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足1領につき）　竹内多宮→山岸左内殿

倉田三之丞拝借証文［覚］（上京御用につき張
笠・御貸具足につき）　倉田三之丞→山岸左内殿

（元治元年）子9月7日 横切継紙・1通 へ85-2-4

丸山保次拝借証文［覚］（上京御用につき御貸具
足・張笠につき）　丸山保次→山岸左内殿

（元治元年）子9月 横切継紙・1通 へ85-2-5

小林惣兵衛拝借証文［覚］（上京御用につき御貸
具足・笠につき）　小林惣兵衛→山岸左内殿

（元治元年）子9月 横切継紙・1通 へ85-2-6

一場茂右衛門拝借証文［覚］（十二文御旗竿につ
き）　一場茂右衛門→山岸左内殿

（元治元年）子9月16日 横切継紙・1通 へ85-2-7

矢野求馬拝借証文［覚］（御番具足等4筆につき）
矢野求馬→山岸左内殿

（元治元年）子9月2日 横切継紙・1通 へ85-2-8

青木忠大夫拝借証文［覚］（下部具足・笠につき）
青木忠大夫→山岸左内殿

（元治元年）子9月 横切継紙・1通 へ85-2-9

青木織右衛門他一名拝借証文［覚］（京都臨時御
用につき6匁玉御筒等18筆につき）　青木織右
衛門・横田甚右衛門→小野喜平太殿・三村大之助殿・
山岸左内殿他一名

7月25日 横切継紙・1通 へ85-2-10

金原玄三申上書（拝借具足返上の旨につき）　金
原玄三→御武具奉行様

6月朔日 横切継紙・1通 へ85-2-11

富澤勇之進拝借証文［覚］（長巻1振につき）　富
澤勇之進→小野喜平太殿

8月24日 横切紙・1通 へ85-2-12

（京都御用武具拝借関係書類一括 慶応2年2月～
3月）　封筒一括

17点 へ85-3

［御上京御用付諸向渡物切手］（封筒）　 慶応2年寅2月 封筒・1点 へ85-3-1

春原織右衛門拝借証文［覚］（京都御用につき御
幕等3筆）　春原織右衛門→山岸左内殿

2月28日 横切継紙・1通 へ85-3-2

金児与助拝借証文［覚］（法被1つ）　金児与助→山
岸左内殿

3月2日 切紙・1通 へ85-3-3

春原織右衛門拝借証文［覚］（京都御用につき法
被等3筆）　春原織右衛門→三村大之助殿

3月12日 切紙・1通 へ85-3-4

小山弥一拝借証文［覚］（御上京につき長巻・法
被）　小山弥一→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ85-3-5

金児忠兵衛拝借証文［覚］（京都御警衛御用につ
き長ミニー銃等19筆）　金児忠兵衛→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ85-3-6

金児忠兵衛拝借証文［覚］（京都御警衛御用につ
き駕籠長持1棹）　金児忠兵衛→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切紙・1通 へ85-3-7

富永新平拝借証文［覚］（京都御警衛御用につき
長ミニー銃等19筆）　富永新平→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ85-3-8

富永新平拝借証文［覚］（京都御用につき駕籠長
持1棹）　富永新平→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 切紙・1通 へ85-3-9

岡嶋治郎右衛門拝借証文［覚］（上京御供につき
番具足1領）　岡嶋治郎右衛門→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ85-3-10

１３　藩政／番方／武具方所管上京御用服・武具・具足・張笠拝借
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村田与兵衛拝借証文［覚］（御上京御供につき番
具足1領）　村田覚兵衛→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切紙・1通 へ85-3-11

宮本彦之進拝借証文［覚］（御上京御用につき番
具足1領）　宮本彦之進→山岸左内殿

3月13日 横切紙・1通 へ85-3-12

山口孝助拝借証文［覚］（京都御警衛御用につき
法被1枚）　山口孝助代判山口総平→山岸左内殿

3月13日 横切紙・1通 へ85-3-13

牧野大右衛門拝借証文［覚］（京都御警衛御用に
つき長ミニー銃等21筆）　牧野大右衛門→山岸
左内殿

（慶応2年）寅3月 横切継紙・1通 へ85-3-14

牧野大右衛門拝借証文［覚］（京都御警衛御用に
つき駕籠長持1棹）　牧野大右衛門→山岸左内殿

（慶応2年）寅3月 横切紙・1通 へ85-3-15

寺内多宮拝借証文［覚］（合薬等5筆）　寺内多宮→
山岸左内殿

正月7日 横切継紙・1通 へ85-3-16

西村弥太郎拝借証文［覚］（番具足1領）　西村弥
太郎→山岸左内殿

（慶応2年）寅4月 横切紙・1通 へ85-3-17

（京都御用武具拝借関係書類綴　明治元年12月
～2年3月）　

15点 へ85-4

小野熊男他一名拝借証文［覚］（岩村田藩士京都
表へ御差送御用につき長ミニー銃等7筆）　小
野熊男・佐藤伊与之進→矢野倉謙兵衛殿

明治2年巳正月3日 横切継紙・1通 へ85-4-1

大内喜太郎拝借証文［覚］（中短ミニール銃1挺）
大内喜太郎→三村大之助殿

辰12月 横切継紙・1通 へ85-4-2

根井小右衛門拝借証文［覚］（岩村田藩士京都表
へ御差送御用につき塗笠・法被）　根井小右衛
門→矢野倉謙兵衛殿

明治2年巳正月 横切紙・1通 へ85-4-3

柿崎甚蔵拝借証文［覚］（京都御供につき中短ミ
ニール銃・胴乱）　柿崎甚蔵代判大久保甲子太郎→
三村大之助殿

12月12日 横切紙・1通 へ85-4-4

宮沢吉治拝借証文［覚］（御上京御供につき陣笠
3つ）　宮沢吉治→御武具方御役所

明治元年辰12月 切紙・1通 へ85-4-5

毛利喜作他三名拝借証文［覚］（御上京御供につ
き中短ミニー銃等5筆）　毛利喜作・大久保甲子
太郎・宮本義冶他一名→三村大之助殿

12月12日 横切継紙・1通 へ85-4-6

春原六左衛門他九名拝借証文［覚］（御上京御供
につき中短ミニー銃等5筆）　春原六左衛門・東
條辰三郎・矢嶋清人他7名→三村大之助殿

12月12日 横切継紙・1通 へ85-4-7

近藤権内拝借証文［覚］（御上京入料籠張御長持
1棹）　近藤権内→‐

（明治元年）辰12月11日 横切継紙・1通 へ85-4-8

寺内多宮拝借証文［覚］（中短ミニー銃等9筆）　
寺内多宮→三村大之助殿　作成・宛名の部分のみ継
目以降紙質が異なる

（明治元年）辰12月 横切継紙・1通 へ85-4-9

小池六左衛門拝借証文［覚］（御上京御供につき
塗笠6筆）　御厩小頭小池六左衛門→御武具方御役
所

（明治元年）辰12月 横切継紙・1通 へ85-4-10

１３　藩政／番方／武具方所管上京御用服・武具・具足・張笠拝借
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小崎貫兵衛拝借証文［覚］（上京入料につき御
幕）　小崎貫兵衛→三村大之助殿

（明治元年）辰12月 横切継紙・1通 へ85-4-11

長井小金吾拝借証文［覚］（舶来火薬等3筆）　長
井小金吾・福田小平太→三村大之助殿

（明治元年）辰12月10日 横切継紙・1通 へ85-4-12

寺内多宮拝借証文［覚］（ケット1枚）　寺内多宮代
判久保九郎右衛門→三村大之助殿

12月9日 横切継紙・1通 へ85-4-13

樋口旗之助拝借証文［覚］（短ミニール銃等4筆）
樋口旗之助→三村大之助殿

（明治元年）辰12月9日 横切紙・1通 へ85-4-14

山内唯七拝借証文［覚］（陣笠34蓋）　山内唯七→
片桐乙治殿

（明治2年）巳3月15日 横切紙・1通 へ85-4-15

１４　藩政／番方／新小銃組編成　　番方

（新小銃組取立関係書類綴）　紙縒一括 20点 へ42

割番用状［新小銃組御取立被下方等之義申上］
（御足軽人数少なく新小銃隊五小隊へ御雇組
を新規取立方につき）　割番→‐　紙縒一括

辰7月 竪半折・1冊 へ42-1

（新小銃組入替人名書出等）　 19点 へ42-2

割番伺書（新小銃隊御雇へ7名入替えにつき）　
割番→‐

8月3日 横切紙・1通 へ42-2-1

割番伺書（御雇任命願につき）　割番→‐ 7月 横切紙・1通 へ42-2-2

（御雇組入替人名面書）　貼紙 横切継紙・1通 へ42-2-3

（御雇組五表跡入替人）　貼紙で2名追加 8月 横切紙・1通 へ42-2-4

［入替取調］（御雇組等入替人名面書）　 横折紙・1通 へ42-2-5

（入替分名面書）　 竪紙・1通 へ42-2-6

割番伺書［新小銃組可被仰付人別］（名面書）　入
替人を貼紙・下ケ札で記載　

7月21日 横長半・1冊 へ42-2-7

某用状（二小隊の内2名差し替えにつき）　 切紙・1通 へ42-2-8

割番伺書并足軽奉行添伺貼添［三小隊目可被仰
付人別申上］（三小隊人）　割番→‐　入替人は
貼紙・下ケ札で記載、足軽奉行添伺の上に許可済の旨
貼紙

辰7月 横長半・1冊 へ42-2-9

割番用状［四小隊目可被仰付人別］（四小隊御雇
組等名面書）　割番→‐

辰8月 横長半・1冊 へ42-2-10

割番名面書［五小隊目人別］（五小隊御雇組等） 
割番→‐

辰8月 横長半・1冊 へ42-2-11

割番伺書（端裏書）［右御雇組被仰付候者名前
申上］（新小銃組より2名御雇組入り伺いにつ
き） 割番→‐　端裏書｢右御雇組被仰付候者名前申
上　割番｣

8月 横切紙・1通 へ42-2-12

１４　藩政／番方／新小銃組編成
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某用状（明朝御用番よりの達し間違いのため別
紙手紙にて心得につき）　

7月25日 切紙・1通 へ42-2-13

鎌原伊野右衛門書状（割番へ申渡につき）　鎌原
伊野右衛門→寺内多宮殿　端裏書｢寺内多宮殿　鎌
原伊野右衛門｣

7月25日 横切継紙・1通 へ42-2-14

某達書（白鳥大明神・武請大明神祭礼のため三
品御道具例の通り送付につき）　

横切紙・1通 へ42-2-15

某伺書（端裏書）［弾薬才領にて越後筋へ弾丸］
（越後表に逗留の者を返人依頼につき）　端裏
書｢越後筋之弾丸｣

7月21日 横切継紙・1通 へ42-2-16

寺内多宮申上書（甲府出張並びに京・江戸の派
遣人数多数のため越後表より人数差戻し依
頼につき）　（寺内）多宮→御同役中様

7月21日 横切継紙・1通 へ42-2-17

玉川左門申渡書（京都表へ飛脚1人派遣につき）
玉川左門→根井小右衛門殿　端裏書｢根井小右衛門
殿　玉川左門｣

8月15日 横切継紙・1通 へ42-2-18

鎌原伊野右衛門返答書（別紙の伺承知につき） 
鎌原伊野右衛門→寺内多宮殿　端裏書｢寺内多宮殿
鎌原伊野右衛門｣

7月25日 横切紙・1通 へ42-2-19

１５　藩政／番方／新小銃組発射中り調書　　番方

（新小銃組中り附調書類綴　明治2年3月～6月）　
紙縒で括る　

16点 へ56

（紙紐）　 紙縒・1点 へ56-1

（新小銃組中附書上関係書類一括）　巻込一括　 15点 へ56-2

（三番新小銃組の37名中り付書上）　 3月23日 横切継紙・1通 へ56-2-1

（出張人附人願等書類）　巻込 2点 へ56-2-2

石倉藤右衛門申上書［覚］（刀指1人長国寺御代
番勤務のため私宅へ出張指示願につき）　

4月16日 横切継紙・1通 へ56-2-21

磯田音門申上書（山口藤助松本表出張のため附
人御足軽添願につき）　（磯田）音門→御足軽奉行
様

4月16日 横切継紙・1通 へ56-2-22

［五番新小銃組角打覚］（37名中付書上）　 6月13日 横切継紙・1通 へ56-2-3

（籏平面図）　 横切継紙・1通 へ56-2-4

（一番新小銃組30名中付名面書）　 4月23日 横長半・1冊 へ56-2-5

（一番新小銃組32名中付名面書）　 5月13日 横長半・1冊 へ56-2-6

（一番新小銃組32名中付名面書）　 4月6日 横長半・1冊 へ56-2-7

［三番新小銃組中リ附調書申上］（35名名面書） 明治2年巳3月6日 横長半・1冊 へ56-2-8

１５　藩政／番方／新小銃組発射中り調書
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［新三番組中リ附］（31名名面書）　 横折紙・1通 へ56-2-9

（三番新小銃組37名中附名面書）　 5月3日 横長半・1冊 へ56-2-10

［五番新小銃組中附］（35人名面書）　 5月7日 横長半・1冊 へ56-2-11

（五番新小銃組31名中附名面書）　 4月3日 横長半・1冊 へ56-2-12

（五番新小銃組30名中附名面書）　 4月19日 横長半・1冊 へ56-2-13

（五番新小銃組34名中附名面書）　 横長半・1冊 へ56-2-14

１６　藩政／番方／百目筒図面　　番方

（百目筒立図面）　朱書｢百目筒目方三貫四百目　鉄弾
量六分以火薬試之｣

横切継紙・1通 へ39

１７　藩政／番方／真田石見馬印平面図　　番方

［持来馬印］（真田石見馬印平面図）　 竪紙・1通 へ232

１８　藩政／番方／武具方所管武具・武備・諸費上申　　勘定所

（武具方関係書類一括　慶応4年正月～11月）　封
筒一括

26点 へ127

［御当用書類］（封筒）　源武庫→‐ 慶応4年辰2月 封筒・1点 へ127-1

（武具取調関係書類綴）　 14点 へ127-2

友之進申上書（子年浪士一件の際に鼠宿へ残し
た御筒・弾薬につき）　友之進→（矢野倉）謙兵衛
様

2月7日 横切紙・1通 へ127-2-1

小藤太申上書（御槍・極短ミニール銃貸出につ
き）　小藤太→御武具奉行様

2月10日 横切継紙・1通 へ127-2-2

矢野倉謙兵衛申上書（貴様御預同心三井芳治組
弥忠太の御雇足軽御役方手附新之助養子の
ため役儀差免につき）　（矢野倉）謙兵衛→（大瀬）
義八郎様

2月24日 横切継紙・1通 へ127-2-3

［覚］（御賄方原与一郎役所への差出品）　端裏書
｢御礎定｣

横切紙・1通 へ127-2-4

（端裏書）［雪晩伺］（弾薬・硝石取調）　‐→をてし
まや

横切継紙・1通 へ127-2-5

（武具方関係書類綴）　 3点 へ127-2-6

１６　藩政／番方／百目筒図面
１７　藩政／番方／真田石見馬印平面図　　１８　藩政／番方／武具方所管武具・武備・諸費上申
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玉川左門申上書（御紋附御幕・布更御幕を東京
への差依頼につき）　玉川左門→矢野倉謙兵衛殿

2月 横切紙・1通 へ127-2-6-1

小荷駄奉行指図書（別紙御条目・散金の申通に
つき）　小荷駄奉行→‐

横切継紙・1通 へ127-2-6-2

某指図書（病気により御雇御鉄砲鉄物師小林作
右衛門の御雇中玄米扶持返上・役儀赦免につ
き）　‐→御武具奉行中

2月23日 横切継紙・1通 へ127-2-6-3

（医書他返上関係書類綴）　 6点 へ127-2-7

矢野倉謙兵衛申上書（端裏書）［御用筒并調練前
催促并仏蘭西医書之義御用状二月十八日御
目附出ス］（仏蘭西医書返上につきほか）　（矢
野倉）謙兵衛→（根村）熊五郎様

2月 横切継紙・1通 へ127-2-7-1

矢野倉謙兵衛申上書（御拝借の仏蘭西医書3冊
返上につき）　矢野倉謙兵衛→中村周庵

2月12日 横切紙・1通 へ127-2-7-2

中村周庵申上書（拝借書物3冊返上につき）　中
村周庵様→御武具様

2月12日 横切継紙・1通 へ127-2-7-3

（包紙）　越後今町新川端町糸魚川屋徳太郎→
上

包紙・1点 へ127-2-7-4

糸魚川屋徳太郎申上書（鉛買入の件で越中辺に
おいて詮議につき）　糸魚川屋徳太郎→大日方様
御役中

2月14日 横切継紙・1通 へ127-2-7-5

徳左衛門申上書［鉛相場御尋二付申上書］（高田
表鉛相場・貢数取調、3月まで御差支なければ
早速下筋へ詮議する旨）　今町鉛問屋泉魚川屋
徳左衛門→松代大日方四郎兵衛様御役中

慶応4年辰正月24日 竪紙・1通 へ127-2-7-6

（武具方関係書類綴　慶応4年正月～11月）　 11点 へ127-3

武具奉行申上書（端裏書）［御内密申上］（富永新
平の出府の節御渡の御筒へ小泉市二が疑義
の旨）　御武具奉行→‐　下ケ札あり

慶応4年辰正月5日 横切継紙・1通 へ127-3-1

（旗竿新規出来関係書類綴）　 3点 へ127-3-2

武具奉行伺書（端裏書）［御旗竿覆新規御出来之
義伺］（旗竿新調願につき）　御武具奉行→‐　
下ケ札あり

4月10日 横切継紙・1通 へ127-3-2-1

小野屋周左衛門申上書［覚］（御旗竿覆御修復1
本分代金見積）　小野屋周左衛門→御武具方御役
所

4月10日 横切紙・1通 へ127-3-2-2

旭屋惣右衛門申上書［覚］（御旗竿1本分桐油代
見積）　（松代紺屋町御桃灯所）旭屋惣左衛門→御武
具方御役所

4月10日 横切紙・1通 へ127-3-2-3

（武具方関係書類綴　慶応4年正月～11月）　 5点 へ127-3-3

某伺書（端裏書）［御旗并長短ミニー銃被下伺］
（46挺・4本）　

2月 横切継紙・1通 へ127-3-3-1

某書付（端裏書）［慶応四正月伺御旗］　 慶応4年正月 切紙・1通 へ127-3-3-2

１８　藩政／番方／武具方所管武具・武備・諸費上申
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某書付（玉薬箱1荷）　 切紙・1通 へ127-3-3-3

某書付（玉薬箱12荷）　 切紙・1通 へ127-3-3-4

調役申上書［覚］（真鍮胴2筆取調につき）　調役
→‐

（慶応4年）辰2月 横切継紙・1通 へ127-3-3-5

矢野倉謙兵衛金銭受取証文［覚］（岩村寅松出府
のための道中先触・御藩印紙）　矢野倉謙兵衛
→渡邉憲蔵殿

（明治元年）辰11月17日 横切継紙・1通 へ127-3-4

惣五郎申上書（岩村寅松について何の沙汰もな
いので申談の上取り計らうべき旨）　惣五郎
→（矢野倉）謙兵衛様

12月17日 横切継紙・1通 へ127-3-5

某申上書［歩兵演範御渡方下案］（師範家への12部
下ケ渡しにつき）　

11月1日 横切継紙・1通 へ128

（鉄砲関係書類綴　慶応4年2月～6月）　 3点 へ129

根村熊五郎金銭受取証文（合薬御買上代金500
両）根村熊五郎→佐藤為之進様

7月25日 横切紙・1通 へ129-1

横浜出役宮原柔兵衛金銭受取証文［覚］（御鉄砲
御買上御用臨時御借入金300両）　横浜出役宮
原柔兵衛→児嶋孝之助殿

（慶応4年）辰6月27日 竪紙・1通 へ129-2

横浜出役宮原柔兵衛金銭受取証文［覚］（御鉄砲
御買上御用臨時御借入金300両）　横浜出役宮
原柔兵衛→九蔵殿・松碩殿・藤助殿

（慶応4年）辰2月25日 竪紙・1通 へ129-3

（東京出張銃兵小隊長御手当・入料評議書類綴　
明治2年）　

13点 へ130

（銃兵関係書類綴　明治2年）　 12点 へ130-1

河原権大参事指図書（別紙小隊長申立のうち1・
3・4条は勘弁し、2条は職制表になく、5条は東
京に申越べく、末条は拝借が妥当な旨）　河原
権大参事→富永大属（新平）殿

6月17日 横切継紙・1通 へ130-1-1

会計懸申上書（端裏書）［道中雨具料御渡之義申
上］（前々の御振合の通り金2朱下ケ渡願につ
き）　会計懸→‐

6月20日 横切紙・1通 へ130-1-2

会計懸申上書（端裏書）［小隊長申立雨具之義
申上］（トンヒ合羽、彼地において出来願につ
き） 会計懸→‐

6月20日 横切継紙・1通 へ130-1-3

某伺書（臨時出張の際の粮袋雨具料を雨具料の
みにして器械出来料に使用したい旨）　

明治2年巳7月29日 横切継紙・1通 へ130-1-4

東京出張銃兵小隊長伺書（端裏書）［雨具御渡之
義伺］（伍長以下銃手への雨具代金2朱下ヶ金
願につき）　東京出張銃兵小隊長→‐

6月 横切継紙・1通 へ130-1-5

某書上（小隊長・助長・下士等1人分の月割御手
当・道中御給〆金61両）

横切継紙・1通 へ130-1-6

佐藤美与喜申上書（市中取締の人数勤方のこと 6月12日 横切継紙・1通 へ130-1-7

１８　藩政／番方／武具方所管武具・武備・諸費上申



－ 367－

は大属方で取調べて申上げる旨ほか3条）　
（佐藤）美与喜→（富永）新平様

某書上（小隊長・助長補・分隊長等1人分の月割
御手当・出立別段御手当・道中御給賄代・荷物
賃銭〆金230両2分12匁6分6厘）　破損甚

横切継紙・1通 へ130-1-8

某書上（九等、日割手当金・出立別段御手当・道
中御賄代・荷物賃銭〆金10両6匁6分6厘）　

横切紙・1通 へ130-1-9

某書上（駄馬・人足代金14両2分につき）　 横切継紙・1通 へ130-1-10

某書付（柄澤大之進等在東京月数3名）　 切紙・1通 へ130-1-11

某書付（小隊長1人等人名）　 横切継紙・1通 へ130-1-12

河権大参事指図書（小隊長申立の在京増人は彼
地へ相談上の事とすべき旨）　河原権大参事→
富永大属殿

7月16日 横切継紙・1通 へ130-2

１９　藩政／番方／武具方所管武具・火薬購入製造諸費上申　　勘定所

（雷火短筒御入料関連書類一括　安政6年5月～6
月）　包紙一括

3点 へ154

（包紙）　御刀鍛冶御砲師兼山口近蔵→上 包紙・1点 へ154-1

御刀鍛冶御鉄砲師兼山口近蔵申上書［覚］（雷火
短筒御出来御入料〆金2両ト銀13匁見積につ
き）　御刀鍛冶御砲師兼山口近蔵→上

安政6年5月 横切継紙・1通 へ154-2

御刀鍛冶御鉄砲師兼山口近蔵金銭受取証文
［覚］（雷火短筒御出来御入料〆金2両と銀13
匁金銭につき）　御刀鍛冶御砲師兼山口近蔵→上

安政6年6月 横切継紙・1通 へ154-3

某用状（イロハ番・人数書上）　 横半半・1冊 へ155

監督取調書（各部隊兵士装備取調につき）　監督→
‐

3月19日 横長半・1冊 へ156

（硝石等取引関係書類一括）　巻込一括 8点 へ157

（硝石・硫黄関連書類綴）　 7点 へ157-1

佐久間修理取調帳［人参蒔附金山堀試硝石造込
取調帳］（沓野村硝石造込小屋掛代金25両2分
銭48文等書上につき）　佐久間修理→竹村金吾殿
裏表紙に灰色宿紙の切紙の付箋貼付

嘉永4年亥3月 横長半・1冊 へ157-1-1

某用状（丑11月24日～27日迄硫黄等残量書付） （嘉永4年） 横長半・1冊 へ157-1-2

某用状［硝石］（硝石代勘定書）　 （嘉永4年） 横長半・1冊 へ157-1-3

（御蔵番引渡関係書類綴）　 嘉永4年 2点 へ157-1-4

御利用方御手附鶴左久用状［金山御道具御蔵番
え引渡候品々覚］（鎚7挺等引渡品書上につ

嘉永4年亥3月 横折紙・1通 へ157-1-4-1

１９　藩政／番方／武具方所管武具・火薬購入製造諸費上申
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き）　御利用方御手附鶴左久→‐

御利用方御手附鶴左久用状［覚］（硫黄130貫匁
御蔵番へ引渡につき）　御利用方御手附鶴左久→
‐

嘉永4年亥3月 横折紙・1通 へ157-1-4-2

御武具方元〆小山善次兵衛金銭受取証文［覚］
（硫黄78貫目余受取につき）　御武具方元〆小山
善次兵衛→片桐重之助殿

丑11月27日 横切継紙・1通 へ157-1-5

某用状［四挺附御入料］（〆金43両につき）　 横折紙・1通 へ157-1-6

某用状（硝石残量勘定書）　 横折紙・1通 へ157-1-7

宮島嘉織申上書（薩摩藩の動向並びに小銃組2
小隊出府仰渡されたきにつき等）　宮島嘉織→
御同役中様

12月25日 竪半・1冊 へ157-2

（合薬関係書類　明治2年6月）　 8点 へ78

［御当用品々書類］（封筒）　武庫→‐ 明治2年巳6月 封筒・1点 へ78-1

鎌原伊野右衛門用状（別紙伺いの通相談につ
き）　 鎌原伊野右衛門→矢野倉謙兵衛様

（明治2年）6月29日 横切紙・1通 へ78-2

宮入半左衛門他一名伺書［口上覚］（合薬入用に
つき）　宮入半左衛門・北村国之丞→‐　封紙あり

（明治2年） 横切継紙・1通 へ78-3

矢野倉謙兵衛他二名伺書（合薬水車新規取建に
つき）　矢野倉謙兵衛・池田平角・三村大之助→‐

（明治2年）6月3日 横切継紙・1通 へ78-4

矢野倉謙兵衛用状（荷物開封につき）　（矢野倉）
謙兵衛→（春原）織右衛門様

（明治2年）6月4日 横切継紙・1通 へ78-5

［三十貫四百七十六匁　四十弐貫三百十五匁］
（切紙）　

（明治2年） 切紙・1通 へ78-6

（合薬数量書上）　 （明治2年）巳6月8日 切紙・1通 へ78-7

（丁銅・錫数量書上）　 （明治2年） 切紙・1通 へ78-8

２０　藩政／番方／武具方鉄砲奉行所管張筒製造上申　　勘定所

（張筒代金関係書類綴　嘉永5年）　 6点 へ79

恩田頼母申聞書（別紙の件見込みにつき）　恩田
頼母→岡嶋荘蔵殿

2月10日 切紙・1通 へ79-1

佐久間庸左衛門伺書［口上覚］（張筒の件張り立
ての指図につき）　佐久間庸左衛門→‐

2月 横切紙・1通 へ79-2

片井京助金銭受取証文［覚］（張筒代金につき） 
片井京助→‐

子10月 横切継紙・1通 へ79-3

某用状（端裏書）［国風御筒入料之義申上下案］
（国風御筒入料の件払いにつき）　

6月 横切紙・1通 へ79-4

片井京助礼状［覚］（筒張代金の件無利息拝借に 嘉永5年壬子12月 竪継紙・1通 へ79-5

２０　藩政／番方／武具方鉄砲奉行所管張筒製造上申
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つき）　片井京助・加判小泉友司→片桐重之助殿・高
野覚之進殿

［口上覚］（包紙）　片井京助→‐ 包紙・1点 へ79-6

２１　藩政／番方／武具方庶務筆墨料上申　　勘定所

（筆墨料下ケ金願関係書類　文久2年3月～元治元
年12月）　枝番1～4紐一括

4点 へ90

矢野倉謙兵衛申上書（端裏書）［品々伺ヶ条取調
申上］（筆墨料等8筆勘弁願）　（矢野倉）謙兵衛→
‐

（元治元年）子10月 横切継紙・1通 へ90-1

矢野倉謙兵衛申上書（端裏書）［品々伺ヶ条取調
申上］（筆墨料等8筆再応勘弁願）　（矢野倉）謙
兵衛→‐

（元治元年）子12月12日 横切継紙・1通 へ90-2

旧武庫庶務伺書（端裏書）［午未申三ヶ年分筆墨
料之義伺］（御渡願につき）　旧武庫庶務→‐

（万延元年）申5月5日 横切継紙・1通 へ90-3

矢野倉謙兵衛申上書（端裏書）［筆墨料請取之義
付別紙相添伺］（元庶務申立の趣勘弁すべき
旨）　（矢野倉）謙兵衛→‐

（文久3年）亥12月26日 横切継紙・1通 へ90-4

２２　藩政／番方／武具方所管小銃組諸費上申　勘定所

（小銃組証文関係書類　5月）　 6点 へ96

小出湯之助願書（先月中受取物本証文について
の案内書の廻達につき）　小出陽之助→御頭取
中様

5月 横切紙・1通 へ96-1

御買物所願書［覚］（真木等6筆、先月中御受取物
本証文廻達につき）　御買物所→小銃方御頭取中
様

5月 横切継紙・1通 へ96-2

御武具方伺書（一昨年分証文の廻達が済み、昨
年分も案内済により昨年分の証文の廻達願
につき）　御武具方→御物頭様

5月19日 横切継紙・1通 へ96-3

御武具方願書（昨12月中火入稽古調練合薬入料
の証文廻達につき）　御武具方→牧野大右衛門様

5月19日 横切継紙・1通 へ96-4

組別武器書上［覚］（牧野殿御組等7組分につき） 横長半・1冊 へ96-5

［去辰年中小銃組損証文案内書入小銃組元〆へ
御渡披成下候］（封筒）　

5月19日 封筒・1点 へ96-6

２１　藩政／番方／武具方庶務筆墨料上申　　２２　藩政／番方／武具方所管小銃組諸費上申
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２３　藩政／番方／武具方所管鉄砲買上費上申　　勘定所

（窪田利右衛門水原よりシヤスホウ銃買上に関す
る書状并並びに勘定書付）　包紙の断簡（ヵ）付、取
扱注意

3点 へ106

（包紙）　 包紙・1点 へ106-1

窪田利左衛門申上書（シヤスホウ銃買上入用の
大凡見積りを提出したので、一刻も早い入用
金送金願につき）　（窪田）利左衛門→（酒井）市治
様・（水野）清右衛門様　端裏書｢水原より午四月十二
日達｣

4月5日 横切継紙・1通 へ106-2

窪田利左衛門申上書［覚］（借用金差引287両2
分、諸御入料送金願につき）　（窪田）利左衛門→
（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　下ケ札3点、端裏
書｢水原より午四月十二日達｣

午4月5日 横切継紙・1通 へ106-3

（包紙断簡ヵ）　□（窪）田利左衛門→酒井市治様・水
野清右□□□（衛門様）

午4月12日 包紙・1点 へ106-4

２４　藩政／番方／武具方所管鉄砲師昼賄い上申　　勘定所

（御鉄砲師昼御扶持被下方評議）　 4点 へ113

出張御武具奉行伺書并御勘定吟味貼添願（端裏
書）［出張御鉄砲師昼御扶持之義伺］（昼扶持
聞済願につき並びに御勝手元〆へ尋ねて勘
弁すべき旨）　出張御武具奉行→‐

12月 横切紙・1通 へ113-1

出張調役伺書［口上覚］（御鉄砲師・御鉄砲師助
昼御扶持下付願につき）　出張調役→‐

12月 横切継紙・1通 へ113-2

［口上覚］（包紙）　 包紙・1点 へ113-3

横田仁作他三名申上書［口上覚］（下筋出張御細
工日限昼扶持願につき）　御鉄砲師横田仁作・村
松新十郎・御鉄砲師助松田浅吉他1名→御調役中様

横切紙・1通 へ113-4

２５　藩政／番方／馬奉行所管馬具出来・日吉馬場借入可否上申　　勘定所

（御馬奉行申上関係書類綴）　 4通 へ221

御馬奉行申上書并前島友之進貼添願（端裏書）
［御馬具類御出来之儀申上］（押掛等6筆出来

3月 横切紙・1通 へ221-1

２３　藩政／番方／武具方所管鉄砲買上費上申
２４　藩政／番方／武具方所管鉄砲師昼賄い上申　　２５　藩政／番方／馬奉行所管馬具出来・日吉馬場借入可否上申



－ 371－

につき並びに御馬奉行伺勘弁につき）　御馬
奉行→‐

御馬奉行申上書并前島友之進貼添願（端裏書）
［御道中御用意物之儀申上］（板等7筆道中御
用意出来につき並びに御馬奉行伺勘弁につ
き）　御馬奉行→‐

3月 横切紙・1通 へ221-2

御馬奉行申上書（端裏書）［日吉馬場之儀ニ付申
上］（日吉馬場借入につき御菱谷宰相へ金1千
疋・馬場守へ金200疋下付願につき）　御馬奉
行→‐　へ221-4と関連

3月 横切紙・1通 へ221-3

前嶋友之進申上書（端裏書）［御馬奉行伺之儀御
尋付申上］（日吉馬場御借入につき御馬奉行
申上方別段異議なきにつき）　前嶋友之進→‐
へ221-3の添願カ

3月 横切継紙・1通 へ221-4

２６　藩政／番方／西寺尾村硝石作場潰地小作籾支給上申　　勘定所

入久左衛門他一名伺書（端裏書）［硝石作場之儀
伺］（西寺尾村分地の硝石作場御用のため別紙
絵図面の通り年々地主共へ小作籾代金支給願
につき）　入久左衛門・小嶋理兵衛→‐

3月 横切継紙・1通 へ55

２７　藩政／番方／大坂で錫購入御用請書　　勘定所

源右衛門他二名請書［乍恐以書付御請奉申上候］
（大坂表での錫買入御用につき）　北徳間村源右
衛門・鍜冶町親類万吉・布野村同断又右衛門→水野友作
様・片桐条之助様　端裏書｢錫御買上代金受取　源右衛
門｣

弘化3年午4月 竪継紙・1通 へ161

２８　藩政／番方／船手方所管御手船譲渡・入札　　勘定所

（御手船御払関係綴）　へ141～145各端裏朱書｢イ｣～｢
へ｣、本来は何らかの形態で一括されていたカ

3点 へ141

御船手方伺書（端裏書）［御手船御譲代金之儀
伺］（御台場御免につき御手船跡役高崎様へ
譲渡の儀につき）　御船手方→‐　端裏朱書｢イ｣

3月18日 横切継紙・1通 へ141-1

御勘定吟味申上書（端裏書）［御船御払之儀ニ付
申上］（御船7艘高崎様・町人への払方の儀に

3月 横切継紙・1通 へ141-2

２６　藩政／番方／西寺尾村硝石作場潰地小作籾支給上申
２７　藩政／番方／大坂で錫購入御用請書　　２８　藩政／番方／船手方所管御手船譲渡・入札
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つき）　御勘定吟味→‐　下ケ札あり

御船手方書上并伺書（端裏書）［代金差引調］（船
7艘分〆86両3分1朱の代金書上並びに先方様
買上の手順につき）　（御船手方）→‐　下ケ札あ
り、端裏朱書｢ロ｣

横切継紙・1通 へ141-3

某伺書［御手船7艘高崎様江御譲ニ付代金付取調
被仰渡ニ付船大工清兵衛江代付為仕御払直段
取調奉伺候］（御手船七艘代金取調並びにその
手順につき）　端裏朱書｢ハ｣・墨書｢別帳｣、下ケ札あ
り

横長半・1冊 へ142

（船2艘分代金書上関係綴　元治元年7月）　 2点 へ143

某代金書上［一昨子年高崎様より御引受代金掛
合調写］（船2艘分代金）　下ケ札あり、端裏朱書｢
甲｣・｢ニ｣

横切紙・1通 へ143-1

奈良屋安兵衛申上書［覚］（高崎様御払船2艘買
上の儀につき）　奈良屋安兵衛→御船手方御役人
衆中様

元治元年子7月22日 横切紙・1通 へ143-2

御台場御船手方取調書［御手船并附属御品取調］
（木綿差帆・身縄等船の付属品取調につき）　御
台場御船手方→‐　へ144・へ145は巻込一括、端裏朱書｢
ホ｣、下ケ札あり

慶応2年寅2月 竪半・1冊 へ144

船大工清兵衛入札書［船大工清兵衛　一御手船七
艘御払入札書］（船7艘の御払代金を〆86両3分1
朱につき）　船大工清兵衛→‐　端裏朱書｢ヘ｣

慶応2年寅3月 竪半・1冊 へ145

２９　藩政／番方／武具費内借金勘定・用状　　勘定所

（内借金等勘定関係書類一括）　へ-31～35巻込一括 16点 へ31

（銃・合薬購入関連書類綴）　 9点 へ31-1

望月主水用状（大銃の入料内借等切崩しの旨指
図頼につき）　（御当用望月）主水→（真田）志摩様

12月2日 切紙・1通 へ31-1-1

御勘定吟味用状（端裏書）［不用之分　大銃御入
料内借高并御引当御金出高等之義ニ付申上］
御勘定吟味→‐ 下ケ札あり、貼紙あり

12月2日 横切継紙・1通 へ31-1-2

［覚］（御扶持代運用にて銃購入等諸払取調書） 
裏打済、下ケ札あり

横切継紙・1通 へ31-1-3

［覚］（合薬代金等勘定書）　 横切継紙・1通 へ31-1-4

某用状［御内借高］（亥11月より子9月までの内
借高勘定書）　

横切継紙・1通 へ31-1-5

（端裏書）［大銃御入料調書］（亥8月より子5月ま
での内借高等勘定書）　端裏書｢寅四月大銃御入

横切継紙・1通 へ31-1-6

２９　藩政／番方／武具費内借金勘定・用状
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料調書｣　

［大銃之方］（合薬代金等勘定書）　 切紙・1通 へ31-1-7

某用状［（端裏書）大銃之分］（大銃入料代金等の
勘定書）　端裏書｢不用　大銃之分｣

横切紙・1通 へ31-1-8

大野徳左衛門用状（大銃新調費用中借金支払い
につき）　大野徳左衛門→‐　朱書あり

横切紙・1通 へ31-1-9

（ヘルシキ銃購入関連書類綴）　 7点 へ31-2

勘定吟味用状（端裏書）［ヘルシキ銃代金之儀ニ
付申上］　御勘定吟味→‐　端裏書｢ヘルシキ銃代
料之義ニ付申上｣｢十一月　御勘定吟味｣

11月 横切紙・1通 へ31-2-1

御勘定吟味申上書（端裏書）［不用之方　ヘルキ
シ銃入料渡辻ニ付申上］　御勘定吟味→‐

12月 横切継紙・1通 へ31-2-2

（端裏書）［ヘルシキ御入料調］（亥正月より10月
迄勘定書）　端裏書｢寅四月ヘルシキ御入料調｣

12月2日 横切紙・1通 へ31-2-3

某用状（端裏書）［不用之方　ヘルシキ御入料
調］（亥10月より子4月迄勘定・支出書）　端裏
書｢不用之方ヘルシキ之分｣　

横切継紙・1通 へ31-2-4

某用状（ヘルキン銃48挺代金勘定書）　 切紙・1通 へ31-2-5

某用状［覚］（月割金等差引勘定書）　端裏書｢不用
之分｣

8月9日 横切継紙・1通 へ31-2-6

（ヘルシキ銃約定引替等勘定関係五ヶ条要望書
並びに朱書返答）　端裏書｢不用之分｣

8月8日 横切紙・1通 へ31-2-7

（具足入料取調関係書類）　へ-32-1～へ-32-7合綴 9点 へ32

山寺源太夫書状（10両の支出元の書類の件伺等
につき）　（山寺）源太夫→殿町様　端裏書｢殿町様
源太夫｣、裏打済

12月13日 横切継紙・1通 へ32-1

（山寺源太夫宛用状）　 12月12日 3点 へ32-2

高田幾太用状（内借金10両上納催促につき）　
（高田）幾太→（山寺）源太夫様　端裏書｢源太夫様　
幾太｣

12月12日 横切継紙・1通 へ32-2-1

河原理助用状（太雲院様御卒去の際の入料出金
の件につき）　（河原）理助→（山寺）源太夫様

12月13日 横切継紙・1通 へ32-2-2

山寺源太夫書状（十金中借証文の件支出元の件
調査依頼につき）　（山寺）源太夫→竹村（金吾）様

横切継紙・1通 へ32-2-3

［御武器御用金受取元帳］　 （11月21日～丑年閏正月） 横半半・1冊 へ32-3

山下春八受取証文［覚］（惣塗・仕立代等残金に
つき）　山下春八→山本嘉十郎様

天保11年子7月16日 竪継紙・1通 へ32-4

草間一路用状（具足入料の内20両御手元繰回金
より支出願につき）　（草間）一路→（河原）理助様
端裏貼紙｢三｣

7月12日 横切継紙・1通 へ32-5

某用状（入料積20両御下げ願いにつき）　 7月 横切紙・1通 へ32-6

３０　藩政／番方／文武学校・武具諸費・鉄砲調練費用状
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３１　藩政／番方／鉛買上費用状　　勘定所

（鉛買上関係綴）　 5点 へ146

柘植嘉兵衛書状（鉛御買上731両余の支払方に
つき）　（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様

8月25日 横切継紙・1通 へ146-1

柘植嘉兵衛書状（別封お達し下されたき旨）　
（柘植）嘉兵衛→（草間）一路様

8月25日 切紙・1通 へ146-2

大塚谷平書状（鉛買上代金残金600両の支払い 8月25日 横切継紙・1通 へ146-3

３０　藩政／番方／文武学校・武具諸費・鉄砲調練費用状　勘定所

（学校・鉄砲入料関係書類一括　嘉永3年8月～嘉
永5年8月）　封筒一括

10点 へ159

［文武御入料調］（封筒）　 嘉永5年子8月 封筒・1点 へ159-1

（銃試打入用等綴）　 6点 へ159-2

某用状（小役金差引勘定につき）　朱書あり 切紙・1通 へ159-2-1

某用状（大銃試打入用等書付）　 切紙・1通 へ159-2-2

某用状（端裏書）［学校御入用取調］（炭・真木・油
代15匁等〆560匁につき）　

横切継紙・1通 へ159-2-3

某用状（砲術褒美入用等書付）　端裏書｢学校｣ 横切継紙・1通 へ159-2-4

某用状［覚］（弦等下渡入料書付）　下ケ札あり 横切継紙・1通 へ159-2-5

忠兵衛書状（試し打ちの入料の精算につき）　忠
兵衛→（片桐）重之助様　端裏書｢御用届□□｣

5月27日 横切継紙・1通 へ159-2-6

（硝石代金関係書類綴）　へ-159-4と巻込 2点 へ159-3

表御納戸伺書［酉年より亥年迄武芸ニ付御下金
并鉛焔硝代金銀下渡出伺書］（嘉永二酉年中
武芸御入料金21両1分2朱等につき）　表御納
戸→‐　下ケ札あり

嘉永5年子2月 横長半・1冊 へ159-3-1

某用状（学校・鉄砲経費下渡につき書付）　へ
-159-3-1の表紙と第1丁の間に挟込

横折紙・1通 へ159-3-2

某用状［文政八酉年四月　御先手組稽古焔硝鉛
大縄渡元帳　嘉永三戌年八月御武具方より
借写置　御金掛扣］（焔硝22貫500匁代金等書
上につき）　へ-159-3と巻込

嘉永3年戌8月 横長半・1冊 へ159-4

河原理助歎願書（端裏書）［御具足櫃等之儀申
上］（入料金支出許可願いにつき）　河原理助→
‐　端裏貼紙｢五止｣

9月 横切継紙・1通 へ32-7

３０　藩政／番方／文武学校・武具諸費・鉄砲調練費用状　　３１　藩政／番方／鉛買上費用状
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３２　藩政／番方／武具方所管鉄砲製造費増額訴願　　勘定所

御鉄砲師高木吉蔵等八名歎願書［以書付奉歎願
候］（近年諸品高値のため製造料増願につき）　
御鉄砲師高木吉蔵・同榎田二作・同高木多之助他5名→御
武具方御役所

元治元年子7月 竪半・1冊 へ234

につき）　（大塚）谷平→（酒井）市治様・（水野）清右
衛門様

柘植嘉兵衛書状（御買上物代の内金1千500両を
日限通りに支払を求める旨）　（柘植）嘉兵衛→
（草間）一路様

8月27日 横切紙・1通 へ146-4

田中権之助他一名書状（為替金手配並びに帰郷
の件につき）　出衛（田中）権之助・（西沢）甚七郎→
（酒井）市治様・（水野）清右衛門様　包紙あり

9月7日 横切継紙・1通 へ146-5

３３　藩政／番方／武具方所管硝石製造用石臼代滞り訴訟取下げ　勘定所

牧島村弘右衛門他三名歎願書［乍恐以書付御吟味
流奉歎願候］（牧島村鈴木勘左衛門と上真島村
大三郎との石臼代滞り吟味の御流願につき）　
牧島村御用達鈴木勘左衛門親類弘右衛門・上真島村役人
代安治・御町宿相原邦次郎他1名→御武具方御奉行所

慶応3年卯7月17日 竪半・1冊 へ233

３４　藩政／番方／元武具方仲間硝石製造懸硝石抜け荷一件処置　　勘定所

（大田原村新重郎硝石抜売関係書類綴）　 4点 へ92

竹村金吾伺書［大田原村新重郎儀御内意伺］（新
重郎の元御武具方仲間硝石製方懸勤中に抜
売の不正と石灰買上偽装の処分につき）　竹
村金吾→‐

12月7日 竪半・1冊 へ92-1

某申上書（硝石方御仲間取締の御尋により手附
足軽増員願等につき）　

竪半・1冊 へ92-2

竹村金吾他二名伺書［大田原村新重郎儀伺］（新
重郎の元御武具方仲間硝石製方懸勤中に抜
売の不正と石灰買上偽装の処分につき）　竹
村金吾・岩下左源太・宮嶋嘉織→‐

12月20日 竪半・1冊 へ92-3

［申渡書付案］（大田原村長作聟養子新重郎の元
御武具方仲間硝石製方懸勤中の不正・石灰買

12月22日 竪半・1冊 へ92-4

３２　藩政／番方／武具方所管鉄砲製造費増額訴願
３３　藩政／番方／武具方所管硝石製造用石臼代滞り訴訟取下げ　　３４　藩政／番方／元武具方仲間硝石製造懸硝石抜け荷一件処置
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３５　藩政／番方／浦賀表海防臨時出張手当金拝借　勘定所

（海防出張手当一括）　包紙一括 62点 へ1

［御用　海防御人数拝借証文一巻］（封筒）　西村
源（蔵）→湯本十学殿・三村大之助殿

封筒・1点 へ1-1

（海防臨時出馬手当金拝借証文　嘉永7年正月
～2月）　

27点 へ1-2

常田 太夫拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　常田 太夫／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年甲寅2月 竪継紙・1通 へ1-2-1

山寺源太夫拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　山寺源太夫／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-2

高山内蔵進拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　高山内蔵進／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-3

磯田小藤太拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　磯田小藤太／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅正月29日 竪紙・1通 へ1-2-4

馬場茂八郎拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　馬場茂八郎／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-5

中俣一平拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　中俣一平／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-6

宮下謙大夫拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　宮下謙大夫／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅正月29日 竪紙・1通 へ1-2-7

綿内右門拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　綿内右門／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-8

小幡保之助拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　小幡保之助／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年甲寅正月29日 竪紙・1通 へ1-2-9

佐藤安喜拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　佐藤安喜／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-10

斉藤友衛拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　斉藤友衛／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-11

小林仁三郎拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　小林仁三郎／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-12

上偽装の罪科を格別の御情で上納残金御払
切・押込とする旨）　

３５　藩政／番方／浦賀表海防臨時出張手当金拝借
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堀田源之進拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　堀田源之進／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-2-13

上村治右衛門拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当
金につき）　上村治右衛門／（奥印）草間元司→西
村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-14

竹内友馬拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　竹内友馬／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年甲寅2月 竪紙・1通 へ1-2-15

正村勇之進拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　正村勇之進／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-16

岩下権大夫拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　岩下権大夫／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-17

松村五大夫拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　松村五大夫／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅正月 竪紙・1通 へ1-2-18

小山織江拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　小山織江／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年甲寅2月 竪紙・1通 へ1-2-19

柿崎甚蔵拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　柿崎甚蔵／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-20

北嶋要専拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　北嶋要専／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年甲寅2月 竪紙・1通 へ1-2-21

堀井泉蔵拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　堀井泉蔵／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-22

山崎早馬拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　山崎早馬／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-23

橋本茂左衛門拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当
金につき）　橋本茂左衛門／（奥印）草間元司→西
村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-24

渡辺栄司拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金に
つき）　渡辺栄司／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-25

坂西為之助拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　坂西為之助／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-26

横田嘉一郎拝借証文［覚］（海防臨時出馬手当金
につき）　横田嘉一郎／（奥印）草間元司→西村源蔵
殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-2-27

（浦賀・横浜警衛役手当金拝借証文綴　嘉永7
年）

34点 へ1-3

小幡長左衛門拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金
につき）　小幡長左衛門／（奥印）高田幾太→西村源
蔵殿

嘉永7年寅正月 竪紙・1通 へ1-3-1

３５　藩政／番方／浦賀表海防臨時出張手当金拝借
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白井平左衛門拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金
につき）　白井平左衛門／（奥印）草間元司→西村源
蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-2

出浦総右衛門拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金
につき）　出浦総右衛門／（奥印）草間元司→西村源
蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-3

高田幾太拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　高田幾太／（奥印）草間元司→西村源蔵殿・金井
弥惣左衛門殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-4

樋口健之丞拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金に
つき）　樋口健之丞／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-5

鈴木熊治郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　鈴木熊治郎／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪紙・1通 へ1-3-6

片岡弘人拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　片岡弘人／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-7

大森荘兵衛拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金に
つき）　大森荘兵衛／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-8

石倉嘉大夫拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金に
つき）　石倉嘉大夫／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ1-3-9

原半七郎拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　原半七郎／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪切紙・1通 へ1-3-10

成沢縫殿右衛門拝借証文［覚］（横浜警衛役手当
金につき）　成沢縫殿右衛門／（奥印）草間元司→
西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪切紙・1通 へ1-3-11

近藤友喜拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　近藤友喜／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-12

小崎戸代三郎拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金
につき）　小崎戸代三郎／（奥印）草間元司→西村源
蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-13

祢津直人拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　祢津直人／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-14

松木源太郎拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金に
つき）　松木源太郎／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-15

小川邦人拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ
き）　小川邦人／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-16

遠藤小右衛門拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金
につき）　遠藤小右衛門／（奥印）草間元司→西村源
蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-17

上原徳之助拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金に
つき）　上原徳之助／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-18

両角玄修拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　両角玄修／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ1-3-19

海沼龍助拝借証文［覚］（横浜警衛役手当金につ 嘉永7年寅2月 竪切紙・1通 へ1-3-20

３５　藩政／番方／浦賀表海防臨時出張手当金拝借
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き）　海沼龍助／（奥印）草間元司→金井弥惣左衛門
殿

坂西正右衛門拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金
につき）　坂西正右衛門／（奥印）高田幾太→西村源
蔵殿

嘉永7年寅2月 竪切紙・1通 へ1-3-21

神戸三五郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　神戸三五郎／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-22

片岡千吉拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　片岡千吉／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪継紙・1通 へ1-3-23

大黒忠之進拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　大黒忠之進／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪継紙・1通 へ1-3-24

寺沢慎之丞拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　寺沢慎之丞／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-25

郷原力作拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　郷原力作／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-26

中村久吉拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　中村久吉／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-27

徳間弥太郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　徳間弥太郎／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-28

宮本金三郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　宮本金三郎／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-29

前沢善之助拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　前沢善之助／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅2月 竪切紙・1通 へ1-3-30

都筑仁十郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　都筑仁十郎／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-31

久保喜作拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　久保喜作／（奥印）高田幾太→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪継紙・1通 へ1-3-32

加藤文八郎拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金に
つき）　加藤文八郎／（奥印）草間元司→西村源蔵殿

嘉永7年寅正月 竪切紙・1通 へ1-3-33

金児与助拝借証文［覚］（浦賀警衛役手当金につ
き）　金児与助／（奥印）草間元司→金井弥惣左衛門
殿

嘉永7年2月 竪切紙・1通 へ1-3-34

（浦賀表堅衛出役御供手当関係書類一括　嘉永7
年正月～2月）　封筒一括

29点 へ163

［安政六未十二月至来之分江戸廻証文一まく］
（封筒）　封筒抹消部分｢□□□仕候証文□[　　　]
｣あり

封筒・1点 へ163-1

（浦賀表堅衛出役御供手当拝借証文綴　嘉永7
年正月～2月）　

28点 へ163-2

樋口旗之助拝借証文［覚］（海防臨時出馬御供手
当4両拝借につき）　樋口旗之助／（奥書）草間元
司→西村源蔵殿　柿崎良作署名の貼紙あり

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ163-2-1

３５　藩政／番方／浦賀表海防臨時出張手当金拝借
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