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唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿　端書｢証
文三拾六通」

表一ノ町くら屋善七金銭受取証文［覚］（火縄8
把代銀12匁につき）　表一ノ町くらや善七→松代
様　印｢越後長岡辰一ノ町角善｣

（慶応4年）辰7月15日 横切継紙・1通 へ174-2

梅花屋徳十郎金銭受取証文［覚］（麻油代1貫120
文につき）　梅花屋徳十郎→上　印｢越後長岡神田
梅花屋｣

7月19日 横切紙・1通 へ174-3

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（大砲銃カル
カ代金1両2朱につき）　星野太郎右衛門→松代様
御役人衆中様

（慶応4年）辰7月24日 切紙・1通 へ174-4

梅花屋徳十郎金銭受取証文［覚］（麻油代560文
につき）　梅花屋徳十郎→上　印｢越後長岡神田梅
花屋｣

（慶応4年）辰7月24日 横切紙・1通 へ174-5

見附綿屋清蔵金銭受取証文［覚］（真鍮せこり代
銀60匁につき）　見附綿屋清蔵→松代様　印｢北越
見附［　］｣

8月4日 横切紙・1通 へ174-6

御手附助新吉金銭受取証文［覚］（人足30人賃銭
9貫文につき）　御手附助新吉→羽田三蔵様

（明治元年）辰9月 横切継紙・1通 へ174-7

御手附与三郎金銭受取証文［覚］（人足15人賃銭
6貫文につき）　御手附与三郎→羽田三蔵様

（明治元年）辰9月16日 横切紙・1通 へ174-8

五泉松田屋三太郎金銭受取証文［覚］（銅895匁
等につき）　五泉松田屋三太郎→松代様　印｢北越
五泉松田屋｣

（明治元年）辰9月29日 横切紙・1通 へ174-9

五泉裏町大工菊蔵金銭受取証文［覚］（テント棒
代銭1貫350文につき）　五泉裏町大工菊松→松代
様

（慶応4年）辰8月28日 切紙・1通 へ174-10

木屋佐兵衛金銭受取証文［覚］（杉丸太代900文
につき）　（北越津湊）木や佐兵衛→上　印｢北越津
湊枡屋｣　

8月29日 横切継紙・1通 へ174-11

三条玉木屋甚次郎金銭受取証文［覚］（白木綿壱
反代金1分3朱につき）　三条玉木屋甚次郎→松代
様　印｢北越三条甚次郎｣

（慶応4年）辰9月2日 横切紙・1通 へ174-12

大工久之丞金銭受取証文［覚］（三ッ目切100文
につき）　大工久之丞→松代様

（慶応4年）辰9月5日 横切紙・1通 へ174-13

五泉亦四郎金銭受取証文［覚］（三ッ目きり代
350文につき）　五泉亦四郎→松代様

9月5日 横切紙・1通 へ174-14

五泉町藤八金銭受取証文［覚］（手当金300疋に
つき）　五泉町藤八→松代様

（慶応4年）辰9月5日 横切紙・1通 へ174-15

越後五泉安中屋彦四郎金銭受取証文［覚］（シヤ
ボシ代240文等につき）　越後五泉安中屋彦四郎
→松代様　印｢越後五泉安中屋｣

9月5日 切紙・1通 へ174-16

浅間屋四郎右衛門金銭受取証文［覚］（男帯等2
筆代金1朱110文につき）　浅間屋四郎右衛門→

（明治元年）辰9月12日 横切紙・1通 へ174-17

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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上様　印｢越後五泉浅間｣

津川町舛屋利助金銭受取証文［覚］（琉球蓙等代
金3分11文につき）　津川町舛屋利助→松代様　
印｢北越津湊舛屋｣

（明治元年）辰9月21日 横切継紙・1通 へ174-18

村松城松勘次金銭受取証文［覚］（筵420文につ
き）　村松城町勘次→松代様

8月27日 横切紙・1通 へ174-19

御鉄砲師横田二作金銭受取証文［覚］（地鉄等4
筆村松御料御下金2両3歩銀8分4厘につき）　
御鉄砲師横田二作→羽田三蔵様

（慶応4年）辰8月12日 横切継紙・1通 へ174-20

御鉄砲師横田二作金銭受取証文［覚］（匁鉄等3
筆下金1両1分3朱銀3匁3分につき）　御鉄砲師
横田二作→羽田三蔵様

（慶応4年）辰8月27日 横切継紙・1通 へ174-21

村松かじや勘次金銭受取証文［覚］（わらもしろ
代銭1貫文につき）　村松かじや勘次→松代様

（慶応4年）辰8月27日 切紙・1通 へ174-22

梅田屋文吉金銭受取証文［覚］（おひかわ代3匁
20文につき）　梅田屋文吉→上　訂正のための貼
札あり

7月7日 横切紙・1通 へ174-23

大澤荘吉金銭受取証文［覚］（倉科村夫人足につ
き）　大澤荘吉→羽田三蔵様

6月4日 横切継紙・1通 へ174-24

馬下かしや和助金銭受取証文［覚］（炭等代金3
朱2貫60文につき）　（北越）馬下かしや和助→松
代武具方様　印｢北越馬下宮□和｣

（慶応4年）辰8月19日 横切紙・1通 へ174-25

村松上町扇屋玉右衛門金銭受取証文［覚］（上琉
球表等代金1両3分2朱銭3貫620文につき）　村
松上町扇屋玉右衛門→松代様御役人中様　印｢越後
村松扇屋玉右衛門｣

（慶応4年）辰8月21日 横切継紙・1通 へ174-26

村松上町甚兵衛金銭受取証文［覚］（大縄代銭
500文につき）　村松上町甚兵衛→松代様御役人中
様

（慶応4年）辰8月21日 横切紙・1通 へ174-27

鍛冶田中屋金銭受取証文［覚］（玉箱鉄具代金1
朱につき）　（邨松田中屋）かしや→上　印｢北越邨
松田中屋｣

（慶応4年）辰8月21日 横切紙・1通 へ174-28

市川屋久平金銭受取証文［覚］（油代410文につ
き）　越後村松小間物町市川屋久平→上　印｢越後村
松小間物町市川屋久平｣

（慶応4年）辰8月22日 横切紙・1通 へ174-29

上町甚兵衛金銭受取証文［覚］（大縄代銭380文
につき）　上町甚兵衛→松代様御役人様

（慶応4年）辰8月23日 横切紙・1通 へ174-30

木村屋孝助金銭受取証文［覚］（羽二重等代金1
朱1貫865文につき）　村松木村屋孝助→松代様

（慶応4年）辰8月24日 横切紙・1通 へ174-31

村松河内屋甚右衛門金銭受取証文［覚］（琉球表
代金1両2朱300文につき）　村松河内屋甚右衛門
→松代様

8月27日 横切紙・1通 へ174-32

鞍馬屋治平金銭受取証文［覚］（木綿代金2分2朱
300文につき）　鞍馬屋治平→松代様　印｢北越加

8月11日 横切紙・1通 へ174-33

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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茂鞍馬屋｣

金児友太郎金銭受取証文［覚］（白木綿等15筆買
揚物代金5両2分2朱880文につき）　金児友太郎
→池田平角様

8月7日 横切継紙・1通 へ174-34

見附伝蔵金銭受取証文［覚］（御茶代金200疋に
つき）　見附伝蔵→上様　印｢北越見附□□｣

8月10日 横切紙・1通 へ174-35

藤田屋喜右衛門金銭受取証文［覚］（筵代540文
につき）　大西村藤田屋喜右衛門→松代様

8月10日 横切紙・1通 へ174-36

須川屋孫助金銭受取証文［覚］（筵・縄代金3分3
朱450文につき）　越後加茂須川屋孫助→松代様　
印｢越後加茂須川屋｣

8月11日 横切継紙・1通 へ174-37

（武具修復等勘定関係書類綴　明治元年4月～明
治2年）　

32点 へ175

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（小銃御修復御買上
物御入料等金24両2分1朱570文につき）　羽田
三蔵／（奥印）池田平角／（奥印）柿崎良作／（奥印）矢
野唯見・片岡弘人・立合河原理→高橋清蔵殿・堀内荘
作殿　端書｢横帳壱帳証文弐拾九通」

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ175-1

御武具方御手附弥兵衛金銭受取証文［覚］（人足
へ草鞋御買上代銭2貫732文につき）　御武具
方御手附弥兵衛→羽田三蔵様

（慶応4年）辰閏4月 切紙・1通 へ175-2

御鉄砲師杉田浅吉金銭受取証文［覚］（大小銃御
修復御入料1両2朱3匁につき）　御鉄砲師杉田
浅吉→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月23日 横切継紙・1通 へ175-3

千年鍛冶屋音吉金銭受取証文［覚］（□□代1貫
文につき）　千年かじや音吉→‐

慶応4年4月26日 切紙・1通 へ175-4

鍋屋喜太郎金銭受取証文［覚］（本中鈩224文に
つき）　なへ屋喜太郎→上　印｢□□出雲大工道具
鍋釜屋鍋屋喜太郎｣

（慶応4年）辰閏4月13日 切紙・1通 へ175-5

新井久兵衛金銭受取証文［覚］（なわ代銭164文
につき）　新井久兵衛→上

4月29日 切紙・1通 へ175-6

奈良屋彦右衛門金銭受取証文［覚］（大工作料
248文につき）　奈良屋彦右衛門→上

（慶応4年）閏4月8日 切紙・1通 へ175-7

塩屋清右衛門金銭受取証文［覚］（小判1朱代2貫
文につき）　しほ屋清右衛門→上

（慶応4年）辰4月19日 切紙・1通 へ175-8

あふらや金銭受取証文［覚］（縄548文につき）　
あふらや→上　印｢ヱチコ　アラヰ　［　］｣

（慶応4年）閏4月20日 切紙・1通 へ175-9

越後新井宿山本屋大工乙吉金銭受取証文［覚］
（木札1貫144文につき）　越後新井宿山本屋大工
乙吉→松代御武具方御役所

（慶応4年）閏4月20日 切紙・1通 へ175-10

新井宿徳屋喜作金銭受取証文［覚］（中麻200文
につき）　新井宿植屋喜作→上

（慶応4年）辰閏4月5日 切紙・1通 へ175-11

かつらや茂兵衛金銭受取証文［覚］（なわ代124 （慶応4年）閏4月13日 切紙・1通 へ175-12

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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文につき）　かつらや茂兵衛→上

長蔵金銭受取証文［覚］（なわ代500文につき）　
長蔵→上

（慶応4年）閏4月6日 切紙・1通 へ175-13

あら井桂屋茂兵衛金銭受取証文［覚］（白苧代金
1朱につき）　あら井桂屋茂兵衛→上

（慶応4年）閏4月5日 切紙・1通 へ175-14

新井宿三吉金銭受取証文［覚］（松丸太等代銀12
匁5分につき）　新井宿三吉→上

（慶応4年）辰閏4月20日 横切紙・1通 へ175-15

御鉄砲師助杉田浅吉金銭受取証文［覚］（大銃鉄
物御修復御入料代金2朱8匁5分につき）　御鉄
砲師助杉田浅吉→御武具方御役所

（慶応4年）閏4月28日 横切継紙・1通 へ175-16

御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（人足20人代
6貫文につき）　御手附大沢荘吉→羽田三蔵殿

（慶応4年）辰4月22日 横切紙・1通 へ175-17

小千谷西新金銭受取証文［覚］（杉原紙代銭110
文につき）　小千谷西新→上　印｢エチコ　ヲチヤ
　□屋｣

（慶応4年）辰閏4月28日 横切紙・1通 へ175-18

小千谷町鶴屋与市金銭受取証文［覚］（筵・並細
引代80匁につき）　小千谷町鶴屋与市→松代様　
印｢越後小千谷鶴屋｣

（慶応4年）辰5月2日 横切紙・1通 へ175-19

小千谷町鶴屋与市金銭受取証文［覚］（菅蓙・太
縄代53匁7分につき）　小千谷町鶴屋与市→松代
様　印｢越後小千谷鶴屋｣

（慶応4年）辰5月8日 横切紙・1通 へ175-20

鶴屋与市金銭受取証文［覚］（御茶代金3分につ
き）　鶴屋与市→松代様　印｢越後小千谷鶴屋｣

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ175-21

小千谷町鶴屋与市金銭受取証文［覚］（桐油等代
銀74匁2分5厘）　小千谷町鶴屋与市→松代様　印｢
越後小千谷鶴屋｣

（慶応4年）辰5月10日 横切紙・1通 へ175-22

野尻宿池田幸蔵金銭受取証文［覚］（縄代160文
につき）　池田幸蔵→松代様御荷物御宰領中様　下
ケ札痕あり

（明治元年）辰6月14日 切紙・1通 へ175-23

あら井奈良屋彦右衛門金銭受取証文（蝋7匁5分
につき）　あら井なら屋彦右衛門→上

11月13日 切紙・1通 へ175-24

柏崎丹保屋新右衛門金銭受取証文［覚］（蝋等代
金2朱1貫650文につき）　かしハザキ丹保屋新右
衛門→上

11月11日 横切紙・1通 へ175-25

米屋文平金銭受取証文［覚］（縄等代金2朱250文
につき）　米屋文平→上

10月8日 横切紙・1通 へ175-26

野口七左衛門金銭受取証文［覚］（金1両1分につ
き）　野口七左衛門→上

（明治元年）辰11月12日 横切継紙・1通 へ175-27

蔵王飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（酒等5筆代
金2朱3貫190文につき）　蔵王飴屋長太郎→松代
様　印｢越後蔵王飴長｣

（慶応4年）辰8月4日 横切継紙・1通 へ175-28

飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（酒等5筆代金1分
3朱8貫570文につき）　飴屋長太郎→松代様　印｢

（慶応4年）辰8月4日 横切継紙・1通 へ175-29

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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越後蔵王飴長｣

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（炭代1分3朱
につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人衆中様

（慶応4年）辰6月29日 横切継紙・1通 へ175-30

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（御鉄砲師・御手附
へ手当金12両2分2朱につき）　羽田三蔵→‐

明治2年巳 横切継紙・1通 へ175-31

某用状［御手充被下方渡通］（7月～8月〆金12両
2分2朱につき）　

慶応4年辰7月 横半半・1通 へ175-32

（鉛買上入料関係綴）　 2点 へ176

羽田三蔵金銭受取証文（鉛御買上御入料79両1
分2朱につき）　羽田三蔵／（奥印）池田平角・野村
隼太／（奥印）高坂周平／（奥印）矢野唯見・片岡弘人・
立合河原理→堀内荘作殿・高橋清蔵殿　端書｢証文壱
通」

慶応4年辰7月 竪継紙・1通 へ176-1

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（棹鉛代金79
両1分2朱銀2匁8分8厘につき）　星野太郎右衛
門→松代様御役人衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

慶応4年辰7月5日 竪紙・1通 へ176-2

（武具購入等勘定関係書類綴　明治元年8月～12
月）　

47点 へ177

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（大小銃御買上物・
御手当入料金35両1分3朱222文につき）　羽田
三蔵／（奥印）池田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢
野唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿　端書｢
証文四拾五通」

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ177-1

津川きの国や庫八金銭受取証文［覚］（太縄代銭
50文につき）　津川きの国や庫八→上

8月23日 横切紙・1通 へ177-2

御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（大銃弾薬持
届人足代銭8貫400文につき）　御手附大沢荘吉
→羽田三蔵殿

（明治元年）辰9月 横切紙・1通 へ177-3

御手附与三郎金銭受取証文［覚］（大小銃玉薬持
届人足代銭7貫500文につき）　御手附与三郎→
羽田三蔵様

（明治元年）辰9月15日 横切紙・1通 へ177-4

又吉金銭受取証文［覚］（御手当金100疋）　又吉
→松代様

（明治元年）辰10月12日 横切紙・1通 へ177-5

清水屋覚沢金銭受取証文［覚］（筵代900文につ
き）　清水や覚沢→上

10月16日 切紙・1通 へ177-6

津川町舛屋儀助金銭受取証文［覚］（小・白半紙
代2貫500文につき）　津川町舛屋儀助→松代様　
印｢北越津湊舛屋｣

（明治元年）辰9月17日 横切紙・1通 へ177-7

御手附与三郎金銭受取証文［覚］（大小銃弾薬持
届人足代13貫500文につき）　御手附与三郎→羽
田三蔵様

（明治元年）辰9月17日 横切継紙・1通 へ177-8

金児忠兵衛金銭受取証文［覚］（雷震 会津城下
へ運送代金1両2分につき）　金児忠兵衛→羽田
三蔵殿

（明治元年）辰9月 横切継紙・1通 へ177-9

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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平野屋金銭受取証文［覚］（さらし代882文につ
き）平野屋→上　印｢北越津湊平野屋｣

10月18日 横切紙・1通 へ177-10

御手附与三郎金銭受取証文［覚］（大小銃弾薬持
届人足代銭5貫100文につき）　御手附与三郎→
羽田三蔵様

（明治元年）辰9月18日 横切継紙・1通 へ177-11

見附屋喜右衛門金銭受取証文［覚］（竹代銭400
文につき）　見附屋喜右衛門→松代様

10月6日 切紙・1通 へ177-12

重兵衛金銭受取証文［覚］（縄代200文につき）　
重兵衛→松代様

11月10日 切紙・1通 へ177-13

栗林屋金銭受取証文［覚］（上五分紙代金1朱に
つき）　栗林屋→松代様御役掛中様

11月5日 切紙・1通 へ177-14

沢海村源助金銭受取証文［覚］（蝋燭代金1分に
つき）　沢海村源助→松代様

（明治元年）辰10月24日 横切継紙・1通 へ177-15

慶徳村荘屋惣八金銭受取証文［覚］（御手当代9
貫文につき）　慶徳村荘屋惣八→松代様

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ177-16

田上村本馬屋権四郎金銭受取証文［覚］（金2朱
につき）　田上村本馬屋権四郎→‐　印｢エチゴタ
ガミ本間権四郎｣

（明治元年）辰 横切紙・1通 へ177-17

沢海村源助金銭受取証文［覚］（琉球蓙代金1両1
分につき）　沢海村源助→松代様

（明治元年）辰10月27日 横切紙・1通 へ177-18

沢海村源助金銭受取証文［覚］（縄代250文につ
き）　沢海村源助→松代様

（明治元年）辰10月28日 横切継紙・1通 へ177-19

万願寺村新兵衛金銭受取証文［覚］（酒代1分1朱
1貫文につき）　万願寺村新兵衛→上様

10月28日 横切紙・1通 へ177-20

沢海村源助金銭受取証文［覚］（筵代1貫300文に
つき）　沢海村源助→松代様

（明治元年）辰10月28日 横切継紙・1通 へ177-21

満願寺村庄屋権太郎金銭受取証文［覚］（御茶代
金100疋につき）　満願寺村庄屋権太郎→松代様

（明治元年）辰10月29日 横切紙・1通 へ177-22

満願寺村石川権太郎金銭受取証文［覚］（金2両2
分頂戴につき）　満願寺村石川権太郎→松代羽田
三蔵様

（明治元年）辰10月晦日 横切紙・1通 へ177-23

沢海村庄屋佐五右衛門代組頭名右衛門金銭受
取証文［覚］（金2両につき）　沢海村庄屋佐五右
衛門代組頭名右衛門→松代羽田三蔵様

（明治元年）辰10月晦日 横切継紙・1通 へ177-24

本名村又左衛門金銭受取証文［覚］（草履代7貫
654文につき）　本名村又左衛門→松代様御武具方
様

（明治元年）10月4日 横切紙・1通 へ177-25

坂下宿薩摩屋吉治郎金銭受取証文［覚］（馬手当
2分2朱につき）　坂下宿さつまや吉治郎→松代様
印｢会津坂下薩摩屋｣

（明治元年）辰10月8日 横切紙・1通 へ177-26

下忍沢村荘屋小池杢右衛門金銭受取証文［覚］
（人足手宛6貫文につき）　下忍沢村荘屋小池杢
右衛門→松代様

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ177-27

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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御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（大小銃玉薬
持届人足代1貫文につき）　御手附大沢荘吉→羽
田三蔵殿

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ177-28

蔵王飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（金3分受取
につき）　蔵王あめ屋長太郎→松代様　印｢越後蔵
王飴長｣

（明治元年）辰11月 横切紙・1通 へ177-29

見附屋三春屋市右衛門金銭受取証文［覚］（御手
当金1分につき）　見附屋三春屋市右衛門→上

（明治元年）辰11月4日 横切紙・1通 へ177-30

三條新保屋甚八金銭受取証文［覚］（縄代175文
につき）　三條新保屋甚八→松代様

（明治元年）11月4日 横切継紙・1通 へ177-31

蔵王飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（蝋燭代金1
分につき）　蔵王飴屋長太郎→松代様　印｢越後蔵
王飴長｣

（明治元年）辰11月4日 横切継紙・1通 へ177-32

蔵王飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（ふとん御手
当金5両につき）　蔵王あめ屋長太郎→松代様　印
｢越後蔵王飴長｣

（明治元年）辰11月5日 横切紙・1通 へ177-33

新保屋甚八金銭受取証文［覚］（縄代350文につ
き）　新保屋甚八→松代様　印｢越後三條｣

（明治元年）11月4日 横切継紙・1通 へ177-34

米屋寅松金銭受取証文［覚］（琉球蓙代金3朱に
つき）　（越後蔵王）米屋（佐藤）寅松→松代様　印｢
越後蔵王佐藤｣

（明治元年）辰11月5日 横切紙・1通 へ177-35

三条二ノ町浦大工甚平金銭受取証文［覚］（木札
代1貫文につき）　三条二ノ町浦大工甚平→松代様

（明治元年）辰霜月5日 横切紙・1通 へ177-36

村松屋熊助金銭受取証文［覚］（筵等代60匁5分
につき）　村松屋熊助→松代様　印｢越後三条町村
松屋｣

（明治元年）辰11月8日 横切紙・1通 へ177-37

墨屋弥介金銭受取証文［覚］（琉球代金1分1朱に
つき）　墨屋弥介→松代様

（明治元年）11月9日 切紙・1通 へ177-38

八郎金銭受取証文［覚］（竹代1朱200文につき） 
八郎→松代様

（明治元年）11月10日 切紙・1通 へ177-39

米屋寅松他五名金銭受取証文［覚］（〆金6両2分
受取につき）　米屋寅松・与板屋要助・粉屋六左衛
門他3名→‐

（明治元年）辰11月9日 横折紙・1通 へ177-40

天屋村喜右衛門金銭受取証文［覚］（馬14疋代金
3分につき）　天屋村喜右衛門／（奥印）米蔵勇助→
松代様　奥書部は貼継、継目印あり

（明治元年）辰10月14日 横切継紙・1通 へ177-41

シハタ権内組人足惣代久兵衛他一名金銭受取
証文［おほえ］（送り人足代金2両2分につき） 
シハタ権内組人足惣代久兵衛・市太夫／（奥印）米倉
勇助→松代様　奥書部は貼継、継目印あり

（明治元年）辰10月14日 横切継紙・1通 へ177-42

天屋村御下附新左衛門金銭受取証文［おほえ］
（金1両受取につき）　天屋村御下附新左衛門／
（奥印）米倉勇助→松代御器械方様　奥書部は貼継、
継目印あり

（明治元年）辰10月11日 横切継紙・1通 へ177-43

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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青木村庄屋稲村治兵衛金銭受取証文［覚］（人足
代2分につき）　青木村庄屋稲村治兵衛／（奥印）米
倉勇助→上　奥書部は貼継、継目印あり

10月5日 横切継紙・1通 へ177-44

津川御人足才領藤五郎金銭受取証文［覚］（人足
代3貫文につき）　津川御人足才領藤五郎／（奥印）
米倉勇助→松代器械方様

（明治元年）辰9月19日 横切継紙・1通 へ177-45

矢代田村保科仁左衛門金銭受取証文［覚］（酒代
1分につき）　矢代田村保科仁左衛門／（奥印）米倉
勇助→松代様　奥書部は貼継、継目印あり

（慶応4年）辰8月20日 横切継紙・1通 へ177-46

沢海村藤右衛門金銭受取証文［覚］（大縄・筵7貫
144文につき）　沢海村藤右衛門→松代様

10月27日 横切継紙・1通 へ177-47

（武具代金等勘定関係書類綴　慶応4年閏4月～12
月）　

9点 へ178

羽田三蔵金銭受取証文（辰4月～10月中まで小
銃御筒附品々御買上物・御修復御入料手当金
11両1朱銭1貫323文につき）　羽田三蔵／（奥印）
池田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢野唯見・片岡
弘人・立合河原理→大里忠之進殿　端書｢証文八通」

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ178-1

御手附金作金銭受取証文［覚］（新井宿奈良屋彦
左衛門御手当金3歩につき）　御手附金作→羽田
三蔵様

（慶応4年）辰閏4月20日 横切紙・1通 へ178-2

鶴屋与市金銭受取証文［覚］（筵・並細引代銀40
匁につき）　鶴屋与市→松代様　印｢越後小千谷鶴
屋｣

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ178-3

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来筒3両1
分銀2匁1分につき）　星野太郎右衛門→松代様御
役人衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月3日 横切継紙・1通 へ178-4

村松鍛冶屋熊治金銭受取証文［覚］（炭等代金1
両1分2朱3匁4分8厘につき）　村松鍛冶屋熊治→
松代様

（慶応4年）辰8月22日 横切継紙・1通 へ178-5

村松熊治金銭受取証文［覚］（炭・手伝代銭1貫
190文につき）　村松熊治→松代様

（慶応4年）辰8月27日 横切継紙・1通 へ178-6

田子屋弥作金銭受取証文［覚］（白布代金1分2朱
につき）　田子屋弥作→御上様

（明治元年）9月15日 切紙・1通 へ178-7

会津坂下宿薩摩屋吉治郎金銭受取証文［覚］（琉
球蓙等3筆代銀217匁につき）　会津坂下宿さつ
まや吉治郎→松代様　印｢会津坂下薩摩屋｣

（明治元年）辰10月 横切継紙・1通 へ178-8

越州加茂宿須川屋孫助金銭受取証文［覚］（並細
引代60匁につき）　越州加茂宿須川屋孫助→松代
様

（慶応4年）辰8月 横切紙・1通 へ178-9

（武具購入費勘定関係書類綴）　 10点 へ179

羽田三蔵金銭受取証文（小銃御入料品々御買上
代金30両1貫26文につき）　羽田三蔵／（奥印）池
田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢野唯見・片岡弘

（慶応4年）7月 横切継紙・1通 へ179-1

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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人・立合河原理→高橋清蔵殿・堀内荘作殿　端書｢証
文拾通」

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（管等3筆代
金8両2分1朱につき）　星野太郎右衛門→松代様
御役人衆中様

（慶応4年）辰7月2日 横切継紙・1通 へ179-2

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（管代金3両1
分2朱につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人衆
中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月3日 横切継紙・1通 へ179-3

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（合薬等代金
12両1分につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人
衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月4日 横切紙・1通 へ179-4

近藤民之助家来才治金銭受取証文［覚］（十二梅
玉手当金2朱頂戴につき）　近藤民之助御家来才
治→上

（慶応4年）7月4日 横切紙・1通 へ179-5

廣島屋善助金銭受取証文［覚］（松脂等代15匁4
分5厘につき）　廣島屋善助→松代様御使中様　印
｢□長岡神田一ッ町□屋｣

（慶応4年）辰7月4日 横切継紙・1通 へ179-6

伊丹屋右兵衛金銭受取証文［覚］（生中代金2朱
につき）　伊丹屋右兵衛→上　印｢長岡神田伊丹屋｣

（慶応4年）辰7月4日 切紙・1通 へ179-7

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来管等3
筆代金3両2分2朱銭660文につき）　星野太郎右
衛門→松代様御役人衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月5日 横切紙・1通 へ179-8

横山屋幸治郎金銭受取証文［覚］（木綿管代金3
分1朱2匁5分につき）　横山屋幸治郎→松代様

（慶応4年）辰7月8日 切紙・1通 へ179-9

飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（炭代金2分3朱ト
24文につき）　あめや長太郎→松代様　印｢越後蔵
飴長｣

（明治元年）辰7月8日 切紙・1通 へ179-10

梅田屋久吉金銭受取証文［覚］（銅〆等代金3朱
ト2文につき）　梅田や久吉→上　印｢長岡表二ノ
町梅田屋｣

（慶応4年）7月8日 横切継紙・1通 へ179-11

（大小銃御買上関連書類綴　慶応4年6月～7月）　 11点 へ180

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（大小銃御買上物御
入料90両195文につき）　羽田三蔵／（奥印）池田
平角・野村隼太／（奥印）高坂周平／（奥印）矢野唯見・
片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿・高橋清蔵殿　端
書｢証文拾通」

慶応4年辰7月 竪継紙・1通 へ180-1

八百屋藤左衛門金銭受取証文［覚］（金篩い代金
1朱につき）　八百屋藤左衛門→松代様　印｢越後
長岡表一之町八百藤｣

（慶応4年）辰6月26日 切紙・1通 へ180-2

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（鉛玉代金10
両2分ト銀3匁6分につき）　星野太郎右衛門→松
代様御役人衆中　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰6月27日 横切紙・1通 へ180-3

小村屋太郎兵衛金銭受取証文［覚］（火之口硫黄
代金1朱244文につき）　小むらや太郎兵衛→上　

6月28日 横切紙・1通 へ180-4

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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印｢越後長岡小村｣

平野屋善蔵金銭受取証文［覚］（硝石代金1分2朱
につき）　平野屋善蔵→上　印｢安永五申正改平野
屋｣

6月28日 横切継紙・1通 へ180-5

御鋳物師星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（ハ
レツ弾等御細工代金60両銀512匁7分につき）
御鋳物師星野太郎右衛門→松代様御役人衆中様

慶応4年辰7月29日 竪継紙・1通 へ180-6

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（管代金2両3
分1分につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人衆
中様

（慶応4年）辰6月29日 竪紙・1通 へ180-7

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（会津炭1両2
分1朱につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人衆
中様

（慶応4年）辰6月29日 竪継紙・1通 へ180-8

平野屋善蔵金銭受取証文［覚］（針かね等23匁5
分につき）　平野屋善蔵→上　印｢安永五申正改平
野屋｣

6月29日 横切継紙・1通 へ180-9

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来管代金
3両1分2朱につき）　星野太郎右衛門→松代様御
役人衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月2日 横切紙・1通 へ180-10

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来管代金
2両1分につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人
衆中様　印｢越後長岡星野陶冶｣

（慶応4年）辰7月3日 横切紙・1通 へ180-11

（武器代金受取関係書類綴）　 6点 へ181

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（大小銃御買上物・
御修復御入料代金125両7匁につき）　羽田三
蔵／（奥印）池田平角・野村隼太／（奥印）高坂周平／
（奥印）矢野唯見・片岡弘人・立合河原理→高橋清蔵
殿・堀内荘作殿　端書｢証文五通」

慶応4年辰7月 竪継紙・1通 へ181-1

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来管代金
6両3分につき）　星野太郎右衛門→松代御役人衆
中様

（慶応4年）辰7月9日 横切紙・1通 へ181-2

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（舶来管代金
7両3分2朱につき）　星野太郎右衛門→松代御役
人衆中様

（慶応4年）辰7月10日 横切紙・1通 へ181-3

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（ライフル榴
弾代金50両3分銀5匁につき）　星野太郎右衛門
→松代御役人衆中様

（慶応4年）辰7月10日 竪紙・1通 へ181-4

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（合薬代金10
両2分につき）　星野太郎右衛門→松代御役人衆中
様

（慶応4年）辰7月11日 竪紙・1通 へ181-5

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（ライフル御
筒打鉄等5筆代金46両3分2朱銀137匁につき）
星野太郎右衛門→松代御役人衆中様

（慶応4年）辰7月16日 竪継紙・1通 へ181-6

（菓子・合薬等御入料金勘定関連書類一括）　内容
から推定すると本来一括保存されていたと考えられる

50点 へ182

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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（菓子・合薬等勘定関係書類綴　慶応4年6月～
明治元年12月）　

32点 へ182-1

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（大小銃御買上物・
品々下物御入料金50両170文につき）　羽田三
蔵／（奥印）池田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢野
唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿　へ182の
表紙

明治元年辰12月 竪継紙・1通 へ182-1-1

御鉄砲師星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（土
梅半ハレツ弾等3筆代金26両2分銀143匁1分
につき）　（越後長岡）御鉄砲師（星野陶冶）星野太郎
右衛門→松代様御武具方御役人衆中様

（慶応4年）辰7月 竪紙・1通 へ182-1-2

飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（炭代銀2匁3朱に
つき）　（越後）蔵王あめ屋長太郎→松代様

（慶応4年）辰7月 横切紙・1通 へ182-1-3

御鉄砲師星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（小
銃洗カルコ等4筆代金12両2分銀5匁につき）
（越後長岡）御鉄砲師（星野陶冶）星野太郎右衛門→松
代様御武具方御役人衆中様

（慶応4年）辰7月 竪紙・1通 へ182-1-4

飴屋長太郎金銭受取証文［覚］（御手当金3両に
つき）　（越後）蔵王あめ屋長太郎→松代様

（慶応4年）辰8月3日 竪紙・1通 へ182-1-5

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（管代金2朱につ
き）　石内かめや惣太郎→松代様

（慶応4年）6月16日 横切紙・1通 へ182-1-6

蔵王寅松金銭受取証文［覚］（せんへい代金1朱2
貫文につき）　（越後）蔵王寅松→松代様

（慶応4年）6月17日 切紙・1通 へ182-1-7

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（しら玉代金2朱
につき）　（長岡石内）亀や惣太郎→上

（慶応4年）6月18日 切紙・1通 へ182-1-8

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（しら玉代金2朱
につき）　（長岡）石内亀屋惣太郎→松代様

（慶応4年）6月19日 横切紙・1通 へ182-1-9

呉服町市二郎金銭受取証文［覚］（まんちう代金
1朱200文につき）　呉服町市二郎→上

（慶応4年）辰6月20日 横切紙・1通 へ182-1-10

石内町平屋店金銭受取証文［覚］（豆せんべい代
金1朱につき）　（越後）石内町平屋店→御武具様

（慶応4年）辰6月21日 横切紙・1通 へ182-1-11

蔵王寅松金銭受取証文［覚］（麦せんべい代銭
200文につき）　（越後蔵王）寅松→上

（慶応4年）6月21日 横切紙・1通 へ182-1-12

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（しら玉代金2朱
につき）　（石内）かめや惣太郎→松城様

（慶応4年）6月22日 横切紙・1通 へ182-1-13

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（むし物代金2朱
につき）　（長岡石内）かめや惣太郎→松城様

（慶応4年）6月23日 切紙・1通 へ182-1-14

松田屋理助金銭受取証文［覚］（くさ餅代金2朱
につき）　松田屋理助→上様

（慶応4年）6月24日 切紙・1通 へ182-1-15

伊勢屋助左衛門金銭受取証文（せんへい代金1
朱200文につき）　（神田鍛冶）いせや助左衛門→‐

（慶応4年）6月25日 切紙・1通 へ182-1-16

蔵王寅松金銭受取証文［覚］（せんへい代金1朱
につき）　（越後蔵王）寅松→松代様

（慶応4年）辰6月26日 切紙・1通 へ182-1-17

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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呉服町市二郎金銭受取証文［覚］（まんぢふ代金
2朱200文につき）　呉服町市二郎→松代様

（慶応4年）6月27日 横切継紙・1通 へ182-1-18

呉服町市二郎金銭受取証文［覚］（まんぢふ代金
2朱につき）　呉服町市二郎→松代様

（慶応4年）6月28日 切紙・1通 へ182-1-19

呉服町市二郎金銭受取証文［覚］（まんぢふ代金
2朱につき）　呉服町市二郎→松代様

（慶応4年）7月2日 切紙・1通 へ182-1-20

呉服町市二郎金銭受取証文［覚］（まんぢふ代金
2朱200文につき）　呉服町市二郎→松代様

（慶応4年）7月3日 切紙・1通 へ182-1-21

伊勢屋助左衛門金銭受取証文［覚］（せんへい代
金1朱につき）　いせや助左衛門→上様　印｢神田
鍛冶町伊勢屋助左衛門製御せんへい品々｣

（慶応4年）辰7月4日 横切紙・1通 へ182-1-22

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（しら玉代金1朱
につき）　（長岡）石内亀屋惣太郎→松代様　印｢長
岡石内亀屋｣

（慶応4年）7月5日 横切継紙・1通 へ182-1-23

長岡鹿屋金銭受取証文［覚］（花餅代金2朱200文
につき）　長岡鹿屋→上

（慶応4年）辰7月6日 横切紙・1通 へ182-1-24

開川屋権兵衛金銭受取証文［覚］（せんへい代銭
400文につき）　神田三ノ丁開川屋権兵衛→松代様

（慶応4年） 横切継紙・1通 へ182-1-25

呉服町八兵衛金銭受取証文［覚］（せんべい代金
1朱につき）　呉服町八兵衛→松代様

（慶応4年）7月8日 横切紙・1通 へ182-1-26

亀屋惣太郎金銭受取証文［覚］（しら玉代金2朱
につき）　（長岡）石内（亀屋）惣太郎→松代様

（慶応4年）7月9日 横切紙・1通 へ182-1-27

伊勢屋助左衛門金銭受取証文［覚］（せんべい代
金1朱につき）　（神田鍛冶町）いせや（伊勢屋）助左
衛門→上様

（慶応4年）7月10日 横切継紙・1通 へ182-1-28

あら町市郎右衛門金銭受取証文［覚］（花もち代
金2朱300文につき）　あら町市郎右衛門→松城様

（慶応4年）辰7月13日 竪紙・1通 へ182-1-29

御手附弥兵衛金銭受取証文［覚］（御菓子代金2
分3朱につき）　御手附弥兵衛→羽田三蔵様

（慶応4年）7月28日 横切継紙・1通 へ182-1-30

小村屋庄右衛門金銭受取証文［覚］（蝋代金2朱
につき）　（長岡神田）小村屋庄右衛門→上様

（慶応4年）7月13日 横切紙・1通 へ182-1-31

千手町錺屋貞太郎金銭受取証文［覚］（をび〆金
物代金3朱につき）　（越後城下）千手町錺屋貞太
郎→上

（慶応4年）7月13日 横切紙・1通 へ182-1-32

（勘定関係書類綴　慶応4年6月～明治元年12
月）

18点 へ182-2

羽田三蔵取調書［覚］（大小銃弾薬品々御買上物
御入料代金30両1分1朱銭579文につき）　羽田
三蔵／（奥印）池田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢
野唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿　へ182‒
2の表紙

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ182-2-1

御雇組重太郎金銭受取証文［覚］（琉球茣蓙代金
1両3分2朱につき）　御雇組重太郎→羽田三蔵様

（慶応4年）辰8月28日 横切紙・1通 へ182-2-2

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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小村屋定之助金銭受取証文［覚］（合薬代金2両
につき）　小千谷町小村屋定之助→松代様

（慶応4年）辰7月 横切紙・1通 へ182-2-3

鶴屋与太郎金銭受取証文［覚］（肴・酒買上代金1
両1分2貫450文につき）　（越後小千谷）鶴屋与太
郎→上

（慶応4年）辰11月29日 横切継紙・1通 へ182-2-4

玉木屋甚左衛門金銭受取証文［覚］（小銃合薬等
3筆代銀260匁につき）　長岡玉木屋甚左衛門→松
代様

（慶応4年）辰7月 横切紙・1通 へ182-2-5

津川嘉右衛門金銭受取証文［覚］（筵代金3分に
つき）　津川嘉右衛門→松代様

（慶応4年）辰9月 横切紙・1通 へ182-2-6

坂下宿光次郎金銭受取証文［覚］（筵等3筆代金3
分3朱8貫50文につき）　坂下宿光次郎→松代様

（明治元年）辰10月11日 横切紙・1通 へ182-2-7

御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（大小銃弾薬
運送人足代銭9貫文につき）　御手附大沢荘吉→
羽田三蔵様

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ182-2-8

満願寺村役場金銭受取証文［覚］（人足賃銭1日
112文につき）　満願寺村役場→上

（明治元年）辰10月晦日 切紙・1通 へ182-2-9

御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（大小銃弾薬
運送人足代銭2貫文につき）　御手附大沢荘吉→
羽田三蔵様

（明治元年）辰10月29日 横切継紙・1通 へ182-2-10

黒井宿竹田惣右衛門金銭受取証文［覚］（酒肴代
金2朱につき）　黒井宿竹田惣右衛門→上

（明治元年）11月14日 横切紙・1通 へ182-2-11

四郎丸村馬具師忠太金銭受取証文［覚］（銅乱代
金3分2朱につき）　四郎丸村馬具師忠太→松代様

（慶応4年）辰6月28日 横切紙・1通 へ182-2-12

大工助七金銭受取証文［覚］（天蓋杭木代銀150
匁につき）　大工助七→松代御役人中様

（慶応4年）辰8月 横切紙・1通 へ182-2-13

御手附助荘吉金銭受取証文［覚］（馬30匹御入料
につき）　御手附助荘吉→米倉勇助様

（慶応4年）辰9月 横切継紙・1通 へ182-2-14

鶴屋与太郎金銭受取証文［覚］（小銃御銅乱損繕
代銀48匁につき）　（越後小千谷）つるや与太郎→
松代御役人中様

（慶応4年）辰7月 横切継紙・1通 へ182-2-15

木物屋文八金銭受取証文［覚］（火薬代金9両2分
14匁3分1厘）　五泉木物屋文八→松代様御役人中
様

（慶応4年）辰9月 横切継紙・1通 へ182-2-16

御手附大沢荘吉金銭受取証文［覚］（出雲崎等5
筆代金1両1分につき）　御手附大沢荘吉→羽田三
蔵様

（明治元年）辰11月 横切継紙・1通 へ182-2-17

羽田三蔵金銭受取証文［覚］（越ノ雪代金1両2分
につき）　羽田三蔵→池田平角

（明治3年）午10月 横切継紙・1通 へ182-2-18

（大小銃弾薬・品々手当入料関係書類綴　慶応4年
8月～明治3年10月）　

13点 へ183

羽田三蔵取調書（大小銃弾薬御買上御入料並び
に品々御手宛金27両1分424文につき）　羽田

（明治3年）午10月 竪継紙・1通 へ183-1

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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三蔵／（奥印）池田平角／（奥印）高坂周平／（奥印）矢
野唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿

池田平角金銭受取証文［覚］（世話料2分につき）
池田平角→羽田三蔵殿

10月 横切紙・1通 へ183-2

池田平角金銭受取証文［覚］（飯米代等8筆代金7
両3朱20貫200文につき）　池田平角→羽田三蔵
殿

（明治3年）午10月 横切継紙・1通 へ183-3

池田平角金銭受取証文［覚］（手当等7両2分7貫
200文につき）　池田平角→羽田三蔵殿

（明治3年）午10月 横切継紙・1通 へ183-4

亀田屋卯兵衛金銭受取証文［覚］（代金1両2分
134文につき）　（越後五泉町三都小間物）亀田屋卯
兵衛→上

（慶応4年）辰8月26日 横切継紙・1通 へ183-5

亀田屋卯兵衛金銭受取証文［覚］（白木綿・古銅
乱代金1両2分につき）　（越後五泉町三都小間物）
亀田屋卯兵衛→上

（慶応4年）辰8月 横切紙・1通 へ183-6

津川宿喜八金銭受取証文［覚］（生酒代銭9貫文
につき）　津川宿喜八→松代様

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ183-7

津川嘉右衛門金銭受取証文［覚］（御手当金3分
につき）　津川嘉右衛門→松代様

（慶応4年）辰9月 横切紙・1通 へ183-8

坂下大工甚之助金銭受取証文［覚］（管代金2分3
朱につき）　坂下大工甚之助→御上様

10月朔日 横切紙・1通 へ183-9

坂下萬願治屋小吉金銭受取証文［覚］（焼酎代銭
1貫400文につき）　坂下萬願治屋小吉→松代様

9月17日 横切紙・1通 へ183-10

坂下萬願治屋小吉金銭受取証文［覚］（生酒代銭
9貫文につき）　坂下萬願治屋小吉→松代様

9月17日 横切紙・1通 へ183-11

池田平角金銭受取証文［覚］（人足代銭等5筆1両
3分13貫文につき）　池田平角→羽田三蔵殿

10月 横切継紙・1通 へ183-12

新発田才料源助他一名金銭受取証文［覚］（鳥目
3貫文につき）　新発田才料源助・長岡才料常七→
松代様

9月16日 竪紙・1通 へ183-13

（大小銃品々買上・修復入料関係綴　慶応4年5月
～7月）　

47点 へ184

羽田三蔵金銭受取証文（大小銃品々御買上物
並びに御修復御入料15両2分2朱銭444文につ
き）　羽田三蔵／（奥印）池田平角・野村隼太／（奥印）
高坂周平／（奥印）矢野唯見・片岡弘人・立合河原理→
高橋清蔵殿・堀内荘作殿　へ184の表紙

慶応4年辰7月 竪継紙・1通 へ184-1

御手附源兵衛金銭受取証文［覚］（地鉄等4筆代
金1両3分3朱1匁5分につき）　御鉄砲師助松田浅
吉代判御手附源兵衛→御武具方御役所

（慶応4年）5月3日 横切継紙・1通 へ184-2

鶴屋用人金銭受取証文［覚］（焼酎代銭1貫200文
につき）　（越後小千谷鶴屋）用人→上様

（慶応4年）辰5月11日 横切紙・1通 へ184-3

醤油屋孫兵衛金銭受取証文［覚］（桐生紙代2貫 （慶応4年）5月7日 横切紙・1通 へ184-4

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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文につき）　小千谷町てうゆや源兵衛→御上様

上町喜兵衛金銭受取証文［覚］（40日分525文に
つき）　上町喜兵衛→上

（慶応4年）5月10日 切紙・1通 へ184-5

小千谷町与市金銭受取証文［覚］（上畑引代銀11
匁につき）　小千谷町与市→松代様

（慶応4年）5月10日 横切紙・1通 へ184-6

三仏生村次郎右衛門金銭受取証文［覚］（白布代
金3朱1匁につき）　三仏生村次郎右衛門→松代様

（慶応4年）辰5月13日 横切紙・1通 へ184-7

三仏生村次郎右衛門金銭受取証文［覚］（小国紙
代365文につき）　三仏生村次郎右衛門→松代様

（慶応4年）辰5月14日 横切紙・1通 へ184-8

小千谷治郎松金銭受取証文［覚］（ちり紙代金2
朱200文につき）　小千谷村治郎松→信州松代様

（慶応4年）辰5月14日 横切継紙・1通 へ184-9

織屋嘉兵衛金銭受取証文［覚］（代金1朱200文に
つき）　（越後小千谷）織屋嘉兵衛→上

（慶応4年）辰5月15日 切紙・1通 へ184-10

西脇屋新次郎金銭受取証文［覚］（紙代金1分に
つき）　西脇屋新治郎→上様

（慶応4年）5月16日 横切紙・1通 へ184-11

西新店金銭受取証文［覚］（晒代金2匁2分につ
き）　西新店→上

（慶応4年）5月16日 横切継紙・1通 へ184-12

金沢屋常七金銭受取証文［覚］（内布代金1分1朱
銀3匁につき）　（越後）三仏生村金沢屋常七→松代
様

（慶応4年）5月17日 竪紙・1通 へ184-13

藁屋・飾屋彦助金銭受取証文［覚］（畳針代460文
につき）　藁屋・飾屋彦助→御上サマ

（慶応4年）5月17日 横切紙・1通 へ184-14

油屋茂兵衛金銭受取証文［覚］（椿油代4貫文に
つき）　（小千谷下モ町）油屋茂兵衛→上

（慶応4年）辰5月17日 横切紙・1通 へ184-15

西新店金銭受取証文［覚］（紙代金1分200文につ
き）　西新店→上

（慶応4年）辰5月18日 切紙・1通 へ184-16

小村屋金銭受取証文［覚］（長□代400文につき）
（小千谷小村屋薬店）小むらや店→上

（慶応4年）辰5月19日 横切紙・1通 へ184-17

金沢屋常七金銭受取証文［覚］（白布代金2分2朱
につき）　（越後三仏生）金沢屋常七→松代様

（慶応4年）5月20日 横切紙・1通 へ184-18

三仏生村次郎右衛門金銭受取証文［覚］（筋紙・
徳利代金1分1朱6匁につき）　三仏生村次郎右衛
門→松代様

（慶応4年）5月20日 横切継紙・1通 へ184-19

三仏生村次郎右衛門金銭受取証文［覚］（流休蓙
代金2分2匁5分につき）　三仏生村次郎右衛門→
松代様

（慶応4年）5月20日 横切紙・1通 へ184-20

御手附源兵衛金銭受取証文［覚］（御手当金3分
につき）　御手附源兵衛→羽田三蔵様

（慶応4年）辰5月20日 横切紙・1通 へ184-21

御手附原兵衛金銭受取証文［覚］（雇人足臨時昼
弁当御入料3朱につき）　御手附源兵衛→羽田三
蔵様

（慶応4年）5月23日 横切継紙・1通 へ184-22

鍛冶屋八十右衛門金銭受取証文［覚］（たいこ御 （慶応4年）辰5月24日 横切紙・1通 へ184-23

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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入料2朱につき）　長岡千手町鍛冶屋八十右衛門→
松代様

大工惣吉金銭受取証文［覚］（大工手間半日代・
三寸釘代銀7匁2分5厘につき）　長岡千手町大
工惣吉→松代様

（慶応4年）辰6月朔日 横切紙・1通 へ184-24

大工惣吉金銭受取証文［覚］（玉薬箱引出・蓋代
銭330文につき）　長岡千手町大工惣吉→松代様

（慶応4年）辰6月朔日 横切紙・1通 へ184-25

鍛冶屋八十右衛門金銭受取証文［覚］（炭・鍛冶
屋手間賃1両1分2匁3厘につき）　長岡千手町鍛
冶屋八十右衛門→松代様

（慶応4年）辰6月 横切継紙・1通 へ184-26

鍛冶屋八十右衛門金銭受取証文［覚］（かんとう
代銭2貫100文につき）　長岡千手町鍛冶屋八十右
衛門→松代様

（慶応4年） 横切紙・1通 へ184-27

御手附源兵衛金銭受取証文［覚］（鍛冶屋八右衛
門御手当金2分につき）　御手附源兵衛→羽田三
蔵様

（慶応4年）5月24日 横切紙・1通 へ184-28

油屋佐藤金銭受取証文［覚］（油代銀1匁につき）
（越後）蔵王油屋（佐藤）→松代様

（慶応4年）辰6月10日 切紙・1通 へ184-29

野口屋三之丞金銭受取証文［覚］（真中針・千草
釼代金1分2朱123文につき）　（北越長岡杵原町
萬金物肆）野口屋三之丞→上

（慶応4年）辰6月12日 横切紙・1通 へ184-30

油屋佐藤惣次右衛門金銭受取証文［覚］（代銭1
貫文につき）　（越後）蔵王町油屋（佐藤）惣次右衛
門→上

（慶応4年）6月13日 切紙・1通 へ184-31

野口屋三之丞金銭受取証文［覚］（真鍮細針代銀
7匁につき）　（北越長岡杵原町萬金物肆）野口屋三
之丞→上

（慶応4年）辰6月13日 横切紙・1通 へ184-32

梅花屋徳十郎金銭受取証文［覚］（上半紙代金5
朱につき）　（越後長岡神田）梅花屋徳十郎→松代
様御勘定方様

（慶応4年）6月15日 切紙・1通 へ184-33

内山屋又吉金銭受取証文［覚］（晒代金1分2朱に
つき）　（越後長岡）千手町内山や又吉→上

（慶応4年）6月17日 横切紙・1通 へ184-34

伐木屋栄兵衛金銭受取証文［覚］（代銭370文に
つき）　（越後）蔵王むら伐木屋栄兵衛→松代御武具
方様

（慶応4年）6月17日 横切紙・1通 へ184-35

大津屋喜左衛門金銭受取証文［覚］（代銭1貫100
文につき）　（長岡神田）大津や喜左衛門→上様

（慶応4年）辰6月22日 横切継紙・1通 へ184-36

廣嶋屋善右衛門金銭受取証文［覚］（チヤニ代銀
3匁につき）　（越後長岡神田一ノ町）廣嶋や善右衛
門→上

（慶応4年）6月22日 横切継紙・1通 へ184-37

小村屋戸右衛門金銭受取証文［覚］（りうヒや代
銭100文につき）　（長岡神田）小むらや戸右衛門→
上様

（慶応4年）6月22日 切紙・1通 へ184-38

絹屋五郎右衛門金銭受取証文［覚］（松やに代金 （慶応4年）6月22日 切紙・1通 へ184-39

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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6朱）　絹屋五郎右衛門→上

八百屋藤左衛門金銭受取証文［覚］（指ふるい・
毛ふるい代銀7匁5分につき）　（越後長岡表一之
町）八百屋藤左衛門→松代様

（慶応4年）辰6月23日 横切紙・1通 へ184-40

小村屋戸右衛門金銭受取証文［覚］（アエヒや代
銭200文につき）　（越後長岡）小むらや戸右衛門→
上様

（慶応4年）6月24日 切紙・1通 へ184-41

中嶋村忠七金銭受取証文［覚］（御銅乱等3筆代
金3分2匁につき）　長岡中嶋村忠七→松代御武具
方御役所

（慶応4年）辰6月14日 横切継紙・1通 へ184-42

大工文次右衛門金銭受取証文［覚］（つち代銭
500文につき）　蔵王村大工文次右衛門→上

（慶応4年）6月21日 横切紙・1通 へ184-43

梅花屋徳十郎金銭受取証文［覚］（油代銭404文
につき）　（越後長岡神田）梅花や徳十郎→松しろさ
ま

（慶応4年）6月28日 切紙・1通 へ184-44

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（鉄カルカ代
銀30匁につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人
衆中様

（慶応4年）辰7月16日 竪紙・1通 へ184-45

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（ホイス代銀
48匁につき）　星野太郎右衛門→松代様御役人衆
中様

（慶応4年）辰7月16日 竪紙・1通 へ184-46

鍛冶職重治郎金銭受取証文［覚］（地鉄等4筆代
金2両2分3朱100文につき）　石内村鍛冶職重治
郎→松代様

（慶応4年）辰7月 横切継紙・1通 へ184-47

（武具類入料金受取証文　嘉永5年5月～11月）　か
ぶせ綴

4点 へ35

中俣一平金銭受取証文［覚］（大銃品々入料証文
3枚分585両余につき）　中俣一平／（奥印）太田藤
右衛門・高田幾太→‐　へ-35の表紙

嘉永5年子11月 横切継紙・1通 へ35-1

鵜川屋新助金銭受取証文［覚］（十匁ホウィッス
ル台車入料金62両受取につき）　鵜川屋新助→
中俣一平様

嘉永5年子10月 竪紙・1通 へ35-2

横田村利助金銭受取証文［覚］（十二ポンド野戦
銃御台車入料金80両受取につき）　横田村利助
→中俣一平様

嘉永5年子9月7日 竪紙・1通 へ35-3

鈴木総五郎金銭受取証文［覚］（十二ポンド御筒
1挺等入料金443両余につき）　鈴木総五郎→中
俣一平様

（嘉永5年）子5月 竪継紙・1通 へ35-4

（武具方鉄砲入料受取証文　嘉永5年2月～慶応2
年8月）　封筒一括

13点 へ40

［御武具方品々御鉄砲入料金請取証文入］（封
筒） 御金懸→‐

嘉永6年丑3月 封筒・1点 へ40-1

（鉄砲新調入料関係書類綴　嘉永5年2月～慶応
2年）　

12点 へ40-2

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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（安政3年より4年まで雷火銃等入料金内訳）　御
武具方→‐

（元治元年）子4月 横継紙・1通 へ40-2-1

宇敷元之丞金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料の内
金12両につき）　宇敷元之丞→酒井市治殿・丸山保
治殿・水野清右衛門殿

（万延元年）申6月13日 切紙・1通 へ40-2-2

宇敷元之丞金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料の内
金12両につき）　宇敷元之丞→酒井市治殿・丸山保
治殿・水野清右衛門殿

（万延元年）申8月21日 切紙・1通 へ40-2-3

［御中借］（銃器入料金中借金差引勘定書）　 文久3年亥11月 横切継紙・1通 へ40-2-4

早川鯉三郎他一名中借証文［覚］（西洋銃入料の
内金12両につき）　御武具方元〆早川鯉三郎・伊
東寿作→酒井市治殿・水野清右衛門殿

元治元年子6月 横切紙・1通 へ40-2-5

武具方用状（三拾匁筒等入料金差引勘定書）　御
武具方→‐　端裏書｢此分通三月廿九日引替岸善次
兵衛持参｣

（嘉永6年）丑3月29日 横切紙・1通 へ40-2-6

［覚］（西洋銃修復入料金の内正金上納金勘定
書）　端裏書｢此分通嘉永十一月河井□□｣

横切継紙・1通 へ40-2-7

三村大之助中借証文［覚］（西洋銃修復入料金10
両につき）　三村大之助→水野清右衛門殿・酒井市
治殿

慶応2年卯7月 横切継紙・1通 へ40-2-8

久保九郎右衛門中借証文［覚］（西洋銃修復御定
金10両中につき）　久保九郎右衛門→水野清右衛
門殿

慶応2年寅8月 横切紙・1通 へ40-2-9

小野喜平太他三名金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃修復等のため金6両1分余につき）　小野喜
平太・三村源五右衛門・長谷川藤蔵・高野車之助／玉
井繁之助／宮下兵馬・佐藤安喜／立合祢津繁人　／
（奥印）玉井繁之助／（奥印）宮下兵馬・藤岡伊織・立合
祢津繁人→山寺源大夫殿・長谷川深美殿　受取証文3
通貼継一括、端裏書｢ケーヘエル御修復入用｣

嘉永5年子2月 横切継紙・1通 へ40-2-10

金児忠兵衛他四名金銭受取証文（ゲベール銃修
復等のため金1両2分余につき）　金児忠兵衛・
小野喜平太・三村源五右衛門・長谷川藤蔵・高野車之
助／半田亀作／宮下兵馬・藤岡伊織・立合宮下民馬　
／（奥印）半田亀作／（奥印）宮下兵馬・藤岡伊織・立合
宮下民馬→岡嶋庄蔵殿・長谷川深美殿　端裏に武具
方がゲーベル銃の入料のため内借した旨を宿紙で貼
付

嘉永5年子11月 横切継紙・1通 へ40-2-11

（鉄砲新調の入料関係書類貼継）　金児忠兵衛・
三村源五右衛門・長谷川藤蔵・高野車之助／小嶋元之
助／宮下兵馬・下木治郎右衛門・立合竹田千三郎　／
（奥印）金児忠兵衛・三村源五右衛門→岡嶋庄蔵殿　
受取証文3通貼継

嘉永6年丑3月 横切継紙・5点
一括

へ40-2-12

（西洋銃御修復并合薬製御入料勘定一紙並びに証
文綴文久3年3月～慶応元年6月）　

19点 へ84

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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富永新平他四名受取証文（西洋銃御修復・合薬
製入料金19両1分2朱6匁1分8厘につき）　富永
新平・寺内多宮・三村大之助他2名／（奥印）倉田三之
助／（奥印）佐藤安喜・佐藤伊与之進・千喜良新之進→
磯田音門殿・成澤勘左衛門殿・長谷川三郎兵衛殿他3
名

慶応元年丑6月 竪継紙・1通 へ84-1

小沼茂平金銭受取証文［覚］（石火銃修復入料銀
88匁7分につき）　御鉄砲師小沼茂平→御武具方御
役所

元治2年子2月 竪継紙・1通 へ84-2

山口近蔵金銭受取証文［覚］（舶来石火銃・雷火
銃修復入料金2分4匁につき）　御鉄砲師山口近
蔵→御武具方御役所

元治元年子3月 竪継紙・1通 へ84-3

松田浅吉金銭受取証文［覚］（雷火銃修復入料銀
9匁5分につき）　御鉄砲師山口近蔵上坂ニ付代印
松田浅吉→御武具方御役所

元治元年子12月 竪紙・1通 へ84-4

健治金銭受取証文［覚］（雷火銃入料金2分2朱8
厘につき）　御住居健治→御武具方御役所

（元治元年）子8月 竪継紙・1通 へ84-5

山口近蔵金銭受取証文［覚］（扇子入料近3分7匁
3分につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武具方御役所

（元治元年）子5月 竪継紙・1通 へ84-6

小沼茂平金銭受取証文［覚］（雷火銃入料代金2
分2朱4匁につき）　御鉄砲師小沼茂平代印横田二
作→御武具方御役所

元治元年子 竪継紙・1通 へ84-7

健治金銭受取証文［覚］（御鉄砲御印附替入料銀
7匁7分につき）　御住居塗師健治→御武具方御役
所

（元治元年）子6月 竪継紙・1通 へ84-8

山口近蔵金銭受取証文［覚］（雷火銃入料代銀3
匁につき）　御鉄砲師山口近蔵上坂付代印松田浅
吉→御武具方御役所

元治元年子5月 竪紙・1通 へ84-9

松田浅吉金銭受取証文［覚］（雷火銃入料代金1
両3匁5分につき）　御鉄砲師山口近蔵上坂ニ付代
印杉田浅吉→御武具方御役所

元治元年子6月 竪継紙・1通 へ84-10

松田浅吉金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料代銀20
匁につき）　御銅物師松田浅吉→御武具方御役所

元治元年子9月 竪紙・1通 へ84-11

小林作左衛門金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料代
銀23匁につき）　御鉄砲師小林作左衛門→御武具
方御役所

（元治元年）子7月 竪継紙・1通 へ84-12

坂口久兵衛金銭受取証文［覚］（馬上砲入料代銀
25匁につき）　御鉄砲師坂口久兵衛→御武具方御
役所

元治元年子9月 竪紙・1通 へ84-13

内田捨治郎金銭受取証文［覚］（雷火銃入料代金
2分3匁につき）　御鉄砲銅物師内田捨治郎→御武
具方御役所

元治元年甲子8月 竪継紙・1通 へ84-14

横田二作金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料代金2
朱3匁2厘につき）　御鉄砲師横田二作→御武具方
御役所

元治元年子7月13日 竪紙・1通 へ84-15

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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山口近蔵金銭受取証文［覚］（狙撃銃入料代銀9
匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武具方御役所

元治元年子7月 竪紙・1通 へ84-16

兼吉金銭受取証文［覚］（負皮入料代金3分3匁に
つき）　下田町兼吉→御武具方御役所

文久3年亥3月 竪紙・1通 へ84-17

宮原治左衛門金銭受取証文［覚］（精製火薬調合
入料代金3分3朱2匁26分3厘）　上山田村宮原治
左衛門→御武具方御役所

文久3年亥6月 竪継紙・1通 へ84-18

兼吉金銭受取証文［覚］（西洋銃入料代金8両1分
2朱5匁5分につき）　下田町兼吉→御武具方御役
所

元治元年子11月 竪継紙・1通 へ84-19

根村熊五郎金銭受取証文［覚］（硝石買上代金3両3
分、売上証文に引き替える旨）　根村熊五郎→矢野
倉謙兵衛殿　端裏朱筆｢三十｣

明治2年巳5月 竪紙・1通 へ87

上山田村口上書［水車人別口上書］（小原八郎左衛
門他2名、御屋敷様より御内命により水車人別
取り調べて道橋奉行所へ提出につき）　上山田
村宮原喜右衛門・小原八郎左衛門→上

慶応4年辰7月 竪半・1冊 へ88

（硝石製造関係書類綴　文久3年10月～明治元年
10月）　

4点 へ89

［自然硝製方日記］（10月9日～14日、硝石製造懸
勤方関係）　

文久3年亥10月 竪半・1冊 へ89-1

矢代村新之助他二名願書［乍恐以書付奉願候］
（当時節甚大の硝石入用につき御製御用を勤
め、出方次第で御手当を下されたき旨）　矢代
村新之助・森村安左衛門・五明村塚田千四郎→御武具
方御役所

明治元年辰10月 竪半・1冊 へ89-2

某伺書［御領内硝石製之義伺］（領内硝石製につ
いて銘々道具で製法仕法につき）　

10月 横切紙・1通 へ89-3

硝石小屋絵図［御厩町裏硝石作り込小屋絵図
面］

竪継紙・1通・
25.5×56.0

へ89-4

（武具関係受取証文綴　慶応元年月～慶応3年2
月）　

22点 へ83

池田平角他五名金銭受取証文（証文21通西洋銃
109挺修理調達につき）　池田平角・馬場廣人・久
保九郎右衛門他三名／（奥書）野中直之助→岡野弥右
衛門・松木源八・立合近藤民之助→磯田音門殿・成沢
勘左衛門殿・長谷川三郎兵衛殿他3名

慶応3年卯2月 竪継紙・1通 へ83-1

杉田浅吉金銭受取証文［覚］（雷火銃2挺につき）
御銃砲師杉田浅吉→御武具方御役所

慶応元年丑7月 竪紙・1通 へ83-2

杉田浅吉他一名金銭受取証文［覚］（雷火銃6挺
につき）　御銃砲師杉田浅吉他1名→御武具方御役
所

慶応元年丑8月 竪継紙・1通 へ83-3

倉吉他二名金銭受取証文［覚］（雷火銃5挺につ
き）　鍛冶町倉吉他2名→御武具方御役所

慶応元年丑8月 竪継紙・1通 へ83-4

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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