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金銀2貫300匁受取につき）　須田屋惣兵衛→松
代様御武具方御役人中様　合印あり

きく屋伝兵衛金銭受取証文［覚］（白生雲美等購
入代金〆銀2貫53匁2分受取につき）　きく屋
伝兵衛→御武具方御役所　合印あり

（慶応2年）寅9月11日 竪継紙・1通 へ164-5-9

御鉄砲台師中村伝七金銭受取証文［覚］（テント
真木等購入代金銀277匁7分2厘受取につき） 
御鉄砲台師中村伝七→御武具方御役所　合印あり

（慶応2年）寅9月 竪紙・1通 へ164-5-10

炭町大八他一名代金受取証文［覚］（テント一張
等購入代金〆銀881匁1分受取につき）　炭町
大八・山口進蔵・桜井喜作→御武具方御役所　訂正の
ための貼札あり、合印あり

（慶応2年）寅9月 竪紙・1通 へ164-5-11

代官町喜代松金銭受取証文［覚］（上麻細引等購
入代金3両11匁6分受取につき）　代官町喜代松
→御武具方御役所　訂正のための貼札あり、合印あ
り

慶応2年寅9月 竪紙・1通 へ164-5-12

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（テント
真木鉄物2つ購入代金銀18匁3分3厘受取につ
き）　御鉄砲師山口近蔵→御武具御奉行所　訂正の
ための貼札あり、合印あり

（慶応2年）寅9月 竪紙・1通 へ164-5-13

上山田村為三郎金銭受取証文［覚］（竹御長持15
棹購入代金22両2分受取につき）　上山田村為
三郎→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯5月 竪紙・1通 へ164-5-14

高橋龍左衛門金銭受取并金銭受渡書［覚］（去卯
12月中御飛脚路銭並びに御手当〆金26両1分
14匁6分8厘銭11貫570文支給につき）　高橋龍
左衛門／（奥印）松木源八／（奥印）玉井浅之進／（奥
印）藤岡伊織→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直
太郎殿他4名　訂正のための貼札あり

明治2年巳8月 竪半・1冊 へ164-6

高橋龍左衛門金銭受取并金銭受渡書［覚］（当七
月中御飛脚路銭並びに御手当〆金19両3分9
匁9分3厘銭12貫58文支給につき）　高橋龍左衛
門／（奥印）松木源八／（奥印）玉井浅之進／（奥印）藤
岡伊織→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直太郎殿
他4名　訂正のための貼札あり

明治2年巳8月 竪半・1冊 へ164-7

（村々床下土見分出役賄金関連書類綴　元治2
年4月～慶応3年11月）　

35点 へ164-8

山岸左内他一名金銭受渡約定証文（元治2年4月
並びに当卯年2月～3月村々床下土見分出役
賄金4両3分3匁受取の上請渡す旨、証文34通
分につき）　山岸左内・三村大之助／（奥印）岸太五
之丞・斎田虎尾・木内助右衛門／（奥印）藤岡伊織→池
田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直太郎殿他4名　訂
正のための貼札あり、端裏書「証文三拾四通」、合印あ
り

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-8-1

北郷村名主徳治郎他二名金銭受取証文［覚］（御 元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-2
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出役様御賄の御下金2分5匁受取につき）　北
郷村名主徳治郎・組頭和兵衛・百姓代孫右衛門→御武
具方御役所　合印あり

上松村名主孫右衛門他五名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金1分2朱ﾄ1匁5分受取
につき）　上松村名主孫右衛門・同断市郎兵衛・組頭
仲左衛門他3名→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月25日 竪紙・1通 へ164-8-3

檀田村名主荒木佐右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につ
き）　檀田村名主荒木佐右衛門・組頭五郎兵衛・長百
姓彦左衛門→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月25日 竪紙・1通 へ164-8-4

三輪村名主与兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄の御下金1分と1匁受取につき）　
三輪村名主与兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御
武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-5

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（御出役様御賄の御下金2朱2匁5分受
取につき）　下宇木村名主春原金左衛門・組頭冶兵
衛・長百姓孫左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑4月4日 竪紙・1通 へ164-8-6

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄の御下金2朱5分受取につき）　押
鐘村名主清重郎・組頭善右衛門・長百姓惣作→御武具
方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-7

桐原村名主善右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につき）　
桐原村名主善右衛門・組頭多兵衛・長百姓与七→御武
具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-8

﨤目村名主惣右衛門他二名金銭受取証文［差上
申一札之事］（御出役様御賄の御下金2朱ﾄ5分
受取につき）　﨤目村名主惣右衛門・組頭勇吉・長
百姓幸十郎→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-9

上高田村名主茂八他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄の御下金銀4匁受取につき）　上高
田村名主茂八・組頭作左衛門・長百姓嘉左衛門→御武
具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-10

下高田村名主宇平治他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取につ
き）　下高田村名主宇平治・組頭和兵衛・長百姓金右
衛門→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-11

北高田村名主忠左衛門金銭受取証文［覚］（御出
役様御賄の御下金銀4匁受取につき）　北高田
村名主忠左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑10月29日 竪紙・1通 へ164-8-12

北高田村名主忠左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取に
つき） 北高田村名主忠左衛門・組頭吉兵衛・長百姓久
太郎→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-13
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下越村名主由右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取につ
き）　下越村名主由右衛門・組頭市郎右衛門・長百姓
久兵衛→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-14

西尾張部村名主平左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につ
き）　西尾張部村名主平左衛門・組頭喜左衛門・長百
姓孫兵衛→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月27日 竪紙・1通 へ164-8-15

北東条村名主谷右衛門他四名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀3匁受取につ
き）　北東条村名主谷右衛門・組頭澄八・同吉左衛門
他2名→御武具方御役所　合印あり

（慶応元年）丑5月8日 竪紙・1通 へ164-8-16

市村北組名主茂左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につ
き）　市村北組名主茂左衛門・組頭文左衛門・長百姓
茂右衛門→御武具方御役所　合印あり

元治2年丑4月 竪紙・1通 へ164-8-17

丹波島村名主荘兵衛他一名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につき）　
丹波島村名主荘兵衛・組頭伊右衛門→御武具方御役
所　合印あり

元治2年丑4月25日 竪紙・1通 へ164-8-18

妻科村名主政右衛門金銭受取証文［覚］（御出役
様御賄の御下金銀4匁受取につき）　妻科村名
主政右衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯2月29日 竪紙・1通 へ164-8-19

茂菅村名主文三郎他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄の御下金銀8匁受取につき）　茂菅
村名主文三郎・組頭反右衛門・長百姓利兵衛→御武具
方御役所　合印あり

慶応3年卯2月 竪紙・1通 へ164-8-20

小鍋村三組名主彦兵衛他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金2朱4匁5分受取
につき）　小鍋村三組名主彦兵衛・組頭五左衛門・長
百姓慶助→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯2月 竪紙・1通 へ164-8-21

上祖山村名主忠左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀2匁受取につ
き）　上祖山村名主忠左衛門・組頭新十郎・長百姓恒
左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-22

志垣村名主伊右衛門他二名金銭受取証文［差上
申一札之事］（御出役様御賄の御下金銀2匁受
取につき）　志垣村名主伊右衛門・組頭長三郎・長
百姓治三郎→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-23

追通村名主七左衛門他三名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につき）　
追通村名主七左衛門・組頭孫右衛門・長百姓義兵衛他
1名→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月3日 竪紙・1通 へ164-8-24

鬼無里村名主官左衛門他五名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金1分5匁につき） 
鬼無里村名主官左衛門・組頭房吉・同安左衛門他三名

（慶応3年）3月3日 竪紙・1通 へ164-8-25
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→御武具方御役所　合印あり

栃原村西條組名主八郎兵衛他二名金銭受取証
文［覚］（御出役様御賄の御下金銀12匁受取に
つき）　栃原村西條組名主八郎兵衛・組頭久之助・長
百姓廣吉→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月5日 竪紙・1通 へ164-8-26

栃原村平組名主道蔵他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取につ
き）　栃原村平組名主道蔵・組頭辰右衛門・長百姓平
左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-27

廣瀬村上組名主勝左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金銀4匁受取につ
き）　廣瀬村上組名主勝左衛門・組頭浅右衛門・長百
姓甚四郎→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-28

入山村新山組名主廣吉他一名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金4匁受取につき）
入山村新山組名主廣吉・長百姓嘉代吉→御武具方御
役所　合印あり

慶応3年卯3月5日 竪紙・1通 へ164-8-29

入山村清水組名主善次郎他一名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取に
つき）　入山村清水組名主善次郎・長百姓廣太→御
武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月6日 竪紙・1通 へ164-8-30

上ヶ屋村名主惣左衛門他一名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄の御下金2朱と5分受取に
つき）　上ヶ屋村名主惣左衛門・長百姓喜左衛門→
御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-31

腰村利右衛門他二名金銭受取証文［覚］（御出役
様御賄の御下金銀4匁受取につき）　腰村利右
衛門・金平・久左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯3月7日 竪紙・1通 へ164-8-32

後町村名主名主後見鈴木九兵衛他三名金銭受
取証文［覚］（御出役様御賄の御下金2朱と4匁
5分受取につき）　後町村名主後見鈴木九兵衛・組
頭鶴見重兵衛・同断山田喜兵衛他1名→御武具方御役
所　合印あり

慶応3年卯3月8日 竪紙・1通 へ164-8-33

小河原村名主栄三郎他二名金銭受取証文［覚］
（御出役御賄の御下金1分受取につき）　小河
原村名主栄三郎・組頭作兵衛・長百姓市左衛門→御武
具方御役所　合印あり、年代部分に虫損あり

慶応3年□月 竪紙・1通 へ164-8-34

大熊村名主友七他二名金銭受取証文［覚］（御出
役様御賄の御下金銀5匁受取につき）　大熊村
名主友七・組頭七郎右衛門・長百姓治郎右衛門→御武
具方御役所　合印あり、年代部分に虫損あり

慶応3年卯3月 竪紙・1通 へ164-8-35

牧野良平金銭受取証文［覚］（原桂仙頂戴御扶持
の内金30両受取につき）　牧野良平・代判宮下力
→佐藤為之進殿

（慶応3年）9月16日 竪紙・1通 へ164-9

（下宇木村硝石製場関連書類綴　慶応元年3月 95点 へ164-10
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～慶応3年11月）　

山岸左内他一名金銭受渡約定証文（慶応元丑年
5月より同2寅年4月迄下宇木村々硝石御製御
入料金154両余受取の上請渡す旨、証文94通
分につき）　山岸左内・三村大之助／（奥印）柿崎
良作／（奥印）岸太五之丞・斎田虎尾・立合木内助右衛
門／（奥印）藤岡伊織→池田富之進殿・堤常之丞殿・赤
澤内蔵助殿他2名　訂正のための貼り札あり、端裏書
「証文九拾四通」、合印あり、表紙

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-10-1

東寺尾村名主荘治他三名金銭受取証文［覚］（人
足手当金1分2朱ト1匁5分につき）　東寺尾村名
主荘治・組頭寅右衛門・同断久左衛門他1名→御武具
方御役所　合印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-2

丹波島村名主荘兵衛他三名金銭受取証文［覚］
（人足手当金2分6匁につき）　丹波島村名主荘兵
衛・組頭伊右衛門・同藤太郎他1名→御武具方御役所
合印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-3

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（人
足手当金1貫200文）　三輪村名主與兵衛・組頭清
之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-4

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（人足手当金銭1貫文につき）　下宇木
村名主春原金左衛門・組頭冶兵衛・長百姓孫左衛門→
御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-5

荒神町栄助金銭受取証文［覚］（灰代金銭41貫
707文につき）　荒神町栄助→御武具方御役所　合
印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-6

﨤目村名主惣右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（灰代金銭1貫文につき）　﨤目村名主惣右衛門・
組頭勇吉・長百姓幸十郎→御武具方御役所　合印あ
り

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-7

東和田村名主藤左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（灰代金銭1貫文につき）　東和田村名主藤
左衛門・組頭七左衛門・長百姓惣八→御武具方御役所
合印あり

慶応元年丑12月18日 竪紙・1通 へ164-10-8

吉田村名主三大夫他三名金銭受取証文［覚］（灰
代金銭5貫500文につき）　吉田村名主三大夫・組
頭重治郎・長百姓利兵衛他1名→御武具方御役所　合
印あり

慶応元年丑3月 竪紙・1通 へ164-10-9

荒神町栄助金銭受取証文［覚］（灰代金銭8貫800
文につき）　荒神町栄助→御武具方御役所　合印
あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-10

後町村松橋久左衛門金銭受取証文［覚］（灰代金
銭1貫784文につき）　後町村松橋久左衛門→御武
具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-11

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取



－ 425－

上松村名主孫右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（灰代金銭448文につき）　上松村名主孫右衛門・
組頭仲右衛門・長百姓作十郎→御武具方御役所　合
印あり

（慶応元年）丑12月 竪紙・1通 へ164-10-12

鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（三寸釘等代金
2分2朱2匁1分5厘につき）　鍵屋芳左衛門→御武
具方御役所　合印あり

（慶応元年）丑5月 横切継紙・1通 へ164-10-13

鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（莚等代金1分2
朱5匁5分につき）　鍵屋芳左衛門→御武具方御役
所　合印あり

（慶応元年）丑5月 横切継紙・1通 へ164-10-14

御秤役所金銭受取証文［覚］（26貫秤等代金1両2
分3朱銭787文につき）　御秤役所→‐　合印あり

（慶応元年）丑5月12日 横切継紙・1通 へ164-10-15

鍛治町桶職和吉金銭受取証文［覚］（手桶購入代
金銀15匁につき）　鍛治町桶職和吉→御武具方御
役所　合印あり

（慶応元年）丑5月15日 切紙・1通 へ164-10-16

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（御出役様御賄手当金2分2朱4匁5分に
つき）　下宇木村名主春原金左衛門・組頭冶兵衛・長
百姓孫左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑5月 竪紙・1通 へ164-10-17

布野村名主金左衛門他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄手当金銀4匁につき）　布野村
名主金左衛門・組頭忠兵衛・長百姓金兵衛→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑閏5月 竪紙・1通 へ164-10-18

上松村名主孫右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（灰等購入代銭6貫857文につき）　上松村名主
孫右衛門・組頭仲右衛門・長百姓作十郎→御武具方御
役所　合印あり

慶応元年丑閏5月28日 竪継紙・1通 へ164-10-19

上松村本郷名主孫右衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御賄御手当金3朱2匁7分5厘につき）　上
松村本郷名主孫右衛門・組頭仲右衛門・長百姓作十郎
→御武具方御役所　合印あり、訂正のための貼紙あ
り

慶応元年丑閏5月28日 竪紙・1通 へ164-10-20

北上野村名主甚之丞他二名金銭受取証文［覚］
（灰等購入代銭4貫448文につき）　北上野村名
主甚之丞・組頭銀蔵・長百姓久右衛門→御武具方御役
所　合印あり

慶応元年丑閏5月29日 竪継紙・1通 へ164-10-21

北上野村名主甚之丞他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄手当金3朱7分5厘につき）　北
上野村名主甚之丞・組頭銀蔵・長百姓久右衛門→御武
具方御役所　合印あり

慶応元年丑閏5月29日 竪紙・1通 へ164-10-22

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（灰
代銭14貫313文につき）　三輪村名主與兵衛・組
頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所　合印あ
り

慶応元年丑6月 竪継紙・1通 へ164-10-23

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（明 慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-24

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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俵等購入代銭1貫548文につき）　三輪村名主與
兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所
合印あり

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（明
俵代銭600文につき）　三輪村名主與兵衛・組頭清
之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-25

善光寺灰屋治郎太金銭受取証文［覚］（灰代銭33
貫600文につき）　善光寺灰屋治郎太→御武具方御
役所　合印あり

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-26

善光寺灰屋治郎太金銭受取証文［覚］（善光寺よ
り下宇木村迄の灰輸送代銭3貫148文につき）
善光寺灰屋治郎太→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-27

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（人
足料銀1匁につき）　三輪村名主與兵衛・組頭清之
丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-28

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（人
足料銭1貫400文につき）　三輪村名主與兵衛・組
頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所　合印あ
り

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-29

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金銀33匁につき）　三輪村名主
與兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役
所　合印あり、訂正のための貼紙あり

慶応元年丑6月 竪紙・1通 へ164-10-30

北上野村名主甚之丞他二名金銭受取証文［覚］
（松真木等購入代金15両1分2匁6分3厘につ
き）　北上野村名主甚之丞・組頭銀蔵・長百姓久右衛
門→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ164-10-31

北上野村名主甚之丞他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄手当銀6匁につき）　北上野村名
主甚之丞・組頭銀蔵・長百姓久右衛門→御武具方御役
所　合印あり

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ164-10-32

北堀村名主喜左衛門他二名金銭受取証文［覚］
（真木代金3両3分2朱につき）　北堀村名主喜左
衛門・組頭勝之助・長百姓九兵衛→御武具方御役所　
合印あり

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ164-10-33

吉田村名主三大夫他三名金銭受取証文［覚］（灰
代銭10貫900文余につき）　吉田村名主三大夫・
組頭重治郎・長百姓利兵衛他1名→御武具方御役所　
合印あり

慶応元年丑7月 竪継紙・1通 へ164-10-34

吉田村名主三大夫他二名金銭受取証文［差上申
一札之事］（明俵等購入代銭1貫836文につき）
吉田村名主三大夫・組頭重治郎・長百姓利兵衛→御武
具方御役所　合印あり

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ164-10-35

吉田村名主三大夫他二名金銭受取証文［差上申
一札之事］（御出役様御賄手当銀29匁につき）
吉田村名主三大夫・組頭重治郎・長百姓利兵衛→御武

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ164-10-36

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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具方御役所　合印あり、訂正のための貼紙あり

吉田村名主三大夫他三名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当銀2匁につき）　吉田村名主三
大夫・組頭重治郎・長百姓利兵衛他1名→御武具方御
役所　合印あり

慶応元年丑7月6日 竪紙・1通 へ164-10-37

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当銀2匁につき）　三輪村名主與
兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所
合印あり、訂正のための貼紙あり

慶応元年丑7月7日 竪紙・1通 へ164-10-38

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金2分2朱につき）　三輪村名主
與兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役
所　合印あり

慶応元年丑8月 竪紙・1通 へ164-10-39

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（灰
代銭1貫965文につき）　押鐘村名主清重郎・組頭
善右衛門・長百姓惣作→御武方御役所　合印あり

慶応元年丑10月3日 竪紙・1通 へ164-10-40

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（明
俵代銭448文につき）　押鐘村名主清重郎・組頭善
右衛門・長百姓惣作→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑10月 竪紙・1通 へ164-10-41

稲積村名主忠兵衛他二名金銭受取証文［覚］（灰
代銭2貫500文につき）　稲積村名主忠兵衛・組頭
安右衛門・長百姓喜兵衛→御武具方御役所　合印あ
り

慶応元年丑10月 竪紙・1通 へ164-10-42

稲積村名主忠兵衛他二名金銭受取証文［覚］（縄
等購入代銭548文につき）　稲積村名主忠兵衛・
組頭安右衛門・長百姓喜兵衛→御武具方御役所　合
印あり

慶応元年丑10月 竪紙・1通 へ164-10-43

稲積村名主忠兵衛他二名金銭受取証文［覚］（人
足料銭900文につき）　稲積村名主忠兵衛・組頭安
右衛門・長百姓喜兵衛→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑10月 竪紙・1通 へ164-10-44

稲積村名主忠兵衛他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金2朱と5分につき）　稲積村
名主忠兵衛・組頭安右衛門・長百姓喜兵衛→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑10月 竪紙・1通 へ164-10-45

南俣村名主市之丞金銭受取証文［覚］（御出役様
御賄手当銀2匁につき）　南俣村名主市之丞→御
武具方御役所　合印あり

（慶応元年）丑10月28日 竪紙・1通 へ164-10-46

北平林村名主長三郎他二名金銭受取証文［覚］
（御出役様御賄手当銀4匁につき）　北平林村名
主長三郎・組頭友左衛門・長百姓惣右衛門→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑10月29日 竪紙・1通 へ164-10-47

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［差上申
一札之事］（御出役様御賄手当銀4匁につき） 
三輪村名主與兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御
武具方御役所　合印あり

慶応元年丑10月晦日 竪紙・1通 へ164-10-48

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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丹波島村名主荘兵衛金銭受取証文［覚］（御出役
様御賄手当銀2匁につき）　丹波島村名主荘兵衛
→御武具方御役所　合印あり

（慶応元年）丑10月晦日 竪紙・1通 へ164-10-49

三輪村名主与兵衛他三名金銭受取証文［覚］（荷
桶等購入代銭2貫960文につき）　三輪村名主与
兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他1名→御武具方御役所
合印あり、訂正のための貼紙あり

慶応元年丑12月18日 竪紙・1通 へ164-10-50

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（四寸釘等購入代銭4貫276文につき） 
下宇木村名主春原金左衛門・組頭冶兵衛・長百姓孫左
衛門→御武具方御役所　合印あり、訂正のための貼
紙あり

慶応元年丑12月 竪継紙・1通 へ164-10-51

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（二寸釘等購入代金2分2朱1匁3分につ
き）　下宇木村名主春原金左衛門・組頭冶兵衛・長百
姓孫左衛門→御武具方御役所　合印あり、訂正のた
めの貼紙あり

慶応元年丑12月 竪継紙・1通 へ164-10-52

御武具方御鍛冶高橋関冶金銭受取証文［覚］（鍋
等購入代銀140匁5分につき）　御武具方御鍛冶
高橋関冶→御武具方御役所　合印あり

（慶応元年）丑12月 竪継紙・1通 へ164-10-53

吉田村桶職三吉金銭受取証文［覚］（三尺桶等購
入代銭6貫84文につき）　吉田村桶職三吉→御武
具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-54

鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（琉球表等代金
2分2朱2匁1分につき）　鍵屋芳左衛門→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑12月 横切継紙・1通 へ164-10-55

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（人
足代料300文につき）　押鐘村名主清重郎・組頭善
右衛門・長百姓惣作→御武具方御役所　合印あり、訂
正のための貼紙あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-56

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金1分2朱につき）　押鐘村名主
清重郎・組頭善右衛門・長百姓惣作→御武具方御役所
　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-57

押鐘村名主清重郎他二名金銭受取証文［覚］（人
足御手当銭1貫文につき）　押鐘村名主清重郎・
組頭善右衛門・長百姓惣作→御武具方御役所　合印
あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-58

三輪村名主與兵衛他三名金銭受取証文［覚］（人
足御手当銭400文につき）　三輪村名主與兵衛・
組頭清之丞・同断善蔵他1名→御武具方御掛り御役所
合印あり

慶応元年丑12月18日 竪紙・1通 へ164-10-59

相原村名主善右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（人足御手当等銭400文につき）　相原村名主善
右衛門・組頭多兵衛・長百姓与七→御武具方御役所　
合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-60
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吉田村名主三大夫他三名金銭受取証文［覚］（人
足御手当銭1貫500文につき）　吉田村名主三大
夫・組頭重治郎・長百姓利兵衛他1名→御武具方御役
所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-61

﨤目村名主惣右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（人足御手当銭900文につき）　﨤目村名主惣右
衛門・組頭勇吉・長百姓幸十郎→御武具方御役所　合
印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-62

北平林村名主長三郎他二名金銭受取証文［覚］
（人足御手当銭830文につき）　北平林村名主長
三郎・組頭友左衛門・長百姓惣右衛門→御武具方御役
所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-63

吉田村名主三大夫他二名金銭受取証文［差上申
一札之事］（人足御手当銭400文につき）　吉田
村名主三大夫・組頭重治郎・長百姓利兵衛→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-64

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（槙
木代金1両2分2朱1匁7分3厘につき）　三輪村
名主與兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方
御役所　合印あり、訂正のための貼紙あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-65

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（槙
木代金13両1分4匁5分につき）　三輪村名主與
兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方御役所
　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-66

北上野村名主甚之丞他二名金銭受取証文［覚］
（槙木代金26両3分1匁7分8厘につき）　北上野
村名主甚之丞・組頭銀蔵・長百姓久右衛門→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-67

東和田村名主藤左衛門他三名金銭受取証文
［覚］（菊代金2朱2匁5分につき）　東和田村名主
藤左衛門・組頭七左衛門・長百姓惣八他1名→御武具
方御役所　合印あり

慶応元年丑12月18日 竪紙・1通 へ164-10-68

北平林村名主長三郎他二名金銭受取証文［覚］
（菊代金2朱2匁5分につき）　北平林村名主長三
郎・組頭友左衛門・長百姓惣右衛門→御武具方御役所
合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-69

﨤目村名主惣右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（下宇木村御製場より松代御役所迄硝石輸送
代銭600文につき）　﨤目村名主惣右衛門・組頭勇
吉・長百姓幸十郎→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-70

三輪村名主與兵衛他三名金銭受取証文［覚］（下
宇木村御製場より松代御役所迄硝石輸送代
銭1貫200文につき）　三輪村名主與兵衛・組頭清
之丞・同断善蔵他1名→御武具方御掛り御役所　合印
あり

慶応元年丑12月18日 竪紙・1通 へ164-10-71

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証 慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-72

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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文［覚］（下宇木村御製場より松代御役所迄硝
石輸送代銭600文につき）　下宇木村名主春原金
左衛門・組頭冶兵衛・長百姓孫左衛門→御武具方御役
所　合印あり

上宇木村名主藤兵衛他三名金銭受取証文［覚］
（下宇木村御製場より松代御役所迄硝石輸送
代銭600文につき）　上宇木村名主藤兵衛・組頭助
八・長百姓安兵衛他1名→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-73

相原村名主善右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（下宇木村御製場より松代御役所迄硝石輸送
代銭600文につき）　相原村名主善右衛門・組頭多
兵衛・長百姓与七→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-74

吉田村名主三大夫他三名金銭受取証文［覚］（下
宇木村御製場より松代御役所迄硝石輸送代
銭600文につき）　吉田村名主三大夫・組頭重治郎・
長百姓利兵衛他1名→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-75

下宇木村名主春原金左衛門他二名金銭受取証
文［覚］（御出役様御賄手当金1分2朱1匁5分に
つき）　下宇木村名主春原金左衛門・組頭治兵衛・長
百姓孫左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-76

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金2朱ト5分につき）　三輪村
名主與兵衛・組頭清之丞・同断善蔵他2名→御武具方
御役所　合印あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-77

丹波島村名主荘兵衛金銭受取証文［差上申一札
之事］（御出役様御賄手当銀4匁につき）　丹波
島村名主荘兵衛→御武具方御役所　合印あり

慶応元年丑12月20日 竪紙・1通 へ164-10-78

上宇木村名主藤兵衛他二名金銭受取証文［覚］
（母土桶代銀3匁につき）　上宇木村名主藤兵衛・
組頭助八・長百姓治郎兵衛→御武具方御役所　合印
あり

慶応元年丑12月 竪紙・1通 へ164-10-79

北高田村名主喜藤太他二名金銭受取証文［覚］
（母土桶代銀7匁につき）　北高田村名主喜藤太・
組頭喜惣冶・長百姓忠左衛門→御武具方御役所　合
印あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-80

北平林村名主友左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（母土桶代金2朱3匁につき）　北平林村名
主友左衛門・組頭半左衛門・作右衛門→御武具方御役
所　合印あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-81

押鐘村名主惣作他三名金銭受取証文［覚］（母土
桶代銀6匁につき）　押鐘村名主惣作・組頭善右衛
門・長百姓清重郎他1名→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-82

﨤目村名主幸十郎他二名金銭受取証文［覚］（母
土桶代金1両余につき）　﨤目村名主幸十郎・組
頭惣右衛門・長百姓彦次郎→御武具方御役所　合印
あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-83

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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相原村名主善右衛門他二名金銭受取証文［覚］
（母土桶代金2分2朱4匁5分につき）　相原村名
主善右衛門・組頭多兵衛・長百姓与七→御武具方御役
所　合印あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-84

下宇木村名主孫左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（母土桶代銀7匁につき）　下宇木村名主孫
左衛門・組頭喜代蔵・長百姓民八→御武具方御役所　
合印あり

慶応2年寅7月 竪紙・1通 へ164-10-85

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（代
金につき）　三輪村名主與兵衛・組頭善蔵・同断富
左衛門他2名→御武具方御役所　合印あり、虫損にて
品物代金共に不明

慶応2年寅8月朔日 竪紙・1通 へ164-10-86

三輪村名主與兵衛他四名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当銀8匁につき）　三輪村名主與
兵衛・組頭善蔵・同断富左衛門他2名→御武具方御役
所　合印あり

慶応2年寅8月朔日 竪紙・1通 へ164-10-87

下宇木村名主孫左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（縄代金につき）　下宇木村名主孫左衛門・組
頭喜代蔵・長百姓民八→御武具方御役所　合印あり、
虫損にて金額不明

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-88

下宇木村名主孫左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（御出役様御賄手当金につき）　下宇木村
名主孫左衛門・組頭喜代蔵・長百姓民八→御武具方御
役所　合印あり、虫損にて金額不明

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-89

﨤目村名主幸十郎他二名金銭受取証文［覚］（御
出役様御賄手当金2朱ト5分につき）　﨤目村
名主幸十郎・組頭惣右衛門・長百姓彦次郎→御武具方
御役所　合印あり

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-90

丹波島村名主荘兵衛金銭受取証文［覚］（御出役
様御賄手当銀4匁につき）　丹波島村名主荘兵衛
→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-91

下宇木村名主孫左衛門他二名金銭受取証文
［覚］（硝石御製場家賃御手当金1両2分2朱に
つき）　下宇木村名主孫左衛門・組頭喜代蔵・長百姓
民八→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-92

硝石方御雇御仲間惣作他一名金銭受取証文
［覚］（雑用代金3両2朱2匁5分につき）　硝石方
御雇御仲間惣作・直八→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-93

硝石方御雇御仲間惣作他一名金銭受取証文
［覚］（人足代金23両3分につき）　硝石方御雇御
仲間惣作・直八→御武具方御役所　合印あり、虫損に
て詳細不明、訂正のための貼紙あり

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-94

御武具方御雇御仲間惣作他一名金銭受取証文
［覚］（惣作・直八御勤御手当代金22両3分3匁
につき）　御武具方御雇御仲間惣作・直八→御武具
方御役所　合印あり、虫損にて詳細不明、訂正のため

慶応2年寅8月 竪紙・1通 へ164-10-95

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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の貼紙あり

瀧沢平作金銭受取并金銭受渡書［覚］（去辰六月
中御飛脚路銭並びに御手当〆金11両1分9匁
1分1厘銭6貫961文下し置かれるにつき）　瀧
沢平作／（奥印）山越新八郎／（奥印）伊東千右衛門／
（奥印）藤岡伊織→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川
直太郎殿他4名　訂正のための貼り札あり

明治2年巳 竪半・1冊 へ164-11

瀧沢平作金銭受取并金銭受渡書［覚］（当四月中
御飛脚路銭並びに御手当〆金29両3分6匁8分
1厘銭20貫257文下し置かれるにつき）　瀧沢
平作（奥印）山中小平次／（奥印）伊東千右衛門／（奥
印）藤岡伊織→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直
太郎殿他4名　訂正のための貼り札あり

明治2年巳5月 竪半・1冊 へ164-12

（カノーン砲関係受取証文綴　弘化2年正月～嘉
永5年7月）　

4点 へ165

中俣一平他一名受取証文（カノーン筒3挺入料
金308両2朱4匁3分1厘につき）　中俣一平・久保
極人／（奥書）太田藤右衛門→‐

嘉永5年子7月 切紙・1通 へ165-1

江川太郎左衛門内雨宮新平金銭受取并受渡帳
［壱貫目カノーン五百目カノーン三百目カ
ノーン御入料取調帳］（各種カノーン入料〆
金194両2分2朱3匁4分9厘8毛につき）　江川太
郎左衛門内雨宮新平→‐　下ケ札あり

嘉永4年亥3月 竪半・1冊 へ165-2

中嶋茂平次代辰之助受取証文［覚］（吹銅代金
130両4匁3分7厘5毛につき）　中嶋茂平次代辰之
助→信州新町宛藤屋源右衛門殿

（弘化2年）巳正月29日 横切紙・1通 へ165-3

柿崎甚蔵受取証文［覚］（豆州韮山への船賃1歩
11匁4分4厘につき）　柿崎甚蔵→久保極人殿

弘化2年巳正月 横切紙・1通 へ165-4

（鉄砲新調関係書類綴　嘉永5年6月～嘉永6年12
月）　虫損甚大

7点 へ166

菅沼小弥太他四名受取証文（新調6匁玉筒・鉄砲
入料手当29両1歩2朱2匁9分につき）　菅沼小
弥太・金児忠兵衛・三村源右衛門他2名／（奥書）水野
□（清カ）右衛門／（再奥書）草間元司・金井諫・立合長
谷川甚太夫→長谷川深美殿・宮下兵馬□　端上部に
墨書｢証文数六通」

（嘉永6年）丑12月 竪継紙・1通 へ166-1

佐久郡耳取村鉄砲職丸山権十郎請取証文［受取
証文一札之事］（6匁玉鉄砲・鋳型代金20両に
つき）　佐久郡耳取村鉄砲職丸山権十郎→御鉄砲方
御役所

嘉永5年子11月 竪紙・1通 へ166-2

御鉄砲師山口近蔵受取証文［覚］（6匁玉鋳型代
金につき）　御鉄砲師（山口）近蔵→御武具方御役
所

（嘉永5年）子7月 切紙・1通 へ166-3

小泉友司受取証文［覚］（鉄砲師手当金1両2歩に
つき）　小泉友司→高野車之助殿

嘉永5年子12月 切紙・1通 へ166-4
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小泉友司受取証文［覚］（鉄砲師手当金1両4歩に
つき）　小泉友司→高野車之助殿

嘉永5年子12月 切紙・1通 へ166-5

小泉友司受取証文［覚］（佐藤太兵衛道具手当銀
39匁4分につき）　小泉友司→高野車之助殿

嘉永5年子12月 切紙・1通 へ166-6

佐久間庸左衛門受取証文［覚］（鉄砲方新調筒・6
匁筒入料引当金6両につき）　佐久間庸左衛門→
高野車之助殿・長谷川藤蔵殿・三村源五右衛門殿他2
名

嘉永5年子6月 竪継紙・1通 へ166-7

（銃火器金銭受取証文綴　嘉永6年3月～嘉永7年3
月）　紙縒綴、背表紙、虫損甚大

6点 へ167

岩下富馬等五名ゲベール銃代金受渡約定証文
［覚］（ゲベール銃代金4匁2朱余受取の上引渡
す旨、証文5通分につき）　岩下富馬・菅鉞太郎・
岸太五之丞他3名／（奥印）片桐総左衛門／（奥印）片
岡十郎兵衛・長谷川藤蔵・立合長谷川甚太夫→竹村金
吾殿・宮下兵馬殿・助磯田音門殿　端上部に墨書｢証
文五通」　合印あり

嘉永7年寅3月 横切継紙・1通 へ167-1

御鉄砲師山口近蔵受取証文［覚］（ゲベール筒
品々修復代金1両3歩5匁5分につき）　御鉄砲
師山口近蔵→御武具方御役所　合印あり

嘉永6年丑12月 切紙・1通 へ167-2

御鉄砲師銅物師小林浅吉受取証文［覚］（負釻代
9匁6分につき）　御鉄砲銅物師小林浅吉→御鉄砲
方御役所　合印あり

嘉永6年丑3月 切紙・1通 へ167-3

弦師庄次郎金銭受取証文［覚］（弓30本代金2匁
につき）　（袋井町新通）弦師庄次郎→上　合印あり

嘉永6年丑4月 横切継紙・1通 へ167-4

竹山町潤平受取証文［覚］（紐代金1歩2匁につ
き）　竹山町潤平→御武具方御役所　合印あり

嘉永6年丑4月 切紙・1通 へ167-5

御武具方元〆小山善次兵衛金銭受取証文［覚］
（刀代金2分余東寺尾村又兵衛へ支払代金受
取につき）　御武具方元〆小山善次兵衛→‐　合
印あり

嘉永6年丑12月 切紙・1通 へ167-6

（銃火器関係金銭受取証文綴　嘉永4年10月～嘉
永6年8月）　紙縒綴、背表紙付、虫損甚大

18点 へ168

高野車之助ゲベール銃代金受渡約定証文［覚］
（ゲベール銃代金74両余受取の上引渡す旨、
証文18通分につき）　高野車之助／（奥書）堀内
荘治／（再奥書）草間元司・金井諫・立合大日方正司→
長谷川深美殿・宮下兵馬殿　端上部に墨書｢証文拾八
通」　合印あり

嘉永6年丑8月 横切継紙・1通 へ168-1

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（車修理代10
文につき）　御徳居大工伝七→御武具御役所　合
印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-2

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（木挽手間等
代金3両1歩5匁2分5厘につき）　御徳居大工伝
七→御武具御役所　合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-3

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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内川己之作金銭受取証文［覚］（12トイムホウイ
ツスル代16両につき）　内川己之作→高野車之助
殿　合印あり

嘉永6年丑7月 切紙・1通 へ168-4

鋳物師鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（12トイム
ホウイツスル鋳立手間等代金1両2歩5匁につ
き）　鋳物師鈴木惣五郎→御武具方御役所　合印あ
り

嘉永4年亥10月 切紙・1通 へ168-5

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（台木等代金
1両2朱につき）　御徳居大工伝七→御武具御役所
合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-6

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（大工手間等
代金2両7匁5分につき）　御徳居大工伝七→御武
具御役所　合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-7

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（木挽手間等
代金8両1歩11匁2分5厘につき）　御徳居大工伝
七→御武具御役所　合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-8

鍛冶町万吉金銭受取証文［覚］（12トヱムホヱツ
ル車台鉄物代金15両1歩につき）　鍛冶町万吉
→御武具御役所　合印あり

嘉永6年丑4月 竪紙・1通 へ168-9

三俣藤吉金銭受取証文［覚］（櫓 四方手取付等
銀24匁5分につき）　三俣藤吉→御武具御奉行所
合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-10

御徳居大工伝七金銭受取証文［覚］（軸棒等代金
1歩2朱14匁4分につき）　御徳居大工伝七→御武
具御役所　合印あり

（嘉永6年）丑3月 切紙・1通 へ168-11

御徳居鋳物師鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（12
トイムホウイツスルカラ玉等代金19両3歩2
朱6匁1分につき　御徳居鋳物師鈴木惣五郎→御武
具方御役所　合印あり

嘉永4年亥10月 横切継紙・1通 へ168-12

鋳物師鈴木惣五郎金銭受取証文［覚］（12トイム
玉代銀75匁につき）　鋳物師鈴木惣五郎→高野様
御内御役人中様　合印あり

（嘉永4年）亥10月 横切継紙・1通 へ168-13

上山田村治左衛門金銭受取証文［覚］（合焔硝代
金2朱につき）　上山田村治左衛門→御武具御役所
端裏書｢十二寸ホウイツスル試打之破薬并シュンテ
ル等御入料｣あり

嘉永6年丑3月 竪紙・1通 へ168-14

上山田村治左衛門金銭受取証文［覚］（合焔硝代
金1両6匁につき）　上山田村治左衛門→御武具御
役所　端裏書｢十二トイム試打薬（カ、虫損）并等薬等
御入料｣あり

嘉永6年丑3月 竪紙・1通 へ168-15

大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（硫黄等7匁9分
につき）　大丸屋惣兵衛→御武具御役所

（嘉永5年）子極月 竪紙・1通 へ168-16

大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（硫黄等8分5厘
につき）　大丸屋惣兵衛→神戸様

（嘉永6年）丑2月 横切紙・1通 へ168-17

神戸革治支払証文［覚］（硝石等5匁1分9厘につ 嘉永6年丑2月 竪継紙・1通 へ168-18

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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き）神戸革治→高野車之助殿

古川治助金銭受取証文［覚］（油等2両2歩5匁4厘
につき）　古川治助→高野車之助殿

（嘉永6年）丑8月 竪継紙・1通 へ168-19

（銃火器金銭受取証文綴　嘉永5年2月～嘉永7年4
月）　虫損甚大

13点 へ169

高野車之助雷火銃代金受渡約定証文［覚］（雷
火銃代金57両余受取の上引渡す旨、証文15通
分）　高野車之助／（奥印）倉田三之丞／（奥印）片岡
十郎兵衛・長谷川藤蔵・立合祢津刑左衛門→竹村金吾
殿・菅沼九兵衛殿・宮下兵馬殿他1名　端書｢証文数拾
五通」

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ169-1

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（ゲベール
筒代金10両2歩2朱2匁5分につき）　御鉄砲師山
口近蔵→御武具方御役所

嘉永5年子12月 竪紙・1通 へ169-2

矢代嶌蔵金銭受取証文［覚］（ゲベールカラクリ
代金12両2分につき）　矢代嶌蔵→高野車之助殿

嘉永5年丑2月 竪紙・1通 へ169-3

御銅物師内田捨治郎金銭受取証文［覚］（銅物真
鍮方代370匁につき）　御銅物師内田捨治郎→御
武具方御役所

嘉永6年丑8月 竪紙・1通 へ169-4

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（弾き鉄等
代金2両1歩7匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御
武具方御役所

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ169-5

竹山町潤平金銭受取証文［覚］（屑革代50匁につ
き）　竹山町潤平→御武具方御役所

嘉永6年丑4月 竪紙・1通 へ169-6

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（屑革代6
匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武具方御役所

嘉永7年寅正月 竪紙・1通 へ169-7

山寺常吉金銭受取証文［覚］（試打入料3歩2朱3
匁2分4厘につき）　山寺常吉→‐

嘉永5年子12月 竪継紙・1通 へ169-8

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（雷火銃御
筒台入料金3両につき）　御鉄砲師山口近蔵→御
武具御奉行所

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ169-9

代官町熊治金銭受取証文［覚］（雷火銃御内台手
間料金3両銀20匁につき）　代官町熊治→御武具
方御役所

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ169-10

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（ミツマタ
代等2両2朱2匁5分につき）　御鉄砲師山口近蔵
→御武具方御奉行所

嘉永7年寅2月 竪継紙・1通 へ169-11

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（雷火銃鋳
形代金1分3匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武
具方御役所

嘉永7年寅2月 竪紙・1通 へ169-12

松山町健助受取証文［覚］（西洋砲胴乱代金2両2
歩につき）　松山町健助→御武具御役所

嘉永6年丑10月 竪紙・1通 へ169-13

栄屋伝兵衛受取証文［覚］（幅広沢田打代銀84匁
につき）　栄屋伝兵衛→御武具方御役所

（嘉永6年）丑12月 竪紙・1通 へ169-14

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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馬場町代助受取証文［覚］（雷火官代金5両1歩9
匁につき）　馬場町代助→御武具方御役所

嘉永6年丑12月 竪紙・1通 へ169-15

東木町青吉受取証文［覚］（トントロ御口薬等代
金5両2歩につき）　東木町青吉→御武具方御役所

嘉永7年寅4月23日 竪紙・1通 へ169-16

（武具修復関係受取証文綴　安政6年12月～万延2
年3月）　

8点 へ170

宮嶋嘉織他四名受渡約定証文［覚］（武箸修復代
金2両2歩2朱4匁3分8厘受取の上引渡す旨、証
文7通分につき）　宮嶋嘉織・宇敷元之丞・三村大之
助他2名／（奥印）高野左助／（奥印）佐藤安喜・岡野弥
右衛門・立合依田源之丞／（裏書）岡野源右衛門→斎
藤善蔵殿・水井市治殿・助佐藤伊与之進殿他2名　端
書｢証文数七通」

万延2年酉3月 竪継紙・1通 へ170-1

上山田村宮原治左衛門金銭受取証文（小銃合薬
代金3歩1朱2匁5分6厘につき）　上山田村宮原
治左衛門→御武具方御役所

安政6年未12月4日 切紙・1通 へ170-2

御鉄砲師横田二作金銭受取証文［覚］（大三つ俣
代金1歩5匁につき）　御鉄砲師横田二作→御武具
方御役所

万延元年申7月13日 切紙・1通 へ170-3

中津平左衛門金銭受取証文［覚］（30匁筒鮫槊杖
等7匁2分6厘につき）　中津平左衛門→三村大之
助殿

7月12日 竪継紙・1通 へ170-4

坂口久兵衛金銭受取証文［覚］（三ツ道具代25匁
3分につき）　坂口久兵衛→御武具方御役所

万延元年申12月 竪継紙・1通 へ170-5

桜井健治金銭受取証文［覚］（三ツ道具等代金2
歩1朱2匁3分5厘につき）　桜井健治→御武具御
役所

（万延元年）申11月 竪継紙・1通 へ170-6

御鉄砲台師瀧沢常蔵金銭受取証文［覚］（三ツ道
具代4匁につき）　御鉄砲台師瀧沢常蔵→御武具方
御役所

（万延元年）申11月 切紙・1通 へ170-7

柴丁駿河屋錠吉金銭受取証文［覚］（細引代金1
歩2匁9分1厘につき）　（松代）柴丁駿河屋錠吉→
御武具方御役所

（万延）9月15日 切紙・1通 へ170-8

（武庫方金銭受取証文関係書類綴　万延元年7月
～文久元年11月）　

13点 へ171

岸太五之丞他五名受取証文（当正月～7月まで
御武器御修復・新規御出来物御入料〆金15両
1分2朱1匁7分8厘）　岸太五之丞・山岸左内・三村
大之助他3名／（奥印）田澤廉助／（奥印）片岡十郎兵
衛・斎田虎尾／（裏印）宇鋪元之丞→斎藤善蔵殿・水井
市治殿・佐藤伊与之進殿他2名　端書｢証文数拾弐通」

文久元年酉8月 竪継紙・1通 へ171-1

山浦昇金銭受取証文［覚］（長巻3振御入料金9
両）　山浦昇→宮嶋嘉織殿

文久元年酉3月 竪紙・1通 へ171-2

西条村研師元之助金銭受取証文［覚］（長巻2振 万延元年申7月 竪紙・1通 へ171-3

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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代金1両）　西条村研師元之助→御武具方御役所

研師嘉市金銭受取証文［覚］（御長巻等3筆御入
料銀42匁5分につき）　研師嘉市→御武具方御役
所

万延元年申8月26日 竪紙・1通 へ171-4

御調物師内田捨治郎金銭受取証文［覚］（御長巻
御入料銀8匁につき）　御調物師内田捨治郎→御
武具方御役所

万延元年申8月 竪紙・1通 へ171-5

御鉄砲台師見習大挟栄太郎金銭受取証文［覚］
（長巻鞘・柄御入料代銀29匁につき）　御鉄砲
台師見習大挟栄太郎→御武具方御役所

万延元年申11月 竪紙・1通 へ171-6

御鉄砲鉄物師朝日喜市金銭受取証文［覚］（御長
巻御入料代金1分1匁5分につき）　御鉄砲鉄物
師朝日喜市→御武具方御役所

万延元年申12月 竪紙・1通 へ171-7

八木屋惣吉金銭受取証文［覚］（鉄鍔代銀6匁に
つき）　八木や惣吉→御武具方御役所

（文久元年）酉4月 竪紙・1通 へ171-8

御築師桜井健治金銭受取証文［覚］（長巻御入料
代銀91匁5分につき）　御築師桜井健治→御武具
方御役所

（文久元年）酉2月 竪継紙・1通 へ171-9

御鍛冶御鉄砲師兼坂口久兵衛金銭受取証文
［覚］（長巻御入料代金3分につき）　御鍛冶御鉄
砲師兼坂口久兵衛→御武具方御役所

万延元年申12月 竪紙・1通 へ171-10

松嶋屋初五郎金銭受取証文［覚］（極上長まき新
木代銀30匁につき）　松嶋屋初五郎→松代三村大
之助様　印｢上州高崎田町松嶋屋｣

（文久元年）酉10月14日 横切紙・1通 へ171-11

御飛脚才領組徳左衛門金銭受取証文［覚］（長巻
持賃銭6貫400匁につき）　御飛脚才領組徳左衛
門→三村大之助様御内

（文久元年）酉11月 竪継紙・1通 へ171-12

御塗師桜井健治金銭受取証文［覚］（御持槍御修
復入料代金3分4匁9分7厘につき）　御塗師桜井
健治→御武具方御役所

（文久元年）酉5月 竪継紙・1通 へ171-13

（武具方金銭受取証文綴　万延元年12月～文久2
年3月）

18点 へ172

寺内多宮他五名受取証文（去酉8月～12月まで
御武器御修復・新規御出来物御入料〆金17両
2分13匁2分5厘）　寺内多宮・岸太五之丞・山岸左内
他3名／（奥印）高野左助／佐藤安喜・岡野弥右衛門・
依田源之丞／（奥印）岡嶋忠記→斎藤善蔵殿・水井市
治殿・佐藤伊与之進殿他2名　端書｢証文数拾七通」・
訂正の為の貼紙あり

文久2年戌3月 竪継紙・1通 へ172-1

御安口令三郎金銭受取証文［覚］（御幕手縄麻細
引御入料代銭21貫676文につき）　御安口令三
郎→御武具方御役所

文久元年酉11月 竪紙・1通 へ172-2

桜井健治金銭受取証文［覚］（御長柄代金4両3分
2匁1厘）　桜井健治→御武具方御役所

（文久元年）酉10月 竪紙・1通 へ172-3

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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御調物師内田捨治郎金銭受取証文［覚］（御長柄
調物御入料代金2分6匁につき）　御調物師内田
捨治郎→御武具方御役所

文久元年酉10月 竪紙・1通 へ172-4

外田町喜八金銭受取証文［覚］（御紋附御幕・布
更御幕御修復御入料代金1両3分2朱2匁5分に
つき）　外田町喜八→御武具方御役所

（文久元年）酉10月 竪紙・1通 へ172-5

桜井健治金銭受取証文［覚］（朱柄御長柄御調物
御修復御入料代銀2匁5分につき）　桜井健治→
御武具方御役所

文久元年酉10月 竪紙・1通 へ172-6

周兵衛金銭受取証文［覚］（三ッ道具御入料代銀
12匁5分につき）　周兵衛→御武具方御役所

（文久元年）酉10月 竪紙・1通 へ172-7

御鍛冶御鉄物師兼坂口久兵衛金銭受取証文
［覚］（三ッ道具石器鉄物御入料代銀3匁につ
き）　御鍛冶御鉄物師兼坂口久兵衛→御武具方御役
所

（文久元年）酉12月 竪紙・1通 へ172-8

山浦昇金銭受取証文［覚］（長巻御入料代金3両
につき）　山浦昇→宮嶋嘉織殿

未11月8日 竪紙・1通 へ172-9

西条村研師元之助金銭受取証文［覚］（御長巻御
入料代金2分につき）　西条村研師元之助→御武
具方御役所

万延元年申12月 竪紙・1通 へ172-10

御鉄砲台師見習大挟栄太郎金銭受取証文［覚］
（長巻鞘・柄御入料代銀10匁5分につき）　御鉄
砲台師見習大挟栄太郎→御武具方御役所

万延元年申12月 竪紙・1通 へ172-11

御塗師桜井健治金銭受取証文［覚］（長巻1振新
規御出来代金2分4匁3分5厘につき）　御塗師
桜井健治→御武具方御役所

（文久元年）酉11月 竪紙・1通 へ172-12

御調物師内田捨治郎受取書［覚］（長巻御入料代
金1分につき）　御調物師内田捨治郎→御武具方御
役所

万延元年申12月 竪紙・1通 へ172-13

御鉄砲鉄物師朝日喜市金銭受取証文［覚］（御鉄
砲鉄物師朝日喜市御入料代銀5匁5分につき）
御鉄砲鉄物師朝日喜市→御武具方御役所

文久元年酉12月25日 竪紙・1通 へ172-14

鍵屋伴之助金銭受取証文［覚］（麻細引御買上代
銀3匁7分2厘）　鍵屋伴之助→御武具方御役所　印
｢信州松代住伊勢町鍵屋｣

（文久元年）酉10月 横切継紙・1通 へ172-15

御鉄砲師御刀鍛冶兼帯山口近蔵金銭受取証文
［覚］（御筒・鋳型・大工代金1両1分2朱3匁につ
き）　御鉄砲師御刀鍛冶兼帯山口近蔵→御武具方御
役所

（文久元年）酉10月 竪継紙・1通 へ172-16

御塗師桜井健治金銭受取証文［覚］（御筒御入料
代金1分2朱5匁3分につき）　御塗師桜井健治→
御武具方御役所

文久元年酉12月 竪継紙・1通 へ172-17

御塗師桜井健治金銭受取証文［覚］（雷火銃・小
道具御入料代銀11匁6分3厘につき）　御塗師
桜井健治→御武具方御役所

（文久元年）酉12月 竪継紙・1通 へ172-18

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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（武庫方関係受取書綴　慶応4年2月～明治2年6
月）

12点 へ173

矢野倉謙兵衛他五名受取証文（去辰年中御武器
御修復・新規御出来物御入料〆金9両2分10匁
6分7厘につき）　矢野倉謙兵衛・池田平角・久保九
郎右衛門他3名／（奥印）岸太五之丞・斎田虎尾・木内
助右衛門／（奥印）片岡弘人→佐川又左衛門殿・水井
市治殿・谷口左仲殿他3名　端書｢証文数拾壱通」・訂
正の為の貼紙あり

明治2年巳6月 竪継紙・1通 へ173-1

村田勝吉金銭受取証文［覚］（焼印代金1分2朱に
つき）　村田勝吉→御武具方御役所

（慶応4年）辰2月 竪紙・1通 へ173-2

外田町音吉金銭受取証文［覚］（御焼印代銀18匁
につき）　外田町音吉→御武具方御役所　訂正のた
めの貼札あり

2月6日 横切紙・1通 へ173-3

御槍物師湯本宇吉金銭受取証文［覚］（焼印柄代
銀1匁6分につき）　御槍物師湯本宇吉→御武具方
御役所　訂正のための貼札あり

慶応4年辰4月 竪継紙・1通 へ173-4

三河屋利右衛門金銭受取証文［覚］（御旗代銀3
匁7分5厘）　（松代）三河屋利右衛門→御武具方御
役所

（慶応4年）辰3月 竪紙・1通 へ173-5

紙屋町菊治金銭受取証文［覚］（御玉薬・御箱桐
油代銀16匁につき）　紙屋町菊治→御武具方御役
所

（慶応4年）辰2月 横切紙・1通 へ173-6

中町善右衛門金銭受取証文［覚］（御高帳桃燈代
金1両1分2朱7匁3分2厘）　中町善右衛門→御武
具方御役所

（慶応4年）辰3月 竪紙・1通 へ173-7

三河屋利右衛門金銭受取証文［覚］（布更御幕代
銀194匁につき）　三河屋利右衛門→御武具方御役
所

（慶応4年）辰3月 竪紙・1通 へ173-8

中町善右衛門金銭受取証文［覚］（小銃御玉薬箱
桐油代金2両2分につき）　中町善右衛門→御武
具方御役所

慶応4年辰3月 竪紙・1通 へ173-9

中町善右衛門金銭受取証文［覚］（御弓張御入料
代金2分につき）　中町善右衛門→御武具方御役所

（慶応4年）辰3月11日 竪継紙・1通 へ173-10

御鉄砲御台師中村伝七金銭受取証文［覚］（矢手
木代銀12匁につき）　御鉄砲御台師中村伝七→御
武具方御役所

（慶応4年）辰4月 竪継紙・1通 へ173-11

御鉄物師坂口久兵衛金銭受取証文［覚］（御箪笥
代金2分13匁につき）　御鉄物師坂口久兵衛→御
武具方御役所

（明治元年）辰12月 竪継紙・1通 へ173-12

（武具等代金受取証文書類綴　明治元年7月～12
月）　

37点 へ174

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（小銃品々御買上物
御入料金23両1分3朱銭93文につき）　羽田三
蔵／（奥印）池田平角/（奥印）高坂周平／（奥印）矢野

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ174-1

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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