅花ニ唐艸彫
六ッ連御紋1ッ等5筆、若御前様御大小御拵に
より御不用の分恩田内蔵正指図により指出
につき）　三井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐藤軍
治殿・湯本十学殿他4名

寛政2年戌2月 竪継紙・1通 へ227-2-2

長谷川市左衛門金銭受取証文［覚］（三条小鍛治
宗近御刀白鞘1腰、此表御用のため鎌原司馬
指図により指越につき）　長谷川市左衛門→三
井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・湯本十学殿他5名　寛
政6年寅閏11月10日江戸表より此表へ立戻により消
書

寛政2年戌9月 竪継紙・1通 へ227-2-3

山本藤左衛門申上書［覚］（三条小鍛冶宗近御刀
白鞘1腰等5筆、恩田内蔵丞指図により其表へ
指遣につき）　山本藤左衛門→三井九郎左衛門殿・
佐藤軍治殿・金子甚左衛門殿他5名　端裏書｢此御刀
御用ニ付、寛政二戌年九月鎌原司馬殿御指図を以、江
戸表え指遣申候所、今度表書之通、送り証文ヲ以、此
表江差戻り申候｣

寛政6年寅閏6月 竪継紙・1通 へ227-2-4

三井九郎左衛門他六名申上書［覚］（御脇差備州
等75筆、貴姫様御用のため御用番御指図によ
り指遣につき）　三井九郎左衛門・佐藤軍治・金子
甚左衛門他4名→‐　端裏書｢卯九月廿四日、江戸表
え差遣申候　扣　是貴殿扣也｣

寛政7年卯9月 竪継紙・1通 へ227-2-5

　　　４　藩政／表方／町年寄ら年頭御礼人取　　５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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御金方連名七人申上書［覚］（御脇指御柄白鮫1
本等7筆、江戸表御用のため矢沢将監指図に
より指遣につき）　御金方連名七人→矢野源八殿
端裏書｢此弐通　辰二月　扣｣

寛政8年辰2月 竪継紙・1通 へ227-2-6

某用状［覚］（御刀無銘1腰等26筆）　後欠、年代比
定は227-2-8による　

（寛政8年2月） 竪継紙・1通 へ227-2-7

三井寿一郎申上書［覚］（御脇差備州等64筆、御
不用の分送付につき）　三井寿一郎→三井九郎左
衛門殿・佐藤軍治殿・金子甚左衛門殿他4名　1筆ごと
に割印、都合64筆(御脇差備州など25筆は去卯9月中
到来75筆の内、御脇差御柄白鮫など2筆は当2月中到
来7筆の内、御刀無銘など11筆は当2月中到来23筆の
内、御刀無銘など26筆は当4月中到来30筆の内)

寛政8年辰6月 竪継紙・1通 へ227-2-8

三井寿一郎金銭受取証文［覚］（御鎺壱枚懸金等
70筆、此表御用のため矢沢将監指図により送
付につき）　三井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐
藤軍治殿・金子甚左衛門殿他4名　1筆ごとに割印、都
合70筆(御鎺壱枚懸金など49筆は去卯9月中到来75筆
の内、御縁銅花唐草彫金など5筆は当2月中到来7筆の
内、御脇差無銘など12筆は当2月中到来23筆の内、御
脇差吉則など4筆は当4月中到来30筆の内)、下部貼紙
あり(1筆ごとに墨書番号と朱書番号あり、備考があ
るものもあり、管理用の情報カ)

寛政8年辰5月 竪継紙・1通 へ227-2-9

三井寿一郎金銭受取証文［覚］（御目貫赤銅鶴之
彫1具等3筆、此表御用のため矢沢将監指図に
より送付につき）　三井寿一郎→三井九郎左衛門
殿・佐藤軍治殿・金子甚左衛門殿他4名

寛政8年辰6月 竪継紙・1通 へ227-2-10

三井寿一郎申上書［覚］（無銘御合口1腰等11筆、
御不用の分送付につき）　三井寿一郎→三井九
郎左衛門殿・佐藤軍治殿・金子甚左衛門殿他4名　端
裏書｢此請取証文、辰八月朔日、御使之節江戸表へ指
遣ス｣

寛政8年辰6月 竪継紙・1通 へ227-2-11

三井寿一郎申上書［覚］（赤銅埋銅弐ッ組等13
筆、御不用の分祢津神平指図により送付につ
き）　三井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・
金子甚左衛門殿他4名　端裏書｢此受取証文、辰八月
朔日、御使之節江戸表へ指遣ス｣

寛政8年辰6月27日 竪継紙・1通 へ227-2-12

三井寿一郎受取証文［覚］（御合口国光等8筆、此
表御用のため其表御用番指図により送付に
つき）三井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・
金子甚左衛門殿他4名　1筆ごとに割印、〆8筆(御合
口国光など6筆は当辰5月中到来の内、御目貫赤銅鶴
之彫など2筆は当辰6月中到来の内)、下部貼紙あり(1
筆ごとに墨書番号と朱書番号あり、備考があるもの
もあり、管理用の情報ヵ)

寛政8年辰6月 竪継紙・1通 へ227-2-13

三井寿一郎申上書［覚］（井上河内守様へ進上す 寛政8年辰9月 竪継紙・1通 へ227-2-14

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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る御大小御小道具御拵御用のため御納戸預
かり御有合の御小道具外し諸払書上、御道具
帳引抜・御腰物御小道具帳へ引取印形請置に
つき）　三井寿一郎／（奥印）四木理右衛門／（奥印）
渡邉友右衛門・杉田兵馬・片岡半十郎／（奥印）恩田内
蔵丞・祢津神平→‐　1筆ごとに割印、〆13匁7分、〆
90匁3分4厘、下ケ札8点

山寺藤左衛門他六名受取証文［覚］（下御鎺壱枚
懸金等9筆、祢津神平指図により此表へ送付
につき）　山寺藤左衛門・長谷川男也・矢野源八他4
名→三井寿一郎殿

寛政8年辰11月 竪継紙・1通 へ227-2-15

三井寿一郎申上書［覚］（御刀豊後注藤原行光1
腰等25筆、御側御用のため此表御金方御道具
御預り帳へ結入て御納戸へ収置につき）　三
井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・金子甚左
衛門殿他4名　御側御納戸役改次第御側へ差し出す
品、下ケ札あり、年代は前後、作成、受取名から比定

（寛政8年）辰11月 竪継紙・1通 へ227-2-16

某用状［覚］（御脇差鮫弐本等4筆につき）　年代
は前後から比定　

（寛政8年）辰2月5日 横切継紙・1通 へ227-2-17

三井寿一郎受取証文（矢沢将監指図により此表
御用のため御腰物4腰・御鍔2枚差出につき） 
三井寿一郎→三井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・金子甚
左衛門殿他4名　年代は前後、作成、受取名から比定

（寛政）4月20日 横切継紙・1通 へ227-2-18

矢野源八受取証文（此表御用のため御腰物・御
小道具につき当座受取証文1通指出につき） 
矢野源八→三井九郎左衛門様・山寺藤左衛門様　本
証文は御極メ取極り次第差し出す旨、年代は前後か
ら比定

（寛政）10月9日 横切継紙・1通 へ227-2-19

三井寿一郎書状（小納戸御用掛り相済につき当
23日出立並びに27日帰着につき）　三井寿一郎
→三井九郎左衛門様・佐藤軍治様・金子甚左衛門様他
7名　年代は前後、作成、受取名から比定

（寛政）11月22日 横切継紙・1通 へ227-2-20

三井寿一郎申上書（御用之方都合70筆本証文1
通・御入料無御座分64筆送り証文1通差出に
つき）　三井寿一郎→三井九郎左衛門様・佐藤軍治
様・金子甚左衛門様他4名　年代は前後、作成、受取名
から比定

（寛政）5月23日 横切継紙・1通 へ227-2-21

高山内蔵進他三名受取証文（太刀拵刀無銘等51
筆）　高山内蔵進・上村河右衛門・佐久間一学他1名→
三井九郎左衛門殿・佐藤軍治殿・金児綱左衛門殿他5
名　朱書｢四拾七筆　御不用四筆抜、如此筆数減申候
｣

寛政11年未5月 横切継紙・1通 へ227-2-22

望月権之進申上書［覚］（金御鍔巣等6筆を御用
済のため小山田主膳指図により差越につき）
望月権之進→三井九郎左衛門殿・金児綱左衛門殿・三
井寿一郎殿他4名　寛政11年未8月13日の送り証文あ

享和2年戌6月 竪継紙・1通 へ227-2-23

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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り（金御鍔巣など6筆、御側御用のため小山田大内蔵
指図により差越、与良弥門他七名→堀田覚兵衛殿）、
下ケ札2点あり

岡嶋平治申上書［覚］（御柄白鮫等21筆を御不用
の分御渡につき）　岡嶋平治→三井九郎左衛門
殿・金児綱左衛門殿・和田惣摩殿他4名　端裏書｢引合
相済｣、虫損あり

寛政12年申9月17日 竪継紙・1通 へ227-2-24

玉川慶蔵申上書［覚］（無銘御刀之方御柄白鮫1
本等3筆、御側御腰物御小道具御不用の分御
渡につき）　玉川慶蔵・高山内蔵進・岡嶋平治→三
井九郎左衛門殿・金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿4名
1筆ごとに割印あり、付札あり、端裏書｢御引合済｣

享和2年戌11月 竪継紙・1通 へ227-2-25

玉川慶蔵金銭受取証文［覚］（御刀之方御柄白鮫
1本等4筆、御側御用につき）　玉川慶蔵・高山内
蔵進・岡嶋平治→三井九郎左衛門殿・金児綱左衛門
殿・三井寿一郎殿他4名　端裏書｢戌十二月十日立合
諸御帳面引合消置済｣

享和2年戌11月 竪継紙・1通 へ227-2-26

玉川慶蔵受取証文［覚］（御刀無銘等11筆、御側
御用につき）　玉川慶蔵・高山内蔵進・岡嶋平治→
三井九郎左衛門殿・金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿他
5名　端裏書｢戌十二月十日御帳面へ立合諸消印御済
｣

享和2年戌11月 竪継紙・1通 へ227-2-27

伊東伝吾受取証文［覚］（金御鍔小菊透1枚、御側
御用につき）　伊東伝吾→三井九郎左衛門殿・金児
綱左衛門殿・三井寿一郎殿他4名　付札あり、端裏書｢
戌十一月引合済、金御鍔伊東伝吾請取証文｣

享和2年戌7月 竪継紙・1通 へ227-2-28

玉川慶蔵申上書［覚］（御陣刀平安城注1腰等32
筆、御不用支給につき）　玉川慶蔵・岡嶋平治→
三井九郎左衛門殿・金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿他
5名　下ケ札あり、1筆ごとに割印、端裏書｢亥十一月
廿七日引合済消置候｣

享和3年亥8月 竪継紙・1通 へ227-2-29

（御腰物・御小道具授受関係書類綴　文化2年3月
～元治元年9月）　

43点 へ228

長谷川藤右衛門他四名申上書［覚］（播磨大塚藤
原忠国等12筆、御側御用御腰物1腰の御拵直
により差遣につき）　長谷川藤右衛門・山寺藤左
衛門・三井寿一郎他2名→谷口民馬殿　端裏書｢丑六
月十八日江戸より□□□｣

文化2年丑3月 竪継紙・1通 へ228-1

某用状控［覚］（景光御刀白鞘1腰等18筆につき）
端裏書｢文化九申年二月江戸表差遣候御刀御小道具
送り証文扣｣

文化9年申2月 横切継紙・1通 へ228-2

某用状［覚］（赤銅御縁頭等18筆、御用のため小
山田主膳へ差出につき）　

文化9年申2月11日 横切継紙・1通 へ228-3

某用状［覚］（御刀肥前国河内守藤原正廣等9筆）
　端裏書｢未五月八日御用書付｣

横切継紙・1通 へ228-4

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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奥村三左衛門受取証文［覚］（御刀無銘城州国行
1腰を此表御用のため送付につき）　奥村三左
衛門→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛
門殿他5名

文化9年申5月 竪紙・1通 へ228-5

奥村三左衛門受取証文［覚］（御刀景光白鞘1腰
等7筆、此表御用のため送付につき）　奥村三
左衛門→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右
衛門殿他5名

文化9年申5月 竪継紙・1通 へ228-6

奥村三左衛門等七名申上書［覚］（御刀景光白鞘
1腰等18筆、其表御用のため小山田主膳指図
により送付につき）　奥村三左衛門・三井源吾・藤
田右仲他5名→宮島平右衛門殿　下ケ札7点

文化9年申2月 竪継紙・1通 へ228-7

大鳥永左衛門等八名申上書［覚］（御刀肥前国河
内守藤原正広1腰等3筆、其表御刀御拵御用の
ため送付につき）　大鳥永左衛門・奥村三左衛門・
宮島平右衛門他6名→馬場介作殿

文化11年戌2月 竪継紙・1通 へ228-8

馬場介作受取証文［覚］（御刀武蔵守殿原盛道1
腰等5筆並びに此表御刀御拵御用につき）　馬
場介作／（奥印）中浜吉五郎・小松文治→金児綱左衛
門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛門殿他6名　下ケ
札1点｢御勘定吟味交代ニ付割印無御座候｣

文化11年戌3月 竪継紙・1通 へ228-9

大鳥永左衛門他八名申上書［覚］（御刀武蔵守殿
原盛道1腰等14筆、其表御刀御拵御用のため
真田志摩指図により送付につき）　大鳥永左衛
門・奥村三左衛門・宮島平右衛門他6名→馬場介作殿
下ケ札9点

文化11年戌2月 竪継紙・1通 へ228-10

徳田多膳受取証文［覚］（御脇差1腰等10筆、御拵
御用のため真田志摩指図により送付につき）
徳田多膳→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五
右衛門殿他4名　受取7名中、小幡勝七郎のみ肩書｢御
収納方加役｣、端裏書｢文化十一戌年十二月江戸表え
差遣候御腰物御小道具請取証文｣

文化12年亥正月 竪継紙・1通 へ228-11

金児丈助受取証文［覚］（長光御刀1腰等5筆、真
田志摩指図のため御側御納戸より受取送付
につき）　金児丈助→金児綱左衛門殿・三井寿一郎
殿・関口甚五右衛門殿他6名　1筆ごとに割印、端裏書
｢亥十一月十三日江戸表より御到来｣

文化12年亥11月 竪継紙・1通 へ228-12

金児丈助受取証文［覚］（長義御刀1腰等5筆、此
表御用のため恩田靱負殿指図により送付に
つき）　金児丈助→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・
関口甚五右衛門殿他4名　端裏書｢亥七月廿五日江戸
表より到来｣

文化12年亥7月 竪継紙・1通 へ228-13

榎田忠治他二名受取証文［覚］（御脇差美濃国兼
友1腰を御側御用のため受取につき）　板田忠
治・谷口民馬・高山内蔵進→金児綱左衛門殿・三井寿
一郎殿・関口甚五右衛門殿他6名　付札あり

文化12年亥5月 竪継紙・1通 へ228-14

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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徳田多膳受取証文［覚］（御刀1腰等23筆を御不
用のため恩田頼母指図により送付につき）　
徳田多膳→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五
右衛門殿他4名

文化12年亥2月 竪継紙・1通 へ228-15

奥村三左衛門他六名申上書［覚］（来国次御刀1
腰・御鞘黒塗、其表御用のため恩田靱負指図
により送付につき）　奥村三左衛門・三井源吉・徳
田多膳他4名→金児丈助殿　端裏書｢御消印済　亥三
月十九日御□□江戸表より□□証文｣

文化12年亥8月7日 竪継紙・1通 へ228-16

加藤勘作他二名申上書［覚］（無銘御刀1腰等28
筆、天真院様御道中御大小のため望月頼母差
図により支払につき）　加藤勘作・小幡荘作・小野
斎二→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛
門殿他6名　1筆ごとに割印、端裏書｢文化十二亥年九
月十六日□奥状え引取済｣

文化12年亥9月 竪継紙・1通 へ228-17

金児綱左衛門申上書［覚］（御切羽2枚・御鎺1つ
を御用のため御渡につき）　金児綱左衛門→高
山内蔵進殿　巻込

文政2年卯正月20日 横切紙・1通 へ228-18

藤岡甚右衛門書状（不用のため矢島将監指図に
より差遣につき）　藤岡甚右衛門→金児綱左衛門
殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛門殿他9名　端裏書｢
辰正月中江戸表到来証文弐通｣

正月12日 横切継紙・1通 へ228-19

甚右衛門書状（兼定御脇差御拵のうち御鍔目金
着を勝田甚右衛門へ見積り依頼につき）　（藤
岡）甚右衛門→御拾壱人殿

10月3日 横切継紙・1通 へ228-20

藤岡甚右衛門金銭受取証文［覚］（御小脇指備州
長船住1腰等11筆を不用のため矢沢将監指図
により送付につき）　藤岡甚右衛門／（奥印）樋口
荘司→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛
門殿他9名

文政3年辰正月 竪継紙・1通 へ228-21

藤岡甚右衛門金銭受取証文［覚］（関兼光御刀1
腰等35筆を此表御用のため恩田靱負指図に
より送付により）　藤岡甚右衛門／（奥印）樋口荘
司→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛門
殿他9名　端裏書｢辰正月江戸表より到来｣

文政3年辰正月 竪継紙・1通 へ228-22

座間百人他四名金銭受取証文［覚］（御鎺上金無
垢下掛金・御切羽金無垢の御用のため受取に
つき）　座間百人・久保九十郎・谷口民馬他2名→金
児綱左衛門殿・三井源吾殿　端裏書｢卯四月引合相済
｣

文政2年卯2月 竪紙・1通 へ228-23

松木束申上書［覚］（御大小古袋2つは不用のた
め真田図書指図により送付につき）　松木束
／（奥印）樋口荘司→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・
関口甚五右衛門殿他9名

文政5年午11月 竪継紙・1通 へ228-24

松木束受取証文［覚］（無銘御刀1腰等24筆、御用
のため恩田靱負指図により送付につき）　松

文政5年午12月 竪継紙・1通 へ228-25

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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木束→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛
門殿他9名　端裏書｢午十二月十五日江戸表より到来
｣

松木束受取証文［覚］（関兼光御刀1腰等32筆、御
出生様大小御用のため恩田靱負指図により
送付につき）　松木束／（奥印）樋口荘司→金児綱
左衛門殿・三井寿一郎殿・関口甚五右衛門殿他9名

文政5年午11月 竪継紙・1通 へ228-26

菅沼弥惣右衛門受取証文［覚］（御短刀1腰等9
筆、此表御用のため鎌原伯耆指図により送付
につき）　菅沼弥惣右衛門→金児綱左衛門殿・関口
甚五右衛門殿・三井源吉殿他6名　端裏書｢文政六未
年七月□□到来請取証文｣｢此証文之御道具不残、文
政七申年夏中、江戸表御不用ニ付、相戻候趣を以、恩
田靱負殿御渡被成候ニ付、御元帳兼而消置不申、此請
取証文不用ニ相成申候｣

文政6年未7月 竪継紙・1通 へ228-27

落合瀬左衛門他二名受取証文［覚］（御陣刀東国
後無銘1腰等70筆を御用につき）　落合瀬左衛
門・湯本三左衛門・中浜左吉→金児綱左衛門殿・三井
寿一郎殿・関口甚五右衛門殿他7名

文政7年申10月 竪継紙・1通 へ228-28

落合瀬左衛門他二名受取証文［覚］（御刀1腰等
30筆を御用につき）　落合瀬左衛門・湯本三左衛
門・中浜左吉→金児綱左衛門殿・三井寿一郎殿・関口
甚五右衛門殿他7名

文政7年申10月 竪継紙・1通 へ228-29

落合瀬左衛門他二名受取証文［覚］（御脇差勝次
1腰等8筆を御手許御用につき）　落合瀬左衛
門・湯本三左衛門・中浜左吉→関口甚五右衛門殿・三
井源吾殿・佐藤左金吾殿他5名

文政8年酉5月 竪継紙・1通 へ228-30

寺内友之進他四名受取証文并金児丈助他二名
裏書［覚］（守家御脇差1腰等15筆、御側御用の
ため差出につき並びに御側御納戸収納・御帳
消の保証につき）　寺内友之進・小林市治・落合瀬
左衛門他2名／（裏書）金児丈助・安藤十郎左衛門・木
内三平→関口甚五右衛門殿・三井源吾殿・佐藤左金吾
殿他6名

文政9年戌9月 竪継紙・1通 へ228-31

金井諫他五名申上書［覚］（御陣刀平安城住1腰
等32筆を御不用のため御渡につき）　金井諫・
寺内友之進・小林市治他3名→関口甚五右衛門殿・三
井源吾殿・佐藤左金吾殿他6名　1筆ごとに割印あり、
端裏書｢文政九戌年一月［　］｣

文政9年戌11月 竪継紙・1通 へ228-32

金井諫他四名受取証文［覚］（無銘御刀1腰等3筆
を御用につき）　金井諫・小林市治・落合瀬左衛門
他2名→関口甚五右衛門殿・三井源吾殿・佐藤左金吾
殿他7名　端裏貼紙｢御側御納戸｣、端裏書｢文政十亥
年三月、御側御用ニ付、御勝手方伺之上、御側御納戸
え相渡候、右証文を以、引合御元帳見届印形御請置申
候｣

文政10年亥3月 竪継紙・1通 へ228-33

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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徳田五百人他四名受取証文並堀田覚兵衛裏書
［覚］（金御鍔小菊透1枚等7筆、御側御用のた
め受取につき並びに引渡の見届の保証につ
き）　徳田五百人・原権右衛門・金井諫他2名／（奥印）
堀田覚兵衛→三井源吾殿・佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿
他7名　下ケ札あり

文政11年子10月 竪継紙・1通 へ228-34

金井諫他二名受取証文並堀田覚兵衛裏書［覚］
（赤銅御小柄石盤紙打金銀色絵1本を御側御
用のため受取につき）　金井諫・落合瀬左衛門・湯
本三左衛門→三井源吾殿・佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿
他6名　下ケ札あり、付札あり、端裏書｢御側御納戸｣

文政11年子9月 竪継紙・1通 へ228-35

桜井利右衛門申上書［覚］（備前長船祐光御刀1
腰・備前国住長船七兵衛尉祐定1腰、此表御用
のため矢沢監物差図により差遣につき小山
田采女へ提出につき）　桜井利右衛門→三井源吾
殿・佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿他5名　虫損注意、付札
あり、端裏書｢請取証文　文政十二丑［　］引合［　］｣

文政12年丑9月 竪継紙・1通 へ228-36

徳田五百人他三名受取証文［覚］（御刀無銘1腰
を御側御用につき）　徳田五百人・原権右衛門・落
合瀬左衛門他1名→三井源吾殿・佐藤左金吾殿・徳嵩
恒吉殿他5名　付札あり、端裏書｢己丑五月廿四日引
合済｣

文政12年丑4月 竪継紙・1通 へ228-37

飯島楠左衛門他四名申上書［覚］（御刀無銘1腰
を御下ケのため引渡につき）　飯島楠左衛門・山
岸助蔵・常田雄司他2名→三井源吾殿・佐藤左金吾殿・
徳嵩恒吉殿他6名　端裏書｢天保二辛卯年六月廿九日
引合、御帳え引取此証文旁相成申候、、立合寺内多宮、
草間権平、宮嶋守人｣

天保2年卯5月 竪継紙・1通 へ228-38

飯島楠左衛門他四名受取証文［覚］（則光御刀1
腰等2筆を御用につき）　飯島楠左衛門・山岸助
蔵・常田雄司他2名→三井源吾殿・佐藤左金吾殿・徳嵩
恒吉殿他6名　付札あり、端裏書｢天保二卯年六月廿
七日、引合相済、消置候、立合寺内多宮、草間権平、宮
嶋守人｣

天保2年卯5月 竪継紙・1通 へ228-39

興津藤左衛門受取証文［覚］（備前長船盛光御刀
1腰、御用のため恩田靱負差図のため小山田
采女へ差出につき）　興津藤左衛門→三井源吾
殿・佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿他6名　付札あり、端裏
書｢天保二卯年十一月十一日、立合［　］元帳消置申候
｣

天保2年卯9月 竪継紙・1通 へ228-40

祢津綾之介受取証文［覚］（来国次御刀1腰、此表
御用のため指遣につき小山田采女へ差出に
つき）祢津綾［　］（之介）→三井源吾殿・佐藤左金吾
殿・徳嵩恒吉殿他5名　付札あり、端裏書｢天保三辰年
六月中、御元帳引合済証文｣

天保3年辰4月 竪継紙・1通 へ228-41

加藤了作他一名受取証文［覚］（寿命御刀1腰を 天保11年庚子2月 竪継紙・1通 へ228-42

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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若殿様御用のため受取につき）　加藤了作・竹
内晋平→矢野倉長左衛門殿　裏打済

河口左文太他十一名受取証文［覚］（御刀無銘1
腰等3筆、おかね様卒去によって不用のため
赤沢助之進差図により引渡しにつき）　河口
左文太・馬場広人・堤千治郎他9名→山岸助蔵殿・綿内
右門殿・内林平蔵殿他1名

元治元年子9月 竪継紙・1通 へ228-43

（御刀差出関係書類綴）　 12点 へ229

某用状［覚］（法城寺国光無銘御白鞘等5腰書付） 未4月23日 横切紙・1通 へ229-1

某申上書［覚］（長義入1番等9筆、壱番御刀櫃へ
入置につき）　

未6月5日 横切紙・1通 へ229-2

徳田多膳申上書［覚］（御刀豊後国正行1腰等20
筆の残りを本証文に添えて送付につき）　徳
田多膳／（奥印）菅沼弥右衛門・白川久馬・小松文治→
金児勝左衛門・三井寿一郎・関口甚五右衛門他5名

3月9日 横切継紙・1通 へ229-3

山本民弥他二名申上書［覚］（御大小1組等4筆を
鎌原伯耆差図により御渡につき）　山本民弥・
常田雄司・山本雄左衛門→関口甚五右衛門殿・三井源
吾殿・佐藤左金吾殿他5名

申11月 横切継紙・1通 へ229-4

金児綱左衛門申上書［覚］（兼光御刀白鞘1腰等
18筆を御用のため差上につき）　金児綱左衛門
→‐

2月11日 横切継紙・1通 へ229-5

某用状［覚］（長義1番等9筆書付）　 横切紙・1通 へ229-6

金児綱左衛門申上書［覚］（御短刀1腰等9筆、御
用のため鎌原伯耆差図により差出につき）　
金児綱左衛門→‐

7月11日 横切継紙・1通 へ229-7

金児綱左衛門申上書［覚］（御刀長義等9筆、御用
のため差出につき）　金児綱左衛門→‐

4月25日 横切継紙・1通 へ229-8

金児綱左衛門申上書［覚］（御鞘巻太刀1腰等3
筆、江戸御上屋敷御類焼の際に焼かれた御道
具品々を御用のため差出につき）　金児綱左衛
門→‐

4月29日 横切紙・1通 へ229-9

金児綱左衛門申上書［覚］（御刀来国次等5腰、御
用のため差出につき）　金児綱左衛門→‐

6月8日 横切継紙・1通 へ229-10

金児綱左衛門申上書［覚］（御刀法城寺国光無銘
御白鞘等5筆を御用のため差出につき）　金児
綱左衛門→‐

4月23日 横切継紙・1通 へ229-11

金児綱左衛門申上書［覚］（御刀来国次等5腰、御
用のため追って江戸へ指出べき旨を仰せ付
けられた御刀の伺いにつき）　金児綱左衛門→
‐

6月11日 横切継紙・1通 へ229-12

（御腰物・御小道具関係書類綴）　 5点 へ230

藤岡甚右衛門書状（此表御用御腰物御目貫1組
の受取の当座証文送付につき）　藤岡甚右衛門

10月3日 横切継紙・1通 へ230-1

５　藩政／表方／諸御用用の刀脇差授受
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６　藩政／番方／横浜応接警護の月番老中書付　　御用方

（井上河内守作成書類一括）　封筒一括 3点 へ70

［御用番井上河内守様より御渡御書取］（封筒） 
へ-70の包紙

包紙・1点 へ70-1

井上河内守内大石括之丞他三名用状（伝達のた
め1人来訪願につき）　井上河内守内大石括之丞
他3名→真田信濃守様御留守居中

5月10日 横切紙・1通 へ70-2

真田家江戸留守居書取（横浜表応接模様により
開戦・警護の旨井上河内守申渡につき）　（真
田家江戸留守居）→‐

5月10日 横切継紙・1通 へ70-3

（海辺防備御達関係綴）　 2点 へ149

払方御金奉行書状（御老中阿部伊勢守様より御
達伝達につき）　払方御金奉行→‐

横切継紙・1通 へ149-1

某書状（アメリカ人渡来のため沿岸防衛の上意
を伝達につき）　

横切継紙・1通 へ149-2

→金児綱左衛門様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門様
他8名

奥村三左衛門書状（此表御用のために遣わされ
ていた御腰物・焼御小道具のうち城州国行1
腰以外返却等につき）　奥村三左衛門→金児綱左
衛門様・三井寿一郎様・関口甚五右衛門様他5名

5月21日 横切継紙・1通 へ230-2

宮島平右衛門書状（この程送られた御刀・御小
道具6封の送書の口書違が大熊衛士に伝わっ
た旨）　宮島平右衛門→金児綱左衛門様・三井寿一
郎様・関口甚五右衛門様他6名

7月20日 横切継紙・1通 へ230-3

赤澤与一郎書状（先便で御側御用御腰物1腰御
拵のため恩田杢指図により差越につき）　赤
澤与一郎→三井九郎左衛門様・金児綱左衛門様・三井
寿一郎様他4名　端裏書｢丑三月廿四日到来　御腰物
請取証文添｣

3月19日 横切継紙・1通 へ230-4

赤澤与一郎書状（先達て送られた御側御用御短
刀1腰を拵え直して此度差出により各々様御
預り証文御返しにつき）　赤澤与一郎→三井九郎
左衛門様・金児綱左衛門様・三井寿一郎様他2名

6月12日 横切継紙・1通 へ230-5

［覚］（忠国御短刀1腰等14筆書付）　 竪継紙・1通 へ247

６　藩政／番方／横浜応接警護の月番老中書付
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８　藩政／番方／武具方上申・指示・用状　　番方

（武具方関係書類）　 3点 へ57

根村熊五郎他一名申上書（新小銃組五小隊取立
により胴乱・管入共150分御買上入料送金願
につき）　（根村）熊五郎・（柘植）嘉兵衛→（久保）九
郎右衛門様　端裏書｢九月廿四日東京より着｣

9月15日 横切継紙・1通 へ57-1

根村熊五郎他一名送状（舶来合薬等14筆につ
き）（根村）熊五郎・（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様

8月22日 横切継紙・1通 へ57-2

元〆申上書（管等7筆代金4千512両2分取調につ
き）　元〆→‐

9月 横切継紙・1通 へ57-3

金児忠兵衛申上書［［　］年以来御大銃御［　］連御
百［　］御台出来不仕分等上］（壱貫目カノン等9
筆・修理2筆につき）　裏打済

亥6月 横切継紙・1通 へ58

７　藩政／番方／鎮台府より留守居呼出一件　　番方

（鎮台府呼出状関係書類一括）　封筒一括 8点 へ131

（封筒）　大熊衛士様→横田数馬　｢御書付入｣、｢江府
御屋敷内ニ町人住居不相成候旨之御達｣、枝番2-6封筒
入

8月10日 封筒・1点 へ131-1

（包紙）［御呼出御剪紙］　 包紙・1点 へ131-2

横田数馬申上書［御内々申上］（奥州進軍につい
ての鎮台府の諸藩御用を佐倉藩等へ調書に
つき）　（横田）数馬→‐

8月3日 横切継紙・1通 へ131-3

横田数馬申上書［鎮台府より御達之儀ニ付申
上］（武家屋敷への町人差置禁止命令十藩様
衆へ触達の旨）　御留守居助横田数馬→‐

7月29日 横切継紙・1通 へ131-4

（鎮将府関係書類一括）　紙縒一括 3点 へ131-5

（紙縒）　 紙縒・1点 へ131-5-1

某抜書（7月付鎮将府関係3点につき）　 7月 横切継紙・1通 へ131-5-2

横田数馬申上書［申上］（開港により異人が250
人市中奔走等の風説につき）　（横田）数馬→‐

横切紙・1通 へ131-5-3

某申上書（有栖川様鎮台府御免につき）　書役共
→御書改中様

8月朔日 横切継紙・1通 へ131-5-4

鎮台府用状（御用のため真田信濃守留守居の明
29日巳刻出頭命令につき）　鎮台府→真田信濃
守留守居

7月28日 横切継紙・1通 へ131-6

 ７　藩政／番方／鎮台府より留守居呼出一件　　８　藩政／番方／武具方上申・指示・用状
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半蔵用状（端裏書）［御馬具返上］（鞍等16筆につ
き）　半蔵→‐

横切継紙・1通 へ59

岡野敬一郎申上書并武庫方勘返状（武具方ケット
数伺並びに22枚ある旨返答）　（岡野）敬一郎→御
武具方様

12月16日 横切継紙・1通 へ60

某申上書［蚊帳之事并夏服送之事并夏服送之事］
（夏服・蚊帳等送付願につき）　

横切継紙・1通 へ61

（大崎村抱屋敷稽古鉄砲打関係書類綴　文政7年3
月）　包紙一括

3点 へ62

［文政七申年三月十四日大崎村御抱屋敷ニ而
年々四月より七月迄稽古鉄炮打候儀御鷹匠
戸田五介様御鷹見西郷岩蔵様江御問合書座
間百人持参之処同廿一日御附札相添御渡之
旨百人申年差出候　ろ印］（包紙）　

包紙・1点 へ62-1

真田伊豆守家来座間百人申上書并戸田大介他
一名答書下ケ札（上下大崎村入合地伊豆守抱
屋敷にて稽古鉄炮許可の旨伺につき並びに
支障なき旨）　真田伊豆守家来座間百人→‐　包
紙入、へ55-1～2封紙入

3月14日 横切紙・1通 へ62-2

真田伊豆守家来座間百人申上書（上下大崎村入
合地伊豆守抱屋敷にて家来の稽古鉄炮をさ
せたいので御用番様へ伺につき並びに支障
なき旨）　真田伊豆守家来座間百人→‐　包紙入、
へ55-1～2封紙入、鹿窪吉左衛門・西郷岩蔵の差障無き
旨の下ケ札あり

3月14日 横切紙・1通 へ62-3

（源武庫局諸書類一括　慶応2年～3年）　源武庫→
‐　封筒一括

10点 へ68

［品々取調書類入］（封筒）　 慶応3年卯9月 封筒・1点 へ68-1

（硝石関連書類）　 9点 へ68-2

某通達（端裏書）［米倉勇助御書付写］（硝石製造
等秘伝伝授終了のため硝石掛任命につき）　

慶応2年寅8月16日 横切紙・1通 へ68-2-1

磯田小藤太用状（硝石受取・分量訂正につき）　
（磯田）小藤太→（矢野倉）謙兵衛殿

（慶応）9月10日 横切紙・1通 へ68-2-2

藤岡伊織用状（同役当番へ引合わせの件につ
き）　（藤岡）伊織→（矢野倉）謙兵衛様

（慶応）9月27日 横切紙・1通 へ68-2-3

矢野倉謙兵衛用状（水野弥右衛門へ引き合せ願
につき）　（矢野倉）謙兵衛→（藤岡）伊織様

（慶応）9月24日 横切継紙・1通 へ68-2-4

調役申上書（端裏書）［長ミニール銃取調申上］ 
調役→‐

（慶応）9月 横切紙・1通 へ68-2-5

調役申上書（端裏書）［調練雷火管取調申上］　調
役→‐

（慶応）9月 横切紙・1通 へ68-2-6

（丹波嶋村内での御打較べの節の発砲数書上） （慶応） 横切紙・1通 へ68-2-7

懸調役申上書（端裏書）［御貸具足調］　懸調役（山 慶応3年卯8月 横切継紙・1通 へ68-2-8

８　藩政／番方／武具方上申・指示・用状
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口総平）→‐　下ケ札あり

懸り調役申上書［鉄取調］　懸り調役→‐ （慶応3年）8月 横長半・1冊 へ68-2-9

矢野倉謙一郎用状［覚］（無印百匁玉御筒1挺等引
渡につき）　矢野倉謙一郎→久保極人殿

横切紙・1通 へ43

某申上書［覚］（御刀来国様1腰等を御用のため差
出しにつき下書）　端裏書｢未六月　御側江差出し御
腰物下書｣

6月20日 横切継紙・1通 へ44

某申渡書（伊勢町小松彦治郎御武具方御用達任命
につき）　‐→御奉行中

12月 横切紙・1通 へ45

矢野倉謙一郎用状（ゲーベル銃9挺等返上につき）
（矢野倉）謙（一郎）→武庫司方様

2月8日 横切継紙・1通 へ46

（麦菅金銭受取証文等　安政6年7月13日）　 2点 へ47

片井為作受取証文［覚］（麦菅400発代金として
銀12匁受取につき）　片井為作→久保極人様

安政6年未7月13日 横切紙・1通 へ47-1

片井為作書状（麦菅トントロ代金100疋につき）
（樋口）旗之助→（久保）極人様

（安政6年）7月13日 横切継紙・1通 へ47-2

（藤井浅右衛門所持書類一括　2月～5月）　封筒一
括

2点 へ48

［藤井浅右衛門様　玉井浅之進］（封筒）　 封筒・1点 へ48-1

藤井浅右衛門書状［覚］（御菓子・鮨頂戴の礼に
つき）　藤井浅右衛門→‐

5月23日 切紙・1通 へ48-2

玉井浅之助書状（中村義内拝領具足留替の件問
合につき）　（玉井）浅之進→田町様（藤井浅右衛
門）　｢第十三大区四小区｣罫紙

（明治年）2月19日 横切紙・1通 へ48-3

９　藩政／番方／二鞍馬運用上申　番方

（二鞍馬関係書類綴）　 5点 へ186

（二鞍馬は御手法の次第により、九疋は前段の
旨）

切紙・1通 へ186-1

某申上書（端裏書）［御馬御増之分ニ付申上］（九
疋・二鞍につき）　御勝手元〆→‐

7月8日 横切継紙・1通 へ186-2

某用状［回簡］（二鞍馬に関する書抜、恩田頼母5
月4日付書状等5点）　

横長半・1冊 へ186-3

某用状（二鞍馬の山里村々への御預けについて
の意見書下書）　80疋御預けのことは100疋の積り
で申し合わせるのが近年の都合によい旨の下ケ札あ
り

8月 横切継紙・1通 へ186-4

某用状（馬増手段申上書への内尋につき返答） 8月 横長半・1冊 へ186-5

９　藩政／番方／二鞍馬運用上申
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１０　藩政／番方／鉄砲・弓等稽古場建設　　番方

（清野村百姓申上書綴　弘化2年5月）　 2点 へ41

清野村名主民平他三名申上書［乍恐以書付奉申
上候］（清野村内鉄砲丁場となるため村方差
支え並びに小作年貢米等頂戴に御尋につき）
清野村名主民平・組頭喜平太・同断清兵衛他1名→御
勘定所御元〆御役所　端裏書｢壱｣・｢清野村｣

弘化2年巳5月 竪紙・1通 へ41-1

清野村名主民平他三名申上書［乍恐以書付奉申上
候］（村地内鉄砲丁場となるため村方差支え並
びに作年貢米等頂戴御尋につき）　清野村名主民
平・組頭喜平太・同断清兵衛他1名→御勘定所御元〆御役
所　端裏書｢弐｣・｢壱印者引替仕度願｣・｢清野村｣

弘化2年巳5月 竪継紙・1通 へ41-2

清野村砲術稽古場絵図并祢津要三郎他四名裏書
（封筒）［清野村砲術稽古場請取絵図面］　改宮本
清之助・鈴木伝治／（裏印）祢津要三郎・藤田右仲・奥津権
右衛門他2名→御郡奉行兼帯今井左源太殿・鹿野外守殿・
岡嶋庄蔵殿→‐　封筒入、文政4年9月付鹿野外守貼札あ
り

文政4年巳9月 竪継紙・1通・
32.4×105.5

へ132

（開善寺大門脇新矢場関係書類綴　文化12年12
月）　封筒一括　

2点 へ53

［開善寺大門脇新御矢場絵図面］（封筒）　鹿野外
守→‐　文化13年に場所不用につき絵図面差戻・地
所村方へ差戻の旨の封筒入、封筒書｢八番江入｣

文化12年亥12月 封筒・1点 へ53-1

（開善寺大門脇新御矢場絵図面並びに見分済の
旨届書）　海沼八十郎／（裏印）鹿野外守・菅沼九左
衛門→上村何右衛門殿・樋口庄司殿・堀田覚兵衛殿他
1名

竪紙・1通・35.5
×42.0

へ53-2

恩田靭負用状（小越町新之助屋敷の件引渡につ
き）　恩田靭負→菅沼九左衛門殿　へ116～123は一連
文書

10月7日 切紙・1通 へ116

近藤最角伺書［口上覚］（西小越町新兵衛建家不用
につき）　近藤最角→‐　へ116～123は一連文書

8月 横切継紙・1通 へ117

（西小越町新之助屋敷地押詮議関係）　へ116～123
は一連文書

3点 へ118

（包紙）　中町新之助→上　へ116～123は一連文書　
へ71-3-1、-2一綴、下ケ札あり、へ116～123は一連文書

包紙・1点 へ118-1

吉沢民右衛門伺書［口上覚］（西小越町新之助屋
敷の件地押詮議につき）　吉沢民右衛門→‐　
へ71-3-1、-2一綴、下ケ札あり、へ116～123は一連文書

9月 横切継紙・1通 へ118-2

西小越町新兵衛願書［乍恐以口上書奉願候御
事］（西小越町地所の件橋際まで引渡につき）

文化14年丑9月 竪紙・1通 へ118-3

１０　藩政／番方／鉄砲・弓等稽古場建設
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西小越町新之助→吉澤民右衛門様　へ71-3-1、-2一綴、
下ケ札あり、へ116～123は一連文書

［口上覚］（包紙）　御蔵番松木善左衛門→‐　へ116
～123は一連文書

包紙・1点 へ119-1

松木善左衛門申上書［口上覚］（西小越町用地の
件新之助へ引渡につき）　御蔵番松木善左衛門
→‐　へ116～123は一連文書

10月 切紙・1通 へ119-2

［口上覚］（包紙）　吉沢民右衛門　古岩彦作→‐　包
紙貼紙｢御覧後御下可被成下候　菅沼九左衛門｣、へ
116～123は一連文書

包紙・1点 へ120-1

吉沢民右衛門他一名申上書（西小越町用地の件
新之助へ引渡につき）　吉沢民右衛門・古岩彦作
→‐　へ116～123は一連文書

10月3日 切紙・1通 へ120-2

西小越町新之助請書［差上申御請書之御事］（西小
越町用地の件受取につき）　西小越町新之助／（奥
印）名主忠三郎／（奧印）御町年寄北村甚右衛門・倹断伴
三郎右衛門→吉沢民右衛門様・古岩彦作様　へ116～123
は一連文書

文化14年丑10月 竪紙・1通 へ121

（包紙）　中町新之助→上　へ116～123は一連文書 包紙・1点 へ122-1

西小越町新之助願書［乍恐以口上書奉願候御
事］（西小越町空き地の件年貢赦免につき）　
西小越町新之助→御代官所　へ116～123は一連文
書、虫損あり

文化14年丑10月 竪紙・1通 へ122-2

（新之助頂戴西小越町屋敷地関係一括）　包紙一括 3点 へ123

［西小越町新之助頂戴屋敷地絵図面］（包紙）　へ
116～123は一連文書、包紙貼紙｢御掟｣

包紙・1点 へ123-1

（絵図表書並びに拝領町屋敷引渡書裏書　雛
形）　へ116～123は一連文書、黄色紙

竪紙・1通 へ123-2

（西小越町新之助頂戴屋敷絵図）　改吉沢民右衛
門・古岩彦作他4名→‐　へ116～123は一連文書

文化14年丑10月 鋪・1点・28.0×
38.1

へ123-3

（西越角場引上地一件書類　嘉永7年7月～元治元
年6月）　封筒一括

22点 へ36

［西越新角場式并代地被下御小作山見分品々之
御引方等之儀伺］（封筒）　立合関田慶左衛門・片
桐総左衛門・山下都作→‐

（嘉永7年）寅12月 封筒・1点 へ36-1

［御物預方角場式御引上地并代地被下御小作山
等見分絵図面］（絵図）　彩色

（嘉永7年） 鋪・1点・540×
1260（266）

へ36-2

［田方地代金積御書上帳］（清野村）　清野村名主
弥平太・組頭周兵衛・同平治他1名→関田慶左衛門様

嘉永7年寅8月 横長半・1冊 へ36-3

［西越沖田方地代金積御書上帳］（西条村）　西条
村名主徳左衛門・組頭新左衛門・長百姓重吉→関田慶
左衛門様

嘉永7年寅8月 横長半・1冊 へ36-4

［西越新角場式御引上地麦作種代普□并新堰道
形御引上地土地代金共相渡印判帳］　関田慶

嘉永7年寅12月 横長半・1冊 へ36-5

１０　藩政／番方／鉄砲・弓等稽古場建設
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