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唯見・片岡弘人・立合河原理→堀内荘作殿

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（すのび鉄カ
ルカ7本等代銀338匁につき）　星野太郎右衛門
→松代様御役人衆中様

（明治元年）辰7月22日 横切継紙・1通 へ214-2

星野太郎右衛門金銭受取証文［覚］（大銃合薬16
斤代金6両1分2朱銀1匁5分につき）　星野太郎
右衛門→松代様御役人衆中様

（明治元年）辰7月22日 横切紙・1通 へ214-3

小生村定之助金銭受取証文［覚］（184はり合焔
硝代金2両1分2朱260文につき）　小生村定之助
→松代様御役人中様上

（明治元年）辰7月21日 横切紙・1通 へ214-4

あめ屋長太郎金銭受取証文［覚］（合賂賄銀150
匁につき）　あめ屋長太郎→松代様御役人中様

（明治元年）辰7月22日 横切継紙・1通 へ214-5

秤座金銭受取証文［覚］（大皿秤彫め1挺等代金1
両1分2朱銀1匁2分5厘）　秤座→上

7月23日 横切継紙・1通 へ214-6

（諸品受取証文綴　明治元年5月～12月）　 49点 へ215

山寺常吉金銭受取証文［覚］（大小銃御修復御入
料等品々御買上物御入料金46両1分2朱銭267
文につき）　山寺常吉／（奥印）矢野倉謙兵衛／（奥
印）柿崎良作／（奥印）矢野唯見・金井弥惣左衛門・立
合河原理→高橋清蔵殿・堀内荘作殿

明治元年辰12月 横切継紙・1通 へ215-1

鍛冶織常松金銭受取証文［覚］（鉄10貫560目等
代金10両2分1朱銀1匁3分8厘銭1貫725文につ
き）　鍛冶織常松→松代様御役人中様

（明治元年）辰5月 横切継紙・1通 へ215-2

小千谷鍛冶常松金銭受取証文［覚］（細工所御用
達につき金1両につき）　小千谷鍛冶常松→松代
様御役人方様　

（明治元年）辰5月晦日 横切紙・1通 へ215-3

鶴屋清八金銭受取証文［覚］（水油3合代銭1貫50
文につき）　つるや清八→上

（明治元年）辰5月13日 横切紙・1通 へ215-4

山田屋三平金銭受取証文［覚］（桐油10枚代金2
分2朱）　山田屋三平→上

（明治元年）辰5月 横切紙・1通 へ215-5

鶴屋治助金銭受取証文［覚］（細引31筋代金2両1
分2朱）　つるや治助（北越魚小千谷鶴屋）→上様

（明治元年）辰5月 横切紙・1通 へ215-6

干手村五左衛門金銭受取証文［覚］（筵1つ代銭1
貫200文につき）　干手村五左衛門→松代様御役人
中様

（明治元年）辰5月29日 横切継紙・1通 へ215-7

番屋太兵衛金銭受取証文［覚］（上細引17筋等代
金1両3分2匁につき）　番屋太兵衛→松代様御役
人中様

（明治元年）辰6月 横切継紙・1通 へ215-8

大工源左衛門金銭受取証文［覚］（杉丸太4本等
代銀71匁につき）　大工源左衛門→松代様上

（明治元年）辰5月 横切継紙・1通 へ215-9

大工源左衛門金銭受取証文［覚］（杉箱1つ代金1
分2朱）　大工源左衛門→‐

（明治元年）辰5月 横切継紙・1通 へ215-10

鶴屋与市金銭受取証文［覚］（むしろ15枚等代金 （明治元年）辰6月 横切紙・1通 へ215-11

４４　藩政／番方／出陣諸費受取
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1分1朱1匁3厘）　鶴屋与市（越後小千谷鶴屋）→松
代様御役人中様

関屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（むしろ60枚代金
3分につき）　せきや喜兵衛（越後小千谷西喜）→上
様

（明治元年）辰6月 横切紙・1通 へ215-12

川井屋店金銭受取証文［覚］（むしろ12枚代金2
朱）川井屋店（越後小千谷□□屋）→上様

6月29日 横切紙・1通 へ215-13

（諸品受取証文綴　明治元年6月～8月）　 5点 へ215-14

小林兵三郎金銭受取証文［覚］（鉛運送賃銭・上
御包御入料代銭5貫340文につき）　御武具方附
小林兵三郎→山寺常吉様

（明治元年）辰6月 横切継紙・1通 へ215-14-1

小出島町会所金銭受取証文［覚］（古筵2枚等代
銭310文につき）　小出じま町会所→松代様御役人
中様

（明治元年）辰6月28日 横切紙・1通 へ215-14-2

小出島町会所金銭受取証文［覚］（人足5人賃銭
975文につき）　小出島町会所→松代様御役人中様

（明治元年）辰6月28日 横切紙・1通 へ215-14-3

堀之内金銭受取証文［覚］（人足5人賃銭240文に
つき）　堀之内（越後堀之内問屋）→上

（明治元年）辰8月28日 横切紙・1通 へ215-14-4

川口屋半内金銭受取証文［覚］（人足5人賃銭1貫
915文につき）　川口屋半内（三國通川口駅問屋）→
上

（明治元年）辰6月28日 横切紙・1通 へ215-14-5

瀧右衛門金銭受取証文［覚］（筵7枚等2貫20文に
つき）　当所瀧右衛門→松代様

（明治元年）辰7月5日 横切紙・1通 へ215-15

関屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（むしろ60枚代金
3分2朱）　せき屋喜兵衛（越後小千谷関屋）→松代様
御役人中様

（明治元年）辰7月 横切紙・1通 へ215-16

大工源左衛門金銭受取証文［覚］（天幕柱木150
本代金1両2分につき）　大工源左衛門→松代様御
役人方様

（明治元年）辰8月 横切紙・1通 へ215-17

山崎屋喜八金銭受取証文［覚］（なわ15わ等代銭
3貫825文につき）　山崎屋庄八→上

（明治元年）辰8月 横切紙・1通 へ215-18

関屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（麻等代金3朱280
文につき）　関屋喜兵衛→上様

9月3日 横切紙・1通 へ215-19

鶴屋清八金銭受取証文［覚］（水油5合代銭1貫
750文につき）　つるや清八→上

（明治元年）辰8月3日 横切紙・1通 へ215-20

鶴屋治助金銭受取証文［覚］（細引20筋等代金2
両2分5匁につき）　つるや治助（北□□小千谷鶴
屋）→上様

（明治元年）辰8月 横切紙・1通 へ215-21

関屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（なわ4わ代銭160
文につき）　関屋喜兵衛→上様

9月3日 横切紙・1通 へ215-22

鶴屋清八金銭受取証文［覚］（水油5合代銭1貫
750文につき）　つるや清八→上

（明治元年）辰8月20日 横切紙・1通 へ215-23

桃燈屋源蔵金銭受取証文［覚］（小田原桃灯火袋 8月21日 横切紙・1通 へ215-24

４４　藩政／番方／出陣諸費受取
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1つ代銭350文につき）　桃燈屋源蔵→松代御役人
様

才領仲太郎金銭受取証文［覚］（十日町から小千
谷まで運送人足賃銭2貫776文につき）　才領
仲太郎→御武具方御役所

（明治元年）辰8月 横切紙・1通 へ215-25

十日町村役人申上書［覚］（十日町から中条まで
の人足2人442文につき）　十日町役人（越後十日
町問屋）→北条仲吉郎様

8月20日 横切紙・1通 へ215-26

中条村問屋申上書［覚］（中条から上組までの人
足2人442文につき）　中条村問屋→松代北條仲吉
郎様

8月20日 横切継紙・1通 へ215-27

上組村申上書［覚］（上組から岩沢村までの人足
2人884文につき）　上組村（下条上組）→松代北條
仲吉郎様

8月20日 横切紙・1通 へ215-28

岩澤村庄屋所申上書［覚］（岩澤村から小千谷ま
での人足2人1貫8文につき）　越後魚沼郡岩澤村
庄屋所→‐

8月20日 横切紙・1通 へ215-29

提灯屋源蔵金銭受取証文［覚］（弓張袋1張代金2
朱）　灯ちん屋源蔵→松代御役人様

8月20日 横切紙・1通 へ215-30

鍛冶屋常松金銭受取証文［覚］（長割鉄5貫190目
等代金5両2朱銀219匁3分9厘銭5貫400文につ
き）　かじや常松→松代様御役人中様

（明治元年）辰8月 横切継紙・1通 へ215-31

鶴治金銭受取証文（細引30筋等代255匁につき）
鶴治（北越魚小千谷鶴治）→上様

（明治元年）辰9月 横切継紙・1通 へ215-32

御武具方附金作金銭受取証文［覚］（駕籠人足賃
銭2貫156文につき）　御武具方附金作→山寺常吉
様

（明治元年）辰10月 横切紙・1通 へ215-33

五家人夫割番金銭受取証文［覚］（村松行人足4
人賃銭1貫104文につき）　五家人夫割番→上

10月13日 横切紙・1通 へ215-34

村松作蔵金銭受取証文［覚］（村松から五品まで
の人足4人1貫52文につき）　村松問屋→上

10月13日 横切紙・1通 へ215-35

治郎八金銭受取証文［覚］（船越5人賃金1分につ
き）　亀田船頭治郎八→松代様御役人中様

（明治元年）辰11月2日 横切紙・1通 へ215-36

伊勢屋長蔵御塗物所金銭受取証文［覚］（旗竿2
本筋代金1両400文につき）　（北越五泉伊勢屋長
蔵御塗物所）→松代様

（明治元年）辰10月15日 横切紙・1通 へ215-37

丸田屋卯右衛門受取証文［覚］（荷札15枚450文
につき）　丸田屋卯右衛門→上

（明治元年）辰10月19日 横切紙・1通 へ215-38

大工兼吉金銭受取証文［覚］（荷札30枚代銭3貫
650文につき）　五泉町大工兼吉→上

（明治元年）辰10月25日 横切紙・1通 へ215-39

荒物屋五郎兵衛金銭受取証文［覚］（蓙18枚等代
銭15貫390文につき）　五泉町荒物屋五郎兵衛→
上

（明治元年）辰10月29日 横切紙・1通 へ215-40

松五郎金銭受取証文［覚］（茣5枚代）　松五郎→御 （明治元年）辰12月晦日 横切紙・1通 へ215-41

４４　藩政／番方／出陣諸費受取
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４５　藩政／番方／武具収納箪笥等製作見積　　勘定所

（箪笥・掛台出来入料見積関係綴）　 （明治2年） 17点 へ222

高橋市兵衛他二名見積書并宮入亀治他一名見
積書［一　御目付方日記箪笥弐ツ、一　学校
士官書類入箪笥弐ツ・白木入箱壱ツ・箱大鉢
壱ツ・鉄砲掛台壱脚、一　小銃方箪笥壱ツ・鉄
砲台拾脚共御出来品々御入料御積帳］（惣〆
69筆合金21両2分7匁1分4厘）　高橋市兵衛・前澤
龍之進・立合小野善之助／宮入亀治・元〆田嶋惣之丞
／（奥書）増沢義平・中村嘉一郎／（奥書）佐藤伊之進
→‐　表紙に｢明治二年巳五月｣とあり

明治2年巳6月 横長半・1冊 へ222-1

御普請奉行伺書并御勘定吟味添伺［本文数件入
札取調伺］（御目付方日記箪笥2つ6筆につき
並びに御普請奉行伺勘弁の旨）　御普請奉行→
‐　端裏付札｢七月廿五日御下｣

（明治2年）6月7日 横切継紙・1通 へ222-2

元〆見積書（御目付方日記箪笥1つ、士官学校御
入料穀櫃1つ・火鉢1つ、小銃方御入料箪笥入
札、士官学校御入料ケントン蓋御用紙入箪笥
1つ、鉄砲懸台1脚、御目付方蟹めんど付箪笥、
士官学校御入料7つ引出箪笥等御出来手間賃
入札、落札合金29両3分8匁7分）　元〆→‐　下
ケ札多数

（明治2年）巳6月 横切継紙・1通 へ222-3

箪笥麁絵図（引出箪笥等10点）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ222-4

伊勢町忠作見積書［覚］（御箪笥引出し等12筆） 
伊勢町忠作→上　下ケ札3点

（明治2年）5月 横切継紙・1通 へ222-5

剃物師作蔵見積書［覚］（箪笥麁絵図8点ごとに
工賃取調、手間代1人9匁5分、入札請負願につ
き）　剃物師作蔵→上　下ケ札3点

（明治2年）5月25日 横長半・1冊 へ222-6

剃物師又五郎見積書（箪笥麁絵図9点ごとに工
賃取調、鉄物代3両2分2朱）　剃物師又五郎→御
役所　下ケ札3点

（明治2年） 横長半・1冊 へ222-7

笹町剃物師甚兵衛見積書并元〆貼添願（箪笥麁
絵図9点ごとに工賃取調、鉄物代3両2分3朱並

（明治2年）巳5月 横切継紙・1通 へ222-8

上様

坂木町金銭受取証文［覚］（茣5枚等代銭1貫400
文につき）　坂木町→御上様

（明治元年）辰11月朔日 横切紙・1通 へ215-42

藤八金銭受取証文［覚］（なわ6わ等代金1朱）　藤
八→上

（明治元年）辰11月朔日 横切継紙・1通 へ215-43

本間屋治郎兵衛金銭受取証文［御買上書］（琉球
20枚等代銭27貫350文につき）　本間屋治郎兵
衛→松代器械方御役人様

明治元年辰10月29日 横切継紙・1通 へ215-44

４５　藩政／番方／武具収納箪笥等製作見積
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びに士官学校箪笥2つ・御目付箪笥2つ・小銃
方箪笥・鉄砲懸共品々入札伺につき）　笹町剃
物師甚兵衛→御普請方御役所

（鉄物請負関係綴）　 9点 へ222-9

作事方申渡書（御目付方日記箪笥2つ・学校士
官書類入箪笥2つ・鉄砲掛台1脚・小銃方箪笥1
つ・鉄砲掛台10脚出来につき鉄物一式請負に
つき）　作事方→‐

横切継紙・1通 へ222-9-1

箪笥仕様図（御目付方日記箪笥、ケントン蓋蕨
手蟹目鉄物封印坪下り三坪棒通につき）　

横切紙・1通 へ222-9-2

箪笥仕様図（御目付方日記箪笥、蕨手・封印坪
付）

横切紙・1通 へ222-9-3

箪笥仕様図（学校士官改品々御用書類入箪笥） 
下ケ札付　

横切紙・1通 へ222-9-4

箪笥仕様図（学校士官改品々御用紙入ケントン
蓋箪笥）　下ケ札付　

横切紙・1通 へ222-9-5

箪笥仕様図（学校士官改品々御用白木入箱）　下
ケ札2点

横切紙・1通 へ222-9-6

掛台仕様図（鉄砲前後40挺掛台）　 横切紙・1通 へ222-9-7

箪笥仕様図（小銃方箪笥、銘々錠前付其外蕨手
棒通し鉄物）　

横切紙・1通 へ222-9-8

掛台仕様図（鉄砲掛屋10脚）　 横切紙・1通 へ222-9-9

４６　藩政／番方／鞍鑑定　　勘定所

辻山城守政壽鞍鑑定書（浅海鞍伊勢因幡守貞房代
金15枚）　辻山城守政壽（花押）→‐　花押の裏に押印
あり

寛政8年丙辰12月21日 横折紙・1通 へ223

稲垣主馬矩丘添状［添状］（有海鞍伊勢大因幡守貞
長の正作在判）　大坪入道々禅廿世稲垣主馬矩丘（花
押）→‐　花押の裏に押印あり、包紙あり、包紙上書｢御
鞍　添状｣

寛政12年庚申7月 横折紙・1通 へ224

４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状　　番方

（武庫司事取調書綴　明治3年11月）　 3点 へ72

武庫司事取調書（端裏書）［去辰年以来品々伺箇
条取調申上］（差立用状につき）　武庫司事→‐

3月13日 横切継紙・1通 へ72-1

武庫司事取調書（端裏書）［去辰年以来品々伺箇 8月4日 横切継紙・1通 へ72-2

４６　藩政／番方／鞍鑑定　　４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状
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条取調申上］（差立用状につき）　武庫司事→‐

武庫司事取調書（端裏書）［品々伺箇条取調申
上］（差立用状につき）　（武庫司事）→‐

明治3年庚午11月 横長半・1冊 へ72-3

（武具取調関係書類一括　明治2年3月～4月）　封
筒一括

12点 へ74

［御当用御達書類］（封筒）　 明治2年4月 封筒・1点 へ74-1

助之進用状（御布告北越出先につき）　助之進→
（河原）左京様

（明治2年）3月22日 横切紙・1通 へ74-2

長谷川平次郎申上書（端裏書）［当時北越残在玉
薬員数来晦日迄ニ差出之承ニ付申上］（軍勢
官の回状の件わかりかねにつき）　長谷川平次
郎→‐

（明治2年）3月21日 横切紙・1通 へ74-3

軍勢官御布告写（端裏書）［御布告写］（弾薬残量
の件取調につき）　軍勢官（長谷川平次郎）→‐

（明治2年）3月19日 横切継紙・1通 へ74-4

山崎藤太申上書（小出茂助母死去のため忌服日
数につき）　山崎藤太→矢野倉謙兵衛様

（明治2年）4月5日 横切紙・1通 へ74-5

河原左京申渡書（御用多のため出勤申渡につ
き）　河原左京→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月6日 横切紙・1通 へ74-6

鎌原伊野右衛門用状（伺いの通承済につき）　鎌
原伊野右衛門→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）4月28日 横切紙・1通 へ74-7

御武具奉行伺書（端裏書）［調練管直増之儀伺］ 
御武具奉行→‐

（明治2年）4月9日 横切継紙・1通 へ74-8

調役申上書（端裏書）［調練管不足之分取調申
上］（不足管取調につき）　調役→‐　下ケ札あ
り

（明治2年）4月 横切継紙・1通 へ74-9

御物頭伺書［御旗御出来之義ニ付窺］（大隊籏2
本の件20日までに出来につき）　御物頭→‐

（明治2年）4月9日 横切継紙・1通 へ74-10

御武具奉行申上書［合薬力様表申上］（角度・装
薬等書上）　御武具奉行→‐

（明治2年）4月 横切継紙・1通 へ74-11

御武具奉行申渡書（鋳物師松崎岩吉亡父願い置
の件玄米1人扶持下置につき）　御武具奉行→
‐

（明治2年）4月12日 横切継紙・1通 へ74-12

（武具取調関係書類一括　明治2年正月～2月）　封
筒一括

26点 へ75

［御当用御達書類］（封筒）　 明治2年巳正～2月 封筒・1点 へ75-1

矢野倉謙兵衛用状（野中軍兵衛献上筒につき）
（矢野倉）謙兵衛→助右衛門様

（明治2年）2月27日 横切紙・1通 へ75-2

助右衛門用状（下筋持琉球茣蓙につき）　助右衛
門→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）2月14日 横切継紙・1通 へ75-3

七郎用状（附属の小道具回しの件御礼につき） 
七郎→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）3月6日 横切継紙・1通 へ75-4

（鍛冶・炭等代金書上）　 （明治2年） 切紙・1通 へ75-5

４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状
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磯田小藤太用状（合薬管の相場割合につき）　
（磯田）小藤太→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）2月21日 横切継紙・1通 へ75-6

磯田小藤太用状（不足代金の件落手につき）　
（磯田）小藤太→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）2月24日 横切継紙・1通 へ75-7

某用状（通帳取消分の件落手につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-8

鎌原伊野右衛門申渡状（岩村寅松雷火銃の件奇
特につき）　鎌原伊野右衛門→矢野倉謙兵衛殿

（明治2年）2月16日 横切継紙・1通 へ75-9

某用状［覚］（合薬量書上につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-10

竹内新左衛門依頼状（銃・三ツ又等拝借につき）
竹内新左衛門→‐

（明治2年）2月 横切継紙・1通 へ75-11

某用状（角前稽古出席人員書上）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-12

某用状（合薬・雷管数量書上）　 （明治2年） 横切紙・1通 へ75-13

我妻用状（1ヶ月分大砲取調につき）　 （明治2年）2月24日 横切紙・1通 へ75-14

某用状［覚］（合薬・雷管1ヶ月分入料につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-15

（角前雷管数量書上）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-16

御目付申上書（籏引替の件尋につき）　御目付→
‐

（明治2年）12日 横切継紙・1通 へ75-17

御足軽奉行申上書（籏引替の件尋につき）　御足
軽奉行→‐

（明治2年）12日 横切継紙・1通 へ75-18

某用状［覚］（合薬数量書上につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-19

［覚］（5つ道具・三ツ又等につき）　 （明治2年）2月 横切継紙・1通 へ75-20

某用状［覚］（十二支御籏数につき）　 （明治2年）2月 横切紙・1通 へ75-21

調役申上書［覚］（調練合薬量につき）　調役→‐ （明治2年）2月28日 横切継紙・1通 へ75-22

調役申上書［覚］（鉛量につき）　調役→‐ （明治2年）2月 横切紙・1通 へ75-23

［覚］（雷火銃調べにつき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-24

某用状［覚］（挺数につき）　 （明治2年） 横切紙・1通 へ75-25

某用状（正金・札代金書上につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ75-26

（武庫司事関係書類一括　明治2年11月）　封筒一
括

3点 へ76

［御当用御達書類］（封筒）　 明治2年 封筒・1点 へ76-1

真田桜山申渡状（山内唯七御免につき）　真田桜
山→矢野倉謙一郎殿

（明治2年）11月18日 横切紙・1通 へ76-2

某用状（武庫司事・武庫属・武庫庶務の職務内容
につき）　

（明治2年） 横切紙・1通 へ76-3

（武具取調関係書類一括 明治2年正月～11月）　封
筒一括

23点 へ77

［不抱御当用品々書類］（封筒）　 明治2年巳正月 封筒・1点 へ77-1

（武具取調関係書類 明治2年7月～12月）　 11点 へ77-2

４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状
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［覚］（銃数書上につき）　 （明治2年）8月19日 横切紙・1通 へ77-2-1

某用状［大坂御買物］（銃数書上につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ77-2-2

調役申上書［覚］（西原御武具類御取寄に付□荷
馬荷之分取調申上につき）　調役→‐

（明治2年）11月 横切継紙・1通 へ77-2-3

［覚］（西原御筒数量につき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ77-2-4

矢野倉謙兵衛用状（拝借物上納につき）　（矢野
倉）謙兵衛→（岩下）章五郎様

（明治2年）8月9日 横切継紙・1通 へ77-2-5

岩下章五郎願書（寄進揚火の件拝借料上納につ
き）　（岩下）章五郎→御武具奉行様

（明治2年）7月13日 横切継紙・1通 へ77-2-6

岩下章五郎願書［覚］（寄進揚火の件拝借料上納
につき）　（岩下）章五郎→御武具奉行様

（明治2年）7月13日 横切継紙・1通 へ77-2-7

山寺丙太郎願書（元込一体の件渡し願いにつ
き）　（山寺）丙太郎→（矢野倉）謙一郎様

（明治2年） 横切継紙・1通 へ77-2-8

山寺丙太郎願書（元込の件儉議につき）　（山寺）
丙太郎→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）15日 横切継紙・1通 へ77-2-9

［報国要器］　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-2-10

［報国要器］（印文につき）　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-2-11

（武具取調関係書類綴 明治2年3月～12月）　 12点 へ77-3

忠兵衛用状（御買物のミニール銃の件修復につ
き）　忠兵衛→（矢野倉）謙兵衛様

（明治2年）12月8日 横切継紙・1通 へ77-3-1

某用状［覚］（硝石・調練管等数量書き上げにつ
き）

（明治2年） 横切継紙・1通 へ77-3-2

馬場願書（御しらべ書の件書き上げ拝見につ
き）　馬場→矢野倉（謙一郎）様

（明治2年）5月19日 横切継紙・1通 へ77-3-3

長谷川平次郎用状（山内唯七用済み、出立につ
き）　（長谷川）平次郎→御同役中様

（明治2年）10月6日 横切継紙・1通 へ77-3-4

某用状［覚］（招魂祭奉納春日夜燈等代金につ
き）　

（明治2年） 横切継紙・1通 へ77-3-5

鎌原伊野右衛門申達書（ヒストルサックの件拝
借・お返しにつき）　（鎌原）伊野右衛門→（矢野
倉）謙兵衛様

（明治2年）8月20日 横切紙・1通 へ77-3-6

某用状（武具数書き上げにつき）　 （明治2年） 横切継紙・1通 へ77-3-7

荒井弥平用状［口上覚］（金子紛失の件勘弁の旨
雇頭願につき）　荒井弥平→矢野倉謙兵衛様

（明治2年）3月2日 横切継紙・1通 へ77-3-8

（小銃玉数量書上につき）　 （明治2年） 切紙・1通 へ77-3-9

某用状［覚］（返上の残り分につき）　 （明治2年）12月 切紙・1通 へ77-3-10

調役用状［覚］（小銃弾薬入箱内訳につき）　調役
→‐　下ケ札あり

（明治2年）11月 横切継紙・1通 へ77-3-11

（小銃箱法量書上）　 （明治2年） 竪紙・1通 へ77-3-12

４７　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方上申・用状
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４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領　　番方

（武具拝借証文綴　文久3年～明治5年）　へ30‐1～
5まで一括

162点 へ30

（武具拝借証文綴　慶応4年閏4～10月）　へ29・
30は巻込一括

33点 へ30-1

春原織右衛門拝借証文［覚］（短ミニエール銃1
挺等受取につき）　春原織右衛門→菅沼治郎右衛
門殿

（慶応4年）辰閏4月23日 横切継紙・1通 へ30-1-1

片岡十郎兵衛拝借証文［覚］（袖印6枚につき）　
片岡十郎兵衛→久保九郎右衛門殿

11月6日 横切紙・1通 へ30-1-2

中嶋弥五兵衛他二名拝借証文［覚］（甲府臨時御
用のため長ミニエール銃3挺等につき）　中嶋
弥五兵衛・吉野芳馬・中村仲多→久保九郎右衛門殿

6月21日 横切継紙・1通 へ30-1-3

中川求記拝借証文［覚］（赤山道笠1蓋につき）　
中川求記→久保九郎右衛門殿

6月9日 横切紙・1通 へ30-1-4

小宮山丹五他一名拝借証文［覚］（甲府臨時御用
のため敬兵銃1挺等につき）　小宮山丹五・富岡
万之進→久保九郎右衛門殿

6月9日 横切継紙・1通 へ30-1-5

［　］之進拝借証文［覚］（甲府出張のため短ミニ
エール銃1挺等につき）　［　］之進→久保九郎右
衛門殿

6月9日 横切継紙・1通 へ30-1-6

高久啓次郎他二名拝借証文［覚］（甲府へ臨時出
張のため短ミニエール銃2挺等につき）　高久
啓次郎・宮下寛三郎・代判野村弥左衛門→小野熊男殿

5月28日 横切継紙・1通 へ30-1-7

鳥海繁之助他五名拝借証文［覚］（甲府へ臨時出
張のため短ミニエール銃5挺等につき）　鳥海
繁之助・大塚荘作・野中左助他3名→小野熊男殿

5月26日 横切継紙・1通 へ30-1-8

小野猪鹿男他一名拝借証文［覚］（短ミニー銃1
挺等につき）　小野猪鹿男・代判小野熊男→‐

5月26日 横切紙・1通 へ30-1-9

南沢喜久人拝借証文［覚］（甲府へ臨時出張のた
め短ミニエール銃玉20発等につき）　南沢喜
久人→小野熊男殿

5月26日 横切紙・1通 へ30-1-10

白木勝之助他六名拝借証文［覚］（甲府へ臨時出
張のため短ミニエール銃5挺等につき）　白木
勝之助（墨消）・村上彦次郎・瀧沢利兵衛他4名→小野
熊男殿

（慶応4年）辰5月26日 横切継紙・1通 へ30-1-11

上村治右衛門拝借証文［覚］（甲府へ臨時出張の
ため極短ミニエール銃1挺等につき）　上村治
右衛門→小野熊男殿

5月25日 横切紙・1通 へ30-1-12

落合亀次郎他一名拝借証文［覚］（甲府へ臨時出
張のため袖印1枚につき）　落合亀次郎・代判松

5月25日 横切紙・1通 へ30-1-13

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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村半次郎→小野熊男殿

春原小八郎他一名拝借証文［覚］（甲府出張のた
め袖印1枚につき）　春原小八郎・馬場広人→小野
熊男殿

5月21日 横切継紙・1通 へ30-1-14

笠井三郎治拝借証文［覚］（出動のため白山道附
法被1枚につき）　下目付笠井三郎治→御武具方調
役中様

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ30-1-15

宮入半左衛門拝借証文［覚］（甲府出張御用のた
め山道附陣羽織1つにつき）　下目付宮入半左衛
門→御武具方調役中様

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ30-1-16

千喜良新之進受取証文［覚］（甲府出張のため袖
験5流につき）　千喜良新之進→三村大之助殿

（慶応4年）戊辰5月 横切紙・1通 へ30-1-17

寺内刑部他一名拝借証文［覚］（甲府へ臨時出張
のため玉薬4千760発等につき）　寺内刑部・代
判小野熊男→山岸左内殿

5月6日 横切紙・1通 へ30-1-18

千喜良新之進受取証文［覚］（甲府出張のため御
船場印1流につき）　千喜良新之進→小野熊男殿

5月6日 横切紙・1通 へ30-1-19

鈴木柔次郎受取証文［覚］（甲府御入料のため荒
木箱1つ等につき）　四番小銃方御世話役鈴木柔
次郎→御武具方

5月6日 横切紙・1通 へ30-1-20

千喜良新之進拝借証文［覚］（甲府出張のため短
ミニエール銃胴乱1つ等につき）　千喜良新之
進→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ30-1-21

春原織右衛門他1名拝借証文［覚］（甲府出張の
ため陣笠1蓋につき）　春原織右衛門・代判冨永新
平→‐

（慶応4年）辰4月23日 横切紙・1通 へ30-1-22

増田助之丞拝借証文［覚］（柏木口七ツ道具につ
き）　増田助之丞→小野熊男殿

慶応4年辰10月朔日 切紙・1通 へ30-1-23

松木源八拝借証文［覚］（甲府御用のため長ミニ
エール銃9挺等につき）　松木源八→菅沼治郎右
衛門殿

慶応4年辰閏4月2□日 横切紙・1通 へ30-1-24

佐庫正左衛門拝借証文［覚］（甲府出張のため舶
来雷火管40挺等につき）　佐藤正左衛門→菅沼
治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月23日 横切紙・1通 へ30-1-25

大日方通拝借証文［覚］（甲府出張のためゲーベ
ル銃1挺等につき）　大日方通→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）辰閏4月23日 横切継紙・1通 へ30-1-26

依田謙次郎拝借証文［覚］（甲府出張のため雷火
管25挺等につき）　依田謙次郎→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）辰閏4月23日 横切紙・1通 へ30-1-27

田中鉄太郎拝借証文［覚］（甲府御用のため短ミ
ニエール銃1挺等につき）　田中鉄太郎→菅沼治
郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月22日 横切紙・1通 へ30-1-28

小山重作拝借証文［覚］（甲府御用のため陣羽織 （慶応4年）辰閏4月22日 横切紙・1通 へ30-1-29
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2枚につき）　大銃方附小山重作→御武具方御役所

佐藤正左衛門拝借証文［覚］（赤地御旗竿1本に
つき）　佐藤正左衛門→菅沼治郎右衛門殿

慶応4年辰閏4月 横切紙・1通 へ30-1-30

中沢平左衛門拝借証文［覚］（甲府出張御用のた
め馬上砲御筒1挺等につき）　中沢平左衛門・代
判加藤金五郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月22日 横切紙・1通 へ30-1-31

加藤金五郎拝借証文［覚］（馬上砲御筒等につ
き）　加藤金五郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月22日 横切継紙・1通 へ30-1-32

田中鉄太郎拝借証文［覚］（甲府出張御用のため
黒塗胴乱1つ等につき）　田中鉄太郎→菅沼治郎
右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月22日 横切紙・1通 へ30-1-33

（武具拝借証文綴　慶応4年～明治5年）　 60点 へ30-2

月岡徳治他一名受取証文［覚］（下筋へ臨時出張
のため赤山道附笠10蓋等につき）　月岡徳治・
田中権之助→小野熊男殿

7月6日 横切紙・1通 へ30-2-1

月岡徳治他一名受取証文［覚］（下筋へ臨時出張
のため長ミニエール銃2挺等につき）　月岡徳
治・田中権之助→小野熊男殿

5月16日 横切紙・1通 へ30-2-2

山崎久米他五名受取証文［覚］（越後筋御用のた
め短ミニエール銃5挺等につき）　山崎久米・小
山藤左衛門・竹内藤左衛門（墨消）他3名→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）辰5月11日 横切継紙・1通 へ30-2-3

金井鉄之進他二名拝借証文［覚］（短ミニエール
銃2挺等につき）　金井鉄之進・白川勝之助・代判小
野熊男→菅沼治郎右衛門殿

5月18日 横切紙・1通 へ30-2-4

小野亀男他二名拝借証文［覚］（下筋御用のため
玉薬20発等につき）　小野亀男・関口勇馬・代判小
野熊男→菅沼治郎右衛門殿

5月18日 横切紙・1通 へ30-2-5

倉嶋弥兵衛他一名拝借証文［覚］（長ミニエール
銃2挺等につき）　倉嶋弥兵衛・坂西正之進→三村
大之助　綴目より脱

（慶応4年）辰8月19日 横切紙・1通 へ30-2-6

繁之助拝借証文（越後筋御用のため袖印1つに
つき）　玉井恒之助組繁之助→御武具方御役所

5月19日 横切紙・1通 へ30-2-7

篠崎源五郎他一名拝借証文［覚］（下筋出張のた
め短ミニエール銃2挺等につき並びに返上の
旨下ケ札）　篠崎源五郎・堀内速見→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月8日 横切継紙・1通 へ30-2-8

仙仁平次郎拝借証文［覚］（御用のため輪束1筋
につき）　仙仁平次郎→‐

（慶応4年）辰4月25日 横切紙・1通 へ30-2-9

原田常三郎他一名拝借証文［覚］（御用のため六
匁御筒1挺等につき）　御勘定所物書原田常三郎・
代判東福寺泰作→御武具方

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ30-2-10

原徳太郎拝借証文［覚］（六匁御筒につき）　原徳
太郎→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切紙・1通 へ30-2-11

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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須田五十喜拝借証文［覚］（六匁御筒1挺等につ
き）　須田五十喜→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月 横切継紙・1通 へ30-2-12

海沼忠兵衛他一名拝借証文［覚］（臨時御用のた
め六匁御筒1挺等につき）　海沼忠兵衛・代判松
代半次郎→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切紙・1通 へ30-2-13

麻野波衛他一名拝借証文［覚］（臨時出張のため
六匁御筒1挺等につき）　麻野波衛・代判小野熊
男→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ30-2-14

西村重左衛門他一名拝借証文［覚］（六匁御筒1
挺等につき）　西村重左衛門・代判宮沢勇之進→菅
沼治郎右衛門殿

4月21日 横切継紙・1通 へ30-2-15

清水忠衛他一名拝借証文［覚］（臨時出張御用の
ため六匁筒2挺等につき）　清水忠衛（盛明）・代
判小林善蔵→菅沼治郎右衛門殿

4月20日 横切継紙・1通 へ30-2-16

吉原慎吾拝借証文［覚］（下筋出張御用のため白
鉢巻1筋等につき）　吉原慎吾→菅沼治郎右衛門
殿

4月20日 横切紙・1通 へ30-2-17

堀井泉蔵他一名拝借証文［覚］（六匁御筒1挺等
につき）　堀井泉蔵・代判小宮山蔵六→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）辰4月23日 横切継紙・1通 へ30-2-18

奈良井村上組吉郎右衛門拝借証文［覚］（口薬入
1つ等につき）　奈良井村上組吉郎右衛門→御武具
方御役所

4月25日 横切紙・1通 へ30-2-19

某用状（称八印鉄砲外鉄砲等返却確認につき） 
→　

横折紙・1通 へ30-2-20

根井小右衛門他一名拝借証文［覚］（六匁御筒1
挺等につき）　根井小右衛門・菅沼治郎右衛門→山
岸左内殿

4月21日 横切紙・1通 へ30-2-21

寺内又左衛門他一名拝借証文［覚］（臨時御出張
のため六匁御筒1挺等につき）　寺内又左衛門・
代判冨沢善之進→池田平角殿

4月18日 横切紙・1通 へ30-2-22

御備掛書状（東寺尾村関門詰めの徒士皆引き払
いの旨報知につき）　御備掛り→御武具方様御備
掛り

7月18日 横切継紙・1通 へ30-2-23

福田小平太拝借証文［覚］（六匁御筒1挺につき）
福田小平太（花押）→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月10日 横切紙・1通 へ30-2-24

青木直馬他三名拝借証文［覚］（六匁御筒2挺等
につき）　青木直馬・祢津千馬之助・小林勝太郎他1
名→‐

（慶応4年）辰4月19日 横切紙・1通 へ30-2-25

青木直馬他二名拝借証文［覚］（六匁御筒3挺に
つき並びに返上の旨朱書後筆）　青木直馬・祢
津千里之助・代判小林勝太郎→菅沼治郎右衛門殿

4月19日 横切継紙・1通 へ30-2-26

出浦輝人拝借証文（胴乱1つ等につき）　出浦輝
人→菅沼治郎右衛門殿　柱書読めず

4月21日 横切紙・1通 へ30-2-27

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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野兵組竹五郎他二名拝借証文［覚］（野兵組出張
のため御紋附口薬入4つ等につき）　野兵組竹
五郎・七左衛門・代判山口総平→御武具方御役所

4月20日 横切紙・1通 へ30-2-28

（松木源八等9人名面書）　 切紙・1通 へ30-2-29

（牧野大右衛門等6人武具別名面書）　 切紙・1通 へ30-2-30

（牧野大右衛門12人武具別名面書）　 横切紙・1通 へ30-2-31

［覚］（飯山表出張等のため短ミニエール銃勘定
書）　

横切紙・1通 へ30-2-32

［覚］（飯山表出張等のため短ミニエール銃2勘
定書）　

横切紙・1通 へ30-2-33

（短銃拝借者名面書）　 横切継紙・1通 へ30-2-34

（銃勘定書）　前欠 切紙・1通 へ30-2-35

宮本浅之進他一名拝借証文［覚］（牟礼宿出張の
ためミニエール銃玉薬50発等につき）　宮本
浅之進・代判片岡文治→三村大之助

12月20日 切紙・1通 へ30-2-36

水井市治拝借証文［覚］（赤地御紋附御籏1流に
つき）　水井市治→小野熊男殿

3月20日 切紙・1通 へ30-2-37

水井市治拝借証文［覚］（袖印1つにつき）　水井
市治→御武具方

4月26日 切紙・1通 へ30-2-38

水井市治拝借証文［覚］（御紋附御幕1張等につ
き）　水井市治→小野熊男殿

6月20日 横切紙・1通 へ30-2-39

馬場平作拝借証文［覚］（袖印13枚等につき）　馬
場平作→菅沼治郎右衛門殿

4月24日 横切紙・1通 へ30-2-40

馬場平作拝借証文［覚］（火縄1束につき）　馬場
平作→菅沼治郎右衛門殿

4月28日 切紙・1通 へ30-2-41

馬場平作拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印2
枚等につき）　馬場平作→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ30-2-42

小山藤左衛門拝借証文［覚］（地蔵峠出張中品不
足等のため火縄1束等につき）　小山藤左衛門
→菅沼治郎右衛門殿

4月28日 横切継紙・1通 へ30-2-43

金児四郎拝借証文［覚］（ミニエール銃弾薬6箱
等につき）　金児四郎→御武庫方様

（明治5年）申正月23日 切紙・1通 へ30-2-44

金児五郎拝借証文［覚］（硝石20貫目等につき） 
金児五郎→御武庫方様

（明治5年）正月23日 横切紙・1通 へ30-2-45

金子弥高拝借証文［覚］（スイス銃弾薬4箱入り
等預りにつき）　金子弥高→武庫方様

（明治5年）申正月23日 切紙・1通 へ30-2-46

金児四郎拝借証文［覚］（大鉛9本につき）　金児
四郎→御武庫方様

（明治5年）正月17日 切紙・1通 へ30-2-47

金児忠兵衛拝借証文［覚］（具足5領等を預かり
につき）　金児忠兵衛→御武具方様

（明治5年）正月10日 横切紙・1通 へ30-2-48

金児弥高受取証文［覚］（建板等20品取につき） 
金児弥高→御武具方様

（明治5年）申正月10日 横切継紙・1通 へ30-2-49
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金児弥高受取証文［記］（刀4本等につき）　金児
弥高→玉蔵方様

（明治5年）申正月23日 横切紙・1通 へ30-2-50

金児四郎受取証文［覚］（三拾目弾薬260発等に
つき）　金児四郎→御武庫方様

切紙・1通 へ30-2-51

金児三郎受取証文［覚］（和銃64挺につき）　金児
三郎→御武庫方様

正月10日 切紙・1通 へ30-2-52

［覚］（出浦岳男等5名拝借武具覚）　 横切継紙・1通 へ30-2-53

窪田竹五郎他一名受取証文［覚］（農兵組出張の
ため玉入麻袋70等につき並びに返上の旨後
筆）　農兵組世話役窪田竹五郎・同三井七左衛門→御
武具方御役所

4月20日 横切継紙・1通 へ30-2-54

大日向渡他一名拝借証文［覚］（百匁玉御筒1挺
等につき）　大日向渡・宮沢勇之進→菅沼治郎右衛
門殿

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ30-2-55

小宮山蔵六拝借証文［覚］（胴乱2つ等につき）　
小宮山蔵六→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月23日 横切紙・1通 へ30-2-56

岡野弥右衛門他一名拝借証文［覚］（臨時出張の
ため六匁筒1挺等拝借につき）　岡野弥右衛門・
代判常右衛門→御武具方御役所

（慶応4年）4月23日 横切継紙・1通 へ30-2-57

月岡桂斎拝借証文［覚］（六匁御筒1挺等拝借に
つき）　月岡桂斎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月 横切継紙・1通 へ30-2-58

向田平左衛門受取証文［覚］（臨時御用のため三
匁御筒1挺等につき）　向田平左衛門→三村大之
助

5月19日 横切継紙・1通 へ30-2-59

須田五十喜拝借証文［覚］（御筒3挺等拝借につ
き）　須田五十喜→菅沼治郎右衛門殿

4月23日 横切紙・1通 へ30-2-60

（成沢勘左衛門武具拝借証文綴　慶応4年4月～
5月）　

24点 へ30-3

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分三匁玉100発分等につき）　成沢勘左衛門→御
武具方様

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-1

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分浅黄鉢巻150人分につき）　成沢勘左衛門→御
武具方様

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-2

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張神主拝借
分鑓2筋につき）　成沢勘左衛門→御武具方様

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-3

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師並び
に神主拝借分袖印13枚等につき）　成沢勘左衛
門→御武具方様

4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-4

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張神主拝借
分袖印3つ等につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-5

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分袖印7つ等につき）　成沢勘左衛門→御武具方

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-6

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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様

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分火縄2抱等につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-7

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分三匁五分御筒1挺等につき）　成沢勘左衛門
→御武具方様

4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-8

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分三匁五分御筒6挺等につき）　成沢勘左衛門
→御武具方様

4月25日 横切紙・1通 へ30-3-9

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分合煙硝100発分につき）　成沢勘左衛門→御武
具方様

4月22日 横切継紙・1通 へ30-3-10

成沢勘左衛門他一名願書［覚］（上松村へ小筒4
挺支給願いにつき）　成沢勘左衛門・代判倉嶋弥
兵衛→御武具方様

4月21日 横切紙・1通 へ30-3-11

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分玉薬60発分につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

4月23日 切紙・1通 へ30-3-12

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張神主並び
に猟師拝借分六匁御筒1挺等につき）　成沢勘
左衛門→御武具方様

（慶応4年）辰4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-13

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分六匁玉御筒7挺等につき）　成沢勘左衛門→御
武具方様

4月22日 横切継紙・1通 へ30-3-14

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分三匁五分御筒2挺等につき）　成沢勘左衛門
→御武具方様

4月23日 横切紙・1通 へ30-3-15

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分御袖印50枚につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-16

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分御袖印28枚につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

（慶応4年）辰4月23日 横切継紙・1通 へ30-3-17

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分玉薬20発分等につき）　成沢勘左衛門→御武
具方様

（慶応4年）辰4月24日 横切継紙・1通 へ30-3-18

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分火縄1抱につき）　成沢勘左衛門→御武具方様

（慶応4年）4月24日 横切紙・1通 へ30-3-19

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分胴乱1つ等につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

（慶応4年）4月24日 横切継紙・1通 へ30-3-20

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分火縄1輪等につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

（慶応4年）4月25日 横切継紙・1通 へ30-3-21

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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成沢勘左衛門拝借証文［覚］（御用ため袖印4枚
につき）　成沢勘左衛門→御武具方様

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ30-3-22

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（二匁五分玉薬20発
につき）　成沢勘左衛門→御武具方様

（慶応4年）4月25日 横切紙・1通 へ30-3-23

成沢勘左衛門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借
分火縄1抱等につき）　成沢勘左衛門→御武具方
様

（慶応4年）4月24日 横切継紙・1通 へ30-3-24

（磯田音門武具拝借証文綴　慶応4年4月～5月） 29点 へ30-4

磯田音門拝借証文［覚］（猟師共出張のため小筒
1挺等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月11日 切紙・1通 へ30-4-1

磯田音門拝借証文［覚］（関門出張農兵拝借分の
小筒12挺等につき）　磯田音門→御武具方様

慶応4年辰5月24日 横切紙・1通 へ30-4-2

磯田音門拝借証文［覚］（袖印10枚につき）　磯田
音門→山岸左内殿

7月28日 横切継紙・1通 へ30-4-3

磯田音門拝借証文［覚］（鉛1貫目につき）　磯田
音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月15日 横切継紙・1通 へ30-4-4

磯田音門拝借証文［覚］（小筒10挺等につき）　磯
田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月14日 横切継紙・1通 へ30-4-5

磯田音門拝借証文［覚］（赤山道附法被10枚等に
つき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月19日 横切継紙・1通 へ30-4-6

磯田音門拝借証文并九島十之進代印拝借証文
貼継［覚］（鉛1貫目等受取並びに磯田音門印
形不所持のため九島十之進代印にて証文再
提出）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月10日 横切継紙・1通 へ30-4-7

磯田音門拝借証文［覚］（小筒8挺等につき）　磯
田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月2日 横切紙・1通 へ30-4-8

磯田音門拝借証文［覚］（笹崎出張供兵分拝借の
小筒5挺等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月 横切紙・1通 へ30-4-9

磯田音門拝借証文［覚］（小祢山村大日方弥惣治
拝借分の御筒10挺等につき）　磯田音門→御武
具方様

（慶応4年）辰4月25日 横切継紙・1通 へ30-4-10

磯田音門拝借証文［覚］（臨時出張猟師拝借分の
赤山道法被6枚等につき）　磯田音門→御武具方
様

（慶応4年）閏4月5日 横切継紙・1通 へ30-4-11

磯田音門拝借証文［覚］（小筒1挺等につき）　磯
田音門→御武具方様

（慶応4年）辰閏4月 横切紙・1通 へ30-4-12

磯田音門拝借証文［覚］（三匁筒1挺等につき）　
磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰閏4月7日 切紙・1通 へ30-4-13

磯田音門拝借証文［覚］（猟師共出張のため六匁
御筒1挺等につき）　磯田音門→御武具方様　下
ケ札あり

（慶応4年）閏4月8日 横切継紙・1通 へ30-4-14

磯田音門拝借証文［覚］（小筒1挺等につき）　磯
田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月8日 横切継紙・1通 へ30-4-15

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用のため猟師共
出張のため赤山道法被1枚等につき）　磯田音
門→御武具方様

（慶応4年）閏4月17日 横切継紙・1通 へ30-4-16

磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用のため猟師共
出張のため玉薬20発分等につき）　磯田音門→
御武具方様

（慶応4年）閏4月17日 横切紙・1通 へ30-4-17

磯田音門拝借証文［覚］（小筒20挺等につき）　磯
田音門→御武具方様

（慶応4年）辰閏4月19日 切紙・1通 へ30-4-18

磯田音門拝借証文［覚］（袖印16枚につき）　磯田
音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月20日 切紙・1通 へ30-4-19

磯田音門拝借証文［覚］（猟師出張のため合薬
100目等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月9日 横切継紙・1通 へ30-4-20

磯田音門拝借証文［覚］（農兵へ支給用小筒3挺
等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月25日 横切継紙・1通 へ30-4-21

磯田音門拝借証文［覚］（農兵へ支給用陣笠10つ
等につき）　磯田音門→御武具方様

慶応4年辰閏4月25日 横切継紙・1通 へ30-4-22

磯田音門拝借証文［覚］（猟師拝借分の陣笠1蓋
等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰閏4月26日 横切継紙・1通 へ30-4-23

磯田音門拝借証文［覚］（赤山道附塗笠8つ等に
つき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月2日 横切継紙・1通 へ30-4-24

磯田音門拝借証文［覚］（赤山道附法被3つ等に
つき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）辰5月5日 横切継紙・1通 へ30-4-25

磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用にて猟師拝借
分小筒1挺につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月11日 横切紙・1通 へ30-4-26

磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用にて猟師拝借
分小筒1挺等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月11日 横切紙・1通 へ30-4-27

磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用にて猟師拝借
分胴乱1つにつき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月11日 切紙・1通 へ30-4-28

磯田音門拝借証文［覚］（臨時御用にて猟師拝借
分鉛150目等につき）　磯田音門→御武具方様

（慶応4年）閏4月11日 横切継紙・1通 へ30-4-29

（横浜警護用武具類拝借証文　文久3年3月～4
月）

16点 へ30-5

［横浜へ御人数出し候節諸拝借切手］（切紙表
紙）

文久3年4月 切紙・1通 へ30-5-1

丸山保次拝借証文［覚］（臨時参府のため白山道
附法被4つ等16筆につき）　丸山保次・大里忠之
進→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-2

興津権右衛門拝借証文［覚］（白山道附法被1枚
等につき）　興津権右衛門→三村大之助殿

（文久3年）亥3月20日 横切紙・1通 へ30-5-3

宮沢徳太郎拝借証文［覚］（黄山道笠1つ等4筆に
つき）　宮沢徳太郎→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-4

竹村熊三郎拝借証文［覚］（参府のため塗笠7蓋 （文久3年）亥3月 横切紙・1通 へ30-5-5

４８　藩政・松代庁／番方／武具方・武庫方所管武具・武具関係品拝借・受領
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等につき）　竹村熊三郎→三村大之助殿

斎田虎尾他一名拝借証文［覚］（参府入料のため
黄山道塗笠4つ等につき）　斎田虎尾・山中小平
次→三村大之助殿

文久3年亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-6

宮本彦之進他一名拝借証文［覚］（村夫2人拝借
分の赤山道附塗笠2等につき）　宮本彦之進・野
村庄左衛門→三村大之助殿

文久3年亥3月20日 横切紙・1通 へ30-5-7

成沢勘左衛門拝借証文（御旗3本等書出し）　成
沢勘左衛門（花押）→三村大之助殿　綴目のため柱書
読めず

文久3年3月13日 横切継紙・1通 へ30-5-8

宮本彦之進他一名拝借証文［覚］（御供出府のた
め槍持使用塗笠2つ等につき）　宮本彦之進・野
村庄左衛門→三村大之助殿

文久3年亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-9

高野車之助拝借証文［覚］（警衛御用のため口薬
入10等につき）　高野車之助→三村大之助殿

（文久3年）3月19日 横切継紙・1通 へ30-5-10

宮下力之助他一名拝借証文［覚］（横浜警衛御用
のため雷火銃20挺等につき）　宮下力之助・代判
宮沢徳太郎→三村大之助殿

（文久3年）亥3月20日 横切継紙・1通 へ30-5-11

寺内多宮他一名拝借証文［覚］（横浜警衛御用の
ため雷火銃40挺等につき）　寺内多宮・蟻川賢之
助→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-12

片山半之輔書状（武器奥送帳送付につき）　（片
山）半之輔→御同役中様

（文久3年）4月22日 横切継紙・1通 へ30-5-13

片山半之輔申上書（江府預かり分の黄山道陣笠
32蓋等送付につき）　（片山）半之輔→御同役中様

（文久3年）4月22日 横切継紙・1通 へ30-5-14

池内良太郎拝借証文［覚］（警衛御用のため三十
匁玉御筒10挺等につき）　池内良太郎→三村大
之助殿

（文久3年）3月19日 横切継紙・1通 へ30-5-15

宮沢徳太郎拝借証文［覚］（警衛御用のため雷火
銃20挺等につき）　宮沢徳太郎→三村大之助殿

（文久3年）亥3月 横切継紙・1通 へ30-5-16

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借　　計政局・番方

（武器方諸拝借証文一括　慶応3年4月～明治2年
正月）　

260点 へ82

（封筒）　 4点 へ82-1

［い印・に印・か印・あ印・し印切手入］（封筒）　武
庫属→‐　封筒裏面記載｢相済又未十月済｣

明治3年午5月2日 封筒・1点 へ82-1-1

［ほ印・き印・く印・て印・ま印・せ印・ね印切手
入］（封筒）　武庫属→‐　封筒裏面記載｢相済又未
済｣

明治3年午5月2日 封筒・1点 へ82-1-2

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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［を印・と印・も印・た印・つ印・な印・拝借切手
入］（封筒）　武庫属→‐　封筒裏面記載｢相済又未
済｣

明治3年午5月 封筒・1点 へ82-1-3

［二印・三印・や印・は印拝借切手入］（封筒）　武
庫属→‐　封筒裏面記載｢相済又未済｣

明治3年午5月 封筒・1点 へ82-1-4

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～明治2年3月） 256点 へ82-2

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～10月）　紙縒札
｢い｣

17点 へ82-2-1

池田平角他一名拝借証文［覚］（袖印1枚黄山道
笠1つ他につき）　池田平角・代判富沢勇之進→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月7日 横切紙・1通 へ82-2-1-1

伊木三之丞拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺胴
乱1つ他につき）　伊木三之丞→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月12日 横切紙・1通 へ82-2-1-2

伊東熊之進他一名拝借証文［覚］（馬上砲1挺三
つ俣1つ他につき）　伊東熊三郎・代判富澤勇之進
→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月14日 横切紙・1通 へ82-2-1-3

出浦岳園拝借証文［覚］（地蔵峠辺りへ出張のた
め御役附御幕1張六匁鋳形1挺につき）　出浦
岳園→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月20日 横切紙・1通 へ82-2-1-4

岩下章五郎拝借証文［覚］（御用のため白山道附
法被8枚黄山道陣塗笠8蓋他につき）　岩下章
五郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰閏4月22日 横切紙・1通 へ82-2-1-5

岩下章五郎拝借証文［覚］（越後筋出張のため雷
粉5匁他につき）　岩下章五郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月22日 横切紙・1通 へ82-2-1-6

池村謹之進拝借証文［覚］（布張2張につき）　池
村謹之進→御武具方様

20日 横切紙・1通 へ82-2-1-7

池田義左衛門拝借証文［覚］（袖印5枚につき）　
池田義左衛門→御武具方御役所

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-1-8

池田平角拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺・胴乱
1つ他につき）　池田平角→菅沼治郎右衛門殿

4月19日 横切紙・1通 へ82-2-1-9

岩崎甚右衛門他一名拝借証文［覚］（長ミニール
銃につき）　岩崎甚右衛門・小野熊男→菅沼治郎右
衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-1-10

岩下達四郎拝借証文［覚］（短ミニール玉20発雷
管25発につき）　岩下達四郎（花押）→菅沼治郎右
衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-1-11

飯島弥兵衛拝借証文［覚］（下筋へ差送のため胴
乱1つにつき）　飯島弥兵衛→御武具方御役所

6月15日 横切紙・1通 へ82-2-1-12

岩下達四郎清明拝借証文［覚］（臨時出張のため
ミニール銃玉80雷管100挺につき）　岩下達四
郎清明（花押）→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月朔日 横切紙・1通 へ82-2-1-13

岩下淀拝借証文［覚］（壱丁ル號玉薬20発他につ
き）　岩下淀→久保九郎右衛門殿

5月7日 横切紙・1通 へ82-2-1-14

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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岩下縫殿丞拝借証文［覚］（長ミニール銃1挺胴
乱1つ他につき）　岩下縫殿丞→小野熊男殿

（慶応4年）辰5月7日 横切紙・1通 へ82-2-1-15

伊藤庄吉拝借証文（臨時出張のためミニール銃
玉薬20発他につき）　伊藤庄吉→久保九郎右衛門
殿　綴目のため柱書読めず

6月7日 横切紙・1通 へ82-2-1-16

伊東善右衛門拝借証文（奥州出張のため御印1
枚につき）　伊東善右衛門（花押）→菅沼治郎右衛
門殿　綴目のため柱書読めず

（慶応4年）辰10月3日 横切紙・1通 へ82-2-1-17

（武具拝借証文綴　慶応4年4月～閏4月）　紙縒
札｢ろ｣

15点 へ82-2-2

鈴木治部右衛門他一名拝借証文［覚］（床机1つ
につき）　鈴木治部右衛門・代判千喜良新之進→菅
沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月 横切紙・1通 へ82-2-2-1

菅将一郎拝借証文［覚］（臨時出張のため長ミ
ニール1挺・胴乱1つにつき）　菅将一郎（花押）→
菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-2-2

菅左衛士之助拝借証文［覚］（ミニール銃甲合20
敷・舶来箸30粒につき）　菅左衛士之助→菅沼治
郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-2-3

鈴木慶一郎拝借証文［覚］（臨時出張のため袖印
10枚につき）　鈴木慶一郎→菅沼治郎右衛門殿

4月22日 横切紙・1通 へ82-2-2-4

菅沼九左衛門拝借証文［覚］（臨時出張のため長
ミニール銃44挺胴乱43他につき）　菅沼九左衛
門（花押）→菅沼治郎右衛門殿

4月23日 横切継紙・1通 へ82-2-2-5

菅鉞太郎拝借証文［覚］（急用のため御役方御印
1つにつき）　菅鉞太郎（花押）→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）辰4月20日 竪紙・1通 へ82-2-2-6

菅鉞太郎拝借証文［覚］（袖印1枚につき）　菅鉞
太郎→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月4日 横切紙・1通 へ82-2-2-7

春原織右衛門拝借証文［覚］（小頭陣羽織4つ塗
笠4枚他につき）　春原織右衛門→‐

（慶応4年）閏4月2日 横切紙・1通 へ82-2-2-8

鈴木治郎右衛門拝借証文［覚］（御入用のため白
山道法被7つ黄山道陣笠7蓋につき）　鈴木治
部右衛門→三村大之助殿

（慶応4年）辰閏4月 横切継紙・1通 へ82-2-2-9

春原織右衛門拝借証文［覚］（御用のため黄山道
陣笠1つにつき）　春原織右衛門→菅沼治郎右衛門
殿

（慶応4年）辰閏4月 横切紙・1通 へ82-2-2-10

鈴木啓一郎他一名拝借証文［覚］（臨時借用のた
め袖印6つ他につき）　鈴木啓一郎・長谷川藤左衛
門→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-2-11

鈴木敬一郎他一名拝借証文［覚］（ミニール銃1
挺胴乱1つ他につき）　鈴木敬一郎・代判富澤勇之
進→菅沼治郎右衛門殿

4月25日 横切紙・1通 へ82-2-2-12

菅厳男他一名拝借証文［覚］（袖印15挺につき） 
菅厳男・代判富澤勇之進→菅沼治郎右衛門殿

4月21日 横切紙・1通 へ82-2-2-13

４９　藩政・松代庁／番方／武具方拝借切手並びに武具方より武具拝借
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